
栃木県重症心身障害児（者）
地域資源アンケート
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要相談

できない

できる

1.医療ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する外来診療について、以下の医療行為に対応できますか

できる できない 要相談

予防接種 13 3 4
一次診療
（経過観察、栄養観察を含む） 13 3 4
経鼻経管栄養の管理 9 7 4
経皮経管栄養の管理
（胃ろう） 8 8 4
中心静脈栄養の管理 7 8 5
酸素療法の管理 9 8 3
気管切開の管理 8 8 4
人工呼吸器の管理 8 9 3
尿道留置カテーテル
の管理 7 8 5
人工肛門の管理 7 8 5
褥瘡の管理 7 6 7

2.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する往診及び訪問診療について、
以下の医療行為に対応できますか

できる できない 要相談

予防接種 0 19 1
経鼻経管栄養の管理 0 20 0
経皮経管栄養の管理
（胃ろう） 0 20 0
中心静脈栄養の管理 0 20 0
酸素療法の管理 0 20 0
気管切開の管理 0 20 0
人工呼吸器の管理 0 20 0
尿道留置カテーテル
の管理 0 20 0
人工肛門の管理 0 20 0
褥瘡の管理 0 20 0
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要相談
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Ⅰ．病院


相談支援事業所一覧表

		市区郡 シク グン		事業所名 ジギョウショ メイ		電話番号 デンワ バンゴウ		FAX番号 バンゴウ		郵便番号 ユウビンバンゴウ		所在地 ショザイチ		訪問可能な主な市町村 ホウモン カノウ オモ シチョウソン

		足利市 アシカガシ		特定相談支援センターはじめ		0284-22-4561		0284-22-4562		326-0143		足利市葉鹿町735-1		足利市 アシカガシ

		足利市 アシカガシ		足利障害者相談支援センター		0284-44-0307		0284-44-0318		326-0064		足利市東砂原後町1072		足利市、佐野市 アシカガシ サノシ

		足利市 アシカガシ		足利ケアサービス		0284-21-7630		0284-21-3109		326-0843		足利市五十部町809-3		足利市、佐野市、太田市 アシカガシ サノシ オオタシ

		足利市 アシカガシ		障害者相談支援センターフォレスト		0284-91-1816		0284-91-2867		326-0011		足利市大沼田町615		足利市及び近隣市町村 アシカガシ オヨ キンリン シチョウソン

		足利市 アシカガシ		相談支援事業所こころみ		0284-41-5039		0284-43-2665		326-0061		足利市田島町611-2

		宇都宮市 ウツノミヤシ		相談支援事業所ポンテ		028-652-7288		028-652-6355		321-0341		宇都宮市古賀志町1964-12		宇都宮、鹿沼、日光、壬生 ウツノミヤ カヌマ ニッコウ ミブ

		宇都宮市 ウツノミヤシ		うつのみや		028-632-6074		028-632-6075		320-0861		宇都宮市西2-1-7		宇都宮市 ウツノミヤシ

		宇都宮市 ウツノミヤシ		サポートセンターきりん		028-612-3838		028-678-3257		321-0905		宇都宮市平出工業団地43-100 ウツノミヤシ ヒライデコウギョウダンチ		宇都宮市 ウツノミヤシ

		宇都宮市 ウツノミヤシ		サポートセンターとみや生活支援センター		028-665-8230		028-665-8230		321-2116		宇都宮市徳次郎町540		宇都宮市 ウツノミヤシ

		宇都宮市 ウツノミヤシ		サポートセンターひばり		028-670-0330		028-667-7315		321-3236		宇都宮市竹下町435-159		宇都宮市 ウツノミヤシ

		宇都宮市 ウツノミヤシ		相談支援センターネクスト		080-8854-9551		028-612-7174		320-0034		宇都宮市泉町6-25		宇都宮市 ウツノミヤシ

		宇都宮市 ウツノミヤシ		特定相談支援事業所やすらぎ		028-650-7727		028-650-7728		320-0011		宇都宮市富士見が丘3－19－20		宇都宮市 ウツノミヤシ

		宇都宮市 ウツノミヤシ		障がい者生活支援センターこぶし		028-680-5746		028-688-0214		321-0126		宇都宮市茂原町837-1		宇都宮市、上三川町 ウツノミヤシ カミノカワマチ

		大田原市 オオタワラシ		相談支援事業所つばさ		0287-53-7393		0287-53-7394		324-0044		大田原市親園824-1		大田原市、那須塩原市、那須烏山市、矢板市、さくら市、那須町、塩谷町、高根沢町 オオタワラシ ナスシオバラシ ナスカラスヤマシ ヤイタシ シ ナスマチ シオ タニ マチ タカネザワマチ

		大田原市 オオタワラシ		相談支援事業所とまり木		0287-54-2854		0287-54-2230		324-0231		大田原市北野上3952		大田原市、那須塩原市、那須町 オオタワラシ ナスシオバラシ ナスマチ

		小山市 オヤマシ		相談支援事業所わくわくおやま		0285-24-6575		0285-20-0255		323-0022		小山市駅東通り3-9-6		小山市 オヤマシ

		小山市 オヤマシ		友井タクシー介護ステーションふれあい		0285-30-0840		0285-30-0844		323-0025		小山市城山町2丁目12-25		小山市 オヤマシ

		小山市 オヤマシ		相談支援事業所おやま		0285-22-1833		0285-22-8946		323-0014		小山市喜沢660		小山市、下野市 オヤマシ シモノ シ

		小山市 オヤマシ		社会就労センターえいぶるの里 シャカイ シュウロウ サト		0285-22-4561		0285-22-4581		323-0003		小山市東島田2403-2		小山市、下野市、上三川町、野木町、結城市、古河市、筑西市 オヤマシ シモノ シ カミノカワマチ ノギマチ ユウキシ コガシ ツク ニシ シ

		小山市 オヤマシ		はつらつサロン南天相談支援事業所		0285-22-4659		0285-38-6529		323-0027		小山市花垣町2-3-19		小山市、栃木市 オヤマシ トチギシ

		小山市 オヤマシ		相談支援事業所みどり		0285-45-8362		0285-45-8397		329-0214		小山市乙女786-1		小山市、栃木市、古河市、結城市 オヤマシ トチギシ コガシ ユウキシ

		上三川町 カミノカワマチ		上三川障がい児・者生活相談支援センター		0285-38-6854		0285-38-6841		329-0611		上三川町上三川5082-15		上三川町 カミノカワマチ

		さくら市 シ		障がい者支援センターにんべん		028-686-2539		028-686-2584		329-1417		さくら市フィオーレ喜連川5-2-1　フィオーレガーデン1-102		さくら市 シ

		佐野市 サノシ		社会福祉法人とちのみ会　こなかの森 シャカイ フクシ ホウジン カイ モリ		0283-24-5757		0283-24-6294		327-0001		佐野市小中町1280		佐野市、足利市 サノシ アシカガシ

		佐野市 サノシ		さの社協相談支援センターほっぷ		0283-22-8152		0283-22-8199		327-0003		佐野市大橋町3212-27		佐野市全域 サノシ ゼンイキ

		下野市 シモノ シ		南栃木支援センター相談支援		0285-44-6118		0285-44-7215		329-0412		下野市柴1432-105		下野市、小山市、壬生町 シモノ シ オヤマシ ミブマチ

		下野市 シモノ シ		下野市相談支援事業所 こばと		0285-44-6783		0285-44-6783		329-0414		下野市小金井1146-6		下野市、上三川町 シモノ シ カミノカワマチ

		高根沢町 タカネザワマチ		高根沢町障害児者生活支援センターすまいる タカネザワマチ		028-612-2751		028-612-2752		329-1225		塩谷郡高根沢町石末1825　福祉センター内 シオヤグン タカネザワマチ イシヅエ フクシ ナイ		高根沢町 タカネザワマチ

		高根沢町 タカネザワマチ		障害者相談支援センターいぶき		028-678-3502		028-676-3501		329-1216		塩谷郡高根沢町桑窪2266-2		高根沢町 タカネザワマチ

		栃木市 トチギシ		相談支援事業所わらしべの家		0282-27-1627		0282-27-1675		328-0011		栃木市大宮町2708-3		栃木市 トチギシ

		栃木市 トチギシ		相談支援センターぴあん ソウダン シエン		0282-31-1755		0282-31-2919		328-0067		栃木市皆川城内町333-2		栃木市、小山市 トチギシ オヤマシ

		栃木市 トチギシ		相談支援事業所「ピュア」		0282-31-3911		0282-31-3912		328-0133		栃木市大森町465		栃木市、鹿沼市、佐野市、小山市、壬生町 トチギシ カヌマシ サノシ オヤマシ ミブマチ

		栃木市 トチギシ		相談支援ウエイブ		0282-23-4465		0282-23-4465		328-0012		栃木市平柳町1-2-7		栃木市、壬生町 トチギシ ミブマチ

		栃木市 トチギシ		もくせいの里		0282-43-0593		0282-43-1387		329-4405		栃木市大平町西山田1198		栃木市内 トチギシナイ

		那須町 ナスマチ		障がい者相談支援事業所ケアサプライ		0287-73-5312		0287-73-5311		329-3221		那須郡那須町漆塚762-102 ナスグン ナスマチ ウルシツカ		白河市、那須町、那須塩原市、大田原市 シラカワシ ナスマチ ナスシオバラシ オオタワラシ

		那須塩原市 ナスシオバラ シ		相談支援事業所テトテ		0287-36-7171		0287-36-7181		329-2732		那須塩原市一区町251-1		那須塩原市（大田原、矢板、那須町、那珂川町、烏山） ナスシオバラ シ オオタワラ ヤイタ ナスマチ ナカガワマチ カラスヤマ

		那須塩原市 ナスシオバラ シ		相談支援事業のぞみ		0287-65-2288		0287-65-2282		329-3152		那須塩原市上中野53		那須塩原市、大田原市、那須町 ナスシオバラ シ オオタワラシ ナスマチ

		那須塩原市 ナスシオバラ シ		相談支援事業所　空		0287-73-8165		0287-73-8165		329-3157		那須塩原市大原間西1-19-9		那須塩原市、大田原市、那須町 ナスシオバラ シ オオタワラシ ナスマチ

		那須塩原市 ナスシオバラ シ		指定特定相談支援事業所あじさい		0287-60-3361		0287-60-3362		325-0034		那須塩原市東原166		那須塩原市、那須町 ナスシオバラ シ ナスマチ

		野木町 ノギマチ		さわやか相談支援センター		0280-57-4884		0280-57-4994		329-0112		野木町南赤塚1145-1		小山市、野木町、古河市、栃木市 オヤマシ ノギマチ コガシ トチギシ

		芳賀郡 ハガ グン		相談支援センター光輝舎		0285-70-2020		0285-72-8222		321-4105		芳賀郡益子町北中1113-1		芳賀郡、真岡市等 ハガ グン モオカシ ナド

		芳賀郡 ハガ グン		相談支援センターみさと		0285-72-9767				321-4104		芳賀郡益子町大沢2800-5		芳賀郡内（真岡市、益子町、市貝町、芳賀町、茂木町） ハガ グンナイ モオカシ マシコ チョウ イチ ガイ マチ ハガマチ モギマチ

		真岡市 モオカシ		相談支援センターのどか　真岡センター		0285-81-5890		0285-85-8452		321-4305		真岡市荒町111-1		真岡市、芳賀町、市貝町、益子町、茂木町 モオカシ ハガマチ イチガイ マチ マシコ チョウ モギ マチ

		真岡市 モオカシ		真岡介護センター		0285-80-5200		0285-80-5211		321-4361		真岡市並木町1-8-1　シティ並木102 ナミキ		真岡市、芳賀町南部、市貝町南部、益子町西部、上三川東部 モオカシ ハガマチ ナンブ イチ ガイ チョウ ナンブ マシコ チョウ セイブ カミノカワ トウブ

		壬生町 ミブマチ		指定障害者相談支援事業所あるしぇん		0282-86-7665		0282-21-7109		321-0201		下都賀郡壬生町安塚2032 シモツガグン ミブマチ ヤスヅカ		壬生町 ミブマチ





訪問看護事業所一覧表

		市区郡 シク グン		事業所名 ジギョウショ メイ		電話番号 デンワ バンゴウ		FAX番号 バンゴウ		郵便番号 ユウビンバンゴウ		所在地 ショザイチ		訪問可能な主な市町村 ホウモン カノウ オモ シチョウソン

		足利市 アシカガシ		あおい訪問看護ステーション		0284-73-9456		0284-72-7600		326-0831		足利市堀込町2556 セレッソ・コート1階		足利市とその周辺（佐野市、館林市、巴楽町、太田市、桐生市） アシカガシ シュウヘン サノシ タテバヤシシ トモエ ラク マチ オオタシ キリュウシ				足利市 アシカガシ		2

		足利市 アシカガシ		ライフ訪問看護リハビリテーション		0284-64-8799		0284-64-8335		326-0831		足利市堀込町2656-7　ASKビル301号		足利市、佐野市、館林市、邑楽郡、太田市、桐生市 アシカガシ サノシ タテバヤシシ オウラ グン オオタシ キリュウシ				宇都宮市 ウツノミヤシ		7

		宇都宮市 ウツノミヤシ		ＷＡＤＥＷＡＤＥ訪問看護ステーション		028-666-5420		028-666-5460		321-0923		宇都宮市下栗町2913-1 ウツノミヤシ シモグリマチ		宇都宮市、上三川町、 ウツノミヤシ カミノカワマチ				大田原市 オオタワラシ		4

		宇都宮市 ウツノミヤシ		訪問看護ステーションここあ		028-600-3735		028-600-3736		321-2116		宇都宮市徳次郎町998-9 ウツノミヤシ トクジロウマチ		宇都宮市、日光市、 ウツノミヤシ ニッコウシ				小山市 オヤマシ		3

		宇都宮市 ウツノミヤシ		訪問看護ステーションうつのみや		028-612-6103		028-612-6104		320-0852		宇都宮市下砥上町字並塚643番地1		宇都宮市、壬生町 ウツノミヤシ ミブマチ				鹿沼市 カヌマシ		1

		宇都宮市 ウツノミヤシ		訪問看護ステーションあるく		028-643-5586		028-678-8796		320-0036		宇都宮市小幡2-6-14 		宇都宮市 ウツノミヤシ				さくら市 シ		1

		宇都宮市 ウツノミヤシ		訪問看護ステーション風		028-612-1333		028-612-1384		321-0117		宇都宮市城南3丁目5-6		宇都宮、鹿沼、下野、壬生 ウツノミヤ カヌマ シモノ ミブ				佐野市 サノシ		2

		宇都宮市 ウツノミヤシ		訪問看護ステーションほっと		028-626-5739		028-625-8201		321-0974		宇都宮市竹林町958		宇都宮市 ウツノミヤシ				下野市 シモツケシ		1

		宇都宮市 ウツノミヤシ		宮の橋訪問看護ステーション		028-635-9839		028-635-9839		321-0963		宇都宮市南大通り1-1-23		宇都宮市 ウツノミヤシ				高根沢町 タカネザワマチ		1

		大田原市 オオタワラシ		訪問看護ステーションゆりの木		0287-47-5123		0287-47-5124		324-0028		大田原市山の手1-1-7 ヤマ テ		大田原市、那須塩原市、那珂川町 オオタワラシ ナスシオバラ シ ナカガワマチ				栃木市 トチギシ		1

		大田原市 オオタワラシ		とちぎ訪問看護ステーションくろばね		0287-54-0507		0287-54-0580		324-0241		大田原市黒羽向町142番地		大田原市、那須塩原市、那須町、那珂川町 オオタワラシ ナスシオバラ シ ナスマチ ナカガワマチ				那須烏山市 ナスカラスヤマシ		1

		大田原市 オオタワラシ		さくら訪問看護ステーション		0287-29-3252		0287-29-3252		324-0058		大田原市紫塚3-2633-10		大田原市、那須塩原市、矢板市 オオタワラシ ナスシオバラ シ ヤイタ シ				那須塩原市 ナスシオバラ シ		1

		大田原市 オオタワラシ		那須赤十字訪問看護ステーション		0287-23-8866		0287-23-8903		324-8686		大田原市中田原1081-4		大田原市、那須塩原市（一部を除く） オオタワラシ ナスシオバラ シ イチブ ノゾ				野木町 ノギマチ		1

		小山市 オヤマシ		とちぎ訪問看護ステーションおやま		0285-39-8602		0285-39-8607		323-0827		小山市神鳥谷2251-7 オヤマシ ヒトトノヤ		小山市、下野市（南部）、野木町（北部） オヤマシ シモノ シ ナンブ ノギ マチ ホクブ				壬生町 ミブマチ		1

		小山市 オヤマシ		わくわく訪問看護ステーションおやま		0285-24-6575		0285-20-0255		323-0022		小山市駅東通り3-9-6		小山市、結城市（茨城県）、下野市の一部、栃木市（PTのみ） オヤマシ ユウキシ イバラキケン シモノ シ イチブ トチギシ				真岡市 モオカシ		1

		小山市 オヤマシ		訪問看護ステーションみどり		0285-45-8362		0285-45-8397		329-0214		小山市乙女786-1		小山市、栃木市、古河市、結城市 オヤマシ トチギシ コガシ ユウキシ						28

		鹿沼市 カヌマシ		鹿沼訪問看護ステーション		0289-60-5650		0289-60-1687		322-0021		鹿沼市上野町320-3高橋ビル1階103号室		鹿沼市、旧宇都宮市、旧今市市、壬生町、西片町 カヌマシ キュウ ウツノミヤシ キュウ イマイチシ ミブマチ ニシカタマチ

		さくら市 シ		訪問看護ステーション卯の郷		028-682-7770		028-682-7766		329-1311		さくら市氏家2650番地		さくら市（周辺15ｋｍ以内）、塩谷町、那須烏山市、宇都宮市、高根沢町 シ シュウヘン イナイ シオヤ マチ ナスカラスヤマシ ウツノミヤシ タカネザワ マチ

		佐野市 サノシ		訪問看護ステーションマザーの家		0283-85-7771		0283-85-7772		327-0504		佐野市中町942-1		佐野市 サノシ

		佐野市 サノシ		訪問看護ステーション佐野		0283-86-7013		0283-86-7031		327-0847		佐野市天神町774-22 メープルハイツ101号室		足利市、佐野市、栃木市（旧岩船市） アシカガシ サノシ トチギシ キュウ イワフネ シ

		下野市 シモツケシ		訪問看護ステーション石橋		0285-52-2293		0285-52-2268		329-0511		下野市石橋628番地		下野市、上三川町、壬生町、宇都宮市（部） シモノ シ カミノカワマチ ミブマチ ウツノミヤシ ブ

		高根沢町 タカネザワ マチ		訪問看護ステーションたかねざわ		028-680-1701		028-680-1702		329-1233		塩谷郡高根沢町宝積寺2426-8 		高根沢町、さくら市、那須烏山市、芳賀町、市貝町、茂木町、益子町、宇都宮市 タカネザワマチ シ ナスカラスヤマシ ハガ マチ イチ カイ チョウ モギマチ マシコ チョウ ウツノミヤシ

		栃木市 トチギシ		訪問看護ステーションオリーブ		0282-27-8414		0282-27-8415		328-0027		栃木市今泉町1丁目17番29号		栃木市、小山市、下野市、壬生町 トチギシ オヤマシ シモノ シ ミブ マチ

		那須烏山市 ナスカラスヤマシ		訪問看護ステーションあい		0287-83-8035		0287-83-8222		321-0628		那須烏山市金井2-5-9 ベンチャープラザ7号室 ゴウシツ		那須烏山市、那珂川町、茂木町、一貝町 ナスカラスヤマシ ナカガワマチ モギマチ イチ ガイ マチ

		那須塩原市 ナスシオバラ シ		マロニエ訪問看護ステーション		0287-37-6322		0287-39-3305		329-2763		那須塩原市井口537-3 にしなすの総合在宅ケアセンター内		那須塩原市、那須町、大田原市　リハビリのみ→那珂川町訪問可能 ナスシオバラ シ ナスマチ オオタワラシ ナカガワ マチ ホウモン カノウ

		野木町 ノギマチ		訪問看護ステーションたんぽぽ		0280-57-1888		0280-57-3819		329-0101		下都賀郡野木町友沼5119-12		野木町、小山市、旧藤岡町 ノギマチ オヤマシ キュウ フジオカマチ

		壬生町 ミブマチ		とちぎ訪問看護ステーションみぶ		0282-82-7262		0282-82-7260		321-0218		下都賀郡壬生町落合1-18-12		上三川町、下野市、壬生町、宇都宮 カミノカワマチ シモノ シ ミブ チョウ ウツノミヤ

		真岡市 モオカシ		芳賀赤十字訪問看護ステーション		0285-84-8266		0285-84-8266		321-4306		真岡市台町2461		芳賀郡全域（真岡市、益子町、芳賀町、茂木町） ハガ グン ゼンイキ モオカシ マシコマチ ハガマチ モギ マチ





診療所一覧表

		市区郡 シク グン		診療所名 シンリョウジョ メイ		電話番号 デンワ バンゴウ		郵便番号 ユウビンバンゴウ		所在地 ショザイチ

		足利市 アシカガシ		山浦内科医院		0284-21-6653 		326-0843		足利市五十部町1256-5

		足利市 アシカガシ		あいファミリィクリニック足利 アシカガ		0284-22-3788		329-4213		足利市寺岡町505-1

		足利市 アシカガシ		かしま産婦人科 サンフジンカ		0284-65-0341		326-0844		足利市鹿島町501-1

		足利市 アシカガシ		くさの小児科		0284-73-7000		326-0335		足利市上渋垂町338-3

		足利市 アシカガシ		すながクリニック		0284-44-7211		326-0015		足利市八椚町494-1　

		宇都宮市 ウツノミヤシ		医療法人　亀田内科		028-633-2884		320-0812		宇都宮市一番町1-28

		宇都宮市 ウツノミヤシ		越戸クリニック		028-660-6190		321-0951		宇都宮市越戸町139-6

		宇都宮市 ウツノミヤシ		福田こどもクリニック		028-659-8850		320-0852		宇都宮市下砥上町1545-20

		宇都宮市 ウツノミヤシ		きくちクリニック		028-683-3387		321-0903		宇都宮市下平出町614-2

		宇都宮市 ウツノミヤシ		てらもと小児科		028-650-6636		321-0975		宇都宮市関堀町971-6

		宇都宮市 ウツノミヤシ		あおい内科小児科ｸﾘﾆｯｸ		028-663-6000		321-0973		宇都宮市岩曽町1086-1

		宇都宮市 ウツノミヤシ		桜井消化器科・内科		028-643-0870		320-0073		宇都宮市細谷1-7-38

		宇都宮市 ウツノミヤシ		鈴木内科クリニック		028-655-1229		321-0139		宇都宮市若松原2-4-19

		宇都宮市 ウツノミヤシ		大根田内科医院		028-624-6322		320-0072		宇都宮市若草3-4-22

		宇都宮市 ウツノミヤシ		てらだファミリークリニック		028-654-2188		321-0132		宇都宮市雀の宮5-5-1

		宇都宮市 ウツノミヤシ		清原台こどもクリニック キヨハラ ダイ		028-305-6017		321-3223		宇都宮市清原台2-4-14

		宇都宮市 ウツノミヤシ		森田医院		028-633-1573		320-0861		宇都宮市西3-5-8

		宇都宮市 ウツノミヤシ		こどもヶ丘診療所		028-615-1077		321-0151		宇都宮市西川田町183-21

		宇都宮市 ウツノミヤシ		有村小児科医院		028-656-7207		321-0912		宇都宮市石井町3128-11

		宇都宮市 ウツノミヤシ		いちはらファミリークリニック		028-612-8350		321-0414		宇都宮市中里町322

		宇都宮市 ウツノミヤシ		豊郷中央渡辺内科　		028-622-8900		320-0004		宇都宮市長岡町1217-5

		宇都宮市 ウツノミヤシ		宇都宮市子ども発達センター診療所 ウツノミヤシ コ ハッタツ シンリョウジョ		028-647-4720		320-0851		宇都宮市鶴田町970-1

		宇都宮市 ウツノミヤシ		梅園医院		028-633-2869		320-0035		宇都宮市伝馬町3-28

		宇都宮市 ウツノミヤシ		片山医院		028-661-9764		321-0944		宇都宮市東峰町3008-21

		宇都宮市 ウツノミヤシ		冨塚メデｲカルクリニック		028-666-2555		321-2116		宇都宮市徳次郎町888

		宇都宮市 ウツノミヤシ		豊郷台クリニック ユタカ ゴウ ダイ		028-643-8998		320-0003		宇都宮市豊郷台2-21-3

		宇都宮市 ウツノミヤシ		みやの杜クリニック　		028-683-7811		321-0904		宇都宮市陽東2-4-5

		宇都宮市 ウツノミヤシ		医療法人　赤羽病院		028-661-5446		321-0904		宇都宮市陽東7-2-2

		大田原市 オオタワラシ		くろばね齋藤醫院		0287-54-0031		324-0233		大田原市黒羽田町612

		大田原市 オオタワラシ		さいとうハート＆キッズクリニック		0287-53-7979		324-0043		大田原市浅香1-4-3

		大田原市 オオタワラシ		あさかクリニック		0287-22-2601		324-0043		大田原市浅香3-3711

		小山市 オヤマシ		神鳥谷クリニック		0285-22-7700		323-0827		小山市神鳥谷1-19-1

		小山市 オヤマシ		小山すぎの木クリニック		0285-30-3456		323-0806		小山市中久喜1131-1

		小山市 オヤマシ		おおきこどもクリニック		0285-41-0025 		329-0207		小山市美しが丘3-35-3

		鹿沼市 カヌマシ		小川こどもクリニック		0289-74-5421		322-0027		鹿沼市貝島町5006-2

		鹿沼市 カヌマシ		飯岡小児科		0289-65-3257		322-0074		鹿沼市日吉町569-2

		鹿沼市 カヌマシ		小松医院		0289-60-5515		322-0064		鹿沼市文化橋町2300-1

		鹿沼市 カヌマシ		いとうこどもクリニック		0289-63-5566		322-0025		鹿沼市緑町2-2-29

		上三川 カミノカワ		やの小児科医院		0285-56-0280		329-0611		河内郡上三川町上三川3446-3

		さくら市 シ		仲嶋医院		028-681-7755		329-1311		さくら市氏家3245-17

		佐野市 サノシ		稲毛クリニック		0283-25-2566		327-0103		佐野市石塚町893-1

		佐野市 サノシ		こばやしファミリークリニック		0283-85-9900		327-0311		佐野市多田町566

		佐野市 サノシ		坪水医院		0283-62-0265		327-0312		佐野市栃本町2241

		佐野市 サノシ		緑の屋根診療所		0283-20-2577		327-0843		佐野市堀米町1348-5

		佐野市 サノシ		キッズクリニックはせがわ		0283-27-0200		327-0843		佐野市堀米町3946-6

		下野市 シモノ シ		グリムこどもクリニック		0285-51-1515		329-0502		下野市下古山2-6-17

		下野市 シモノ シ		にじいろこども診療所 シンリョウジョ		0285-44-7716		329-0414		下野市小金井4-1-1

		下野市 シモノ シ		角田内科医院		0285-53-5665 		329-0511		下野市石橋549

		下野市 シモノ シ		佐藤内科		0285-53-1305		329-0511		下野市石橋839-14

		下野市 シモノ シ		おかべこどもクリニック		0285-40-7300 		329-0433		下野市緑5-17-12

		高根沢町 タカネザワマチ		にいたに内科　		028-675-6515		329-1231		塩谷郡高根沢町宝石台 3-3-19

		栃木市 トチギシ		熊倉医院		0282-55-8425		329-4316		栃木市岩舟町新里180-1 トチギシ

		栃木市 トチギシ		竹田内科小児科クリニック		0282-29-1233		328-0011		栃木市大宮町52番地

		栃木市 トチギシ		田村医院		0282-43-3368		329-4423		栃木市大平町西水代1835-1

		栃木市 トチギシ		小森谷内科医院		0282-43-7327		329-4404		栃木市大平町富田4003-8

		栃木市 トチギシ		持田医院		0282-67-3661		329-0319		栃木市藤岡町中根115-5

		栃木市 トチギシ		腰塚医院		0282-62-2072		323-1104		栃木市藤岡町藤岡1845-10

		栃木市 トチギシ		よこやま内科小児科クリニック		0282-24-8102		328-0075		栃木市箱森町38-70

		栃木市 トチギシ		サンレディースクリニック		0282-24-3541		328-0024		栃木市樋ノ口町504-1

		栃木市 トチギシ		桜井こどもクリニック		0282-24-5987		328-0034		栃木市本町16-9

		栃木市 トチギシ		さいとう小児科 ショウニカ		0282-22-0757 		328-0015		栃木市万町30番16号

		那珂川町 ナカガワマチ		佐藤医院		0287-96-2841		324-0501		那須郡那珂川町小川2960-1

		那珂川町 ナカガワマチ		飯塚医院		0287-92-2034		324-0613		那須郡那珂川町馬頭484-3

		那珂川町 ナカガワマチ		立花医院		0287-72-0311		325-0003		那須郡那須町寺子乙3967-190

		那須塩原市 ナスシオバラ シ		中川医院 ナカガワ イイン		0287-62-0040		325-0057		那須塩原市黒磯幸町6-27

		那須塩原市 ナスシオバラ シ		さいとうクリニック		0287-39-1805		329-2724		那須塩原市西幸町7-13

		那須塩原市 ナスシオバラ シ		みずぬまクリニック		0287-39-1581		329-2751		那須塩原市東三島2-80-6

		日光市 ニッコウシ		吉原医院		0288-21-0161		321-1261		日光市今市826-4

		日光市 ニッコウシ		木村内科医院		0288-22-7880		321-1264		日光市瀬尾497-1

		益子町 マシコマチ		鈴木医院		0285-72-2032		321-4217		益子町益子1747-2

		壬生町 ミブマチ		小倉医院		0282-82-0057		321-0227		壬生町通町10-5

		壬生町 ミブマチ		大橋内科クリニック		0282-82-8522		321-0219		壬生町福和田1003-1

		壬生町 ミブマチ		かとう小児科 ショウニカ		0282-82-7576		321-0218		壬生町落合3-7-30

		真岡市 モオカシ		ひがのクリニック		0285-74-0051 		321-4521		真岡市久下田941-1

		真岡市 モオカシ		小林診療所		0285-82-3873		321-4369		真岡市熊倉3-10-7

		真岡市 モオカシ		西真岡こどもクリニック		0285-81-7900		321-4341		真岡市高勢町3-205-1

		真岡市 モオカシ		田井の里クリニック		0285-81-6502		321-4301		真岡市西田井内外748-2

		真岡市 モオカシ		深谷医院 フカヤ イイン		0285-75-0007 		321-4502		真岡市物井1268-7

		茂木町 モギマチ		吉永医院		0285-63-2303		321-3564		茂木町増井190-1





病院一覧表

		市区郡 シク グン		診療所名 シンリョウジョ メイ		電話番号 デンワ バンゴウ		郵便番号 ユウビンバンゴウ		所在地 ショザイチ																																																						相談窓口 ソウダン マドグチ		部署名・職名 ブショ メイ ショクメイ		ご担当者氏名 タントウシャ シメイ		連絡先TEL レンラクサキ		連絡先MAIL レンラクサキ

		足利市 アシカガシ		あしかがの森足利病院		0284-91-0611		326-0011		足利市大沼田町615		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		1		2		別紙参照 ベッシ サンショウ		有		メディカルソーシャルワーカー		福地　哲郎 フクチ テツロウ		0284-91-0611		soudan@hshikagu-hospital.or.jp

		足利市 アシカガシ		足利赤十字病院		0284-21-0121		326-0843		足利市五十部町284-1		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		3		1		2		別紙参照 ベッシ サンショウ		有		事務部医事課社会福祉士 ジム ブ イジ カ シャカイ フクシ シ		布施　麻由実 フセ マユミ		0284-20-1307

		宇都宮市 ウツノミヤシ		済生会宇都宮病院		028-626-5500		321-0974		宇都宮市竹林町911-1		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		2		別紙参照 ベッシ サンショウ		有		地域連携課 チイキ レンケイ カ		荻津　守 オギツ カミ		028-626-5500

		宇都宮市 ウツノミヤシ		JCHO　うつのみや病院		028-653-1001		321-0143		宇都宮市南高砂町11-17		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		無

		大田原市 オオタワラシ		那須赤十字病院		0287-23-1122		324-8686		大田原市中田原1081-4		1		1		3		3		3		1		3		1		3		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		1		4		なし		有		地域医療福祉連携課福祉係長 チイキ イリョウ フクシ レンケイ カ フクシ カカリチョウ		野中 美希 ノナカ ミキ		0287-23-1122		renkeika@nasu.jrc.or.jp

		小山市 オヤマシ		新小山市民病院		0285-36-0200		323-0827		小山市神鳥谷2251-1 オヤマシ ヒトトノヤ		1		1		3		2		2		2		2		2		2		2		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		2		なし		有		医療相談室保健師 イリョウ ソウダンシツ ホケンシ		多賀谷 邦子 タガヤ クニコ		0285-36-0256		soudan@hospital.oyama.tochigi.jp

		小山市 オヤマシ		小山厚生病院		0285-22-1105		323-0031		小山市八幡町2-10-6		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		2		なし		有		看護師長 カンゴシ チョウ		横家 よね子 ヨコ イエ コ		0285-22-1105
0285-24-9890

		下野市 シモツケシ		自治医科大学附属病院　		0285-44-2111		329-0498		下野市薬師寺3311-1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		2		3		2		別紙参照 ベッシ サンショウ		有		地域医療連携部（看護師） チイキ イリョウ レンケイ ブ カンゴシ		黒田　光恵 クロダ ミツエ		0285-44-2111		mazuek@jichi.ac.jp

		下野市 シモツケシ		石橋総合病院		0285-53-1134		329-0511		下野市石橋628		1		1		1		1		1		1		1		2		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		1		なし		有		地域医療連携部 チイキ イリョウ レンケイ ブ		(部長)岩崎 さゆり ブチョウ イワサキ		0285-53-1134		ishibashi-renkei@yushikai.jp

		高根沢町 タカネザワマチ		菅又病院　		028-676-0311		329-1207		塩谷郡高根沢町花岡2351		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		無

		栃木市 トチギシ		とちの木病院		0282-22-7722		328-0071		栃木市大町39-5		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		無

		栃木市 トチギシ		下都賀総合病院		0282-22-2551		328-0044		栃木市富士見町5-32		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		3		なし		有		医療福祉相談室 イリョウ フクシ ソウダンシツ		MSWが3人おります ニン		0282-22-2551

		栃木市 トチギシ		西方病院		0282-92-2323		322-0601		栃木市西方町金崎273-3 トチギシ		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		有		西方病院地域連携室 ニシカタ ビョウイン チイキ レンケイ シツ				0282-25-7310		nishikata-renkei@cc9.ne.jp

		壬生町 ミブマチ		獨協医科大学病院		0282-86-1111		321-0293		下都賀郡壬生町大字北小林880		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		3		2		別紙参照 ベッシ サンショウ		有		地域医療連携センター医療福祉相談室 チイキ イリョウ レンケイ イリョウ フクシ ソウダンシツ				0282-87-2185



mailto:nishikata-renkei@cc9.ne.jpmailto:soudan@hospital.oyama.tochigi.jpmailto:ishibashi-renkei@yushikai.jpmailto:mazuek@jichi.ac.jpmailto:soudan@hshikagu-hospital.or.jpmailto:renkeika@nasu.jrc.or.jp

相談支援事業所

		Ｑ1.貴施設について、お伺いいたします キ シセツ ウカガ										事業所名とコメントをくっつけるで一表を作る ジギョウショ メイ イッピョウ ツク

		1		事業所名 ジギョウショ メイ								今月中 コンゲツ チュウ

		2		電話番号 デンワ バンゴウ								地図と一覧表をパワーポイント チズ イチラン ヒョウ

		3		FAX番号 バンゴウ								各項目ごとにページを作る カクコウモク ツク

		4		所在地 ショザイチ

		5		訪問可能な主な市町村 ホウモン カノウ オモ シチョウソン

		Ｑ2.重症心身障害児（者）の定義をご存知ですか ジュウショウシンシンショウガイジ シャ テイギ ゾンジ

		Ｑ2-1		知っている シ

		Ｑ2-2		知らない シ

		Ｑ3.重症心身障害児（者）の方（家族・関係機関等）からの相談を受けたことがありますか ジュウショウシンシンショウガイジ シャ カタ カゾク カンケイ キカン ナド ソウダン ウ

		Ｑ3-1		1		ある

		Ｑ3-2		2		ない

		Ｑ3-1-Ａ

				Ａ-1それは誰からの相談でしたか ダレ ソウダン

				1		ａ.家族 カゾク

				2		ｂ.支援者 シエンシャ

				3		ｃ.関係機関 カンケイ キカン

				Ａ-2それはどんな相談でしたか（複数回答可） ソウダン フクスウ カイトウ カ

				1		ａ.生活上の相談 セイカツ ジョウ ソウダン

				2		ｂ.医療的な相談 イリョウテキ ソウダン

				3		ｃ.制度に関する相談 セイド カン ソウダン

				4		ｄ.教育に関する相談 キョウイク カン ソウダン

				5		ｅ.サービス等利用計画書作成に関する相談 ナド リヨウ ケイカクショ サクセイ カン ソウダン

				6		ｆ.その他 タ

				Ａ-3それらの相談事業所として対応（解決）はできましたか ソウダン ジギョウショ タイオウ カイケツ

				1		ａ.できた

				2		ｂ.できなかった

				Ａ-3-1それはどうしてですか

				1		ａ解決手段・方法がなかった カイケツ シュダン ホウホウ

				2		ｂ.ほかの相談支援事業所に依頼した ソウダン シエン ジギョウショ イライ

				3		ｃ.行政に依頼した ギョウセイ イライ

				4		ｄ.その他 タ

		Ｑ4.Ｑ3-2「ない」→これから重症心身障害児（者）の方（本人・家族等）からの相談があればどのように対応されますか ジュウショウシンシンショウガイジ シャ カタ ホンニン カゾク ナド ソウダン タイオウ

				Ｑ4-1		自分の事業所で対応する ジブン ジギョウショ タイオウ

				Ｑ4-2		ほかの相談支援事業所へ依頼する ソウダン シエン ジギョウショ イライ

				Ｑ4-3		行政に依頼する ギョウセイ イライ

				Ｑ4-4		その他 タ

		Ｑ5.重症心身障害児（者）の方のサービス等利用計画書を作成したことがありますか ジュウショウシンシンショウガイジ シャ カタ ナド リヨウ ケイカクショ サクセイ

				Ｑ5-1		ある

				Ｑ5-2		ない

						Ｑ5-1-Ａ		「ある」と回答→作成にあたり、苦労したこと困ったことがありましたか カイトウ サクセイ クロウ コマ

						Ｑ5-2-Ａ		「ない」と回答 カイトウ

						1		ａ.今後依頼があれば作成する コンゴ イライ サクセイ

						2		ｂ.他の相談支援事業所に依頼する ホカ ソウダン シエン ジギョウショ イライ

						3		ｃ.作成するかどうかわからない サクセイ

						Ｑ5-2-Ａ-1		b.cを回答→それはどうしてですか カイトウ

		Q6.重症心身障害児（者）の方がより良い在宅生活をしていく上で何か必要だと思うことがあればご自由にお書きください ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ カタ ヨ ザイタク セイカツ ウエ ナニ ヒツヨウ オモ ジユウ カ



		承諾可否 ショウダク カヒ		Q1												Ｑ2.重症心身障害児（者）の定義をご存知ですか ジュウショウシンシンショウガイジ シャ テイギ ゾンジ				Ｑ3.重症心身障害児（者）の方（家族・関係機関等）からの相談を受けたことがありますか ジュウショウシンシンショウガイジ シャ カタ カゾク カンケイ キカン ナド ソウダン ウ																														Ｑ4.Ｑ3-2「ない」→これから重症心身障害児（者）の方（本人・家族等）からの相談があればどのように対応されますか ジュウショウシンシンショウガイジ シャ カタ ホンニン カゾク ナド ソウダン タイオウ										Ｑ5.重症心身障害児（者）の方のサービス等利用計画書を作成したことがありますか ジュウショウシンシンショウガイジ シャ カタ ナド リヨウ ケイカクショ サクセイ										Q6.重症心身障害児（者）の方がより良い在宅生活をしていく上で何か必要だと思うことがあればご自由にお書きください ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ カタ ヨ ザイタク セイカツ ウエ ナニ ヒツヨウ オモ ジユウ カ

				事業所名 ジギョウショ メイ		電話番号 デンワ バンゴウ		FAX番号 バンゴウ		郵便番号 ユウビンバンゴウ		所在地 ショザイチ		訪問可能な主な市町村 ホウモン カノウ オモ シチョウソン		知っている		知らない シ		ある		ない		それは誰からの相談でしたか						それはどんな相談でしたか														それらの相談事業所として対応（解決）はできましたか						自分の事業所で対応する ジブン ジギョウショ タイオウ		他の相談支援事業所へ依頼する ホカ ソウダン シエン ジギョウショ イライ		行政に依頼する ギョウセイ イライ		その他 タ				ある		ない		「ある」と回答		「ない」
と回答		b.c（23）を回答

																								家族 カゾク		支援者 シエンシャ		関係機関 カンケイ キカン		生活上の相談 セイカツ ジョウ ソウダン		医療的な相談 イリョウテキ ソウダン		制度に関する相談 セイド カン ソウダン		教育に関する相談 キョウイク カン ソウダン		サービス等利用計画書作成に関する相談 ナド リヨウ ケイカクショ サクセイ カン ソウダン		その他 タ		その他回答 タ カイトウ		それらの相談事業所として対応（解決）はできましたか		それはどうしてですか		それはどうしてですか

		否 イナ		手話通訳派遣協会相談支援事業所		0287-73-4422		0287-62-7776		325-0026		栃木県那須塩原市上厚崎431-17 ３２５－００２６				0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		0		1		本事業所と同様の地域で一般相談支援事業所と連携を図り対応する ホン ジギョウショ ドウヨウ チイキ イッパン ソウダン シエン ジギョウショ レンケイ ハカ タイオウ		0		1		0		2		当事業所は手話通訳派遣を主目的とする事業所であるため、聴覚障害に対するノウハウはあるがそれ以外の障害者に対応する専門性を有していない為 トウ ジギョウショ シュワ ツウヤク ハケン シュモクテキ ジギョウショ チョウカク ショウガイ タイ イガイ ショウガイシャ タイオウ センモンセイ ユウ タメ

		否 イナ		相談支援事業所すまいる		0285-45-7199		0285-45-8437		329-0205		小山市間々田750-1		小山市 オヤマシ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		1		0				0		1		0		3		現在担当させていただいているケースの他に受け入れる時間的余裕がないため。また専門的な知識や経験がなく自信がないため。 ゲンザイ タントウ ホカ ウ イ ジカンテキ ヨユウ センモンテキ チシキ ケイケン ジシン

		否 イナ		やまゆりの里		0284-90-2030		0284-90-2031		326-0011		足利市大沼田町525-1		足利市 アシカガシ		0		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		ショートステイの利用が可能かどうか リヨウ カノウ		2		1		ショートの利用を希望していたが、幼児で夜間に吸引が必要とのことだったので職員配置上困難と判断 リヨウ キボウ ヨウジ ヤカン キュウイン ヒツヨウ ショクイン ハイチ ジョウ コンナン ハンダン		0		0		0		0				0		1		0		2		あしかがの森さんが近くにあり専門性もあるため モリ チカ センモンセイ

		否 イナ		相談支援センターひかり		028-612-7717		028-612-7718		320-0072		宇都宮市若草4-20-7		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		0		1		0		1		0		0		1		0		1		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		居宅介護事業所とニーズのマッチング キョタク カイゴ ジギョウショ		0				短期入所事業所（医療的ケア対応型）の整備 タンキ ニュウショ ジギョウショ イリョウテキ タイオウガタ セイビ

		否 イナ		相談支援センター歩み		028-667-5151		028-667-5150		321-3233		宇都宮市上籠谷町3792		真岡市、芳賀町、宇都宮市 モオカシ ハガマチ ウツノミヤシ		0		1		1		0		0		1		0		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		毎日お会いしている方ではないしお話ができる方ではないので、計画書を作ることは少々戸惑いはありましたが、すべて療育指導室の先生にご指導いただき作成することができました。お幸せな時を過ごしてほしいという思いはいっぱいありますが、なにも出来ていない自分が申し訳ないような気持ちです。 マイニチ ア カタ ハナシ カタ ケイカクショ ツク ショウショウ トマド リョウイク シドウシツ センセイ シドウ サクセイ シアワ トキ ス オモ デキ ジブン モウ ワケ キモ		0				すみません。経験不足で在宅の方はよくわかりませんが、独立行政法人国立病院機構宇都宮病院にお伺いし行き届いた介護、職員の先生方の情熱にこういうところで重症心身障害者の方が過ごせることは幸せなのでは…としみじみ思いました。 ケイケン ブソク ザイタク カタ ドクリツ ギョウセイ ホウジン コクリツ ビョウイン キコウ ウツノミヤ ビョウイン ウカガ イ トド カイゴ ショクイン センセイガタ ジョウネツ ジュウショウ シンシン ショウガイシャ カタ ス シアワ オモ

		否 イナ		ワークス共育		0287-39-5593		0287-39-5630		329-2213		那須塩原市上大貫2028-2				1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		0		1		状況に応じて対応する ジョウキョウ オウ タイオウ		0		1				1				相談支援専門員のレベルアップが必要ではないかと思います ソウダン シエン センモンイン ヒツヨウ オモ

		否 イナ		指定特定相談支援センタードリーム		0288-32-2280		0288-32-2281		321-2341		日光市大沢町274		日光市、塩谷町、鹿沼市、宇都宮市 ニッコウシ シオヤ チョウ カヌマシ ウツノミヤ シ		0		1		1		0		1		0		0		1		1		1		0		0		0				1		0				0		0		0		0				1		0		計画を作成するにあたり医療機関との連携方法を具体化していくことに連絡調整に時間を要しました。また医師同士でのやりとりの方が早いように感じました。※解決できたと言っても施設の空き待ちで関係する病院で入院しております。 ケイカク サクセイ イリョウ キカン レンケイ ホウホウ グタイカ レンラク チョウセイ ジカン ヨウ イシ ドウシ ホウ ハヤ カン カイケツ イ シセツ ア マ カンケイ ビョウイン ニュウイン		0				入所ではなく、医療ケアのできる短期入所やグループホーム、日中一時、生活介護の拡充が必要であること。また重症心身障害児（者）への理解を広めていき、理解者を増やすこと、訪問看護、訪問医療、居宅介護も活用しやすい環境づくりを相談支援専門員はネットワークづくりに努めなければんらないと思います。 ニュウショ イリョウ タンキ ニュウショ ニッチュウ イチジ セイカツ カイゴ カクジュウ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ リカイ ヒロ リカイシャ フ ホウモン カンゴ ホウモン イリョウ キョタク カイゴ カツヨウ カンキョウ ソウダン シエン センモンイン ツト オモ

		否 イナ		ユーファーム支援センター		028-689-0070		028-680-0750		321-0972		宇都宮市下川俣町206-127		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2		これまでの実績として主に就労系の利用計画の作成を行っており重症心身障害児の方への支援については経験や人員の不足から対応が困難であると思われるため ジッセキ オモ シュウロウ ケイ リヨウ ケイカク サクセイ オコナ ジュウショウ シンシン ショウガイジ カタ シエン ケイケン ジンイン フソク タイオウ コンナン オモ

		否 イナ		障害者相談支援センターひびき		028-666-7601		028-666-7602		321-0403		宇都宮市下小倉町1536		宇都宮市、さくら市 ウツノミヤシ シ		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2		かつて受け入れたことがなく、またスタッフにも医療的ケアの知識や経験が乏しく、自信をもって迎え入れることができない ウ イ イリョウテキ チシキ ケイケン トボ ジシン ムカ イ		受け入れる施設が近辺にあること ウ イ シセツ キンペン

		否 イナ		相談支援事業ぴゅあ		028-611-1771		028-611-1772		321-0911		宇都宮市問屋町3426-46		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2

		否 イナ		指定特定相談支援事業所すえひろ		0287-23-3962		0287-24-1670		324-0042		大田原市末広1-2-5		大田原市、大田原市以外は交通費を受領 オオタワラシ オオタワラシ イガイ コウツウヒ ジュリョウ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2		事業所の対象を精神障害に限定し、市に申請しているため ジギョウショ タイショウ セイシン ショウガイ ゲンテイ シ シンセイ

		否 イナ		相談支援センターふじみだい		0285-44-0200		0285-44-4255		329-0412		下野市芝1123		下野市 シモノ シ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		0		1		ケースによって検討 ケントウ		0		1				2

		否 イナ		相談支援センターひゅーまにあ宇都宮		028-678-5385		028-678-5395		320-0802		宇都宮市江野町6-15大立ビル4階		宇都宮市（鹿沼市等近隣市町村） ウツノミヤシ カヌマシ ナド キンリン シチョウソン		0		1		1		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		あるではありますが、初めての作成でまた完成はしていない段階です。病院で実施されている活動医療等で自分自身が未熟で理解が足りていない為に苦労しています。 ハジ サクセイ カンセイ ダンカイ ビョウイン ジッシ カツドウ イリョウ ナド ジブン ジシン ミジュク リカイ タ タメ クロウ		0				①医療面での安心②外部と交流する機会③家族の方への支援 イリョウ メン アンシン ガイブ コウリュウ キカイ カゾク カタ シエン

		否 イナ		地域活動支援センターあしかが		0284-41-2643		0284-43-0463		326-0808		足利市本城1-1547		足利市 アシカガシ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0						0		1		0		0				0		1				2		専門外で知識等はなく、計画書の作成は難しいため センモンガイ チシキ トウ ケイカクショ サクセイ ムズカ

		否 イナ		南那須地区障害者相談支援センター		0287-80-1020		0287-80-1027		321-0624		那須烏山市旭1-18-8		那須烏山市、那珂川町 ナスカラスヤマシ ナカガワマチ		1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		アセスメント、院内での面会予定の調整、家族への説明など インナイ メンカイ ヨテイ チョウセイ カゾク セツメイ		0				在宅医療、訪問リハビリなど24時間対応出来る専門家チーム ザイタク イリョウ ホウモン ジカン タイオウ デキ センモンカ

		否 イナ		ワン・ハーモニー		0287-22-8255		0287-48-7225		324-0042		大田原市末広1-3618-13				0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				0

		否 イナ		ひまわり相談支援事業所		0282-20-5006		0282-23-4878		328-0052		栃木市祝町12－9				0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		1		0				0		1				3		意思伝達が自分にとって受け止められるかに不安があるため イシ デンタツ ジブン ウ ト フアン

		否 イナ		サンフラワーライフ		0285-22-1109		0285-22-1345		323-0808		小山市出井1936		小山市内 オヤマシナイ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				3		近隣に受け入れ施設が少なく在宅福祉サービスに向けるのが難しい キンリン ウ イ シセツ スク ザイタク フクシ ム ムズカ

		否 イナ		natu- la(ナチュラ)		0287-67-3115		0287-67-3115		329-3153		那須塩原市大原間239-1		那須塩原市、大田原市、那須町 ナスシオバラ シ オオタワラシ ナスマチ		0		1		1		0		1		0		0		1		1		1		0		0		0				1		0				0		0		0		0				1		0		サービス自体の幅がせまいため、本人が安全に安心した生活をうけられるためにどう組み合わせたら良いか。又、家族によっては苦手な事業所もあり限られた事業所を探すのが難しかった。 ジタイ ハバ ホンニン アンゼン アンシン セイカツ ク ア ヨ マタ カゾク ニガテ ジギョウショ カギ ジギョウショ サガ ムズカ		0				訪問系のサービスがもっと充実して欲しい ホウモン ケイ ジュウジツ ホ

		否 イナ		相談支援事業所ふるさとホーム那須		0287-98-3001		0287-98-8080		324-0414		大田原市片府田1301-59		大田原市、那須町、那須塩原市、周辺 オオタワラシ ナスマチ ナスシオバラ シ シュウヘン		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2		主な精神知的関係なので、今後はできるよう専門的な部分の勉強が必要です。 オモ セイシン チテキ カンケイ コンゴ センモンテキ ブブン ベンキョウ ヒツヨウ		①専門相談②居場所③地域の理解 センモン ソウダン イバショ チイキ リカイ

		否 イナ		特定相談支援事業所きのこ		028-635-8746		028-635-8778		320-0846		栃木県宇都宮市滝の原2-4-42 ３２０－０８４６		宇都宮市 ウツノミヤシ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		1		0				0		1				3		どのように作成したらいいか不安のため サクセイ フアン

		否 イナ		こども発達支援センター鹿沼市あおば園		0289-63-1745		0289-63-1745		322-0074		鹿沼市日吉町320－1				1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		1		0				0		1				2		相談支援専門員の不足、児童発達支援事業所利用のための計画書作成が主な業務になっている ソウダン シエン センモンイン フソク ジドウ ハッタツ シエン ジギョウショ リヨウ ケイカクショ サクセイ オモ ギョウム

		否 イナ		障害者相談支援センターみつか・Ｒｕ		028-648-3971		028-648-3936		321-0347		宇都宮市飯田町261		宇都宮市、鹿沼市 ウツノミヤシ カヌマシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		1		状況に応じして他機関と連携し判断する場合もある ジョウキョウ オウ ホカ キカン レンケイ ハンダン バアイ		0		1				1		計画依頼の状況に応じて対応できない月もある（モニタリング件数） ケイカク イライ ジョウキョウ オウ タイオウ ツキ ケンスウ

		否 イナ		工房つばさ		0285-40-0388		0285-40-6700		329-0401		下野市箕輪425-1		下野市、上三川町、壬生町、ただし状況に応じて対応することが難しい場合もある シモノ シ カミノカワマチ ミブマチ ジョウキョウ オウ タイオウ ムズカ バアイ		1		0		1		0		1		0		0		1		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		短期入所、ヘルパーなどの利用希望があっても受け入れてくれる事業所が見つからない タンキ ニュウショ リヨウ キボウ ウ イ ジギョウショ ミ		3		状況により作成することができない場合がある ジョウキョウ サクセイ バアイ		重心の方の短期入所等の利用ができるところが必要。在宅でのサービスの受入必要だと思われる。 ジュウシン カタ タンキ ニュウショ ナド リヨウ ヒツヨウ ザイタク ウケイレ ヒツヨウ オモ

		否 イナ		相談支援事業所グーフォ		028-673-0002		028-671-0785		329-1105		宇都宮市中岡本町3178-3				1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1				在宅生活を支える家族に負担が重くならないようにする。緊急時に対応してくれる医療ケア付きの宿泊施設を増やしてほしい ザイタク セイカツ ササ カゾク フタン オモ キンキュウジ タイオウ イリョウ ツ シュクハク シセツ フ

		否 イナ		那珂川町社協相談支援事業所		0287-92-1273		0287-92-1295		324-0613		那珂川町馬頭560-1		那珂川町 ナカガワマチ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				0				移動支援サービス イドウ シエン

		否 イナ		相談支援事業所大山田ノンフェール		0287-93-0660		0287-83-8182		324-0602		那珂川町大山田下郷955		那珂川町 ナカガワマチ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		1		0				0		1				2		平成27年度で相談支援事業を終了するため ヘイセイ ネンド ソウダン シエン ジギョウ シュウリョウ

		否 イナ		在宅サポートこころ		028-651-0780		028-651-0781		320-0042		宇都宮市材木町4-24				0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2

		否 イナ		相談支援事業所みらい ソウダン シエン ジギョウショ		0280-57-2673		0280-57-2673		329-0111		野木町丸林371-12		野木町、小山市 ノギマチ オヤマシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		0		1		しかるべき関係機関と連携して対応する カンケイ キカン レンケイ タイオウ		0		1				3		重症心身のノウハウがない ジュウショウ シンシン

		否 イナ		大田原市社会福祉協議会		0287-54-1849		0287-54-2745		324-0233		栃木県大田原市黒羽田町848 ３２４－０２３３		大田原市内 オオタワラシナイ		0		1		1		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0				2		1				0		1		0		0				0		1				2		職員が未熟なため ショクイン ミジュク		在宅医療の充実、居宅介護の２４時間対応（サービス事業所）の充実 ザイタク イリョウ ジュウジツ キョタク カイゴ ジカン タイオウ ジギョウショ ジュウジツ

		否 イナ		障がい者相談支援センターとまつり		028-680-5570		028-680-5271		320-0052		宇都宮市中戸祭町813		宇都宮市、近隣市町村 ウツノミヤシ キンリン シチョウソン		0		1		1		0		1		0		0		1		0		0		0		0		1		親子間の関わり オヤコ カン カカ		0		0		現在対応中 ゲンザイ タイオウチュウ		0		0		0		0				1		0		保護者との連携がとれない ホゴシャ レンケイ		0

		否 イナ		宇都宮市社会福祉協議会		028-636-1536		028-636-1537		320-0806		宇都宮市中央1-1-15		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		0				2		1		医療的ケアが必要な方が長時間外出したい。長時間支援者の拘束、移動手段（車の中での対応）、医療的ケアが必要な方が外出したいときに外出できる環境がすぐに整えられない、医療的けが必要な方で要介助であるが、歩行できる方が利用できる短期入所先はないか（アクセス時間も含む） イリョウテキ ヒツヨウ カタ チョウジカン ガイシュツ チョウジカン シエン シャ コウソク イドウ シュダン クルマ ナカ タイオウ イリョウテキ ヒツヨウ カタ ガイシュツ ガイシュツ カンキョウ トトノ イリョウテキ ヒツヨウ カタ ヨウ カイジョ ホコウ カタ リヨウ タンキ ニュウショ サキ ジカン フク		0		0		0		0				1		0		専門的（医療面）な知識がなく、専門用語が多く調べたり聞いたりしながら支援していくこと。長く関わらないと親の思いまで聞き出せないこと。 センモンテキ イリョウ メン チシキ センモン ヨウゴ オオ シラ キ シエン ナガ カカ オヤ オモ キ ダ		0				当事者が何歳になっても利用できるサービス環境（短期入所、訪問入浴など）。教育もほかのお子さん同様平等に受けられる機会（学校行事も含む）。相談対応できる人材の確保。緊急時でも利用できるサービスの調整・確保。直接支援できるサービス・人材を増やすこと。 トウジシャ ナンサイ リヨウ カンキョウ タンキ ニュウショ ホウモン ニュウヨク キョウイク コ ドウヨウ ビョウドウ ウ キカイ ガッコウ ギョウジ フク ソウダン タイオウ ジンザイ カクホ キンキュウジ リヨウ チョウセイ カクホ チョクセツ シエン ジンザイ フ

		承諾 ショウダク		ライフサポートセンターゆめ		0280-33-3624		0280-57-4624		329-0111		野木町丸林630-4		野木町、その周辺地域 ノギマチ シュウヘン チイキ		1		0		1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		1		福祉サービス利用に関する相談 フクシ リヨウ カン ソウダン		1		0				0		0		0		0				1		0		医療的な情報、知識に乏しくわからない用語などが数多く出てきた。医療的ケアの内容の聞き取り（どの部分を聞いていけばよいのか） イリョウテキ ジョウホウ チシキ トボ ヨウゴ カズオオ デ イリョウテキ ナイヨウ キ ト ブブン キ		0				Ｆａの負担軽減のためのレスパイト先（ＨＰ、ＳＳ機関等）。家族それぞれの訴え、希望を明確にしていく。関係機関がチームになりＦａの支え応援をしていく。 フタン ケイゲン サキ キカンナド カゾク ウッタ キボウ メイカク カンケイ キカン ササ オウエン

		承諾 ショウダク		足利ケアサービス		0284-21-7630		0284-21-3109		326-0843		足利市五十部町809-3		足利市、佐野市、太田市 アシカガシ サノシ オオタシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		0		1		ケースによって対応する タイオウ		0		1				3

		承諾 ショウダク		相談支援センターみさと		0285-72-9767				321-4104		芳賀郡益子町大沢2800-5		芳賀郡内（真岡市、益子町、市貝町、芳賀町、茂木町） ハガ グンナイ モオカシ マシコ チョウ イチ ガイ マチ ハガマチ モギマチ		1		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		資源が少ない、短期入所先の確保が難しかった。計画を作るのには、医療情報が難しく感じられた。 シゲン スク タンキ ニュウショ サキ カクホ ムズカ ケイカク ツク イリョウ ジョウホウ ムズカ カン		0				連携の取れる医療関係者がたくさん地域の中にいてくれると安心して生活できるかな。外出や余暇の充実を図るために医療の必要な人の生活が限られてしまっている（あきらめてしまっている） レンケイ ト イリョウ カンケイシャ チイキ ナカ アンシン セイカツ ガイシュツ ヨカ ジュウジツ ハカ イリョウ ヒツヨウ ヒト セイカツ カギ

		承諾 ショウダク		サポートセンターとみや生活支援センター		028-665-8230		028-665-8230		321-2116		宇都宮市徳次郎町540		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		0		1		0		0		0		0		1		1		1		1		1		0				0		1		医療的なケアが必要な利用者様の日中活動先が限られて利用できない人がいる。学校との連携が取りにくい。通勤手段・行事参加制限があり平等性が保たれない。学校はサービスで対応を望み、福祉行政は教育で何とかするべきとつねに折り合わない。 イリョウテキ ヒツヨウ リヨウシャサマ ニッチュウ カツドウ サキ カギ リヨウ ヒト ガッコウ レンケイ ト ツウキン シュダン ギョウジ サンカ セイゲン ビョウドウセイ タモ ガッコウ タイオウ ノゾ フクシ ギョウセイ キョウイク ナン オ ア		0		0		1		0		協力してほしい キョウリョク		1		0		利用できるサービスが限られている。社会参加できる機会が少なく、場が限られている。介護者の負担軽減が取りにくい。夢や希望を叶えるための資源が少ない。 リヨウ カギ シャカイ サンカ キカイ スク バ カギ カイゴシャ フタン ケイゲン ト ユメ キボウ カナ シゲン スク		0				通勤手段、保護者なくても教育が受けられる環境。常に親同行を求めるのでは、自立につながらず、いつになっても親の負担は軽減されない。親が安心して託せる日中活動の場。社会参加、役割を担える環境作り、職場。地域で生活していくための交流の機会や場があるといい。緊急的にレスパイトを受け入れてくれる場。 ツウキン シュダン ホゴシャ キョウイク ウ カンキョウ ツネ オヤ ドウコウ モト ジリツ オヤ フタン ケイゲン オヤ アンシン タク ニッチュウ カツドウ バ シャカイ サンカ ヤクワリ ニナ カンキョウ ヅク ショクバ チイキ セイカツ コウリュウ キカイ バ キンキュウテキ ウ イ バ

		承諾 ショウダク		社会就労センターえいぶるの里 シャカイ シュウロウ サト		0285-22-4561		0285-224581		323-0003		小山市東島田2403-2		小山市、下野市、上三川町、野木町、結城市、古河市、筑西市 オヤマシ シモノ シ カミノカワマチ ノギマチ ユウキシ コガシ ツク ニシ シ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				1		0		自己決定が難しいため、家族中心の考えになってしまうこと。また、利用できる社会資源が少ない。 ジコ ケッテイ ムズカ カゾク チュウシン カンガ リヨウ シャカイ シゲン スク		1				関係機関との連携、特に在宅が長い方は医療機関とのかかわりが家族も含め、希薄になってしまい、二次障害に対応できない。地域に総合的に支援でき、医療的ケアが受けられる場所、または訪問医療の充実が必要と思います。 カンケイ キカン レンケイ トク ザイタク ナガ カタ イリョウ キカン カゾク フク キハク ニジ ショウガイ タイオウ チイキ ソウゴウテキ シエン イリョウテキ ウ バショ ホウモン イリョウ ジュウジツ ヒツヨウ オモ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所「ピュア」		0282-31-3911		0282-31-3912		328-0133		栃木市大森町465		栃木市、鹿沼市、佐野市、小山市、壬生町 トチギシ カヌマシ サノシ オヤマシ ミブマチ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1

		承諾 ショウダク		社会福祉法人とちのみ会　こなかの森 シャカイ フクシ ホウジン カイ モリ		0283-24-5757		0283-24-6294		327-0001		佐野市小中町1280		佐野市、足利市 サノシ アシカガシ		1		0		1		0		1		0		0		1		0		1		0		0		0				1		2		通所型のため、短期入所の受け入れはサービスとして提供できず、他施設の紹介、相談支援事業につなげている。 ツウショ ガタ タンキ ニュウショ ウ イ テイキョウ タ シセツ ショウカイ ソウダン シエン ジギョウ		0		0		0		0				1		0		療養型短期入所ほかの施設への短期入所の受け入れ状況など、受け入れ場所を見つけるなど。短期入所時の発作発症時医療への繋ぎが困難。問題多（かかりつけ医への搬送） リョウヨウガタ タンキ ニュウショ シセツ タンキ ニュウショ ウ イ ジョウキョウ ウ イ バショ ミ タンキ ニュウショ ジ ホッサ ハッショウ ジ イリョウ ツナ コンナン モンダイ タ イ ハンソウ		0				佐野市には、身障（重心）短期入所施設がなく老人施設に佐野市が委託しているが、利用する人もいなく、サービスが使いづらい状態にある。短期入所受け入れ可能施設が増えることで、家族のほうも使いやすく利便性があがると考えます。 サノシ シンショウ ジュウシン タンキ ニュウショ シセツ ロウジン シセツ サノシ イタク リヨウ ヒト ツカ ジョウタイ タンキ ニュウショ ウ イ カノウ シセツ フ カゾク ツカ リベンセイ カンガ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所テトテ		0287-36-7171		0287-36-7181		329-2732		那須塩原市一区町251-1		那須塩原市（大田原、矢板、那須町、那珂川町、烏山） ナスシオバラ シ オオタワラ ヤイタ ナスマチ ナカガワマチ カラスヤマ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		0		1		委託の相談支援事業所や重心専門の事業所に相談する イタク ソウダン シエン ジギョウショ ジュウシン センモン ジギョウショ ソウダン		0		1				3		その方にとって、より専門性の高い方が対応することが望ましいと思いますので、作成が適するか否か周囲のサービス状況なども考慮して決めたいと思います。適切にアドバイスをいただける地域の環境が整っていれば、スキルアップ、経験の積み重ねのためにも作成したいです。 カタ センモンセイ タカ ホウ タイオウ ノゾ オモ サクセイ テキ イナ シュウイ ジョウキョウ コウリョ キ オモ テキセツ チイキ カンキョウ トトノ ケイケン ツ カサ サクセイ		相談支援専門員のスキルアップ。きめ細かい支援（サービスの充実）本人のニーズを正しく理解できる人材の育成と地域の理解。 ソウダン シエン センモンイン コマ シエン ジュウジツ ホンニン タダ リカイ ジンザイ イクセイ チイキ リカイ

		承諾 ショウダク		指定特定相談支援事業所あじさい		0287-60-3361		0287-60-3362		325-0034		那須塩原市東原166		那須塩原市、那須町 ナスシオバラ シ ナスマチ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2				訪問看護、訪問診療を行う医師が必要だと思います。 ホウモン カンゴ ホウモン シンリョウ オコナ イシ ヒツヨウ オモ

		承諾 ショウダク		障害者相談支援センターいぶき		028-678-3502		028-676-3501		329-1216		高根沢町桑窪2266-2		高根沢町 タカネザワマチ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1				短期入所など受け入れてくれる施設を増やしてほしい。県内で受け入れていただけない為、県外の施設を考えなくてはいけない方がいます。 タンキ ニュウショ ウ イ シセツ フ ケンナイ ウ イ タメ ケンガイ シセツ カンガ カタ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所わくわくおやま		0285-24-6575		0285-20-0255		323-0022		小山市駅東通り3-9-6		小山市 オヤマシ		1		0		1		0		1		1		1		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		関係事業所が多いことで情報収集連携等大変。医療機関とも連携を図る必要あり。レスパイト、ショートステイの受入困難。利用できる事業所が少ない。 カンケイ ジギョウショ オオ ジョウホウ シュウシュウ レンケイ ナド タイヘン イリョウ キカン レンケイ ハカ ヒツヨウ ウケイレ コンナン リヨウ ジギョウショ スク		0				重症心身障害児（者）を受け入れしてくれる事業所、施設がもっと多くあればよいと思われる。通所日中一時短期入所など。相談支援、計画作成についてもほかの事業所が受け入れてくれないとの理由で受け入れ可能事業所へ集中してしまう為、相談員への研修等を増やせばよいが。しかし日々の業務が多忙であるため、難しいのかな？ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ ウ イ ジギョウショ シセツ オオ オモ ツウショ ニッチュウ イチジ タンキ ニュウショ ソウダン シエン ケイカク サクセイ ジギョウショ ウ イ リユウ ウ イ カノウ ジギョウショ シュウチュウ タメ ソウダン イン ケンシュウ ナド フ ヒビ ギョウム タボウ ムズカ

		承諾 ショウダク		相談支援センターネクスト		080-8854-9551		0280-612-1558		320-0034		宇都宮市泉町6-25		宇都宮市 ウツノミヤシ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2

		承諾 ショウダク		相談支援事業のぞみ		0287-65-2288		0287-65-2282		329-3152		那須塩原市上中野53		那須塩原市、大田原市、那須町 ナスシオバラ シ オオタワラシ ナスマチ		1		0		1		0		0		0		1		1		1		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		現サービスでの医療ケアをふまえ、将来にむけて他事業との連携につなげるよう計画作成、調整に苦労した。 ゲン イリョウ ショウライ タ ジギョウ レンケイ ケイカク サクセイ チョウセイ クロウ		0				選択肢が増えるよう受け入れ可能な福祉サービス事業所の増加が必要だと思われます。 センタクシ フ ウ イ カノウ フクシ ジギョウショ ゾウカ ヒツヨウ オモ

		承諾 ショウダク		サポートセンターひばり		028-670-0330		028-667-7315		321-3236		宇都宮市竹下町435-159		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		苦労ではないが、お母様がとても一生懸命ですでにサービスも繋がっていたため、現状を計画にする形となったが、計画作成後のかかわりについて相談員としてどのようにすべきことが望ましいかと考える。 クロウ カアサマ イッショウケンメイ ツナ ゲンジョウ ケイカク カタチ ケイカク サクセイ ゴ ソウダン イン ノゾ カンガ		0				福祉サービスや医療、またボランティアが入室されるととてもよいと思います。また、介助者（家族）のケアも考えると気軽に参加できるようなイベント（医療が整っていたり、介助するボランティアさんがいたり）や、同じ重症心身障害児（者）をもつかたとのネットワークがあるといいのかなと思います。 フクシ イリョウ ニュウシツ オモ カイジョシャ カゾク カンガ キガル サンカ イリョウ トトノ カイジョ オナ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ オモ

		承諾 ショウダク		高根沢町障害児者生活支援センターすまいる タカネザワマチ		028-612-2751		028-612-2752		329-1225		栃木県塩谷郡高根沢町石末1825　福祉センター内 ３２９－１２２５ フクシ ナイ		高根沢町 タカネザワマチ		1		0		1		0		0		0		1		0		0		1		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		地元に使える資源がなく苦労した ジモト ツカ シゲン クロウ		0				①医療と福祉の連携ネットワーク②重心の方でも利用できるサービスが増えること③訪問診療医 イリョウ フクシ レンケイ ジュウシン カタ リヨウ フ ホウモン シンリョウ イ

		承諾 ショウダク		障害者相談支援センターフォレスト		0284-91-1816		0284-91-2867		326-0011		足利市大沼田町615		足利市及び近隣市町村 アシカガシ オヨ キンリン シチョウソン		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0				0

		承諾 ショウダク		障がい者相談支援事業所ケアサプライ		0287-73-5312		0287-73-5311		329-3221		栃木県那須郡那須町漆塚762-102 ３２９－３２２１		白河市、那須町、那須塩原市、大田原市 シラカワシ ナスマチ ナスシオバラシ オオタワラシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1				サービスを提供できる事業所の充実を図る テイキョウ ジギョウショ ジュウジツ ハカ

		承諾 ショウダク		南栃木支援センター相談支援		0285-44-6118		0285-44-7215		329-0412		下野市柴1432-105		下野市、小山市、壬生町 シモノ シ オヤマシ ミブマチ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		0		1		介護保険と併用する場合のみ対応する カイゴ ホケン ヘイヨウ バアイ タイオウ		0		1				3		介護保険と併用する場合のみ作成する カイゴ ホケン ヘイヨウ バアイ サクセイ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所とまり木		0287-54-2854		0287-54-2230		324-0231		大田原市北野上3952		大田原市、那須塩原市、那須町 オオタワラシ ナスシオバラシ ナスマチ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1				当事業所の対応範囲は現在、知的障害者特に中・軽度が主だが、精神（高次脳機能障害も含む）分野もやり始めている。今後重症心身障害者もほかの相談支援事業所の助けを得ながら、勉強しながら対応したいと考えている。そのために研修や見学の機会を多く作っていただきたい。今は、当事業所はその程度しか考えられない。 トウ ジギョウショ タイオウ ハンイ ゲンザイ チテキ ショウガイシャ トク チュウ ケイド オモ セイシン コウジ ノウ キノウ ショウガイ フク ブンヤ ハジ コンゴ ジュウショウ シンシン ショウガイシャ ソウダン シエン ジギョウショ タス エ ベンキョウ タイオウ カンガ ケンシュウ ケンガク キカイ オオ ツク イマ トウ ジギョウショ テイド カンガ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所ポンテ		028-652-7288		028-652-6355		321-0341		宇都宮市古賀志町1964-12		宇都宮、鹿沼、日光、壬生 ウツノミヤ カヌマ ニッコウ ミブ		0		1		1		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0				0				未就学児（3～5才）の方の医療型児童発達支援を分離で行う施設が数か所あると良いと思います。 ミシュウガクジ サイ カタ イリョウ ガタ ジドウ ハッタツ シエン ブンリ オコナ シセツ スウ ショ ヨ オモ

		承諾 ショウダク		相談支援センター光輝舎		0285-70-2020		0285-72-8222		321-4105		芳賀郡益子町北中1113-1		芳賀郡、真岡市等 ハガ グン モオカシ ナド		1		0		1		0		1		1		1		1		0		1		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		利用できるサービス事業所が少ない。重心児者に合わせたプログラムが見つからない（近隣で） リヨウ ジギョウショ スク ジュウシン ジ シャ ア ミ キンリン		0				本人の状態にもよるが、重度化する状況に対応できる事業所の確保。家族の負担が大きくなり在宅生活の継続が困難になることが予測されるので、在宅で支援が受けられるような体制の充実と、レスパイトサービスの拡大。 ホンニン ジョウタイ ジュウドカ ジョウキョウ タイオウ ジギョウショ カクホ カゾク フタン オオ ザイタク セイカツ ケイゾク コンナン ヨソク ザイタク シエン ウ タイセイ ジュウジツ カクダイ

		承諾 ショウダク		特定相談支援事業所やすらぎ		028-650-7727		028-650-7728		320-0011		宇都宮市富士見が丘3－19－20		宇都宮市 ウツノミヤシ		0		0		1		0		1		0		0		0		0		1		1		0		0				0		3		対応できるヘルパーがいれば支援する タイオウ シエン		0		0		0		0				0		1				3

		承諾 ショウダク		障がい者支援センターにんべん		028-686-2539		028-686-2584		329-1417		さくら市フィオーレ喜連川5-2-1　フィオーレガーデン1-102		さくら市 シ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1				地域資源アンケートをいただきありがとうございました。設問に対しまして知識不足にこれでいいのかという思いです。相談支援専門員として設問にありました「3」要望がでますれば、先輩相談員・各職種の方々に相談・指導をいただき、相談支援事業を行ってみたいと考えます。大島先生について学ばせて頂きました。 チイキ シゲン セツモン タイ チシキ ブソク オモ ソウダン シエン センモンイン セツモン ヨウボウ センパイ ソウダン イン カクショクシュ カタガタ ソウダン シドウ ソウダン シエン ジギョウ オコナ カンガ オオシマ センセイ マナ イタダ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所おやま		0285-22-1833		0285-228946		323-0014		小山市喜沢660		小山市、下野市 オヤマシ シモノ シ		1		0		1		0		1		1		0		0		0		0		0		1		0				2		3				0		0		0		0				1		0		本人の意思が明確でないので親の意向中心のものになってしまった。 ホンニン イシ メイカク オヤ イコウ チュウシン		0

		承諾 ショウダク		真岡介護センター		0285-80-5200		0285-80-5211		321-4361		真岡市並木町1-8-1　シティ並木102 ナミキ		真岡市、芳賀町南部、市貝町南部、益子町西部、上三川東部 モオカシ ハガマチ ナンブ イチ ガイ チョウ ナンブ マシコ チョウ セイブ カミノカワ トウブ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		0		1				0		1				3		担当者の受け持ちケースの状況など考慮し対応できるか検討したい タントウシャ ウ モ ジョウキョウ コウリョ タイオウ ケントウ

		承諾 ショウダク		さの社協相談支援センターほっぷ		0283-22-8152		0283-22-8199		327-0003		佐野市大橋町3212-27		佐野市全域 サノシ ゼンイキ		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2		現在相談支援専門員1名で行っているため ゲンザイ ソウダン シエン センモンイン メイ オコナ

		承諾 ショウダク		相談支援ウエイブ		0282-23-4465		0282-23-4465		328-0012		栃木市平柳町1-2-7		栃木市、壬生町 トチギシ ミブマチ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		1		0				0		1				2		指定特定相談支援事業で精神に対応しているため シテイ トクテイ ソウダン シエン ジギョウ セイシン タイオウ		ご家族の中だけでは生活がマンネリ化して単調になりかねないので、音楽、体を動かす、読み聞かせ麻痺・拘縮のマッサージなどのリハビリの頻度を高める。ご本人が楽しいと感じることを提供できる。ご家族が疲弊しないよう旅行や趣味などの充実した時間がもてるようサービスを利用していくこと。 カゾク ナカ セイカツ カ タンチョウ オンガク カラダ ウゴ ヨ キ マヒ コウシュク ヒンド タカ ホンニン タノ カン テイキョウ カゾク ヒヘイ リョコウ シュミ ジュウジツ ジカン リヨウ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所わらしべの家		0282-27-1627		0282-27-1675		328-0011		栃木市大宮町2708-3		栃木市 トチギシ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1		専門的な知識が不十分なため行政などの機関と相談しながらの対応となります センモンテキ チシキ フジュウブン ギョウセイ キカン ソウダン タイオウ		短期入所や移動支援などの福祉サービス利用時にお付き合いのある医療機関や訪問看護の看護師が同行でき緊急時の対応が迅速にとれる体制（すでにできていたらすみません） タンキ ニュウショ イドウ シエン フクシ リヨウ ジ ツ ア イリョウ キカン ホウモン カンゴ カンゴシ ドウコウ キンキュウジ タイオウ ジンソク タイセイ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所　空		0287-73-8165		0287-73-8165		329-3157		那須塩原市大原間西1-19-9		那須塩原市、大田原市、那須町 ナスシオバラ シ オオタワラシ ナスマチ		1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		重心のお子様の療育支援をやっていたので、苦労はありませんでしたが、医療（訪問看護）訪問リハ訪問入浴の制度を知らなかったので、その方々との連携が取れて大変勉強になりました。 ジュウシン コサマ リョウイク シエン クロウ イリョウ ホウモン カンゴ ホウモン ホウモン ニュウヨク セイド シ カタガタ レンケイ ト タイヘン ベンキョウ		0				医療的ケアの必要な方には支援スタッフ・必ず看護師の方が不在では双方安心したケアはできません。例）乳幼児の通所事業は保母と看護師さん。小学→高校までは義務教育がありますが事後に生活介護はもちろんですが、本当に重心の方の為の日中活動の場が不足しているとおもいますので重心の方の通所事業は必要と思います。家庭以外で通える場所→一時預かりや療育支援事業→高校卒業後は通所施設（一時預かりも含めて） イリョウテキ ヒツヨウ カタ シエン カナラ カンゴシ カタ フザイ ソウホウ アンシン レイ ニュウヨウジ ツウショ ジギョウ ホボ カンゴシ ショウガク コウコウ ギム キョウイク ジゴ セイカツ カイゴ ホントウ ジュウシン カタ タメ ニッチュウ カツドウ バ フソク ジュウシン カタ ツウショ ジギョウ ヒツヨウ オモ カテイ イガイ カヨ バショ イチジ アズ リョウイク シエン ジギョウ コウコウ ソツギョウゴ ツウショ シセツ イチジ アズ フク

		承諾 ショウダク		相談支援事業所みどり		0285-45-8362		0285-45-8397		329-0214		小山市乙女786-1		小山市、栃木市、古河市、結城市 オヤマシ トチギシ コガシ ユウキシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0		大人は対応可能 オトナ タイオウ カノウ		1		1		大人はあるが、こどもはない。先日訪問介護を事業所にお願いしたところどこの事業所も受けていただけなかった。 オトナ センジツ ホウモン カイゴ ジギョウショ ネガ ジギョウショ ウ		3		成人しか計画相談をしたことがないので不安である。当事業所は相談員が一名なので相談する相手がいない セイジン ケイカク ソウダン フアン トウ ジギョウショ ソウダン イン イチメイ ソウダン アイテ		サービス事業所で受けてもらえないケースがある。特に重心や精神知的等重複して疾患を持っていると問い合わせた時点でお断りされてします。 ジギョウショ ウ トク ジュウシン セイシン チテキ ナド チョウフク シッカン モ ト ア ジテン コトワ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所こころみ		0284-41-5039		0284-43-2665		326-0061		足利市田島町611-2				0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		1		0				0		1				3		これまで前例がなく、またこの障害について熟知した方（機関）があるならそちらでしていただいた方がご本人様にとってよい支援であると考えるから。※現在当法人の入所・通所等サービスを利用されている方の相談支援がほとんどの状況です。 ゼンレイ ショウガイ ジュクチ カタ キカン ホウ ホンニンサマ シエン カンガ ゲンザイ トウホウジン ニュウショ ツウショ ナド リヨウ カタ ソウダン シエン ジョウキョウ

		承諾 ショウダク		相談支援センターのどか　真岡センター		0285-81-5890		0285-85-8452		321-4305		真岡市荒町111-1		真岡市、芳賀町、市貝町、益子町、茂木町 モオカシ ハガマチ イチガイ マチ マシコ チョウ モギ マチ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1				在宅での生活では家族の介護負担の軽減が必要。フォーマルインフォーマルの枠にとらわれない福祉サービス。 ザイタク セイカツ カゾク カイゴ フタン ケイゲン ヒツヨウ ワク フクシ

		承諾 ショウダク		友井タクシー介護ステーションふれあい		0285-30-0840		0285-30-0844		323-0025		小山市城山町2丁目12-25		小山市 オヤマシ		1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		利用するサービスは多様で、施設・病院・学校など医療福祉事業所数も多く連携を図るのが困難。学校行事に参加するための会出自の支援サービスがない。 リヨウ タヨウ シセツ ビョウイン ガッコウ イリョウ フクシ ジギョウショ スウ オオ レンケイ ハカ コンナン ガッコウ ギョウジ サンカ カイ シュツジ シエン		0				ご家族様が安心して預けることができる施設と必要に預けられる施設の数は少ない。片道１時間以上かかるためとても不便に思います。呼吸器の方の預かり先は少ない。 カゾクサマ アンシン アズ シセツ ヒツヨウ アズ シセツ カズ スク カタミチ ジカン イジョウ フベン オモ コキュウキ カタ アズ サキ スク

		承諾 ショウダク		もくせいの里		0282-43-0593		0282-43-1387		329-4405		栃木市大平町西山田1198		栃木市内 トチギシナイ		0		1		1		0		1		0		0		1		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		ニーズにあてはまるサービスがなかった。例）①入浴支援②移送サービス　①自宅の浴槽では支援が入れず訪問入浴を検討。しかし、浴槽を置けるスペースがなく断念。②主たる介護者が入院。学校までの送迎ができず特例で市の移送サービスを利用するもかなり時間を要した。 レイ ニュウヨク シエン イソウ ジタク ヨクソウ シエン ハイ ホウモン ニュウヨク ケントウ ヨクソウ オ ダンネン シュ カイゴシャ ニュウイン ガッコウ ソウゲイ トクレイ シ イソウ リヨウ ジカン ヨウ		0				①地域の理解や協力②受け入れの拡大（重心の通所、24時間看護体制が整った短期入所）③デマンドタクシー等関係者の重心に対する理解（理解附属により資源として存在するが利用しがたい）④児童が入浴支援を受けられる環境（家族の身体的な介護負担軽減） チイキ リカイ キョウリョク ウ イ カクダイ ジュウシン ツウショ ジカン カンゴ タイセイ トトノ タンキ ニュウショ ナド カンケイシャ ジュウシン タイ リカイ リカイ フゾク シゲン ソンザイ リヨウ ジドウ ニュウヨク シエン ウ カンキョウ カゾク シンタイテキ カイゴ フタン ケイゲン

		承諾 ショウダク		足利障害者相談支援センター		0284-44-0307		0284-44-0318		326-0064		足利市東砂原後町1072		足利市、佐野市 アシカガシ サノシ		1		0		1		0		1		0		0		1		0		1		0		1		0				1		0				0		0		0		0				0		1				2		委託相談支援事業所のため イタク ソウダン シエン ジギョウショ		医療的ケアが整った施設のショートステイ充実が必要。また、特に呼吸器をつけた方のショート療養介護の利用とそれらを利用するための送迎体制の充実が必要。 イリョウテキ トトノ シセツ ジュウジツ ヒツヨウ トク コキュウキ カタ リョウヨウ カイゴ リヨウ リヨウ ソウゲイ タイセイ ジュウジツ ヒツヨウ

		承諾 ショウダク		指定障害者相談支援事業所あるしぇん		0282-86-7665		0282-21-7109		321-0201		栃木県下都賀郡壬生町安塚2032 ３２１－０２０１		壬生町 ミブマチ		1		0		1		0		1		0		0		1		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		①相談支援専門員として重症心身障害児（者）の方に対する支援の知識や経験が少ない②医療的ケアが必要となる方に対して対応できる福祉サービス（事業所）が少ない。 ソウダン シエン センモンイン ジュウショウシンシンショウガイジ シャ カタ タイ シエン チシキ ケイケン スク イリョウテキ ヒツヨウ カタ タイ タイオウ フクシ ジギョウショ スク		0				医療的ケアが必要な方に関して、福祉のサービスでは対応しきれない部分が多く、結果として家族が本人を抱え込まざるを得ない現状があるように感じます。家族の介護負担が少しでも軽減できるよう福祉サービスも柔軟な対応が出来るようになるといいなと思います。 イリョウテキ ヒツヨウ カタ カン フクシ タイオウ ブブン オオ ケッカ カゾク ホンニン カカ コ エ ゲンジョウ カン カゾク カイゴ フタン スコ ケイゲン フクシ ジュウナン タイオウ デキ オモ

		承諾 ショウダク		下野市相談支援事業所 こばと		0285-44-6783		0285-44-6783		329-0414		下野市小金井1146-6		下野市、上三川町 シモノ シ カミノカワマチ		1		0		1		0		0		0		1		1		0		1		1		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		医療的ケアが必要な乳幼児に対応できるヘルパー事業所。短期入所・日中一時支援事業所が近くにない（少ない）。 イリョウテキ ヒツヨウ ニュウヨウジ タイオウ ジギョウショ タンキ ニュウショ ニッチュウ イチジ シエン ジギョウショ チカ スク		0				設問5で回答した内容：外出可能な方は児童発達支援を利用可能であるが無理な方は外部との交流をもちにくい。訪問看護・訪問リハビリが入っているケースはいいがない場合母子で孤立しがち。幸いあそびの支援をしてくれるヘルパー事業所があり支援につながっている。ヘルパー利用を希望されない家庭、利用したくてもヘルパー事業所がない等支援に苦慮する。 セツモン カイトウ ナイヨウ ガイシュツ カノウ カタ ジドウ ハッタツ シエン リヨウ カノウ ムリ カタ ガイブ コウリュウ ホウモン カンゴ ホウモン ハイ バアイ ボシ コリツ サイワ シエン ジギョウショ シエン リヨウ キボウ カテイ リヨウ ジギョウショ ナド シエン クリョ

		承諾 ショウダク		相談支援センターぴあん ソウダン シエン		0282-31-1755		0282-31-2919		328-0067		栃木市皆川城内町333-2		栃木市、小山市 トチギシ オヤマシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1				これまで現場で関わったことがなく、事例検討でしか情報を把握しておらず不安はあります。でも関係機関やご家族様からいろいろなことを教えて頂きながら相談支援として専門性を活かせればと思っています。色々な立場の方からお話をお伺いしてもご家族や医療機関専門的な事業所の負担が大きく相談支援があまり役に立つことができていない（場合によっては自ら引いてしまう）今の現状を少しでも変えていければいいと思います。 ゲンバ カカ ジレイ ケントウ ジョウホウ ハアク フアン カンケイ キカン カゾクサマ オシ イタダ ソウダン シエン センモンセイ イ オモ イロイロ タチバ カタ ハナシ ウカガ カゾク イリョウ キカン センモンテキ ジギョウショ フタン オオ ソウダン シエン ヤク タ バアイ ミズカ ヒ イマ ゲンジョウ スコ カ オモ

		承諾 ショウダク		うつのみや		028-632-6074/090-4059-9728		028-632-6075		320-0861		宇都宮市西2-1-7		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				3		専門的な知識を社会資源のアドバイスを他相談支援事業所からいただきながらみずからの事業所で引き受けるという形が望ましい センモンテキ チシキ シャカイ シゲン ホカ ソウダン シエン ジギョウショ ジギョウショ ヒ ウ カタチ ノゾ

		承諾 ショウダク		サポートセンターきりん		028-612-3838		028-678-3257		321-0905		栃木県宇都宮市平出工業団地43-100 ３２１－０９０５		宇都宮市 ウツノミヤシ		0		1		1		0		1		0		0		1		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		療養介護に入所しているので他のサービスの利用が困難。そのための社会資源をつなげたり、活用したりするのが難しい。 リョウヨウ カイゴ ニュウショ ホカ リヨウ コンナン シャカイ シゲン カツヨウ ムズカ		0				今後、市町村などで展開されていく生活拠点に関する事業をうまく活用できればいいなと感じています。入所されている方々については地域とのつながり方が今後は重要になってくると思われますので、広く門扉を開けた活動などが多くなってくるといいなと思っています。 コンゴ シチョウソン テンカイ セイカツ キョテン カン ジギョウ カツヨウ カン ニュウショ カタガタ チイキ カタ コンゴ ジュウヨウ オモ ヒロ モンピ ア カツドウ オオ オモ

		承諾 ショウダク		さわやか相談支援センター		0280-57-4884		0280-57-4994		329-0112		野木町南赤塚1145-1		小山市、野木町、古河市、栃木市 オヤマシ ノギマチ コガシ トチギシ		0		1		1		0		0		0		1		0		0		1		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		現実的な目標の位置づけ ゲンジツテキ モクヒョウ イチ		0

		承諾 ショウダク		相談支援事業所つばさ		0287-53-7393		0287-53-7394		324-0044		大田原市親園824-1		大田原市、那須塩原市、那須烏山市、矢板市、さくら市、那須町、塩谷町、高根沢町 オオタワラシ ナスシオバラシ ナスカラスヤマシ ヤイタシ シ ナスマチ シオ タニ マチ タカネザワマチ		1		0		1		0		1		0		1		1		0		1		0		0		0				1		2		医療的なケアが必要なケース、将来的に短期入所につなげたいケースだった為、専門の事業所に依頼した イリョウテキ ヒツヨウ ショウライテキ タンキ ニュウショ タメ センモン ジギョウショ イライ		1		1		0		0				1		0		使えるサービスの少なさに調整が難しかった ツカ スク チョウセイ ムズカ		1				乳幼児期の受け入れ可能な福祉サービス等の社会資源が必要である。 ニュウヨウジ キ ウ イ カノウ フクシ ナド シャカイシゲン ヒツヨウ

		承諾 ショウダク		特定相談支援センターはじめ		0284-22-4561		0284-22-4562		326-0143		足利市葉鹿町735-1		足利市 アシカガシ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1

		承諾 ショウダク		上三川障がい児・者生活相談支援センター		0285-38-6854		0285-38-6841		329-0611		上三川町上三川5082-15		上三川町 カミノカワマチ		1		0		1		0		1		0		0		1		0		0		0		0		0				1		0				0		0		0		0				1		0				0

		承諾 ショウダク		はつらつサロン南天相談支援事業所		0285-22-4659		0285-38-6529		323-0027		小山市花垣町2-3-19		小山市、栃木市 オヤマシ トチギシ		0		0		1		0		1		1		0		1		1		1		1		1		0				0		0				0		0		0		0				1		0		利用したいサービス事業所が少なく生活改善、家族、支援者の負担軽減に繋がらない（訪問入浴、ショートステイ、生活介護などなど（就労Ａ型））医師によっては連携が困難。何処の精神科がよいかと利用者に問われるが答えは解らない。 リヨウ ジギョウショ スク セイカツ カイゼン カゾク シエンシャ フタン ケイゲン ツナ ホウモン ニュウヨク セイカツ カイゴ シュウロウ ガタ イシ レンケイ コンナン ドコ セイシンカ リヨウシャ ト コタ ワカ		0				本人の選択や受け入れ事業所の間口を広げる。例えば入浴はヘルパーの2人対応で行ているがヘルパー不足や腰痛の悪化などで対応が難しくなってくる。機会浴のできる生活介護を勧めるも本人の選択肢がない。自宅から出かける自由さのようなものが閉ざされているような気がする。反面高齢者のサービスは増加する一方で利用者が不足し閉鎖なども聞かれる。高齢者・障害者がともにデイサービスやショートステイを利用できるようにならないかと思う。障害児については働く両親をサポートすることで生活の安定や療育などへ通園のし易さを図り、送迎サービスの充実など。 ホンニン センタク ウ イ ジギョウショ マグチ ヒロ タト ニュウヨク ニン タイオウ オコナ ブソク ヨウツウ アッカ タイオウ ムズカ キカイ ヨク セイカツ カイゴ スス ホンニン センタクシ ジタク デ ジユウ ト キ ハンメン コウレイシャ ゾウカ イッポウ リヨウシャ フソク ヘイサ キ コウレイシャ ショウガイシャ リヨウ オモ ショウガイジ ハタラ リョウシン セイカツ アンテイ リョウイク ツウエン ヤス ハカ ソウゲイ ジュウジツ

		承諾 ショウダク		障がい者生活支援センターこぶし		028-680-5746		028-688-0214		321-0126		栃木県宇都宮市茂原町837-1		宇都宮市、上三川町 ウツノミヤシ カミノカワマチ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1				①医療機関との細かな連携体制②相談関係者を含め本人に関わり支援をするなかで即座に動きが取れるようなフットワークの軽いチーム作り イリョウ キカン コマ レンケイ タイセイ ソウダン カンケイシャ フク ホンニン カカ シエン ソクザ ウゴ ト カル ヅク
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重症心身障害児（者）の定義をご存知ですか

Ｑ2.重症心身障害児（者）の定義をご存知ですか	知っている	知らない	40	33	Ｑ3.重症心身障害児（者）の方（家族・関係機関等）からの相談を受けたことがありますか	ある	ない	35	43	それは誰からの相談でしたか	ａ.家族	ｂ.支援者	ｃ.関係機関	27	6	12	それはどんな相談でしたか	生活上の相談	医療的な相談	制度に関する相談	教育に関する相談	サービス等利用計画書作成に関する相談	その他	19	7	15	5	26	3	それらの相談事業所として対応（解決）はできましたか	ａ.できた	ｂ.できなかった	27	4	自分の事業所で対応する	ほかの相談支援事業所へ依頼する	行政に依頼する	その他	17	15	8	9	Ｑ5.重症心身障害児（者）の方のサービス等利用計画書を作成したことがありますか	ある	ない	33	46	Ｑ5.重症心身障害児（者）の方のサービス等利用計画書

　　 を作成したことがありますか

ない
59%

ある	今後依頼があれば作成する	他の相談支援事業所に依頼する	作成するかどうかわからない	33	15	18	14	

相談支援事業所 (2)

		Ｑ1.貴施設について、お伺いいたします キ シセツ ウカガ										事業所名とコメントをくっつけるで一表を作る ジギョウショ メイ イッピョウ ツク

		1		事業所名 ジギョウショ メイ								今月中 コンゲツ チュウ

		2		電話番号 デンワ バンゴウ								地図と一覧表をパワーポイント チズ イチラン ヒョウ

		3		FAX番号 バンゴウ								各項目ごとにページを作る カクコウモク ツク

		4		所在地 ショザイチ

		5		訪問可能な主な市町村 ホウモン カノウ オモ シチョウソン

		Ｑ2.重症心身障害児（者）の定義をご存知ですか ジュウショウシンシンショウガイジ シャ テイギ ゾンジ

		Ｑ2-1		知っている シ

		Ｑ2-2		知らない シ

		Ｑ3.重症心身障害児（者）の方（家族・関係機関等）からの相談を受けたことがありますか ジュウショウシンシンショウガイジ シャ カタ カゾク カンケイ キカン ナド ソウダン ウ

		Ｑ3-1		1		ある

		Ｑ3-2		2		ない

		Ｑ3-1-Ａ

				Ａ-1それは誰からの相談でしたか ダレ ソウダン

				1		ａ.家族 カゾク

				2		ｂ.支援者 シエンシャ

				3		ｃ.関係機関 カンケイ キカン

				Ａ-2それはどんな相談でしたか（複数回答可） ソウダン フクスウ カイトウ カ

				1		ａ.生活上の相談 セイカツ ジョウ ソウダン

				2		ｂ.医療的な相談 イリョウテキ ソウダン

				3		ｃ.制度に関する相談 セイド カン ソウダン

				4		ｄ.教育に関する相談 キョウイク カン ソウダン

				5		ｅ.サービス等利用計画書作成に関する相談 ナド リヨウ ケイカクショ サクセイ カン ソウダン

				6		ｆ.その他 タ

				Ａ-3それらの相談事業所として対応（解決）はできましたか ソウダン ジギョウショ タイオウ カイケツ

				1		ａ.できた

				2		ｂ.できなかった

				Ａ-3-1それはどうしてですか

				1		ａ解決手段・方法がなかった カイケツ シュダン ホウホウ

				2		ｂ.ほかの相談支援事業所に依頼した ソウダン シエン ジギョウショ イライ

				3		ｃ.行政に依頼した ギョウセイ イライ

				4		ｄ.その他 タ

		Ｑ4.Ｑ3-2「ない」→これから重症心身障害児（者）の方（本人・家族等）からの相談があればどのように対応されますか ジュウショウシンシンショウガイジ シャ カタ ホンニン カゾク ナド ソウダン タイオウ

				Ｑ4-1		自分の事業所で対応する ジブン ジギョウショ タイオウ

				Ｑ4-2		ほかの相談支援事業所へ依頼する ソウダン シエン ジギョウショ イライ

				Ｑ4-3		行政に依頼する ギョウセイ イライ

				Ｑ4-4		その他 タ

		Ｑ5.重症心身障害児（者）の方のサービス等利用計画書を作成したことがありますか ジュウショウシンシンショウガイジ シャ カタ ナド リヨウ ケイカクショ サクセイ

				Ｑ5-1		ある

				Ｑ5-2		ない

						Ｑ5-1-Ａ		「ある」と回答→作成にあたり、苦労したこと困ったことがありましたか カイトウ サクセイ クロウ コマ

						Ｑ5-2-Ａ		「ない」と回答 カイトウ

						1		ａ.今後依頼があれば作成する コンゴ イライ サクセイ

						2		ｂ.他の相談支援事業所に依頼する ホカ ソウダン シエン ジギョウショ イライ

						3		ｃ.作成するかどうかわからない サクセイ

						Ｑ5-2-Ａ-1		b.cを回答→それはどうしてですか カイトウ

		Q6.重症心身障害児（者）の方がより良い在宅生活をしていく上で何か必要だと思うことがあればご自由にお書きください ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ カタ ヨ ザイタク セイカツ ウエ ナニ ヒツヨウ オモ ジユウ カ



		承諾可否 ショウダク カヒ		Q1												Ｑ2.重症心身障害児（者）の定義をご存知ですか ジュウショウシンシンショウガイジ シャ テイギ ゾンジ				Ｑ3.重症心身障害児（者）の方（家族・関係機関等）からの相談を受けたことがありますか ジュウショウシンシンショウガイジ シャ カタ カゾク カンケイ キカン ナド ソウダン ウ																														Ｑ4.Ｑ3-2「ない」→これから重症心身障害児（者）の方（本人・家族等）からの相談があればどのように対応されますか ジュウショウシンシンショウガイジ シャ カタ ホンニン カゾク ナド ソウダン タイオウ										Ｑ5.重症心身障害児（者）の方のサービス等利用計画書を作成したことがありますか ジュウショウシンシンショウガイジ シャ カタ ナド リヨウ ケイカクショ サクセイ										Q6.重症心身障害児（者）の方がより良い在宅生活をしていく上で何か必要だと思うことがあればご自由にお書きください ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ カタ ヨ ザイタク セイカツ ウエ ナニ ヒツヨウ オモ ジユウ カ

				事業所名 ジギョウショ メイ		電話番号 デンワ バンゴウ		FAX番号 バンゴウ		郵便番号 ユウビンバンゴウ		所在地 ショザイチ		訪問可能な主な市町村 ホウモン カノウ オモ シチョウソン		知っている		知らない シ		ある		ない		それは誰からの相談でしたか						それはどんな相談でしたか														それらの相談事業所として対応（解決）はできましたか						自分の事業所で対応する ジブン ジギョウショ タイオウ		他の相談支援事業所へ依頼する ホカ ソウダン シエン ジギョウショ イライ		行政に依頼する ギョウセイ イライ		その他 タ				ある		ない		「ある」と回答		「ない」
と回答		b.c（23）を回答

																								家族 カゾク		支援者 シエンシャ		関係機関 カンケイ キカン		生活上の相談 セイカツ ジョウ ソウダン		医療的な相談 イリョウテキ ソウダン		制度に関する相談 セイド カン ソウダン		教育に関する相談 キョウイク カン ソウダン		サービス等利用計画書作成に関する相談 ナド リヨウ ケイカクショ サクセイ カン ソウダン		その他 タ		その他回答 タ カイトウ		それらの相談事業所として対応（解決）はできましたか		それはどうしてですか		それはどうしてですか

		否 イナ		手話通訳派遣協会相談支援事業所		0287-73-4422		0287-62-7776		325-0026		栃木県那須塩原市上厚崎431-17 ３２５－００２６				0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		0		1		本事業所と同様の地域で一般相談支援事業所と連携を図り対応する ホン ジギョウショ ドウヨウ チイキ イッパン ソウダン シエン ジギョウショ レンケイ ハカ タイオウ		0		1		0		2		当事業所は手話通訳派遣を主目的とする事業所であるため、聴覚障害に対するノウハウはあるがそれ以外の障害者に対応する専門性を有していない為 トウ ジギョウショ シュワ ツウヤク ハケン シュモクテキ ジギョウショ チョウカク ショウガイ タイ イガイ ショウガイシャ タイオウ センモンセイ ユウ タメ

		否 イナ		相談支援事業所すまいる		0285-45-7199		0285-45-8437		329-0205		小山市間々田750-1		小山市 オヤマシ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		1		0				0		1		0		3		現在担当させていただいているケースの他に受け入れる時間的余裕がないため。また専門的な知識や経験がなく自信がないため。 ゲンザイ タントウ ホカ ウ イ ジカンテキ ヨユウ センモンテキ チシキ ケイケン ジシン

		否 イナ		やまゆりの里		0284-90-2030		0284-90-2031		326-0011		足利市大沼田町525-1		足利市 アシカガシ		0		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		ショートステイの利用が可能かどうか リヨウ カノウ		2		1		ショートの利用を希望していたが、幼児で夜間に吸引が必要とのことだったので職員配置上困難と判断 リヨウ キボウ ヨウジ ヤカン キュウイン ヒツヨウ ショクイン ハイチ ジョウ コンナン ハンダン		0		0		0		0				0		1		0		2		あしかがの森さんが近くにあり専門性もあるため モリ チカ センモンセイ

		否 イナ		相談支援センターひかり		028-612-7717		028-612-7718		320-0072		宇都宮市若草4-20-7		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		0		1		0		1		0		0		1		0		1		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		居宅介護事業所とニーズのマッチング キョタク カイゴ ジギョウショ		0				短期入所事業所（医療的ケア対応型）の整備 タンキ ニュウショ ジギョウショ イリョウテキ タイオウガタ セイビ

		否 イナ		相談支援センター歩み		028-667-5151		028-667-5150		321-3233		宇都宮市上籠谷町3792		真岡市、芳賀町、宇都宮市 モオカシ ハガマチ ウツノミヤシ		0		1		1		0		0		1		0		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		毎日お会いしている方ではないしお話ができる方ではないので、計画書を作ることは少々戸惑いはありましたが、すべて療育指導室の先生にご指導いただき作成することができました。お幸せな時を過ごしてほしいという思いはいっぱいありますが、なにも出来ていない自分が申し訳ないような気持ちです。 マイニチ ア カタ ハナシ カタ ケイカクショ ツク ショウショウ トマド リョウイク シドウシツ センセイ シドウ サクセイ シアワ トキ ス オモ デキ ジブン モウ ワケ キモ		0				すみません。経験不足で在宅の方はよくわかりませんが、独立行政法人国立病院機構宇都宮病院にお伺いし行き届いた介護、職員の先生方の情熱にこういうところで重症心身障害者の方が過ごせることは幸せなのでは…としみじみ思いました。 ケイケン ブソク ザイタク カタ ドクリツ ギョウセイ ホウジン コクリツ ビョウイン キコウ ウツノミヤ ビョウイン ウカガ イ トド カイゴ ショクイン センセイガタ ジョウネツ ジュウショウ シンシン ショウガイシャ カタ ス シアワ オモ

		否 イナ		ワークス共育		0287-39-5593		0287-39-5630		329-2213		那須塩原市上大貫2028-2				1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		0		1		状況に応じて対応する ジョウキョウ オウ タイオウ		0		1				1				相談支援専門員のレベルアップが必要ではないかと思います ソウダン シエン センモンイン ヒツヨウ オモ

		否 イナ		指定特定相談支援センタードリーム		0288-32-2280		0288-32-2281		321-2341		日光市大沢町274		日光市、塩谷町、鹿沼市、宇都宮市 ニッコウシ シオヤ チョウ カヌマシ ウツノミヤ シ		0		1		1		0		1		0		0		1		1		1		0		0		0				1		0				0		0		0		0				1		0		計画を作成するにあたり医療機関との連携方法を具体化していくことに連絡調整に時間を要しました。また医師同士でのやりとりの方が早いように感じました。※解決できたと言っても施設の空き待ちで関係する病院で入院しております。 ケイカク サクセイ イリョウ キカン レンケイ ホウホウ グタイカ レンラク チョウセイ ジカン ヨウ イシ ドウシ ホウ ハヤ カン カイケツ イ シセツ ア マ カンケイ ビョウイン ニュウイン		0				入所ではなく、医療ケアのできる短期入所やグループホーム、日中一時、生活介護の拡充が必要であること。また重症心身障害児（者）への理解を広めていき、理解者を増やすこと、訪問看護、訪問医療、居宅介護も活用しやすい環境づくりを相談支援専門員はネットワークづくりに努めなければんらないと思います。 ニュウショ イリョウ タンキ ニュウショ ニッチュウ イチジ セイカツ カイゴ カクジュウ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ リカイ ヒロ リカイシャ フ ホウモン カンゴ ホウモン イリョウ キョタク カイゴ カツヨウ カンキョウ ソウダン シエン センモンイン ツト オモ

		否 イナ		ユーファーム支援センター		028-689-0070		028-680-0750		321-0972		宇都宮市下川俣町206-127		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2		これまでの実績として主に就労系の利用計画の作成を行っており重症心身障害児の方への支援については経験や人員の不足から対応が困難であると思われるため ジッセキ オモ シュウロウ ケイ リヨウ ケイカク サクセイ オコナ ジュウショウ シンシン ショウガイジ カタ シエン ケイケン ジンイン フソク タイオウ コンナン オモ

		否 イナ		障害者相談支援センターひびき		028-666-7601		028-666-7602		321-0403		宇都宮市下小倉町1536		宇都宮市、さくら市 ウツノミヤシ シ		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2		かつて受け入れたことがなく、またスタッフにも医療的ケアの知識や経験が乏しく、自信をもって迎え入れることができない ウ イ イリョウテキ チシキ ケイケン トボ ジシン ムカ イ		受け入れる施設が近辺にあること ウ イ シセツ キンペン

		否 イナ		相談支援事業ぴゅあ		028-611-1771		028-611-1772		321-0911		宇都宮市問屋町3426-46		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2

		否 イナ		指定特定相談支援事業所すえひろ		0287-23-3962		0287-24-1670		324-0042		大田原市末広1-2-5		大田原市、大田原市以外は交通費を受領 オオタワラシ オオタワラシ イガイ コウツウヒ ジュリョウ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2		事業所の対象を精神障害に限定し、市に申請しているため ジギョウショ タイショウ セイシン ショウガイ ゲンテイ シ シンセイ

		否 イナ		相談支援センターふじみだい		0285-44-0200		0285-44-4255		329-0412		下野市芝1123		下野市 シモノ シ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		0		1		ケースによって検討 ケントウ		0		1				2

		否 イナ		相談支援センターひゅーまにあ宇都宮		028-678-5385		028-678-5395		320-0802		宇都宮市江野町6-15大立ビル4階		宇都宮市（鹿沼市等近隣市町村） ウツノミヤシ カヌマシ ナド キンリン シチョウソン		0		1		1		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		あるではありますが、初めての作成でまた完成はしていない段階です。病院で実施されている活動医療等で自分自身が未熟で理解が足りていない為に苦労しています。 ハジ サクセイ カンセイ ダンカイ ビョウイン ジッシ カツドウ イリョウ ナド ジブン ジシン ミジュク リカイ タ タメ クロウ		0				①医療面での安心②外部と交流する機会③家族の方への支援 イリョウ メン アンシン ガイブ コウリュウ キカイ カゾク カタ シエン

		否 イナ		地域活動支援センターあしかが		0284-41-2643		0284-43-0463		326-0808		足利市本城1-1547		足利市 アシカガシ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0						0		1		0		0				0		1				2		専門外で知識等はなく、計画書の作成は難しいため センモンガイ チシキ トウ ケイカクショ サクセイ ムズカ

		否 イナ		南那須地区障害者相談支援センター		0287-80-1020		0287-80-1027		321-0624		那須烏山市旭1-18-8		那須烏山市、那珂川町 ナスカラスヤマシ ナカガワマチ		1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		アセスメント、院内での面会予定の調整、家族への説明など インナイ メンカイ ヨテイ チョウセイ カゾク セツメイ		0				在宅医療、訪問リハビリなど24時間対応出来る専門家チーム ザイタク イリョウ ホウモン ジカン タイオウ デキ センモンカ

		否 イナ		ワン・ハーモニー		0287-22-8255		0287-48-7225		324-0042		大田原市末広1-3618-13				0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				0

		否 イナ		ひまわり相談支援事業所		0282-20-5006		0282-23-4878		328-0052		栃木市祝町12－9				0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		1		0				0		1				3		意思伝達が自分にとって受け止められるかに不安があるため イシ デンタツ ジブン ウ ト フアン

		否 イナ		サンフラワーライフ		0285-22-1109		0285-22-1345		323-0808		小山市出井1936		小山市内 オヤマシナイ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				3		近隣に受け入れ施設が少なく在宅福祉サービスに向けるのが難しい キンリン ウ イ シセツ スク ザイタク フクシ ム ムズカ

		否 イナ		natu- la(ナチュラ)		0287-67-3115		0287-67-3115		329-3153		那須塩原市大原間239-1		那須塩原市、大田原市、那須町 ナスシオバラ シ オオタワラシ ナスマチ		0		1		1		0		1		0		0		1		1		1		0		0		0				1		0				0		0		0		0				1		0		サービス自体の幅がせまいため、本人が安全に安心した生活をうけられるためにどう組み合わせたら良いか。又、家族によっては苦手な事業所もあり限られた事業所を探すのが難しかった。 ジタイ ハバ ホンニン アンゼン アンシン セイカツ ク ア ヨ マタ カゾク ニガテ ジギョウショ カギ ジギョウショ サガ ムズカ		0				訪問系のサービスがもっと充実して欲しい ホウモン ケイ ジュウジツ ホ

		否 イナ		相談支援事業所ふるさとホーム那須		0287-98-3001		0287-98-8080		324-0414		大田原市片府田1301-59		大田原市、那須町、那須塩原市、周辺 オオタワラシ ナスマチ ナスシオバラ シ シュウヘン		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2		主な精神知的関係なので、今後はできるよう専門的な部分の勉強が必要です。 オモ セイシン チテキ カンケイ コンゴ センモンテキ ブブン ベンキョウ ヒツヨウ		①専門相談②居場所③地域の理解 センモン ソウダン イバショ チイキ リカイ

		否 イナ		特定相談支援事業所きのこ		028-635-8746		028-635-8778		320-0846		栃木県宇都宮市滝の原2-4-42 ３２０－０８４６		宇都宮市 ウツノミヤシ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		1		0				0		1				3		どのように作成したらいいか不安のため サクセイ フアン

		否 イナ		こども発達支援センター鹿沼市あおば園		0289-63-1745		0289-63-1745		322-0074		鹿沼市日吉町320－1				1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		1		0				0		1				2		相談支援専門員の不足、児童発達支援事業所利用のための計画書作成が主な業務になっている ソウダン シエン センモンイン フソク ジドウ ハッタツ シエン ジギョウショ リヨウ ケイカクショ サクセイ オモ ギョウム

		否 イナ		障害者相談支援センターみつか・Ｒｕ		028-648-3971		028-648-3936		321-0347		宇都宮市飯田町261		宇都宮市、鹿沼市 ウツノミヤシ カヌマシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		1		状況に応じして他機関と連携し判断する場合もある ジョウキョウ オウ ホカ キカン レンケイ ハンダン バアイ		0		1				1		計画依頼の状況に応じて対応できない月もある（モニタリング件数） ケイカク イライ ジョウキョウ オウ タイオウ ツキ ケンスウ

		否 イナ		工房つばさ		0285-40-0388		0285-40-6700		329-0401		下野市箕輪425-1		下野市、上三川町、壬生町、ただし状況に応じて対応することが難しい場合もある シモノ シ カミノカワマチ ミブマチ ジョウキョウ オウ タイオウ ムズカ バアイ		1		0		1		0		1		0		0		1		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		短期入所、ヘルパーなどの利用希望があっても受け入れてくれる事業所が見つからない タンキ ニュウショ リヨウ キボウ ウ イ ジギョウショ ミ		3		状況により作成することができない場合がある ジョウキョウ サクセイ バアイ		重心の方の短期入所等の利用ができるところが必要。在宅でのサービスの受入必要だと思われる。 ジュウシン カタ タンキ ニュウショ ナド リヨウ ヒツヨウ ザイタク ウケイレ ヒツヨウ オモ

		否 イナ		相談支援事業所グーフォ		028-673-0002		028-671-0785		329-1105		宇都宮市中岡本町3178-3				1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1				在宅生活を支える家族に負担が重くならないようにする。緊急時に対応してくれる医療ケア付きの宿泊施設を増やしてほしい ザイタク セイカツ ササ カゾク フタン オモ キンキュウジ タイオウ イリョウ ツ シュクハク シセツ フ

		否 イナ		那珂川町社協相談支援事業所		0287-92-1273		0287-92-1295		324-0613		那珂川町馬頭560-1		那珂川町 ナカガワマチ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				0				移動支援サービス イドウ シエン

		否 イナ		相談支援事業所大山田ノンフェール		0287-93-0660		0287-83-8182		324-0602		那珂川町大山田下郷955		那珂川町 ナカガワマチ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		1		0				0		1				2		平成27年度で相談支援事業を終了するため ヘイセイ ネンド ソウダン シエン ジギョウ シュウリョウ

		否 イナ		在宅サポートこころ		028-651-0780		028-651-0781		320-0042		宇都宮市材木町4-24				0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2

		否 イナ		相談支援事業所みらい ソウダン シエン ジギョウショ		0280-57-2673		0280-57-2673		329-0111		野木町丸林371-12		野木町、小山市 ノギマチ オヤマシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		0		1		しかるべき関係機関と連携して対応する カンケイ キカン レンケイ タイオウ		0		1				3		重症心身のノウハウがない ジュウショウ シンシン

		否 イナ		大田原市社会福祉協議会		0287-54-1849		0287-54-2745		324-0233		栃木県大田原市黒羽田町848 ３２４－０２３３		大田原市内 オオタワラシナイ		0		1		1		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0				2		1				0		1		0		0				0		1				2		職員が未熟なため ショクイン ミジュク		在宅医療の充実、居宅介護の２４時間対応（サービス事業所）の充実 ザイタク イリョウ ジュウジツ キョタク カイゴ ジカン タイオウ ジギョウショ ジュウジツ

		否 イナ		障がい者相談支援センターとまつり		028-680-5570		028-680-5271		320-0052		宇都宮市中戸祭町813		宇都宮市、近隣市町村 ウツノミヤシ キンリン シチョウソン		0		1		1		0		1		0		0		1		0		0		0		0		1		親子間の関わり オヤコ カン カカ		0		0		現在対応中 ゲンザイ タイオウチュウ		0		0		0		0				1		0		保護者との連携がとれない ホゴシャ レンケイ		0

		否 イナ		宇都宮市社会福祉協議会		028-636-1536		028-636-1537		320-0806		宇都宮市中央1-1-15		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		0				2		1		医療的ケアが必要な方が長時間外出したい。長時間支援者の拘束、移動手段（車の中での対応）、医療的ケアが必要な方が外出したいときに外出できる環境がすぐに整えられない、医療的けが必要な方で要介助であるが、歩行できる方が利用できる短期入所先はないか（アクセス時間も含む） イリョウテキ ヒツヨウ カタ チョウジカン ガイシュツ チョウジカン シエン シャ コウソク イドウ シュダン クルマ ナカ タイオウ イリョウテキ ヒツヨウ カタ ガイシュツ ガイシュツ カンキョウ トトノ イリョウテキ ヒツヨウ カタ ヨウ カイジョ ホコウ カタ リヨウ タンキ ニュウショ サキ ジカン フク		0		0		0		0				1		0		専門的（医療面）な知識がなく、専門用語が多く調べたり聞いたりしながら支援していくこと。長く関わらないと親の思いまで聞き出せないこと。 センモンテキ イリョウ メン チシキ センモン ヨウゴ オオ シラ キ シエン ナガ カカ オヤ オモ キ ダ		0				当事者が何歳になっても利用できるサービス環境（短期入所、訪問入浴など）。教育もほかのお子さん同様平等に受けられる機会（学校行事も含む）。相談対応できる人材の確保。緊急時でも利用できるサービスの調整・確保。直接支援できるサービス・人材を増やすこと。 トウジシャ ナンサイ リヨウ カンキョウ タンキ ニュウショ ホウモン ニュウヨク キョウイク コ ドウヨウ ビョウドウ ウ キカイ ガッコウ ギョウジ フク ソウダン タイオウ ジンザイ カクホ キンキュウジ リヨウ チョウセイ カクホ チョクセツ シエン ジンザイ フ

		承諾 ショウダク		ライフサポートセンターゆめ		0280-33-3624		0280-57-4624		329-0111		野木町丸林630-4		野木町、その周辺地域 ノギマチ シュウヘン チイキ		1		0		1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		1		福祉サービス利用に関する相談 フクシ リヨウ カン ソウダン		1		0				0		0		0		0				1		0		医療的な情報、知識に乏しくわからない用語などが数多く出てきた。医療的ケアの内容の聞き取り（どの部分を聞いていけばよいのか） イリョウテキ ジョウホウ チシキ トボ ヨウゴ カズオオ デ イリョウテキ ナイヨウ キ ト ブブン キ		0				Ｆａの負担軽減のためのレスパイト先（ＨＰ、ＳＳ機関等）。家族それぞれの訴え、希望を明確にしていく。関係機関がチームになりＦａの支え応援をしていく。 フタン ケイゲン サキ キカンナド カゾク ウッタ キボウ メイカク カンケイ キカン ササ オウエン

		承諾 ショウダク		足利ケアサービス		0284-21-7630		0284-21-3109		326-0843		足利市五十部町809-3		足利市、佐野市、太田市 アシカガシ サノシ オオタシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		0		1		ケースによって対応する タイオウ		0		1				3

		承諾 ショウダク		相談支援センターみさと		0285-72-9767				321-4104		芳賀郡益子町大沢2800-5		芳賀郡内（真岡市、益子町、市貝町、芳賀町、茂木町） ハガ グンナイ モオカシ マシコ チョウ イチ ガイ マチ ハガマチ モギマチ		1		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		資源が少ない、短期入所先の確保が難しかった。計画を作るのには、医療情報が難しく感じられた。 シゲン スク タンキ ニュウショ サキ カクホ ムズカ ケイカク ツク イリョウ ジョウホウ ムズカ カン		0				連携の取れる医療関係者がたくさん地域の中にいてくれると安心して生活できるかな。外出や余暇の充実を図るために医療の必要な人の生活が限られてしまっている（あきらめてしまっている） レンケイ ト イリョウ カンケイシャ チイキ ナカ アンシン セイカツ ガイシュツ ヨカ ジュウジツ ハカ イリョウ ヒツヨウ ヒト セイカツ カギ

		承諾 ショウダク		サポートセンターとみや生活支援センター		028-665-8230		028-665-8230		321-2116		宇都宮市徳次郎町540		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		0		1		0		0		0		0		1		1		1		1		1		0				0		1		医療的なケアが必要な利用者様の日中活動先が限られて利用できない人がいる。学校との連携が取りにくい。通勤手段・行事参加制限があり平等性が保たれない。学校はサービスで対応を望み、福祉行政は教育で何とかするべきとつねに折り合わない。 イリョウテキ ヒツヨウ リヨウシャサマ ニッチュウ カツドウ サキ カギ リヨウ ヒト ガッコウ レンケイ ト ツウキン シュダン ギョウジ サンカ セイゲン ビョウドウセイ タモ ガッコウ タイオウ ノゾ フクシ ギョウセイ キョウイク ナン オ ア		0		0		1		0		協力してほしい キョウリョク		1		0		利用できるサービスが限られている。社会参加できる機会が少なく、場が限られている。介護者の負担軽減が取りにくい。夢や希望を叶えるための資源が少ない。 リヨウ カギ シャカイ サンカ キカイ スク バ カギ カイゴシャ フタン ケイゲン ト ユメ キボウ カナ シゲン スク		0				通勤手段、保護者なくても教育が受けられる環境。常に親同行を求めるのでは、自立につながらず、いつになっても親の負担は軽減されない。親が安心して託せる日中活動の場。社会参加、役割を担える環境作り、職場。地域で生活していくための交流の機会や場があるといい。緊急的にレスパイトを受け入れてくれる場。 ツウキン シュダン ホゴシャ キョウイク ウ カンキョウ ツネ オヤ ドウコウ モト ジリツ オヤ フタン ケイゲン オヤ アンシン タク ニッチュウ カツドウ バ シャカイ サンカ ヤクワリ ニナ カンキョウ ヅク ショクバ チイキ セイカツ コウリュウ キカイ バ キンキュウテキ ウ イ バ

		承諾 ショウダク		社会就労センターえいぶるの里 シャカイ シュウロウ サト		0285-22-4561		0285-224581		323-0003		小山市東島田2403-2		小山市、下野市、上三川町、野木町、結城市、古河市、筑西市 オヤマシ シモノ シ カミノカワマチ ノギマチ ユウキシ コガシ ツク ニシ シ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				1		0		自己決定が難しいため、家族中心の考えになってしまうこと。また、利用できる社会資源が少ない。 ジコ ケッテイ ムズカ カゾク チュウシン カンガ リヨウ シャカイ シゲン スク		1				関係機関との連携、特に在宅が長い方は医療機関とのかかわりが家族も含め、希薄になってしまい、二次障害に対応できない。地域に総合的に支援でき、医療的ケアが受けられる場所、または訪問医療の充実が必要と思います。 カンケイ キカン レンケイ トク ザイタク ナガ カタ イリョウ キカン カゾク フク キハク ニジ ショウガイ タイオウ チイキ ソウゴウテキ シエン イリョウテキ ウ バショ ホウモン イリョウ ジュウジツ ヒツヨウ オモ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所「ピュア」		0282-31-3911		0282-31-3912		328-0133		栃木市大森町465		栃木市、鹿沼市、佐野市、小山市、壬生町 トチギシ カヌマシ サノシ オヤマシ ミブマチ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1

		承諾 ショウダク		社会福祉法人とちのみ会　こなかの森 シャカイ フクシ ホウジン カイ モリ		0283-24-5757		0283-24-6294		327-0001		佐野市小中町1280		佐野市、足利市 サノシ アシカガシ		1		0		1		0		1		0		0		1		0		1		0		0		0				1		2		通所型のため、短期入所の受け入れはサービスとして提供できず、他施設の紹介、相談支援事業につなげている。 ツウショ ガタ タンキ ニュウショ ウ イ テイキョウ タ シセツ ショウカイ ソウダン シエン ジギョウ		0		0		0		0				1		0		療養型短期入所ほかの施設への短期入所の受け入れ状況など、受け入れ場所を見つけるなど。短期入所時の発作発症時医療への繋ぎが困難。問題多（かかりつけ医への搬送） リョウヨウガタ タンキ ニュウショ シセツ タンキ ニュウショ ウ イ ジョウキョウ ウ イ バショ ミ タンキ ニュウショ ジ ホッサ ハッショウ ジ イリョウ ツナ コンナン モンダイ タ イ ハンソウ		0				佐野市には、身障（重心）短期入所施設がなく老人施設に佐野市が委託しているが、利用する人もいなく、サービスが使いづらい状態にある。短期入所受け入れ可能施設が増えることで、家族のほうも使いやすく利便性があがると考えます。 サノシ シンショウ ジュウシン タンキ ニュウショ シセツ ロウジン シセツ サノシ イタク リヨウ ヒト ツカ ジョウタイ タンキ ニュウショ ウ イ カノウ シセツ フ カゾク ツカ リベンセイ カンガ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所テトテ		0287-36-7171		0287-36-7181		329-2732		那須塩原市一区町251-1		那須塩原市（大田原、矢板、那須町、那珂川町、烏山） ナスシオバラ シ オオタワラ ヤイタ ナスマチ ナカガワマチ カラスヤマ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		0		1		委託の相談支援事業所や重心専門の事業所に相談する イタク ソウダン シエン ジギョウショ ジュウシン センモン ジギョウショ ソウダン		0		1				3		その方にとって、より専門性の高い方が対応することが望ましいと思いますので、作成が適するか否か周囲のサービス状況なども考慮して決めたいと思います。適切にアドバイスをいただける地域の環境が整っていれば、スキルアップ、経験の積み重ねのためにも作成したいです。 カタ センモンセイ タカ ホウ タイオウ ノゾ オモ サクセイ テキ イナ シュウイ ジョウキョウ コウリョ キ オモ テキセツ チイキ カンキョウ トトノ ケイケン ツ カサ サクセイ		相談支援専門員のスキルアップ。きめ細かい支援（サービスの充実）本人のニーズを正しく理解できる人材の育成と地域の理解。 ソウダン シエン センモンイン コマ シエン ジュウジツ ホンニン タダ リカイ ジンザイ イクセイ チイキ リカイ

		承諾 ショウダク		指定特定相談支援事業所あじさい		0287-60-3361		0287-60-3362		325-0034		那須塩原市東原166		那須塩原市、那須町 ナスシオバラ シ ナスマチ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2				訪問看護、訪問診療を行う医師が必要だと思います。 ホウモン カンゴ ホウモン シンリョウ オコナ イシ ヒツヨウ オモ

		承諾 ショウダク		障害者相談支援センターいぶき		028-678-3502		028-676-3501		329-1216		高根沢町桑窪2266-2		高根沢町 タカネザワマチ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1				短期入所など受け入れてくれる施設を増やしてほしい。県内で受け入れていただけない為、県外の施設を考えなくてはいけない方がいます。 タンキ ニュウショ ウ イ シセツ フ ケンナイ ウ イ タメ ケンガイ シセツ カンガ カタ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所わくわくおやま		0285-24-6575		0285-20-0255		323-0022		小山市駅東通り3-9-6		小山市 オヤマシ		1		0		1		0		1		1		1		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		関係事業所が多いことで情報収集連携等大変。医療機関とも連携を図る必要あり。レスパイト、ショートステイの受入困難。利用できる事業所が少ない。 カンケイ ジギョウショ オオ ジョウホウ シュウシュウ レンケイ ナド タイヘン イリョウ キカン レンケイ ハカ ヒツヨウ ウケイレ コンナン リヨウ ジギョウショ スク		0				重症心身障害児（者）を受け入れしてくれる事業所、施設がもっと多くあればよいと思われる。通所日中一時短期入所など。相談支援、計画作成についてもほかの事業所が受け入れてくれないとの理由で受け入れ可能事業所へ集中してしまう為、相談員への研修等を増やせばよいが。しかし日々の業務が多忙であるため、難しいのかな？ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ ウ イ ジギョウショ シセツ オオ オモ ツウショ ニッチュウ イチジ タンキ ニュウショ ソウダン シエン ケイカク サクセイ ジギョウショ ウ イ リユウ ウ イ カノウ ジギョウショ シュウチュウ タメ ソウダン イン ケンシュウ ナド フ ヒビ ギョウム タボウ ムズカ

		承諾 ショウダク		相談支援センターネクスト		080-8854-9551		0280-612-1558		320-0034		宇都宮市泉町6-25		宇都宮市 ウツノミヤシ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2

		承諾 ショウダク		相談支援事業のぞみ		0287-65-2288		0287-65-2282		329-3152		那須塩原市上中野53		那須塩原市、大田原市、那須町 ナスシオバラ シ オオタワラシ ナスマチ		1		0		1		0		0		0		1		1		1		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		現サービスでの医療ケアをふまえ、将来にむけて他事業との連携につなげるよう計画作成、調整に苦労した。 ゲン イリョウ ショウライ タ ジギョウ レンケイ ケイカク サクセイ チョウセイ クロウ		0				選択肢が増えるよう受け入れ可能な福祉サービス事業所の増加が必要だと思われます。 センタクシ フ ウ イ カノウ フクシ ジギョウショ ゾウカ ヒツヨウ オモ

		承諾 ショウダク		サポートセンターひばり		028-670-0330		028-667-7315		321-3236		宇都宮市竹下町435-159		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		苦労ではないが、お母様がとても一生懸命ですでにサービスも繋がっていたため、現状を計画にする形となったが、計画作成後のかかわりについて相談員としてどのようにすべきことが望ましいかと考える。 クロウ カアサマ イッショウケンメイ ツナ ゲンジョウ ケイカク カタチ ケイカク サクセイ ゴ ソウダン イン ノゾ カンガ		0				福祉サービスや医療、またボランティアが入室されるととてもよいと思います。また、介助者（家族）のケアも考えると気軽に参加できるようなイベント（医療が整っていたり、介助するボランティアさんがいたり）や、同じ重症心身障害児（者）をもつかたとのネットワークがあるといいのかなと思います。 フクシ イリョウ ニュウシツ オモ カイジョシャ カゾク カンガ キガル サンカ イリョウ トトノ カイジョ オナ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ オモ

		承諾 ショウダク		高根沢町障害児者生活支援センターすまいる タカネザワマチ		028-612-2751		028-612-2752		329-1225		栃木県塩谷郡高根沢町石末1825　福祉センター内 ３２９－１２２５ フクシ ナイ		高根沢町 タカネザワマチ		1		0		1		0		0		0		1		0		0		1		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		地元に使える資源がなく苦労した ジモト ツカ シゲン クロウ		0				①医療と福祉の連携ネットワーク②重心の方でも利用できるサービスが増えること③訪問診療医 イリョウ フクシ レンケイ ジュウシン カタ リヨウ フ ホウモン シンリョウ イ

		承諾 ショウダク		障害者相談支援センターフォレスト		0284-91-1816		0284-91-2867		326-0011		足利市大沼田町615		足利市及び近隣市町村 アシカガシ オヨ キンリン シチョウソン		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0				0

		承諾 ショウダク		障がい者相談支援事業所ケアサプライ		0287-73-5312		0287-73-5311		329-3221		栃木県那須郡那須町漆塚762-102 ３２９－３２２１		白河市、那須町、那須塩原市、大田原市 シラカワシ ナスマチ ナスシオバラシ オオタワラシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1				サービスを提供できる事業所の充実を図る テイキョウ ジギョウショ ジュウジツ ハカ

		承諾 ショウダク		南栃木支援センター相談支援		0285-44-6118		0285-44-7215		329-0412		下野市柴1432-105		下野市、小山市、壬生町 シモノ シ オヤマシ ミブマチ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		0		1		介護保険と併用する場合のみ対応する カイゴ ホケン ヘイヨウ バアイ タイオウ		0		1				3		介護保険と併用する場合のみ作成する カイゴ ホケン ヘイヨウ バアイ サクセイ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所とまり木		0287-54-2854		0287-54-2230		324-0231		大田原市北野上3952		大田原市、那須塩原市、那須町 オオタワラシ ナスシオバラシ ナスマチ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1				当事業所の対応範囲は現在、知的障害者特に中・軽度が主だが、精神（高次脳機能障害も含む）分野もやり始めている。今後重症心身障害者もほかの相談支援事業所の助けを得ながら、勉強しながら対応したいと考えている。そのために研修や見学の機会を多く作っていただきたい。今は、当事業所はその程度しか考えられない。 トウ ジギョウショ タイオウ ハンイ ゲンザイ チテキ ショウガイシャ トク チュウ ケイド オモ セイシン コウジ ノウ キノウ ショウガイ フク ブンヤ ハジ コンゴ ジュウショウ シンシン ショウガイシャ ソウダン シエン ジギョウショ タス エ ベンキョウ タイオウ カンガ ケンシュウ ケンガク キカイ オオ ツク イマ トウ ジギョウショ テイド カンガ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所ポンテ		028-652-7288		028-652-6355		321-0341		宇都宮市古賀志町1964-12		宇都宮、鹿沼、日光、壬生 ウツノミヤ カヌマ ニッコウ ミブ		0		1		1		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0				0				未就学児（3～5才）の方の医療型児童発達支援を分離で行う施設が数か所あると良いと思います。 ミシュウガクジ サイ カタ イリョウ ガタ ジドウ ハッタツ シエン ブンリ オコナ シセツ スウ ショ ヨ オモ

		承諾 ショウダク		相談支援センター光輝舎		0285-70-2020		0285-72-8222		321-4105		芳賀郡益子町北中1113-1		芳賀郡、真岡市等 ハガ グン モオカシ ナド		1		0		1		0		1		1		1		1		0		1		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		利用できるサービス事業所が少ない。重心児者に合わせたプログラムが見つからない（近隣で） リヨウ ジギョウショ スク ジュウシン ジ シャ ア ミ キンリン		0				本人の状態にもよるが、重度化する状況に対応できる事業所の確保。家族の負担が大きくなり在宅生活の継続が困難になることが予測されるので、在宅で支援が受けられるような体制の充実と、レスパイトサービスの拡大。 ホンニン ジョウタイ ジュウドカ ジョウキョウ タイオウ ジギョウショ カクホ カゾク フタン オオ ザイタク セイカツ ケイゾク コンナン ヨソク ザイタク シエン ウ タイセイ ジュウジツ カクダイ

		承諾 ショウダク		特定相談支援事業所やすらぎ		028-650-7727		028-650-7728		320-0011		宇都宮市富士見が丘3－19－20		宇都宮市 ウツノミヤシ		0		0		1		0		1		0		0		0		0		1		1		0		0				0		3		対応できるヘルパーがいれば支援する タイオウ シエン		0		0		0		0				0		1				3

		承諾 ショウダク		障がい者支援センターにんべん		028-686-2539		028-686-2584		329-1417		さくら市フィオーレ喜連川5-2-1　フィオーレガーデン1-102		さくら市 シ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1				地域資源アンケートをいただきありがとうございました。設問に対しまして知識不足にこれでいいのかという思いです。相談支援専門員として設問にありました「3」要望がでますれば、先輩相談員・各職種の方々に相談・指導をいただき、相談支援事業を行ってみたいと考えます。大島先生について学ばせて頂きました。 チイキ シゲン セツモン タイ チシキ ブソク オモ ソウダン シエン センモンイン セツモン ヨウボウ センパイ ソウダン イン カクショクシュ カタガタ ソウダン シドウ ソウダン シエン ジギョウ オコナ カンガ オオシマ センセイ マナ イタダ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所おやま		0285-22-1833		0285-228946		323-0014		小山市喜沢660		小山市、下野市 オヤマシ シモノ シ		1		0		1		0		1		1		0		0		0		0		0		1		0				2		3				0		0		0		0				1		0		本人の意思が明確でないので親の意向中心のものになってしまった。 ホンニン イシ メイカク オヤ イコウ チュウシン		0

		承諾 ショウダク		真岡介護センター		0285-80-5200		0285-80-5211		321-4361		真岡市並木町1-8-1　シティ並木102 ナミキ		真岡市、芳賀町南部、市貝町南部、益子町西部、上三川東部 モオカシ ハガマチ ナンブ イチ ガイ チョウ ナンブ マシコ チョウ セイブ カミノカワ トウブ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		0		1				0		1				3		担当者の受け持ちケースの状況など考慮し対応できるか検討したい タントウシャ ウ モ ジョウキョウ コウリョ タイオウ ケントウ

		承諾 ショウダク		さの社協相談支援センターほっぷ		0283-22-8152		0283-22-8199		327-0003		佐野市大橋町3212-27		佐野市全域 サノシ ゼンイキ		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2		現在相談支援専門員1名で行っているため ゲンザイ ソウダン シエン センモンイン メイ オコナ

		承諾 ショウダク		相談支援ウエイブ		0282-23-4465		0282-23-4465		328-0012		栃木市平柳町1-2-7		栃木市、壬生町 トチギシ ミブマチ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		1		0				0		1				2		指定特定相談支援事業で精神に対応しているため シテイ トクテイ ソウダン シエン ジギョウ セイシン タイオウ		ご家族の中だけでは生活がマンネリ化して単調になりかねないので、音楽、体を動かす、読み聞かせ麻痺・拘縮のマッサージなどのリハビリの頻度を高める。ご本人が楽しいと感じることを提供できる。ご家族が疲弊しないよう旅行や趣味などの充実した時間がもてるようサービスを利用していくこと。 カゾク ナカ セイカツ カ タンチョウ オンガク カラダ ウゴ ヨ キ マヒ コウシュク ヒンド タカ ホンニン タノ カン テイキョウ カゾク ヒヘイ リョコウ シュミ ジュウジツ ジカン リヨウ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所わらしべの家		0282-27-1627		0282-27-1675		328-0011		栃木市大宮町2708-3		栃木市 トチギシ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1		専門的な知識が不十分なため行政などの機関と相談しながらの対応となります センモンテキ チシキ フジュウブン ギョウセイ キカン ソウダン タイオウ		短期入所や移動支援などの福祉サービス利用時にお付き合いのある医療機関や訪問看護の看護師が同行でき緊急時の対応が迅速にとれる体制（すでにできていたらすみません） タンキ ニュウショ イドウ シエン フクシ リヨウ ジ ツ ア イリョウ キカン ホウモン カンゴ カンゴシ ドウコウ キンキュウジ タイオウ ジンソク タイセイ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所　空		0287-73-8165		0287-73-8165		329-3157		那須塩原市大原間西1-19-9		那須塩原市、大田原市、那須町 ナスシオバラ シ オオタワラシ ナスマチ		1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		重心のお子様の療育支援をやっていたので、苦労はありませんでしたが、医療（訪問看護）訪問リハ訪問入浴の制度を知らなかったので、その方々との連携が取れて大変勉強になりました。 ジュウシン コサマ リョウイク シエン クロウ イリョウ ホウモン カンゴ ホウモン ホウモン ニュウヨク セイド シ カタガタ レンケイ ト タイヘン ベンキョウ		0				医療的ケアの必要な方には支援スタッフ・必ず看護師の方が不在では双方安心したケアはできません。例）乳幼児の通所事業は保母と看護師さん。小学→高校までは義務教育がありますが事後に生活介護はもちろんですが、本当に重心の方の為の日中活動の場が不足しているとおもいますので重心の方の通所事業は必要と思います。家庭以外で通える場所→一時預かりや療育支援事業→高校卒業後は通所施設（一時預かりも含めて） イリョウテキ ヒツヨウ カタ シエン カナラ カンゴシ カタ フザイ ソウホウ アンシン レイ ニュウヨウジ ツウショ ジギョウ ホボ カンゴシ ショウガク コウコウ ギム キョウイク ジゴ セイカツ カイゴ ホントウ ジュウシン カタ タメ ニッチュウ カツドウ バ フソク ジュウシン カタ ツウショ ジギョウ ヒツヨウ オモ カテイ イガイ カヨ バショ イチジ アズ リョウイク シエン ジギョウ コウコウ ソツギョウゴ ツウショ シセツ イチジ アズ フク

		承諾 ショウダク		相談支援事業所みどり		0285-45-8362		0285-45-8397		329-0214		小山市乙女786-1		小山市、栃木市、古河市、結城市 オヤマシ トチギシ コガシ ユウキシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0		大人は対応可能 オトナ タイオウ カノウ		1		1		大人はあるが、こどもはない。先日訪問介護を事業所にお願いしたところどこの事業所も受けていただけなかった。 オトナ センジツ ホウモン カイゴ ジギョウショ ネガ ジギョウショ ウ		3		成人しか計画相談をしたことがないので不安である。当事業所は相談員が一名なので相談する相手がいない セイジン ケイカク ソウダン フアン トウ ジギョウショ ソウダン イン イチメイ ソウダン アイテ		サービス事業所で受けてもらえないケースがある。特に重心や精神知的等重複して疾患を持っていると問い合わせた時点でお断りされてします。 ジギョウショ ウ トク ジュウシン セイシン チテキ ナド チョウフク シッカン モ ト ア ジテン コトワ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所こころみ		0284-41-5039		0284-43-2665		326-0061		足利市田島町611-2				0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		1		0				0		1				3		これまで前例がなく、またこの障害について熟知した方（機関）があるならそちらでしていただいた方がご本人様にとってよい支援であると考えるから。※現在当法人の入所・通所等サービスを利用されている方の相談支援がほとんどの状況です。 ゼンレイ ショウガイ ジュクチ カタ キカン ホウ ホンニンサマ シエン カンガ ゲンザイ トウホウジン ニュウショ ツウショ ナド リヨウ カタ ソウダン シエン ジョウキョウ

		承諾 ショウダク		相談支援センターのどか　真岡センター		0285-81-5890		0285-85-8452		321-4305		真岡市荒町111-1		真岡市、芳賀町、市貝町、益子町、茂木町 モオカシ ハガマチ イチガイ マチ マシコ チョウ モギ マチ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1				在宅での生活では家族の介護負担の軽減が必要。フォーマルインフォーマルの枠にとらわれない福祉サービス。 ザイタク セイカツ カゾク カイゴ フタン ケイゲン ヒツヨウ ワク フクシ

		承諾 ショウダク		友井タクシー介護ステーションふれあい		0285-30-0840		0285-30-0844		323-0025		小山市城山町2丁目12-25		小山市 オヤマシ		1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		利用するサービスは多様で、施設・病院・学校など医療福祉事業所数も多く連携を図るのが困難。学校行事に参加するための会出自の支援サービスがない。 リヨウ タヨウ シセツ ビョウイン ガッコウ イリョウ フクシ ジギョウショ スウ オオ レンケイ ハカ コンナン ガッコウ ギョウジ サンカ カイ シュツジ シエン		0				ご家族様が安心して預けることができる施設と必要に預けられる施設の数は少ない。片道１時間以上かかるためとても不便に思います。呼吸器の方の預かり先は少ない。 カゾクサマ アンシン アズ シセツ ヒツヨウ アズ シセツ カズ スク カタミチ ジカン イジョウ フベン オモ コキュウキ カタ アズ サキ スク

		承諾 ショウダク		もくせいの里		0282-43-0593		0282-43-1387		329-4405		栃木市大平町西山田1198		栃木市内 トチギシナイ		0		1		1		0		1		0		0		1		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		ニーズにあてはまるサービスがなかった。例）①入浴支援②移送サービス　①自宅の浴槽では支援が入れず訪問入浴を検討。しかし、浴槽を置けるスペースがなく断念。②主たる介護者が入院。学校までの送迎ができず特例で市の移送サービスを利用するもかなり時間を要した。 レイ ニュウヨク シエン イソウ ジタク ヨクソウ シエン ハイ ホウモン ニュウヨク ケントウ ヨクソウ オ ダンネン シュ カイゴシャ ニュウイン ガッコウ ソウゲイ トクレイ シ イソウ リヨウ ジカン ヨウ		0				①地域の理解や協力②受け入れの拡大（重心の通所、24時間看護体制が整った短期入所）③デマンドタクシー等関係者の重心に対する理解（理解附属により資源として存在するが利用しがたい）④児童が入浴支援を受けられる環境（家族の身体的な介護負担軽減） チイキ リカイ キョウリョク ウ イ カクダイ ジュウシン ツウショ ジカン カンゴ タイセイ トトノ タンキ ニュウショ ナド カンケイシャ ジュウシン タイ リカイ リカイ フゾク シゲン ソンザイ リヨウ ジドウ ニュウヨク シエン ウ カンキョウ カゾク シンタイテキ カイゴ フタン ケイゲン

		承諾 ショウダク		足利障害者相談支援センター		0284-44-0307		0284-44-0318		326-0064		足利市東砂原後町1072		足利市、佐野市 アシカガシ サノシ		1		0		1		0		1		0		0		1		0		1		0		1		0				1		0				0		0		0		0				0		1				2		委託相談支援事業所のため イタク ソウダン シエン ジギョウショ		医療的ケアが整った施設のショートステイ充実が必要。また、特に呼吸器をつけた方のショート療養介護の利用とそれらを利用するための送迎体制の充実が必要。 イリョウテキ トトノ シセツ ジュウジツ ヒツヨウ トク コキュウキ カタ リョウヨウ カイゴ リヨウ リヨウ ソウゲイ タイセイ ジュウジツ ヒツヨウ

		承諾 ショウダク		指定障害者相談支援事業所あるしぇん		0282-86-7665		0282-21-7109		321-0201		栃木県下都賀郡壬生町安塚2032 ３２１－０２０１		壬生町 ミブマチ		1		0		1		0		1		0		0		1		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		①相談支援専門員として重症心身障害児（者）の方に対する支援の知識や経験が少ない②医療的ケアが必要となる方に対して対応できる福祉サービス（事業所）が少ない。 ソウダン シエン センモンイン ジュウショウシンシンショウガイジ シャ カタ タイ シエン チシキ ケイケン スク イリョウテキ ヒツヨウ カタ タイ タイオウ フクシ ジギョウショ スク		0				医療的ケアが必要な方に関して、福祉のサービスでは対応しきれない部分が多く、結果として家族が本人を抱え込まざるを得ない現状があるように感じます。家族の介護負担が少しでも軽減できるよう福祉サービスも柔軟な対応が出来るようになるといいなと思います。 イリョウテキ ヒツヨウ カタ カン フクシ タイオウ ブブン オオ ケッカ カゾク ホンニン カカ コ エ ゲンジョウ カン カゾク カイゴ フタン スコ ケイゲン フクシ ジュウナン タイオウ デキ オモ

		承諾 ショウダク		下野市相談支援事業所 こばと		0285-44-6783		0285-44-6783		329-0414		下野市小金井1146-6		下野市、上三川町 シモノ シ カミノカワマチ		1		0		1		0		0		0		1		1		0		1		1		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		医療的ケアが必要な乳幼児に対応できるヘルパー事業所。短期入所・日中一時支援事業所が近くにない（少ない）。 イリョウテキ ヒツヨウ ニュウヨウジ タイオウ ジギョウショ タンキ ニュウショ ニッチュウ イチジ シエン ジギョウショ チカ スク		0				設問5で回答した内容：外出可能な方は児童発達支援を利用可能であるが無理な方は外部との交流をもちにくい。訪問看護・訪問リハビリが入っているケースはいいがない場合母子で孤立しがち。幸いあそびの支援をしてくれるヘルパー事業所があり支援につながっている。ヘルパー利用を希望されない家庭、利用したくてもヘルパー事業所がない等支援に苦慮する。 セツモン カイトウ ナイヨウ ガイシュツ カノウ カタ ジドウ ハッタツ シエン リヨウ カノウ ムリ カタ ガイブ コウリュウ ホウモン カンゴ ホウモン ハイ バアイ ボシ コリツ サイワ シエン ジギョウショ シエン リヨウ キボウ カテイ リヨウ ジギョウショ ナド シエン クリョ

		承諾 ショウダク		相談支援センターぴあん ソウダン シエン		0282-31-1755		0282-31-2919		328-0067		栃木市皆川城内町333-2		栃木市、小山市 トチギシ オヤマシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1				これまで現場で関わったことがなく、事例検討でしか情報を把握しておらず不安はあります。でも関係機関やご家族様からいろいろなことを教えて頂きながら相談支援として専門性を活かせればと思っています。色々な立場の方からお話をお伺いしてもご家族や医療機関専門的な事業所の負担が大きく相談支援があまり役に立つことができていない（場合によっては自ら引いてしまう）今の現状を少しでも変えていければいいと思います。 ゲンバ カカ ジレイ ケントウ ジョウホウ ハアク フアン カンケイ キカン カゾクサマ オシ イタダ ソウダン シエン センモンセイ イ オモ イロイロ タチバ カタ ハナシ ウカガ カゾク イリョウ キカン センモンテキ ジギョウショ フタン オオ ソウダン シエン ヤク タ バアイ ミズカ ヒ イマ ゲンジョウ スコ カ オモ

		承諾 ショウダク		うつのみや		028-632-6074/090-4059-9728		028-632-6075		320-0861		宇都宮市西2-1-7		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				3		専門的な知識を社会資源のアドバイスを他相談支援事業所からいただきながらみずからの事業所で引き受けるという形が望ましい センモンテキ チシキ シャカイ シゲン ホカ ソウダン シエン ジギョウショ ジギョウショ ヒ ウ カタチ ノゾ

		承諾 ショウダク		サポートセンターきりん		028-612-3838		028-678-3257		321-0905		栃木県宇都宮市平出工業団地43-100 ３２１－０９０５		宇都宮市 ウツノミヤシ		0		1		1		0		1		0		0		1		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		療養介護に入所しているので他のサービスの利用が困難。そのための社会資源をつなげたり、活用したりするのが難しい。 リョウヨウ カイゴ ニュウショ ホカ リヨウ コンナン シャカイ シゲン カツヨウ ムズカ		0				今後、市町村などで展開されていく生活拠点に関する事業をうまく活用できればいいなと感じています。入所されている方々については地域とのつながり方が今後は重要になってくると思われますので、広く門扉を開けた活動などが多くなってくるといいなと思っています。 コンゴ シチョウソン テンカイ セイカツ キョテン カン ジギョウ カツヨウ カン ニュウショ カタガタ チイキ カタ コンゴ ジュウヨウ オモ ヒロ モンピ ア カツドウ オオ オモ

		承諾 ショウダク		さわやか相談支援センター		0280-57-4884		0280-57-4994		329-0112		野木町南赤塚1145-1		小山市、野木町、古河市、栃木市 オヤマシ ノギマチ コガシ トチギシ		0		1		1		0		0		0		1		0		0		1		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		現実的な目標の位置づけ ゲンジツテキ モクヒョウ イチ		0

		承諾 ショウダク		相談支援事業所つばさ		0287-53-7393		0287-53-7394		324-0044		大田原市親園824-1		大田原市、那須塩原市、那須烏山市、矢板市、さくら市、那須町、塩谷町、高根沢町 オオタワラシ ナスシオバラシ ナスカラスヤマシ ヤイタシ シ ナスマチ シオ タニ マチ タカネザワマチ		1		0		1		0		1		0		1		1		0		1		0		0		0				1		2		医療的なケアが必要なケース、将来的に短期入所につなげたいケースだった為、専門の事業所に依頼した イリョウテキ ヒツヨウ ショウライテキ タンキ ニュウショ タメ センモン ジギョウショ イライ		1		1		0		0				1		0		使えるサービスの少なさに調整が難しかった ツカ スク チョウセイ ムズカ		1				乳幼児期の受け入れ可能な福祉サービス等の社会資源が必要である。 ニュウヨウジ キ ウ イ カノウ フクシ ナド シャカイシゲン ヒツヨウ

		承諾 ショウダク		特定相談支援センターはじめ		0284-22-4561		0284-22-4562		326-0143		足利市葉鹿町735-1		足利市 アシカガシ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1

		承諾 ショウダク		上三川障がい児・者生活相談支援センター		0285-38-6854		0285-38-6841		329-0611		上三川町上三川5082-15		上三川町 カミノカワマチ		1		0		1		0		1		0		0		1		0		0		0		0		0				1		0				0		0		0		0				1		0				0

		承諾 ショウダク		はつらつサロン南天相談支援事業所		0285-22-4659		0285-38-6529		323-0027		小山市花垣町2-3-19		小山市、栃木市 オヤマシ トチギシ		0		0		1		0		1		1		0		1		1		1		1		1		0				0		0				0		0		0		0				1		0		利用したいサービス事業所が少なく生活改善、家族、支援者の負担軽減に繋がらない（訪問入浴、ショートステイ、生活介護などなど（就労Ａ型））医師によっては連携が困難。何処の精神科がよいかと利用者に問われるが答えは解らない。 リヨウ ジギョウショ スク セイカツ カイゼン カゾク シエンシャ フタン ケイゲン ツナ ホウモン ニュウヨク セイカツ カイゴ シュウロウ ガタ イシ レンケイ コンナン ドコ セイシンカ リヨウシャ ト コタ ワカ		0				本人の選択や受け入れ事業所の間口を広げる。例えば入浴はヘルパーの2人対応で行ているがヘルパー不足や腰痛の悪化などで対応が難しくなってくる。機会浴のできる生活介護を勧めるも本人の選択肢がない。自宅から出かける自由さのようなものが閉ざされているような気がする。反面高齢者のサービスは増加する一方で利用者が不足し閉鎖なども聞かれる。高齢者・障害者がともにデイサービスやショートステイを利用できるようにならないかと思う。障害児については働く両親をサポートすることで生活の安定や療育などへ通園のし易さを図り、送迎サービスの充実など。 ホンニン センタク ウ イ ジギョウショ マグチ ヒロ タト ニュウヨク ニン タイオウ オコナ ブソク ヨウツウ アッカ タイオウ ムズカ キカイ ヨク セイカツ カイゴ スス ホンニン センタクシ ジタク デ ジユウ ト キ ハンメン コウレイシャ ゾウカ イッポウ リヨウシャ フソク ヘイサ キ コウレイシャ ショウガイシャ リヨウ オモ ショウガイジ ハタラ リョウシン セイカツ アンテイ リョウイク ツウエン ヤス ハカ ソウゲイ ジュウジツ

		承諾 ショウダク		障がい者生活支援センターこぶし		028-680-5746		028-688-0214		321-0126		栃木県宇都宮市茂原町837-1		宇都宮市、上三川町 ウツノミヤシ カミノカワマチ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1				①医療機関との細かな連携体制②相談関係者を含め本人に関わり支援をするなかで即座に動きが取れるようなフットワークの軽いチーム作り イリョウ キカン コマ レンケイ タイセイ ソウダン カンケイシャ フク ホンニン カカ シエン ソクザ ウゴ ト カル ヅク

								Ｑ2.重症心身障害児（者）の定義をご存知ですか

				1		知っている シ		40

				2		知らない シ		33

								Ｑ3.重症心身障害児（者）の方（家族・関係機関等）からの相談を受けたことがありますか

						ある		35

						ない		43

										それは誰からの相談でしたか

								ａ.家族 カゾク		27

								ｂ.支援者 シエンシャ		6

								ｃ.関係機関 カンケイ キカン		12

										それはどんな相談でしたか

								生活上の相談 セイカツ ジョウ ソウダン		19

								医療的な相談 イリョウテキ ソウダン		7

								制度に関する相談 セイド カン ソウダン		15

								教育に関する相談 キョウイク カン ソウダン		5

								サービス等利用計画書作成に関する相談 ナド リヨウ ケイカクショ サクセイ カン ソウダン		26

								その他 タ		3

										それらの相談事業所として対応（解決）はできましたか

								ａ.できた		27

								ｂ.できなかった		4

								Ｑ4.Ｑ3-2「ない」→これから重症心身障害児（者）の方（本人・家族等）からの相談があればどのように対応されますか

						自分の事業所で対応する ジブン ジギョウショ タイオウ		17

						ほかの相談支援事業所へ依頼する ソウダン シエン ジギョウショ イライ		15

						行政に依頼する ギョウセイ イライ		8

						その他 タ		9

								Ｑ5.重症心身障害児（者）の方のサービス等利用計画書を作成したことがありますか

						ある		33

						ない		46

						今後依頼があれば作成する コンゴ イライ サクセイ		15

						他の相談支援事業所に依頼する ホカ ソウダン シエン ジギョウショ イライ		18

						作成するかどうかわからない サクセイ		14

										「ない」と回答 カイトウ



重症心身障害児（者）の定義をご存知ですか

Ｑ2.重症心身障害児（者）の定義をご存知ですか	Ｑ3.重症心身障害児（者）の方（家族・関係機関等）からの相談を受けたことがありますか	それは誰からの相談でしたか	それはどんな相談でしたか	それらの相談事業所として対応（解決）はできましたか	Ｑ5.重症心身障害児（者）の方のサービス等利用計画書を作成したことがありますか	Ｑ5.重症心身障害児（者）の方のサービス等利用計画書

　　 を作成したことがありますか

ない
59%



訪問看護事業所

		Ｑ1.貴施設について、お伺いいたします キ シセツ ウカガ

		1		事業所名 ジギョウショ メイ

		2		電話番号 デンワ バンゴウ

		3		FAX番号 バンゴウ

		4		所在地 ショザイチ

		5		職員構成（常勤・非常勤は問いません） ショクイン コウセイ ジョウキン ヒジョウキン ト

						看護師 カンゴシ

						作業療法士 サギョウ リョウホウシ

						准看護師 ジュンカンゴシ

						理学療法士 リガク リョウホウシ

						保健師 ホケンシ

						言語療法士 ゲンゴ リョウホウシ

						その他 タ

		6		訪問可能な主な市町村 ホウモン カノウ オモ シチョウソン

		Q2.いままでに以下の項目を在宅看護で行ったことがありますか（あるものすべてにチェックをしてください） イカ コウモク ザイタク カンゴ オコナ

								成人在宅 セイジン ザイタク				小児在宅 ショウニ ザイタク

				在宅人工呼吸器の管理 ザイタク ジンコウ コキュウキ カンリ

				気管カニューレの交換 キカン コウカン

				気管カニューレ部位のガーゼ交換 キカン ブイ コウカン

				気管内吸引 キカンナイ キュウイン

				食事介助 ショクジ カイジョ

				経鼻チューブの交換 ケイビ コウカン

				胃瘻の管理 イロウ カンリ

				経管栄養の注入 ケイカン エイヨウ チュウニュウ

				ストーマの管理 カンリ

				尿道カテーテルの管理 ニョウドウ カンリ

				導尿 ドウニョウ

				入浴介助 ニュウヨク カイジョ

				看護師によるリハビリテーション カンゴシ

				OTもしくはPTによるリハビリテーション

				中心静脈カテーテル管理 チュウシン ジョウミャク カンリ

				高カロリー輸液の管理 コウ ユエキ カンリ

				薬剤の静注（抗生物質や利尿剤など） ヤクザイ ジョウチュウ コウセイ ブッシツ リニョウザイ

				麻薬による疼痛コントロール マヤク ウズ ツウ

				終末期の医療的ケア シュウマツキ イリョウテキ

				在宅での看取り ザイタク ミト

				24時間対応 ジカン タイオウ

		Q3.現時点で、依頼のあった場合、重症心身障害児（者）の在宅医療を行うことはできますか ゲンジテン イライ バアイ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ ザイタク イリョウ オコナ

		1		できる

		2		できない

		3		要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン

		Q4.依頼があった場合に可能な医療的ケアと身体介護についてお答えください イライ バアイ カノウ イリョウテキ シンタイ カイゴ コタ

		※個別シートにて対応 コベツ タイオウ



				Ｑ1.貴施設について、お伺いいたします キ シセツ ウカガ																										Q2.いままでに以下の項目を在宅看護で行ったことがありますか（あるものすべてにチェックをしてください）【1.ある、0.ない】 イカ コウモク ザイタク カンゴ オコナ																																																																																				Q3		Q4.依頼があった場合に可能な医療的ケアと身体介護についてお答えください【1.できる、2.できない、3.要相談（条件による）】 イライ バアイ カノウ イリョウテキ シンタイ カイゴ コタ ヨウ ソウダン ジョウケン																																																																																																																																																																																																																		Q5.重症心身障害児（者）の方に対する医療、在宅生活等についてお気づきのことなど、ご自由にお書きください ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ カタ タイ イリョウ ザイタク セイカツナド キ ジユウ カ

				事業所名 ジギョウショ メイ		電話番号 デンワ バンゴウ		FAX番号 バンゴウ		郵便番号 ユウビンバンゴウ		所在地 ショザイチ		職員構成（常勤・非常勤は問いません）【人数：名】 ショクイン コウセイ ジョウキン ヒジョウキン ト ニンズウ メイ														訪問可能な主な市町村 ホウモン カノウ オモ シチョウソン		在宅人工呼吸器の管理 ザイタク ジンコウ コキュウキ カンリ				気管カニューレの交換 キカン コウカン				気管カニューレ部位のガーゼ交換 キカン ブイ コウカン				気管内吸引 キカンナイ キュウイン				食事介助 ショクジ カイジョ				経鼻チューブの交換 ケイビ コウカン				胃瘻の管理 イロウ カンリ				経管栄養の注入 ケイカン エイヨウ チュウニュウ				ストーマの管理 カンリ				尿道カテーテルの管理 ニョウドウ カンリ				導尿 ドウニョウ				入浴介助 ニュウヨク カイジョ				看護師によるリハビリテーション カンゴシ				OTもしくはPTによるリハビリテーション				中心静脈カテーテル管理 チュウシン ジョウミャク カンリ				高カロリー輸液の管理 コウ ユエキ カンリ				薬剤の静注（抗生物質や利尿剤など） ヤクザイ ジョウチュウ コウセイ ブッシツ リニョウザイ				麻薬による疼痛コントロール マヤク ウズ ツウ				終末期の医療的ケア シュウマツキ イリョウテキ				在宅での看取り ザイタク ミト				24時間対応 ジカン タイオウ						在宅人工呼吸器の管理 ザイタク ジンコウ コキュウキ カンリ										気管カニューレの交換 キカン コウカン										気管カニューレの管理（日常の交換以外の対応） キカン カンリ ニチジョウ コウカン イガイ タイオウ										気管内吸引 キカンナイ キュウイン										食事介助 ショクジ カイジョ										経鼻チューブの交換 ケイビ コウカン										ストーマの管理 カンリ										尿道カテーテルの管理 ニョウドウ カンリ										導尿 ドウニョウ										入浴介助 ニュウヨク カイジョ										看護師によるリハビリテーション カンゴシ										OTもしくはPTによるリハビリテーション										中心静脈カテーテル管理 チュウシン ジョウミャク カンリ										高カロリー輸液の管理 コウ ユエキ カンリ										薬剤の静注（抗生物質や利尿剤など） ヤクザイ ジョウチュウ コウセイ ブッシツ リニョウザイ										麻薬による疼痛コントロール マヤク トウツウ										終末期の医療的ケア シュウマツキ イリョウテキ										在宅での看取り ザイタク ミト										24時間対応 ジカン タイオウ										外出の介助 ガイシュツ カイジョ										通院の介助 ツウイン カイジョ

		承諾可否 ショウダク カヒ												看護師 カンゴシ		作業療法士 サギョウ リョウホウシ		准看護師 ジュンカンゴシ		理学療法士 リガク リョウホウシ		保健師 ホケンシ		言語療法士 ゲンゴ リョウホウシ		その他 タ				成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ				乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ

		否 ヒ		曙訪問看護ステーション アケボノ ホウモン カンゴ		028-660-7803		028-683-5306		321-0901		宇都宮市平出町413番地		8		3		0		3		0		1				宇都宮、高根沢 ウツノミヤ タカネザワ		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		3		2		2		2		2		3		2		2		2		2		2		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		1		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		1		1		1		3		3		3		1		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		2		2		2		2		2		いつも大変お世話になっております。当STでも数名の小児利用者をNS、PT、OTでサポートしています。又、貴院のショートステイを利用させて頂いております。ご利用者様、家族が安心して過ごせるよう地域でサポートできたらと考えています。どうぞよろしくお願い申し上げます。 タイヘン セワ トウ スウメイ ショウニ リヨウシャ マタ キ イン リヨウ イタダ リヨウシャサマ カゾク アンシン ス チイキ カンガ ネガ モウ ア

		否 ヒ		とちぎメディカルセンター		0282-22-5810		0282-225812		328-0043		栃木市境町27-21		9		0		4		1		0		1		2		栃木市、小山市、壬生町 トチギシ オヤマシ ミブマチ		1		1		1		0		1		1		1		1		1		0		1		0		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		0		1		1		3		2		1		1		1		1		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		2		2		2		1		1		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		1		1		1		1		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		2		2		2		2		2

		否 ヒ		あいケアステーション		0282-23-6221		0282-24-9850		328-0074		栃木市薗部町2-5-9		1		0		2		2		0		0				栃木市 トチギシ		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		3		2		2		2		2		3		2		2		2		2		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		3		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		3		2		2		2		2		3		2		2		2		2		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		2		2		2		2		3

		否 ヒ		訪問看護ステーションこすもす		0285-80-5511		0285-80-5512		321-4337		真岡市上高間木2-24-4		4		2		0		1		0		0						1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		3		2		2		2		3		3		2		2		2		3		3		2		2		2		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		3		3		3		3		3		3		3		2		2		2		3		3		2		2		2		3		3		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		2		2		2		2		3		2		2		2		2		3		2		2		2		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		1		3		3		3		3		3		2		2		2		2		2		緊急時に主治医又はバッックベットのある病院との連携がとれる体制が整っていないと、在宅での対応に不安があります。
現在のところ、小児科、精神科看護を経験したスタッフがいない為、受け入れに不安がありますので今回はガイドマップ等に公表することに同意する事は控えさせていただきたいと思います。 キンキュウジ シュジイ マタ ビョウイン レンケイ タイセイ トトノ ザイタク タイオウ フアン ゲンザイ ショウニカ セイシンカ カンゴ ケイケン タメ ウ イ フアン コンカイ ナド コウヒョウ ドウイ コト ヒカ オモ

		否 ヒ		訪問看護ステーションひばり		0289-64-7226		0289-64-2225		322-8550		鹿沼市下田町1-1033		6		1		0		1		0		0				市内及び近隣市 シナイ オヨ キンリン シ		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		0		1		1		2

chizuru_tanaka: 未記入		1		1		2		2		1		2		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		1		3		3		1		1		1		3		3		3		3		1		3		3		1		1		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		1		3		3		3		1		1		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1

		否 ヒ		訪問看護ステーション那須		0287-73-5048		0287-63-4566		325-0023		那須塩原市豊浦10-706		5		0		2		0		0		0				那須塩原市、大田原市、那須町 ナスシオバラ シ オオタワラシ ナスマチ		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		0		0		1		0		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		2

chizuru_tanaka: 未記入		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1

		承諾 ショウダク		さくら訪問看護ステーション		0287-29-3252		0287-29-3252		324-0058		大田原市紫塚3-2633-10		5		0		0		1		0		0				大田原市、那須塩原市、矢板市 オオタワラシ ナスシオバラ シ ヤイタ シ		1		0		1		1		1		1		1		1		1		0		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		0		1		1		3		3		3		3		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		小児の受入数（実績）が少ないので、実際依頼があった場合、入院中から手技等の指導を受けたいと思います。 ショウニ ウケイレスウ ジッセキ スク ジッサイ イライ バアイ ニュウインチュウ シュギ ナド シドウ ウ オモ

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションたんぽぽ		0280-57-1888		0280-57-3819		329-0101		下都賀郡野木町友沼5119-12		20		3		0		5		0		0		2		野木町、小山市、旧藤岡町 ノギマチ オヤマシ キュウ フジオカマチ		1		1		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		1		1		1		1		1		1		0		0		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		3		1		1		1		1		1		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		3		3		3		3		3		1		1		3		2		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		2		2		2		2		2		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		受け入れてくれる訪問看護Stの数が少ないと思います。研修会の機会を設けてサービス体制が構築できると良いと思います。 ウ イ ホウモン カンゴ カズ スク オモ ケンシュウカイ キカイ モウ タイセイ コウチク ヨ オモ

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションうつのみや		028-612-6103		028-612-6104		320-0852		宇都宮市下砥上町字並塚643番地1		11		0		0		0		0		0		1		宇都宮市、壬生町 ウツノミヤシ ミブマチ		1		1		0		0		1		1		1		1		1		0		0		0		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		2

chizuru_tanaka: 未記入		3		3		3		3		1		2		2		2		2		2		3		3		3		1		1		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		3		3		3		1		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		3		3		3		1		1		3		3		3		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーション石橋		0285-52-2293		0285-52-2268		329-0511		下野市石橋628番地		7		0		0		1		0		0		1		下野市、上三川町、壬生町、宇都宮市（部） シモノ シ カミノカワマチ ミブマチ ウツノミヤシ ブ		1		1		0		0		1		1		1		1		1		0		1		0		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		3		1		1		1		1		1		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		1		3		3		3		3		3		3		3		3		1		1		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		2		2		2		2		2		最近、訪問依頼が増えてきていますが、私たち看護師の力量不足から利用者家族へ満足のいく看護が提供できないように感じています。現在の、利用者家族から教わることが多くあり、私たちが勉強になります。ただ、訪問していて思うことは、ご両親の今までの経験でケアが進み危険であり、指導させていただいても理解が得られないこともあり、ジレンマとなっています。例）誤嚥性肺炎を繰り返している方にヘッドアップして食事を摂るよう説明してもフラットのままであったり、他の方でPEG造設されているので、栄養はPEGからにして経口からは楽しみ程度にしてと言っても、食事を経口から摂るなど。 サイキン ホウモン イライ フ ワタクシ カンゴシ リキリョウ ブソク リヨウシャ カゾク マンゾク カンゴ テイキョウ カン ゲンザイ リヨウシャ カゾク オソ オオ ワタシ ベンキョウ ホウモン オモ リョウシン イマ ケイケン スス キケン シドウ リカイ エ レイ ゴエンセイ ハイエン ク カエ カタ ショクジ ト セツメイ ホカ カタ ゾウ セツ エイヨウ ケイコウ タノ テイド イ ショクジ ケイコウ ト

		承諾 ショウダク		マロニエ訪問看護ステーション		0287-37-6322		0287-39-3305		329-2763		那須塩原市井口537-3 にしなすの総合在宅ｹｱｾﾝﾀｰ内		5		7		0		5		0		2		1		那須塩原市、那須町、大田原市　リハビリのみ→那珂川町訪問可能 ナスシオバラ シ ナスマチ オオタワラシ ナカガワ マチ ホウモン カノウ		1		1		1		0		1		1		1		1		0		0		0		1		1		1		1		1		1		0		1		1		1		1		1		1		0		0		1		1		1		0		1		0		0		0		1		0		1		1		1		1		1		1		3		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーション佐野		0283-86-7013		0283-86-7031		327-0847		佐野市天神町７７４－２２ メープルハイツ１０１号室		3		0		1		0		0		0		1		足利市、佐野市、栃木市（旧岩船市） アシカガシ サノシ トチギシ キュウ イワフネ シ		0		0		0		0		1		0		1		0		1		0		0		0		1		0		0		0		1		0		1		0		0		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		2		2		2		2		2		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1

		承諾 ショウダク		とちぎ訪問看護ステーションくろばね		0287-54-0507		0287-54-0580		324-0241		大田原市黒羽向町142番地		6		0		0		0		1		0		2		大田原市、那須塩原市、那須町、那珂川町 オオタワラシ ナスシオバラ シ ナスマチ ナカガワマチ		1		0		0		0		1		1		1		1		1		0		1		0		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		3		3		3		3		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		1		2		2		2		2		2		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3

		承諾 ショウダク		鹿沼訪問看護ステーション		0289-60-5650		0289-60-1687		322-0021		鹿沼市上野町320-3高橋ビル１階１０３号室		5		0		0		0		0		0				鹿沼市、旧宇都宮市、旧今市市、壬生町、西片町 カヌマシ キュウ ウツノミヤシ キュウ イマイチシ ミブマチ ニシカタマチ		0		0		0		0		0		0		1		0		1		0		0		0		1		0		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		2

chizuru_tanaka: 未記入		2		2		2		2		1		2		2		2		2		3		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションほっと		028-626-5739		028-625-8201		321-0974		宇都宮市竹林町958		11		0		0		2		0		0		0		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2

		承諾 ショウダク		芳賀赤十字訪問看護ステーション		0285-84-8266		0285-84-8266		321-4306		真岡市台町2461		6		0		0		0		0		0		0		芳賀郡全域（真岡市、益子町、芳賀町、茂木町） ハガ グン ゼンイキ モオカシ マシコマチ ハガマチ モギ マチ		1		1		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		3		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		当ステーションは今年度小児在宅医との連携を開始することができました。安心して在宅療養を継続できるよう、多職種と連携し、実施しています。高齢者が介護サービスを選択するように、サービスの充実は得られていません。現実は家族だけで利用者（児）のケアを実施しているケースもあり家族の介護負担は大きいと考えます。負担軽減のためには、スムーズなレスパイト入院や日中の一時お預かり等充実した施設が増えることでさらに安心した療養環境の提供ができると思います。よろしくお願いいたします。 トウ コンネンド ショウニ ザイタク イ レンケイ カイシ アンシン ザイタク リョウヨウ ケイゾク タ ショクシュ レンケイ ジッシ コウレイシャ カイゴ センタク ジュウジツ エ ゲンジツ カゾク リヨウシャ ジ ジッシ カゾク カイゴ フタン オオ カンガ フタン ケイゲン ニュウイン ニッチュウ イチジ アズ ナド ジュウジツ シセツ フ アンシン リョウヨウ カンキョウ テイキョウ オモ ネガ

		承諾 ショウダク		とちぎ訪問看護ステーションみぶ		0282-82-7262		0282-82-7260		321-0218		下都賀郡壬生町落合1-18-12		16		0		0		0		0		0		1		上三川町、下野市、壬生町、宇都宮 カミノカワマチ シモノ シ ミブ チョウ ウツノミヤ		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		1		0		1		1		1		1		1		1		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		病院との連携が大切。在宅生活を支援するためにチームで対応する（介護者の支援） ビョウイン レンケイ タイセツ ザイタク セイカツ シエン タイオウ カイゴシャ シエン

		承諾 ショウダク		ＷＡＤＥＷＡＤＥ訪問看護ステーション		028-666-5420		028-666-5460		321-0923		栃木県宇都宮市下栗町2913-1 ３２１－０９２３		12		0		0		0		0		0				宇都宮市、上三川町、 ウツノミヤシ カミノカワマチ		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		0		0		1		0		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		重心の方を看る側（介護者）の負担軽減の必要性を感じてしまいます。まだまだ「私がやらなければ」という気持ちが強く、様々な資源活用へと動きが進むような発信が大切だと思っています。 ジュウシン カタ ミ ガワ カイゴシャ フタン ケイゲン ヒツヨウセイ カン ワタシ キモ ツヨ サマザマ シゲン カツヨウ ウゴ スス ハッシン タイセツ オモ

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションあい		0287-83-8035		0287-83-8222		321-0628		那須烏山市金井2-5-9 ベンチャープラザ7号室 ゴウシツ		8		0		1		0		0		0		1		那須烏山市、那珂川町、茂木町、一貝町 ナスカラスヤマシ ナカガワマチ モギマチ イチ ガイ マチ		1		1		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		0		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		小児や重心など医療依存度が高い方には家族が安心して預けられる事業所とスタッフが必要です（レスパイトの本当の意味で）訪問看護スタッフが動きやすい仕組みがあればもっと介入できると思います。例えば在宅以外への支援での算定が可能になる。長時間支援が可能になるなど。在宅支援診療所が多ければ助かります。開業医で努力してくださる医師の力で乗り切っている地域は特にそう感じます。後方病院親元病院との連携、地域との調整などスムーズにシームレスに行われるとうれしいです。行政からの介入が少なく、制度のことなど知らないまま苦労されている方が多いので、窓口での丁寧かつタイミングよく助言をしていただくと嬉しいです。 ショウニ ジュウシン イリョウ イゾンド タカ カタ カゾク アンシン アズ ジギョウショ ヒツヨウ ホントウ イミ ホウモン カンゴ ウゴ シク カイニュウ オモ タト ザイタク イガイ シエン サンテイ カノウ チョウジカン シエン カノウ ザイタク シエン シンリョウジョ オオ タス カイギョウイ ドリョク イシ チカラ ノ キ チイキ トク カン コウホウ ビョウイン オヤモト ビョウイン レンケイ チイキ チョウセイ オコナ ギョウセイ カイニュウ スク セイド シ クロウ カタ オオ マドグチ テイネイ ジョゲン ウレ

		承諾 ショウダク		あおい訪問看護ステーション		0284-73-9456		0284-72-7600		326-0831		足利市堀込町2556 セレッソ・コート１階		16		0		0		4		0		0				足利市とその周辺（佐野市、館林市、巴楽町、太田市、桐生市） アシカガシ シュウヘン サノシ タテバヤシシ トモエ ラク マチ オオタシ キリュウシ		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1

		承諾 ショウダク		那須赤十字訪問看護ステーション		0287-23-8866		0287-23-8903		324-8686		大田原市中田原1081-4		8		1		0		0		0		0				大田原市、那須塩原市（一部を除く） オオタワラシ ナスシオバラ シ イチブ ノゾ		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		1		1		0		1		0		1		1		1		0		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションゆりの木		0287-47-5123		0287-47-5124		324-0028		大田原市山の手1-1-7 ヤマ テ		4		0		0		0		0		0				大田原市、那須塩原市、那珂川町 オオタワラシ ナスシオバラ シ ナカガワマチ		1		1		1		0		1		1		1		1		0		0		0		1		1		0		1		1		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		0		0		1		0		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		3		1		1		1		1		2		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		3		1		1		1		1		3		1		1		1		1		1		1		1		1		3		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		3		3		1		3		3		1		1		1		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		重症心身障害児施設で勤務したことのある看護師が2名いますので積極的に依頼があれば支援させていただきたいと思っています。こどもはやはり親元で成長発達できることが何よりも必要なことであると思っています。 ジュウショウ シンシン ショウガイ ジ シセツ キンム カンゴシ メイ セッキョクテキ イライ シエン オモ オヤモト セイチョウ ハッタツ ナニ ヒツヨウ オモ

		承諾 ショウダク		ライフ訪問看護リハビリテーション		0284-64-8799		0284-64-8335		326-0831		足利市堀込町2656-7　ASKビル３０１号		5		0		0		1		0		0		0		足利市、佐野市、館林市、邑楽郡、太田市、桐生市 アシカガシ サノシ タテバヤシシ オウラ グン オオタシ キリュウシ		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		この件に関する研修の案内が少ないため、学ぶ機会をもっと増やしてほしい ケン カン ケンシュウ アンナイ スク マナ キカイ フ

		承諾 ショウダク		わくわく訪問看護ステーションおやま		0285-24-6575		0285-20-0255		323-0022		小山市駅東通り3-9-6		11		0		0		5		0		0		0		小山市、結城市（茨城県）、下野市の一部、栃木市（PTのみ） オヤマシ ユウキシ イバラキケン シモノ シ イチブ トチギシ		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		1		1		1		1		3		3		3		1		1		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		自立支援のケアマネージャーがいるが、医療福祉行政をうまく連携してまとめる役割が果たせていない。それぞれが別々で動いており、介護者が困ったときの相談窓口に迷う。 ジリツ シエン イリョウ フクシ ギョウセイ レンケイ ヤクワリ ハ ベツベツ ウゴ カイゴシャ コマ ソウダン マドグチ マヨ

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーション風		028-612-1333		028-612-1384		321-0117		宇都宮市城南3丁目5-6		3		1		0		1		0		0				宇都宮、鹿沼、下野、壬生 ウツノミヤ カヌマ シモノ ミブ		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		1		1		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1

		承諾 ショウダク		宮の橋訪問看護ステーション		028-635-9839		028-635-9839		321-0963		宇都宮市南大通り1-1-23		7		0		0		1		0		0		0		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		1		1		0		1		1		1		1		1		0		0		0		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		レスパイト等受け入れ先が少ない。市のコーディネーター様がご多忙の様子であり、要望に対しての対応にかなりの時間を要する（対応されないこともある）。年度変わるときなど、担当者（市）の引き継ぎがされず、進んでいた調整も振り出しに戻ってしまうことがある。 トウ ウ イ サキ スク シ サマ タボウ ヨウス ヨウボウ タイ タイオウ ジカン ヨウ タイオウ ネンド カ タントウシャ シ ヒ ツ スス チョウセイ フ ダ モド

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションオリーブ		0282-27-8414		0282-27-8415		328-0027		栃木市今泉町1丁目17番29号		7		0		0		0		0		0				栃木市、小山市、下野市、壬生町 トチギシ オヤマシ シモノ シ ミブ マチ		1		1		1		0		1		1		1		1		0		0		0		0		1		1		1		1		0		0		1		1		1		0		1		1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションマザーの家		0283-85-7771		0283-85-7772		327-0504		佐野市中町942-1		2		0		3		0		0		0				佐野市 サノシ		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーション卯の郷		028-682-7770		028-682-7766		329-1311		さくら市氏家2650番地		3		0		0		0		0		0				さくら市（周辺15ｋｍ以内）、塩谷町、那須烏山市、宇都宮市、高根沢町 シ シュウヘン イナイ シオヤ マチ ナスカラスヤマシ ウツノミヤシ タカネザワ マチ		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		3		3		3		3		3		1		2		2		2		2		2		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		2		2		2		3		3		3		3		1		1		1		3		3		3		3		1		2		2		2		2		2		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		2		2		2		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションたかねざわ		028-680-1701		028-680-1702		329-1233		塩谷郡高根沢町宝積寺2426-8 		16		0		0		0		0		0				高根沢町、さくら市、那須烏山市、芳賀町、市貝町、茂木町、益子町、宇都宮市 タカネザワマチ シ ナスカラスヤマシ ハガ マチ イチ カイ チョウ モギマチ マシコ チョウ ウツノミヤシ		1		1		1		0		1		1		1		1		1		0		1		0		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		2		2		2		2		2

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションみどり		0285-45-8362		0285-45-8397		329-0214		小山市乙女786-1		3		0		1		0		0		0				小山市、栃木市、古河市、結城市 オヤマシ トチギシ コガシ ユウキシ		0		0		1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		1		0		1		0		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		3		2		2		2		3		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		1		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		1		1		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		訪問看護師がもっと社会資源として同行できるとよいと思う。在宅での療養はもっと看護師が活躍できる体制が整うとよいと思った。 ホウモン カンゴシ シャカイ シゲン ドウコウ オモ ザイタク リョウヨウ カンゴシ カツヤク タイセイ トトノ オモ

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションあるく		028-643-5586		028-678-8796		320-0036		宇都宮市小幡2-6-14 		5		0		1		0		0		0		1		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		0		1		0		1		0		1		0		0		1		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3

		承諾 ショウダク		とちぎ訪問看護ステーションおやま		0285-39-8602		0285-39-8607		323-0827		栃木県小山市神鳥谷2251-7 ３２３－０８２７		12		0		0		0		0		0		1		小山市、下野市（南部）、野木町（北部） オヤマシ シモノ シ ナンブ ノギ マチ ホクブ		1		1		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		1		1		1		0		0		1		0		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		3		3		1		1		1		3		1		1		1		1		小児の重症心身障害児の訪問看護を行っていく上で。たびたび感じるのが成長に伴った教育、就学が難しく親御さんの希望通りにいかないことが多く残念に思います。難しいところだと思いますが… ショウニ ジュウショウ シンシン ショウガイジ ホウモン カンゴ オコナ ウエ カン セイチョウ トモナ キョウイク シュウガク ムズカ オヤゴ キボウ ドオ オオ ザンネン オモ ムズカ オモ

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションここあ		028-600-3735		028-600-3736		321-2116		栃木県宇都宮市徳次郎町998-9 ３２１－２１１６		10		1		0		1		0		0		2		宇都宮市、日光市、 ウツノミヤシ ニッコウシ		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2

chizuru_tanaka: 未記入		

chizuru_tanaka: 未記入		

chizuru_tanaka: 未記入		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3















																														Q2.いままでに以下の項目を在宅看護で行ったことがありますか（あるものすべてにチェックをしてください）																																																																																						Q4.依頼があった場合に可能な医療的ケアと身体介護についてお答えください

				事業所名 ジギョウショ メイ		電話番号 デンワ バンゴウ		FAX番号 バンゴウ		郵便番号 ユウビンバンゴウ		所在地 ショザイチ		職員構成（常勤・非常勤は問いません）【人数：名】 ショクイン コウセイ ジョウキン ヒジョウキン ト ニンズウ メイ														訪問可能な主な市町村 ホウモン カノウ オモ シチョウソン		在宅人工呼吸器の管理 ザイタク ジンコウ コキュウキ カンリ				気管カニューレの交換 キカン コウカン				気管カニューレ部位のガーゼ交換 キカン ブイ コウカン				気管内吸引 キカンナイ キュウイン				食事介助 ショクジ カイジョ				経鼻チューブの交換 ケイビ コウカン				胃瘻の管理 イロウ カンリ				経管栄養の注入 ケイカン エイヨウ チュウニュウ				ストーマの管理 カンリ				尿道カテーテルの管理 ニョウドウ カンリ				導尿 ドウニョウ				入浴介助 ニュウヨク カイジョ				看護師によるリハビリテーション カンゴシ				OTもしくはPTによるリハビリテーション				中心静脈カテーテル管理 チュウシン ジョウミャク カンリ				高カロリー輸液の管理 コウ ユエキ カンリ				薬剤の静注（抗生物質や利尿剤など） ヤクザイ ジョウチュウ コウセイ ブッシツ リニョウザイ				麻薬による疼痛コントロール マヤク ウズ ツウ				終末期の医療的ケア シュウマツキ イリョウテキ				在宅での看取り ザイタク ミト				24時間対応 ジカン タイオウ						在宅人工呼吸器の管理 ザイタク ジンコウ コキュウキ カンリ										気管カニューレの交換 キカン コウカン										気管カニューレの管理（日常の交換以外の対応） キカン カンリ ニチジョウ コウカン イガイ タイオウ										気管内吸引 キカンナイ キュウイン										食事介助 ショクジ カイジョ										経鼻チューブの交換 ケイビ コウカン										ストーマの管理 カンリ										尿道カテーテルの管理 ニョウドウ カンリ										導尿 ドウニョウ										入浴介助 ニュウヨク カイジョ										看護師によるリハビリテーション カンゴシ										OTもしくはPTによるリハビリテーション										中心静脈カテーテル管理 チュウシン ジョウミャク カンリ										高カロリー輸液の管理 コウ ユエキ カンリ										薬剤の静注（抗生物質や利尿剤など） ヤクザイ ジョウチュウ コウセイ ブッシツ リニョウザイ										麻薬による疼痛コントロール マヤク トウツウ										終末期の医療的ケア シュウマツキ イリョウテキ										在宅での看取り ザイタク ミト										24時間対応 ジカン タイオウ										外出の介助 ガイシュツ カイジョ										通院の介助 ツウイン カイジョ

														看護師 カンゴシ		作業療法士 サギョウ リョウホウシ		准看護師 ジュンカンゴシ		理学療法士 リガク リョウホウシ		保健師 ホケンシ		言語療法士 ゲンゴ リョウホウシ		その他 タ				成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ				乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ

																																																																																																																		できる		18		20		19		20		27		9		11		13		13		18		22		22		22		24		30		25		25		26		29		34		25		25		26		27		31		16		17		19		21		27		21		22		23		26		32		16		18		22		25		33		16		18		22		24		32		26		25		29		30		31		18		20		22		23		30		9		10		9		9		12		20		20		23		25		31		21		22		24		27		32		14		14		16		18		27		12		12		13		15		25		18		17		19		20		28		19		18		19		21		29		23		23		24		25		33		7		7		9		10		14		5		6		7		8		11

																																																																																																																		できない		8		7		8		5		1		18		15		14		12		6		6		6		6		4		1		5		5		5		4		0		6		6		6		5		1		11		11		11		9		3		5		5		5		3		0		8		8		8		5		0		9		8		8		5		0		5		6		5		4		1		8		7		7		6		2		19		18		18		19		17		7		7		7		6		1		6		6		6		5		1		10		10		10		7		2		6		6		6		5		1		6		6		6		5		2		5		5		5		4		1		5		5		5		4		1		11		11		11		10		7		17		17		17		16		13

																																																																																																																		要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン		8		7		7		9		6		7		8		7		9		10		6		6		6		6		3		4		4		3		1		0		3		3		2		2		2		7		6		4		4		4		8		7		6		5		2		10		8		4		4		1		9		8		4		5		2		3		3		0		0		2		8		7		5		5		2		6		6		7		6		5		7		7		4		3		2		7		6		4		2		1		10		10		8		9		5		16		16		15		14		8		10		11		9		9		4		10		11		10		9		4		6		6		5		5		0		16		16		14		14		13		12		11		10		10		10



																																																																																																																		Ｑ4.できる

																																																																																																																				在宅人工呼吸器の管理		気管カニューレの交換		気管カニューレの管理（日常の交換以外の対応）		気管内吸引		食事介助		経鼻チューブの交換		ストーマの管理		尿道カテーテルの管理		導尿		入浴介助		看護師によるリハビリテーション		OTもしくはPTによるリハビリテーション		中心静脈カテーテル管理 チュウシン ジョウミャク カンリ		高カロリー輸液の管理 コウ ユエキ カンリ		薬剤の静注（抗生物質や利尿剤など） ヤクザイ ジョウチュウ コウセイ ブッシツ リニョウザイ		麻薬による疼痛コントロール マヤク トウツウ		終末期の医療的ケア シュウマツキ イリョウテキ		在宅での看取り ザイタク ミト		24時間対応 ジカン タイオウ		外出の介助		通院の介助

																																																																																																																		乳児～2歳 ニュウジ サイ		18		9		22		25		25		16		21		16		16		26		18		9		20		21		14		12		18		19		23		7		5

																																																																																																																		3～6歳 サイ		20		11		22		25		25		17		22		18		18		25		20		10		20		22		14		12		17		18		23		7		6

																																																																																																																		7歳～12歳 サイ サイ		19		13		22		26		26		19		23		22		22		29		22		9		23		24		16		13		19		19		24		9		7

																																																																																																																		13～17歳 サイ		20		13		24		29		24		21		26		25		24		30		23		9		25		27		18		15		20		21		25		10		8

																																																																																																																		18歳以上 サイイジョウ		27		18		30		34		31		27		32		33		32		31		30		12		31		32		27		25		28		29		33		14		11



																																																																																																																		Ｑ4.できない

																																																																																																																				在宅人工呼吸器の管理		気管カニューレの交換		気管カニューレの管理（日常の交換以外の対応）		気管内吸引		食事介助		経鼻チューブの交換		ストーマの管理		尿道カテーテルの管理		導尿		入浴介助		看護師によるリハビリテーション		OTもしくはPTによるリハビリテーション		中心静脈カテーテル管理 チュウシン ジョウミャク カンリ		高カロリー輸液の管理 コウ ユエキ カンリ		薬剤の静注（抗生物質や利尿剤など） ヤクザイ ジョウチュウ コウセイ ブッシツ リニョウザイ		麻薬による疼痛コントロール マヤク トウツウ		終末期の医療的ケア シュウマツキ イリョウテキ		在宅での看取り ザイタク ミト		24時間対応 ジカン タイオウ		外出の介助		通院の介助

																																																																																																																		乳児～2歳 ニュウジ サイ		8		18		6		5		6		11		5		8		9		5		8		19		7		6		10		6		6		5		5		11		17

																																																																																																																		3～6歳 サイ		7		15		6		5		6		11		5		8		8		6		7		18		7		6		10		6		6		5		5		11		17

																																																																																																																		7歳～12歳 サイ サイ		8		14		6		5		6		11		5		8		8		5		7		18		7		6		10		6		6		5		5		11		17

																																																																																																																		13～17歳 サイ		5		12		4		4		5		9		3		5		5		4		6		19		6		5		7		5		5		4		4		10		16

																																																																																																																		18歳以上 サイイジョウ		1		6		1		0		1		3		0		0		0		1		2		17		1		1		2		1		2		1		1		7		13



																																																																																																																		Ｑ4.要相談 ヨウ ソウダン

																																																																																																																				在宅人工呼吸器の管理		気管カニューレの交換		気管カニューレの管理（日常の交換以外の対応）		気管内吸引		食事介助		経鼻チューブの交換		ストーマの管理		尿道カテーテルの管理		導尿		入浴介助		看護師によるリハビリテーション		OTもしくはPTによるリハビリテーション		中心静脈カテーテル管理 チュウシン ジョウミャク カンリ		高カロリー輸液の管理 コウ ユエキ カンリ		薬剤の静注（抗生物質や利尿剤など） ヤクザイ ジョウチュウ コウセイ ブッシツ リニョウザイ		麻薬による疼痛コントロール マヤク トウツウ		終末期の医療的ケア シュウマツキ イリョウテキ		在宅での看取り ザイタク ミト		24時間対応 ジカン タイオウ		外出の介助		通院の介助

																																																																																																																		乳児～2歳 ニュウジ サイ		8		7		6		4		3		7		8		10		9		3		8		6		7		7		10		16		10		10		6		16		12

																																																																																																																		3～6歳 サイ		7		8		6		4		3		6		7		8		8		3		7		6		7		6		10		16		11		11		6		16		11

																																																																																																																		7歳～12歳 サイ サイ		7		7		6		3		2		4		6		4		4		0		5		7		4		4		8		15		9		10		5		14		10

																																Q3.現時点で、依頼のあった場合、重症心身障害児（者）の在宅医療を行うことはできますか ゲンジテン イライ バアイ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ ザイタク イリョウ オコナ																																																																																		13～17歳 サイ		9		9		6		1		2		4		5		4		5		0		5		6		3		2		9		14		9		9		5		14		10

																														できる		14																																																																																		18歳以上 サイイジョウ		6		10		3		0		2		4		2		1		2		2		2		5		2		1		5		8		4		4		0		13		10

																														できない		6

																														要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン		14



																														在宅人工呼吸器の管理 ザイタク ジンコウ コキュウキ カンリ		気管カニューレの交換 キカン コウカン		気管カニューレ部位のガーゼ交換 キカン ブイ コウカン		気管内吸引 キカンナイ キュウイン		食事介助 ショクジ カイジョ		経鼻チューブの交換 ケイビ コウカン		胃瘻の管理 イロウ カンリ		経管栄養の注入 ケイカン エイヨウ チュウニュウ		ストーマの管理 カンリ		尿道カテーテルの管理 ニョウドウ カンリ		導尿 ドウニョウ		入浴介助 ニュウヨク カイジョ		看護師によるリハビリテーション カンゴシ		OTもしくはPTによるリハビリテーション		中心静脈カテーテル管理 チュウシン ジョウミャク カンリ		高カロリー輸液の管理 コウ ユエキ カンリ		薬剤の静注（抗生物質や利尿剤など） ヤクザイ ジョウチュウ コウセイ ブッシツ リニョウザイ		麻薬による疼痛コントロール マヤク ウズ ツウ		終末期の医療的ケア シュウマツキ イリョウテキ		在宅での看取り ザイタク ミト		24時間対応 ジカン タイオウ

																												成人 セイジン		28		24		30		31		28		22		32		31		32		33		31		33		33		16		29		30		28		30		32		31		33

																												小児 ショウニ		21		11		23		24		14		17		21		19		6		7		8		20		18		9		2		4		3		3		6		4		22



成人	在宅人工呼吸器の管理	気管カニューレの交換	気管カニューレ部位のガーゼ交換	気管内吸引	食事介助	経鼻チューブの交換	胃瘻の管理	経管栄養の注入	ストーマの管理	尿道カテーテルの管理	導尿	入浴介助	看護師によるリハビリテーション	OTもしくはPTによるリハビリテ	ーション	中心静脈カテーテル管理	高カロリー輸液の管理	薬剤の静注（抗生物質や利尿剤など）	麻薬による疼痛コントロール	終末期の医療的ケア	在宅での看取り	24時間対応	28	24	30	31	28	22	32	31	32	33	31	33	33	16	29	30	28	30	32	31	33	小児	在宅人工呼吸器の管理	気管カニューレの交換	気管カニューレ部位のガーゼ交換	気管内吸引	食事介助	経鼻チュー	ブの交換	胃瘻の管理	経管栄養の注入	ストーマの管理	尿道カテーテルの管理	導尿	入浴介助	看護師によるリハビリテーション	OTもしくはPTによるリハビリテーション	中心静脈カテーテル管理	高カロリー輸液の管理	薬剤の静注（抗生物質や利尿剤など）	麻薬による疼痛コントロール	終末期の医療的ケア	在宅での看取り	24時間対応	21	11	23	24	14	17	21	19	6	7	8	20	18	9	2	4	3	3	6	4	22	Q3.現時点で、依頼のあった場合、重症心身障害児（者）の在宅医療を行うことはできますか

Q3.現時点で、依頼のあった場合、重症心身障害児（者）の在宅医療を行うことはできますか	できる	できない	要相談（条件による）	14	6	14	乳児～2歳	在宅人工呼吸器の管理	気管カニューレの交換	気管カニューレの管理（日常の交換以外の対応）	気管内吸引	食事介助	経鼻チューブの交換	ストーマの管理	尿道カテーテルの管理	導尿	入浴介助	看護師によるリハビリテーション	OTもしくはPTによるリハビリテーション	中心静脈カテーテル管理	高カロリー輸液の管理	薬剤の静注（抗生物質や利尿剤など）	麻薬による疼痛コント	ロール	終末期の医療的ケア	在宅での看取り	24時間対応	外出の介助	通院の介助	18	9	22	25	25	16	21	16	16	26	18	9	20	21	14	12	18	19	23	7	5	3～6歳	在宅人工呼吸器の管理	気管カニューレの交換	気管カニューレの管理（日常の交換以外の対応）	気管内吸引	食事介助	経鼻チューブの交換	ストーマの管理	尿道カテーテルの管理	導尿	入浴介助	看護師によるリハビリテーション	OTもしくはPTによるリハビリテーション	中心静脈カテーテル管理	高カロリー輸液の管理	薬剤の静注（抗生物質や利尿剤など）	麻薬による疼痛コントロール	終末期の医療的ケア	在宅での看取り	24時間対応	外出の介助	通院の介助	20	11	22	25	25	17	22	18	18	25	20	10	20	22	14	12	17	18	23	7	6	7歳～12歳	在宅人工呼吸	器の管理	気管カニューレの交換	気管カニューレの管理（日常の交換以外の対応）	気管内吸引	食事介助	経鼻チューブの交換	ストーマの管理	尿道カテーテルの管理	導尿	入浴介助	看護師によるリハビリテーション	OTもしくはPTによるリハビリテーション	中心静脈カテーテル管理	高カロリー輸液の管理	薬剤の静注（抗生物質や利尿剤など）	麻薬による疼痛コントロール	終末期の医療的ケア	在宅での看取り	24時間対応	外出の介助	通院の介助	19	13	22	26	26	19	23	22	22	29	22	9	23	24	16	13	19	19	24	9	7	13～17歳	在宅人工呼吸器の管理	気管カニューレの交換	気管カニューレの管理（日常の交換以外の対応）	気管内吸引	食事介助	経鼻チューブの交換	ストーマの管理	尿道カテーテルの管理	導尿	入浴介助	看護師によるリハビリテーション	OTもしくはPTによるリハビリテーション	中心静脈カテーテル管理	高カロリー輸液の管理	薬剤の静注（抗生物質や利尿剤など）	麻薬による疼痛コントロール	終末期の医療的ケア	在宅での看取り	24時間対応	外出の介助	通院の介助	20	13	24	29	24	21	26	25	24	30	23	9	25	27	18	15	20	21	25	10	8	18歳以上	在宅人工呼吸器の管理	気管カニューレの交換	気管カニューレの管理（日常の交換以外の対応）	気管内吸引	食事介助	経鼻チューブの交換	ストーマの管理	尿道カテーテルの管理	導尿	入浴介助	看護師によるリハビリテーション	OTもしくはPTによるリハビリテーション	中心静脈カテーテル管理	高カロリー輸液の管理	薬剤の静注（抗生物質や利尿剤など）	麻薬による疼痛コントロール	終末期の医療的ケア	在宅での看取り	24時間対応	外出の介助	通院の介助	27	18	30	34	31	27	32	33	32	31	30	12	31	32	27	25	28	29	33	14	11	乳児～2歳	在宅人工呼吸器の管理	気管カニューレの交換	気管カニューレの管理（日常の交換以外の対応）	気管内吸引	食事介助	経鼻チューブの交換	ストーマの管理	尿道カテーテルの管理	導尿	入浴介助	看護師によるリハビリテーション	OTもしくはPTによるリハビリテーション	中心静脈カテーテル	管理	高カロリー輸液の管理	薬剤の静注（抗生物質や利尿剤など）	麻薬による疼痛コントロール	終末期の医療的ケア	在宅での看取り	24時間対応	外出の介助	通院の介助	8	18	6	5	6	11	5	8	9	5	8	19	7	6	10	6	6	5	5	11	17	3～6歳	在宅人工呼吸器の管理	気管カニューレの交換	気管カニューレの管理（日常の交換以外の対応）	気管内吸引	食事介助	経鼻チューブの交換	ストーマの管理	尿道カテーテルの管理	導尿	入浴介助	看護師によるリハビリテーション	OTもしくはPTによるリハビリテーション	中心静脈カテーテル管理	高カロリー輸液の管理	薬剤の静注（抗生物質や利尿剤など）	麻薬による疼痛コントロール	終末期の医療的ケア	在宅での看取り	24時間対応	外出の介助	通院の介助	7	15	6	5	6	11	5	8	8	6	7	18	7	6	10	6	6	5	5	11	17	7歳～12歳	在宅人工呼吸器の管理	気管カニューレの交換	気管カニューレの管理（日常の交換以外の対応）	気管内吸引	食事介助	経鼻チューブの交換	ストーマの管理	尿道カテーテルの管理	導尿	入浴介助	看護師によるリハビリテーション	OTもしくはPTによるリハビリテーション	中心静脈カテーテル管理	高カロリー輸液の管理	薬剤の静注（抗生物質や利尿剤など）	麻薬による疼痛コントロール	終末期の医療的ケア	在宅での看取り	24時間対応	外出の介助	通院の介助	8	14	6	5	6	11	5	8	8	5	7	18	7	6	10	6	6	5	5	11	17	13～17歳	在宅人工呼吸器の管理	気管カニューレの交換	気管カニューレの管理（日常の交換以外の対応）	気管内吸引	食事介助	経鼻チューブの交換	ストーマの管理	尿道カテーテルの管理	導尿	入浴介助	看護師によるリハビリテーション	OTもしくはPTによるリハビリテーション	中心静脈カテーテル管理	高カロリー輸液の管理	薬剤の静注（抗生物質や利尿剤など）	麻薬による疼痛コントロール	終末期の医療的ケア	在宅での看取り	24時間対応	外出の介助	通院の介助	5	12	4	4	5	9	3	5	5	4	6	19	6	5	7	5	5	4	4	10	16	18歳以上	在宅人工呼吸器の管理	気管カニューレの交換	気管カニューレの管理（日常の交換以外の対応）	気管内吸引	食事介助	経鼻チューブの交換	ストーマの管理	尿道カテーテルの管理	導尿	入浴介助	看護師によるリハビリテーション	OTもしくはPTによるリハビリテーション	中心静脈カテーテル管理	高カロリー輸液の管理	薬剤の静注（抗生物質や利尿剤など）	麻薬による疼痛コントロール	終末期の医療的ケア	在宅での看取り	24時間対応	外出の介助	通院の介助	1	6	1	0	1	3	0	0	0	1	2	17	1	1	2	1	2	1	1	7	13	

乳児～2歳	在宅人工呼吸器の管理	気管カニューレの交換	気管カニューレの管理（日常の交換以外の対応）	気管内吸引	食事介助	経鼻チューブの交換	ストーマの管理	尿道カテーテルの管理	導尿	入浴介助	看護師によるリハビリテーション	OTもしくはPTによるリハビリテーション	中心静脈カテーテル	管理	高カロリー輸液の管理	薬剤の静注（抗生物質や利尿剤など）	麻薬による疼痛コントロール	終末期の医療的ケア	在宅での看取り	24時間対応	外出の介助	通院の介助	8	7	6	4	3	7	8	10	9	3	8	6	7	7	10	16	10	10	6	16	12	3～6歳	在宅人工呼吸器の管理	気管カニューレの交換	気管カニューレの管理（日常の交換以外の対応）	気管内吸引	食事介助	経鼻チューブの交換	ストーマの管理	尿道カテーテルの管理	導尿	入浴介助	看護師によるリハビリテーション	OTもしくはPTによるリハビリテーション	中心静脈カテーテル管理	高カロリー輸液の管理	薬剤の静注（抗生物質や利尿剤など）	麻薬による疼痛コントロール	終末期の医療的ケア	在宅での看取り	24時間対応	外出の介助	通院の介助	7	8	6	4	3	6	7	8	8	3	7	6	7	6	10	16	11	11	6	16	11	7歳～12歳	在宅人工呼吸器の管理	気管カニューレの交換	気管カニューレの管理（日常の交換以外の対応）	気管内吸引	食事介助	経鼻チューブの交換	ストーマの管理	尿道カテーテルの管理	導尿	入浴介助	看護師によるリハビリテーション	OTもしくはPTによるリハビリテーション	中心静脈カテーテル管理	高カロリー輸液の管理	薬剤の静注（抗生物質や利尿剤など）	麻薬による疼痛コントロール	終末期の医療的ケア	在宅での看取り	24時間対応	外出の介助	通院の介助	7	7	6	3	2	4	6	4	4	0	5	7	4	4	8	15	9	10	5	14	10	13～17歳	在宅人工呼吸器の管理	気管カニューレの交換	気管カニューレの管理（日常の交換以外の対応）	気管内吸引	食事介助	経鼻チューブの交換	ストーマの管理	尿道カテーテルの管理	導尿	入浴介助	看護師によるリハビリテーション	OTもしくはPTによるリハビリテーション	中心静脈カテーテル管理	高カロリー輸液の管理	薬剤の静注（抗生物質や利尿剤など）	麻薬による疼痛コントロール	終末期の医療的ケア	在宅での看取り	24時間対応	外出の介助	通院の介助	9	9	6	1	2	4	5	4	5	0	5	6	3	2	9	14	9	9	5	14	10	18歳以上	在宅人工呼吸器の管理	気管カニューレの交換	気管カニューレの管理（日常の交換以外の対応）	気管内吸引	食事介助	経鼻チューブの交換	ストーマの管理	尿道カテーテルの管理	導尿	入浴介助	看護師によるリハビリテーション	OTもしくはPTによるリハビリテーション	中心静脈カテーテル管理	高カロリー輸液の管理	薬剤の静注（抗生物質や利尿剤など）	麻薬による疼痛コントロール	終末期の医療的ケア	在宅での看取り	24時間対応	外出の介助	通院の介助	6	10	3	0	2	4	2	1	2	2	2	5	2	1	5	8	4	4	0	13	10	

訪問看護事業所 (2)

		Ｑ1.貴施設について、お伺いいたします キ シセツ ウカガ

		1		事業所名 ジギョウショ メイ

		2		電話番号 デンワ バンゴウ

		3		FAX番号 バンゴウ

		4		所在地 ショザイチ

		5		職員構成（常勤・非常勤は問いません） ショクイン コウセイ ジョウキン ヒジョウキン ト

						看護師 カンゴシ

						作業療法士 サギョウ リョウホウシ

						准看護師 ジュンカンゴシ

						理学療法士 リガク リョウホウシ

						保健師 ホケンシ

						言語療法士 ゲンゴ リョウホウシ

						その他 タ

		6		訪問可能な主な市町村 ホウモン カノウ オモ シチョウソン

		Q2.いままでに以下の項目を在宅看護で行ったことがありますか（あるものすべてにチェックをしてください） イカ コウモク ザイタク カンゴ オコナ

								成人在宅 セイジン ザイタク				小児在宅 ショウニ ザイタク

				在宅人工呼吸器の管理 ザイタク ジンコウ コキュウキ カンリ

				気管カニューレの交換 キカン コウカン

				気管カニューレ部位のガーゼ交換 キカン ブイ コウカン

				気管内吸引 キカンナイ キュウイン

				食事介助 ショクジ カイジョ

				経鼻チューブの交換 ケイビ コウカン

				胃瘻の管理 イロウ カンリ

				経管栄養の注入 ケイカン エイヨウ チュウニュウ

				ストーマの管理 カンリ

				尿道カテーテルの管理 ニョウドウ カンリ

				導尿 ドウニョウ

				入浴介助 ニュウヨク カイジョ

				看護師によるリハビリテーション カンゴシ

				OTもしくはPTによるリハビリテーション

				中心静脈カテーテル管理 チュウシン ジョウミャク カンリ

				高カロリー輸液の管理 コウ ユエキ カンリ

				薬剤の静注（抗生物質や利尿剤など） ヤクザイ ジョウチュウ コウセイ ブッシツ リニョウザイ

				麻薬による疼痛コントロール マヤク ウズ ツウ

				終末期の医療的ケア シュウマツキ イリョウテキ

				在宅での看取り ザイタク ミト

				24時間対応 ジカン タイオウ

		Q3.現時点で、依頼のあった場合、重症心身障害児（者）の在宅医療を行うことはできますか ゲンジテン イライ バアイ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ ザイタク イリョウ オコナ

		1		できる

		2		できない

		3		要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン

		Q4.依頼があった場合に可能な医療的ケアと身体介護についてお答えください イライ バアイ カノウ イリョウテキ シンタイ カイゴ コタ

		※個別シートにて対応 コベツ タイオウ



				Ｑ1.貴施設について、お伺いいたします キ シセツ ウカガ																										Q2.いままでに以下の項目を在宅看護で行ったことがありますか（あるものすべてにチェックをしてください）【1.ある、0.ない】 イカ コウモク ザイタク カンゴ オコナ																																																																																				Q3		Q4.依頼があった場合に可能な医療的ケアと身体介護についてお答えください【1.できる、2.できない、3.要相談（条件による）】 イライ バアイ カノウ イリョウテキ シンタイ カイゴ コタ ヨウ ソウダン ジョウケン																																																																																																																																																																																																																		Q5.重症心身障害児（者）の方に対する医療、在宅生活等についてお気づきのことなど、ご自由にお書きください ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ カタ タイ イリョウ ザイタク セイカツナド キ ジユウ カ

				事業所名 ジギョウショ メイ		電話番号 デンワ バンゴウ		FAX番号 バンゴウ		郵便番号 ユウビンバンゴウ		所在地 ショザイチ		職員構成（常勤・非常勤は問いません）【人数：名】 ショクイン コウセイ ジョウキン ヒジョウキン ト ニンズウ メイ														訪問可能な主な市町村 ホウモン カノウ オモ シチョウソン		在宅人工呼吸器の管理 ザイタク ジンコウ コキュウキ カンリ				気管カニューレの交換 キカン コウカン				気管カニューレ部位のガーゼ交換 キカン ブイ コウカン				気管内吸引 キカンナイ キュウイン				食事介助 ショクジ カイジョ				経鼻チューブの交換 ケイビ コウカン				胃瘻の管理 イロウ カンリ				経管栄養の注入 ケイカン エイヨウ チュウニュウ				ストーマの管理 カンリ				尿道カテーテルの管理 ニョウドウ カンリ				導尿 ドウニョウ				入浴介助 ニュウヨク カイジョ				看護師によるリハビリテーション カンゴシ				OTもしくはPTによるリハビリテーション				中心静脈カテーテル管理 チュウシン ジョウミャク カンリ				高カロリー輸液の管理 コウ ユエキ カンリ				薬剤の静注（抗生物質や利尿剤など） ヤクザイ ジョウチュウ コウセイ ブッシツ リニョウザイ				麻薬による疼痛コントロール マヤク ウズ ツウ				終末期の医療的ケア シュウマツキ イリョウテキ				在宅での看取り ザイタク ミト				24時間対応 ジカン タイオウ						在宅人工呼吸器の管理 ザイタク ジンコウ コキュウキ カンリ										気管カニューレの交換 キカン コウカン										気管カニューレの管理（日常の交換以外の対応） キカン カンリ ニチジョウ コウカン イガイ タイオウ										気管内吸引 キカンナイ キュウイン										食事介助 ショクジ カイジョ										経鼻チューブの交換 ケイビ コウカン										ストーマの管理 カンリ										尿道カテーテルの管理 ニョウドウ カンリ										導尿 ドウニョウ										入浴介助 ニュウヨク カイジョ										看護師によるリハビリテーション カンゴシ										OTもしくはPTによるリハビリテーション										中心静脈カテーテル管理 チュウシン ジョウミャク カンリ										高カロリー輸液の管理 コウ ユエキ カンリ										薬剤の静注（抗生物質や利尿剤など） ヤクザイ ジョウチュウ コウセイ ブッシツ リニョウザイ										麻薬による疼痛コントロール マヤク トウツウ										終末期の医療的ケア シュウマツキ イリョウテキ										在宅での看取り ザイタク ミト										24時間対応 ジカン タイオウ										外出の介助 ガイシュツ カイジョ										通院の介助 ツウイン カイジョ

		承諾可否 ショウダク カヒ												看護師 カンゴシ		作業療法士 サギョウ リョウホウシ		准看護師 ジュンカンゴシ		理学療法士 リガク リョウホウシ		保健師 ホケンシ		言語療法士 ゲンゴ リョウホウシ		その他 タ				成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ				乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ

		否 ヒ		曙訪問看護ステーション アケボノ ホウモン カンゴ		028-660-7803		028-683-5306		321-0901		宇都宮市平出町413番地		8		3		0		3		0		1				宇都宮、高根沢 ウツノミヤ タカネザワ		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		3		2		2		2		2		3		2		2		2		2		2		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		1		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		1		1		1		3		3		3		1		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		2		2		2		2		2		いつも大変お世話になっております。当STでも数名の小児利用者をNS、PT、OTでサポートしています。又、貴院のショートステイを利用させて頂いております。ご利用者様、家族が安心して過ごせるよう地域でサポートできたらと考えています。どうぞよろしくお願い申し上げます。 タイヘン セワ トウ スウメイ ショウニ リヨウシャ マタ キ イン リヨウ イタダ リヨウシャサマ カゾク アンシン ス チイキ カンガ ネガ モウ ア

		否 ヒ		とちぎメディカルセンター		0282-22-5810		0282-225812		328-0043		栃木市境町27-21		9		0		4		1		0		1		2		栃木市、小山市、壬生町 トチギシ オヤマシ ミブマチ		1		1		1		0		1		1		1		1		1		0		1		0		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		0		1		1		3		2		1		1		1		1		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		2		2		2		1		1		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		1		1		1		1		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		2		2		2		2		2

		否 ヒ		あいケアステーション		0282-23-6221		0282-24-9850		328-0074		栃木市薗部町2-5-9		1		0		2		2		0		0				栃木市 トチギシ		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		3		2		2		2		2		3		2		2		2		2		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		3		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		3		2		2		2		2		3		2		2		2		2		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		2		2		2		2		3

		否 ヒ		訪問看護ステーションこすもす		0285-80-5511		0285-80-5512		321-4337		真岡市上高間木2-24-4		4		2		0		1		0		0						1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		3		2		2		2		3		3		2		2		2		3		3		2		2		2		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		3		3		3		3		3		3		3		2		2		2		3		3		2		2		2		3		3		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		2		2		2		2		3		2		2		2		2		3		2		2		2		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		1		3		3		3		3		3		2		2		2		2		2		緊急時に主治医又はバッックベットのある病院との連携がとれる体制が整っていないと、在宅での対応に不安があります。
現在のところ、小児科、精神科看護を経験したスタッフがいない為、受け入れに不安がありますので今回はガイドマップ等に公表することに同意する事は控えさせていただきたいと思います。 キンキュウジ シュジイ マタ ビョウイン レンケイ タイセイ トトノ ザイタク タイオウ フアン ゲンザイ ショウニカ セイシンカ カンゴ ケイケン タメ ウ イ フアン コンカイ ナド コウヒョウ ドウイ コト ヒカ オモ

		否 ヒ		訪問看護ステーションひばり		0289-64-7226		0289-64-2225		322-8550		鹿沼市下田町1-1033		6		1		0		1		0		0				市内及び近隣市 シナイ オヨ キンリン シ		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		0		1		1		2

chizuru_tanaka: 未記入		1		1		2		2		1		2		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		1		3		3		1		1		1		3		3		3		3		1		3		3		1		1		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		1		3		3		3		1		1		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1

		否 ヒ		訪問看護ステーション那須		0287-73-5048		0287-63-4566		325-0023		那須塩原市豊浦10-706		5		0		2		0		0		0				那須塩原市、大田原市、那須町 ナスシオバラ シ オオタワラシ ナスマチ		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		0		0		1		0		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		2

chizuru_tanaka: 未記入		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1

		承諾 ショウダク		さくら訪問看護ステーション		0287-29-3252		0287-29-3252		324-0058		大田原市紫塚3-2633-10		5		0		0		1		0		0				大田原市、那須塩原市、矢板市 オオタワラシ ナスシオバラ シ ヤイタ シ		1		0		1		1		1		1		1		1		1		0		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		0		1		1		3		3		3		3		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		小児の受入数（実績）が少ないので、実際依頼があった場合、入院中から手技等の指導を受けたいと思います。 ショウニ ウケイレスウ ジッセキ スク ジッサイ イライ バアイ ニュウインチュウ シュギ ナド シドウ ウ オモ

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションたんぽぽ		0280-57-1888		0280-57-3819		329-0101		下都賀郡野木町友沼5119-12		20		3		0		5		0		0		2		野木町、小山市、旧藤岡町 ノギマチ オヤマシ キュウ フジオカマチ		1		1		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		1		1		1		1		1		1		0		0		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		3		1		1		1		1		1		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		3		3		3		3		3		1		1		3		2		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		2		2		2		2		2		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		受け入れてくれる訪問看護Stの数が少ないと思います。研修会の機会を設けてサービス体制が構築できると良いと思います。 ウ イ ホウモン カンゴ カズ スク オモ ケンシュウカイ キカイ モウ タイセイ コウチク ヨ オモ

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションうつのみや		028-612-6103		028-612-6104		320-0852		宇都宮市下砥上町字並塚643番地1		11		0		0		0		0		0		1		宇都宮市、壬生町 ウツノミヤシ ミブマチ		1		1		0		0		1		1		1		1		1		0		0		0		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		2

chizuru_tanaka: 未記入		3		3		3		3		1		2		2		2		2		2		3		3		3		1		1		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		3		3		3		1		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		3		3		3		1		1		3		3		3		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーション石橋		0285-52-2293		0285-52-2268		329-0511		下野市石橋628番地		7		0		0		1		0		0		1		下野市、上三川町、壬生町、宇都宮市（部） シモノ シ カミノカワマチ ミブマチ ウツノミヤシ ブ		1		1		0		0		1		1		1		1		1		0		1		0		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		3		1		1		1		1		1		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		1		3		3		3		3		3		3		3		3		1		1		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		2		2		2		2		2		最近、訪問依頼が増えてきていますが、私たち看護師の力量不足から利用者家族へ満足のいく看護が提供できないように感じています。現在の、利用者家族から教わることが多くあり、私たちが勉強になります。ただ、訪問していて思うことは、ご両親の今までの経験でケアが進み危険であり、指導させていただいても理解が得られないこともあり、ジレンマとなっています。例）誤嚥性肺炎を繰り返している方にヘッドアップして食事を摂るよう説明してもフラットのままであったり、他の方でPEG造設されているので、栄養はPEGからにして経口からは楽しみ程度にしてと言っても、食事を経口から摂るなど。 サイキン ホウモン イライ フ ワタクシ カンゴシ リキリョウ ブソク リヨウシャ カゾク マンゾク カンゴ テイキョウ カン ゲンザイ リヨウシャ カゾク オソ オオ ワタシ ベンキョウ ホウモン オモ リョウシン イマ ケイケン スス キケン シドウ リカイ エ レイ ゴエンセイ ハイエン ク カエ カタ ショクジ ト セツメイ ホカ カタ ゾウ セツ エイヨウ ケイコウ タノ テイド イ ショクジ ケイコウ ト

		承諾 ショウダク		マロニエ訪問看護ステーション		0287-37-6322		0287-39-3305		329-2763		那須塩原市井口537-3 にしなすの総合在宅ｹｱｾﾝﾀｰ内		5		7		0		5		0		2		1		那須塩原市、那須町、大田原市　リハビリのみ→那珂川町訪問可能 ナスシオバラ シ ナスマチ オオタワラシ ナカガワ マチ ホウモン カノウ		1		1		1		0		1		1		1		1		0		0		0		1		1		1		1		1		1		0		1		1		1		1		1		1		0		0		1		1		1		0		1		0		0		0		1		0		1		1		1		1		1		1		3		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーション佐野		0283-86-7013		0283-86-7031		327-0847		佐野市天神町７７４－２２ メープルハイツ１０１号室		3		0		1		0		0		0		1		足利市、佐野市、栃木市（旧岩船市） アシカガシ サノシ トチギシ キュウ イワフネ シ		0		0		0		0		1		0		1		0		1		0		0		0		1		0		0		0		1		0		1		0		0		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		2		2		2		2		2		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1

		承諾 ショウダク		とちぎ訪問看護ステーションくろばね		0287-54-0507		0287-54-0580		324-0241		大田原市黒羽向町142番地		6		0		0		0		1		0		2		大田原市、那須塩原市、那須町、那珂川町 オオタワラシ ナスシオバラ シ ナスマチ ナカガワマチ		1		0		0		0		1		1		1		1		1		0		1		0		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		3		3		3		3		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		1		2		2		2		2		2		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3

		承諾 ショウダク		鹿沼訪問看護ステーション		0289-60-5650		0289-60-1687		322-0021		鹿沼市上野町320-3高橋ビル１階１０３号室		5		0		0		0		0		0				鹿沼市、旧宇都宮市、旧今市市、壬生町、西片町 カヌマシ キュウ ウツノミヤシ キュウ イマイチシ ミブマチ ニシカタマチ		0		0		0		0		0		0		1		0		1		0		0		0		1		0		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		2

chizuru_tanaka: 未記入		2		2		2		2		1		2		2		2		2		3		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションほっと		028-626-5739		028-625-8201		321-0974		宇都宮市竹林町958		11		0		0		2		0		0		0		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2

		承諾 ショウダク		芳賀赤十字訪問看護ステーション		0285-84-8266		0285-84-8266		321-4306		真岡市台町2461		6		0		0		0		0		0		0		芳賀郡全域（真岡市、益子町、芳賀町、茂木町） ハガ グン ゼンイキ モオカシ マシコマチ ハガマチ モギ マチ		1		1		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		3		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		当ステーションは今年度小児在宅医との連携を開始することができました。安心して在宅療養を継続できるよう、多職種と連携し、実施しています。高齢者が介護サービスを選択するように、サービスの充実は得られていません。現実は家族だけで利用者（児）のケアを実施しているケースもあり家族の介護負担は大きいと考えます。負担軽減のためには、スムーズなレスパイト入院や日中の一時お預かり等充実した施設が増えることでさらに安心した療養環境の提供ができると思います。よろしくお願いいたします。 トウ コンネンド ショウニ ザイタク イ レンケイ カイシ アンシン ザイタク リョウヨウ ケイゾク タ ショクシュ レンケイ ジッシ コウレイシャ カイゴ センタク ジュウジツ エ ゲンジツ カゾク リヨウシャ ジ ジッシ カゾク カイゴ フタン オオ カンガ フタン ケイゲン ニュウイン ニッチュウ イチジ アズ ナド ジュウジツ シセツ フ アンシン リョウヨウ カンキョウ テイキョウ オモ ネガ

		承諾 ショウダク		とちぎ訪問看護ステーションみぶ		0282-82-7262		0282-82-7260		321-0218		下都賀郡壬生町落合1-18-12		16		0		0		0		0		0		1		上三川町、下野市、壬生町、宇都宮 カミノカワマチ シモノ シ ミブ チョウ ウツノミヤ		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		1		0		1		1		1		1		1		1		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		病院との連携が大切。在宅生活を支援するためにチームで対応する（介護者の支援） ビョウイン レンケイ タイセツ ザイタク セイカツ シエン タイオウ カイゴシャ シエン

		承諾 ショウダク		ＷＡＤＥＷＡＤＥ訪問看護ステーション		028-666-5420		028-666-5460		321-0923		栃木県宇都宮市下栗町2913-1 ３２１－０９２３		12		0		0		0		0		0				宇都宮市、上三川町、 ウツノミヤシ カミノカワマチ		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		0		0		1		0		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		重心の方を看る側（介護者）の負担軽減の必要性を感じてしまいます。まだまだ「私がやらなければ」という気持ちが強く、様々な資源活用へと動きが進むような発信が大切だと思っています。 ジュウシン カタ ミ ガワ カイゴシャ フタン ケイゲン ヒツヨウセイ カン ワタシ キモ ツヨ サマザマ シゲン カツヨウ ウゴ スス ハッシン タイセツ オモ

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションあい		0287-83-8035		0287-83-8222		321-0628		那須烏山市金井2-5-9 ベンチャープラザ7号室 ゴウシツ		8		0		1		0		0		0		1		那須烏山市、那珂川町、茂木町、一貝町 ナスカラスヤマシ ナカガワマチ モギマチ イチ ガイ マチ		1		1		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		0		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		小児や重心など医療依存度が高い方には家族が安心して預けられる事業所とスタッフが必要です（レスパイトの本当の意味で）訪問看護スタッフが動きやすい仕組みがあればもっと介入できると思います。例えば在宅以外への支援での算定が可能になる。長時間支援が可能になるなど。在宅支援診療所が多ければ助かります。開業医で努力してくださる医師の力で乗り切っている地域は特にそう感じます。後方病院親元病院との連携、地域との調整などスムーズにシームレスに行われるとうれしいです。行政からの介入が少なく、制度のことなど知らないまま苦労されている方が多いので、窓口での丁寧かつタイミングよく助言をしていただくと嬉しいです。 ショウニ ジュウシン イリョウ イゾンド タカ カタ カゾク アンシン アズ ジギョウショ ヒツヨウ ホントウ イミ ホウモン カンゴ ウゴ シク カイニュウ オモ タト ザイタク イガイ シエン サンテイ カノウ チョウジカン シエン カノウ ザイタク シエン シンリョウジョ オオ タス カイギョウイ ドリョク イシ チカラ ノ キ チイキ トク カン コウホウ ビョウイン オヤモト ビョウイン レンケイ チイキ チョウセイ オコナ ギョウセイ カイニュウ スク セイド シ クロウ カタ オオ マドグチ テイネイ ジョゲン ウレ

		承諾 ショウダク		あおい訪問看護ステーション		0284-73-9456		0284-72-7600		326-0831		足利市堀込町2556 セレッソ・コート１階		16		0		0		4		0		0				足利市とその周辺（佐野市、館林市、巴楽町、太田市、桐生市） アシカガシ シュウヘン サノシ タテバヤシシ トモエ ラク マチ オオタシ キリュウシ		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1

		承諾 ショウダク		那須赤十字訪問看護ステーション		0287-23-8866		0287-23-8903		324-8686		大田原市中田原1081-4		8		1		0		0		0		0				大田原市、那須塩原市（一部を除く） オオタワラシ ナスシオバラ シ イチブ ノゾ		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		1		1		0		1		0		1		1		1		0		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションゆりの木		0287-47-5123		0287-47-5124		324-0028		大田原市山の手1-1-7 ヤマ テ		4		0		0		0		0		0				大田原市、那須塩原市、那珂川町 オオタワラシ ナスシオバラ シ ナカガワマチ		1		1		1		0		1		1		1		1		0		0		0		1		1		0		1		1		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		0		0		1		0		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		3		1		1		1		1		2		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		3		1		1		1		1		3		1		1		1		1		1		1		1		1		3		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		3		3		1		3		3		1		1		1		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		重症心身障害児施設で勤務したことのある看護師が2名いますので積極的に依頼があれば支援させていただきたいと思っています。こどもはやはり親元で成長発達できることが何よりも必要なことであると思っています。 ジュウショウ シンシン ショウガイ ジ シセツ キンム カンゴシ メイ セッキョクテキ イライ シエン オモ オヤモト セイチョウ ハッタツ ナニ ヒツヨウ オモ

		承諾 ショウダク		ライフ訪問看護リハビリテーション		0284-64-8799		0284-64-8335		326-0831		足利市堀込町2656-7　ASKビル３０１号		5		0		0		1		0		0		0		足利市、佐野市、館林市、邑楽郡、太田市、桐生市 アシカガシ サノシ タテバヤシシ オウラ グン オオタシ キリュウシ		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		この件に関する研修の案内が少ないため、学ぶ機会をもっと増やしてほしい ケン カン ケンシュウ アンナイ スク マナ キカイ フ

		承諾 ショウダク		わくわく訪問看護ステーションおやま		0285-24-6575		0285-20-0255		323-0022		小山市駅東通り3-9-6		11		0		0		5		0		0		0		小山市、結城市（茨城県）、下野市の一部、栃木市（PTのみ） オヤマシ ユウキシ イバラキケン シモノ シ イチブ トチギシ		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		1		1		1		1		3		3		3		1		1		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		自立支援のケアマネージャーがいるが、医療福祉行政をうまく連携してまとめる役割が果たせていない。それぞれが別々で動いており、介護者が困ったときの相談窓口に迷う。 ジリツ シエン イリョウ フクシ ギョウセイ レンケイ ヤクワリ ハ ベツベツ ウゴ カイゴシャ コマ ソウダン マドグチ マヨ

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーション風		028-612-1333		028-612-1384		321-0117		宇都宮市城南3丁目5-6		3		1		0		1		0		0				宇都宮、鹿沼、下野、壬生 ウツノミヤ カヌマ シモノ ミブ		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		1		1		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1

		承諾 ショウダク		宮の橋訪問看護ステーション		028-635-9839		028-635-9839		321-0963		宇都宮市南大通り1-1-23		7		0		0		1		0		0		0		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		1		1		0		1		1		1		1		1		0		0		0		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		レスパイト等受け入れ先が少ない。市のコーディネーター様がご多忙の様子であり、要望に対しての対応にかなりの時間を要する（対応されないこともある）。年度変わるときなど、担当者（市）の引き継ぎがされず、進んでいた調整も振り出しに戻ってしまうことがある。 トウ ウ イ サキ スク シ サマ タボウ ヨウス ヨウボウ タイ タイオウ ジカン ヨウ タイオウ ネンド カ タントウシャ シ ヒ ツ スス チョウセイ フ ダ モド

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションオリーブ		0282-27-8414		0282-27-8415		328-0027		栃木市今泉町1丁目17番29号		7		0		0		0		0		0				栃木市、小山市、下野市、壬生町 トチギシ オヤマシ シモノ シ ミブ マチ		1		1		1		0		1		1		1		1		0		0		0		0		1		1		1		1		0		0		1		1		1		0		1		1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションマザーの家		0283-85-7771		0283-85-7772		327-0504		佐野市中町942-1		2		0		3		0		0		0				佐野市 サノシ		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーション卯の郷		028-682-7770		028-682-7766		329-1311		さくら市氏家2650番地		3		0		0		0		0		0				さくら市（周辺15ｋｍ以内）、塩谷町、那須烏山市、宇都宮市、高根沢町 シ シュウヘン イナイ シオヤ マチ ナスカラスヤマシ ウツノミヤシ タカネザワ マチ		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		3		3		3		3		3		1		2		2		2		2		2		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		2		2		2		3		3		3		3		1		1		1		3		3		3		3		1		2		2		2		2		2		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		2		2		2		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションたかねざわ		028-680-1701		028-680-1702		329-1233		塩谷郡高根沢町宝積寺2426-8 		16		0		0		0		0		0				高根沢町、さくら市、那須烏山市、芳賀町、市貝町、茂木町、益子町、宇都宮市 タカネザワマチ シ ナスカラスヤマシ ハガ マチ イチ カイ チョウ モギマチ マシコ チョウ ウツノミヤシ		1		1		1		0		1		1		1		1		1		0		1		0		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		2		2		2		2		2

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションみどり		0285-45-8362		0285-45-8397		329-0214		小山市乙女786-1		3		0		1		0		0		0				小山市、栃木市、古河市、結城市 オヤマシ トチギシ コガシ ユウキシ		0		0		1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		1		0		1		0		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		3		2		2		2		3		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		1		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		1		1		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		訪問看護師がもっと社会資源として同行できるとよいと思う。在宅での療養はもっと看護師が活躍できる体制が整うとよいと思った。 ホウモン カンゴシ シャカイ シゲン ドウコウ オモ ザイタク リョウヨウ カンゴシ カツヤク タイセイ トトノ オモ

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションあるく		028-643-5586		028-678-8796		320-0036		宇都宮市小幡2-6-14 		5		0		1		0		0		0		1		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		0		1		0		1		0		1		0		0		1		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3

		承諾 ショウダク		とちぎ訪問看護ステーションおやま		0285-39-8602		0285-39-8607		323-0827		栃木県小山市神鳥谷2251-7 ３２３－０８２７		12		0		0		0		0		0		1		小山市、下野市（南部）、野木町（北部） オヤマシ シモノ シ ナンブ ノギ マチ ホクブ		1		1		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		1		1		1		0		0		1		0		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		3		3		1		1		1		3		1		1		1		1		小児の重症心身障害児の訪問看護を行っていく上で。たびたび感じるのが成長に伴った教育、就学が難しく親御さんの希望通りにいかないことが多く残念に思います。難しいところだと思いますが… ショウニ ジュウショウ シンシン ショウガイジ ホウモン カンゴ オコナ ウエ カン セイチョウ トモナ キョウイク シュウガク ムズカ オヤゴ キボウ ドオ オオ ザンネン オモ ムズカ オモ

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションここあ		028-600-3735		028-600-3736		321-2116		栃木県宇都宮市徳次郎町998-9 ３２１－２１１６		10		1		0		1		0		0		2		宇都宮市、日光市、 ウツノミヤシ ニッコウシ		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2

chizuru_tanaka: 未記入		

chizuru_tanaka: 未記入		

chizuru_tanaka: 未記入		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3















																														Q2.いままでに以下の項目を在宅看護で行ったことがありますか（あるものすべてにチェックをしてください）																																																																																						Q4.依頼があった場合に可能な医療的ケアと身体介護についてお答えください

				事業所名 ジギョウショ メイ		電話番号 デンワ バンゴウ		FAX番号 バンゴウ		郵便番号 ユウビンバンゴウ		所在地 ショザイチ		職員構成（常勤・非常勤は問いません）【人数：名】 ショクイン コウセイ ジョウキン ヒジョウキン ト ニンズウ メイ														訪問可能な主な市町村 ホウモン カノウ オモ シチョウソン		在宅人工呼吸器の管理 ザイタク ジンコウ コキュウキ カンリ				気管カニューレの交換 キカン コウカン				気管カニューレ部位のガーゼ交換 キカン ブイ コウカン				気管内吸引 キカンナイ キュウイン				食事介助 ショクジ カイジョ				経鼻チューブの交換 ケイビ コウカン				胃瘻の管理 イロウ カンリ				経管栄養の注入 ケイカン エイヨウ チュウニュウ				ストーマの管理 カンリ				尿道カテーテルの管理 ニョウドウ カンリ				導尿 ドウニョウ				入浴介助 ニュウヨク カイジョ				看護師によるリハビリテーション カンゴシ				OTもしくはPTによるリハビリテーション				中心静脈カテーテル管理 チュウシン ジョウミャク カンリ				高カロリー輸液の管理 コウ ユエキ カンリ				薬剤の静注（抗生物質や利尿剤など） ヤクザイ ジョウチュウ コウセイ ブッシツ リニョウザイ				麻薬による疼痛コントロール マヤク ウズ ツウ				終末期の医療的ケア シュウマツキ イリョウテキ				在宅での看取り ザイタク ミト				24時間対応 ジカン タイオウ						在宅人工呼吸器の管理 ザイタク ジンコウ コキュウキ カンリ										気管カニューレの交換 キカン コウカン										気管カニューレの管理（日常の交換以外の対応） キカン カンリ ニチジョウ コウカン イガイ タイオウ										気管内吸引 キカンナイ キュウイン										食事介助 ショクジ カイジョ										経鼻チューブの交換 ケイビ コウカン										ストーマの管理 カンリ										尿道カテーテルの管理 ニョウドウ カンリ										導尿 ドウニョウ										入浴介助 ニュウヨク カイジョ										看護師によるリハビリテーション カンゴシ										OTもしくはPTによるリハビリテーション										中心静脈カテーテル管理 チュウシン ジョウミャク カンリ										高カロリー輸液の管理 コウ ユエキ カンリ										薬剤の静注（抗生物質や利尿剤など） ヤクザイ ジョウチュウ コウセイ ブッシツ リニョウザイ										麻薬による疼痛コントロール マヤク トウツウ										終末期の医療的ケア シュウマツキ イリョウテキ										在宅での看取り ザイタク ミト										24時間対応 ジカン タイオウ										外出の介助 ガイシュツ カイジョ										通院の介助 ツウイン カイジョ

														看護師 カンゴシ		作業療法士 サギョウ リョウホウシ		准看護師 ジュンカンゴシ		理学療法士 リガク リョウホウシ		保健師 ホケンシ		言語療法士 ゲンゴ リョウホウシ		その他 タ				成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ				乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ

																																																																																																																		できる		18		20		19		20		27		9		11		13		13		18		22		22		22		24		30		25		25		26		29		34		25		25		26		27		31		16		17		19		21		27		21		22		23		26		32		16		18		22		25		33		16		18		22		24		32		26		25		29		30		31		18		20		22		23		30		9		10		9		9		12		20		20		23		25		31		21		22		24		27		32		14		14		16		18		27		12		12		13		15		25		18		17		19		20		28		19		18		19		21		29		23		23		24		25		33		7		7		9		10		14		5		6		7		8		11

																																																																																																																		できない		8		7		8		5		1		18		15		14		12		6		6		6		6		4		1		5		5		5		4		0		6		6		6		5		1		11		11		11		9		3		5		5		5		3		0		8		8		8		5		0		9		8		8		5		0		5		6		5		4		1		8		7		7		6		2		19		18		18		19		17		7		7		7		6		1		6		6		6		5		1		10		10		10		7		2		6		6		6		5		1		6		6		6		5		2		5		5		5		4		1		5		5		5		4		1		11		11		11		10		7		17		17		17		16		13

																																																																																																																		要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン		8		7		7		9		6		7		8		7		9		10		6		6		6		6		3		4		4		3		1		0		3		3		2		2		2		7		6		4		4		4		8		7		6		5		2		10		8		4		4		1		9		8		4		5		2		3		3		0		0		2		8		7		5		5		2		6		6		7		6		5		7		7		4		3		2		7		6		4		2		1		10		10		8		9		5		16		16		15		14		8		10		11		9		9		4		10		11		10		9		4		6		6		5		5		0		16		16		14		14		13		12		11		10		10		10



																																																																																																																		Ｑ4.できる

																																																																																																																				在宅人工呼吸器の管理		気管カニューレの交換		気管カニューレの管理（日常の交換以外の対応）		気管内吸引		食事介助		経鼻チューブの交換		ストーマの管理		尿道カテーテルの管理		導尿		入浴介助		看護師によるリハビリテーション		OTもしくはPTによるリハビリテーション		中心静脈カテーテル管理 チュウシン ジョウミャク カンリ		高カロリー輸液の管理 コウ ユエキ カンリ		薬剤の静注（抗生物質や利尿剤など） ヤクザイ ジョウチュウ コウセイ ブッシツ リニョウザイ		麻薬による疼痛コントロール マヤク トウツウ		終末期の医療的ケア シュウマツキ イリョウテキ		在宅での看取り ザイタク ミト		24時間対応 ジカン タイオウ		外出の介助		通院の介助

																																																																																																																		乳児～2歳 ニュウジ サイ		18		9		22		25		25		16		21		16		16		26		18		9		20		21		14		12		18		19		23		7		5

																																																																																																																		3～6歳 サイ		20		11		22		25		25		17		22		18		18		25		20		10		20		22		14		12		17		18		23		7		6

																																																																																																																		7歳～12歳 サイ サイ		19		13		22		26		26		19		23		22		22		29		22		9		23		24		16		13		19		19		24		9		7

																																																																																																																		13～17歳 サイ		20		13		24		29		24		21		26		25		24		30		23		9		25		27		18		15		20		21		25		10		8

																																																																																																																		18歳以上 サイイジョウ		27		18		30		34		31		27		32		33		32		31		30		12		31		32		27		25		28		29		33		14		11



																																																																																																																		Ｑ4.できない

																																																																																																																				在宅人工呼吸器の管理		気管カニューレの交換		気管カニューレの管理（日常の交換以外の対応）		気管内吸引		食事介助		経鼻チューブの交換		ストーマの管理		尿道カテーテルの管理		導尿		入浴介助		看護師によるリハビリテーション		OTもしくはPTによるリハビリテーション		中心静脈カテーテル管理 チュウシン ジョウミャク カンリ		高カロリー輸液の管理 コウ ユエキ カンリ		薬剤の静注（抗生物質や利尿剤など） ヤクザイ ジョウチュウ コウセイ ブッシツ リニョウザイ		麻薬による疼痛コントロール マヤク トウツウ		終末期の医療的ケア シュウマツキ イリョウテキ		在宅での看取り ザイタク ミト		24時間対応 ジカン タイオウ		外出の介助		通院の介助

																																																																																																																		乳児～2歳 ニュウジ サイ		8		18		6		5		6		11		5		8		9		5		8		19		7		6		10		6		6		5		5		11		17

																																																																																																																		3～6歳 サイ		7		15		6		5		6		11		5		8		8		6		7		18		7		6		10		6		6		5		5		11		17

																																																																																																																		7歳～12歳 サイ サイ		8		14		6		5		6		11		5		8		8		5		7		18		7		6		10		6		6		5		5		11		17

																																																																																																																		13～17歳 サイ		5		12		4		4		5		9		3		5		5		4		6		19		6		5		7		5		5		4		4		10		16

																																																																																																																		18歳以上 サイイジョウ		1		6		1		0		1		3		0		0		0		1		2		17		1		1		2		1		2		1		1		7		13



																																																																																																																		Ｑ4.要相談 ヨウ ソウダン

																																																																																																																				在宅人工呼吸器の管理		気管カニューレの交換		気管カニューレの管理（日常の交換以外の対応）		気管内吸引		食事介助		経鼻チューブの交換		ストーマの管理		尿道カテーテルの管理		導尿		入浴介助		看護師によるリハビリテーション		OTもしくはPTによるリハビリテーション		中心静脈カテーテル管理 チュウシン ジョウミャク カンリ		高カロリー輸液の管理 コウ ユエキ カンリ		薬剤の静注（抗生物質や利尿剤など） ヤクザイ ジョウチュウ コウセイ ブッシツ リニョウザイ		麻薬による疼痛コントロール マヤク トウツウ		終末期の医療的ケア シュウマツキ イリョウテキ		在宅での看取り ザイタク ミト		24時間対応 ジカン タイオウ		外出の介助		通院の介助

																																																																																																																		乳児～2歳 ニュウジ サイ		8		7		6		4		3		7		8		10		9		3		8		6		7		7		10		16		10		10		6		16		12

																																																																																																																		3～6歳 サイ		7		8		6		4		3		6		7		8		8		3		7		6		7		6		10		16		11		11		6		16		11

																																																																																																																		7歳～12歳 サイ サイ		7		7		6		3		2		4		6		4		4		0		5		7		4		4		8		15		9		10		5		14		10

																																Q3.現時点で、依頼のあった場合、重症心身障害児（者）の在宅医療を行うことはできますか ゲンジテン イライ バアイ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ ザイタク イリョウ オコナ																																																																																		13～17歳 サイ		9		9		6		1		2		4		5		4		5		0		5		6		3		2		9		14		9		9		5		14		10

																														できる		14																																																																																		18歳以上 サイイジョウ		6		10		3		0		2		4		2		1		2		2		2		5		2		1		5		8		4		4		0		13		10

																														できない		6

																														要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン		14



																														在宅人工呼吸器の管理 ザイタク ジンコウ コキュウキ カンリ		気管カニューレの交換 キカン コウカン		気管カニューレ部位のガーゼ交換 キカン ブイ コウカン		気管内吸引 キカンナイ キュウイン		食事介助 ショクジ カイジョ		経鼻チューブの交換 ケイビ コウカン		胃瘻の管理 イロウ カンリ		経管栄養の注入 ケイカン エイヨウ チュウニュウ		ストーマの管理 カンリ		尿道カテーテルの管理 ニョウドウ カンリ		導尿 ドウニョウ		入浴介助 ニュウヨク カイジョ		看護師によるリハビリテーション カンゴシ		OTもしくはPTによるリハビリテーション		中心静脈カテーテル管理 チュウシン ジョウミャク カンリ		高カロリー輸液の管理 コウ ユエキ カンリ		薬剤の静注（抗生物質や利尿剤など） ヤクザイ ジョウチュウ コウセイ ブッシツ リニョウザイ		麻薬による疼痛コントロール マヤク ウズ ツウ		終末期の医療的ケア シュウマツキ イリョウテキ		在宅での看取り ザイタク ミト		24時間対応 ジカン タイオウ

																												成人 セイジン		28		24		30		31		28		22		32		31		32		33		31		33		33		16		29		30		28		30		32		31		33

																												小児 ショウニ		21		11		23		24		14		17		21		19		6		7		8		20		18		9		2		4		3		3		6		4		22



成人	小児	Q3.現時点で、依頼のあった場合、重症心身障害児（者）の在宅医療を行うことはできますか

Q3.現時点で、依頼のあった場合、重症心身障害児（者）の在宅医療を行うことはできますか	乳児～2歳	3～6歳	7歳～12歳	13～17歳	18歳以上	乳児～2歳	3～6歳	7歳～12歳	13～17歳	18歳以上	

乳児～2歳	3～6歳	7歳～12歳	13～17歳	18歳以上	

診療所

		Ｑ１		1.医療ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する外来診療について、以下の医療行為に対応できますか。 イリョウ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ガイライ シンリョウ イカ イリョウ コウイ タイオウ

				Ｑ1-1										予防接種 ヨボウ セッシュ

				Ｑ1-2										一次診療
（経過観察、栄養観察を含む） イチジ シンリョウ ケイカ カンサツ エイヨウ カンサツ フク

				Ｑ1-3										経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ

				Ｑ1-4										経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ

				Ｑ1-5										中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ

				Ｑ1-6										酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ

				Ｑ1-7										気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ

				Ｑ1-8										人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ

				Ｑ1-9										尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ

				Ｑ1-10										人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ

				Ｑ1-11										褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ

		Ｑ２		2.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する往診及び訪問診療について、以下の医療行為に対応できますか イリョウテキ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ オウシン オヨ ホウモン シンリョウ イカ イリョウ コウイ タイオウ

				Ｑ2-1										予防接種 ヨボウ セッシュ

				Ｑ2-2										一次診療
（経過観察、栄養観察を含む） イチジ シンリョウ ケイカ カンサツ エイヨウ カンサツ フク

				Ｑ2-3										経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ

				Ｑ2-4										経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ

				Ｑ2-5										中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ

				Ｑ2-6										酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ

				Ｑ2-7										気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ

				Ｑ2-8										人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ

				Ｑ2-9										尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ

				Ｑ2-10										人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ

				Ｑ2-11										褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ

		Ｑ3		3.24時間、重症心身障害児（18歳未満）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイジ サイ ミマン イリョウ タイオウ

				Ｑ3-1										できる

				Ｑ3-2										できない

				Ｑ3-3										要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン

		Ｑ4		4.24時間、重症心身障害者（18歳以上）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイシャ サイ イジョウ イリョウ タイオウ

				Ｑ4-1										できる

				Ｑ4-2										できない

				Ｑ4-3										要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン

		Ｑ5		5.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する訪問リハビリてーションを提供していますか イリョウテキ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ホウモン テイキョウ

				Ｑ5-1										提供している テイキョウ

				Ｑ5-2										提供していない テイキョウ

				Ｑ5-3										提供していないが対応は可能 テイキョウ タイオウ カノウ

				Ｑ5-4										要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン

		Ｑ6		6.重症心身障害児（者）在宅医療に対応できるようになるための条件はなんですか ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ ザイタク イリョウ タイオウ ジョウケン

				Ｑ6-1										診療報酬の点数が増えること シンリョウ ホウシュウ テンスウ フ

				Ｑ6-2										訪問看護尾の連携 ホウモン カンゴ オ レンケイ

				Ｑ6-3										病院との連携 ビョウイン レンケイ

				Ｑ6-4										在宅療養支援診療所と小児科医とのグループ診療 ザイタク リョウヨウ シエン シンリョウジョ ショウニ カ イ シンリョウ

				Ｑ6-5										在宅療養支援診療所に助言や相談を求めることができること ザイタク リョウヨウ シエン シンリョウジョ ジョゲン ソウダン モト

				Ｑ6-6										小児科医に助言や相談を求めることができること ショウニ カ イ ジョゲン ソウダン モト

				Ｑ6-7										経験のある医師がいること ケイケン イシ

				Ｑ6-8										研修などの自己のスキルアップ ケンシュウ ジコ

				Ｑ6-9										その他 タ

		Ｑ7		7.重症心身障害児（者）の方に対する医療、在宅生活等についてお気づきのことなど、ご自由にお書きください ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ カタ タイ イリョウ ザイタク セイカツ ナド キ ジユウ カ



		承諾可否 ショウダク カヒ		診療所名 シンリョウジョ メイ		電話番号 デンワ バンゴウ		郵便番号 ユウビンバンゴウ		所在地 ショザイチ		電話番号 デンワ バンゴウ		Ｑ１　1.医療ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する外来診療について、以下の医療行為に対応できますか。																								Ｑ２　2.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する往診及び訪問診療について、以下の医療行為に対応できますか																						Ｑ3		Ｑ4		Ｑ5		Ｑ6　6.重症心身障害児（者）在宅医療に対応できるようになるための条件はなんですか																		Ｑ7重症心身障害児（者）の方に対する医療、在宅生活等についてお気づきのことなど、ご自由にお書きください
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		否 ヒ		不明 フメイ						不明 フメイ		不明 フメイ		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		7		0		0

		否 ヒ		不明 フメイ						不明 フメイ		不明 フメイ		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		1		1		0		0		0		1		0

		否 ヒ		不明 フメイ						不明 フメイ		不明 フメイ		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		不明 フメイ						不明 フメイ		不明 フメイ		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		0

		否 ヒ		不明 フメイ						不明 フメイ		不明 フメイ		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		否 ヒ		不明 フメイ						不明 フメイ		不明 フメイ		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		0		1		0

		否 ヒ		不明 フメイ						不明 フメイ		不明 フメイ		1		1		2		2		2		2		2		2		1		2		1				1		1		2		2		2		2		2		2		1		2		1		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		その他：各種の健康的処置の管理ができるかどうか。その訓練を受けているかどうかです。 タ カクシュ ケンコウテキ ショチ カンリ クンレン ウ

		否 ヒ		不明 フメイ						不明 フメイ		不明 フメイ		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		0		0		1		0		0

		否 ヒ		不明 フメイ						不明 フメイ		不明 フメイ		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		その他:スタッフ不足（医師、看護師、介助者）スペース不足 タ フソク イシ カンゴシ カイジョシャ フソク

		否 ヒ		宇都宮市保健所 ウツノミヤシ ホケンジョ				321-0974		宇都宮市竹林町972				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		その他：保健所は直接的な医療サービスを行っていないことから、今後も対応は行わない タ ホケンジョ チョクセツ テキ イリョウ オコナ コンゴ タイオウ オコナ

		承諾 ショウダク		深谷医院 フカヤ イイン		0285-75-0007 		321-4502		真岡市物井1268-7				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		1				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		1		2		2		2		0		0		1		1		0		0		0		0		0

		否 ヒ		こどもクリニックしまむら				326-0822		足利市田中町908-4				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		かしま産婦人科 サンフジンカ		0284-65-0341		326-0844		足利市鹿島町501-1				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		婦人科疾患（不正性器出血/帯下/外陰掻痒等）については外来対応させて頂いております フジンカ シッカン フセイ セイキ シュッケツ タイゲ ガイイン カ カユ ナド ガイライ タイオウ イタダ

		否 ヒ		医療法人雄仁会　奥山医院 イリョウ ホウジン ユウジン カイ オクヤマ イイン				322-0065		鹿沼市上材木町2320				1		3		3		3		3		3		1		3		3		2		2				1		3		2		3		2		3		1		3		3		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		1		1		0		0

		否 ヒ		水沼医院 ミズヌマ イイン				321-0628		那須烏山市金井1-14-8				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		3				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		飯野医院				321-4539		真岡市長沼730-1				3		2		2		2		2		3		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		おおきこどもクリニック		0285-41-0025 		329-0207		小山市美しが丘3-35-3				1		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		宇都宮市子ども発達センター診療所 ウツノミヤシ コ ハッタツ シンリョウジョ		028-647-4720		320-0851		栃木県宇都宮市鶴田町970-1				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		その他：子ども発達センター内の療育を利用する児の診療所であるため タ コ ハッタツ ナイ リョウイク リヨウ ジ シンリョウジョ

		承諾 ショウダク		中川医院 ナカガワ イイン		0287-62-0040		325-0057		那須塩原市黒磯幸町6-27				3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		1		0		1		0

		否 ヒ		ももやこどもクリニック				321-0118		宇都宮市インターパーク3-6-1				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		1		0		0		0		0		0

		否 ヒ		阿久津医院 アクツ イイン				329-1226		高根沢町大谷176-1 タカネザワマチ オオタニ				1		1		2		2		2		3		2		2		3		3		3				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		1		0		0		0		1		0		0

		否 ヒ		伊保内診療所 イホ ナイ シンリョウジョ				327-0034		佐野市伊保内町3841-1				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		1		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		にじいろこども診療所 シンリョウジョ		0285-44-7716		329-0414		下野市小金井4-1-1				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		0		1		1		0

		否 ヒ		戸野塚内科医院 トノヅカ ナイカ イイン				323-0064		小山市下石塚471				3		3		3		3		3		1		1		1		1		3		1				3		3		3		3		3		1		1		1		1		3		1		3		3		4		0		0		1		0		0		1		1		1		0

		否 ヒ		賀川診療所 カガワ シンリョウジョ				326-0843		足利市五十部町1785				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		1		0		1		0		0

		承諾 ショウダク		豊郷台クリニック ユタカ ゴウ ダイ		028-643-8998		320-0003		宇都宮市豊郷台2-21-3		028-643-8998（FAX8999）		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1				1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		2		0		1		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		いとうこどもクリニック		0289-63-5566		322-0025		鹿沼市緑町2-2-29				1		1		3		3		2		2		3		2		2		3		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		0		0		1		1		0

		承諾 ショウダク		清原台こどもクリニック キヨハラ ダイ		028-305-6017		321-3223		宇都宮市清原台2-4-14				1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		その他：医師、看護師の増員 タ イシ カンゴシ ゾウイン

		否 ヒ		阿部医院				324-0032		大田原市佐久山2018 オオタワラシ サクヤマ		0287-28-0053（FAX0287-28-2112）		1		1		2		2		2		2		1		2		1		2		1				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		4		0		1		1		0		1		0		0		1		0

		否 ヒ		中元内科医院 ナカモト ナイカ イイン				328-0027		栃木市今泉町2-10-18				1		3		2		2		2		3		2		2		3		2		3				3		3		2		2		2		3		2		2		3		2		3		2		2		2		0		0		1		0		1		0		0		1		0		①重症心身障害者の重症度の程度問題　②家庭の受け入れ問題、経済的負担 ジュウショウ シンシン ショウガイシャ ジュウショウ ド テイド モンダイ カテイ ウ イ モンダイ ケイザイテキ フタン

		否 ヒ		布川小児科 フカワ ショウニ カ				322-0036		鹿沼市下田町2-1099				1		1		3		3		2		3		2		2		2		3		3				1		1		3		3		2		3		2		2		2		2		3		2		2		2		0		1		1		1		0		0		1		1		0

		否 ヒ		ちづかクリニック				328-0133		栃木市大森町445-4		0282-31-3750		3		3		3		3		2		3		2		2		2		2		3				3		3		3		3		2		3		2		2		2		2		3		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		多島医院 タジマ イイン				321-1524		日光市足尾町赤沢21-28				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		否 ヒ		篠崎内科クリニック シノザキ ナイカ				321-3223		宇都宮市清原台6-1-13				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		否 ヒ		和久医院 ワク イイン				321-3324		芳賀町西水沼119-1				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		否 ヒ		近藤クリニック コンドウ				321-0634		那須烏山市野上町637-2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		0		0		0		0		1		0		0

		否 ヒ		高根沢内科クリニック タカネザワ ナイカ				321-4305		真岡市荒町2-11-1				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		岡田こどもクリニック オカダ				327-0832		佐野市植上町1408-2				1		3		3		3		3		2		3		2		3		3		3				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		0		0		0		0		0		往診医療ができたらと考えていた時もありましたが、現在は物理的に困難で申し訳ありません
重心のお子さんの通院所と個別の相談で応じる可能性はあります オウシン イリョウ カンガ トキ ゲンザイ ブツリテキ コンナン モウ ワケ ジュウシン コ ツウイン ジョ コベツ ソウダン オウ カノウセイ

		否 ヒ		真岡メディカルクリニック モオカ				321-4305		真岡市荒町3-49-6				3		3		3		3		3		3		3		3				3		3				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		0		0		0		1		1		0

		否 ヒ		いしだ整形外科 セイケイ ゲカ				321-0912		宇都宮市石井町3236-1				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		山中クリニック ヤマナカ				327-0835		佐野市植下町2468				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		1		1		0		0		1		0		0

		否 ヒ		医療法人　寿幸会　吉野医院 イリョウ ホウジン コトブキ サチ カイ ヨシノ イイン				320-0014		宇都宮市大曽4-9-11				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		1		1		0		0		1		0		0

		否 ヒ		柳田産婦人科・小児科医院 ヤナギダ サンフジンカ ショウニカ イイン				321-4361		真岡市並木町4-5-3				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		0

		否 ヒ		石田消化器科・内科クリニック イシダ ショウカキ カ ナイカ				321-0216		壬生町壬生丁259-7				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		1		0		0		0		0		0

		否 ヒ		赤羽胃腸科・外科・肛門科医院 アカバネ イチョウカ ゲカ コウモンカ イイン				324-0052		大田原市城山2-5-29				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		医療法人　文仁会　扶桑医院 イリョウ ホウジン ブン ジン カイ フソウ イイン				323-0016		小山市扶桑1-2-1				1		3		3		3		2		2		3		2		3		3		3				3		3		3		2		2		2		3		2		3		2		3		2		2		2		0		0		1		1		0		0		1		1		0

		否 ヒ		馬場医院 ババ イイン				327-0043		佐野市君田町35				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		否 ヒ		井戸川クリニック イドガワ				326-0331		足利市福富町2096-1				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		0		0		1		0		0		0

		否 ヒ		鎌田浅香医院 カマタ アサカ イイン				324-0043		大田原市浅香3-3-9				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		0		1		0		0		0		0		0		0		高額医療はひかえています。悪質ととらえられますので!! コウガク イリョウ アクシツ

		否 ヒ		山門クリニック ヤマカド				328-0031		栃木市日の出町6-35				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		0		0		0		1		0

		否 ヒ		新村ファミリークリニック ニイムラ				328-0011		栃木市大宮町2120-11				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		宇都宮東部クリニック ウツノミヤ トウブ				321-3223		宇都宮市清原台5-14-19				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1

		否 ヒ		車田医院 クルマダ イイン				324-0242		大田原市大豆田457-24				3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3				3		3		3		3		3		0		2		2		3		3		3		2		2		2		0		0		1		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		にがみどう内科クリニック ナイカ				322-0003		鹿沼市仁神堂町351-26				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		松谷内科胃腸科クリニック マツヤ ナイカ イチョウカ				321-3304		芳賀町祖母井1708-17				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		1		0		0

		否 ヒ		まなか医院 イイン				329-1225		高根沢町石末２０９３－１０				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		植木医院 ウエキ イイン				329-2224		塩谷町金枝950				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		1		2		2		2		2		3		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		0		0		0		0		0

		否 ヒ		大岡医院 オオオカ イイン				320-0047		宇都宮市一の沢274-7				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		川野クリニック カワノ				329-1112		宇都宮市上田原町660-6				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		0		1		0

		否 ヒ		陣内医院 ジンナイ イイン				321-0225		壬生町本丸1-7-10		0282-82-0242		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		1		0

		否 ヒ		船越医院 フナコシ イイン				328-0111		栃木市都賀町家中5986-6				1		1		2		2		2		2		2		2		3		2		3				1		1		2		2		2		2		2		2		3		2		3		2		2		2		0		1		1		0		1		1		0		1		0

		否 ヒ		林クリニック ハヤシ				321-0158		宇都宮市西川田本町1-8-29				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		0		0		0		0		0

		否 ヒ		河島医院 カワシマ イイン				329-3436		那須郡那須町伊王野1503				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		松本内科医院 マツモト ナイカ イイン				321-0226		壬生町中央町6-37				3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		否 ヒ		佐藤医院 サトウ イイン				329-2728		栃木県那須塩原市西栄町7-16 ３２９－２７２８		0287-36-0147		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1

		否 ヒ		渡部医院 ワタナベ イイン				329-3153		那須塩原市大原間140-1 ナスシオバラ シ オオハラマ				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		宇都宮市保健センター ウツノミヤシ ホケン				321-0964		宇都宮市駅前通り1-4-6				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		0

		否 ヒ		川村医院 カワムラ イイン				321-2522		日光市鬼怒川温泉大原1396-20				1		1		3		1		3		1		3		2		3		3		3				3		3		3		3		3		3		2		2		3		3		3		2		2		2		0		0		1		0		0		1		1		0		0

		否 ヒ		ほうずみ整形外科内科小児科医院				320-0047		宇都宮市一の沢2-1-43				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		小島内科医院 コジマ ナイカ イイン				321-0168		宇都宮市東原町5-3				3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		1		0		0		0		0

		否 ヒ		那須高原クリニック ナス コウゲン				329-3131		那須塩原市唐杉31-2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		サンフラワークリニック				323-0808		小山市出井1936				3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		昌平町こどもクリニック ショウヘイ マチ				326-0813		足利市昌平町2368				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		①中心となる施設へ患者が訪問するように、移動手段・補助（人、お金）を考えるべき。どうしても動けない、動かせない人のみ専門職（医者以外）が訪問しIT技術等で必要に応じてセンター施設のスペシャリストと連絡し治療（入院‥）の判断をし実行する。
②既存の人・技術・施設を日曜大工的発想で組み合わせて、システムを構築することには賛成できない。現状をどうにかするための方策でなく、医療の公正（正義）を行うためにどうすべきかを考えるべきだと思う チュウシン シセツ カンジャ ホウモン イドウ シュダン ホジョ ヒト カネ カンガ ウゴ ウゴ ヒト センモン ショク イシャ イガイ ホウモン ギジュツナド ヒツヨウ オウ シセツ レンラク チリョウ ニュウイン ハンダン ジッコウ キゾン ヒト ギジュツ シセツ ニチヨウ ダイク テキ ハッソウ ク ア コウチク サンセイ ゲンジョウ ホウサク イリョウ コウセイ セイギ オコナ カンガ オモ

		否 ヒ		赤田診療所 アカダ シンリョウジョ				329-2743		那須塩原市南赤田321-1192				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		手塚内科 テヅカ ナイカ				321-0966		宇都宮市今泉3-12-12				3		3		2		2		2		2		2		2		1		3		3				3		3		2		2		2		2		2		2		3		3		3		2		2		2		0		1		1		0		1		0		1		0		0		今まで具体的な症例に会っていません イマ グタイテキ ショウレイ ア

		否 ヒ		板橋医院 イタバシ イイン				327-0803		佐野市犬伏新町1308-2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		1		1		0

		否 ヒ		倉増医院 クラ マ イイン				320-0856		宇都宮市砥上町675-1				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		その他：人材の確保 タ ジンザイ カクホ

		否 ヒ		もてぎの森メディカルプラザ				321-3541		茂木町烏生田下郷330				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		宮澤クリニック ミヤザワ				329-0412		下野市柴291-2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		金澤医院 カナザワ イイン				325-0052		那須塩原市中央町1-8				1		1		2		2		2		1		2		2		2		2		2				1		1		2		2		2		1		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		つるたfamilyクリニック				320-0857		宇都宮市鶴田1-17-23				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		フォレストサイドクリニック				321-0152		宇都宮市西川田6-6-17		028-684-2775		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		今野内科胃腸科医院 コンノ ナイカ イチョウカ イイン				321-0151		宇都宮市西川田町933-1		028-645-6121		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		1		1		1		0

		否 ヒ		小島原医院 コジマ ハラ イイン				329-1104		宇都宮市下岡本町4075				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		1		0

		否 ヒ		永田内科眼科医院 ナガタ ナイカ ガンカイ イン				321-0982		宇都宮市御幸ヶ原町136-9		028-662-6774		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		1		0

		否 ヒ		大栗医院 オオクリ イイン				320-0034		宇都宮市泉町1-27				3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1

		否 ヒ		星小児科医院 ホシ ショウニカ イイン				321-0346		宇都宮市下荒針町3588-2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		金子内科医院 カネコ ナイカ イイン				320-0032		宇都宮市昭和1-1-31				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		否 ヒ		石川医院 イシカワ イイン				322-0015		栃木県鹿沼市上石川1-319 ３２２－００１５		0289-76-3145		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		当方では特別養護老人ホームの嘱託医を兼ねておりますため、24時間体制での診察となっております。今回のアンケートに対しましては、オーバーワークにつき協力いたしかねます。 トウホウ トクベツ ヨウゴ ロウジン ショクタクイ カ ジカン タイセイ シンサツ コンカイ タイ キョウリョク

		否 ヒ		しみずファミリークリニック				321-0951		宇都宮市越戸3-15-27				1		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		0		0		0		0		0

		否 ヒ		岡医院 オカ イイン				321-1403		日光市下鉢石町997-1				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		1		1		0		そもそも開業の小児科医が少ないうえに、在宅医療をやっている小児科はほとんどいないのが現状。以前、在宅の重症心身障害児の訪問診療を頼まれて行ったことがあるが、大人の訪問診療と勝手が違う為、内科医にはハードルが高いと感じた。是非、近くの小児科の先生に少しでも取り組んでもらうしかないかと思います。 カイギョウ ショウニ カ イ スク ザイタク イリョウ ショウニカ ゲンジョウ イゼン ザイタク ジュウショウ シンシン ショウガイジ ホウモン シンリョウ タノ オコナ オトナ ホウモン シンリョウ カッテ チガ タメ ナイカ イ タカ カン ゼヒ チカ ショウニカ センセイ スコ ト ク オモ

		否 ヒ		風見診療所 カザミ シンリョウジョ				329-2335		塩谷町上平27				3		3		1		3		2		3		3		2		1		3		3				3		1		1		3		2		2		3		3		2		1		3		3		2		2		0		1		1		0		1		0		1		1		0

		否 ヒ		土谷医院 ツチヤ イイン				321-0136		宇都宮市みどり野町14-3				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		1		0

		否 ヒ		遠藤小児科 エンドウ ショウニカ				321-0982		宇都宮市御幸ヶ原町224-10				1		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		1		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		油布医院 ユフ イイン				321-0414		宇都宮市中里町175-8				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		1		0

		承諾 ショウダク		さいとう小児科 ショウニカ		0282-22-0757 		328-0015		栃木市万町30番16号		0282-22-0757		1		1		3		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		1		0

		承諾 ショウダク		冨塚メデｲカルクリニック		028-666-2555		321-2116		宇都宮市徳次郎町888				1		1		2		2		2		2		2		2		1		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0		なるべく協力したいが、現在当院副院長が体調悪く、休養中のため困難となっています。 キョウリョク ゲンザイ トウイン フクインチョウ タイチョウ ワル キュウヨウチュウ コンナン

		承諾 ショウダク		山浦内科医院		0284-21-6653 		326-0843		足利市五十部町1256-5				1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3				1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		4		1		1		1		0		0		0		1		0		0

		承諾 ショウダク		小倉医院		0282-82-0057		321-0227		壬生町通町10-5				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		承諾 ショウダク		飯岡小児科		0289-65-3257		322-0074		鹿沼市日吉町569-2				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		3				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		3		2		2		2		0		0		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		角田内科医院		0285-53-5665 		329-0511		下野市石橋549				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		1		1		1		1		1		0		0

		承諾 ショウダク		おかべこどもクリニック		0285-40-7300 		329-0433		下野市緑5-17-12				3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		くろばね齋藤醫院		0287-54-0031		324-0233		大田原市黒羽田町612				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		1		0

		承諾 ショウダク		立花医院		0287-72-0311		325-0003		那須郡那須町寺子乙3967-190				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		その他：スタッフの充実　　1～9すべて当てはまります タ ジュウジツ ア

		承諾 ショウダク		さいとうハート＆キッズクリニック		0287-53-7979		324-0043		大田原市浅香1-4-3				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		1		0

		承諾 ショウダク		小山すぎの木クリニック		0285-30-3456		323-0806		小山市中久喜1131-1				1		1		1		1		1		1		2		2		2		1		1				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		4		1		1		0		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		有村小児科医院		028-656-7207		321-0912		宇都宮市石井町3128-11		028-656-7207		1		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		1		0		1		1		0		無床の診療所の小児科医としては、急性疾患（特に感染症が多く）への対応が中心です。時間に追われています。予防接種については、時間枠をとって対応できます。一次診療についても、訪問看護との連携等があれば対応可能な場合があります。（例えば点滴投薬等）現時点では往診は無理ですが。 ムショウ シンリョウジョ ショウニ カ イ キュウセイ シッカン トク カンセンショウ オオ タイオウ チュウシン ジカン オ ヨボウ セッシュ ジカンワク タイオウ イチジ シンリョウ ホウモン カンゴ レンケイ トウ タイオウ カノウ バアイ タト テンテキ トウヤク ナド ゲンジテン オウシン ムリ

		承諾 ショウダク		吉永医院		0285-63-2303		321-3564		茂木町増井190-1				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		1		1		0		0		0

		承諾 ショウダク		あさかクリニック		0287-22-2601		324-0043		大田原市浅香3-3711				1		1		2		2		2		2		1		1		2		2		2				1		1		2		2		2		2		1		1		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		坪水医院		0283-62-0265		327-0312		佐野市栃本町2241				1		1		3		3		3		3		3		3		1		3		3				1		1		3		3		3		3		3		3		1		3		3		3		3		3		0		1		1		0		0		0		0		1		0		若い頃、町田市にある重度心身障害者の施設にボランティアで行き、足で書いたお手紙をもらって感動しました。何かのお役にたてればと思いますが、現在実態がよく分かりません。 ワカ コロ マチダシ ジュウド シンシン ショウガイシャ シセツ イ アシ カ テガミ カンドウ ナニ ヤク オモ ゲンザイ ジッタイ ワ

		承諾 ショウダク		こどもヶ丘診療所		028-615-1077		321-0151		宇都宮市西川田町183-21				1		1		3		3		3		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		1		0		1		1		0

		承諾 ショウダク		竹田内科小児科クリニック		0282-29-1233		328-0011		栃木市大宮町52番地		0282-29-1233		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		0		1		1		1		0		0		1		0

		承諾 ショウダク		すながクリニック		0284-44-7211		326-0015		足利市八椚町494-1　				1		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		1		1		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		片山医院		028-661-9764		321-0944		宇都宮市東峰町3008-21				1		1		2		2		2		1		2		2		2		2		2				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		4		0		1		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		稲毛クリニック		0283-25-2566		327-0103		佐野市石塚町893-1				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		1		1		1		1		1		その他：当クリニックでは勤務医での診療のみを行っており、重症心身障害児に対応できるシステムはととのっておらず、申し訳ありません。 タ トウ キンムイ シンリョウ オコナ ジュウショウ シンシン ショウガイジ タイオウ モウ ワケ

		承諾 ショウダク		小川こどもクリニック		0289-74-5421		322-0027		鹿沼市貝島町5006-2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		くさの小児科		0284-73-7000		326-0335		足利市上渋垂町338-3				3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		みやの杜クリニック　		028-683-7811		321-0904		宇都宮市陽東2-4-5				1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1				3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		1		0		0		1		0		0		1		0		0		0		Q2訪問診療のみ対応可 ホウモン シンリョウ タイオウ カ

		承諾 ショウダク		にいたに内科　		028-675-6515		329-1231		塩谷郡高根沢町宝石台 3-3-19				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1

		承諾 ショウダク		よこやま内科小児科クリニック		0282-24-8102		328-0075		栃木市箱森町38-70				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		さいとうクリニック		0287-39-1805		329-2724		那須塩原市西幸町7-13				1		1		3		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		0		0		0		0		1		その他：現在の診療所での診療との兼ね合いが困難であり、複数の医師や看護師が必要 タ ゲンザイ シンリョウジョ シンリョウ カ ア コンナン フクスウ イシ カンゴシ ヒツヨウ

		承諾 ショウダク		桜井消化器科・内科		028-643-0870		320-0073		宇都宮市細谷1-7-38				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		承諾 ショウダク		佐藤医院		0287-96-2841		324-0501		那須郡那珂川町小川2960-1				1		1		3		3		2		3		3		2		1		1		1				1		1		3		3		2		3		3		2		1		1		1		3		3		4		0		1		1		1		0		1		0		0		0

		承諾 ショウダク		大根田内科医院		028-624-6322		320-0072		宇都宮市若草3-4-22				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		0		0		0		0		0		0		0		当方の医師が高齢であり、しかもスタッフがそろっていないので在宅医療は無理なので、ましてや重症心身障害者においておやです。 トウホウ イシ コウレイ ザイタク イリョウ ムリ ジュウショウ シンシン ショウガイシャ

		承諾 ショウダク		医療法人　赤羽病院		028-661-5446		321-0904		宇都宮市陽東7-2-2				1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3				3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		2		2		2		0		1		1		1		0		0		1		0		0

		承諾 ショウダク		田井の里クリニック		0285-81-6502		321-4301		真岡市西田井内外748-2				1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2				3		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		みずぬまクリニック		0287-39-1581		329-2751		那須塩原市東三島2-80-6				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		その他：在宅医療をやっていないので現状は無理である タ ザイタク イリョウ ゲンジョウ ムリ

		承諾 ショウダク		キッズクリニックはせがわ		0283-27-0200		327-0843		佐野市堀米町3946-6				1		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		その他：時間的余裕 タ ジカンテキ ヨユウ

		承諾 ショウダク		小森谷内科医院		0282-43-7327		329-4404		栃木市大平町富田4003-8				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		熊倉医院		0282-55-8425		329-4316		下都賀郡岩舟町新里180-1				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		いちはらファミリークリニック		028-612-8350		321-0414		宇都宮市中里町322				3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3				3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		1		2		0		1		1		1		0		1		0		1		0

		承諾 ショウダク		かとう小児科 ショウニカ		0282-82-7576		321-0218		壬生町落合3-7-30		 		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		福田こどもクリニック		028-659-8850		320-0852		栃木県宇都宮市下砥上町1545-20				1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3				1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		2		2		2		0		1		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		てらもと小児科		028-650-6636		321-0975		宇都宮市関堀町971-6				1		1		3		2		2		3		3		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		0		小児科医としてはもっと積極的に協力しなければいけないと思いますが、現在の我診療所の状態では不可能なことが多く残念です。 ショウニ カ イ セッキョクテキ キョウリョク オモ ゲンザイ ワガ シンリョウジョ ジョウタイ フカノウ オオ ザンネン

		承諾 ショウダク		木村内科医院		0288-22-7880		321-1264		日光市瀬尾497-1				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		承諾 ショウダク		こばやしファミリークリニック		0283-85-9900		327-0311		佐野市多田町566				1		1		1		1		3		1		1		2		1		1		1				1		1		1		1		3		1		1		3		1		1		1		3		3		2		0		1		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		あいファミリィクリニック足利 アシカガ		0284-22-3788		329-4213		足利市寺岡町505-1				1		1		1		1		1		1		1		3		1		1		1				1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		1		0		1		0		0		0		0		1		0

		承諾 ショウダク		腰塚医院		0282-62-2072		323-1104		栃木市藤岡町藤岡1845-10				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		1		1		1		1		0

		承諾 ショウダク		桜井こどもクリニック		0282-24-5987		328-0034		栃木市本町16-9				1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		承諾 ショウダク		神鳥谷クリニック		0285-22-7700		323-0827		小山市神鳥谷1-19-1		 		2		2		2		2		2		2		2		2		1		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		持田医院		0282-67-3661		329-0319		栃木市藤岡町中根115-5				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		4		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		田村医院		0282-43-3368		329-4423		栃木市大平町西水代1835-1				1		1		1		1		1		1		1		2		1		1		1				1		1		1		1		1		1		1		2		1		1		1		3		1		4		1		1		1		1		1		1		1		1		0		Q5.訪問看護、訪問リハビリテーションを利用 ホウモン カンゴ ホウモン リヨウ

		承諾 ショウダク		大橋内科クリニック		0282-82-8522		321-0219		壬生町福和田1003-1				1		1		2		2		2		3		2		2		2		2		3				1		1		2		2		2		3		2		2		2		2		3		3		3		2		0		1		1		0		0		0		0		1		0

		承諾 ショウダク		てらだファミリークリニック		028-654-2188		321-0132		宇都宮市雀の宮5-5-1				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		1		1		1		1		0

		承諾 ショウダク		あおい内科小児科ｸﾘﾆｯｸ		028-663-6000		321-0973		宇都宮市岩曽町1086-1				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		1		1		1		その他：往診時間の確保ができること タ オウシン ジカン カクホ

		承諾 ショウダク		飯塚医院		0287-92-2034		324-0613		那須郡那珂川町馬頭484-3				1		1		2		2		2		2		2		2		1		2		1				1		1		2		2		2		2		2		2		1		2		1		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		0

		承諾 ショウダク		やの小児科医院		0285-56-0280		329-0611		河内郡上三川町上三川3446-3				1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3				1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		2		2		2		0		1		1		1		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		仲嶋医院		028-681-7755		329-1311		さくら市氏家3245-17				3		3		3		3		2		3		3		3		3		2		3				3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		2		3		2		1		1		1		1		1		1		1		0		0		成人（18才以上）を対象に回答しました セイジン サイ イジョウ タイショウ カイトウ

		承諾 ショウダク		小林診療所		0285-82-3873		321-4369		真岡市熊倉3-10-7				1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		1				1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		1		2		2		2		0		1		0		0		0		1		0		0		0

		承諾 ショウダク		西真岡こどもクリニック		0285-81-7900		321-4341		真岡市高勢町3-205-1				1		1		1		3		1		1		1		1		1		3		3				1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		その他：現在おこなっています タ ゲンザイ

		承諾 ショウダク		鈴木医院		0285-72-2032		321-4217		益子町益子1747-2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		承諾 ショウダク		緑の屋根診療所		0283-20-2577		327-0843		佐野市堀米町1348-5				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		0		0		1		0		1		0		1		0		0		地域の社会資源が少ない。マンパワー不足 チイキ シャカイ シゲン スク ブソク

		承諾 ショウダク		ひがのクリニック		0285-74-0051 		321-4521		真岡市久下田941-1				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		豊郷中央渡辺内科　		028-622-8900		320-0004		宇都宮市長岡町1217-5				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		1				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		1		0		0

		承諾 ショウダク		きくちクリニック		028-683-3387		321-0903		宇都宮市下平出町614-2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		0		0

		承諾 ショウダク		サンレディースクリニック		0282-24-3541		328-0024		栃木市樋ノ口町504-1				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		医療法人　亀田内科		028-633-2884		320-0812		宇都宮市一番町1-28				1		1		1		2		2		1		2		2		2		2		1				1		1		1		2		2		1		2		2		2		2		1		3		3		3		0		0		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		越戸クリニック		028-660-6190		321-0951		宇都宮市越戸町139-6				1		1		2		2		2		3		2		2		2		2		3				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		佐藤内科		0285-53-1305		329-0511		下野市石橋839-14				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		承諾 ショウダク		グリムこどもクリニック		0285-51-1515		329-0502		下野市下古山2-6-17				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		事前連絡の上での一次診療、予防接種ですので、申し訳ありません。 ジゼン レンラク ウエ イチジ シンリョウ ヨボウ セッシュ モウ ワケ

		承諾 ショウダク		吉原医院		0288-21-0161		321-1261		日光市今市826-4				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		1		1		1		その他：設備 タ セツビ

		承諾 ショウダク		梅園医院		028-633-2869		320-0035		宇都宮市伝馬町3-28				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		1		0		0

		承諾 ショウダク		森田医院		028-633-1573		320-0861		宇都宮市西3-5-8				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		鈴木内科クリニック		028-655-1229		321-0139		宇都宮市若松原2-4-19				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		その他：24時間対応が必要となると考えますが、当院診療時間内の往診は難しいと考えます。 タ ジカン タイオウ ヒツヨウ カンガ トウイン シンリョウ ジカン ナイ オウシン ムズカ カンガ

		承諾 ショウダク		小松医院		0289-60-5515		322-0064		鹿沼市文化橋町2300-1				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		1		0		0		1		0



														1.医療ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する外来診療について、以下の医療行為に対応できますか。 イリョウ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ガイライ シンリョウ イカ イリョウ コウイ タイオウ																								2.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する往診及び訪問診療について、以下の医療行為に対応できますか イリョウテキ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ オウシン オヨ ホウモン シンリョウ イカ イリョウ コウイ タイオウ

														予防接種 ヨボウ セッシュ		一次診療
（経過観察、栄養観察を含む） イチジ シンリョウ ケイカ カンサツ エイヨウ カンサツ フク		経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ		経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ		中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ		酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ		気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ		人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ		尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ		人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ		褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ				予防接種 ヨボウ セッシュ		一次診療
（経過観察、栄養観察を含む） イチジ シンリョウ ケイカ カンサツ エイヨウ カンサツ フク		経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ		経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ		中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ		酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ		気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ		人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ		尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ		人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ		褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ

										1		できる		83		57		12		9		7		13		11		6		17		8		16		できる		39		29		8		6		5		9		9		6		10		7		12

										2		できない		55		80		127		134		142		130		136		146		131		137		124		できない		102		115		141		143		148		140		144		148		140		145		134

										3		要相談 ヨウ ソウダン		27		28		26		22		16		22		18		13		16		20		25		要相談 ヨウ ソウダン		24		21		16		16		12		15		12		11		15		13		19

																																																														0

														3.24時間、重症心身障害児（18歳未満）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイジ サイ ミマン イリョウ タイオウ

										1		できる		1

										2		できない		150

										3		要相談 ヨウ ソウダン		14

														4.24時間、重症心身障害者（18歳以上）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイシャ サイ イジョウ イリョウ タイオウ

										1		できる		3

										2		できない		150

										3		要相談 ヨウ ソウダン		12

														5.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する訪問リハビリてーションを提供していますか イリョウテキ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ホウモン テイキョウ

										1		提供している テイキョウ		1

										2		提供していない テイキョウ		152

										3		提供していないが対応は可能 テイキョウ タイオウ カノウ		4

										4		要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン		8

														6.重症心身障害児（者）在宅医療に対応できるようになるための条件はなんですか

										1		診療報酬の点数が増えること シンリョウ ホウシュウ テンスウ フ		24

										2		訪問看護尾の連携 ホウモン カンゴ オ レンケイ		73

										3		病院との連携 ビョウイン レンケイ		90

										4		在宅療養支援診療所と小児科医とのグループ診療 ザイタク リョウヨウ シエン シンリョウジョ ショウニ カ イ シンリョウ		43

										5		在宅療養支援診療所に助言や相談を求めることができること ザイタク リョウヨウ シエン シンリョウジョ ジョゲン ソウダン モト		28

										6		小児科医に助言や相談を求めることができること ショウニ カ イ ジョゲン ソウダン モト		26

										7		経験のある医師がいること ケイケン イシ		62

										8		研修などの自己のスキルアップ ケンシュウ ジコ		47

										9		その他 タ		21



できる	予防接種	一次診療	
（経過観察、栄養観察を含む）	経鼻経管栄養の管理	経皮経管栄養の管理	
（胃ろう）	中心静脈栄養の管理	酸素療法の管理	気管切開の管理	人工呼吸器の管理	尿道留置カテーテル	
の管理	人工肛門の管理	褥瘡の管理	83	57	12	9	7	13	11	6	17	8	16	できない	予防接種	一次診療	
（経過観察、栄養観察を含む）	経鼻経管栄養の管理	経皮経管栄養の管理	
（胃ろう）	中心静脈栄養の管理	酸素療法の管理	気管切開の管理	人工呼吸器の管理	尿道留置カテーテル	
の管理	人工肛門の管理	褥瘡の管理	55	80	127	134	142	130	136	146	131	137	124	要相談	予防接種	一次診療	
（経過観察、栄養観察を含む）	経鼻経管栄養の管理	経皮経管栄養の管理	
（胃ろう）	中心静脈栄養の管理	酸素療法の管理	気管切開の管理	人工呼吸器の管理	尿道留置カテーテル	
の管理	人工肛門の管理	褥瘡の管理	27	28	26	22	16	22	18	13	16	20	25	3.24時間、重症心身障害児（18歳未満）の医療に対応ができますか	できる	できない	要相談	1	150	14	4.24時間、重症心身障害者（18歳以上）の医療に対応ができますか	できる	できない	要相談	3	150	12	5.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する訪問リハビリてーションを提供していますか	提供している	提供していない	提供していないが対応は可能	要相談（条件による）	1	152	4	8	6.重症心身障害児（者）在宅医療に対応できるようになるための条件はなんですか	診療報酬の点数が増えること	訪問看護尾の連携	病院との連携	在宅療養支援診療所と小児科医とのグループ診療	在宅療養支援診療所に助言や相談を求めることができること	小児科医に	助言や相談を求めることができること	経験のある医師がいること	研修などの自己のスキルアップ	その他	24	73	90	43	28	26	62	47	21	できる	予防接種	一次診療	
（経過観察、栄養観察を含む）	経鼻経管栄養の管理	経皮経管栄養の管理	
（胃ろう）	中心静脈栄養の管理	酸素療法の管理	気管切開の管理	人工呼吸器の管理	尿道留置カテーテル	
の管理	人工肛門の管理	褥瘡の管理	39	29	8	6	5	9	9	6	10	7	12	できない	予防接種	一次診療	
（経過観察、栄養観察を含む）	経鼻経管栄養の管理	経皮経管栄養の管理	
（胃ろう）	中心静脈栄養の管理	酸素療法の管理	気管切開の管理	人工呼吸器の管理	尿道留置カテーテル	
の管理	人工肛門の管理	褥瘡の管理	102	115	141	143	148	140	144	148	140	145	134	要相談	予防接種	一次診療	
（経過観察、栄養観察を含む）	経鼻経管栄養の管理	経皮経管栄養の管理	
（胃ろう）	中心静脈栄養の管理	酸素療法の管理	気管切開の管理	人工呼吸器の管理	尿道留置カテーテル	
の管理	人工肛門の管理	褥瘡の管理	24	21	16	16	12	15	12	11	15	13	19	

診療所 (2)

		Ｑ１		1.医療ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する外来診療について、以下の医療行為に対応できますか。 イリョウ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ガイライ シンリョウ イカ イリョウ コウイ タイオウ

				Ｑ1-1										予防接種 ヨボウ セッシュ

				Ｑ1-2										一次診療
（経過観察、栄養観察を含む） イチジ シンリョウ ケイカ カンサツ エイヨウ カンサツ フク

				Ｑ1-3										経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ

				Ｑ1-4										経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ

				Ｑ1-5										中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ

				Ｑ1-6										酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ

				Ｑ1-7										気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ

				Ｑ1-8										人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ

				Ｑ1-9										尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ

				Ｑ1-10										人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ

				Ｑ1-11										褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ

		Ｑ２		2.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する往診及び訪問診療について、以下の医療行為に対応できますか イリョウテキ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ オウシン オヨ ホウモン シンリョウ イカ イリョウ コウイ タイオウ

				Ｑ2-1										予防接種 ヨボウ セッシュ

				Ｑ2-2										一次診療
（経過観察、栄養観察を含む） イチジ シンリョウ ケイカ カンサツ エイヨウ カンサツ フク

				Ｑ2-3										経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ

				Ｑ2-4										経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ

				Ｑ2-5										中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ

				Ｑ2-6										酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ

				Ｑ2-7										気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ

				Ｑ2-8										人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ

				Ｑ2-9										尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ

				Ｑ2-10										人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ

				Ｑ2-11										褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ

		Ｑ3		3.24時間、重症心身障害児（18歳未満）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイジ サイ ミマン イリョウ タイオウ

				Ｑ3-1										できる

				Ｑ3-2										できない

				Ｑ3-3										要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン

		Ｑ4		4.24時間、重症心身障害者（18歳以上）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイシャ サイ イジョウ イリョウ タイオウ

				Ｑ4-1										できる

				Ｑ4-2										できない

				Ｑ4-3										要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン

		Ｑ5		5.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する訪問リハビリてーションを提供していますか イリョウテキ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ホウモン テイキョウ

				Ｑ5-1										提供している テイキョウ

				Ｑ5-2										提供していない テイキョウ

				Ｑ5-3										提供していないが対応は可能 テイキョウ タイオウ カノウ

				Ｑ5-4										要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン

		Ｑ6		6.重症心身障害児（者）在宅医療に対応できるようになるための条件はなんですか ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ ザイタク イリョウ タイオウ ジョウケン

				Ｑ6-1										診療報酬の点数が増えること シンリョウ ホウシュウ テンスウ フ

				Ｑ6-2										訪問看護尾の連携 ホウモン カンゴ オ レンケイ

				Ｑ6-3										病院との連携 ビョウイン レンケイ

				Ｑ6-4										在宅療養支援診療所と小児科医とのグループ診療 ザイタク リョウヨウ シエン シンリョウジョ ショウニ カ イ シンリョウ

				Ｑ6-5										在宅療養支援診療所に助言や相談を求めることができること ザイタク リョウヨウ シエン シンリョウジョ ジョゲン ソウダン モト

				Ｑ6-6										小児科医に助言や相談を求めることができること ショウニ カ イ ジョゲン ソウダン モト

				Ｑ6-7										経験のある医師がいること ケイケン イシ

				Ｑ6-8										研修などの自己のスキルアップ ケンシュウ ジコ

				Ｑ6-9										その他 タ

		Ｑ7		7.重症心身障害児（者）の方に対する医療、在宅生活等についてお気づきのことなど、ご自由にお書きください ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ カタ タイ イリョウ ザイタク セイカツ ナド キ ジユウ カ



		承諾可否 ショウダク カヒ		診療所名 シンリョウジョ メイ		電話番号 デンワ バンゴウ		郵便番号 ユウビンバンゴウ		所在地 ショザイチ		電話番号 デンワ バンゴウ		Ｑ１　1.医療ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する外来診療について、以下の医療行為に対応できますか。																								Ｑ２　2.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する往診及び訪問診療について、以下の医療行為に対応できますか																						Ｑ3		Ｑ4		Ｑ5		Ｑ6　6.重症心身障害児（者）在宅医療に対応できるようになるための条件はなんですか																		Ｑ7重症心身障害児（者）の方に対する医療、在宅生活等についてお気づきのことなど、ご自由にお書きください

														Ｑ1-1		Ｑ1-2		Ｑ1-3		Ｑ1-4		Ｑ1-5		Ｑ1-6		Ｑ1-7		Ｑ1-8		Ｑ1-9		Ｑ1-10		Ｑ1-11				Ｑ2-1		Ｑ2-2		Ｑ2-3		Ｑ2-4		Ｑ2-5		Ｑ2-6		Ｑ2-7		Ｑ2-8		Ｑ2-9		Ｑ2-10		Ｑ2-11								Ｑ6-1		Ｑ6-2		Ｑ6-3		Ｑ6-4		Ｑ6-5		Ｑ6-6		Ｑ6-7		Ｑ6-8		Ｑ6-9

		否 ヒ		不明 フメイ						不明 フメイ		不明 フメイ		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		7		0		0

		否 ヒ		不明 フメイ						不明 フメイ		不明 フメイ		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		1		1		0		0		0		1		0

		否 ヒ		不明 フメイ						不明 フメイ		不明 フメイ		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		不明 フメイ						不明 フメイ		不明 フメイ		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		0

		否 ヒ		不明 フメイ						不明 フメイ		不明 フメイ		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		否 ヒ		不明 フメイ						不明 フメイ		不明 フメイ		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		0		1		0

		否 ヒ		不明 フメイ						不明 フメイ		不明 フメイ		1		1		2		2		2		2		2		2		1		2		1				1		1		2		2		2		2		2		2		1		2		1		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		その他：各種の健康的処置の管理ができるかどうか。その訓練を受けているかどうかです。 タ カクシュ ケンコウテキ ショチ カンリ クンレン ウ

		否 ヒ		不明 フメイ						不明 フメイ		不明 フメイ		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		0		0		1		0		0

		否 ヒ		不明 フメイ						不明 フメイ		不明 フメイ		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		その他:スタッフ不足（医師、看護師、介助者）スペース不足 タ フソク イシ カンゴシ カイジョシャ フソク

		否 ヒ		宇都宮市保健所 ウツノミヤシ ホケンジョ				321-0974		宇都宮市竹林町972				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		その他：保健所は直接的な医療サービスを行っていないことから、今後も対応は行わない タ ホケンジョ チョクセツ テキ イリョウ オコナ コンゴ タイオウ オコナ

		承諾 ショウダク		深谷医院 フカヤ イイン		0285-75-0007 		321-4502		真岡市物井1268-7				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		1				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		1		2		2		2		0		0		1		1		0		0		0		0		0

		否 ヒ		こどもクリニックしまむら				326-0822		足利市田中町908-4				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		かしま産婦人科 サンフジンカ		0284-65-0341		326-0844		足利市鹿島町501-1				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		婦人科疾患（不正性器出血/帯下/外陰掻痒等）については外来対応させて頂いております フジンカ シッカン フセイ セイキ シュッケツ タイゲ ガイイン カ カユ ナド ガイライ タイオウ イタダ

		否 ヒ		医療法人雄仁会　奥山医院 イリョウ ホウジン ユウジン カイ オクヤマ イイン				322-0065		鹿沼市上材木町2320				1		3		3		3		3		3		1		3		3		2		2				1		3		2		3		2		3		1		3		3		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		1		1		0		0

		否 ヒ		水沼医院 ミズヌマ イイン				321-0628		那須烏山市金井1-14-8				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		3				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		飯野医院				321-4539		真岡市長沼730-1				3		2		2		2		2		3		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		おおきこどもクリニック		0285-41-0025 		329-0207		小山市美しが丘3-35-3				1		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		宇都宮市子ども発達センター診療所 ウツノミヤシ コ ハッタツ シンリョウジョ		028-647-4720		320-0851		栃木県宇都宮市鶴田町970-1				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		その他：子ども発達センター内の療育を利用する児の診療所であるため タ コ ハッタツ ナイ リョウイク リヨウ ジ シンリョウジョ

		承諾 ショウダク		中川医院 ナカガワ イイン		0287-62-0040		325-0057		那須塩原市黒磯幸町6-27				3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		1		0		1		0

		否 ヒ		ももやこどもクリニック				321-0118		宇都宮市インターパーク3-6-1				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		1		0		0		0		0		0

		否 ヒ		阿久津医院 アクツ イイン				329-1226		高根沢町大谷176-1 タカネザワマチ オオタニ				1		1		2		2		2		3		2		2		3		3		3				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		1		0		0		0		1		0		0

		否 ヒ		伊保内診療所 イホ ナイ シンリョウジョ				327-0034		佐野市伊保内町3841-1				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		1		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		にじいろこども診療所 シンリョウジョ		0285-44-7716		329-0414		下野市小金井4-1-1				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		0		1		1		0

		否 ヒ		戸野塚内科医院 トノヅカ ナイカ イイン				323-0064		小山市下石塚471				3		3		3		3		3		1		1		1		1		3		1				3		3		3		3		3		1		1		1		1		3		1		3		3		4		0		0		1		0		0		1		1		1		0

		否 ヒ		賀川診療所 カガワ シンリョウジョ				326-0843		足利市五十部町1785				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		1		0		1		0		0

		承諾 ショウダク		豊郷台クリニック ユタカ ゴウ ダイ		028-643-8998		320-0003		宇都宮市豊郷台2-21-3		028-643-8998（FAX8999）		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1				1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		2		0		1		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		いとうこどもクリニック		0289-63-5566		322-0025		鹿沼市緑町2-2-29				1		1		3		3		2		2		3		2		2		3		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		0		0		1		1		0

		承諾 ショウダク		清原台こどもクリニック キヨハラ ダイ		028-305-6017		321-3223		宇都宮市清原台2-4-14				1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		その他：医師、看護師の増員 タ イシ カンゴシ ゾウイン

		否 ヒ		阿部医院				324-0032		大田原市佐久山2018 オオタワラシ サクヤマ		0287-28-0053（FAX0287-28-2112）		1		1		2		2		2		2		1		2		1		2		1				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		4		0		1		1		0		1		0		0		1		0

		否 ヒ		中元内科医院 ナカモト ナイカ イイン				328-0027		栃木市今泉町2-10-18				1		3		2		2		2		3		2		2		3		2		3				3		3		2		2		2		3		2		2		3		2		3		2		2		2		0		0		1		0		1		0		0		1		0		①重症心身障害者の重症度の程度問題　②家庭の受け入れ問題、経済的負担 ジュウショウ シンシン ショウガイシャ ジュウショウ ド テイド モンダイ カテイ ウ イ モンダイ ケイザイテキ フタン

		否 ヒ		布川小児科 フカワ ショウニ カ				322-0036		鹿沼市下田町2-1099				1		1		3		3		2		3		2		2		2		3		3				1		1		3		3		2		3		2		2		2		2		3		2		2		2		0		1		1		1		0		0		1		1		0

		否 ヒ		ちづかクリニック				328-0133		栃木市大森町445-4		0282-31-3750		3		3		3		3		2		3		2		2		2		2		3				3		3		3		3		2		3		2		2		2		2		3		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		多島医院 タジマ イイン				321-1524		日光市足尾町赤沢21-28				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		否 ヒ		篠崎内科クリニック シノザキ ナイカ				321-3223		宇都宮市清原台6-1-13				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		否 ヒ		和久医院 ワク イイン				321-3324		芳賀町西水沼119-1				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		否 ヒ		近藤クリニック コンドウ				321-0634		那須烏山市野上町637-2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		0		0		0		0		1		0		0

		否 ヒ		高根沢内科クリニック タカネザワ ナイカ				321-4305		真岡市荒町2-11-1				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		岡田こどもクリニック オカダ				327-0832		佐野市植上町1408-2				1		3		3		3		3		2		3		2		3		3		3				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		0		0		0		0		0		往診医療ができたらと考えていた時もありましたが、現在は物理的に困難で申し訳ありません
重心のお子さんの通院所と個別の相談で応じる可能性はあります オウシン イリョウ カンガ トキ ゲンザイ ブツリテキ コンナン モウ ワケ ジュウシン コ ツウイン ジョ コベツ ソウダン オウ カノウセイ

		否 ヒ		真岡メディカルクリニック モオカ				321-4305		真岡市荒町3-49-6				3		3		3		3		3		3		3		3				3		3				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		0		0		0		1		1		0

		否 ヒ		いしだ整形外科 セイケイ ゲカ				321-0912		宇都宮市石井町3236-1				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		山中クリニック ヤマナカ				327-0835		佐野市植下町2468				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		1		1		0		0		1		0		0

		否 ヒ		医療法人　寿幸会　吉野医院 イリョウ ホウジン コトブキ サチ カイ ヨシノ イイン				320-0014		宇都宮市大曽4-9-11				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		1		1		0		0		1		0		0

		否 ヒ		柳田産婦人科・小児科医院 ヤナギダ サンフジンカ ショウニカ イイン				321-4361		真岡市並木町4-5-3				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		0

		否 ヒ		石田消化器科・内科クリニック イシダ ショウカキ カ ナイカ				321-0216		壬生町壬生丁259-7				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		1		0		0		0		0		0

		否 ヒ		赤羽胃腸科・外科・肛門科医院 アカバネ イチョウカ ゲカ コウモンカ イイン				324-0052		大田原市城山2-5-29				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		医療法人　文仁会　扶桑医院 イリョウ ホウジン ブン ジン カイ フソウ イイン				323-0016		小山市扶桑1-2-1				1		3		3		3		2		2		3		2		3		3		3				3		3		3		2		2		2		3		2		3		2		3		2		2		2		0		0		1		1		0		0		1		1		0

		否 ヒ		馬場医院 ババ イイン				327-0043		佐野市君田町35				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		否 ヒ		井戸川クリニック イドガワ				326-0331		足利市福富町2096-1				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		0		0		1		0		0		0

		否 ヒ		鎌田浅香医院 カマタ アサカ イイン				324-0043		大田原市浅香3-3-9				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		0		1		0		0		0		0		0		0		高額医療はひかえています。悪質ととらえられますので!! コウガク イリョウ アクシツ

		否 ヒ		山門クリニック ヤマカド				328-0031		栃木市日の出町6-35				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		0		0		0		1		0

		否 ヒ		新村ファミリークリニック ニイムラ				328-0011		栃木市大宮町2120-11				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		宇都宮東部クリニック ウツノミヤ トウブ				321-3223		宇都宮市清原台5-14-19				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1

		否 ヒ		車田医院 クルマダ イイン				324-0242		大田原市大豆田457-24				3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3				3		3		3		3		3		0		2		2		3		3		3		2		2		2		0		0		1		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		にがみどう内科クリニック ナイカ				322-0003		鹿沼市仁神堂町351-26				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		松谷内科胃腸科クリニック マツヤ ナイカ イチョウカ				321-3304		芳賀町祖母井1708-17				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		1		0		0

		否 ヒ		まなか医院 イイン				329-1225		高根沢町石末２０９３－１０				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		植木医院 ウエキ イイン				329-2224		塩谷町金枝950				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		1		2		2		2		2		3		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		0		0		0		0		0

		否 ヒ		大岡医院 オオオカ イイン				320-0047		宇都宮市一の沢274-7				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		川野クリニック カワノ				329-1112		宇都宮市上田原町660-6				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		0		1		0

		否 ヒ		陣内医院 ジンナイ イイン				321-0225		壬生町本丸1-7-10		0282-82-0242		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		1		0

		否 ヒ		船越医院 フナコシ イイン				328-0111		栃木市都賀町家中5986-6				1		1		2		2		2		2		2		2		3		2		3				1		1		2		2		2		2		2		2		3		2		3		2		2		2		0		1		1		0		1		1		0		1		0

		否 ヒ		林クリニック ハヤシ				321-0158		宇都宮市西川田本町1-8-29				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		0		0		0		0		0

		否 ヒ		河島医院 カワシマ イイン				329-3436		那須郡那須町伊王野1503				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		松本内科医院 マツモト ナイカ イイン				321-0226		壬生町中央町6-37				3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		否 ヒ		佐藤医院 サトウ イイン				329-2728		栃木県那須塩原市西栄町7-16 ３２９－２７２８		0287-36-0147		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1

		否 ヒ		渡部医院 ワタナベ イイン				329-3153		那須塩原市大原間140-1 ナスシオバラ シ オオハラマ				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		宇都宮市保健センター ウツノミヤシ ホケン				321-0964		宇都宮市駅前通り1-4-6				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		0

		否 ヒ		川村医院 カワムラ イイン				321-2522		日光市鬼怒川温泉大原1396-20				1		1		3		1		3		1		3		2		3		3		3				3		3		3		3		3		3		2		2		3		3		3		2		2		2		0		0		1		0		0		1		1		0		0

		否 ヒ		ほうずみ整形外科内科小児科医院				320-0047		宇都宮市一の沢2-1-43				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		小島内科医院 コジマ ナイカ イイン				321-0168		宇都宮市東原町5-3				3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		1		0		0		0		0

		否 ヒ		那須高原クリニック ナス コウゲン				329-3131		那須塩原市唐杉31-2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		サンフラワークリニック				323-0808		小山市出井1936				3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		昌平町こどもクリニック ショウヘイ マチ				326-0813		足利市昌平町2368				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		①中心となる施設へ患者が訪問するように、移動手段・補助（人、お金）を考えるべき。どうしても動けない、動かせない人のみ専門職（医者以外）が訪問しIT技術等で必要に応じてセンター施設のスペシャリストと連絡し治療（入院‥）の判断をし実行する。
②既存の人・技術・施設を日曜大工的発想で組み合わせて、システムを構築することには賛成できない。現状をどうにかするための方策でなく、医療の公正（正義）を行うためにどうすべきかを考えるべきだと思う チュウシン シセツ カンジャ ホウモン イドウ シュダン ホジョ ヒト カネ カンガ ウゴ ウゴ ヒト センモン ショク イシャ イガイ ホウモン ギジュツナド ヒツヨウ オウ シセツ レンラク チリョウ ニュウイン ハンダン ジッコウ キゾン ヒト ギジュツ シセツ ニチヨウ ダイク テキ ハッソウ ク ア コウチク サンセイ ゲンジョウ ホウサク イリョウ コウセイ セイギ オコナ カンガ オモ

		否 ヒ		赤田診療所 アカダ シンリョウジョ				329-2743		那須塩原市南赤田321-1192				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		手塚内科 テヅカ ナイカ				321-0966		宇都宮市今泉3-12-12				3		3		2		2		2		2		2		2		1		3		3				3		3		2		2		2		2		2		2		3		3		3		2		2		2		0		1		1		0		1		0		1		0		0		今まで具体的な症例に会っていません イマ グタイテキ ショウレイ ア

		否 ヒ		板橋医院 イタバシ イイン				327-0803		佐野市犬伏新町1308-2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		1		1		0

		否 ヒ		倉増医院 クラ マ イイン				320-0856		宇都宮市砥上町675-1				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		その他：人材の確保 タ ジンザイ カクホ

		否 ヒ		もてぎの森メディカルプラザ				321-3541		茂木町烏生田下郷330				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		宮澤クリニック ミヤザワ				329-0412		下野市柴291-2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		金澤医院 カナザワ イイン				325-0052		那須塩原市中央町1-8				1		1		2		2		2		1		2		2		2		2		2				1		1		2		2		2		1		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		つるたfamilyクリニック				320-0857		宇都宮市鶴田1-17-23				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		フォレストサイドクリニック				321-0152		宇都宮市西川田6-6-17		028-684-2775		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		今野内科胃腸科医院 コンノ ナイカ イチョウカ イイン				321-0151		宇都宮市西川田町933-1		028-645-6121		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		1		1		1		0

		否 ヒ		小島原医院 コジマ ハラ イイン				329-1104		宇都宮市下岡本町4075				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		1		0

		否 ヒ		永田内科眼科医院 ナガタ ナイカ ガンカイ イン				321-0982		宇都宮市御幸ヶ原町136-9		028-662-6774		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		1		0

		否 ヒ		大栗医院 オオクリ イイン				320-0034		宇都宮市泉町1-27				3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1

		否 ヒ		星小児科医院 ホシ ショウニカ イイン				321-0346		宇都宮市下荒針町3588-2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		金子内科医院 カネコ ナイカ イイン				320-0032		宇都宮市昭和1-1-31				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		否 ヒ		石川医院 イシカワ イイン				322-0015		栃木県鹿沼市上石川1-319 ３２２－００１５		0289-76-3145		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		当方では特別養護老人ホームの嘱託医を兼ねておりますため、24時間体制での診察となっております。今回のアンケートに対しましては、オーバーワークにつき協力いたしかねます。 トウホウ トクベツ ヨウゴ ロウジン ショクタクイ カ ジカン タイセイ シンサツ コンカイ タイ キョウリョク

		否 ヒ		しみずファミリークリニック				321-0951		宇都宮市越戸3-15-27				1		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		0		0		0		0		0

		否 ヒ		岡医院 オカ イイン				321-1403		日光市下鉢石町997-1				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		1		1		0		そもそも開業の小児科医が少ないうえに、在宅医療をやっている小児科はほとんどいないのが現状。以前、在宅の重症心身障害児の訪問診療を頼まれて行ったことがあるが、大人の訪問診療と勝手が違う為、内科医にはハードルが高いと感じた。是非、近くの小児科の先生に少しでも取り組んでもらうしかないかと思います。 カイギョウ ショウニ カ イ スク ザイタク イリョウ ショウニカ ゲンジョウ イゼン ザイタク ジュウショウ シンシン ショウガイジ ホウモン シンリョウ タノ オコナ オトナ ホウモン シンリョウ カッテ チガ タメ ナイカ イ タカ カン ゼヒ チカ ショウニカ センセイ スコ ト ク オモ

		否 ヒ		風見診療所 カザミ シンリョウジョ				329-2335		塩谷町上平27				3		3		1		3		2		3		3		2		1		3		3				3		1		1		3		2		2		3		3		2		1		3		3		2		2		0		1		1		0		1		0		1		1		0

		否 ヒ		土谷医院 ツチヤ イイン				321-0136		宇都宮市みどり野町14-3				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		1		0

		否 ヒ		遠藤小児科 エンドウ ショウニカ				321-0982		宇都宮市御幸ヶ原町224-10				1		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		1		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		油布医院 ユフ イイン				321-0414		宇都宮市中里町175-8				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		1		0

		承諾 ショウダク		さいとう小児科 ショウニカ		0282-22-0757 		328-0015		栃木市万町30番16号		0282-22-0757		1		1		3		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		1		0

		承諾 ショウダク		冨塚メデｲカルクリニック		028-666-2555		321-2116		宇都宮市徳次郎町888				1		1		2		2		2		2		2		2		1		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0		なるべく協力したいが、現在当院副院長が体調悪く、休養中のため困難となっています。 キョウリョク ゲンザイ トウイン フクインチョウ タイチョウ ワル キュウヨウチュウ コンナン

		承諾 ショウダク		山浦内科医院		0284-21-6653 		326-0843		足利市五十部町1256-5				1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3				1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		4		1		1		1		0		0		0		1		0		0

		承諾 ショウダク		小倉医院		0282-82-0057		321-0227		壬生町通町10-5				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		承諾 ショウダク		飯岡小児科		0289-65-3257		322-0074		鹿沼市日吉町569-2				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		3				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		3		2		2		2		0		0		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		角田内科医院		0285-53-5665 		329-0511		下野市石橋549				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		1		1		1		1		1		0		0

		承諾 ショウダク		おかべこどもクリニック		0285-40-7300 		329-0433		下野市緑5-17-12				3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		くろばね齋藤醫院		0287-54-0031		324-0233		大田原市黒羽田町612				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		1		0

		承諾 ショウダク		立花医院		0287-72-0311		325-0003		那須郡那須町寺子乙3967-190				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		その他：スタッフの充実　　1～9すべて当てはまります タ ジュウジツ ア

		承諾 ショウダク		さいとうハート＆キッズクリニック		0287-53-7979		324-0043		大田原市浅香1-4-3				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		1		0

		承諾 ショウダク		小山すぎの木クリニック		0285-30-3456		323-0806		小山市中久喜1131-1				1		1		1		1		1		1		2		2		2		1		1				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		4		1		1		0		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		有村小児科医院		028-656-7207		321-0912		宇都宮市石井町3128-11		028-656-7207		1		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		1		0		1		1		0		無床の診療所の小児科医としては、急性疾患（特に感染症が多く）への対応が中心です。時間に追われています。予防接種については、時間枠をとって対応できます。一次診療についても、訪問看護との連携等があれば対応可能な場合があります。（例えば点滴投薬等）現時点では往診は無理ですが。 ムショウ シンリョウジョ ショウニ カ イ キュウセイ シッカン トク カンセンショウ オオ タイオウ チュウシン ジカン オ ヨボウ セッシュ ジカンワク タイオウ イチジ シンリョウ ホウモン カンゴ レンケイ トウ タイオウ カノウ バアイ タト テンテキ トウヤク ナド ゲンジテン オウシン ムリ

		承諾 ショウダク		吉永医院		0285-63-2303		321-3564		茂木町増井190-1				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		1		1		0		0		0

		承諾 ショウダク		あさかクリニック		0287-22-2601		324-0043		大田原市浅香3-3711				1		1		2		2		2		2		1		1		2		2		2				1		1		2		2		2		2		1		1		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		坪水医院		0283-62-0265		327-0312		佐野市栃本町2241				1		1		3		3		3		3		3		3		1		3		3				1		1		3		3		3		3		3		3		1		3		3		3		3		3		0		1		1		0		0		0		0		1		0		若い頃、町田市にある重度心身障害者の施設にボランティアで行き、足で書いたお手紙をもらって感動しました。何かのお役にたてればと思いますが、現在実態がよく分かりません。 ワカ コロ マチダシ ジュウド シンシン ショウガイシャ シセツ イ アシ カ テガミ カンドウ ナニ ヤク オモ ゲンザイ ジッタイ ワ

		承諾 ショウダク		こどもヶ丘診療所		028-615-1077		321-0151		宇都宮市西川田町183-21				1		1		3		3		3		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		1		0		1		1		0

		承諾 ショウダク		竹田内科小児科クリニック		0282-29-1233		328-0011		栃木市大宮町52番地		0282-29-1233		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		0		1		1		1		0		0		1		0

		承諾 ショウダク		すながクリニック		0284-44-7211		326-0015		足利市八椚町494-1　				1		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		1		1		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		片山医院		028-661-9764		321-0944		宇都宮市東峰町3008-21				1		1		2		2		2		1		2		2		2		2		2				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		4		0		1		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		稲毛クリニック		0283-25-2566		327-0103		佐野市石塚町893-1				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		1		1		1		1		1		その他：当クリニックでは勤務医での診療のみを行っており、重症心身障害児に対応できるシステムはととのっておらず、申し訳ありません。 タ トウ キンムイ シンリョウ オコナ ジュウショウ シンシン ショウガイジ タイオウ モウ ワケ

		承諾 ショウダク		小川こどもクリニック		0289-74-5421		322-0027		鹿沼市貝島町5006-2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		くさの小児科		0284-73-7000		326-0335		足利市上渋垂町338-3				3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		みやの杜クリニック　		028-683-7811		321-0904		宇都宮市陽東2-4-5				1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1				3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		1		0		0		1		0		0		1		0		0		0		Q2訪問診療のみ対応可 ホウモン シンリョウ タイオウ カ

		承諾 ショウダク		にいたに内科　		028-675-6515		329-1231		塩谷郡高根沢町宝石台 3-3-19				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1

		承諾 ショウダク		よこやま内科小児科クリニック		0282-24-8102		328-0075		栃木市箱森町38-70				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		さいとうクリニック		0287-39-1805		329-2724		那須塩原市西幸町7-13				1		1		3		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		0		0		0		0		1		その他：現在の診療所での診療との兼ね合いが困難であり、複数の医師や看護師が必要 タ ゲンザイ シンリョウジョ シンリョウ カ ア コンナン フクスウ イシ カンゴシ ヒツヨウ

		承諾 ショウダク		桜井消化器科・内科		028-643-0870		320-0073		宇都宮市細谷1-7-38				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		承諾 ショウダク		佐藤医院		0287-96-2841		324-0501		那須郡那珂川町小川2960-1				1		1		3		3		2		3		3		2		1		1		1				1		1		3		3		2		3		3		2		1		1		1		3		3		4		0		1		1		1		0		1		0		0		0

		承諾 ショウダク		大根田内科医院		028-624-6322		320-0072		宇都宮市若草3-4-22				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		0		0		0		0		0		0		0		当方の医師が高齢であり、しかもスタッフがそろっていないので在宅医療は無理なので、ましてや重症心身障害者においておやです。 トウホウ イシ コウレイ ザイタク イリョウ ムリ ジュウショウ シンシン ショウガイシャ

		承諾 ショウダク		医療法人　赤羽病院		028-661-5446		321-0904		宇都宮市陽東7-2-2				1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3				3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		2		2		2		0		1		1		1		0		0		1		0		0

		承諾 ショウダク		田井の里クリニック		0285-81-6502		321-4301		真岡市西田井内外748-2				1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2				3		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		みずぬまクリニック		0287-39-1581		329-2751		那須塩原市東三島2-80-6				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		その他：在宅医療をやっていないので現状は無理である タ ザイタク イリョウ ゲンジョウ ムリ

		承諾 ショウダク		キッズクリニックはせがわ		0283-27-0200		327-0843		佐野市堀米町3946-6				1		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		その他：時間的余裕 タ ジカンテキ ヨユウ

		承諾 ショウダク		小森谷内科医院		0282-43-7327		329-4404		栃木市大平町富田4003-8				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		熊倉医院		0282-55-8425		329-4316		下都賀郡岩舟町新里180-1				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		いちはらファミリークリニック		028-612-8350		321-0414		宇都宮市中里町322				3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3				3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		1		2		0		1		1		1		0		1		0		1		0

		承諾 ショウダク		かとう小児科 ショウニカ		0282-82-7576		321-0218		壬生町落合3-7-30		 		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		福田こどもクリニック		028-659-8850		320-0852		栃木県宇都宮市下砥上町1545-20				1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3				1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		2		2		2		0		1		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		てらもと小児科		028-650-6636		321-0975		宇都宮市関堀町971-6				1		1		3		2		2		3		3		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		0		小児科医としてはもっと積極的に協力しなければいけないと思いますが、現在の我診療所の状態では不可能なことが多く残念です。 ショウニ カ イ セッキョクテキ キョウリョク オモ ゲンザイ ワガ シンリョウジョ ジョウタイ フカノウ オオ ザンネン

		承諾 ショウダク		木村内科医院		0288-22-7880		321-1264		日光市瀬尾497-1				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		承諾 ショウダク		こばやしファミリークリニック		0283-85-9900		327-0311		佐野市多田町566				1		1		1		1		3		1		1		2		1		1		1				1		1		1		1		3		1		1		3		1		1		1		3		3		2		0		1		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		あいファミリィクリニック足利 アシカガ		0284-22-3788		329-4213		足利市寺岡町505-1				1		1		1		1		1		1		1		3		1		1		1				1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		1		0		1		0		0		0		0		1		0

		承諾 ショウダク		腰塚医院		0282-62-2072		323-1104		栃木市藤岡町藤岡1845-10				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		1		1		1		1		0

		承諾 ショウダク		桜井こどもクリニック		0282-24-5987		328-0034		栃木市本町16-9				1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		承諾 ショウダク		神鳥谷クリニック		0285-22-7700		323-0827		小山市神鳥谷1-19-1		 		2		2		2		2		2		2		2		2		1		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		持田医院		0282-67-3661		329-0319		栃木市藤岡町中根115-5				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		4		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		田村医院		0282-43-3368		329-4423		栃木市大平町西水代1835-1				1		1		1		1		1		1		1		2		1		1		1				1		1		1		1		1		1		1		2		1		1		1		3		1		4		1		1		1		1		1		1		1		1		0		Q5.訪問看護、訪問リハビリテーションを利用 ホウモン カンゴ ホウモン リヨウ

		承諾 ショウダク		大橋内科クリニック		0282-82-8522		321-0219		壬生町福和田1003-1				1		1		2		2		2		3		2		2		2		2		3				1		1		2		2		2		3		2		2		2		2		3		3		3		2		0		1		1		0		0		0		0		1		0

		承諾 ショウダク		てらだファミリークリニック		028-654-2188		321-0132		宇都宮市雀の宮5-5-1				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		1		1		1		1		0

		承諾 ショウダク		あおい内科小児科ｸﾘﾆｯｸ		028-663-6000		321-0973		宇都宮市岩曽町1086-1				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		1		1		1		その他：往診時間の確保ができること タ オウシン ジカン カクホ

		承諾 ショウダク		飯塚医院		0287-92-2034		324-0613		那須郡那珂川町馬頭484-3				1		1		2		2		2		2		2		2		1		2		1				1		1		2		2		2		2		2		2		1		2		1		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		0

		承諾 ショウダク		やの小児科医院		0285-56-0280		329-0611		河内郡上三川町上三川3446-3				1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3				1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		2		2		2		0		1		1		1		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		仲嶋医院		028-681-7755		329-1311		さくら市氏家3245-17				3		3		3		3		2		3		3		3		3		2		3				3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		2		3		2		1		1		1		1		1		1		1		0		0		成人（18才以上）を対象に回答しました セイジン サイ イジョウ タイショウ カイトウ

		承諾 ショウダク		小林診療所		0285-82-3873		321-4369		真岡市熊倉3-10-7				1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		1				1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		1		2		2		2		0		1		0		0		0		1		0		0		0

		承諾 ショウダク		西真岡こどもクリニック		0285-81-7900		321-4341		真岡市高勢町3-205-1				1		1		1		3		1		1		1		1		1		3		3				1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		その他：現在おこなっています タ ゲンザイ

		承諾 ショウダク		鈴木医院		0285-72-2032		321-4217		益子町益子1747-2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		承諾 ショウダク		緑の屋根診療所		0283-20-2577		327-0843		佐野市堀米町1348-5				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		0		0		1		0		1		0		1		0		0		地域の社会資源が少ない。マンパワー不足 チイキ シャカイ シゲン スク ブソク

		承諾 ショウダク		ひがのクリニック		0285-74-0051 		321-4521		真岡市久下田941-1				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		豊郷中央渡辺内科　		028-622-8900		320-0004		宇都宮市長岡町1217-5				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		1				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		1		0		0

		承諾 ショウダク		きくちクリニック		028-683-3387		321-0903		宇都宮市下平出町614-2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		0		0

		承諾 ショウダク		サンレディースクリニック		0282-24-3541		328-0024		栃木市樋ノ口町504-1				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		医療法人　亀田内科		028-633-2884		320-0812		宇都宮市一番町1-28				1		1		1		2		2		1		2		2		2		2		1				1		1		1		2		2		1		2		2		2		2		1		3		3		3		0		0		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		越戸クリニック		028-660-6190		321-0951		宇都宮市越戸町139-6				1		1		2		2		2		3		2		2		2		2		3				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		佐藤内科		0285-53-1305		329-0511		下野市石橋839-14				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		承諾 ショウダク		グリムこどもクリニック		0285-51-1515		329-0502		下野市下古山2-6-17				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		事前連絡の上での一次診療、予防接種ですので、申し訳ありません。 ジゼン レンラク ウエ イチジ シンリョウ ヨボウ セッシュ モウ ワケ

		承諾 ショウダク		吉原医院		0288-21-0161		321-1261		日光市今市826-4				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		1		1		1		その他：設備 タ セツビ

		承諾 ショウダク		梅園医院		028-633-2869		320-0035		宇都宮市伝馬町3-28				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		1		0		0

		承諾 ショウダク		森田医院		028-633-1573		320-0861		宇都宮市西3-5-8				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		鈴木内科クリニック		028-655-1229		321-0139		宇都宮市若松原2-4-19				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		その他：24時間対応が必要となると考えますが、当院診療時間内の往診は難しいと考えます。 タ ジカン タイオウ ヒツヨウ カンガ トウイン シンリョウ ジカン ナイ オウシン ムズカ カンガ

		承諾 ショウダク		小松医院		0289-60-5515		322-0064		鹿沼市文化橋町2300-1				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		1		0		0		1		0



														1.医療ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する外来診療について、以下の医療行為に対応できますか。 イリョウ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ガイライ シンリョウ イカ イリョウ コウイ タイオウ																								2.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する往診及び訪問診療について、以下の医療行為に対応できますか イリョウテキ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ オウシン オヨ ホウモン シンリョウ イカ イリョウ コウイ タイオウ

														予防接種 ヨボウ セッシュ		一次診療
（経過観察、栄養観察を含む） イチジ シンリョウ ケイカ カンサツ エイヨウ カンサツ フク		経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ		経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ		中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ		酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ		気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ		人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ		尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ		人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ		褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ				予防接種 ヨボウ セッシュ		一次診療
（経過観察、栄養観察を含む） イチジ シンリョウ ケイカ カンサツ エイヨウ カンサツ フク		経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ		経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ		中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ		酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ		気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ		人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ		尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ		人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ		褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ

										1		できる		83		57		12		9		7		13		11		6		17		8		16		できる		39		29		8		6		5		9		9		6		10		7		12

										2		できない		55		80		127		134		142		130		136		146		131		137		124		できない		102		115		141		143		148		140		144		148		140		145		134

										3		要相談 ヨウ ソウダン		27		28		26		22		16		22		18		13		16		20		25		要相談 ヨウ ソウダン		24		21		16		16		12		15		12		11		15		13		19

																																																														0

														3.24時間、重症心身障害児（18歳未満）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイジ サイ ミマン イリョウ タイオウ

										1		できる		1

										2		できない		150

										3		要相談 ヨウ ソウダン		14

														4.24時間、重症心身障害者（18歳以上）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイシャ サイ イジョウ イリョウ タイオウ

										1		できる		3

										2		できない		150

										3		要相談 ヨウ ソウダン		12

														5.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する訪問リハビリてーションを提供していますか イリョウテキ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ホウモン テイキョウ

										1		提供している テイキョウ		1

										2		提供していない テイキョウ		152

										3		提供していないが対応は可能 テイキョウ タイオウ カノウ		4

										4		要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン		8

														6.重症心身障害児（者）在宅医療に対応できるようになるための条件はなんですか

										1		診療報酬の点数が増えること シンリョウ ホウシュウ テンスウ フ		24

										2		訪問看護尾の連携 ホウモン カンゴ オ レンケイ		73

										3		病院との連携 ビョウイン レンケイ		90

										4		在宅療養支援診療所と小児科医とのグループ診療 ザイタク リョウヨウ シエン シンリョウジョ ショウニ カ イ シンリョウ		43

										5		在宅療養支援診療所に助言や相談を求めることができること ザイタク リョウヨウ シエン シンリョウジョ ジョゲン ソウダン モト		28

										6		小児科医に助言や相談を求めることができること ショウニ カ イ ジョゲン ソウダン モト		26

										7		経験のある医師がいること ケイケン イシ		62

										8		研修などの自己のスキルアップ ケンシュウ ジコ		47

										9		その他 タ		21



できる	できない	要相談	3.24時間、重症心身障害児（18歳未満）の医療に対応ができますか	4.24時間、重症心身障害者（18歳以上）の医療に対応ができますか	5.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する訪問リハビリてーションを提供していますか	6.重症心身障害児（者）在宅医療に対応できるようになるための条件はなんですか	できる	できない	要相談	

病院

		Ｑ１		1.医療ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する外来診療について、以下の医療行為に対応できますか。 イリョウ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ガイライ シンリョウ イカ イリョウ コウイ タイオウ						1.医療ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する外来診療について、以下の医療行為に対応できますか。 イリョウ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ガイライ シンリョウ イカ イリョウ コウイ タイオウ

				Ｑ1-1						Ｑ1-1		予防接種 ヨボウ セッシュ

				Ｑ1-2						Ｑ1-2		一次診療
（経過観察、栄養観察を含む） イチジ シンリョウ ケイカ カンサツ エイヨウ カンサツ フク

				Ｑ1-3						Ｑ1-3		経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ

				Ｑ1-4						Ｑ1-4		経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ

				Ｑ1-5						Ｑ1-5		中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ

				Ｑ1-6						Ｑ1-6		酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ

				Ｑ1-7						Ｑ1-7		気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ

				Ｑ1-8						Ｑ1-8		人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ

				Ｑ1-9						Ｑ1-9		尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ

				Ｑ1-10						Ｑ1-10		人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ

				Ｑ1-11						Ｑ1-11		褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ

		Ｑ２		2.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する往診及び訪問診療について、以下の医療行為に対応できますか イリョウテキ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ オウシン オヨ ホウモン シンリョウ イカ イリョウ コウイ タイオウ						2.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する往診及び訪問診療について、以下の医療行為に対応できますか イリョウテキ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ オウシン オヨ ホウモン シンリョウ イカ イリョウ コウイ タイオウ

				Ｑ2-1						Ｑ2-1		予防接種 ヨボウ セッシュ

				Ｑ2-2						Ｑ2-2		経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ

				Ｑ2-3						Ｑ2-3		経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ

				Ｑ2-4						Ｑ2-4		中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ

				Ｑ2-5						Ｑ2-5		酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ

				Ｑ2-6						Ｑ2-6		気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ

				Ｑ2-7						Ｑ2-7		人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ

				Ｑ2-8						Ｑ2-8		尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ

				Ｑ2-9						Ｑ2-9		人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ

				Ｑ2-10						Ｑ2-10		褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ

		Ｑ3		3.24時間、重症心身障害児（18歳未満）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイジ サイ ミマン イリョウ タイオウ						3.24時間、重症心身障害児（18歳未満）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイジ サイ ミマン イリョウ タイオウ

				Ｑ3-1						Ｑ3-1		できる

				Ｑ3-2						Ｑ3-2		できない

				Ｑ3-3						Ｑ3-3		要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン

		Ｑ4		4.24時間、重症心身障害者（18歳以上）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイシャ サイ イジョウ イリョウ タイオウ						4.24時間、重症心身障害者（18歳以上）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイシャ サイ イジョウ イリョウ タイオウ

				Ｑ4-1						Ｑ4-1		できる

				Ｑ4-2						Ｑ4-2		できない

				Ｑ4-3						Ｑ4-3		要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン

		Ｑ5		5.重症心身障害児（者）のレスパイト入院に対応できますか ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ ニュウイン タイオウ						5.重症心身障害児（者）のレスパイト入院に対応できますか ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ ニュウイン タイオウ

				Ｑ5-1						Ｑ5-1		できる

				Ｑ5-2						Ｑ5-2		できない

				Ｑ5-3						Ｑ5-3		要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン

		Ｑ6		6.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する訪問リハビリテーションを提供していますか イリョウテキ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ホウモン テイキョウ						6.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する訪問リハビリテーションを提供していますか イリョウテキ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ホウモン テイキョウ

				Ｑ6-1						Ｑ6-1		提供している テイキョウ

				Ｑ6-2						Ｑ6-2		提供していない テイキョウ

				Ｑ6-3						Ｑ6-3		提供していないが対応は可能 テイキョウ タイオウ カノウ

				Ｑ6-4						Ｑ6-4		要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン

		Ｑ7		7.平成26年度において、以下における長期入院児（6ヶ月以上）の患者数は何名ですか（「原疾患」及び「長期入院理由」について、複数の理由がある場合は、主な理由を選んでください） ヘイセイ ネンド イカ チョウキ ニュウイン ジ ゲツイジョウ カンジャスウ ナンメイ ゲンシッカン オヨ チョウキ ニュウイン リユウ フクスウ リユウ バアイ オモ リユウ エラ						7.平成26年度において、以下における長期入院児（6ヶ月以上）の患者数は何名ですか（「原疾患」及び「長期入院理由」について、複数の理由がある場合は、主な理由を選んでください） ヘイセイ ネンド イカ チョウキ ニュウイン ジ ゲツイジョウ カンジャスウ ナンメイ ゲンシッカン オヨ チョウキ ニュウイン リユウ フクスウ リユウ バアイ オモ リユウ エラ

				※個別シートにて対応 コベツ タイオウ						※個別シートにて対応 コベツ タイオウ

		Q8		8.重症心身障害児（者）に対する相談窓口はありますか ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ソウダン マドグチ

										1		ある

										2		ない

		Q9		9.重症心身障害児（者）の方に対する医療、在宅生活等についてお気づきのことなど、ご自由にお書きください。 ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ カタ タイ イリョウ ザイタク セイカツ ナド キ ジユウ カ

		承諾可否 ショウダク カヒ		診療所名 シンリョウジョ メイ		電話番号 デンワ バンゴウ		郵便番号 ユウビンバンゴウ		所在地 ショザイチ		Ｑ1.医療ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する外来診療について、以下の医療行為に対応できますか																						Ｑ２医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する往診及び訪問診療について、以下の医療行為に対応できますか																				Ｑ3		Ｑ4		Ｑ5		Q6		Ｑ7		8.重症心身障害児（者）に対する相談窓口はありますか										Q9

												予防接種 ヨボウ セッシュ		一次診療
（経過観察、栄養観察を含む） イチジ シンリョウ ケイカ カンサツ エイヨウ カンサツ フク		経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ		経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ		中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ		酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ		気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ		人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ		尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ		人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ		褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ		予防接種 ヨボウ セッシュ		経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ		経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ		中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ		酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ		気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ		人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ		尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ		人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ		褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ												有無 ウム		部署名・職名 ブショ メイ ショクメイ		ご担当者氏名 タントウシャ シメイ		連絡先TEL レンラクサキ		連絡先MAIL レンラクサキ

		否 イナ		野木病院		0280-57-1011		329-0101		下都賀郡野木町友沼5320-2		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		2

		否 イナ		今市病院		0288-22-2200		321-1261		日光市今市381		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		2

		否 イナ		黒須病院　		028-682-8811		329-1311		さくら市氏家2650		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		2		2		別紙参照 ベッシ サンショウ		1		病診連携室・社会福祉士 ビョウシンレンケイ シツ シャカイ フクシ シ		井上雅晶 イノウエ マサアキ		028-682-8811（代表）
028-681-5551（直通） ダイヒョウ チョクツウ		byo-renkei@kurosu-hospital.jp

		否 イナ		日光市民病院		0288-50-1188		321-1441		日光市清滝安良沢町1752-10		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		2										小児科常務医がいないため、小児科非常勤医師在院時のみ相談可能と考えます ショウニカ ジョウム イ ショウニカ ヒジョウキン イシ ザイイン ジ ソウダン カノウ カンガ

		否 イナ		国際医療福祉大学塩谷病院　		0287-44-1155		329-2145		矢板市富田77		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		2

		否 イナ		那須南病院		0287-84-3911		321-0621		栃木県那須烏山市中央3-2-13		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		2		2		なし		1		医療福祉相談医療連絡室 イリョウ フクシ ソウダン イリョウ レンラク シツ		原健二 ハラ ケンジ		0287-84-3911

		承諾 ショウダク		西方病院		0282-92-2323		322-0601		栃木県上都賀郡西方町金崎273-3		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		1		西方病院地域連携室 ニシカタ ビョウイン チイキ レンケイ シツ				0282-25-7310		nishikata-renkei@cc9.ne.jp

		承諾 ショウダク		新小山市民病院		0285-36-0200		323-0827		栃木県小山市神鳥谷2251-1 ３２３－０８２７		1		1		3		2		2		2		2		2		2		2		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		2		なし		1		医療相談室保健師 イリョウ ソウダンシツ ホケンシ		多賀谷邦子 タガヤ クニコ		0285-36-0256		soudan@hospital.oyama.tochigi.jp		重症心身障害児（者）の方々の外来診察は随時受け入れておりますが、特に障害児の入院についてはまだ十分に対応できる体制になっておりません。そのため、今回のガイドマップの内容で受け入れ可能な項目が少なく申し訳ありません。相談については、幅広く承っております。 ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ カタガタ ガイライ シンサツ ズイジ ウ イ トク ショウガイジ ニュウイン ジュウブン タイオウ タイセイ コンカイ ナイヨウ ウ イ カノウ コウモク スク モウ ワケ ソウダン ハバヒロ ウケタマワ

		承諾 ショウダク		小山厚生病院		0285-22-1105		323-0031		栃木県小山市八幡町2-10-6		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		2		なし		1		看護師長 カンゴシ チョウ		横家よね子 ヨコ イエ コ		0285-22-1105
0285-24-9890				在宅生活困難者につき当院では入院で対応させていただくことが多いです。 ザイタク セイカツ コンナン シャ トウイン ニュウイン タイオウ オオ

		承諾 ショウダク		石橋総合病院		0285-53-1134		329-0511		栃木県下野市石橋628		1		1		1		1		1		1		1		2		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		1		なし		1		地域医療連携部 チイキ イリョウ レンケイ ブ		（部長）岩崎さゆり ブチョウ イワサキ		0285-53-1134		ishibashi-renkei@yushikai.jp

		承諾 ショウダク		下都賀総合病院		0282-22-2551		328-0044		栃木県栃木市富士見町5-32		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		3		なし		1		医療福祉相談室 イリョウ フクシ ソウダンシツ		MSWが3人おります ニン		0282-22-2551

		承諾 ショウダク		とちの木病院		0282-22-7722		328-0071		栃木県栃木市大町39-5		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		2

		承諾 ショウダク		自治医科大学附属病院　		0285-44-2111		329-0498		下野市薬師寺3311-1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		2		3		2		別紙参照 ベッシ サンショウ		1		地域医療連携部（看護師） チイキ イリョウ レンケイ ブ カンゴシ		黒田　光恵 クロダ ミツエ		0285-44-2111		mazuek@jichi.ac.jp		在宅医療を充実させていただくうえで、往診医や地域の開業医の先生方との連携強化やスタッフの充実が望まれると思います。 ザイタク イリョウ ジュウジツ オウシン イ チイキ カイギョウイ センセイガタ レンケイ キョウカ ジュウジツ ノゾ オモ

		承諾 ショウダク		済生会宇都宮病院		028-626-5500		321-0974		宇都宮市竹林町911-1		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		2		別紙参照 ベッシ サンショウ		1		地域連携課 チイキ レンケイ カ		荻津　守 オギツ カミ		028-626-5500

		承諾 ショウダク		足利赤十字病院		0284-21-0121		326-0843		栃木県足利市五十部町284-1		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		3		1		2		別紙参照 ベッシ サンショウ		1		事務部医事課社会福祉士 ジム ブ イジ カ シャカイ フクシ シ		布施　麻由実 フセ マユミ		0284-20-1307				医療依存度の高い患者様が自宅へ退院する場合、利用できる社会資源が限られており、デイサービスやリハビリテーション、ショートステイなどのサービスを本人、ご家族様のニーズに合わせて利用していただくことが困難なケースが多々あります。（例：家族としては週２回以上リハビリに本人を通わせたいと考えているが、リハビリテーション事業所としては利用者数も多いため、週1回の対応が限度と考えている場合など）今回のアンケート調査を機に、各地域の社会資源の情報を整理し、なるべくニーズに合わせて、多くの方に適切にサービスを利用していただける環境を構築できればと思っております。よろしくお願いいたします。 イリョウ イゾンド タカ カンジャサマ ジタク タイイン バアイ リヨウ シャカイ シゲン カギ ホンニン カゾク サマ ア リヨウ コンナン タタ レイ カゾク シュウ カイイジョウ ホンニン カヨ カンガ ジギョウショ リヨウシャ スウ オオ シュウ カイ タイオウ ゲンド カンガ バアイ コンカイ チョウサ キ カクチイキ シャカイ シゲン ジョウホウ セイリ ア オオ カタ テキセツ リヨウ カンキョウ コウチク オモ ネガ

		承諾 ショウダク		獨協医科大学病院		0282-86-1111		321-0293		下都賀郡壬生町大字北小林880		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		3		2		別紙参照 ベッシ サンショウ		1		地域医療連携センター医療福祉相談室 チイキ イリョウ レンケイ イリョウ フクシ ソウダンシツ				0282-87-2185

		承諾 ショウダク		あしかがの森足利病院		0284-91-0611		326-0011		足利市大沼田町615		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		1		2		別紙参照 ベッシ サンショウ		1		メディカルソーシャルワーカー		福地　哲郎 フクチ テツロウ		0284-91-0611		soudan@hshikagu-hospital.or.jp

		承諾 ショウダク		JCHO　うつのみや病院		028-653-1001		321-0143		宇都宮市南高砂町11-17		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		2

		承諾 ショウダク		菅又病院　		028-676-0311		329-1207		塩谷郡高根沢町花岡2351		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		2										要相談の診療項目につきましては、病院にお電話で問い合わせていただければ対応いたします。小児科の入院対応はしておりません。外来診察につきましては、急性期の管理は困難であることもありますが、状態が安定している場合には相談いただければ可能な限り対応いたします。 ヨウ ソウダン シンリョウ コウモク ビョウイン デンワ ト ア タイオウ ショウニカ ニュウイン タイオウ ガイライ シンサツ キュウセイキ カンリ コンナン ジョウタイ アンテイ バアイ ソウダン カノウ カギ タイオウ

		承諾 ショウダク		那須赤十字病院		0287-23-1122		324-8686		栃木県大田原市中田原1081-4		1		1		3		3		3		1		3		1		3		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		1		4		なし		1		地域医療福祉連携課福祉係長 チイキ イリョウ フクシ レンケイ カ フクシ カカリチョウ		野中美希 ノナカ ミキ		0287-23-1122		renkeika@nasu.jrc.or.jp



												Ｑ1.医療ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する外来診療について、以下の医療行為に対応できますか

												予防接種 ヨボウ セッシュ		一次診療
（経過観察、栄養観察を含む） イチジ シンリョウ ケイカ カンサツ エイヨウ カンサツ フク		経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ		経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ		中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ		酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ		気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ		人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ		尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ		人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ		褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ

										できる		13		13		9		8		7		9		8		8		7		7		7

										できない		3		3		7		8		8		8		8		9		8		8		6

										要相談 ヨウ ソウダン		4		4		4		4		5		3		4		3		5		5		7



												Ｑ２医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する往診及び訪問診療について、以下の医療行為に対応できますか

												予防接種 ヨボウ セッシュ		経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ		経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ		中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ		酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ		気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ		人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ		尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ		人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ		褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ

										できる		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

										できない		19		20		20		20		20		20		20		20		20		20

										要相談 ヨウ ソウダン		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0



										Ｑ3		3.24時間、重症心身障害児（18歳未満）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイジ サイ ミマン イリョウ タイオウ				3.24時間、重症心身障害児（18歳未満）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイジ サイ ミマン イリョウ タイオウ

										できる		4

										できない		14

										要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン		2

										Ｑ4		4.24時間、重症心身障害者（18歳以上）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイシャ サイ イジョウ イリョウ タイオウ				4.24時間、重症心身障害者（18歳以上）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイシャ サイ イジョウ イリョウ タイオウ

										できる		3

										できない		9

										要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン		8

										Ｑ5		5.重症心身障害児（者）のレスパイト入院に対応できますか ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ ニュウイン タイオウ				5.重症心身障害児（者）のレスパイト入院に対応できますか ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ ニュウイン タイオウ

										できる		5

										できない		10

										要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン		5

										Ｑ6		6.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する訪問リハビリテーションを提供していますか イリョウテキ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ホウモン テイキョウ				6.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する訪問リハビリテーションを提供していますか イリョウテキ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ホウモン テイキョウ

										提供している テイキョウ		1

										提供していない テイキョウ		17

										提供していないが対応は可能 テイキョウ タイオウ カノウ		1

										要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン		1

										Ｑ7		7.平成26年度において、以下における長期入院児（6ヶ月以上）の患者数は何名ですか（「原疾患」及び「長期入院理由」について、複数の理由がある場合は、主な理由を選んでください） ヘイセイ ネンド イカ チョウキ ニュウイン ジ ゲツイジョウ カンジャスウ ナンメイ ゲンシッカン オヨ チョウキ ニュウイン リユウ フクスウ リユウ バアイ オモ リユウ エラ				7.平成26年度において、以下における長期入院児（6ヶ月以上）の患者数は何名ですか（「原疾患」及び「長期入院理由」について、複数の理由がある場合は、主な理由を選んでください） ヘイセイ ネンド イカ チョウキ ニュウイン ジ ゲツイジョウ カンジャスウ ナンメイ ゲンシッカン オヨ チョウキ ニュウイン リユウ フクスウ リユウ バアイ オモ リユウ エラ

										Q8		8.重症心身障害児（者）に対する相談窓口はありますか ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ソウダン マドグチ

																1		ある		13

																2		ない		7
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病院 作業

		Ｑ１		1.医療ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する外来診療について、以下の医療行為に対応できますか。 イリョウ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ガイライ シンリョウ イカ イリョウ コウイ タイオウ						1.医療ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する外来診療について、以下の医療行為に対応できますか。 イリョウ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ガイライ シンリョウ イカ イリョウ コウイ タイオウ

				Ｑ1-1						Ｑ1-1		予防接種 ヨボウ セッシュ

				Ｑ1-2						Ｑ1-2		一次診療
（経過観察、栄養観察を含む） イチジ シンリョウ ケイカ カンサツ エイヨウ カンサツ フク

				Ｑ1-3						Ｑ1-3		経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ

				Ｑ1-4						Ｑ1-4		経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ

				Ｑ1-5						Ｑ1-5		中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ

				Ｑ1-6						Ｑ1-6		酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ

				Ｑ1-7						Ｑ1-7		気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ

				Ｑ1-8						Ｑ1-8		人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ

				Ｑ1-9						Ｑ1-9		尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ

				Ｑ1-10						Ｑ1-10		人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ

				Ｑ1-11						Ｑ1-11		褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ

		Ｑ２		2.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する往診及び訪問診療について、以下の医療行為に対応できますか イリョウテキ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ オウシン オヨ ホウモン シンリョウ イカ イリョウ コウイ タイオウ						2.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する往診及び訪問診療について、以下の医療行為に対応できますか イリョウテキ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ オウシン オヨ ホウモン シンリョウ イカ イリョウ コウイ タイオウ

				Ｑ2-1						Ｑ2-1		予防接種 ヨボウ セッシュ

				Ｑ2-2						Ｑ2-2		経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ

				Ｑ2-3						Ｑ2-3		経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ

				Ｑ2-4						Ｑ2-4		中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ

				Ｑ2-5						Ｑ2-5		酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ

				Ｑ2-6						Ｑ2-6		気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ

				Ｑ2-7						Ｑ2-7		人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ

				Ｑ2-8						Ｑ2-8		尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ

				Ｑ2-9						Ｑ2-9		人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ

				Ｑ2-10						Ｑ2-10		褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ

		Ｑ3		3.24時間、重症心身障害児（18歳未満）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイジ サイ ミマン イリョウ タイオウ						3.24時間、重症心身障害児（18歳未満）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイジ サイ ミマン イリョウ タイオウ

				Ｑ3-1						Ｑ3-1		できる

				Ｑ3-2						Ｑ3-2		できない

				Ｑ3-3						Ｑ3-3		要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン

		Ｑ4		4.24時間、重症心身障害者（18歳以上）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイシャ サイ イジョウ イリョウ タイオウ						4.24時間、重症心身障害者（18歳以上）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイシャ サイ イジョウ イリョウ タイオウ

				Ｑ4-1						Ｑ4-1		できる

				Ｑ4-2						Ｑ4-2		できない

				Ｑ4-3						Ｑ4-3		要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン

		Ｑ5		5.重症心身障害児（者）のレスパイト入院に対応できますか ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ ニュウイン タイオウ						5.重症心身障害児（者）のレスパイト入院に対応できますか ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ ニュウイン タイオウ

				Ｑ5-1						Ｑ5-1		できる

				Ｑ5-2						Ｑ5-2		できない

				Ｑ5-3						Ｑ5-3		要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン

		Ｑ6		6.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する訪問リハビリテーションを提供していますか イリョウテキ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ホウモン テイキョウ						6.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する訪問リハビリテーションを提供していますか イリョウテキ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ホウモン テイキョウ

				Ｑ6-1						Ｑ6-1		提供している テイキョウ

				Ｑ6-2						Ｑ6-2		提供していない テイキョウ

				Ｑ6-3						Ｑ6-3		提供していないが対応は可能 テイキョウ タイオウ カノウ

				Ｑ6-4						Ｑ6-4		要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン

		Ｑ7		7.平成26年度において、以下における長期入院児（6ヶ月以上）の患者数は何名ですか（「原疾患」及び「長期入院理由」について、複数の理由がある場合は、主な理由を選んでください） ヘイセイ ネンド イカ チョウキ ニュウイン ジ ゲツイジョウ カンジャスウ ナンメイ ゲンシッカン オヨ チョウキ ニュウイン リユウ フクスウ リユウ バアイ オモ リユウ エラ						7.平成26年度において、以下における長期入院児（6ヶ月以上）の患者数は何名ですか（「原疾患」及び「長期入院理由」について、複数の理由がある場合は、主な理由を選んでください） ヘイセイ ネンド イカ チョウキ ニュウイン ジ ゲツイジョウ カンジャスウ ナンメイ ゲンシッカン オヨ チョウキ ニュウイン リユウ フクスウ リユウ バアイ オモ リユウ エラ

				※個別シートにて対応 コベツ タイオウ						※個別シートにて対応 コベツ タイオウ

		Q8		8.重症心身障害児（者）に対する相談窓口はありますか ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ソウダン マドグチ

										1		ある

										2		ない

		Q9		9.重症心身障害児（者）の方に対する医療、在宅生活等についてお気づきのことなど、ご自由にお書きください。 ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ カタ タイ イリョウ ザイタク セイカツ ナド キ ジユウ カ

		承諾可否 ショウダク カヒ		診療所名 シンリョウジョ メイ		電話番号 デンワ バンゴウ		郵便番号 ユウビンバンゴウ		所在地 ショザイチ		Ｑ1.医療ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する外来診療について、以下の医療行為に対応できますか																						Ｑ２医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する往診及び訪問診療について、以下の医療行為に対応できますか																				Ｑ3		Ｑ4		Ｑ5		Q6		Ｑ7		8.重症心身障害児（者）に対する相談窓口はありますか										Q9

												予防接種 ヨボウ セッシュ		一次診療
（経過観察、栄養観察を含む） イチジ シンリョウ ケイカ カンサツ エイヨウ カンサツ フク		経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ		経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ		中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ		酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ		気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ		人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ		尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ		人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ		褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ		予防接種 ヨボウ セッシュ		経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ		経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ		中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ		酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ		気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ		人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ		尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ		人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ		褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ												有無 ウム		部署名・職名 ブショ メイ ショクメイ		ご担当者氏名 タントウシャ シメイ		連絡先TEL レンラクサキ		連絡先MAIL レンラクサキ

		否 イナ		野木病院		0280-57-1011		329-0101		下都賀郡野木町友沼5320-2		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		2

		否 イナ		今市病院		0288-22-2200		321-1261		日光市今市381		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		2

		否 イナ		黒須病院　		028-682-8811		329-1311		さくら市氏家2650		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		2		2		別紙参照 ベッシ サンショウ		1		病診連携室・社会福祉士 ビョウシンレンケイ シツ シャカイ フクシ シ		井上雅晶 イノウエ マサアキ		028-682-8811（代表）
028-681-5551（直通） ダイヒョウ チョクツウ		byo-renkei@kurosu-hospital.jp

		否 イナ		日光市民病院		0288-50-1188		321-1441		日光市清滝安良沢町1752-10		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		2										小児科常務医がいないため、小児科非常勤医師在院時のみ相談可能と考えます ショウニカ ジョウム イ ショウニカ ヒジョウキン イシ ザイイン ジ ソウダン カノウ カンガ

		否 イナ		国際医療福祉大学塩谷病院　		0287-44-1155		329-2145		矢板市富田77		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		2

		否 イナ		那須南病院		0287-84-3911		321-0621		栃木県那須烏山市中央3-2-13		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		2		2		なし		1		医療福祉相談医療連絡室 イリョウ フクシ ソウダン イリョウ レンラク シツ		原健二 ハラ ケンジ		0287-84-3911

		承諾 ショウダク		西方病院		0282-92-2323		322-0601		栃木県上都賀郡西方町金崎273-3		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		1		西方病院地域連携室 ニシカタ ビョウイン チイキ レンケイ シツ				0282-25-7310		nishikata-renkei@cc9.ne.jp

		承諾 ショウダク		新小山市民病院		0285-36-0200		323-0827		栃木県小山市神鳥谷2251-1 ３２３－０８２７		1		1		3		2		2		2		2		2		2		2		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		2		なし		1		医療相談室保健師 イリョウ ソウダンシツ ホケンシ		多賀谷邦子 タガヤ クニコ		0285-36-0256		soudan@hospital.oyama.tochigi.jp		重症心身障害児（者）の方々の外来診察は随時受け入れておりますが、特に障害児の入院についてはまだ十分に対応できる体制になっておりません。そのため、今回のガイドマップの内容で受け入れ可能な項目が少なく申し訳ありません。相談については、幅広く承っております。 ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ カタガタ ガイライ シンサツ ズイジ ウ イ トク ショウガイジ ニュウイン ジュウブン タイオウ タイセイ コンカイ ナイヨウ ウ イ カノウ コウモク スク モウ ワケ ソウダン ハバヒロ ウケタマワ

		承諾 ショウダク		小山厚生病院		0285-22-1105		323-0031		栃木県小山市八幡町2-10-6		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		2		なし		1		看護師長 カンゴシ チョウ		横家よね子 ヨコ イエ コ		0285-22-1105
0285-24-9890				在宅生活困難者につき当院では入院で対応させていただくことが多いです。 ザイタク セイカツ コンナン シャ トウイン ニュウイン タイオウ オオ

		承諾 ショウダク		石橋総合病院		0285-53-1134		329-0511		栃木県下野市石橋628		1		1		1		1		1		1		1		2		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		1		なし		1		地域医療連携部 チイキ イリョウ レンケイ ブ		（部長）岩崎さゆり ブチョウ イワサキ		0285-53-1134		ishibashi-renkei@yushikai.jp

		承諾 ショウダク		下都賀総合病院		0282-22-2551		328-0044		栃木県栃木市富士見町5-32		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		3		なし		1		医療福祉相談室 イリョウ フクシ ソウダンシツ		MSWが3人おります ニン		0282-22-2551

		承諾 ショウダク		とちの木病院		0282-22-7722		328-0071		栃木県栃木市大町39-5		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		2

		承諾 ショウダク		自治医科大学附属病院　		0285-44-2111		329-0498		下野市薬師寺3311-1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		2		3		2		別紙参照 ベッシ サンショウ		1		地域医療連携部（看護師） チイキ イリョウ レンケイ ブ カンゴシ		黒田　光恵 クロダ ミツエ		0285-44-2111		mazuek@jichi.ac.jp		在宅医療を充実させていただくうえで、往診医や地域の開業医の先生方との連携強化やスタッフの充実が望まれると思います。 ザイタク イリョウ ジュウジツ オウシン イ チイキ カイギョウイ センセイガタ レンケイ キョウカ ジュウジツ ノゾ オモ

		承諾 ショウダク		済生会宇都宮病院		028-626-5500		321-0974		宇都宮市竹林町911-1		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		2		別紙参照 ベッシ サンショウ		1		地域連携課 チイキ レンケイ カ		荻津　守 オギツ カミ		028-626-5500

		承諾 ショウダク		足利赤十字病院		0284-21-0121		326-0843		栃木県足利市五十部町284-1		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		3		1		2		別紙参照 ベッシ サンショウ		1		事務部医事課社会福祉士 ジム ブ イジ カ シャカイ フクシ シ		布施　麻由実 フセ マユミ		0284-20-1307				医療依存度の高い患者様が自宅へ退院する場合、利用できる社会資源が限られており、デイサービスやリハビリテーション、ショートステイなどのサービスを本人、ご家族様のニーズに合わせて利用していただくことが困難なケースが多々あります。（例：家族としては週２回以上リハビリに本人を通わせたいと考えているが、リハビリテーション事業所としては利用者数も多いため、週1回の対応が限度と考えている場合など）今回のアンケート調査を機に、各地域の社会資源の情報を整理し、なるべくニーズに合わせて、多くの方に適切にサービスを利用していただける環境を構築できればと思っております。よろしくお願いいたします。 イリョウ イゾンド タカ カンジャサマ ジタク タイイン バアイ リヨウ シャカイ シゲン カギ ホンニン カゾク サマ ア リヨウ コンナン タタ レイ カゾク シュウ カイイジョウ ホンニン カヨ カンガ ジギョウショ リヨウシャ スウ オオ シュウ カイ タイオウ ゲンド カンガ バアイ コンカイ チョウサ キ カクチイキ シャカイ シゲン ジョウホウ セイリ ア オオ カタ テキセツ リヨウ カンキョウ コウチク オモ ネガ

		承諾 ショウダク		獨協医科大学病院		0282-86-1111		321-0293		下都賀郡壬生町大字北小林880		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		3		2		別紙参照 ベッシ サンショウ		1		地域医療連携センター医療福祉相談室 チイキ イリョウ レンケイ イリョウ フクシ ソウダンシツ				0282-87-2185

		承諾 ショウダク		あしかがの森足利病院		0284-91-0611		326-0011		足利市大沼田町615		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		1		2		別紙参照 ベッシ サンショウ		1		メディカルソーシャルワーカー		福地　哲郎 フクチ テツロウ		0284-91-0611		soudan@hshikagu-hospital.or.jp

		承諾 ショウダク		JCHO　うつのみや病院		028-653-1001		321-0143		宇都宮市南高砂町11-17		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		2

		承諾 ショウダク		菅又病院　		028-676-0311		329-1207		塩谷郡高根沢町花岡2351		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		2										要相談の診療項目につきましては、病院にお電話で問い合わせていただければ対応いたします。小児科の入院対応はしておりません。外来診察につきましては、急性期の管理は困難であることもありますが、状態が安定している場合には相談いただければ可能な限り対応いたします。 ヨウ ソウダン シンリョウ コウモク ビョウイン デンワ ト ア タイオウ ショウニカ ニュウイン タイオウ ガイライ シンサツ キュウセイキ カンリ コンナン ジョウタイ アンテイ バアイ ソウダン カノウ カギ タイオウ

		承諾 ショウダク		那須赤十字病院		0287-23-1122		324-8686		栃木県大田原市中田原1081-4		1		1		3		3		3		1		3		1		3		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		1		4		なし		1		地域医療福祉連携課福祉係長 チイキ イリョウ フクシ レンケイ カ フクシ カカリチョウ		野中美希 ノナカ ミキ		0287-23-1122		renkeika@nasu.jrc.or.jp



												Ｑ1.医療ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する外来診療について、以下の医療行為に対応できますか

												予防接種 ヨボウ セッシュ		一次診療
（経過観察、栄養観察を含む） イチジ シンリョウ ケイカ カンサツ エイヨウ カンサツ フク		経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ		経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ		中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ		酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ		気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ		人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ		尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ		人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ		褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ

										できる		13		13		9		8		7		9		8		8		7		7		7

										できない		3		3		7		8		8		8		8		9		8		8		6

										要相談 ヨウ ソウダン		4		4		4		4		5		3		4		3		5		5		7



												Ｑ２医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する往診及び訪問診療について、以下の医療行為に対応できますか

												予防接種 ヨボウ セッシュ		経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ		経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ		中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ		酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ		気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ		人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ		尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ		人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ		褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ

										できる		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

										できない		19		20		20		20		20		20		20		20		20		20

										要相談 ヨウ ソウダン		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0



										Ｑ3		3.24時間、重症心身障害児（18歳未満）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイジ サイ ミマン イリョウ タイオウ				3.24時間、重症心身障害児（18歳未満）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイジ サイ ミマン イリョウ タイオウ

										できる		4

										できない		14

										要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン		2

										Ｑ4		4.24時間、重症心身障害者（18歳以上）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイシャ サイ イジョウ イリョウ タイオウ				4.24時間、重症心身障害者（18歳以上）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイシャ サイ イジョウ イリョウ タイオウ

										できる		3

										できない		9

										要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン		8

										Ｑ5		5.重症心身障害児（者）のレスパイト入院に対応できますか ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ ニュウイン タイオウ				5.重症心身障害児（者）のレスパイト入院に対応できますか ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ ニュウイン タイオウ

										できる		5

										できない		10

										要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン		5

										Ｑ6		6.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する訪問リハビリテーションを提供していますか イリョウテキ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ホウモン テイキョウ				6.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する訪問リハビリテーションを提供していますか イリョウテキ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ホウモン テイキョウ

										提供している テイキョウ		1

										提供していない テイキョウ		17

										提供していないが対応は可能 テイキョウ タイオウ カノウ		1

										要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン		1

										Ｑ7		7.平成26年度において、以下における長期入院児（6ヶ月以上）の患者数は何名ですか（「原疾患」及び「長期入院理由」について、複数の理由がある場合は、主な理由を選んでください） ヘイセイ ネンド イカ チョウキ ニュウイン ジ ゲツイジョウ カンジャスウ ナンメイ ゲンシッカン オヨ チョウキ ニュウイン リユウ フクスウ リユウ バアイ オモ リユウ エラ				7.平成26年度において、以下における長期入院児（6ヶ月以上）の患者数は何名ですか（「原疾患」及び「長期入院理由」について、複数の理由がある場合は、主な理由を選んでください） ヘイセイ ネンド イカ チョウキ ニュウイン ジ ゲツイジョウ カンジャスウ ナンメイ ゲンシッカン オヨ チョウキ ニュウイン リユウ フクスウ リユウ バアイ オモ リユウ エラ

										Q8		8.重症心身障害児（者）に対する相談窓口はありますか ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ソウダン マドグチ

																1		ある		13

																2		ない		7

																														できる		できない		要相談 ヨウ ソウダン

																												予防接種 ヨボウ セッシュ		13		3		4

																												一次診療
（経過観察、栄養観察を含む） イチジ シンリョウ ケイカ カンサツ エイヨウ カンサツ フク		13		3		4

																												経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ		9		7		4

																												経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ		8		8		4

																												中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ		7		8		5

																												酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ		9		8		3

																												気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ		8		8		4

																												人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ		8		9		3

																												尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ		7		8		5

																												人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ		7		8		5

																												褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ		7		6		7
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病院 (2)

		Ｑ１		1.医療ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する外来診療について、以下の医療行為に対応できますか。 イリョウ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ガイライ シンリョウ イカ イリョウ コウイ タイオウ						1.医療ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する外来診療について、以下の医療行為に対応できますか。 イリョウ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ガイライ シンリョウ イカ イリョウ コウイ タイオウ

				Ｑ1-1						Ｑ1-1		予防接種 ヨボウ セッシュ

				Ｑ1-2						Ｑ1-2		一次診療
（経過観察、栄養観察を含む） イチジ シンリョウ ケイカ カンサツ エイヨウ カンサツ フク

				Ｑ1-3						Ｑ1-3		経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ

				Ｑ1-4						Ｑ1-4		経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ

				Ｑ1-5						Ｑ1-5		中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ

				Ｑ1-6						Ｑ1-6		酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ

				Ｑ1-7						Ｑ1-7		気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ

				Ｑ1-8						Ｑ1-8		人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ

				Ｑ1-9						Ｑ1-9		尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ

				Ｑ1-10						Ｑ1-10		人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ

				Ｑ1-11						Ｑ1-11		褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ

		Ｑ２		2.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する往診及び訪問診療について、以下の医療行為に対応できますか イリョウテキ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ オウシン オヨ ホウモン シンリョウ イカ イリョウ コウイ タイオウ						2.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する往診及び訪問診療について、以下の医療行為に対応できますか イリョウテキ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ オウシン オヨ ホウモン シンリョウ イカ イリョウ コウイ タイオウ

				Ｑ2-1						Ｑ2-1		予防接種 ヨボウ セッシュ

				Ｑ2-2						Ｑ2-2		経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ

				Ｑ2-3						Ｑ2-3		経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ

				Ｑ2-4						Ｑ2-4		中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ

				Ｑ2-5						Ｑ2-5		酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ

				Ｑ2-6						Ｑ2-6		気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ

				Ｑ2-7						Ｑ2-7		人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ

				Ｑ2-8						Ｑ2-8		尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ

				Ｑ2-9						Ｑ2-9		人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ

				Ｑ2-10						Ｑ2-10		褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ

		Ｑ3		3.24時間、重症心身障害児（18歳未満）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイジ サイ ミマン イリョウ タイオウ						3.24時間、重症心身障害児（18歳未満）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイジ サイ ミマン イリョウ タイオウ

				Ｑ3-1						Ｑ3-1		できる

				Ｑ3-2						Ｑ3-2		できない

				Ｑ3-3						Ｑ3-3		要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン

		Ｑ4		4.24時間、重症心身障害者（18歳以上）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイシャ サイ イジョウ イリョウ タイオウ						4.24時間、重症心身障害者（18歳以上）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイシャ サイ イジョウ イリョウ タイオウ

				Ｑ4-1						Ｑ4-1		できる

				Ｑ4-2						Ｑ4-2		できない

				Ｑ4-3						Ｑ4-3		要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン

		Ｑ5		5.重症心身障害児（者）のレスパイト入院に対応できますか ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ ニュウイン タイオウ						5.重症心身障害児（者）のレスパイト入院に対応できますか ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ ニュウイン タイオウ

				Ｑ5-1						Ｑ5-1		できる

				Ｑ5-2						Ｑ5-2		できない

				Ｑ5-3						Ｑ5-3		要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン

		Ｑ6		6.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する訪問リハビリテーションを提供していますか イリョウテキ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ホウモン テイキョウ						6.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する訪問リハビリテーションを提供していますか イリョウテキ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ホウモン テイキョウ

				Ｑ6-1						Ｑ6-1		提供している テイキョウ

				Ｑ6-2						Ｑ6-2		提供していない テイキョウ

				Ｑ6-3						Ｑ6-3		提供していないが対応は可能 テイキョウ タイオウ カノウ

				Ｑ6-4						Ｑ6-4		要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン

		Ｑ7		7.平成26年度において、以下における長期入院児（6ヶ月以上）の患者数は何名ですか（「原疾患」及び「長期入院理由」について、複数の理由がある場合は、主な理由を選んでください） ヘイセイ ネンド イカ チョウキ ニュウイン ジ ゲツイジョウ カンジャスウ ナンメイ ゲンシッカン オヨ チョウキ ニュウイン リユウ フクスウ リユウ バアイ オモ リユウ エラ						7.平成26年度において、以下における長期入院児（6ヶ月以上）の患者数は何名ですか（「原疾患」及び「長期入院理由」について、複数の理由がある場合は、主な理由を選んでください） ヘイセイ ネンド イカ チョウキ ニュウイン ジ ゲツイジョウ カンジャスウ ナンメイ ゲンシッカン オヨ チョウキ ニュウイン リユウ フクスウ リユウ バアイ オモ リユウ エラ

				※個別シートにて対応 コベツ タイオウ						※個別シートにて対応 コベツ タイオウ

		Q8		8.重症心身障害児（者）に対する相談窓口はありますか ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ソウダン マドグチ

										1		ある

										2		ない

		Q9		9.重症心身障害児（者）の方に対する医療、在宅生活等についてお気づきのことなど、ご自由にお書きください。 ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ カタ タイ イリョウ ザイタク セイカツ ナド キ ジユウ カ

		承諾可否 ショウダク カヒ		診療所名 シンリョウジョ メイ		電話番号 デンワ バンゴウ		郵便番号 ユウビンバンゴウ		所在地 ショザイチ		Ｑ1.医療ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する外来診療について、以下の医療行為に対応できますか																						Ｑ２医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する往診及び訪問診療について、以下の医療行為に対応できますか																				Ｑ3		Ｑ4		Ｑ5		Q6		Ｑ7		8.重症心身障害児（者）に対する相談窓口はありますか										Q9

												予防接種 ヨボウ セッシュ		一次診療
（経過観察、栄養観察を含む） イチジ シンリョウ ケイカ カンサツ エイヨウ カンサツ フク		経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ		経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ		中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ		酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ		気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ		人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ		尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ		人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ		褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ		予防接種 ヨボウ セッシュ		経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ		経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ		中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ		酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ		気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ		人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ		尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ		人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ		褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ												有無 ウム		部署名・職名 ブショ メイ ショクメイ		ご担当者氏名 タントウシャ シメイ		連絡先TEL レンラクサキ		連絡先MAIL レンラクサキ

		否 イナ		野木病院		0280-57-1011		329-0101		下都賀郡野木町友沼5320-2		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		2

		否 イナ		今市病院		0288-22-2200		321-1261		日光市今市381		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		2

		否 イナ		黒須病院　		028-682-8811		329-1311		さくら市氏家2650		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		2		2		別紙参照 ベッシ サンショウ		1		病診連携室・社会福祉士 ビョウシンレンケイ シツ シャカイ フクシ シ		井上雅晶 イノウエ マサアキ		028-682-8811（代表）
028-681-5551（直通） ダイヒョウ チョクツウ		byo-renkei@kurosu-hospital.jp

		否 イナ		日光市民病院		0288-50-1188		321-1441		日光市清滝安良沢町1752-10		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		2										小児科常務医がいないため、小児科非常勤医師在院時のみ相談可能と考えます ショウニカ ジョウム イ ショウニカ ヒジョウキン イシ ザイイン ジ ソウダン カノウ カンガ

		否 イナ		国際医療福祉大学塩谷病院　		0287-44-1155		329-2145		矢板市富田77		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		2

		否 イナ		那須南病院		0287-84-3911		321-0621		栃木県那須烏山市中央3-2-13		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		2		2		なし		1		医療福祉相談医療連絡室 イリョウ フクシ ソウダン イリョウ レンラク シツ		原健二 ハラ ケンジ		0287-84-3911

		承諾 ショウダク		西方病院		0282-92-2323		322-0601		栃木県上都賀郡西方町金崎273-3		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		1		西方病院地域連携室 ニシカタ ビョウイン チイキ レンケイ シツ				0282-25-7310		nishikata-renkei@cc9.ne.jp

		承諾 ショウダク		新小山市民病院		0285-36-0200		323-0827		栃木県小山市神鳥谷2251-1 ３２３－０８２７		1		1		3		2		2		2		2		2		2		2		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		2		なし		1		医療相談室保健師 イリョウ ソウダンシツ ホケンシ		多賀谷邦子 タガヤ クニコ		0285-36-0256		soudan@hospital.oyama.tochigi.jp		重症心身障害児（者）の方々の外来診察は随時受け入れておりますが、特に障害児の入院についてはまだ十分に対応できる体制になっておりません。そのため、今回のガイドマップの内容で受け入れ可能な項目が少なく申し訳ありません。相談については、幅広く承っております。 ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ カタガタ ガイライ シンサツ ズイジ ウ イ トク ショウガイジ ニュウイン ジュウブン タイオウ タイセイ コンカイ ナイヨウ ウ イ カノウ コウモク スク モウ ワケ ソウダン ハバヒロ ウケタマワ

		承諾 ショウダク		小山厚生病院		0285-22-1105		323-0031		栃木県小山市八幡町2-10-6		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		2		なし		1		看護師長 カンゴシ チョウ		横家よね子 ヨコ イエ コ		0285-22-1105
0285-24-9890				在宅生活困難者につき当院では入院で対応させていただくことが多いです。 ザイタク セイカツ コンナン シャ トウイン ニュウイン タイオウ オオ

		承諾 ショウダク		石橋総合病院		0285-53-1134		329-0511		栃木県下野市石橋628		1		1		1		1		1		1		1		2		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		1		なし		1		地域医療連携部 チイキ イリョウ レンケイ ブ		（部長）岩崎さゆり ブチョウ イワサキ		0285-53-1134		ishibashi-renkei@yushikai.jp

		承諾 ショウダク		下都賀総合病院		0282-22-2551		328-0044		栃木県栃木市富士見町5-32		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		3		なし		1		医療福祉相談室 イリョウ フクシ ソウダンシツ		MSWが3人おります ニン		0282-22-2551

		承諾 ショウダク		とちの木病院		0282-22-7722		328-0071		栃木県栃木市大町39-5		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		2

		承諾 ショウダク		自治医科大学附属病院　		0285-44-2111		329-0498		下野市薬師寺3311-1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		2		3		2		別紙参照 ベッシ サンショウ		1		地域医療連携部（看護師） チイキ イリョウ レンケイ ブ カンゴシ		黒田　光恵 クロダ ミツエ		0285-44-2111		mazuek@jichi.ac.jp		在宅医療を充実させていただくうえで、往診医や地域の開業医の先生方との連携強化やスタッフの充実が望まれると思います。 ザイタク イリョウ ジュウジツ オウシン イ チイキ カイギョウイ センセイガタ レンケイ キョウカ ジュウジツ ノゾ オモ

		承諾 ショウダク		済生会宇都宮病院		028-626-5500		321-0974		宇都宮市竹林町911-1		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		2		別紙参照 ベッシ サンショウ		1		地域連携課 チイキ レンケイ カ		荻津　守 オギツ カミ		028-626-5500

		承諾 ショウダク		足利赤十字病院		0284-21-0121		326-0843		栃木県足利市五十部町284-1		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		3		1		2		別紙参照 ベッシ サンショウ		1		事務部医事課社会福祉士 ジム ブ イジ カ シャカイ フクシ シ		布施　麻由実 フセ マユミ		0284-20-1307				医療依存度の高い患者様が自宅へ退院する場合、利用できる社会資源が限られており、デイサービスやリハビリテーション、ショートステイなどのサービスを本人、ご家族様のニーズに合わせて利用していただくことが困難なケースが多々あります。（例：家族としては週２回以上リハビリに本人を通わせたいと考えているが、リハビリテーション事業所としては利用者数も多いため、週1回の対応が限度と考えている場合など）今回のアンケート調査を機に、各地域の社会資源の情報を整理し、なるべくニーズに合わせて、多くの方に適切にサービスを利用していただける環境を構築できればと思っております。よろしくお願いいたします。 イリョウ イゾンド タカ カンジャサマ ジタク タイイン バアイ リヨウ シャカイ シゲン カギ ホンニン カゾク サマ ア リヨウ コンナン タタ レイ カゾク シュウ カイイジョウ ホンニン カヨ カンガ ジギョウショ リヨウシャ スウ オオ シュウ カイ タイオウ ゲンド カンガ バアイ コンカイ チョウサ キ カクチイキ シャカイ シゲン ジョウホウ セイリ ア オオ カタ テキセツ リヨウ カンキョウ コウチク オモ ネガ

		承諾 ショウダク		獨協医科大学病院		0282-86-1111		321-0293		下都賀郡壬生町大字北小林880		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		3		2		別紙参照 ベッシ サンショウ		1		地域医療連携センター医療福祉相談室 チイキ イリョウ レンケイ イリョウ フクシ ソウダンシツ				0282-87-2185

		承諾 ショウダク		あしかがの森足利病院		0284-91-0611		326-0011		足利市大沼田町615		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		1		2		別紙参照 ベッシ サンショウ		1		メディカルソーシャルワーカー		福地　哲郎 フクチ テツロウ		0284-91-0611		soudan@hshikagu-hospital.or.jp

		承諾 ショウダク		JCHO　うつのみや病院		028-653-1001		321-0143		宇都宮市南高砂町11-17		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		2

		承諾 ショウダク		菅又病院　		028-676-0311		329-1207		塩谷郡高根沢町花岡2351		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		2										要相談の診療項目につきましては、病院にお電話で問い合わせていただければ対応いたします。小児科の入院対応はしておりません。外来診察につきましては、急性期の管理は困難であることもありますが、状態が安定している場合には相談いただければ可能な限り対応いたします。 ヨウ ソウダン シンリョウ コウモク ビョウイン デンワ ト ア タイオウ ショウニカ ニュウイン タイオウ ガイライ シンサツ キュウセイキ カンリ コンナン ジョウタイ アンテイ バアイ ソウダン カノウ カギ タイオウ

		承諾 ショウダク		那須赤十字病院		0287-23-1122		324-8686		栃木県大田原市中田原1081-4		1		1		3		3		3		1		3		1		3		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		1		4		なし		1		地域医療福祉連携課福祉係長 チイキ イリョウ フクシ レンケイ カ フクシ カカリチョウ		野中美希 ノナカ ミキ		0287-23-1122		renkeika@nasu.jrc.or.jp



												Ｑ1.医療ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する外来診療について、以下の医療行為に対応できますか

												予防接種 ヨボウ セッシュ		一次診療
（経過観察、栄養観察を含む） イチジ シンリョウ ケイカ カンサツ エイヨウ カンサツ フク		経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ		経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ		中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ		酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ		気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ		人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ		尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ		人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ		褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ

										できる		13		13		9		8		7		9		8		8		7		7		7

										できない		3		3		7		8		8		8		8		9		8		8		6

										要相談 ヨウ ソウダン		4		4		4		4		5		3		4		3		5		5		7



												Ｑ２医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する往診及び訪問診療について、以下の医療行為に対応できますか

												予防接種 ヨボウ セッシュ		経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ		経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ		中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ		酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ		気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ		人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ		尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ		人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ		褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ

										できる		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

										できない		19		20		20		20		20		20		20		20		20		20

										要相談 ヨウ ソウダン		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0

										Ｑ3		3.24時間、重症心身障害児（18歳未満）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイジ サイ ミマン イリョウ タイオウ				3.24時間、重症心身障害児（18歳未満）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイジ サイ ミマン イリョウ タイオウ

										できる		4

										できない		14

										要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン		2

										Ｑ4		4.24時間、重症心身障害者（18歳以上）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイシャ サイ イジョウ イリョウ タイオウ				4.24時間、重症心身障害者（18歳以上）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイシャ サイ イジョウ イリョウ タイオウ

										できる		3

										できない		9

										要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン		8

										Ｑ5		5.重症心身障害児（者）のレスパイト入院に対応できますか ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ ニュウイン タイオウ				5.重症心身障害児（者）のレスパイト入院に対応できますか ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ ニュウイン タイオウ

										できる		5

										できない		10

										要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン		5

										Ｑ6		6.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する訪問リハビリテーションを提供していますか イリョウテキ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ホウモン テイキョウ				6.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する訪問リハビリテーションを提供していますか イリョウテキ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ホウモン テイキョウ

										提供している テイキョウ		1

										提供していない テイキョウ		17

										提供していないが対応は可能 テイキョウ タイオウ カノウ		1

										要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン		1

										Ｑ7		7.平成26年度において、以下における長期入院児（6ヶ月以上）の患者数は何名ですか（「原疾患」及び「長期入院理由」について、複数の理由がある場合は、主な理由を選んでください） ヘイセイ ネンド イカ チョウキ ニュウイン ジ ゲツイジョウ カンジャスウ ナンメイ ゲンシッカン オヨ チョウキ ニュウイン リユウ フクスウ リユウ バアイ オモ リユウ エラ				7.平成26年度において、以下における長期入院児（6ヶ月以上）の患者数は何名ですか（「原疾患」及び「長期入院理由」について、複数の理由がある場合は、主な理由を選んでください） ヘイセイ ネンド イカ チョウキ ニュウイン ジ ゲツイジョウ カンジャスウ ナンメイ ゲンシッカン オヨ チョウキ ニュウイン リユウ フクスウ リユウ バアイ オモ リユウ エラ

										Q8		8.重症心身障害児（者）に対する相談窓口はありますか ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ソウダン マドグチ

																1		ある		13

																2		ない		7
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Ｑ7統計



				乳児～2歳 ニュウジ サイ		3歳～6歳 サイ サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13歳～17歳 サイ サイ		18歳以上 サイイジョウ

		気管切開人工呼吸患者 キカン セッカイ ジンコウ コキュウ カンジャ		11		4		8		5		12

		非気管切開人工呼吸患者（NPPV) ヒ キカン セッカイ ジンコウ コキュウ カンジャ		2		0		0		0		1

		気管切開患者 キカン セッカイ カンジャ		2		3		2		0		14

		その他 タ		4		2		2		0		1



		入院期間 ニュウイン キカン		NICU及びGCU オヨ		PICU		その他小児病棟 タ ショウニ ビョウトウ

		6ヶ月以上1年未満 ゲツイジョウ ネン ミマン		9		0		11

		1年以上2年未満 ネンイジョウ ネン ミマン		1		0		10

		2年以上 ネンイジョウ		4		0		154

		原疾患 ゲンシッカン		NICU及びGCU オヨ		PICU		その他小児病棟 タ ショウニ ビョウトウ

		新生児仮死 シンセイジ カシ		2		0		38

		仮死以外の神経、筋疾患 カシ イガイ シンケイ キン シッカン		3		0		48

		事故 ジコ		0		0		4

		先天異常症候群 センテン イジョウ ショウコウグン		11		0		22

		慢性肺疾患、気道病変 マンセイ ハイ シッカン キドウ ビョウヘン		1		0		0

		低出生体重児 テイ シュッセイ タイジュウ ジ		5		0		7

		社会的事情 シャカイテキ ジジョウ		0		0		2

		その他 タ		2		0		44

		長期入院理由 チョウキ ニュウイン リユウ		NICU及びGCU オヨ		PICU		その他小児病棟 タ ショウニ ビョウトウ

		病状が不安定 ビョウジョウ フアンテイ		6		0		30

		療育施設入所待ち リョウイク シセツ ニュウショ マ		0		0		18

		中間施設受入体制の不備 チュウカン シセツ ウケイレ タイセイ フビ		0		0		0

		地域サポートの不備 チイキ フビ		0		0		0

		病院の在宅医療フォロー体制不備 ビョウイン ザイタク イリョウ タイセイ フビ		0		0		0

		家族の受入困難 カゾク ウケイレ コンナン		4		0		127

		家庭環境、経済的理由 カテイ カンキョウ ケイザイテキ リユウ		1		0		5

		在宅準備中 ザイタク ジュンビチュウ		3		0		4

		その他 タ		0		0		1





黒須病院

				乳児～2歳 ニュウジ サイ		3歳～6歳 サイ サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13歳～17歳 サイ サイ		18歳以上 サイイジョウ

		気管切開人工呼吸患者 キカン セッカイ ジンコウ コキュウ カンジャ										1

		非気管切開人工呼吸患者（NPPV) ヒ キカン セッカイ ジンコウ コキュウ カンジャ										0

		気管切開患者 キカン セッカイ カンジャ										3

		その他 タ



		入院期間 ニュウイン キカン		NICU及びGCU オヨ		PICU		その他小児病棟 タ ショウニ ビョウトウ

		6ヶ月以上1年未満 ゲツイジョウ ネン ミマン

		1年以上2年未満 ネンイジョウ ネン ミマン

		2年以上 ネンイジョウ

		原疾患 ゲンシッカン

		新生児仮死 シンセイジ カシ

		仮死以外の神経、筋疾患 カシ イガイ シンケイ キン シッカン

		事故（溺水、交通事故、転落等） ジコ デキスイ コウツウ ジコ テンラク ナド

		先天異常症候群（染色体異常、欠乏奇形症候群、欠乏性代謝異常など） センテン イジョウ ショウコウグン センショクタイ イジョウ ケツボウ キケイ ショウコウグン ケツボウ セイ タイシャ イジョウ

		慢性肺疾患、気道病変 マンセイ ハイ シッカン キドウ ビョウヘン

		低出生体重児 テイ シュッセイ タイジュウ ジ

		社会的事情 シャカイテキ ジジョウ

		その他 タ

		長期入院理由 チョウキ ニュウイン リユウ

		病状が不安定 ビョウジョウ フアンテイ

		療育施設入所待ち リョウイク シセツ ニュウショ マ

		中間施設受入体制の不備 チュウカン シセツ ウケイレ タイセイ フビ

		地域サポートの不備 チイキ フビ

		病院の在宅医療フォロー体制不備 ビョウイン ザイタク イリョウ タイセイ フビ

		家族の受入困難 カゾク ウケイレ コンナン

		家庭環境、経済的理由 カテイ カンキョウ ケイザイテキ リユウ

		在宅準備中 ザイタク ジュンビチュウ

		その他 タ





自治医科大学附属病院

				乳児～2歳 ニュウジ サイ		3歳～6歳 サイ サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13歳～17歳 サイ サイ		18歳以上 サイイジョウ

		気管切開人工呼吸患者 キカン セッカイ ジンコウ コキュウ カンジャ		1

		非気管切開人工呼吸患者（NPPV) ヒ キカン セッカイ ジンコウ コキュウ カンジャ		1

		気管切開患者 キカン セッカイ カンジャ						1				1

		その他 タ		2		1



		入院期間 ニュウイン キカン		NICU及びGCU オヨ		PICU		その他小児病棟 タ ショウニ ビョウトウ

		6ヶ月以上1年未満 ゲツイジョウ ネン ミマン						4

		1年以上2年未満 ネンイジョウ ネン ミマン						2

		2年以上 ネンイジョウ						1

		原疾患 ゲンシッカン

		新生児仮死 シンセイジ カシ

		仮死以外の神経、筋疾患 カシ イガイ シンケイ キン シッカン						3

		事故（溺水、交通事故、転落等） ジコ デキスイ コウツウ ジコ テンラク ナド

		先天異常症候群（染色体異常、欠乏奇形症候群、欠乏性代謝異常など） センテン イジョウ ショウコウグン センショクタイ イジョウ ケツボウ キケイ ショウコウグン ケツボウ セイ タイシャ イジョウ						3

		慢性肺疾患、気道病変 マンセイ ハイ シッカン キドウ ビョウヘン

		低出生体重児 テイ シュッセイ タイジュウ ジ						1

		社会的事情 シャカイテキ ジジョウ

		その他 タ

		長期入院理由 チョウキ ニュウイン リユウ

		病状が不安定 ビョウジョウ フアンテイ						5

		療育施設入所待ち リョウイク シセツ ニュウショ マ						0

		中間施設受入体制の不備 チュウカン シセツ ウケイレ タイセイ フビ						0

		地域サポートの不備 チイキ フビ						0

		病院の在宅医療フォロー体制不備 ビョウイン ザイタク イリョウ タイセイ フビ						0

		家族の受入困難 カゾク ウケイレ コンナン						1

		家庭環境、経済的理由 カテイ カンキョウ ケイザイテキ リユウ						0

		在宅準備中 ザイタク ジュンビチュウ						1

		その他 タ						0





済生会宇都宮病院

				乳児～2歳 ニュウジ サイ		3歳～6歳 サイ サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13歳～17歳 サイ サイ		18歳以上 サイイジョウ

		気管切開人工呼吸患者 キカン セッカイ ジンコウ コキュウ カンジャ						1				2

		非気管切開人工呼吸患者（NPPV) ヒ キカン セッカイ ジンコウ コキュウ カンジャ

		気管切開患者 キカン セッカイ カンジャ

		その他 タ										1



		入院期間 ニュウイン キカン		NICU及びGCU オヨ		PICU		その他小児病棟 タ ショウニ ビョウトウ

		6ヶ月以上1年未満 ゲツイジョウ ネン ミマン						1

		1年以上2年未満 ネンイジョウ ネン ミマン

		2年以上 ネンイジョウ						3

		原疾患 ゲンシッカン

		新生児仮死 シンセイジ カシ						1

		仮死以外の神経、筋疾患 カシ イガイ シンケイ キン シッカン

		事故（溺水、交通事故、転落等） ジコ デキスイ コウツウ ジコ テンラク ナド

		先天異常症候群（染色体異常、欠乏奇形症候群、欠乏性代謝異常など） センテン イジョウ ショウコウグン センショクタイ イジョウ ケツボウ キケイ ショウコウグン ケツボウ セイ タイシャ イジョウ

		慢性肺疾患、気道病変 マンセイ ハイ シッカン キドウ ビョウヘン

		低出生体重児 テイ シュッセイ タイジュウ ジ

		社会的事情 シャカイテキ ジジョウ

		その他 タ						3

		長期入院理由 チョウキ ニュウイン リユウ

		病状が不安定 ビョウジョウ フアンテイ

		療育施設入所待ち リョウイク シセツ ニュウショ マ						3

		中間施設受入体制の不備 チュウカン シセツ ウケイレ タイセイ フビ

		地域サポートの不備 チイキ フビ

		病院の在宅医療フォロー体制不備 ビョウイン ザイタク イリョウ タイセイ フビ

		家族の受入困難 カゾク ウケイレ コンナン

		家庭環境、経済的理由 カテイ カンキョウ ケイザイテキ リユウ

		在宅準備中 ザイタク ジュンビチュウ

		その他 タ						1





足利赤十字病院

				乳児～2歳 ニュウジ サイ		3歳～6歳 サイ サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13歳～17歳 サイ サイ		18歳以上 サイイジョウ

		気管切開人工呼吸患者 キカン セッカイ ジンコウ コキュウ カンジャ

		非気管切開人工呼吸患者（NPPV) ヒ キカン セッカイ ジンコウ コキュウ カンジャ		1

		気管切開患者 キカン セッカイ カンジャ

		その他 タ



		入院期間 ニュウイン キカン		NICU及びGCU オヨ		PICU		その他小児病棟 タ ショウニ ビョウトウ

		6ヶ月以上1年未満 ゲツイジョウ ネン ミマン						1

		1年以上2年未満 ネンイジョウ ネン ミマン

		2年以上 ネンイジョウ

		原疾患 ゲンシッカン

		新生児仮死 シンセイジ カシ

		仮死以外の神経、筋疾患 カシ イガイ シンケイ キン シッカン

		事故（溺水、交通事故、転落等） ジコ デキスイ コウツウ ジコ テンラク ナド

		先天異常症候群（染色体異常、欠乏奇形症候群、欠乏性代謝異常など） センテン イジョウ ショウコウグン センショクタイ イジョウ ケツボウ キケイ ショウコウグン ケツボウ セイ タイシャ イジョウ

		慢性肺疾患、気道病変 マンセイ ハイ シッカン キドウ ビョウヘン

		低出生体重児 テイ シュッセイ タイジュウ ジ

		社会的事情 シャカイテキ ジジョウ

		その他 タ						1

		長期入院理由 チョウキ ニュウイン リユウ

		病状が不安定 ビョウジョウ フアンテイ

		療育施設入所待ち リョウイク シセツ ニュウショ マ

		中間施設受入体制の不備 チュウカン シセツ ウケイレ タイセイ フビ

		地域サポートの不備 チイキ フビ

		病院の在宅医療フォロー体制不備 ビョウイン ザイタク イリョウ タイセイ フビ

		家族の受入困難 カゾク ウケイレ コンナン

		家庭環境、経済的理由 カテイ カンキョウ ケイザイテキ リユウ						1

		在宅準備中 ザイタク ジュンビチュウ

		その他 タ





獨協医科大学病院

				乳児～2歳 ニュウジ サイ		3歳～6歳 サイ サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13歳～17歳 サイ サイ		18歳以上 サイイジョウ

		気管切開人工呼吸患者 キカン セッカイ ジンコウ コキュウ カンジャ		10		1		3

		非気管切開人工呼吸患者（NPPV) ヒ キカン セッカイ ジンコウ コキュウ カンジャ

		気管切開患者 キカン セッカイ カンジャ		2

		その他 タ		2				1



		入院期間 ニュウイン キカン		NICU及びGCU オヨ		PICU		その他小児病棟 タ ショウニ ビョウトウ

		6ヶ月以上1年未満 ゲツイジョウ ネン ミマン		9				4

		1年以上2年未満 ネンイジョウ ネン ミマン						2

		2年以上 ネンイジョウ						4

		原疾患 ゲンシッカン

		新生児仮死 シンセイジ カシ

		仮死以外の神経、筋疾患 カシ イガイ シンケイ キン シッカン		2

		事故（溺水、交通事故、転落等） ジコ デキスイ コウツウ ジコ テンラク ナド

		先天異常症候群（染色体異常、欠乏奇形症候群、欠乏性代謝異常など） センテン イジョウ ショウコウグン センショクタイ イジョウ ケツボウ キケイ ショウコウグン ケツボウ セイ タイシャ イジョウ		10

		慢性肺疾患、気道病変 マンセイ ハイ シッカン キドウ ビョウヘン

		低出生体重児 テイ シュッセイ タイジュウ ジ		5

		社会的事情 シャカイテキ ジジョウ

		その他 タ		2

		長期入院理由 チョウキ ニュウイン リユウ

		病状が不安定 ビョウジョウ フアンテイ		6				2

		療育施設入所待ち リョウイク シセツ ニュウショ マ						15

		中間施設受入体制の不備 チュウカン シセツ ウケイレ タイセイ フビ

		地域サポートの不備 チイキ フビ

		病院の在宅医療フォロー体制不備 ビョウイン ザイタク イリョウ タイセイ フビ

		家族の受入困難 カゾク ウケイレ コンナン

		家庭環境、経済的理由 カテイ カンキョウ ケイザイテキ リユウ		1

		在宅準備中 ザイタク ジュンビチュウ		2				3

		その他 タ





あしかがの森足利病院

				乳児～2歳 ニュウジ サイ		3歳～6歳 サイ サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13歳～17歳 サイ サイ		18歳以上 サイイジョウ

		気管切開人工呼吸患者 キカン セッカイ ジンコウ コキュウ カンジャ				3		4		5		9

		非気管切開人工呼吸患者（NPPV) ヒ キカン セッカイ ジンコウ コキュウ カンジャ										1

		気管切開患者 キカン セッカイ カンジャ				3		1				10

		その他 タ				1		1



		入院期間 ニュウイン キカン		NICU及びGCU オヨ		PICU		その他小児病棟 タ ショウニ ビョウトウ

		6ヶ月以上1年未満 ゲツイジョウ ネン ミマン						1

		1年以上2年未満 ネンイジョウ ネン ミマン		1				6

		2年以上 ネンイジョウ		4				146

		原疾患 ゲンシッカン

		新生児仮死 シンセイジ カシ		2				37

		仮死以外の神経、筋疾患 カシ イガイ シンケイ キン シッカン		1				45

		事故（溺水、交通事故、転落等） ジコ デキスイ コウツウ ジコ テンラク ナド						4

		先天異常症候群（染色体異常、欠乏奇形症候群、欠乏性代謝異常など） センテン イジョウ ショウコウグン センショクタイ イジョウ ケツボウ キケイ ショウコウグン ケツボウ セイ タイシャ イジョウ		1				19

		慢性肺疾患、気道病変 マンセイ ハイ シッカン キドウ ビョウヘン		1

		低出生体重児 テイ シュッセイ タイジュウ ジ						6

		社会的事情 シャカイテキ ジジョウ						2

		その他 タ						40

		長期入院理由 チョウキ ニュウイン リユウ

		病状が不安定 ビョウジョウ フアンテイ						23

		療育施設入所待ち リョウイク シセツ ニュウショ マ

		中間施設受入体制の不備 チュウカン シセツ ウケイレ タイセイ フビ

		地域サポートの不備 チイキ フビ

		病院の在宅医療フォロー体制不備 ビョウイン ザイタク イリョウ タイセイ フビ

		家族の受入困難 カゾク ウケイレ コンナン		4				126

		家庭環境、経済的理由 カテイ カンキョウ ケイザイテキ リユウ						4

		在宅準備中 ザイタク ジュンビチュウ		1

		その他 タ





管理

		1/15/16		09:30～11:30		120

		1/16/16		19:30～22:00		150

		1/19/16		16:20～17：30		70

		1/28/16		17：30～18:30		60

				22:30～23：30		60

				11：30～13:30		120

		1/30/16		12:00～14：30		150

		1/31/16		15：30～17：45		135

		2/1/16		16：00～18：00		120

		2/1/16		23：30～0：40		70
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相談支援事業所一覧表

		市区郡 シク グン		事業所名 ジギョウショ メイ		電話番号 デンワ バンゴウ		FAX番号 バンゴウ		郵便番号 ユウビンバンゴウ		所在地 ショザイチ		訪問可能な主な市町村 ホウモン カノウ オモ シチョウソン

		足利市 アシカガシ		特定相談支援センターはじめ		0284-22-4561		0284-22-4562		326-0143		足利市葉鹿町735-1		足利市 アシカガシ

		足利市 アシカガシ		足利障害者相談支援センター		0284-44-0307		0284-44-0318		326-0064		足利市東砂原後町1072		足利市、佐野市 アシカガシ サノシ

		足利市 アシカガシ		足利ケアサービス		0284-21-7630		0284-21-3109		326-0843		足利市五十部町809-3		足利市、佐野市、太田市 アシカガシ サノシ オオタシ

		足利市 アシカガシ		障害者相談支援センターフォレスト		0284-91-1816		0284-91-2867		326-0011		足利市大沼田町615		足利市及び近隣市町村 アシカガシ オヨ キンリン シチョウソン

		足利市 アシカガシ		相談支援事業所こころみ		0284-41-5039		0284-43-2665		326-0061		足利市田島町611-2

		宇都宮市 ウツノミヤシ		相談支援事業所ポンテ		028-652-7288		028-652-6355		321-0341		宇都宮市古賀志町1964-12		宇都宮、鹿沼、日光、壬生 ウツノミヤ カヌマ ニッコウ ミブ

		宇都宮市 ウツノミヤシ		うつのみや		028-632-6074		028-632-6075		320-0861		宇都宮市西2-1-7		宇都宮市 ウツノミヤシ

		宇都宮市 ウツノミヤシ		サポートセンターきりん		028-612-3838		028-678-3257		321-0905		宇都宮市平出工業団地43-100 ウツノミヤシ ヒライデコウギョウダンチ		宇都宮市 ウツノミヤシ

		宇都宮市 ウツノミヤシ		サポートセンターとみや生活支援センター		028-665-8230		028-665-8230		321-2116		宇都宮市徳次郎町540		宇都宮市 ウツノミヤシ

		宇都宮市 ウツノミヤシ		サポートセンターひばり		028-670-0330		028-667-7315		321-3236		宇都宮市竹下町435-159		宇都宮市 ウツノミヤシ

		宇都宮市 ウツノミヤシ		相談支援センターネクスト		080-8854-9551		028-612-7174		320-0034		宇都宮市泉町6-25		宇都宮市 ウツノミヤシ

		宇都宮市 ウツノミヤシ		特定相談支援事業所やすらぎ		028-650-7727		028-650-7728		320-0011		宇都宮市富士見が丘3－19－20		宇都宮市 ウツノミヤシ

		宇都宮市 ウツノミヤシ		障がい者生活支援センターこぶし		028-680-5746		028-688-0214		321-0126		宇都宮市茂原町837-1		宇都宮市、上三川町 ウツノミヤシ カミノカワマチ

		大田原市 オオタワラシ		相談支援事業所つばさ		0287-53-7393		0287-53-7394		324-0044		大田原市親園824-1		大田原市、那須塩原市、那須烏山市、矢板市、さくら市、那須町、塩谷町、高根沢町 オオタワラシ ナスシオバラシ ナスカラスヤマシ ヤイタシ シ ナスマチ シオ タニ マチ タカネザワマチ

		大田原市 オオタワラシ		相談支援事業所とまり木		0287-54-2854		0287-54-2230		324-0231		大田原市北野上3952		大田原市、那須塩原市、那須町 オオタワラシ ナスシオバラシ ナスマチ

		小山市 オヤマシ		相談支援事業所わくわくおやま		0285-24-6575		0285-20-0255		323-0022		小山市駅東通り3-9-6		小山市 オヤマシ

		小山市 オヤマシ		友井タクシー介護ステーションふれあい		0285-30-0840		0285-30-0844		323-0025		小山市城山町2丁目12-25		小山市 オヤマシ

		小山市 オヤマシ		相談支援事業所おやま		0285-22-1833		0285-22-8946		323-0014		小山市喜沢660		小山市、下野市 オヤマシ シモノ シ

		小山市 オヤマシ		社会就労センターえいぶるの里 シャカイ シュウロウ サト		0285-22-4561		0285-22-4581		323-0003		小山市東島田2403-2		小山市、下野市、上三川町、野木町、結城市、古河市、筑西市 オヤマシ シモノ シ カミノカワマチ ノギマチ ユウキシ コガシ ツク ニシ シ

		小山市 オヤマシ		はつらつサロン南天相談支援事業所		0285-22-4659		0285-38-6529		323-0027		小山市花垣町2-3-19		小山市、栃木市 オヤマシ トチギシ

		小山市 オヤマシ		相談支援事業所みどり		0285-45-8362		0285-45-8397		329-0214		小山市乙女786-1		小山市、栃木市、古河市、結城市 オヤマシ トチギシ コガシ ユウキシ

		上三川町 カミノカワマチ		上三川障がい児・者生活相談支援センター		0285-38-6854		0285-38-6841		329-0611		上三川町上三川5082-15		上三川町 カミノカワマチ

		さくら市 シ		障がい者支援センターにんべん		028-686-2539		028-686-2584		329-1417		さくら市フィオーレ喜連川5-2-1　フィオーレガーデン1-102		さくら市 シ

		佐野市 サノシ		社会福祉法人とちのみ会　こなかの森 シャカイ フクシ ホウジン カイ モリ		0283-24-5757		0283-24-6294		327-0001		佐野市小中町1280		佐野市、足利市 サノシ アシカガシ

		佐野市 サノシ		さの社協相談支援センターほっぷ		0283-22-8152		0283-22-8199		327-0003		佐野市大橋町3212-27		佐野市全域 サノシ ゼンイキ

		下野市 シモノ シ		南栃木支援センター相談支援		0285-44-6118		0285-44-7215		329-0412		下野市柴1432-105		下野市、小山市、壬生町 シモノ シ オヤマシ ミブマチ

		下野市 シモノ シ		下野市相談支援事業所 こばと		0285-44-6783		0285-44-6783		329-0414		下野市小金井1146-6		下野市、上三川町 シモノ シ カミノカワマチ

		高根沢町 タカネザワマチ		高根沢町障害児者生活支援センターすまいる タカネザワマチ		028-612-2751		028-612-2752		329-1225		塩谷郡高根沢町石末1825　福祉センター内 シオヤグン タカネザワマチ イシヅエ フクシ ナイ		高根沢町 タカネザワマチ

		高根沢町 タカネザワマチ		障害者相談支援センターいぶき		028-678-3502		028-676-3501		329-1216		塩谷郡高根沢町桑窪2266-2		高根沢町 タカネザワマチ

		栃木市 トチギシ		相談支援事業所わらしべの家		0282-27-1627		0282-27-1675		328-0011		栃木市大宮町2708-3		栃木市 トチギシ

		栃木市 トチギシ		相談支援センターぴあん ソウダン シエン		0282-31-1755		0282-31-2919		328-0067		栃木市皆川城内町333-2		栃木市、小山市 トチギシ オヤマシ

		栃木市 トチギシ		相談支援事業所「ピュア」		0282-31-3911		0282-31-3912		328-0133		栃木市大森町465		栃木市、鹿沼市、佐野市、小山市、壬生町 トチギシ カヌマシ サノシ オヤマシ ミブマチ

		栃木市 トチギシ		相談支援ウエイブ		0282-23-4465		0282-23-4465		328-0012		栃木市平柳町1-2-7		栃木市、壬生町 トチギシ ミブマチ

		栃木市 トチギシ		もくせいの里		0282-43-0593		0282-43-1387		329-4405		栃木市大平町西山田1198		栃木市内 トチギシナイ

		那須町 ナスマチ		障がい者相談支援事業所ケアサプライ		0287-73-5312		0287-73-5311		329-3221		那須郡那須町漆塚762-102 ナスグン ナスマチ ウルシツカ		白河市、那須町、那須塩原市、大田原市 シラカワシ ナスマチ ナスシオバラシ オオタワラシ

		那須塩原市 ナスシオバラ シ		相談支援事業所テトテ		0287-36-7171		0287-36-7181		329-2732		那須塩原市一区町251-1		那須塩原市（大田原、矢板、那須町、那珂川町、烏山） ナスシオバラ シ オオタワラ ヤイタ ナスマチ ナカガワマチ カラスヤマ

		那須塩原市 ナスシオバラ シ		相談支援事業のぞみ		0287-65-2288		0287-65-2282		329-3152		那須塩原市上中野53		那須塩原市、大田原市、那須町 ナスシオバラ シ オオタワラシ ナスマチ

		那須塩原市 ナスシオバラ シ		相談支援事業所　空		0287-73-8165		0287-73-8165		329-3157		那須塩原市大原間西1-19-9		那須塩原市、大田原市、那須町 ナスシオバラ シ オオタワラシ ナスマチ

		那須塩原市 ナスシオバラ シ		指定特定相談支援事業所あじさい		0287-60-3361		0287-60-3362		325-0034		那須塩原市東原166		那須塩原市、那須町 ナスシオバラ シ ナスマチ

		野木町 ノギマチ		さわやか相談支援センター		0280-57-4884		0280-57-4994		329-0112		野木町南赤塚1145-1		小山市、野木町、古河市、栃木市 オヤマシ ノギマチ コガシ トチギシ

		芳賀郡 ハガ グン		相談支援センター光輝舎		0285-70-2020		0285-72-8222		321-4105		芳賀郡益子町北中1113-1		芳賀郡、真岡市等 ハガ グン モオカシ ナド

		芳賀郡 ハガ グン		相談支援センターみさと		0285-72-9767				321-4104		芳賀郡益子町大沢2800-5		芳賀郡内（真岡市、益子町、市貝町、芳賀町、茂木町） ハガ グンナイ モオカシ マシコ チョウ イチ ガイ マチ ハガマチ モギマチ

		真岡市 モオカシ		相談支援センターのどか　真岡センター		0285-81-5890		0285-85-8452		321-4305		真岡市荒町111-1		真岡市、芳賀町、市貝町、益子町、茂木町 モオカシ ハガマチ イチガイ マチ マシコ チョウ モギ マチ

		真岡市 モオカシ		真岡介護センター		0285-80-5200		0285-80-5211		321-4361		真岡市並木町1-8-1　シティ並木102 ナミキ		真岡市、芳賀町南部、市貝町南部、益子町西部、上三川東部 モオカシ ハガマチ ナンブ イチ ガイ チョウ ナンブ マシコ チョウ セイブ カミノカワ トウブ

		壬生町 ミブマチ		指定障害者相談支援事業所あるしぇん		0282-86-7665		0282-21-7109		321-0201		下都賀郡壬生町安塚2032 シモツガグン ミブマチ ヤスヅカ		壬生町 ミブマチ





訪問看護事業所一覧表

		市区郡 シク グン		事業所名 ジギョウショ メイ		電話番号 デンワ バンゴウ		FAX番号 バンゴウ		郵便番号 ユウビンバンゴウ		所在地 ショザイチ		訪問可能な主な市町村 ホウモン カノウ オモ シチョウソン

		足利市 アシカガシ		あおい訪問看護ステーション		0284-73-9456		0284-72-7600		326-0831		足利市堀込町2556 セレッソ・コート1階		足利市とその周辺（佐野市、館林市、巴楽町、太田市、桐生市） アシカガシ シュウヘン サノシ タテバヤシシ トモエ ラク マチ オオタシ キリュウシ				足利市 アシカガシ		2

		足利市 アシカガシ		ライフ訪問看護リハビリテーション		0284-64-8799		0284-64-8335		326-0831		足利市堀込町2656-7　ASKビル301号		足利市、佐野市、館林市、邑楽郡、太田市、桐生市 アシカガシ サノシ タテバヤシシ オウラ グン オオタシ キリュウシ				宇都宮市 ウツノミヤシ		7

		宇都宮市 ウツノミヤシ		ＷＡＤＥＷＡＤＥ訪問看護ステーション		028-666-5420		028-666-5460		321-0923		宇都宮市下栗町2913-1 ウツノミヤシ シモグリマチ		宇都宮市、上三川町、 ウツノミヤシ カミノカワマチ				大田原市 オオタワラシ		4

		宇都宮市 ウツノミヤシ		訪問看護ステーションここあ		028-600-3735		028-600-3736		321-2116		宇都宮市徳次郎町998-9 ウツノミヤシ トクジロウマチ		宇都宮市、日光市、 ウツノミヤシ ニッコウシ				小山市 オヤマシ		3

		宇都宮市 ウツノミヤシ		訪問看護ステーションうつのみや		028-612-6103		028-612-6104		320-0852		宇都宮市下砥上町字並塚643番地1		宇都宮市、壬生町 ウツノミヤシ ミブマチ				鹿沼市 カヌマシ		1

		宇都宮市 ウツノミヤシ		訪問看護ステーションあるく		028-643-5586		028-678-8796		320-0036		宇都宮市小幡2-6-14 		宇都宮市 ウツノミヤシ				さくら市 シ		1

		宇都宮市 ウツノミヤシ		訪問看護ステーション風		028-612-1333		028-612-1384		321-0117		宇都宮市城南3丁目5-6		宇都宮、鹿沼、下野、壬生 ウツノミヤ カヌマ シモノ ミブ				佐野市 サノシ		2

		宇都宮市 ウツノミヤシ		訪問看護ステーションほっと		028-626-5739		028-625-8201		321-0974		宇都宮市竹林町958		宇都宮市 ウツノミヤシ				下野市 シモツケシ		1

		宇都宮市 ウツノミヤシ		宮の橋訪問看護ステーション		028-635-9839		028-635-9839		321-0963		宇都宮市南大通り1-1-23		宇都宮市 ウツノミヤシ				高根沢町 タカネザワマチ		1

		大田原市 オオタワラシ		訪問看護ステーションゆりの木		0287-47-5123		0287-47-5124		324-0028		大田原市山の手1-1-7 ヤマ テ		大田原市、那須塩原市、那珂川町 オオタワラシ ナスシオバラ シ ナカガワマチ				栃木市 トチギシ		1

		大田原市 オオタワラシ		とちぎ訪問看護ステーションくろばね		0287-54-0507		0287-54-0580		324-0241		大田原市黒羽向町142番地		大田原市、那須塩原市、那須町、那珂川町 オオタワラシ ナスシオバラ シ ナスマチ ナカガワマチ				那須烏山市 ナスカラスヤマシ		1

		大田原市 オオタワラシ		さくら訪問看護ステーション		0287-29-3252		0287-29-3252		324-0058		大田原市紫塚3-2633-10		大田原市、那須塩原市、矢板市 オオタワラシ ナスシオバラ シ ヤイタ シ				那須塩原市 ナスシオバラ シ		1

		大田原市 オオタワラシ		那須赤十字訪問看護ステーション		0287-23-8866		0287-23-8903		324-8686		大田原市中田原1081-4		大田原市、那須塩原市（一部を除く） オオタワラシ ナスシオバラ シ イチブ ノゾ				野木町 ノギマチ		1

		小山市 オヤマシ		とちぎ訪問看護ステーションおやま		0285-39-8602		0285-39-8607		323-0827		小山市神鳥谷2251-7 オヤマシ ヒトトノヤ		小山市、下野市（南部）、野木町（北部） オヤマシ シモノ シ ナンブ ノギ マチ ホクブ				壬生町 ミブマチ		1

		小山市 オヤマシ		わくわく訪問看護ステーションおやま		0285-24-6575		0285-20-0255		323-0022		小山市駅東通り3-9-6		小山市、結城市（茨城県）、下野市の一部、栃木市（PTのみ） オヤマシ ユウキシ イバラキケン シモノ シ イチブ トチギシ				真岡市 モオカシ		1

		小山市 オヤマシ		訪問看護ステーションみどり		0285-45-8362		0285-45-8397		329-0214		小山市乙女786-1		小山市、栃木市、古河市、結城市 オヤマシ トチギシ コガシ ユウキシ						28

		鹿沼市 カヌマシ		鹿沼訪問看護ステーション		0289-60-5650		0289-60-1687		322-0021		鹿沼市上野町320-3高橋ビル1階103号室		鹿沼市、旧宇都宮市、旧今市市、壬生町、西片町 カヌマシ キュウ ウツノミヤシ キュウ イマイチシ ミブマチ ニシカタマチ

		さくら市 シ		訪問看護ステーション卯の郷		028-682-7770		028-682-7766		329-1311		さくら市氏家2650番地		さくら市（周辺15ｋｍ以内）、塩谷町、那須烏山市、宇都宮市、高根沢町 シ シュウヘン イナイ シオヤ マチ ナスカラスヤマシ ウツノミヤシ タカネザワ マチ

		佐野市 サノシ		訪問看護ステーションマザーの家		0283-85-7771		0283-85-7772		327-0504		佐野市中町942-1		佐野市 サノシ

		佐野市 サノシ		訪問看護ステーション佐野		0283-86-7013		0283-86-7031		327-0847		佐野市天神町774-22 メープルハイツ101号室		足利市、佐野市、栃木市（旧岩船市） アシカガシ サノシ トチギシ キュウ イワフネ シ

		下野市 シモツケシ		訪問看護ステーション石橋		0285-52-2293		0285-52-2268		329-0511		下野市石橋628番地		下野市、上三川町、壬生町、宇都宮市（部） シモノ シ カミノカワマチ ミブマチ ウツノミヤシ ブ

		高根沢町 タカネザワ マチ		訪問看護ステーションたかねざわ		028-680-1701		028-680-1702		329-1233		塩谷郡高根沢町宝積寺2426-8 		高根沢町、さくら市、那須烏山市、芳賀町、市貝町、茂木町、益子町、宇都宮市 タカネザワマチ シ ナスカラスヤマシ ハガ マチ イチ カイ チョウ モギマチ マシコ チョウ ウツノミヤシ

		栃木市 トチギシ		訪問看護ステーションオリーブ		0282-27-8414		0282-27-8415		328-0027		栃木市今泉町1丁目17番29号		栃木市、小山市、下野市、壬生町 トチギシ オヤマシ シモノ シ ミブ マチ

		那須烏山市 ナスカラスヤマシ		訪問看護ステーションあい		0287-83-8035		0287-83-8222		321-0628		那須烏山市金井2-5-9 ベンチャープラザ7号室 ゴウシツ		那須烏山市、那珂川町、茂木町、一貝町 ナスカラスヤマシ ナカガワマチ モギマチ イチ ガイ マチ

		那須塩原市 ナスシオバラ シ		マロニエ訪問看護ステーション		0287-37-6322		0287-39-3305		329-2763		那須塩原市井口537-3 にしなすの総合在宅ケアセンター内		那須塩原市、那須町、大田原市　リハビリのみ→那珂川町訪問可能 ナスシオバラ シ ナスマチ オオタワラシ ナカガワ マチ ホウモン カノウ

		野木町 ノギマチ		訪問看護ステーションたんぽぽ		0280-57-1888		0280-57-3819		329-0101		下都賀郡野木町友沼5119-12		野木町、小山市、旧藤岡町 ノギマチ オヤマシ キュウ フジオカマチ

		壬生町 ミブマチ		とちぎ訪問看護ステーションみぶ		0282-82-7262		0282-82-7260		321-0218		下都賀郡壬生町落合1-18-12		上三川町、下野市、壬生町、宇都宮 カミノカワマチ シモノ シ ミブ チョウ ウツノミヤ

		真岡市 モオカシ		芳賀赤十字訪問看護ステーション		0285-84-8266		0285-84-8266		321-4306		真岡市台町2461		芳賀郡全域（真岡市、益子町、芳賀町、茂木町） ハガ グン ゼンイキ モオカシ マシコマチ ハガマチ モギ マチ





診療所一覧表

		市区郡 シク グン		診療所名 シンリョウジョ メイ		電話番号 デンワ バンゴウ		郵便番号 ユウビンバンゴウ		所在地 ショザイチ

		足利市 アシカガシ		山浦内科医院		0284-21-6653 		326-0843		足利市五十部町1256-5

		足利市 アシカガシ		あいファミリィクリニック足利 アシカガ		0284-22-3788		329-4213		足利市寺岡町505-1

		足利市 アシカガシ		かしま産婦人科 サンフジンカ		0284-65-0341		326-0844		足利市鹿島町501-1

		足利市 アシカガシ		くさの小児科		0284-73-7000		326-0335		足利市上渋垂町338-3

		足利市 アシカガシ		すながクリニック		0284-44-7211		326-0015		足利市八椚町494-1　

		宇都宮市 ウツノミヤシ		医療法人　亀田内科		028-633-2884		320-0812		宇都宮市一番町1-28

		宇都宮市 ウツノミヤシ		越戸クリニック		028-660-6190		321-0951		宇都宮市越戸町139-6

		宇都宮市 ウツノミヤシ		福田こどもクリニック		028-659-8850		320-0852		宇都宮市下砥上町1545-20

		宇都宮市 ウツノミヤシ		きくちクリニック		028-683-3387		321-0903		宇都宮市下平出町614-2

		宇都宮市 ウツノミヤシ		てらもと小児科		028-650-6636		321-0975		宇都宮市関堀町971-6

		宇都宮市 ウツノミヤシ		あおい内科小児科ｸﾘﾆｯｸ		028-663-6000		321-0973		宇都宮市岩曽町1086-1

		宇都宮市 ウツノミヤシ		桜井消化器科・内科		028-643-0870		320-0073		宇都宮市細谷1-7-38

		宇都宮市 ウツノミヤシ		鈴木内科クリニック		028-655-1229		321-0139		宇都宮市若松原2-4-19

		宇都宮市 ウツノミヤシ		大根田内科医院		028-624-6322		320-0072		宇都宮市若草3-4-22

		宇都宮市 ウツノミヤシ		てらだファミリークリニック		028-654-2188		321-0132		宇都宮市雀の宮5-5-1

		宇都宮市 ウツノミヤシ		清原台こどもクリニック キヨハラ ダイ		028-305-6017		321-3223		宇都宮市清原台2-4-14

		宇都宮市 ウツノミヤシ		森田医院		028-633-1573		320-0861		宇都宮市西3-5-8

		宇都宮市 ウツノミヤシ		こどもヶ丘診療所		028-615-1077		321-0151		宇都宮市西川田町183-21

		宇都宮市 ウツノミヤシ		有村小児科医院		028-656-7207		321-0912		宇都宮市石井町3128-11

		宇都宮市 ウツノミヤシ		いちはらファミリークリニック		028-612-8350		321-0414		宇都宮市中里町322

		宇都宮市 ウツノミヤシ		豊郷中央渡辺内科　		028-622-8900		320-0004		宇都宮市長岡町1217-5

		宇都宮市 ウツノミヤシ		宇都宮市子ども発達センター診療所 ウツノミヤシ コ ハッタツ シンリョウジョ		028-647-4720		320-0851		宇都宮市鶴田町970-1

		宇都宮市 ウツノミヤシ		梅園医院		028-633-2869		320-0035		宇都宮市伝馬町3-28

		宇都宮市 ウツノミヤシ		片山医院		028-661-9764		321-0944		宇都宮市東峰町3008-21

		宇都宮市 ウツノミヤシ		冨塚メデｲカルクリニック		028-666-2555		321-2116		宇都宮市徳次郎町888

		宇都宮市 ウツノミヤシ		豊郷台クリニック ユタカ ゴウ ダイ		028-643-8998		320-0003		宇都宮市豊郷台2-21-3

		宇都宮市 ウツノミヤシ		みやの杜クリニック　		028-683-7811		321-0904		宇都宮市陽東2-4-5

		宇都宮市 ウツノミヤシ		医療法人　赤羽病院		028-661-5446		321-0904		宇都宮市陽東7-2-2

		大田原市 オオタワラシ		くろばね齋藤醫院		0287-54-0031		324-0233		大田原市黒羽田町612

		大田原市 オオタワラシ		さいとうハート＆キッズクリニック		0287-53-7979		324-0043		大田原市浅香1-4-3

		大田原市 オオタワラシ		あさかクリニック		0287-22-2601		324-0043		大田原市浅香3-3711

		小山市 オヤマシ		神鳥谷クリニック		0285-22-7700		323-0827		小山市神鳥谷1-19-1

		小山市 オヤマシ		小山すぎの木クリニック		0285-30-3456		323-0806		小山市中久喜1131-1

		小山市 オヤマシ		おおきこどもクリニック		0285-41-0025 		329-0207		小山市美しが丘3-35-3

		鹿沼市 カヌマシ		小川こどもクリニック		0289-74-5421		322-0027		鹿沼市貝島町5006-2

		鹿沼市 カヌマシ		飯岡小児科		0289-65-3257		322-0074		鹿沼市日吉町569-2

		鹿沼市 カヌマシ		小松医院		0289-60-5515		322-0064		鹿沼市文化橋町2300-1

		鹿沼市 カヌマシ		いとうこどもクリニック		0289-63-5566		322-0025		鹿沼市緑町2-2-29

		上三川 カミノカワ		やの小児科医院		0285-56-0280		329-0611		河内郡上三川町上三川3446-3

		さくら市 シ		仲嶋医院		028-681-7755		329-1311		さくら市氏家3245-17

		佐野市 サノシ		稲毛クリニック		0283-25-2566		327-0103		佐野市石塚町893-1

		佐野市 サノシ		こばやしファミリークリニック		0283-85-9900		327-0311		佐野市多田町566

		佐野市 サノシ		坪水医院		0283-62-0265		327-0312		佐野市栃本町2241

		佐野市 サノシ		緑の屋根診療所		0283-20-2577		327-0843		佐野市堀米町1348-5

		佐野市 サノシ		キッズクリニックはせがわ		0283-27-0200		327-0843		佐野市堀米町3946-6

		下野市 シモノ シ		グリムこどもクリニック		0285-51-1515		329-0502		下野市下古山2-6-17

		下野市 シモノ シ		にじいろこども診療所 シンリョウジョ		0285-44-7716		329-0414		下野市小金井4-1-1

		下野市 シモノ シ		角田内科医院		0285-53-5665 		329-0511		下野市石橋549

		下野市 シモノ シ		佐藤内科		0285-53-1305		329-0511		下野市石橋839-14

		下野市 シモノ シ		おかべこどもクリニック		0285-40-7300 		329-0433		下野市緑5-17-12

		高根沢町 タカネザワマチ		にいたに内科　		028-675-6515		329-1231		塩谷郡高根沢町宝石台 3-3-19

		栃木市 トチギシ		熊倉医院		0282-55-8425		329-4316		栃木市岩舟町新里180-1 トチギシ

		栃木市 トチギシ		竹田内科小児科クリニック		0282-29-1233		328-0011		栃木市大宮町52番地

		栃木市 トチギシ		田村医院		0282-43-3368		329-4423		栃木市大平町西水代1835-1

		栃木市 トチギシ		小森谷内科医院		0282-43-7327		329-4404		栃木市大平町富田4003-8

		栃木市 トチギシ		持田医院		0282-67-3661		329-0319		栃木市藤岡町中根115-5

		栃木市 トチギシ		腰塚医院		0282-62-2072		323-1104		栃木市藤岡町藤岡1845-10

		栃木市 トチギシ		よこやま内科小児科クリニック		0282-24-8102		328-0075		栃木市箱森町38-70

		栃木市 トチギシ		サンレディースクリニック		0282-24-3541		328-0024		栃木市樋ノ口町504-1

		栃木市 トチギシ		桜井こどもクリニック		0282-24-5987		328-0034		栃木市本町16-9

		栃木市 トチギシ		さいとう小児科 ショウニカ		0282-22-0757 		328-0015		栃木市万町30番16号

		那珂川町 ナカガワマチ		佐藤医院		0287-96-2841		324-0501		那須郡那珂川町小川2960-1

		那珂川町 ナカガワマチ		飯塚医院		0287-92-2034		324-0613		那須郡那珂川町馬頭484-3

		那珂川町 ナカガワマチ		立花医院		0287-72-0311		325-0003		那須郡那須町寺子乙3967-190

		那須塩原市 ナスシオバラ シ		中川医院 ナカガワ イイン		0287-62-0040		325-0057		那須塩原市黒磯幸町6-27

		那須塩原市 ナスシオバラ シ		さいとうクリニック		0287-39-1805		329-2724		那須塩原市西幸町7-13

		那須塩原市 ナスシオバラ シ		みずぬまクリニック		0287-39-1581		329-2751		那須塩原市東三島2-80-6

		日光市 ニッコウシ		吉原医院		0288-21-0161		321-1261		日光市今市826-4

		日光市 ニッコウシ		木村内科医院		0288-22-7880		321-1264		日光市瀬尾497-1

		益子町 マシコマチ		鈴木医院		0285-72-2032		321-4217		益子町益子1747-2

		壬生町 ミブマチ		小倉医院		0282-82-0057		321-0227		壬生町通町10-5

		壬生町 ミブマチ		大橋内科クリニック		0282-82-8522		321-0219		壬生町福和田1003-1

		壬生町 ミブマチ		かとう小児科 ショウニカ		0282-82-7576		321-0218		壬生町落合3-7-30

		真岡市 モオカシ		ひがのクリニック		0285-74-0051 		321-4521		真岡市久下田941-1

		真岡市 モオカシ		小林診療所		0285-82-3873		321-4369		真岡市熊倉3-10-7

		真岡市 モオカシ		西真岡こどもクリニック		0285-81-7900		321-4341		真岡市高勢町3-205-1

		真岡市 モオカシ		田井の里クリニック		0285-81-6502		321-4301		真岡市西田井内外748-2

		真岡市 モオカシ		深谷医院 フカヤ イイン		0285-75-0007 		321-4502		真岡市物井1268-7

		茂木町 モギマチ		吉永医院		0285-63-2303		321-3564		茂木町増井190-1





病院一覧表

		市区郡 シク グン		診療所名 シンリョウジョ メイ		電話番号 デンワ バンゴウ		郵便番号 ユウビンバンゴウ		所在地 ショザイチ																																																						相談窓口 ソウダン マドグチ		部署名・職名 ブショ メイ ショクメイ		ご担当者氏名 タントウシャ シメイ		連絡先TEL レンラクサキ		連絡先MAIL レンラクサキ

		足利市 アシカガシ		あしかがの森足利病院		0284-91-0611		326-0011		足利市大沼田町615		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		1		2		別紙参照 ベッシ サンショウ		有		メディカルソーシャルワーカー		福地　哲郎 フクチ テツロウ		0284-91-0611		soudan@hshikagu-hospital.or.jp

		足利市 アシカガシ		足利赤十字病院		0284-21-0121		326-0843		足利市五十部町284-1		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		3		1		2		別紙参照 ベッシ サンショウ		有		事務部医事課社会福祉士 ジム ブ イジ カ シャカイ フクシ シ		布施　麻由実 フセ マユミ		0284-20-1307

		宇都宮市 ウツノミヤシ		済生会宇都宮病院		028-626-5500		321-0974		宇都宮市竹林町911-1		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		2		別紙参照 ベッシ サンショウ		有		地域連携課 チイキ レンケイ カ		荻津　守 オギツ カミ		028-626-5500

		宇都宮市 ウツノミヤシ		JCHO　うつのみや病院		028-653-1001		321-0143		宇都宮市南高砂町11-17		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		無

		大田原市 オオタワラシ		那須赤十字病院		0287-23-1122		324-8686		大田原市中田原1081-4		1		1		3		3		3		1		3		1		3		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		1		4		なし		有		地域医療福祉連携課福祉係長 チイキ イリョウ フクシ レンケイ カ フクシ カカリチョウ		野中 美希 ノナカ ミキ		0287-23-1122		renkeika@nasu.jrc.or.jp

		小山市 オヤマシ		新小山市民病院		0285-36-0200		323-0827		小山市神鳥谷2251-1 オヤマシ ヒトトノヤ		1		1		3		2		2		2		2		2		2		2		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		2		なし		有		医療相談室保健師 イリョウ ソウダンシツ ホケンシ		多賀谷 邦子 タガヤ クニコ		0285-36-0256		soudan@hospital.oyama.tochigi.jp

		小山市 オヤマシ		小山厚生病院		0285-22-1105		323-0031		小山市八幡町2-10-6		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		2		なし		有		看護師長 カンゴシ チョウ		横家 よね子 ヨコ イエ コ		0285-22-1105
0285-24-9890

		下野市 シモツケシ		自治医科大学附属病院　		0285-44-2111		329-0498		下野市薬師寺3311-1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		2		3		2		別紙参照 ベッシ サンショウ		有		地域医療連携部（看護師） チイキ イリョウ レンケイ ブ カンゴシ		黒田　光恵 クロダ ミツエ		0285-44-2111		mazuek@jichi.ac.jp

		下野市 シモツケシ		石橋総合病院		0285-53-1134		329-0511		下野市石橋628		1		1		1		1		1		1		1		2		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		1		なし		有		地域医療連携部 チイキ イリョウ レンケイ ブ		(部長)岩崎 さゆり ブチョウ イワサキ		0285-53-1134		ishibashi-renkei@yushikai.jp

		高根沢町 タカネザワマチ		菅又病院　		028-676-0311		329-1207		塩谷郡高根沢町花岡2351		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		無

		栃木市 トチギシ		とちの木病院		0282-22-7722		328-0071		栃木市大町39-5		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		無

		栃木市 トチギシ		下都賀総合病院		0282-22-2551		328-0044		栃木市富士見町5-32		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		3		なし		有		医療福祉相談室 イリョウ フクシ ソウダンシツ		MSWが3人おります ニン		0282-22-2551

		栃木市 トチギシ		西方病院		0282-92-2323		322-0601		栃木市西方町金崎273-3 トチギシ		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		有		西方病院地域連携室 ニシカタ ビョウイン チイキ レンケイ シツ				0282-25-7310		nishikata-renkei@cc9.ne.jp

		壬生町 ミブマチ		獨協医科大学病院		0282-86-1111		321-0293		下都賀郡壬生町大字北小林880		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		3		2		別紙参照 ベッシ サンショウ		有		地域医療連携センター医療福祉相談室 チイキ イリョウ レンケイ イリョウ フクシ ソウダンシツ				0282-87-2185
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相談支援事業所

		Ｑ1.貴施設について、お伺いいたします キ シセツ ウカガ										事業所名とコメントをくっつけるで一表を作る ジギョウショ メイ イッピョウ ツク

		1		事業所名 ジギョウショ メイ								今月中 コンゲツ チュウ

		2		電話番号 デンワ バンゴウ								地図と一覧表をパワーポイント チズ イチラン ヒョウ

		3		FAX番号 バンゴウ								各項目ごとにページを作る カクコウモク ツク

		4		所在地 ショザイチ

		5		訪問可能な主な市町村 ホウモン カノウ オモ シチョウソン

		Ｑ2.重症心身障害児（者）の定義をご存知ですか ジュウショウシンシンショウガイジ シャ テイギ ゾンジ

		Ｑ2-1		知っている シ

		Ｑ2-2		知らない シ

		Ｑ3.重症心身障害児（者）の方（家族・関係機関等）からの相談を受けたことがありますか ジュウショウシンシンショウガイジ シャ カタ カゾク カンケイ キカン ナド ソウダン ウ

		Ｑ3-1		1		ある

		Ｑ3-2		2		ない

		Ｑ3-1-Ａ

				Ａ-1それは誰からの相談でしたか ダレ ソウダン

				1		ａ.家族 カゾク

				2		ｂ.支援者 シエンシャ

				3		ｃ.関係機関 カンケイ キカン

				Ａ-2それはどんな相談でしたか（複数回答可） ソウダン フクスウ カイトウ カ

				1		ａ.生活上の相談 セイカツ ジョウ ソウダン

				2		ｂ.医療的な相談 イリョウテキ ソウダン

				3		ｃ.制度に関する相談 セイド カン ソウダン

				4		ｄ.教育に関する相談 キョウイク カン ソウダン

				5		ｅ.サービス等利用計画書作成に関する相談 ナド リヨウ ケイカクショ サクセイ カン ソウダン

				6		ｆ.その他 タ

				Ａ-3それらの相談事業所として対応（解決）はできましたか ソウダン ジギョウショ タイオウ カイケツ

				1		ａ.できた

				2		ｂ.できなかった

				Ａ-3-1それはどうしてですか

				1		ａ解決手段・方法がなかった カイケツ シュダン ホウホウ

				2		ｂ.ほかの相談支援事業所に依頼した ソウダン シエン ジギョウショ イライ

				3		ｃ.行政に依頼した ギョウセイ イライ

				4		ｄ.その他 タ

		Ｑ4.Ｑ3-2「ない」→これから重症心身障害児（者）の方（本人・家族等）からの相談があればどのように対応されますか ジュウショウシンシンショウガイジ シャ カタ ホンニン カゾク ナド ソウダン タイオウ

				Ｑ4-1		自分の事業所で対応する ジブン ジギョウショ タイオウ

				Ｑ4-2		ほかの相談支援事業所へ依頼する ソウダン シエン ジギョウショ イライ

				Ｑ4-3		行政に依頼する ギョウセイ イライ

				Ｑ4-4		その他 タ

		Ｑ5.重症心身障害児（者）の方のサービス等利用計画書を作成したことがありますか ジュウショウシンシンショウガイジ シャ カタ ナド リヨウ ケイカクショ サクセイ

				Ｑ5-1		ある

				Ｑ5-2		ない

						Ｑ5-1-Ａ		「ある」と回答→作成にあたり、苦労したこと困ったことがありましたか カイトウ サクセイ クロウ コマ

						Ｑ5-2-Ａ		「ない」と回答 カイトウ

						1		ａ.今後依頼があれば作成する コンゴ イライ サクセイ

						2		ｂ.他の相談支援事業所に依頼する ホカ ソウダン シエン ジギョウショ イライ

						3		ｃ.作成するかどうかわからない サクセイ

						Ｑ5-2-Ａ-1		b.cを回答→それはどうしてですか カイトウ

		Q6.重症心身障害児（者）の方がより良い在宅生活をしていく上で何か必要だと思うことがあればご自由にお書きください ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ カタ ヨ ザイタク セイカツ ウエ ナニ ヒツヨウ オモ ジユウ カ



		承諾可否 ショウダク カヒ		Q1												Ｑ2.重症心身障害児（者）の定義をご存知ですか ジュウショウシンシンショウガイジ シャ テイギ ゾンジ				Ｑ3.重症心身障害児（者）の方（家族・関係機関等）からの相談を受けたことがありますか ジュウショウシンシンショウガイジ シャ カタ カゾク カンケイ キカン ナド ソウダン ウ																														Ｑ4.Ｑ3-2「ない」→これから重症心身障害児（者）の方（本人・家族等）からの相談があればどのように対応されますか ジュウショウシンシンショウガイジ シャ カタ ホンニン カゾク ナド ソウダン タイオウ										Ｑ5.重症心身障害児（者）の方のサービス等利用計画書を作成したことがありますか ジュウショウシンシンショウガイジ シャ カタ ナド リヨウ ケイカクショ サクセイ										Q6.重症心身障害児（者）の方がより良い在宅生活をしていく上で何か必要だと思うことがあればご自由にお書きください ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ カタ ヨ ザイタク セイカツ ウエ ナニ ヒツヨウ オモ ジユウ カ

				事業所名 ジギョウショ メイ		電話番号 デンワ バンゴウ		FAX番号 バンゴウ		郵便番号 ユウビンバンゴウ		所在地 ショザイチ		訪問可能な主な市町村 ホウモン カノウ オモ シチョウソン		知っている		知らない シ		ある		ない		それは誰からの相談でしたか						それはどんな相談でしたか														それらの相談事業所として対応（解決）はできましたか						自分の事業所で対応する ジブン ジギョウショ タイオウ		他の相談支援事業所へ依頼する ホカ ソウダン シエン ジギョウショ イライ		行政に依頼する ギョウセイ イライ		その他 タ				ある		ない		「ある」と回答		「ない」
と回答		b.c（23）を回答

																								家族 カゾク		支援者 シエンシャ		関係機関 カンケイ キカン		生活上の相談 セイカツ ジョウ ソウダン		医療的な相談 イリョウテキ ソウダン		制度に関する相談 セイド カン ソウダン		教育に関する相談 キョウイク カン ソウダン		サービス等利用計画書作成に関する相談 ナド リヨウ ケイカクショ サクセイ カン ソウダン		その他 タ		その他回答 タ カイトウ		それらの相談事業所として対応（解決）はできましたか		それはどうしてですか		それはどうしてですか

		否 イナ		手話通訳派遣協会相談支援事業所		0287-73-4422		0287-62-7776		325-0026		栃木県那須塩原市上厚崎431-17 ３２５－００２６				0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		0		1		本事業所と同様の地域で一般相談支援事業所と連携を図り対応する ホン ジギョウショ ドウヨウ チイキ イッパン ソウダン シエン ジギョウショ レンケイ ハカ タイオウ		0		1		0		2		当事業所は手話通訳派遣を主目的とする事業所であるため、聴覚障害に対するノウハウはあるがそれ以外の障害者に対応する専門性を有していない為 トウ ジギョウショ シュワ ツウヤク ハケン シュモクテキ ジギョウショ チョウカク ショウガイ タイ イガイ ショウガイシャ タイオウ センモンセイ ユウ タメ

		否 イナ		相談支援事業所すまいる		0285-45-7199		0285-45-8437		329-0205		小山市間々田750-1		小山市 オヤマシ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		1		0				0		1		0		3		現在担当させていただいているケースの他に受け入れる時間的余裕がないため。また専門的な知識や経験がなく自信がないため。 ゲンザイ タントウ ホカ ウ イ ジカンテキ ヨユウ センモンテキ チシキ ケイケン ジシン

		否 イナ		やまゆりの里		0284-90-2030		0284-90-2031		326-0011		足利市大沼田町525-1		足利市 アシカガシ		0		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		ショートステイの利用が可能かどうか リヨウ カノウ		2		1		ショートの利用を希望していたが、幼児で夜間に吸引が必要とのことだったので職員配置上困難と判断 リヨウ キボウ ヨウジ ヤカン キュウイン ヒツヨウ ショクイン ハイチ ジョウ コンナン ハンダン		0		0		0		0				0		1		0		2		あしかがの森さんが近くにあり専門性もあるため モリ チカ センモンセイ

		否 イナ		相談支援センターひかり		028-612-7717		028-612-7718		320-0072		宇都宮市若草4-20-7		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		0		1		0		1		0		0		1		0		1		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		居宅介護事業所とニーズのマッチング キョタク カイゴ ジギョウショ		0				短期入所事業所（医療的ケア対応型）の整備 タンキ ニュウショ ジギョウショ イリョウテキ タイオウガタ セイビ

		否 イナ		相談支援センター歩み		028-667-5151		028-667-5150		321-3233		宇都宮市上籠谷町3792		真岡市、芳賀町、宇都宮市 モオカシ ハガマチ ウツノミヤシ		0		1		1		0		0		1		0		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		毎日お会いしている方ではないしお話ができる方ではないので、計画書を作ることは少々戸惑いはありましたが、すべて療育指導室の先生にご指導いただき作成することができました。お幸せな時を過ごしてほしいという思いはいっぱいありますが、なにも出来ていない自分が申し訳ないような気持ちです。 マイニチ ア カタ ハナシ カタ ケイカクショ ツク ショウショウ トマド リョウイク シドウシツ センセイ シドウ サクセイ シアワ トキ ス オモ デキ ジブン モウ ワケ キモ		0				すみません。経験不足で在宅の方はよくわかりませんが、独立行政法人国立病院機構宇都宮病院にお伺いし行き届いた介護、職員の先生方の情熱にこういうところで重症心身障害者の方が過ごせることは幸せなのでは…としみじみ思いました。 ケイケン ブソク ザイタク カタ ドクリツ ギョウセイ ホウジン コクリツ ビョウイン キコウ ウツノミヤ ビョウイン ウカガ イ トド カイゴ ショクイン センセイガタ ジョウネツ ジュウショウ シンシン ショウガイシャ カタ ス シアワ オモ

		否 イナ		ワークス共育		0287-39-5593		0287-39-5630		329-2213		那須塩原市上大貫2028-2				1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		0		1		状況に応じて対応する ジョウキョウ オウ タイオウ		0		1				1				相談支援専門員のレベルアップが必要ではないかと思います ソウダン シエン センモンイン ヒツヨウ オモ

		否 イナ		指定特定相談支援センタードリーム		0288-32-2280		0288-32-2281		321-2341		日光市大沢町274		日光市、塩谷町、鹿沼市、宇都宮市 ニッコウシ シオヤ チョウ カヌマシ ウツノミヤ シ		0		1		1		0		1		0		0		1		1		1		0		0		0				1		0				0		0		0		0				1		0		計画を作成するにあたり医療機関との連携方法を具体化していくことに連絡調整に時間を要しました。また医師同士でのやりとりの方が早いように感じました。※解決できたと言っても施設の空き待ちで関係する病院で入院しております。 ケイカク サクセイ イリョウ キカン レンケイ ホウホウ グタイカ レンラク チョウセイ ジカン ヨウ イシ ドウシ ホウ ハヤ カン カイケツ イ シセツ ア マ カンケイ ビョウイン ニュウイン		0				入所ではなく、医療ケアのできる短期入所やグループホーム、日中一時、生活介護の拡充が必要であること。また重症心身障害児（者）への理解を広めていき、理解者を増やすこと、訪問看護、訪問医療、居宅介護も活用しやすい環境づくりを相談支援専門員はネットワークづくりに努めなければんらないと思います。 ニュウショ イリョウ タンキ ニュウショ ニッチュウ イチジ セイカツ カイゴ カクジュウ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ リカイ ヒロ リカイシャ フ ホウモン カンゴ ホウモン イリョウ キョタク カイゴ カツヨウ カンキョウ ソウダン シエン センモンイン ツト オモ

		否 イナ		ユーファーム支援センター		028-689-0070		028-680-0750		321-0972		宇都宮市下川俣町206-127		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2		これまでの実績として主に就労系の利用計画の作成を行っており重症心身障害児の方への支援については経験や人員の不足から対応が困難であると思われるため ジッセキ オモ シュウロウ ケイ リヨウ ケイカク サクセイ オコナ ジュウショウ シンシン ショウガイジ カタ シエン ケイケン ジンイン フソク タイオウ コンナン オモ

		否 イナ		障害者相談支援センターひびき		028-666-7601		028-666-7602		321-0403		宇都宮市下小倉町1536		宇都宮市、さくら市 ウツノミヤシ シ		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2		かつて受け入れたことがなく、またスタッフにも医療的ケアの知識や経験が乏しく、自信をもって迎え入れることができない ウ イ イリョウテキ チシキ ケイケン トボ ジシン ムカ イ		受け入れる施設が近辺にあること ウ イ シセツ キンペン

		否 イナ		相談支援事業ぴゅあ		028-611-1771		028-611-1772		321-0911		宇都宮市問屋町3426-46		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2

		否 イナ		指定特定相談支援事業所すえひろ		0287-23-3962		0287-24-1670		324-0042		大田原市末広1-2-5		大田原市、大田原市以外は交通費を受領 オオタワラシ オオタワラシ イガイ コウツウヒ ジュリョウ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2		事業所の対象を精神障害に限定し、市に申請しているため ジギョウショ タイショウ セイシン ショウガイ ゲンテイ シ シンセイ

		否 イナ		相談支援センターふじみだい		0285-44-0200		0285-44-4255		329-0412		下野市芝1123		下野市 シモノ シ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		0		1		ケースによって検討 ケントウ		0		1				2

		否 イナ		相談支援センターひゅーまにあ宇都宮		028-678-5385		028-678-5395		320-0802		宇都宮市江野町6-15大立ビル4階		宇都宮市（鹿沼市等近隣市町村） ウツノミヤシ カヌマシ ナド キンリン シチョウソン		0		1		1		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		あるではありますが、初めての作成でまた完成はしていない段階です。病院で実施されている活動医療等で自分自身が未熟で理解が足りていない為に苦労しています。 ハジ サクセイ カンセイ ダンカイ ビョウイン ジッシ カツドウ イリョウ ナド ジブン ジシン ミジュク リカイ タ タメ クロウ		0				①医療面での安心②外部と交流する機会③家族の方への支援 イリョウ メン アンシン ガイブ コウリュウ キカイ カゾク カタ シエン

		否 イナ		地域活動支援センターあしかが		0284-41-2643		0284-43-0463		326-0808		足利市本城1-1547		足利市 アシカガシ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0						0		1		0		0				0		1				2		専門外で知識等はなく、計画書の作成は難しいため センモンガイ チシキ トウ ケイカクショ サクセイ ムズカ

		否 イナ		南那須地区障害者相談支援センター		0287-80-1020		0287-80-1027		321-0624		那須烏山市旭1-18-8		那須烏山市、那珂川町 ナスカラスヤマシ ナカガワマチ		1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		アセスメント、院内での面会予定の調整、家族への説明など インナイ メンカイ ヨテイ チョウセイ カゾク セツメイ		0				在宅医療、訪問リハビリなど24時間対応出来る専門家チーム ザイタク イリョウ ホウモン ジカン タイオウ デキ センモンカ

		否 イナ		ワン・ハーモニー		0287-22-8255		0287-48-7225		324-0042		大田原市末広1-3618-13				0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				0

		否 イナ		ひまわり相談支援事業所		0282-20-5006		0282-23-4878		328-0052		栃木市祝町12－9				0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		1		0				0		1				3		意思伝達が自分にとって受け止められるかに不安があるため イシ デンタツ ジブン ウ ト フアン

		否 イナ		サンフラワーライフ		0285-22-1109		0285-22-1345		323-0808		小山市出井1936		小山市内 オヤマシナイ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				3		近隣に受け入れ施設が少なく在宅福祉サービスに向けるのが難しい キンリン ウ イ シセツ スク ザイタク フクシ ム ムズカ

		否 イナ		natu- la(ナチュラ)		0287-67-3115		0287-67-3115		329-3153		那須塩原市大原間239-1		那須塩原市、大田原市、那須町 ナスシオバラ シ オオタワラシ ナスマチ		0		1		1		0		1		0		0		1		1		1		0		0		0				1		0				0		0		0		0				1		0		サービス自体の幅がせまいため、本人が安全に安心した生活をうけられるためにどう組み合わせたら良いか。又、家族によっては苦手な事業所もあり限られた事業所を探すのが難しかった。 ジタイ ハバ ホンニン アンゼン アンシン セイカツ ク ア ヨ マタ カゾク ニガテ ジギョウショ カギ ジギョウショ サガ ムズカ		0				訪問系のサービスがもっと充実して欲しい ホウモン ケイ ジュウジツ ホ

		否 イナ		相談支援事業所ふるさとホーム那須		0287-98-3001		0287-98-8080		324-0414		大田原市片府田1301-59		大田原市、那須町、那須塩原市、周辺 オオタワラシ ナスマチ ナスシオバラ シ シュウヘン		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2		主な精神知的関係なので、今後はできるよう専門的な部分の勉強が必要です。 オモ セイシン チテキ カンケイ コンゴ センモンテキ ブブン ベンキョウ ヒツヨウ		①専門相談②居場所③地域の理解 センモン ソウダン イバショ チイキ リカイ

		否 イナ		特定相談支援事業所きのこ		028-635-8746		028-635-8778		320-0846		栃木県宇都宮市滝の原2-4-42 ３２０－０８４６		宇都宮市 ウツノミヤシ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		1		0				0		1				3		どのように作成したらいいか不安のため サクセイ フアン

		否 イナ		こども発達支援センター鹿沼市あおば園		0289-63-1745		0289-63-1745		322-0074		鹿沼市日吉町320－1				1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		1		0				0		1				2		相談支援専門員の不足、児童発達支援事業所利用のための計画書作成が主な業務になっている ソウダン シエン センモンイン フソク ジドウ ハッタツ シエン ジギョウショ リヨウ ケイカクショ サクセイ オモ ギョウム

		否 イナ		障害者相談支援センターみつか・Ｒｕ		028-648-3971		028-648-3936		321-0347		宇都宮市飯田町261		宇都宮市、鹿沼市 ウツノミヤシ カヌマシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		1		状況に応じして他機関と連携し判断する場合もある ジョウキョウ オウ ホカ キカン レンケイ ハンダン バアイ		0		1				1		計画依頼の状況に応じて対応できない月もある（モニタリング件数） ケイカク イライ ジョウキョウ オウ タイオウ ツキ ケンスウ

		否 イナ		工房つばさ		0285-40-0388		0285-40-6700		329-0401		下野市箕輪425-1		下野市、上三川町、壬生町、ただし状況に応じて対応することが難しい場合もある シモノ シ カミノカワマチ ミブマチ ジョウキョウ オウ タイオウ ムズカ バアイ		1		0		1		0		1		0		0		1		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		短期入所、ヘルパーなどの利用希望があっても受け入れてくれる事業所が見つからない タンキ ニュウショ リヨウ キボウ ウ イ ジギョウショ ミ		3		状況により作成することができない場合がある ジョウキョウ サクセイ バアイ		重心の方の短期入所等の利用ができるところが必要。在宅でのサービスの受入必要だと思われる。 ジュウシン カタ タンキ ニュウショ ナド リヨウ ヒツヨウ ザイタク ウケイレ ヒツヨウ オモ

		否 イナ		相談支援事業所グーフォ		028-673-0002		028-671-0785		329-1105		宇都宮市中岡本町3178-3				1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1				在宅生活を支える家族に負担が重くならないようにする。緊急時に対応してくれる医療ケア付きの宿泊施設を増やしてほしい ザイタク セイカツ ササ カゾク フタン オモ キンキュウジ タイオウ イリョウ ツ シュクハク シセツ フ

		否 イナ		那珂川町社協相談支援事業所		0287-92-1273		0287-92-1295		324-0613		那珂川町馬頭560-1		那珂川町 ナカガワマチ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				0				移動支援サービス イドウ シエン

		否 イナ		相談支援事業所大山田ノンフェール		0287-93-0660		0287-83-8182		324-0602		那珂川町大山田下郷955		那珂川町 ナカガワマチ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		1		0				0		1				2		平成27年度で相談支援事業を終了するため ヘイセイ ネンド ソウダン シエン ジギョウ シュウリョウ

		否 イナ		在宅サポートこころ		028-651-0780		028-651-0781		320-0042		宇都宮市材木町4-24				0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2

		否 イナ		相談支援事業所みらい ソウダン シエン ジギョウショ		0280-57-2673		0280-57-2673		329-0111		野木町丸林371-12		野木町、小山市 ノギマチ オヤマシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		0		1		しかるべき関係機関と連携して対応する カンケイ キカン レンケイ タイオウ		0		1				3		重症心身のノウハウがない ジュウショウ シンシン

		否 イナ		大田原市社会福祉協議会		0287-54-1849		0287-54-2745		324-0233		栃木県大田原市黒羽田町848 ３２４－０２３３		大田原市内 オオタワラシナイ		0		1		1		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0				2		1				0		1		0		0				0		1				2		職員が未熟なため ショクイン ミジュク		在宅医療の充実、居宅介護の２４時間対応（サービス事業所）の充実 ザイタク イリョウ ジュウジツ キョタク カイゴ ジカン タイオウ ジギョウショ ジュウジツ

		否 イナ		障がい者相談支援センターとまつり		028-680-5570		028-680-5271		320-0052		宇都宮市中戸祭町813		宇都宮市、近隣市町村 ウツノミヤシ キンリン シチョウソン		0		1		1		0		1		0		0		1		0		0		0		0		1		親子間の関わり オヤコ カン カカ		0		0		現在対応中 ゲンザイ タイオウチュウ		0		0		0		0				1		0		保護者との連携がとれない ホゴシャ レンケイ		0

		否 イナ		宇都宮市社会福祉協議会		028-636-1536		028-636-1537		320-0806		宇都宮市中央1-1-15		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		0				2		1		医療的ケアが必要な方が長時間外出したい。長時間支援者の拘束、移動手段（車の中での対応）、医療的ケアが必要な方が外出したいときに外出できる環境がすぐに整えられない、医療的けが必要な方で要介助であるが、歩行できる方が利用できる短期入所先はないか（アクセス時間も含む） イリョウテキ ヒツヨウ カタ チョウジカン ガイシュツ チョウジカン シエン シャ コウソク イドウ シュダン クルマ ナカ タイオウ イリョウテキ ヒツヨウ カタ ガイシュツ ガイシュツ カンキョウ トトノ イリョウテキ ヒツヨウ カタ ヨウ カイジョ ホコウ カタ リヨウ タンキ ニュウショ サキ ジカン フク		0		0		0		0				1		0		専門的（医療面）な知識がなく、専門用語が多く調べたり聞いたりしながら支援していくこと。長く関わらないと親の思いまで聞き出せないこと。 センモンテキ イリョウ メン チシキ センモン ヨウゴ オオ シラ キ シエン ナガ カカ オヤ オモ キ ダ		0				当事者が何歳になっても利用できるサービス環境（短期入所、訪問入浴など）。教育もほかのお子さん同様平等に受けられる機会（学校行事も含む）。相談対応できる人材の確保。緊急時でも利用できるサービスの調整・確保。直接支援できるサービス・人材を増やすこと。 トウジシャ ナンサイ リヨウ カンキョウ タンキ ニュウショ ホウモン ニュウヨク キョウイク コ ドウヨウ ビョウドウ ウ キカイ ガッコウ ギョウジ フク ソウダン タイオウ ジンザイ カクホ キンキュウジ リヨウ チョウセイ カクホ チョクセツ シエン ジンザイ フ

		承諾 ショウダク		ライフサポートセンターゆめ		0280-33-3624		0280-57-4624		329-0111		野木町丸林630-4		野木町、その周辺地域 ノギマチ シュウヘン チイキ		1		0		1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		1		福祉サービス利用に関する相談 フクシ リヨウ カン ソウダン		1		0				0		0		0		0				1		0		医療的な情報、知識に乏しくわからない用語などが数多く出てきた。医療的ケアの内容の聞き取り（どの部分を聞いていけばよいのか） イリョウテキ ジョウホウ チシキ トボ ヨウゴ カズオオ デ イリョウテキ ナイヨウ キ ト ブブン キ		0				Ｆａの負担軽減のためのレスパイト先（ＨＰ、ＳＳ機関等）。家族それぞれの訴え、希望を明確にしていく。関係機関がチームになりＦａの支え応援をしていく。 フタン ケイゲン サキ キカンナド カゾク ウッタ キボウ メイカク カンケイ キカン ササ オウエン

		承諾 ショウダク		足利ケアサービス		0284-21-7630		0284-21-3109		326-0843		足利市五十部町809-3		足利市、佐野市、太田市 アシカガシ サノシ オオタシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		0		1		ケースによって対応する タイオウ		0		1				3

		承諾 ショウダク		相談支援センターみさと		0285-72-9767				321-4104		芳賀郡益子町大沢2800-5		芳賀郡内（真岡市、益子町、市貝町、芳賀町、茂木町） ハガ グンナイ モオカシ マシコ チョウ イチ ガイ マチ ハガマチ モギマチ		1		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		資源が少ない、短期入所先の確保が難しかった。計画を作るのには、医療情報が難しく感じられた。 シゲン スク タンキ ニュウショ サキ カクホ ムズカ ケイカク ツク イリョウ ジョウホウ ムズカ カン		0				連携の取れる医療関係者がたくさん地域の中にいてくれると安心して生活できるかな。外出や余暇の充実を図るために医療の必要な人の生活が限られてしまっている（あきらめてしまっている） レンケイ ト イリョウ カンケイシャ チイキ ナカ アンシン セイカツ ガイシュツ ヨカ ジュウジツ ハカ イリョウ ヒツヨウ ヒト セイカツ カギ

		承諾 ショウダク		サポートセンターとみや生活支援センター		028-665-8230		028-665-8230		321-2116		宇都宮市徳次郎町540		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		0		1		0		0		0		0		1		1		1		1		1		0				0		1		医療的なケアが必要な利用者様の日中活動先が限られて利用できない人がいる。学校との連携が取りにくい。通勤手段・行事参加制限があり平等性が保たれない。学校はサービスで対応を望み、福祉行政は教育で何とかするべきとつねに折り合わない。 イリョウテキ ヒツヨウ リヨウシャサマ ニッチュウ カツドウ サキ カギ リヨウ ヒト ガッコウ レンケイ ト ツウキン シュダン ギョウジ サンカ セイゲン ビョウドウセイ タモ ガッコウ タイオウ ノゾ フクシ ギョウセイ キョウイク ナン オ ア		0		0		1		0		協力してほしい キョウリョク		1		0		利用できるサービスが限られている。社会参加できる機会が少なく、場が限られている。介護者の負担軽減が取りにくい。夢や希望を叶えるための資源が少ない。 リヨウ カギ シャカイ サンカ キカイ スク バ カギ カイゴシャ フタン ケイゲン ト ユメ キボウ カナ シゲン スク		0				通勤手段、保護者なくても教育が受けられる環境。常に親同行を求めるのでは、自立につながらず、いつになっても親の負担は軽減されない。親が安心して託せる日中活動の場。社会参加、役割を担える環境作り、職場。地域で生活していくための交流の機会や場があるといい。緊急的にレスパイトを受け入れてくれる場。 ツウキン シュダン ホゴシャ キョウイク ウ カンキョウ ツネ オヤ ドウコウ モト ジリツ オヤ フタン ケイゲン オヤ アンシン タク ニッチュウ カツドウ バ シャカイ サンカ ヤクワリ ニナ カンキョウ ヅク ショクバ チイキ セイカツ コウリュウ キカイ バ キンキュウテキ ウ イ バ

		承諾 ショウダク		社会就労センターえいぶるの里 シャカイ シュウロウ サト		0285-22-4561		0285-224581		323-0003		小山市東島田2403-2		小山市、下野市、上三川町、野木町、結城市、古河市、筑西市 オヤマシ シモノ シ カミノカワマチ ノギマチ ユウキシ コガシ ツク ニシ シ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				1		0		自己決定が難しいため、家族中心の考えになってしまうこと。また、利用できる社会資源が少ない。 ジコ ケッテイ ムズカ カゾク チュウシン カンガ リヨウ シャカイ シゲン スク		1				関係機関との連携、特に在宅が長い方は医療機関とのかかわりが家族も含め、希薄になってしまい、二次障害に対応できない。地域に総合的に支援でき、医療的ケアが受けられる場所、または訪問医療の充実が必要と思います。 カンケイ キカン レンケイ トク ザイタク ナガ カタ イリョウ キカン カゾク フク キハク ニジ ショウガイ タイオウ チイキ ソウゴウテキ シエン イリョウテキ ウ バショ ホウモン イリョウ ジュウジツ ヒツヨウ オモ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所「ピュア」		0282-31-3911		0282-31-3912		328-0133		栃木市大森町465		栃木市、鹿沼市、佐野市、小山市、壬生町 トチギシ カヌマシ サノシ オヤマシ ミブマチ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1

		承諾 ショウダク		社会福祉法人とちのみ会　こなかの森 シャカイ フクシ ホウジン カイ モリ		0283-24-5757		0283-24-6294		327-0001		佐野市小中町1280		佐野市、足利市 サノシ アシカガシ		1		0		1		0		1		0		0		1		0		1		0		0		0				1		2		通所型のため、短期入所の受け入れはサービスとして提供できず、他施設の紹介、相談支援事業につなげている。 ツウショ ガタ タンキ ニュウショ ウ イ テイキョウ タ シセツ ショウカイ ソウダン シエン ジギョウ		0		0		0		0				1		0		療養型短期入所ほかの施設への短期入所の受け入れ状況など、受け入れ場所を見つけるなど。短期入所時の発作発症時医療への繋ぎが困難。問題多（かかりつけ医への搬送） リョウヨウガタ タンキ ニュウショ シセツ タンキ ニュウショ ウ イ ジョウキョウ ウ イ バショ ミ タンキ ニュウショ ジ ホッサ ハッショウ ジ イリョウ ツナ コンナン モンダイ タ イ ハンソウ		0				佐野市には、身障（重心）短期入所施設がなく老人施設に佐野市が委託しているが、利用する人もいなく、サービスが使いづらい状態にある。短期入所受け入れ可能施設が増えることで、家族のほうも使いやすく利便性があがると考えます。 サノシ シンショウ ジュウシン タンキ ニュウショ シセツ ロウジン シセツ サノシ イタク リヨウ ヒト ツカ ジョウタイ タンキ ニュウショ ウ イ カノウ シセツ フ カゾク ツカ リベンセイ カンガ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所テトテ		0287-36-7171		0287-36-7181		329-2732		那須塩原市一区町251-1		那須塩原市（大田原、矢板、那須町、那珂川町、烏山） ナスシオバラ シ オオタワラ ヤイタ ナスマチ ナカガワマチ カラスヤマ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		0		1		委託の相談支援事業所や重心専門の事業所に相談する イタク ソウダン シエン ジギョウショ ジュウシン センモン ジギョウショ ソウダン		0		1				3		その方にとって、より専門性の高い方が対応することが望ましいと思いますので、作成が適するか否か周囲のサービス状況なども考慮して決めたいと思います。適切にアドバイスをいただける地域の環境が整っていれば、スキルアップ、経験の積み重ねのためにも作成したいです。 カタ センモンセイ タカ ホウ タイオウ ノゾ オモ サクセイ テキ イナ シュウイ ジョウキョウ コウリョ キ オモ テキセツ チイキ カンキョウ トトノ ケイケン ツ カサ サクセイ		相談支援専門員のスキルアップ。きめ細かい支援（サービスの充実）本人のニーズを正しく理解できる人材の育成と地域の理解。 ソウダン シエン センモンイン コマ シエン ジュウジツ ホンニン タダ リカイ ジンザイ イクセイ チイキ リカイ

		承諾 ショウダク		指定特定相談支援事業所あじさい		0287-60-3361		0287-60-3362		325-0034		那須塩原市東原166		那須塩原市、那須町 ナスシオバラ シ ナスマチ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2				訪問看護、訪問診療を行う医師が必要だと思います。 ホウモン カンゴ ホウモン シンリョウ オコナ イシ ヒツヨウ オモ

		承諾 ショウダク		障害者相談支援センターいぶき		028-678-3502		028-676-3501		329-1216		高根沢町桑窪2266-2		高根沢町 タカネザワマチ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1				短期入所など受け入れてくれる施設を増やしてほしい。県内で受け入れていただけない為、県外の施設を考えなくてはいけない方がいます。 タンキ ニュウショ ウ イ シセツ フ ケンナイ ウ イ タメ ケンガイ シセツ カンガ カタ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所わくわくおやま		0285-24-6575		0285-20-0255		323-0022		小山市駅東通り3-9-6		小山市 オヤマシ		1		0		1		0		1		1		1		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		関係事業所が多いことで情報収集連携等大変。医療機関とも連携を図る必要あり。レスパイト、ショートステイの受入困難。利用できる事業所が少ない。 カンケイ ジギョウショ オオ ジョウホウ シュウシュウ レンケイ ナド タイヘン イリョウ キカン レンケイ ハカ ヒツヨウ ウケイレ コンナン リヨウ ジギョウショ スク		0				重症心身障害児（者）を受け入れしてくれる事業所、施設がもっと多くあればよいと思われる。通所日中一時短期入所など。相談支援、計画作成についてもほかの事業所が受け入れてくれないとの理由で受け入れ可能事業所へ集中してしまう為、相談員への研修等を増やせばよいが。しかし日々の業務が多忙であるため、難しいのかな？ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ ウ イ ジギョウショ シセツ オオ オモ ツウショ ニッチュウ イチジ タンキ ニュウショ ソウダン シエン ケイカク サクセイ ジギョウショ ウ イ リユウ ウ イ カノウ ジギョウショ シュウチュウ タメ ソウダン イン ケンシュウ ナド フ ヒビ ギョウム タボウ ムズカ

		承諾 ショウダク		相談支援センターネクスト		080-8854-9551		0280-612-1558		320-0034		宇都宮市泉町6-25		宇都宮市 ウツノミヤシ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2

		承諾 ショウダク		相談支援事業のぞみ		0287-65-2288		0287-65-2282		329-3152		那須塩原市上中野53		那須塩原市、大田原市、那須町 ナスシオバラ シ オオタワラシ ナスマチ		1		0		1		0		0		0		1		1		1		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		現サービスでの医療ケアをふまえ、将来にむけて他事業との連携につなげるよう計画作成、調整に苦労した。 ゲン イリョウ ショウライ タ ジギョウ レンケイ ケイカク サクセイ チョウセイ クロウ		0				選択肢が増えるよう受け入れ可能な福祉サービス事業所の増加が必要だと思われます。 センタクシ フ ウ イ カノウ フクシ ジギョウショ ゾウカ ヒツヨウ オモ

		承諾 ショウダク		サポートセンターひばり		028-670-0330		028-667-7315		321-3236		宇都宮市竹下町435-159		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		苦労ではないが、お母様がとても一生懸命ですでにサービスも繋がっていたため、現状を計画にする形となったが、計画作成後のかかわりについて相談員としてどのようにすべきことが望ましいかと考える。 クロウ カアサマ イッショウケンメイ ツナ ゲンジョウ ケイカク カタチ ケイカク サクセイ ゴ ソウダン イン ノゾ カンガ		0				福祉サービスや医療、またボランティアが入室されるととてもよいと思います。また、介助者（家族）のケアも考えると気軽に参加できるようなイベント（医療が整っていたり、介助するボランティアさんがいたり）や、同じ重症心身障害児（者）をもつかたとのネットワークがあるといいのかなと思います。 フクシ イリョウ ニュウシツ オモ カイジョシャ カゾク カンガ キガル サンカ イリョウ トトノ カイジョ オナ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ オモ

		承諾 ショウダク		高根沢町障害児者生活支援センターすまいる タカネザワマチ		028-612-2751		028-612-2752		329-1225		栃木県塩谷郡高根沢町石末1825　福祉センター内 ３２９－１２２５ フクシ ナイ		高根沢町 タカネザワマチ		1		0		1		0		0		0		1		0		0		1		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		地元に使える資源がなく苦労した ジモト ツカ シゲン クロウ		0				①医療と福祉の連携ネットワーク②重心の方でも利用できるサービスが増えること③訪問診療医 イリョウ フクシ レンケイ ジュウシン カタ リヨウ フ ホウモン シンリョウ イ

		承諾 ショウダク		障害者相談支援センターフォレスト		0284-91-1816		0284-91-2867		326-0011		足利市大沼田町615		足利市及び近隣市町村 アシカガシ オヨ キンリン シチョウソン		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0				0

		承諾 ショウダク		障がい者相談支援事業所ケアサプライ		0287-73-5312		0287-73-5311		329-3221		栃木県那須郡那須町漆塚762-102 ３２９－３２２１		白河市、那須町、那須塩原市、大田原市 シラカワシ ナスマチ ナスシオバラシ オオタワラシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1				サービスを提供できる事業所の充実を図る テイキョウ ジギョウショ ジュウジツ ハカ

		承諾 ショウダク		南栃木支援センター相談支援		0285-44-6118		0285-44-7215		329-0412		下野市柴1432-105		下野市、小山市、壬生町 シモノ シ オヤマシ ミブマチ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		0		1		介護保険と併用する場合のみ対応する カイゴ ホケン ヘイヨウ バアイ タイオウ		0		1				3		介護保険と併用する場合のみ作成する カイゴ ホケン ヘイヨウ バアイ サクセイ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所とまり木		0287-54-2854		0287-54-2230		324-0231		大田原市北野上3952		大田原市、那須塩原市、那須町 オオタワラシ ナスシオバラシ ナスマチ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1				当事業所の対応範囲は現在、知的障害者特に中・軽度が主だが、精神（高次脳機能障害も含む）分野もやり始めている。今後重症心身障害者もほかの相談支援事業所の助けを得ながら、勉強しながら対応したいと考えている。そのために研修や見学の機会を多く作っていただきたい。今は、当事業所はその程度しか考えられない。 トウ ジギョウショ タイオウ ハンイ ゲンザイ チテキ ショウガイシャ トク チュウ ケイド オモ セイシン コウジ ノウ キノウ ショウガイ フク ブンヤ ハジ コンゴ ジュウショウ シンシン ショウガイシャ ソウダン シエン ジギョウショ タス エ ベンキョウ タイオウ カンガ ケンシュウ ケンガク キカイ オオ ツク イマ トウ ジギョウショ テイド カンガ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所ポンテ		028-652-7288		028-652-6355		321-0341		宇都宮市古賀志町1964-12		宇都宮、鹿沼、日光、壬生 ウツノミヤ カヌマ ニッコウ ミブ		0		1		1		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0				0				未就学児（3～5才）の方の医療型児童発達支援を分離で行う施設が数か所あると良いと思います。 ミシュウガクジ サイ カタ イリョウ ガタ ジドウ ハッタツ シエン ブンリ オコナ シセツ スウ ショ ヨ オモ

		承諾 ショウダク		相談支援センター光輝舎		0285-70-2020		0285-72-8222		321-4105		芳賀郡益子町北中1113-1		芳賀郡、真岡市等 ハガ グン モオカシ ナド		1		0		1		0		1		1		1		1		0		1		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		利用できるサービス事業所が少ない。重心児者に合わせたプログラムが見つからない（近隣で） リヨウ ジギョウショ スク ジュウシン ジ シャ ア ミ キンリン		0				本人の状態にもよるが、重度化する状況に対応できる事業所の確保。家族の負担が大きくなり在宅生活の継続が困難になることが予測されるので、在宅で支援が受けられるような体制の充実と、レスパイトサービスの拡大。 ホンニン ジョウタイ ジュウドカ ジョウキョウ タイオウ ジギョウショ カクホ カゾク フタン オオ ザイタク セイカツ ケイゾク コンナン ヨソク ザイタク シエン ウ タイセイ ジュウジツ カクダイ

		承諾 ショウダク		特定相談支援事業所やすらぎ		028-650-7727		028-650-7728		320-0011		宇都宮市富士見が丘3－19－20		宇都宮市 ウツノミヤシ		0		0		1		0		1		0		0		0		0		1		1		0		0				0		3		対応できるヘルパーがいれば支援する タイオウ シエン		0		0		0		0				0		1				3

		承諾 ショウダク		障がい者支援センターにんべん		028-686-2539		028-686-2584		329-1417		さくら市フィオーレ喜連川5-2-1　フィオーレガーデン1-102		さくら市 シ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1				地域資源アンケートをいただきありがとうございました。設問に対しまして知識不足にこれでいいのかという思いです。相談支援専門員として設問にありました「3」要望がでますれば、先輩相談員・各職種の方々に相談・指導をいただき、相談支援事業を行ってみたいと考えます。大島先生について学ばせて頂きました。 チイキ シゲン セツモン タイ チシキ ブソク オモ ソウダン シエン センモンイン セツモン ヨウボウ センパイ ソウダン イン カクショクシュ カタガタ ソウダン シドウ ソウダン シエン ジギョウ オコナ カンガ オオシマ センセイ マナ イタダ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所おやま		0285-22-1833		0285-228946		323-0014		小山市喜沢660		小山市、下野市 オヤマシ シモノ シ		1		0		1		0		1		1		0		0		0		0		0		1		0				2		3				0		0		0		0				1		0		本人の意思が明確でないので親の意向中心のものになってしまった。 ホンニン イシ メイカク オヤ イコウ チュウシン		0

		承諾 ショウダク		真岡介護センター		0285-80-5200		0285-80-5211		321-4361		真岡市並木町1-8-1　シティ並木102 ナミキ		真岡市、芳賀町南部、市貝町南部、益子町西部、上三川東部 モオカシ ハガマチ ナンブ イチ ガイ チョウ ナンブ マシコ チョウ セイブ カミノカワ トウブ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		0		1				0		1				3		担当者の受け持ちケースの状況など考慮し対応できるか検討したい タントウシャ ウ モ ジョウキョウ コウリョ タイオウ ケントウ

		承諾 ショウダク		さの社協相談支援センターほっぷ		0283-22-8152		0283-22-8199		327-0003		佐野市大橋町3212-27		佐野市全域 サノシ ゼンイキ		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2		現在相談支援専門員1名で行っているため ゲンザイ ソウダン シエン センモンイン メイ オコナ

		承諾 ショウダク		相談支援ウエイブ		0282-23-4465		0282-23-4465		328-0012		栃木市平柳町1-2-7		栃木市、壬生町 トチギシ ミブマチ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		1		0				0		1				2		指定特定相談支援事業で精神に対応しているため シテイ トクテイ ソウダン シエン ジギョウ セイシン タイオウ		ご家族の中だけでは生活がマンネリ化して単調になりかねないので、音楽、体を動かす、読み聞かせ麻痺・拘縮のマッサージなどのリハビリの頻度を高める。ご本人が楽しいと感じることを提供できる。ご家族が疲弊しないよう旅行や趣味などの充実した時間がもてるようサービスを利用していくこと。 カゾク ナカ セイカツ カ タンチョウ オンガク カラダ ウゴ ヨ キ マヒ コウシュク ヒンド タカ ホンニン タノ カン テイキョウ カゾク ヒヘイ リョコウ シュミ ジュウジツ ジカン リヨウ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所わらしべの家		0282-27-1627		0282-27-1675		328-0011		栃木市大宮町2708-3		栃木市 トチギシ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1		専門的な知識が不十分なため行政などの機関と相談しながらの対応となります センモンテキ チシキ フジュウブン ギョウセイ キカン ソウダン タイオウ		短期入所や移動支援などの福祉サービス利用時にお付き合いのある医療機関や訪問看護の看護師が同行でき緊急時の対応が迅速にとれる体制（すでにできていたらすみません） タンキ ニュウショ イドウ シエン フクシ リヨウ ジ ツ ア イリョウ キカン ホウモン カンゴ カンゴシ ドウコウ キンキュウジ タイオウ ジンソク タイセイ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所　空		0287-73-8165		0287-73-8165		329-3157		那須塩原市大原間西1-19-9		那須塩原市、大田原市、那須町 ナスシオバラ シ オオタワラシ ナスマチ		1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		重心のお子様の療育支援をやっていたので、苦労はありませんでしたが、医療（訪問看護）訪問リハ訪問入浴の制度を知らなかったので、その方々との連携が取れて大変勉強になりました。 ジュウシン コサマ リョウイク シエン クロウ イリョウ ホウモン カンゴ ホウモン ホウモン ニュウヨク セイド シ カタガタ レンケイ ト タイヘン ベンキョウ		0				医療的ケアの必要な方には支援スタッフ・必ず看護師の方が不在では双方安心したケアはできません。例）乳幼児の通所事業は保母と看護師さん。小学→高校までは義務教育がありますが事後に生活介護はもちろんですが、本当に重心の方の為の日中活動の場が不足しているとおもいますので重心の方の通所事業は必要と思います。家庭以外で通える場所→一時預かりや療育支援事業→高校卒業後は通所施設（一時預かりも含めて） イリョウテキ ヒツヨウ カタ シエン カナラ カンゴシ カタ フザイ ソウホウ アンシン レイ ニュウヨウジ ツウショ ジギョウ ホボ カンゴシ ショウガク コウコウ ギム キョウイク ジゴ セイカツ カイゴ ホントウ ジュウシン カタ タメ ニッチュウ カツドウ バ フソク ジュウシン カタ ツウショ ジギョウ ヒツヨウ オモ カテイ イガイ カヨ バショ イチジ アズ リョウイク シエン ジギョウ コウコウ ソツギョウゴ ツウショ シセツ イチジ アズ フク

		承諾 ショウダク		相談支援事業所みどり		0285-45-8362		0285-45-8397		329-0214		小山市乙女786-1		小山市、栃木市、古河市、結城市 オヤマシ トチギシ コガシ ユウキシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0		大人は対応可能 オトナ タイオウ カノウ		1		1		大人はあるが、こどもはない。先日訪問介護を事業所にお願いしたところどこの事業所も受けていただけなかった。 オトナ センジツ ホウモン カイゴ ジギョウショ ネガ ジギョウショ ウ		3		成人しか計画相談をしたことがないので不安である。当事業所は相談員が一名なので相談する相手がいない セイジン ケイカク ソウダン フアン トウ ジギョウショ ソウダン イン イチメイ ソウダン アイテ		サービス事業所で受けてもらえないケースがある。特に重心や精神知的等重複して疾患を持っていると問い合わせた時点でお断りされてします。 ジギョウショ ウ トク ジュウシン セイシン チテキ ナド チョウフク シッカン モ ト ア ジテン コトワ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所こころみ		0284-41-5039		0284-43-2665		326-0061		足利市田島町611-2				0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		1		0				0		1				3		これまで前例がなく、またこの障害について熟知した方（機関）があるならそちらでしていただいた方がご本人様にとってよい支援であると考えるから。※現在当法人の入所・通所等サービスを利用されている方の相談支援がほとんどの状況です。 ゼンレイ ショウガイ ジュクチ カタ キカン ホウ ホンニンサマ シエン カンガ ゲンザイ トウホウジン ニュウショ ツウショ ナド リヨウ カタ ソウダン シエン ジョウキョウ

		承諾 ショウダク		相談支援センターのどか　真岡センター		0285-81-5890		0285-85-8452		321-4305		真岡市荒町111-1		真岡市、芳賀町、市貝町、益子町、茂木町 モオカシ ハガマチ イチガイ マチ マシコ チョウ モギ マチ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1				在宅での生活では家族の介護負担の軽減が必要。フォーマルインフォーマルの枠にとらわれない福祉サービス。 ザイタク セイカツ カゾク カイゴ フタン ケイゲン ヒツヨウ ワク フクシ

		承諾 ショウダク		友井タクシー介護ステーションふれあい		0285-30-0840		0285-30-0844		323-0025		小山市城山町2丁目12-25		小山市 オヤマシ		1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		利用するサービスは多様で、施設・病院・学校など医療福祉事業所数も多く連携を図るのが困難。学校行事に参加するための会出自の支援サービスがない。 リヨウ タヨウ シセツ ビョウイン ガッコウ イリョウ フクシ ジギョウショ スウ オオ レンケイ ハカ コンナン ガッコウ ギョウジ サンカ カイ シュツジ シエン		0				ご家族様が安心して預けることができる施設と必要に預けられる施設の数は少ない。片道１時間以上かかるためとても不便に思います。呼吸器の方の預かり先は少ない。 カゾクサマ アンシン アズ シセツ ヒツヨウ アズ シセツ カズ スク カタミチ ジカン イジョウ フベン オモ コキュウキ カタ アズ サキ スク

		承諾 ショウダク		もくせいの里		0282-43-0593		0282-43-1387		329-4405		栃木市大平町西山田1198		栃木市内 トチギシナイ		0		1		1		0		1		0		0		1		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		ニーズにあてはまるサービスがなかった。例）①入浴支援②移送サービス　①自宅の浴槽では支援が入れず訪問入浴を検討。しかし、浴槽を置けるスペースがなく断念。②主たる介護者が入院。学校までの送迎ができず特例で市の移送サービスを利用するもかなり時間を要した。 レイ ニュウヨク シエン イソウ ジタク ヨクソウ シエン ハイ ホウモン ニュウヨク ケントウ ヨクソウ オ ダンネン シュ カイゴシャ ニュウイン ガッコウ ソウゲイ トクレイ シ イソウ リヨウ ジカン ヨウ		0				①地域の理解や協力②受け入れの拡大（重心の通所、24時間看護体制が整った短期入所）③デマンドタクシー等関係者の重心に対する理解（理解附属により資源として存在するが利用しがたい）④児童が入浴支援を受けられる環境（家族の身体的な介護負担軽減） チイキ リカイ キョウリョク ウ イ カクダイ ジュウシン ツウショ ジカン カンゴ タイセイ トトノ タンキ ニュウショ ナド カンケイシャ ジュウシン タイ リカイ リカイ フゾク シゲン ソンザイ リヨウ ジドウ ニュウヨク シエン ウ カンキョウ カゾク シンタイテキ カイゴ フタン ケイゲン

		承諾 ショウダク		足利障害者相談支援センター		0284-44-0307		0284-44-0318		326-0064		足利市東砂原後町1072		足利市、佐野市 アシカガシ サノシ		1		0		1		0		1		0		0		1		0		1		0		1		0				1		0				0		0		0		0				0		1				2		委託相談支援事業所のため イタク ソウダン シエン ジギョウショ		医療的ケアが整った施設のショートステイ充実が必要。また、特に呼吸器をつけた方のショート療養介護の利用とそれらを利用するための送迎体制の充実が必要。 イリョウテキ トトノ シセツ ジュウジツ ヒツヨウ トク コキュウキ カタ リョウヨウ カイゴ リヨウ リヨウ ソウゲイ タイセイ ジュウジツ ヒツヨウ

		承諾 ショウダク		指定障害者相談支援事業所あるしぇん		0282-86-7665		0282-21-7109		321-0201		栃木県下都賀郡壬生町安塚2032 ３２１－０２０１		壬生町 ミブマチ		1		0		1		0		1		0		0		1		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		①相談支援専門員として重症心身障害児（者）の方に対する支援の知識や経験が少ない②医療的ケアが必要となる方に対して対応できる福祉サービス（事業所）が少ない。 ソウダン シエン センモンイン ジュウショウシンシンショウガイジ シャ カタ タイ シエン チシキ ケイケン スク イリョウテキ ヒツヨウ カタ タイ タイオウ フクシ ジギョウショ スク		0				医療的ケアが必要な方に関して、福祉のサービスでは対応しきれない部分が多く、結果として家族が本人を抱え込まざるを得ない現状があるように感じます。家族の介護負担が少しでも軽減できるよう福祉サービスも柔軟な対応が出来るようになるといいなと思います。 イリョウテキ ヒツヨウ カタ カン フクシ タイオウ ブブン オオ ケッカ カゾク ホンニン カカ コ エ ゲンジョウ カン カゾク カイゴ フタン スコ ケイゲン フクシ ジュウナン タイオウ デキ オモ

		承諾 ショウダク		下野市相談支援事業所 こばと		0285-44-6783		0285-44-6783		329-0414		下野市小金井1146-6		下野市、上三川町 シモノ シ カミノカワマチ		1		0		1		0		0		0		1		1		0		1		1		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		医療的ケアが必要な乳幼児に対応できるヘルパー事業所。短期入所・日中一時支援事業所が近くにない（少ない）。 イリョウテキ ヒツヨウ ニュウヨウジ タイオウ ジギョウショ タンキ ニュウショ ニッチュウ イチジ シエン ジギョウショ チカ スク		0				設問5で回答した内容：外出可能な方は児童発達支援を利用可能であるが無理な方は外部との交流をもちにくい。訪問看護・訪問リハビリが入っているケースはいいがない場合母子で孤立しがち。幸いあそびの支援をしてくれるヘルパー事業所があり支援につながっている。ヘルパー利用を希望されない家庭、利用したくてもヘルパー事業所がない等支援に苦慮する。 セツモン カイトウ ナイヨウ ガイシュツ カノウ カタ ジドウ ハッタツ シエン リヨウ カノウ ムリ カタ ガイブ コウリュウ ホウモン カンゴ ホウモン ハイ バアイ ボシ コリツ サイワ シエン ジギョウショ シエン リヨウ キボウ カテイ リヨウ ジギョウショ ナド シエン クリョ

		承諾 ショウダク		相談支援センターぴあん ソウダン シエン		0282-31-1755		0282-31-2919		328-0067		栃木市皆川城内町333-2		栃木市、小山市 トチギシ オヤマシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1				これまで現場で関わったことがなく、事例検討でしか情報を把握しておらず不安はあります。でも関係機関やご家族様からいろいろなことを教えて頂きながら相談支援として専門性を活かせればと思っています。色々な立場の方からお話をお伺いしてもご家族や医療機関専門的な事業所の負担が大きく相談支援があまり役に立つことができていない（場合によっては自ら引いてしまう）今の現状を少しでも変えていければいいと思います。 ゲンバ カカ ジレイ ケントウ ジョウホウ ハアク フアン カンケイ キカン カゾクサマ オシ イタダ ソウダン シエン センモンセイ イ オモ イロイロ タチバ カタ ハナシ ウカガ カゾク イリョウ キカン センモンテキ ジギョウショ フタン オオ ソウダン シエン ヤク タ バアイ ミズカ ヒ イマ ゲンジョウ スコ カ オモ

		承諾 ショウダク		うつのみや		028-632-6074/090-4059-9728		028-632-6075		320-0861		宇都宮市西2-1-7		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				3		専門的な知識を社会資源のアドバイスを他相談支援事業所からいただきながらみずからの事業所で引き受けるという形が望ましい センモンテキ チシキ シャカイ シゲン ホカ ソウダン シエン ジギョウショ ジギョウショ ヒ ウ カタチ ノゾ

		承諾 ショウダク		サポートセンターきりん		028-612-3838		028-678-3257		321-0905		栃木県宇都宮市平出工業団地43-100 ３２１－０９０５		宇都宮市 ウツノミヤシ		0		1		1		0		1		0		0		1		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		療養介護に入所しているので他のサービスの利用が困難。そのための社会資源をつなげたり、活用したりするのが難しい。 リョウヨウ カイゴ ニュウショ ホカ リヨウ コンナン シャカイ シゲン カツヨウ ムズカ		0				今後、市町村などで展開されていく生活拠点に関する事業をうまく活用できればいいなと感じています。入所されている方々については地域とのつながり方が今後は重要になってくると思われますので、広く門扉を開けた活動などが多くなってくるといいなと思っています。 コンゴ シチョウソン テンカイ セイカツ キョテン カン ジギョウ カツヨウ カン ニュウショ カタガタ チイキ カタ コンゴ ジュウヨウ オモ ヒロ モンピ ア カツドウ オオ オモ

		承諾 ショウダク		さわやか相談支援センター		0280-57-4884		0280-57-4994		329-0112		野木町南赤塚1145-1		小山市、野木町、古河市、栃木市 オヤマシ ノギマチ コガシ トチギシ		0		1		1		0		0		0		1		0		0		1		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		現実的な目標の位置づけ ゲンジツテキ モクヒョウ イチ		0

		承諾 ショウダク		相談支援事業所つばさ		0287-53-7393		0287-53-7394		324-0044		大田原市親園824-1		大田原市、那須塩原市、那須烏山市、矢板市、さくら市、那須町、塩谷町、高根沢町 オオタワラシ ナスシオバラシ ナスカラスヤマシ ヤイタシ シ ナスマチ シオ タニ マチ タカネザワマチ		1		0		1		0		1		0		1		1		0		1		0		0		0				1		2		医療的なケアが必要なケース、将来的に短期入所につなげたいケースだった為、専門の事業所に依頼した イリョウテキ ヒツヨウ ショウライテキ タンキ ニュウショ タメ センモン ジギョウショ イライ		1		1		0		0				1		0		使えるサービスの少なさに調整が難しかった ツカ スク チョウセイ ムズカ		1				乳幼児期の受け入れ可能な福祉サービス等の社会資源が必要である。 ニュウヨウジ キ ウ イ カノウ フクシ ナド シャカイシゲン ヒツヨウ

		承諾 ショウダク		特定相談支援センターはじめ		0284-22-4561		0284-22-4562		326-0143		足利市葉鹿町735-1		足利市 アシカガシ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1

		承諾 ショウダク		上三川障がい児・者生活相談支援センター		0285-38-6854		0285-38-6841		329-0611		上三川町上三川5082-15		上三川町 カミノカワマチ		1		0		1		0		1		0		0		1		0		0		0		0		0				1		0				0		0		0		0				1		0				0

		承諾 ショウダク		はつらつサロン南天相談支援事業所		0285-22-4659		0285-38-6529		323-0027		小山市花垣町2-3-19		小山市、栃木市 オヤマシ トチギシ		0		0		1		0		1		1		0		1		1		1		1		1		0				0		0				0		0		0		0				1		0		利用したいサービス事業所が少なく生活改善、家族、支援者の負担軽減に繋がらない（訪問入浴、ショートステイ、生活介護などなど（就労Ａ型））医師によっては連携が困難。何処の精神科がよいかと利用者に問われるが答えは解らない。 リヨウ ジギョウショ スク セイカツ カイゼン カゾク シエンシャ フタン ケイゲン ツナ ホウモン ニュウヨク セイカツ カイゴ シュウロウ ガタ イシ レンケイ コンナン ドコ セイシンカ リヨウシャ ト コタ ワカ		0				本人の選択や受け入れ事業所の間口を広げる。例えば入浴はヘルパーの2人対応で行ているがヘルパー不足や腰痛の悪化などで対応が難しくなってくる。機会浴のできる生活介護を勧めるも本人の選択肢がない。自宅から出かける自由さのようなものが閉ざされているような気がする。反面高齢者のサービスは増加する一方で利用者が不足し閉鎖なども聞かれる。高齢者・障害者がともにデイサービスやショートステイを利用できるようにならないかと思う。障害児については働く両親をサポートすることで生活の安定や療育などへ通園のし易さを図り、送迎サービスの充実など。 ホンニン センタク ウ イ ジギョウショ マグチ ヒロ タト ニュウヨク ニン タイオウ オコナ ブソク ヨウツウ アッカ タイオウ ムズカ キカイ ヨク セイカツ カイゴ スス ホンニン センタクシ ジタク デ ジユウ ト キ ハンメン コウレイシャ ゾウカ イッポウ リヨウシャ フソク ヘイサ キ コウレイシャ ショウガイシャ リヨウ オモ ショウガイジ ハタラ リョウシン セイカツ アンテイ リョウイク ツウエン ヤス ハカ ソウゲイ ジュウジツ

		承諾 ショウダク		障がい者生活支援センターこぶし		028-680-5746		028-688-0214		321-0126		栃木県宇都宮市茂原町837-1		宇都宮市、上三川町 ウツノミヤシ カミノカワマチ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1				①医療機関との細かな連携体制②相談関係者を含め本人に関わり支援をするなかで即座に動きが取れるようなフットワークの軽いチーム作り イリョウ キカン コマ レンケイ タイセイ ソウダン カンケイシャ フク ホンニン カカ シエン ソクザ ウゴ ト カル ヅク
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ない
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ある	今後依頼があれば作成する	他の相談支援事業所に依頼する	作成するかどうかわからない	33	15	18	14	

相談支援事業所 (2)

		Ｑ1.貴施設について、お伺いいたします キ シセツ ウカガ										事業所名とコメントをくっつけるで一表を作る ジギョウショ メイ イッピョウ ツク

		1		事業所名 ジギョウショ メイ								今月中 コンゲツ チュウ

		2		電話番号 デンワ バンゴウ								地図と一覧表をパワーポイント チズ イチラン ヒョウ

		3		FAX番号 バンゴウ								各項目ごとにページを作る カクコウモク ツク

		4		所在地 ショザイチ

		5		訪問可能な主な市町村 ホウモン カノウ オモ シチョウソン

		Ｑ2.重症心身障害児（者）の定義をご存知ですか ジュウショウシンシンショウガイジ シャ テイギ ゾンジ

		Ｑ2-1		知っている シ

		Ｑ2-2		知らない シ

		Ｑ3.重症心身障害児（者）の方（家族・関係機関等）からの相談を受けたことがありますか ジュウショウシンシンショウガイジ シャ カタ カゾク カンケイ キカン ナド ソウダン ウ

		Ｑ3-1		1		ある

		Ｑ3-2		2		ない

		Ｑ3-1-Ａ

				Ａ-1それは誰からの相談でしたか ダレ ソウダン

				1		ａ.家族 カゾク

				2		ｂ.支援者 シエンシャ

				3		ｃ.関係機関 カンケイ キカン

				Ａ-2それはどんな相談でしたか（複数回答可） ソウダン フクスウ カイトウ カ

				1		ａ.生活上の相談 セイカツ ジョウ ソウダン

				2		ｂ.医療的な相談 イリョウテキ ソウダン

				3		ｃ.制度に関する相談 セイド カン ソウダン

				4		ｄ.教育に関する相談 キョウイク カン ソウダン

				5		ｅ.サービス等利用計画書作成に関する相談 ナド リヨウ ケイカクショ サクセイ カン ソウダン

				6		ｆ.その他 タ

				Ａ-3それらの相談事業所として対応（解決）はできましたか ソウダン ジギョウショ タイオウ カイケツ

				1		ａ.できた

				2		ｂ.できなかった

				Ａ-3-1それはどうしてですか

				1		ａ解決手段・方法がなかった カイケツ シュダン ホウホウ

				2		ｂ.ほかの相談支援事業所に依頼した ソウダン シエン ジギョウショ イライ

				3		ｃ.行政に依頼した ギョウセイ イライ

				4		ｄ.その他 タ

		Ｑ4.Ｑ3-2「ない」→これから重症心身障害児（者）の方（本人・家族等）からの相談があればどのように対応されますか ジュウショウシンシンショウガイジ シャ カタ ホンニン カゾク ナド ソウダン タイオウ

				Ｑ4-1		自分の事業所で対応する ジブン ジギョウショ タイオウ

				Ｑ4-2		ほかの相談支援事業所へ依頼する ソウダン シエン ジギョウショ イライ

				Ｑ4-3		行政に依頼する ギョウセイ イライ

				Ｑ4-4		その他 タ

		Ｑ5.重症心身障害児（者）の方のサービス等利用計画書を作成したことがありますか ジュウショウシンシンショウガイジ シャ カタ ナド リヨウ ケイカクショ サクセイ

				Ｑ5-1		ある

				Ｑ5-2		ない

						Ｑ5-1-Ａ		「ある」と回答→作成にあたり、苦労したこと困ったことがありましたか カイトウ サクセイ クロウ コマ

						Ｑ5-2-Ａ		「ない」と回答 カイトウ

						1		ａ.今後依頼があれば作成する コンゴ イライ サクセイ

						2		ｂ.他の相談支援事業所に依頼する ホカ ソウダン シエン ジギョウショ イライ

						3		ｃ.作成するかどうかわからない サクセイ

						Ｑ5-2-Ａ-1		b.cを回答→それはどうしてですか カイトウ

		Q6.重症心身障害児（者）の方がより良い在宅生活をしていく上で何か必要だと思うことがあればご自由にお書きください ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ カタ ヨ ザイタク セイカツ ウエ ナニ ヒツヨウ オモ ジユウ カ



		承諾可否 ショウダク カヒ		Q1												Ｑ2.重症心身障害児（者）の定義をご存知ですか ジュウショウシンシンショウガイジ シャ テイギ ゾンジ				Ｑ3.重症心身障害児（者）の方（家族・関係機関等）からの相談を受けたことがありますか ジュウショウシンシンショウガイジ シャ カタ カゾク カンケイ キカン ナド ソウダン ウ																														Ｑ4.Ｑ3-2「ない」→これから重症心身障害児（者）の方（本人・家族等）からの相談があればどのように対応されますか ジュウショウシンシンショウガイジ シャ カタ ホンニン カゾク ナド ソウダン タイオウ										Ｑ5.重症心身障害児（者）の方のサービス等利用計画書を作成したことがありますか ジュウショウシンシンショウガイジ シャ カタ ナド リヨウ ケイカクショ サクセイ										Q6.重症心身障害児（者）の方がより良い在宅生活をしていく上で何か必要だと思うことがあればご自由にお書きください ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ カタ ヨ ザイタク セイカツ ウエ ナニ ヒツヨウ オモ ジユウ カ

				事業所名 ジギョウショ メイ		電話番号 デンワ バンゴウ		FAX番号 バンゴウ		郵便番号 ユウビンバンゴウ		所在地 ショザイチ		訪問可能な主な市町村 ホウモン カノウ オモ シチョウソン		知っている		知らない シ		ある		ない		それは誰からの相談でしたか						それはどんな相談でしたか														それらの相談事業所として対応（解決）はできましたか						自分の事業所で対応する ジブン ジギョウショ タイオウ		他の相談支援事業所へ依頼する ホカ ソウダン シエン ジギョウショ イライ		行政に依頼する ギョウセイ イライ		その他 タ				ある		ない		「ある」と回答		「ない」
と回答		b.c（23）を回答

																								家族 カゾク		支援者 シエンシャ		関係機関 カンケイ キカン		生活上の相談 セイカツ ジョウ ソウダン		医療的な相談 イリョウテキ ソウダン		制度に関する相談 セイド カン ソウダン		教育に関する相談 キョウイク カン ソウダン		サービス等利用計画書作成に関する相談 ナド リヨウ ケイカクショ サクセイ カン ソウダン		その他 タ		その他回答 タ カイトウ		それらの相談事業所として対応（解決）はできましたか		それはどうしてですか		それはどうしてですか

		否 イナ		手話通訳派遣協会相談支援事業所		0287-73-4422		0287-62-7776		325-0026		栃木県那須塩原市上厚崎431-17 ３２５－００２６				0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		0		1		本事業所と同様の地域で一般相談支援事業所と連携を図り対応する ホン ジギョウショ ドウヨウ チイキ イッパン ソウダン シエン ジギョウショ レンケイ ハカ タイオウ		0		1		0		2		当事業所は手話通訳派遣を主目的とする事業所であるため、聴覚障害に対するノウハウはあるがそれ以外の障害者に対応する専門性を有していない為 トウ ジギョウショ シュワ ツウヤク ハケン シュモクテキ ジギョウショ チョウカク ショウガイ タイ イガイ ショウガイシャ タイオウ センモンセイ ユウ タメ

		否 イナ		相談支援事業所すまいる		0285-45-7199		0285-45-8437		329-0205		小山市間々田750-1		小山市 オヤマシ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		1		0				0		1		0		3		現在担当させていただいているケースの他に受け入れる時間的余裕がないため。また専門的な知識や経験がなく自信がないため。 ゲンザイ タントウ ホカ ウ イ ジカンテキ ヨユウ センモンテキ チシキ ケイケン ジシン

		否 イナ		やまゆりの里		0284-90-2030		0284-90-2031		326-0011		足利市大沼田町525-1		足利市 アシカガシ		0		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		ショートステイの利用が可能かどうか リヨウ カノウ		2		1		ショートの利用を希望していたが、幼児で夜間に吸引が必要とのことだったので職員配置上困難と判断 リヨウ キボウ ヨウジ ヤカン キュウイン ヒツヨウ ショクイン ハイチ ジョウ コンナン ハンダン		0		0		0		0				0		1		0		2		あしかがの森さんが近くにあり専門性もあるため モリ チカ センモンセイ

		否 イナ		相談支援センターひかり		028-612-7717		028-612-7718		320-0072		宇都宮市若草4-20-7		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		0		1		0		1		0		0		1		0		1		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		居宅介護事業所とニーズのマッチング キョタク カイゴ ジギョウショ		0				短期入所事業所（医療的ケア対応型）の整備 タンキ ニュウショ ジギョウショ イリョウテキ タイオウガタ セイビ

		否 イナ		相談支援センター歩み		028-667-5151		028-667-5150		321-3233		宇都宮市上籠谷町3792		真岡市、芳賀町、宇都宮市 モオカシ ハガマチ ウツノミヤシ		0		1		1		0		0		1		0		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		毎日お会いしている方ではないしお話ができる方ではないので、計画書を作ることは少々戸惑いはありましたが、すべて療育指導室の先生にご指導いただき作成することができました。お幸せな時を過ごしてほしいという思いはいっぱいありますが、なにも出来ていない自分が申し訳ないような気持ちです。 マイニチ ア カタ ハナシ カタ ケイカクショ ツク ショウショウ トマド リョウイク シドウシツ センセイ シドウ サクセイ シアワ トキ ス オモ デキ ジブン モウ ワケ キモ		0				すみません。経験不足で在宅の方はよくわかりませんが、独立行政法人国立病院機構宇都宮病院にお伺いし行き届いた介護、職員の先生方の情熱にこういうところで重症心身障害者の方が過ごせることは幸せなのでは…としみじみ思いました。 ケイケン ブソク ザイタク カタ ドクリツ ギョウセイ ホウジン コクリツ ビョウイン キコウ ウツノミヤ ビョウイン ウカガ イ トド カイゴ ショクイン センセイガタ ジョウネツ ジュウショウ シンシン ショウガイシャ カタ ス シアワ オモ

		否 イナ		ワークス共育		0287-39-5593		0287-39-5630		329-2213		那須塩原市上大貫2028-2				1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		0		1		状況に応じて対応する ジョウキョウ オウ タイオウ		0		1				1				相談支援専門員のレベルアップが必要ではないかと思います ソウダン シエン センモンイン ヒツヨウ オモ

		否 イナ		指定特定相談支援センタードリーム		0288-32-2280		0288-32-2281		321-2341		日光市大沢町274		日光市、塩谷町、鹿沼市、宇都宮市 ニッコウシ シオヤ チョウ カヌマシ ウツノミヤ シ		0		1		1		0		1		0		0		1		1		1		0		0		0				1		0				0		0		0		0				1		0		計画を作成するにあたり医療機関との連携方法を具体化していくことに連絡調整に時間を要しました。また医師同士でのやりとりの方が早いように感じました。※解決できたと言っても施設の空き待ちで関係する病院で入院しております。 ケイカク サクセイ イリョウ キカン レンケイ ホウホウ グタイカ レンラク チョウセイ ジカン ヨウ イシ ドウシ ホウ ハヤ カン カイケツ イ シセツ ア マ カンケイ ビョウイン ニュウイン		0				入所ではなく、医療ケアのできる短期入所やグループホーム、日中一時、生活介護の拡充が必要であること。また重症心身障害児（者）への理解を広めていき、理解者を増やすこと、訪問看護、訪問医療、居宅介護も活用しやすい環境づくりを相談支援専門員はネットワークづくりに努めなければんらないと思います。 ニュウショ イリョウ タンキ ニュウショ ニッチュウ イチジ セイカツ カイゴ カクジュウ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ リカイ ヒロ リカイシャ フ ホウモン カンゴ ホウモン イリョウ キョタク カイゴ カツヨウ カンキョウ ソウダン シエン センモンイン ツト オモ

		否 イナ		ユーファーム支援センター		028-689-0070		028-680-0750		321-0972		宇都宮市下川俣町206-127		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2		これまでの実績として主に就労系の利用計画の作成を行っており重症心身障害児の方への支援については経験や人員の不足から対応が困難であると思われるため ジッセキ オモ シュウロウ ケイ リヨウ ケイカク サクセイ オコナ ジュウショウ シンシン ショウガイジ カタ シエン ケイケン ジンイン フソク タイオウ コンナン オモ

		否 イナ		障害者相談支援センターひびき		028-666-7601		028-666-7602		321-0403		宇都宮市下小倉町1536		宇都宮市、さくら市 ウツノミヤシ シ		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2		かつて受け入れたことがなく、またスタッフにも医療的ケアの知識や経験が乏しく、自信をもって迎え入れることができない ウ イ イリョウテキ チシキ ケイケン トボ ジシン ムカ イ		受け入れる施設が近辺にあること ウ イ シセツ キンペン

		否 イナ		相談支援事業ぴゅあ		028-611-1771		028-611-1772		321-0911		宇都宮市問屋町3426-46		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2

		否 イナ		指定特定相談支援事業所すえひろ		0287-23-3962		0287-24-1670		324-0042		大田原市末広1-2-5		大田原市、大田原市以外は交通費を受領 オオタワラシ オオタワラシ イガイ コウツウヒ ジュリョウ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2		事業所の対象を精神障害に限定し、市に申請しているため ジギョウショ タイショウ セイシン ショウガイ ゲンテイ シ シンセイ

		否 イナ		相談支援センターふじみだい		0285-44-0200		0285-44-4255		329-0412		下野市芝1123		下野市 シモノ シ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		0		1		ケースによって検討 ケントウ		0		1				2

		否 イナ		相談支援センターひゅーまにあ宇都宮		028-678-5385		028-678-5395		320-0802		宇都宮市江野町6-15大立ビル4階		宇都宮市（鹿沼市等近隣市町村） ウツノミヤシ カヌマシ ナド キンリン シチョウソン		0		1		1		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		あるではありますが、初めての作成でまた完成はしていない段階です。病院で実施されている活動医療等で自分自身が未熟で理解が足りていない為に苦労しています。 ハジ サクセイ カンセイ ダンカイ ビョウイン ジッシ カツドウ イリョウ ナド ジブン ジシン ミジュク リカイ タ タメ クロウ		0				①医療面での安心②外部と交流する機会③家族の方への支援 イリョウ メン アンシン ガイブ コウリュウ キカイ カゾク カタ シエン

		否 イナ		地域活動支援センターあしかが		0284-41-2643		0284-43-0463		326-0808		足利市本城1-1547		足利市 アシカガシ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0						0		1		0		0				0		1				2		専門外で知識等はなく、計画書の作成は難しいため センモンガイ チシキ トウ ケイカクショ サクセイ ムズカ

		否 イナ		南那須地区障害者相談支援センター		0287-80-1020		0287-80-1027		321-0624		那須烏山市旭1-18-8		那須烏山市、那珂川町 ナスカラスヤマシ ナカガワマチ		1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		アセスメント、院内での面会予定の調整、家族への説明など インナイ メンカイ ヨテイ チョウセイ カゾク セツメイ		0				在宅医療、訪問リハビリなど24時間対応出来る専門家チーム ザイタク イリョウ ホウモン ジカン タイオウ デキ センモンカ

		否 イナ		ワン・ハーモニー		0287-22-8255		0287-48-7225		324-0042		大田原市末広1-3618-13				0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				0

		否 イナ		ひまわり相談支援事業所		0282-20-5006		0282-23-4878		328-0052		栃木市祝町12－9				0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		1		0				0		1				3		意思伝達が自分にとって受け止められるかに不安があるため イシ デンタツ ジブン ウ ト フアン

		否 イナ		サンフラワーライフ		0285-22-1109		0285-22-1345		323-0808		小山市出井1936		小山市内 オヤマシナイ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				3		近隣に受け入れ施設が少なく在宅福祉サービスに向けるのが難しい キンリン ウ イ シセツ スク ザイタク フクシ ム ムズカ

		否 イナ		natu- la(ナチュラ)		0287-67-3115		0287-67-3115		329-3153		那須塩原市大原間239-1		那須塩原市、大田原市、那須町 ナスシオバラ シ オオタワラシ ナスマチ		0		1		1		0		1		0		0		1		1		1		0		0		0				1		0				0		0		0		0				1		0		サービス自体の幅がせまいため、本人が安全に安心した生活をうけられるためにどう組み合わせたら良いか。又、家族によっては苦手な事業所もあり限られた事業所を探すのが難しかった。 ジタイ ハバ ホンニン アンゼン アンシン セイカツ ク ア ヨ マタ カゾク ニガテ ジギョウショ カギ ジギョウショ サガ ムズカ		0				訪問系のサービスがもっと充実して欲しい ホウモン ケイ ジュウジツ ホ

		否 イナ		相談支援事業所ふるさとホーム那須		0287-98-3001		0287-98-8080		324-0414		大田原市片府田1301-59		大田原市、那須町、那須塩原市、周辺 オオタワラシ ナスマチ ナスシオバラ シ シュウヘン		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2		主な精神知的関係なので、今後はできるよう専門的な部分の勉強が必要です。 オモ セイシン チテキ カンケイ コンゴ センモンテキ ブブン ベンキョウ ヒツヨウ		①専門相談②居場所③地域の理解 センモン ソウダン イバショ チイキ リカイ

		否 イナ		特定相談支援事業所きのこ		028-635-8746		028-635-8778		320-0846		栃木県宇都宮市滝の原2-4-42 ３２０－０８４６		宇都宮市 ウツノミヤシ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		1		0				0		1				3		どのように作成したらいいか不安のため サクセイ フアン

		否 イナ		こども発達支援センター鹿沼市あおば園		0289-63-1745		0289-63-1745		322-0074		鹿沼市日吉町320－1				1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		1		0				0		1				2		相談支援専門員の不足、児童発達支援事業所利用のための計画書作成が主な業務になっている ソウダン シエン センモンイン フソク ジドウ ハッタツ シエン ジギョウショ リヨウ ケイカクショ サクセイ オモ ギョウム

		否 イナ		障害者相談支援センターみつか・Ｒｕ		028-648-3971		028-648-3936		321-0347		宇都宮市飯田町261		宇都宮市、鹿沼市 ウツノミヤシ カヌマシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		1		状況に応じして他機関と連携し判断する場合もある ジョウキョウ オウ ホカ キカン レンケイ ハンダン バアイ		0		1				1		計画依頼の状況に応じて対応できない月もある（モニタリング件数） ケイカク イライ ジョウキョウ オウ タイオウ ツキ ケンスウ

		否 イナ		工房つばさ		0285-40-0388		0285-40-6700		329-0401		下野市箕輪425-1		下野市、上三川町、壬生町、ただし状況に応じて対応することが難しい場合もある シモノ シ カミノカワマチ ミブマチ ジョウキョウ オウ タイオウ ムズカ バアイ		1		0		1		0		1		0		0		1		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		短期入所、ヘルパーなどの利用希望があっても受け入れてくれる事業所が見つからない タンキ ニュウショ リヨウ キボウ ウ イ ジギョウショ ミ		3		状況により作成することができない場合がある ジョウキョウ サクセイ バアイ		重心の方の短期入所等の利用ができるところが必要。在宅でのサービスの受入必要だと思われる。 ジュウシン カタ タンキ ニュウショ ナド リヨウ ヒツヨウ ザイタク ウケイレ ヒツヨウ オモ

		否 イナ		相談支援事業所グーフォ		028-673-0002		028-671-0785		329-1105		宇都宮市中岡本町3178-3				1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1				在宅生活を支える家族に負担が重くならないようにする。緊急時に対応してくれる医療ケア付きの宿泊施設を増やしてほしい ザイタク セイカツ ササ カゾク フタン オモ キンキュウジ タイオウ イリョウ ツ シュクハク シセツ フ

		否 イナ		那珂川町社協相談支援事業所		0287-92-1273		0287-92-1295		324-0613		那珂川町馬頭560-1		那珂川町 ナカガワマチ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				0				移動支援サービス イドウ シエン

		否 イナ		相談支援事業所大山田ノンフェール		0287-93-0660		0287-83-8182		324-0602		那珂川町大山田下郷955		那珂川町 ナカガワマチ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		1		0				0		1				2		平成27年度で相談支援事業を終了するため ヘイセイ ネンド ソウダン シエン ジギョウ シュウリョウ

		否 イナ		在宅サポートこころ		028-651-0780		028-651-0781		320-0042		宇都宮市材木町4-24				0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2

		否 イナ		相談支援事業所みらい ソウダン シエン ジギョウショ		0280-57-2673		0280-57-2673		329-0111		野木町丸林371-12		野木町、小山市 ノギマチ オヤマシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		0		1		しかるべき関係機関と連携して対応する カンケイ キカン レンケイ タイオウ		0		1				3		重症心身のノウハウがない ジュウショウ シンシン

		否 イナ		大田原市社会福祉協議会		0287-54-1849		0287-54-2745		324-0233		栃木県大田原市黒羽田町848 ３２４－０２３３		大田原市内 オオタワラシナイ		0		1		1		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0				2		1				0		1		0		0				0		1				2		職員が未熟なため ショクイン ミジュク		在宅医療の充実、居宅介護の２４時間対応（サービス事業所）の充実 ザイタク イリョウ ジュウジツ キョタク カイゴ ジカン タイオウ ジギョウショ ジュウジツ

		否 イナ		障がい者相談支援センターとまつり		028-680-5570		028-680-5271		320-0052		宇都宮市中戸祭町813		宇都宮市、近隣市町村 ウツノミヤシ キンリン シチョウソン		0		1		1		0		1		0		0		1		0		0		0		0		1		親子間の関わり オヤコ カン カカ		0		0		現在対応中 ゲンザイ タイオウチュウ		0		0		0		0				1		0		保護者との連携がとれない ホゴシャ レンケイ		0

		否 イナ		宇都宮市社会福祉協議会		028-636-1536		028-636-1537		320-0806		宇都宮市中央1-1-15		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		0				2		1		医療的ケアが必要な方が長時間外出したい。長時間支援者の拘束、移動手段（車の中での対応）、医療的ケアが必要な方が外出したいときに外出できる環境がすぐに整えられない、医療的けが必要な方で要介助であるが、歩行できる方が利用できる短期入所先はないか（アクセス時間も含む） イリョウテキ ヒツヨウ カタ チョウジカン ガイシュツ チョウジカン シエン シャ コウソク イドウ シュダン クルマ ナカ タイオウ イリョウテキ ヒツヨウ カタ ガイシュツ ガイシュツ カンキョウ トトノ イリョウテキ ヒツヨウ カタ ヨウ カイジョ ホコウ カタ リヨウ タンキ ニュウショ サキ ジカン フク		0		0		0		0				1		0		専門的（医療面）な知識がなく、専門用語が多く調べたり聞いたりしながら支援していくこと。長く関わらないと親の思いまで聞き出せないこと。 センモンテキ イリョウ メン チシキ センモン ヨウゴ オオ シラ キ シエン ナガ カカ オヤ オモ キ ダ		0				当事者が何歳になっても利用できるサービス環境（短期入所、訪問入浴など）。教育もほかのお子さん同様平等に受けられる機会（学校行事も含む）。相談対応できる人材の確保。緊急時でも利用できるサービスの調整・確保。直接支援できるサービス・人材を増やすこと。 トウジシャ ナンサイ リヨウ カンキョウ タンキ ニュウショ ホウモン ニュウヨク キョウイク コ ドウヨウ ビョウドウ ウ キカイ ガッコウ ギョウジ フク ソウダン タイオウ ジンザイ カクホ キンキュウジ リヨウ チョウセイ カクホ チョクセツ シエン ジンザイ フ

		承諾 ショウダク		ライフサポートセンターゆめ		0280-33-3624		0280-57-4624		329-0111		野木町丸林630-4		野木町、その周辺地域 ノギマチ シュウヘン チイキ		1		0		1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		1		福祉サービス利用に関する相談 フクシ リヨウ カン ソウダン		1		0				0		0		0		0				1		0		医療的な情報、知識に乏しくわからない用語などが数多く出てきた。医療的ケアの内容の聞き取り（どの部分を聞いていけばよいのか） イリョウテキ ジョウホウ チシキ トボ ヨウゴ カズオオ デ イリョウテキ ナイヨウ キ ト ブブン キ		0				Ｆａの負担軽減のためのレスパイト先（ＨＰ、ＳＳ機関等）。家族それぞれの訴え、希望を明確にしていく。関係機関がチームになりＦａの支え応援をしていく。 フタン ケイゲン サキ キカンナド カゾク ウッタ キボウ メイカク カンケイ キカン ササ オウエン

		承諾 ショウダク		足利ケアサービス		0284-21-7630		0284-21-3109		326-0843		足利市五十部町809-3		足利市、佐野市、太田市 アシカガシ サノシ オオタシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		0		1		ケースによって対応する タイオウ		0		1				3

		承諾 ショウダク		相談支援センターみさと		0285-72-9767				321-4104		芳賀郡益子町大沢2800-5		芳賀郡内（真岡市、益子町、市貝町、芳賀町、茂木町） ハガ グンナイ モオカシ マシコ チョウ イチ ガイ マチ ハガマチ モギマチ		1		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		資源が少ない、短期入所先の確保が難しかった。計画を作るのには、医療情報が難しく感じられた。 シゲン スク タンキ ニュウショ サキ カクホ ムズカ ケイカク ツク イリョウ ジョウホウ ムズカ カン		0				連携の取れる医療関係者がたくさん地域の中にいてくれると安心して生活できるかな。外出や余暇の充実を図るために医療の必要な人の生活が限られてしまっている（あきらめてしまっている） レンケイ ト イリョウ カンケイシャ チイキ ナカ アンシン セイカツ ガイシュツ ヨカ ジュウジツ ハカ イリョウ ヒツヨウ ヒト セイカツ カギ

		承諾 ショウダク		サポートセンターとみや生活支援センター		028-665-8230		028-665-8230		321-2116		宇都宮市徳次郎町540		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		0		1		0		0		0		0		1		1		1		1		1		0				0		1		医療的なケアが必要な利用者様の日中活動先が限られて利用できない人がいる。学校との連携が取りにくい。通勤手段・行事参加制限があり平等性が保たれない。学校はサービスで対応を望み、福祉行政は教育で何とかするべきとつねに折り合わない。 イリョウテキ ヒツヨウ リヨウシャサマ ニッチュウ カツドウ サキ カギ リヨウ ヒト ガッコウ レンケイ ト ツウキン シュダン ギョウジ サンカ セイゲン ビョウドウセイ タモ ガッコウ タイオウ ノゾ フクシ ギョウセイ キョウイク ナン オ ア		0		0		1		0		協力してほしい キョウリョク		1		0		利用できるサービスが限られている。社会参加できる機会が少なく、場が限られている。介護者の負担軽減が取りにくい。夢や希望を叶えるための資源が少ない。 リヨウ カギ シャカイ サンカ キカイ スク バ カギ カイゴシャ フタン ケイゲン ト ユメ キボウ カナ シゲン スク		0				通勤手段、保護者なくても教育が受けられる環境。常に親同行を求めるのでは、自立につながらず、いつになっても親の負担は軽減されない。親が安心して託せる日中活動の場。社会参加、役割を担える環境作り、職場。地域で生活していくための交流の機会や場があるといい。緊急的にレスパイトを受け入れてくれる場。 ツウキン シュダン ホゴシャ キョウイク ウ カンキョウ ツネ オヤ ドウコウ モト ジリツ オヤ フタン ケイゲン オヤ アンシン タク ニッチュウ カツドウ バ シャカイ サンカ ヤクワリ ニナ カンキョウ ヅク ショクバ チイキ セイカツ コウリュウ キカイ バ キンキュウテキ ウ イ バ

		承諾 ショウダク		社会就労センターえいぶるの里 シャカイ シュウロウ サト		0285-22-4561		0285-224581		323-0003		小山市東島田2403-2		小山市、下野市、上三川町、野木町、結城市、古河市、筑西市 オヤマシ シモノ シ カミノカワマチ ノギマチ ユウキシ コガシ ツク ニシ シ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				1		0		自己決定が難しいため、家族中心の考えになってしまうこと。また、利用できる社会資源が少ない。 ジコ ケッテイ ムズカ カゾク チュウシン カンガ リヨウ シャカイ シゲン スク		1				関係機関との連携、特に在宅が長い方は医療機関とのかかわりが家族も含め、希薄になってしまい、二次障害に対応できない。地域に総合的に支援でき、医療的ケアが受けられる場所、または訪問医療の充実が必要と思います。 カンケイ キカン レンケイ トク ザイタク ナガ カタ イリョウ キカン カゾク フク キハク ニジ ショウガイ タイオウ チイキ ソウゴウテキ シエン イリョウテキ ウ バショ ホウモン イリョウ ジュウジツ ヒツヨウ オモ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所「ピュア」		0282-31-3911		0282-31-3912		328-0133		栃木市大森町465		栃木市、鹿沼市、佐野市、小山市、壬生町 トチギシ カヌマシ サノシ オヤマシ ミブマチ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1

		承諾 ショウダク		社会福祉法人とちのみ会　こなかの森 シャカイ フクシ ホウジン カイ モリ		0283-24-5757		0283-24-6294		327-0001		佐野市小中町1280		佐野市、足利市 サノシ アシカガシ		1		0		1		0		1		0		0		1		0		1		0		0		0				1		2		通所型のため、短期入所の受け入れはサービスとして提供できず、他施設の紹介、相談支援事業につなげている。 ツウショ ガタ タンキ ニュウショ ウ イ テイキョウ タ シセツ ショウカイ ソウダン シエン ジギョウ		0		0		0		0				1		0		療養型短期入所ほかの施設への短期入所の受け入れ状況など、受け入れ場所を見つけるなど。短期入所時の発作発症時医療への繋ぎが困難。問題多（かかりつけ医への搬送） リョウヨウガタ タンキ ニュウショ シセツ タンキ ニュウショ ウ イ ジョウキョウ ウ イ バショ ミ タンキ ニュウショ ジ ホッサ ハッショウ ジ イリョウ ツナ コンナン モンダイ タ イ ハンソウ		0				佐野市には、身障（重心）短期入所施設がなく老人施設に佐野市が委託しているが、利用する人もいなく、サービスが使いづらい状態にある。短期入所受け入れ可能施設が増えることで、家族のほうも使いやすく利便性があがると考えます。 サノシ シンショウ ジュウシン タンキ ニュウショ シセツ ロウジン シセツ サノシ イタク リヨウ ヒト ツカ ジョウタイ タンキ ニュウショ ウ イ カノウ シセツ フ カゾク ツカ リベンセイ カンガ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所テトテ		0287-36-7171		0287-36-7181		329-2732		那須塩原市一区町251-1		那須塩原市（大田原、矢板、那須町、那珂川町、烏山） ナスシオバラ シ オオタワラ ヤイタ ナスマチ ナカガワマチ カラスヤマ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		0		1		委託の相談支援事業所や重心専門の事業所に相談する イタク ソウダン シエン ジギョウショ ジュウシン センモン ジギョウショ ソウダン		0		1				3		その方にとって、より専門性の高い方が対応することが望ましいと思いますので、作成が適するか否か周囲のサービス状況なども考慮して決めたいと思います。適切にアドバイスをいただける地域の環境が整っていれば、スキルアップ、経験の積み重ねのためにも作成したいです。 カタ センモンセイ タカ ホウ タイオウ ノゾ オモ サクセイ テキ イナ シュウイ ジョウキョウ コウリョ キ オモ テキセツ チイキ カンキョウ トトノ ケイケン ツ カサ サクセイ		相談支援専門員のスキルアップ。きめ細かい支援（サービスの充実）本人のニーズを正しく理解できる人材の育成と地域の理解。 ソウダン シエン センモンイン コマ シエン ジュウジツ ホンニン タダ リカイ ジンザイ イクセイ チイキ リカイ

		承諾 ショウダク		指定特定相談支援事業所あじさい		0287-60-3361		0287-60-3362		325-0034		那須塩原市東原166		那須塩原市、那須町 ナスシオバラ シ ナスマチ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2				訪問看護、訪問診療を行う医師が必要だと思います。 ホウモン カンゴ ホウモン シンリョウ オコナ イシ ヒツヨウ オモ

		承諾 ショウダク		障害者相談支援センターいぶき		028-678-3502		028-676-3501		329-1216		高根沢町桑窪2266-2		高根沢町 タカネザワマチ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1				短期入所など受け入れてくれる施設を増やしてほしい。県内で受け入れていただけない為、県外の施設を考えなくてはいけない方がいます。 タンキ ニュウショ ウ イ シセツ フ ケンナイ ウ イ タメ ケンガイ シセツ カンガ カタ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所わくわくおやま		0285-24-6575		0285-20-0255		323-0022		小山市駅東通り3-9-6		小山市 オヤマシ		1		0		1		0		1		1		1		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		関係事業所が多いことで情報収集連携等大変。医療機関とも連携を図る必要あり。レスパイト、ショートステイの受入困難。利用できる事業所が少ない。 カンケイ ジギョウショ オオ ジョウホウ シュウシュウ レンケイ ナド タイヘン イリョウ キカン レンケイ ハカ ヒツヨウ ウケイレ コンナン リヨウ ジギョウショ スク		0				重症心身障害児（者）を受け入れしてくれる事業所、施設がもっと多くあればよいと思われる。通所日中一時短期入所など。相談支援、計画作成についてもほかの事業所が受け入れてくれないとの理由で受け入れ可能事業所へ集中してしまう為、相談員への研修等を増やせばよいが。しかし日々の業務が多忙であるため、難しいのかな？ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ ウ イ ジギョウショ シセツ オオ オモ ツウショ ニッチュウ イチジ タンキ ニュウショ ソウダン シエン ケイカク サクセイ ジギョウショ ウ イ リユウ ウ イ カノウ ジギョウショ シュウチュウ タメ ソウダン イン ケンシュウ ナド フ ヒビ ギョウム タボウ ムズカ

		承諾 ショウダク		相談支援センターネクスト		080-8854-9551		0280-612-1558		320-0034		宇都宮市泉町6-25		宇都宮市 ウツノミヤシ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2

		承諾 ショウダク		相談支援事業のぞみ		0287-65-2288		0287-65-2282		329-3152		那須塩原市上中野53		那須塩原市、大田原市、那須町 ナスシオバラ シ オオタワラシ ナスマチ		1		0		1		0		0		0		1		1		1		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		現サービスでの医療ケアをふまえ、将来にむけて他事業との連携につなげるよう計画作成、調整に苦労した。 ゲン イリョウ ショウライ タ ジギョウ レンケイ ケイカク サクセイ チョウセイ クロウ		0				選択肢が増えるよう受け入れ可能な福祉サービス事業所の増加が必要だと思われます。 センタクシ フ ウ イ カノウ フクシ ジギョウショ ゾウカ ヒツヨウ オモ

		承諾 ショウダク		サポートセンターひばり		028-670-0330		028-667-7315		321-3236		宇都宮市竹下町435-159		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		苦労ではないが、お母様がとても一生懸命ですでにサービスも繋がっていたため、現状を計画にする形となったが、計画作成後のかかわりについて相談員としてどのようにすべきことが望ましいかと考える。 クロウ カアサマ イッショウケンメイ ツナ ゲンジョウ ケイカク カタチ ケイカク サクセイ ゴ ソウダン イン ノゾ カンガ		0				福祉サービスや医療、またボランティアが入室されるととてもよいと思います。また、介助者（家族）のケアも考えると気軽に参加できるようなイベント（医療が整っていたり、介助するボランティアさんがいたり）や、同じ重症心身障害児（者）をもつかたとのネットワークがあるといいのかなと思います。 フクシ イリョウ ニュウシツ オモ カイジョシャ カゾク カンガ キガル サンカ イリョウ トトノ カイジョ オナ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ オモ

		承諾 ショウダク		高根沢町障害児者生活支援センターすまいる タカネザワマチ		028-612-2751		028-612-2752		329-1225		栃木県塩谷郡高根沢町石末1825　福祉センター内 ３２９－１２２５ フクシ ナイ		高根沢町 タカネザワマチ		1		0		1		0		0		0		1		0		0		1		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		地元に使える資源がなく苦労した ジモト ツカ シゲン クロウ		0				①医療と福祉の連携ネットワーク②重心の方でも利用できるサービスが増えること③訪問診療医 イリョウ フクシ レンケイ ジュウシン カタ リヨウ フ ホウモン シンリョウ イ

		承諾 ショウダク		障害者相談支援センターフォレスト		0284-91-1816		0284-91-2867		326-0011		足利市大沼田町615		足利市及び近隣市町村 アシカガシ オヨ キンリン シチョウソン		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0				0

		承諾 ショウダク		障がい者相談支援事業所ケアサプライ		0287-73-5312		0287-73-5311		329-3221		栃木県那須郡那須町漆塚762-102 ３２９－３２２１		白河市、那須町、那須塩原市、大田原市 シラカワシ ナスマチ ナスシオバラシ オオタワラシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1				サービスを提供できる事業所の充実を図る テイキョウ ジギョウショ ジュウジツ ハカ

		承諾 ショウダク		南栃木支援センター相談支援		0285-44-6118		0285-44-7215		329-0412		下野市柴1432-105		下野市、小山市、壬生町 シモノ シ オヤマシ ミブマチ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		0		1		介護保険と併用する場合のみ対応する カイゴ ホケン ヘイヨウ バアイ タイオウ		0		1				3		介護保険と併用する場合のみ作成する カイゴ ホケン ヘイヨウ バアイ サクセイ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所とまり木		0287-54-2854		0287-54-2230		324-0231		大田原市北野上3952		大田原市、那須塩原市、那須町 オオタワラシ ナスシオバラシ ナスマチ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1				当事業所の対応範囲は現在、知的障害者特に中・軽度が主だが、精神（高次脳機能障害も含む）分野もやり始めている。今後重症心身障害者もほかの相談支援事業所の助けを得ながら、勉強しながら対応したいと考えている。そのために研修や見学の機会を多く作っていただきたい。今は、当事業所はその程度しか考えられない。 トウ ジギョウショ タイオウ ハンイ ゲンザイ チテキ ショウガイシャ トク チュウ ケイド オモ セイシン コウジ ノウ キノウ ショウガイ フク ブンヤ ハジ コンゴ ジュウショウ シンシン ショウガイシャ ソウダン シエン ジギョウショ タス エ ベンキョウ タイオウ カンガ ケンシュウ ケンガク キカイ オオ ツク イマ トウ ジギョウショ テイド カンガ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所ポンテ		028-652-7288		028-652-6355		321-0341		宇都宮市古賀志町1964-12		宇都宮、鹿沼、日光、壬生 ウツノミヤ カヌマ ニッコウ ミブ		0		1		1		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0				0				未就学児（3～5才）の方の医療型児童発達支援を分離で行う施設が数か所あると良いと思います。 ミシュウガクジ サイ カタ イリョウ ガタ ジドウ ハッタツ シエン ブンリ オコナ シセツ スウ ショ ヨ オモ

		承諾 ショウダク		相談支援センター光輝舎		0285-70-2020		0285-72-8222		321-4105		芳賀郡益子町北中1113-1		芳賀郡、真岡市等 ハガ グン モオカシ ナド		1		0		1		0		1		1		1		1		0		1		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		利用できるサービス事業所が少ない。重心児者に合わせたプログラムが見つからない（近隣で） リヨウ ジギョウショ スク ジュウシン ジ シャ ア ミ キンリン		0				本人の状態にもよるが、重度化する状況に対応できる事業所の確保。家族の負担が大きくなり在宅生活の継続が困難になることが予測されるので、在宅で支援が受けられるような体制の充実と、レスパイトサービスの拡大。 ホンニン ジョウタイ ジュウドカ ジョウキョウ タイオウ ジギョウショ カクホ カゾク フタン オオ ザイタク セイカツ ケイゾク コンナン ヨソク ザイタク シエン ウ タイセイ ジュウジツ カクダイ

		承諾 ショウダク		特定相談支援事業所やすらぎ		028-650-7727		028-650-7728		320-0011		宇都宮市富士見が丘3－19－20		宇都宮市 ウツノミヤシ		0		0		1		0		1		0		0		0		0		1		1		0		0				0		3		対応できるヘルパーがいれば支援する タイオウ シエン		0		0		0		0				0		1				3

		承諾 ショウダク		障がい者支援センターにんべん		028-686-2539		028-686-2584		329-1417		さくら市フィオーレ喜連川5-2-1　フィオーレガーデン1-102		さくら市 シ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1				地域資源アンケートをいただきありがとうございました。設問に対しまして知識不足にこれでいいのかという思いです。相談支援専門員として設問にありました「3」要望がでますれば、先輩相談員・各職種の方々に相談・指導をいただき、相談支援事業を行ってみたいと考えます。大島先生について学ばせて頂きました。 チイキ シゲン セツモン タイ チシキ ブソク オモ ソウダン シエン センモンイン セツモン ヨウボウ センパイ ソウダン イン カクショクシュ カタガタ ソウダン シドウ ソウダン シエン ジギョウ オコナ カンガ オオシマ センセイ マナ イタダ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所おやま		0285-22-1833		0285-228946		323-0014		小山市喜沢660		小山市、下野市 オヤマシ シモノ シ		1		0		1		0		1		1		0		0		0		0		0		1		0				2		3				0		0		0		0				1		0		本人の意思が明確でないので親の意向中心のものになってしまった。 ホンニン イシ メイカク オヤ イコウ チュウシン		0

		承諾 ショウダク		真岡介護センター		0285-80-5200		0285-80-5211		321-4361		真岡市並木町1-8-1　シティ並木102 ナミキ		真岡市、芳賀町南部、市貝町南部、益子町西部、上三川東部 モオカシ ハガマチ ナンブ イチ ガイ チョウ ナンブ マシコ チョウ セイブ カミノカワ トウブ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		0		1				0		1				3		担当者の受け持ちケースの状況など考慮し対応できるか検討したい タントウシャ ウ モ ジョウキョウ コウリョ タイオウ ケントウ

		承諾 ショウダク		さの社協相談支援センターほっぷ		0283-22-8152		0283-22-8199		327-0003		佐野市大橋町3212-27		佐野市全域 サノシ ゼンイキ		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2		現在相談支援専門員1名で行っているため ゲンザイ ソウダン シエン センモンイン メイ オコナ

		承諾 ショウダク		相談支援ウエイブ		0282-23-4465		0282-23-4465		328-0012		栃木市平柳町1-2-7		栃木市、壬生町 トチギシ ミブマチ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		1		0				0		1				2		指定特定相談支援事業で精神に対応しているため シテイ トクテイ ソウダン シエン ジギョウ セイシン タイオウ		ご家族の中だけでは生活がマンネリ化して単調になりかねないので、音楽、体を動かす、読み聞かせ麻痺・拘縮のマッサージなどのリハビリの頻度を高める。ご本人が楽しいと感じることを提供できる。ご家族が疲弊しないよう旅行や趣味などの充実した時間がもてるようサービスを利用していくこと。 カゾク ナカ セイカツ カ タンチョウ オンガク カラダ ウゴ ヨ キ マヒ コウシュク ヒンド タカ ホンニン タノ カン テイキョウ カゾク ヒヘイ リョコウ シュミ ジュウジツ ジカン リヨウ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所わらしべの家		0282-27-1627		0282-27-1675		328-0011		栃木市大宮町2708-3		栃木市 トチギシ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1		専門的な知識が不十分なため行政などの機関と相談しながらの対応となります センモンテキ チシキ フジュウブン ギョウセイ キカン ソウダン タイオウ		短期入所や移動支援などの福祉サービス利用時にお付き合いのある医療機関や訪問看護の看護師が同行でき緊急時の対応が迅速にとれる体制（すでにできていたらすみません） タンキ ニュウショ イドウ シエン フクシ リヨウ ジ ツ ア イリョウ キカン ホウモン カンゴ カンゴシ ドウコウ キンキュウジ タイオウ ジンソク タイセイ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所　空		0287-73-8165		0287-73-8165		329-3157		那須塩原市大原間西1-19-9		那須塩原市、大田原市、那須町 ナスシオバラ シ オオタワラシ ナスマチ		1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		重心のお子様の療育支援をやっていたので、苦労はありませんでしたが、医療（訪問看護）訪問リハ訪問入浴の制度を知らなかったので、その方々との連携が取れて大変勉強になりました。 ジュウシン コサマ リョウイク シエン クロウ イリョウ ホウモン カンゴ ホウモン ホウモン ニュウヨク セイド シ カタガタ レンケイ ト タイヘン ベンキョウ		0				医療的ケアの必要な方には支援スタッフ・必ず看護師の方が不在では双方安心したケアはできません。例）乳幼児の通所事業は保母と看護師さん。小学→高校までは義務教育がありますが事後に生活介護はもちろんですが、本当に重心の方の為の日中活動の場が不足しているとおもいますので重心の方の通所事業は必要と思います。家庭以外で通える場所→一時預かりや療育支援事業→高校卒業後は通所施設（一時預かりも含めて） イリョウテキ ヒツヨウ カタ シエン カナラ カンゴシ カタ フザイ ソウホウ アンシン レイ ニュウヨウジ ツウショ ジギョウ ホボ カンゴシ ショウガク コウコウ ギム キョウイク ジゴ セイカツ カイゴ ホントウ ジュウシン カタ タメ ニッチュウ カツドウ バ フソク ジュウシン カタ ツウショ ジギョウ ヒツヨウ オモ カテイ イガイ カヨ バショ イチジ アズ リョウイク シエン ジギョウ コウコウ ソツギョウゴ ツウショ シセツ イチジ アズ フク

		承諾 ショウダク		相談支援事業所みどり		0285-45-8362		0285-45-8397		329-0214		小山市乙女786-1		小山市、栃木市、古河市、結城市 オヤマシ トチギシ コガシ ユウキシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0		大人は対応可能 オトナ タイオウ カノウ		1		1		大人はあるが、こどもはない。先日訪問介護を事業所にお願いしたところどこの事業所も受けていただけなかった。 オトナ センジツ ホウモン カイゴ ジギョウショ ネガ ジギョウショ ウ		3		成人しか計画相談をしたことがないので不安である。当事業所は相談員が一名なので相談する相手がいない セイジン ケイカク ソウダン フアン トウ ジギョウショ ソウダン イン イチメイ ソウダン アイテ		サービス事業所で受けてもらえないケースがある。特に重心や精神知的等重複して疾患を持っていると問い合わせた時点でお断りされてします。 ジギョウショ ウ トク ジュウシン セイシン チテキ ナド チョウフク シッカン モ ト ア ジテン コトワ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所こころみ		0284-41-5039		0284-43-2665		326-0061		足利市田島町611-2				0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		1		0				0		1				3		これまで前例がなく、またこの障害について熟知した方（機関）があるならそちらでしていただいた方がご本人様にとってよい支援であると考えるから。※現在当法人の入所・通所等サービスを利用されている方の相談支援がほとんどの状況です。 ゼンレイ ショウガイ ジュクチ カタ キカン ホウ ホンニンサマ シエン カンガ ゲンザイ トウホウジン ニュウショ ツウショ ナド リヨウ カタ ソウダン シエン ジョウキョウ

		承諾 ショウダク		相談支援センターのどか　真岡センター		0285-81-5890		0285-85-8452		321-4305		真岡市荒町111-1		真岡市、芳賀町、市貝町、益子町、茂木町 モオカシ ハガマチ イチガイ マチ マシコ チョウ モギ マチ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1				在宅での生活では家族の介護負担の軽減が必要。フォーマルインフォーマルの枠にとらわれない福祉サービス。 ザイタク セイカツ カゾク カイゴ フタン ケイゲン ヒツヨウ ワク フクシ

		承諾 ショウダク		友井タクシー介護ステーションふれあい		0285-30-0840		0285-30-0844		323-0025		小山市城山町2丁目12-25		小山市 オヤマシ		1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		利用するサービスは多様で、施設・病院・学校など医療福祉事業所数も多く連携を図るのが困難。学校行事に参加するための会出自の支援サービスがない。 リヨウ タヨウ シセツ ビョウイン ガッコウ イリョウ フクシ ジギョウショ スウ オオ レンケイ ハカ コンナン ガッコウ ギョウジ サンカ カイ シュツジ シエン		0				ご家族様が安心して預けることができる施設と必要に預けられる施設の数は少ない。片道１時間以上かかるためとても不便に思います。呼吸器の方の預かり先は少ない。 カゾクサマ アンシン アズ シセツ ヒツヨウ アズ シセツ カズ スク カタミチ ジカン イジョウ フベン オモ コキュウキ カタ アズ サキ スク

		承諾 ショウダク		もくせいの里		0282-43-0593		0282-43-1387		329-4405		栃木市大平町西山田1198		栃木市内 トチギシナイ		0		1		1		0		1		0		0		1		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		ニーズにあてはまるサービスがなかった。例）①入浴支援②移送サービス　①自宅の浴槽では支援が入れず訪問入浴を検討。しかし、浴槽を置けるスペースがなく断念。②主たる介護者が入院。学校までの送迎ができず特例で市の移送サービスを利用するもかなり時間を要した。 レイ ニュウヨク シエン イソウ ジタク ヨクソウ シエン ハイ ホウモン ニュウヨク ケントウ ヨクソウ オ ダンネン シュ カイゴシャ ニュウイン ガッコウ ソウゲイ トクレイ シ イソウ リヨウ ジカン ヨウ		0				①地域の理解や協力②受け入れの拡大（重心の通所、24時間看護体制が整った短期入所）③デマンドタクシー等関係者の重心に対する理解（理解附属により資源として存在するが利用しがたい）④児童が入浴支援を受けられる環境（家族の身体的な介護負担軽減） チイキ リカイ キョウリョク ウ イ カクダイ ジュウシン ツウショ ジカン カンゴ タイセイ トトノ タンキ ニュウショ ナド カンケイシャ ジュウシン タイ リカイ リカイ フゾク シゲン ソンザイ リヨウ ジドウ ニュウヨク シエン ウ カンキョウ カゾク シンタイテキ カイゴ フタン ケイゲン

		承諾 ショウダク		足利障害者相談支援センター		0284-44-0307		0284-44-0318		326-0064		足利市東砂原後町1072		足利市、佐野市 アシカガシ サノシ		1		0		1		0		1		0		0		1		0		1		0		1		0				1		0				0		0		0		0				0		1				2		委託相談支援事業所のため イタク ソウダン シエン ジギョウショ		医療的ケアが整った施設のショートステイ充実が必要。また、特に呼吸器をつけた方のショート療養介護の利用とそれらを利用するための送迎体制の充実が必要。 イリョウテキ トトノ シセツ ジュウジツ ヒツヨウ トク コキュウキ カタ リョウヨウ カイゴ リヨウ リヨウ ソウゲイ タイセイ ジュウジツ ヒツヨウ

		承諾 ショウダク		指定障害者相談支援事業所あるしぇん		0282-86-7665		0282-21-7109		321-0201		栃木県下都賀郡壬生町安塚2032 ３２１－０２０１		壬生町 ミブマチ		1		0		1		0		1		0		0		1		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		①相談支援専門員として重症心身障害児（者）の方に対する支援の知識や経験が少ない②医療的ケアが必要となる方に対して対応できる福祉サービス（事業所）が少ない。 ソウダン シエン センモンイン ジュウショウシンシンショウガイジ シャ カタ タイ シエン チシキ ケイケン スク イリョウテキ ヒツヨウ カタ タイ タイオウ フクシ ジギョウショ スク		0				医療的ケアが必要な方に関して、福祉のサービスでは対応しきれない部分が多く、結果として家族が本人を抱え込まざるを得ない現状があるように感じます。家族の介護負担が少しでも軽減できるよう福祉サービスも柔軟な対応が出来るようになるといいなと思います。 イリョウテキ ヒツヨウ カタ カン フクシ タイオウ ブブン オオ ケッカ カゾク ホンニン カカ コ エ ゲンジョウ カン カゾク カイゴ フタン スコ ケイゲン フクシ ジュウナン タイオウ デキ オモ

		承諾 ショウダク		下野市相談支援事業所 こばと		0285-44-6783		0285-44-6783		329-0414		下野市小金井1146-6		下野市、上三川町 シモノ シ カミノカワマチ		1		0		1		0		0		0		1		1		0		1		1		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		医療的ケアが必要な乳幼児に対応できるヘルパー事業所。短期入所・日中一時支援事業所が近くにない（少ない）。 イリョウテキ ヒツヨウ ニュウヨウジ タイオウ ジギョウショ タンキ ニュウショ ニッチュウ イチジ シエン ジギョウショ チカ スク		0				設問5で回答した内容：外出可能な方は児童発達支援を利用可能であるが無理な方は外部との交流をもちにくい。訪問看護・訪問リハビリが入っているケースはいいがない場合母子で孤立しがち。幸いあそびの支援をしてくれるヘルパー事業所があり支援につながっている。ヘルパー利用を希望されない家庭、利用したくてもヘルパー事業所がない等支援に苦慮する。 セツモン カイトウ ナイヨウ ガイシュツ カノウ カタ ジドウ ハッタツ シエン リヨウ カノウ ムリ カタ ガイブ コウリュウ ホウモン カンゴ ホウモン ハイ バアイ ボシ コリツ サイワ シエン ジギョウショ シエン リヨウ キボウ カテイ リヨウ ジギョウショ ナド シエン クリョ

		承諾 ショウダク		相談支援センターぴあん ソウダン シエン		0282-31-1755		0282-31-2919		328-0067		栃木市皆川城内町333-2		栃木市、小山市 トチギシ オヤマシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1				これまで現場で関わったことがなく、事例検討でしか情報を把握しておらず不安はあります。でも関係機関やご家族様からいろいろなことを教えて頂きながら相談支援として専門性を活かせればと思っています。色々な立場の方からお話をお伺いしてもご家族や医療機関専門的な事業所の負担が大きく相談支援があまり役に立つことができていない（場合によっては自ら引いてしまう）今の現状を少しでも変えていければいいと思います。 ゲンバ カカ ジレイ ケントウ ジョウホウ ハアク フアン カンケイ キカン カゾクサマ オシ イタダ ソウダン シエン センモンセイ イ オモ イロイロ タチバ カタ ハナシ ウカガ カゾク イリョウ キカン センモンテキ ジギョウショ フタン オオ ソウダン シエン ヤク タ バアイ ミズカ ヒ イマ ゲンジョウ スコ カ オモ

		承諾 ショウダク		うつのみや		028-632-6074/090-4059-9728		028-632-6075		320-0861		宇都宮市西2-1-7		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				3		専門的な知識を社会資源のアドバイスを他相談支援事業所からいただきながらみずからの事業所で引き受けるという形が望ましい センモンテキ チシキ シャカイ シゲン ホカ ソウダン シエン ジギョウショ ジギョウショ ヒ ウ カタチ ノゾ

		承諾 ショウダク		サポートセンターきりん		028-612-3838		028-678-3257		321-0905		栃木県宇都宮市平出工業団地43-100 ３２１－０９０５		宇都宮市 ウツノミヤシ		0		1		1		0		1		0		0		1		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		療養介護に入所しているので他のサービスの利用が困難。そのための社会資源をつなげたり、活用したりするのが難しい。 リョウヨウ カイゴ ニュウショ ホカ リヨウ コンナン シャカイ シゲン カツヨウ ムズカ		0				今後、市町村などで展開されていく生活拠点に関する事業をうまく活用できればいいなと感じています。入所されている方々については地域とのつながり方が今後は重要になってくると思われますので、広く門扉を開けた活動などが多くなってくるといいなと思っています。 コンゴ シチョウソン テンカイ セイカツ キョテン カン ジギョウ カツヨウ カン ニュウショ カタガタ チイキ カタ コンゴ ジュウヨウ オモ ヒロ モンピ ア カツドウ オオ オモ

		承諾 ショウダク		さわやか相談支援センター		0280-57-4884		0280-57-4994		329-0112		野木町南赤塚1145-1		小山市、野木町、古河市、栃木市 オヤマシ ノギマチ コガシ トチギシ		0		1		1		0		0		0		1		0		0		1		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		現実的な目標の位置づけ ゲンジツテキ モクヒョウ イチ		0

		承諾 ショウダク		相談支援事業所つばさ		0287-53-7393		0287-53-7394		324-0044		大田原市親園824-1		大田原市、那須塩原市、那須烏山市、矢板市、さくら市、那須町、塩谷町、高根沢町 オオタワラシ ナスシオバラシ ナスカラスヤマシ ヤイタシ シ ナスマチ シオ タニ マチ タカネザワマチ		1		0		1		0		1		0		1		1		0		1		0		0		0				1		2		医療的なケアが必要なケース、将来的に短期入所につなげたいケースだった為、専門の事業所に依頼した イリョウテキ ヒツヨウ ショウライテキ タンキ ニュウショ タメ センモン ジギョウショ イライ		1		1		0		0				1		0		使えるサービスの少なさに調整が難しかった ツカ スク チョウセイ ムズカ		1				乳幼児期の受け入れ可能な福祉サービス等の社会資源が必要である。 ニュウヨウジ キ ウ イ カノウ フクシ ナド シャカイシゲン ヒツヨウ

		承諾 ショウダク		特定相談支援センターはじめ		0284-22-4561		0284-22-4562		326-0143		足利市葉鹿町735-1		足利市 アシカガシ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1

		承諾 ショウダク		上三川障がい児・者生活相談支援センター		0285-38-6854		0285-38-6841		329-0611		上三川町上三川5082-15		上三川町 カミノカワマチ		1		0		1		0		1		0		0		1		0		0		0		0		0				1		0				0		0		0		0				1		0				0

		承諾 ショウダク		はつらつサロン南天相談支援事業所		0285-22-4659		0285-38-6529		323-0027		小山市花垣町2-3-19		小山市、栃木市 オヤマシ トチギシ		0		0		1		0		1		1		0		1		1		1		1		1		0				0		0				0		0		0		0				1		0		利用したいサービス事業所が少なく生活改善、家族、支援者の負担軽減に繋がらない（訪問入浴、ショートステイ、生活介護などなど（就労Ａ型））医師によっては連携が困難。何処の精神科がよいかと利用者に問われるが答えは解らない。 リヨウ ジギョウショ スク セイカツ カイゼン カゾク シエンシャ フタン ケイゲン ツナ ホウモン ニュウヨク セイカツ カイゴ シュウロウ ガタ イシ レンケイ コンナン ドコ セイシンカ リヨウシャ ト コタ ワカ		0				本人の選択や受け入れ事業所の間口を広げる。例えば入浴はヘルパーの2人対応で行ているがヘルパー不足や腰痛の悪化などで対応が難しくなってくる。機会浴のできる生活介護を勧めるも本人の選択肢がない。自宅から出かける自由さのようなものが閉ざされているような気がする。反面高齢者のサービスは増加する一方で利用者が不足し閉鎖なども聞かれる。高齢者・障害者がともにデイサービスやショートステイを利用できるようにならないかと思う。障害児については働く両親をサポートすることで生活の安定や療育などへ通園のし易さを図り、送迎サービスの充実など。 ホンニン センタク ウ イ ジギョウショ マグチ ヒロ タト ニュウヨク ニン タイオウ オコナ ブソク ヨウツウ アッカ タイオウ ムズカ キカイ ヨク セイカツ カイゴ スス ホンニン センタクシ ジタク デ ジユウ ト キ ハンメン コウレイシャ ゾウカ イッポウ リヨウシャ フソク ヘイサ キ コウレイシャ ショウガイシャ リヨウ オモ ショウガイジ ハタラ リョウシン セイカツ アンテイ リョウイク ツウエン ヤス ハカ ソウゲイ ジュウジツ

		承諾 ショウダク		障がい者生活支援センターこぶし		028-680-5746		028-688-0214		321-0126		栃木県宇都宮市茂原町837-1		宇都宮市、上三川町 ウツノミヤシ カミノカワマチ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1				①医療機関との細かな連携体制②相談関係者を含め本人に関わり支援をするなかで即座に動きが取れるようなフットワークの軽いチーム作り イリョウ キカン コマ レンケイ タイセイ ソウダン カンケイシャ フク ホンニン カカ シエン ソクザ ウゴ ト カル ヅク

								Ｑ2.重症心身障害児（者）の定義をご存知ですか

				1		知っている シ		40

				2		知らない シ		33

								Ｑ3.重症心身障害児（者）の方（家族・関係機関等）からの相談を受けたことがありますか

						ある		35

						ない		43

										それは誰からの相談でしたか

								ａ.家族 カゾク		27

								ｂ.支援者 シエンシャ		6

								ｃ.関係機関 カンケイ キカン		12

										それはどんな相談でしたか

								生活上の相談 セイカツ ジョウ ソウダン		19

								医療的な相談 イリョウテキ ソウダン		7

								制度に関する相談 セイド カン ソウダン		15

								教育に関する相談 キョウイク カン ソウダン		5

								サービス等利用計画書作成に関する相談 ナド リヨウ ケイカクショ サクセイ カン ソウダン		26

								その他 タ		3

										それらの相談事業所として対応（解決）はできましたか

								ａ.できた		27

								ｂ.できなかった		4

								Ｑ4.Ｑ3-2「ない」→これから重症心身障害児（者）の方（本人・家族等）からの相談があればどのように対応されますか

						自分の事業所で対応する ジブン ジギョウショ タイオウ		17

						ほかの相談支援事業所へ依頼する ソウダン シエン ジギョウショ イライ		15

						行政に依頼する ギョウセイ イライ		8

						その他 タ		9

								Ｑ5.重症心身障害児（者）の方のサービス等利用計画書を作成したことがありますか

						ある		33

						ない		46

						今後依頼があれば作成する コンゴ イライ サクセイ		15

						他の相談支援事業所に依頼する ホカ ソウダン シエン ジギョウショ イライ		18

						作成するかどうかわからない サクセイ		14

										「ない」と回答 カイトウ



重症心身障害児（者）の定義をご存知ですか

Ｑ2.重症心身障害児（者）の定義をご存知ですか	Ｑ3.重症心身障害児（者）の方（家族・関係機関等）からの相談を受けたことがありますか	それは誰からの相談でしたか	それはどんな相談でしたか	それらの相談事業所として対応（解決）はできましたか	Ｑ5.重症心身障害児（者）の方のサービス等利用計画書を作成したことがありますか	Ｑ5.重症心身障害児（者）の方のサービス等利用計画書

　　 を作成したことがありますか

ない
59%



訪問看護事業所

		Ｑ1.貴施設について、お伺いいたします キ シセツ ウカガ

		1		事業所名 ジギョウショ メイ

		2		電話番号 デンワ バンゴウ

		3		FAX番号 バンゴウ

		4		所在地 ショザイチ

		5		職員構成（常勤・非常勤は問いません） ショクイン コウセイ ジョウキン ヒジョウキン ト

						看護師 カンゴシ

						作業療法士 サギョウ リョウホウシ

						准看護師 ジュンカンゴシ

						理学療法士 リガク リョウホウシ

						保健師 ホケンシ

						言語療法士 ゲンゴ リョウホウシ

						その他 タ

		6		訪問可能な主な市町村 ホウモン カノウ オモ シチョウソン

		Q2.いままでに以下の項目を在宅看護で行ったことがありますか（あるものすべてにチェックをしてください） イカ コウモク ザイタク カンゴ オコナ

								成人在宅 セイジン ザイタク				小児在宅 ショウニ ザイタク

				在宅人工呼吸器の管理 ザイタク ジンコウ コキュウキ カンリ

				気管カニューレの交換 キカン コウカン

				気管カニューレ部位のガーゼ交換 キカン ブイ コウカン

				気管内吸引 キカンナイ キュウイン

				食事介助 ショクジ カイジョ

				経鼻チューブの交換 ケイビ コウカン

				胃瘻の管理 イロウ カンリ

				経管栄養の注入 ケイカン エイヨウ チュウニュウ

				ストーマの管理 カンリ

				尿道カテーテルの管理 ニョウドウ カンリ

				導尿 ドウニョウ

				入浴介助 ニュウヨク カイジョ

				看護師によるリハビリテーション カンゴシ

				OTもしくはPTによるリハビリテーション

				中心静脈カテーテル管理 チュウシン ジョウミャク カンリ

				高カロリー輸液の管理 コウ ユエキ カンリ

				薬剤の静注（抗生物質や利尿剤など） ヤクザイ ジョウチュウ コウセイ ブッシツ リニョウザイ

				麻薬による疼痛コントロール マヤク ウズ ツウ

				終末期の医療的ケア シュウマツキ イリョウテキ

				在宅での看取り ザイタク ミト

				24時間対応 ジカン タイオウ

		Q3.現時点で、依頼のあった場合、重症心身障害児（者）の在宅医療を行うことはできますか ゲンジテン イライ バアイ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ ザイタク イリョウ オコナ

		1		できる

		2		できない

		3		要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン

		Q4.依頼があった場合に可能な医療的ケアと身体介護についてお答えください イライ バアイ カノウ イリョウテキ シンタイ カイゴ コタ

		※個別シートにて対応 コベツ タイオウ



				Ｑ1.貴施設について、お伺いいたします キ シセツ ウカガ																										Q2.いままでに以下の項目を在宅看護で行ったことがありますか（あるものすべてにチェックをしてください）【1.ある、0.ない】 イカ コウモク ザイタク カンゴ オコナ																																																																																				Q3		Q4.依頼があった場合に可能な医療的ケアと身体介護についてお答えください【1.できる、2.できない、3.要相談（条件による）】 イライ バアイ カノウ イリョウテキ シンタイ カイゴ コタ ヨウ ソウダン ジョウケン																																																																																																																																																																																																																		Q5.重症心身障害児（者）の方に対する医療、在宅生活等についてお気づきのことなど、ご自由にお書きください ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ カタ タイ イリョウ ザイタク セイカツナド キ ジユウ カ

				事業所名 ジギョウショ メイ		電話番号 デンワ バンゴウ		FAX番号 バンゴウ		郵便番号 ユウビンバンゴウ		所在地 ショザイチ		職員構成（常勤・非常勤は問いません）【人数：名】 ショクイン コウセイ ジョウキン ヒジョウキン ト ニンズウ メイ														訪問可能な主な市町村 ホウモン カノウ オモ シチョウソン		在宅人工呼吸器の管理 ザイタク ジンコウ コキュウキ カンリ				気管カニューレの交換 キカン コウカン				気管カニューレ部位のガーゼ交換 キカン ブイ コウカン				気管内吸引 キカンナイ キュウイン				食事介助 ショクジ カイジョ				経鼻チューブの交換 ケイビ コウカン				胃瘻の管理 イロウ カンリ				経管栄養の注入 ケイカン エイヨウ チュウニュウ				ストーマの管理 カンリ				尿道カテーテルの管理 ニョウドウ カンリ				導尿 ドウニョウ				入浴介助 ニュウヨク カイジョ				看護師によるリハビリテーション カンゴシ				OTもしくはPTによるリハビリテーション				中心静脈カテーテル管理 チュウシン ジョウミャク カンリ				高カロリー輸液の管理 コウ ユエキ カンリ				薬剤の静注（抗生物質や利尿剤など） ヤクザイ ジョウチュウ コウセイ ブッシツ リニョウザイ				麻薬による疼痛コントロール マヤク ウズ ツウ				終末期の医療的ケア シュウマツキ イリョウテキ				在宅での看取り ザイタク ミト				24時間対応 ジカン タイオウ						在宅人工呼吸器の管理 ザイタク ジンコウ コキュウキ カンリ										気管カニューレの交換 キカン コウカン										気管カニューレの管理（日常の交換以外の対応） キカン カンリ ニチジョウ コウカン イガイ タイオウ										気管内吸引 キカンナイ キュウイン										食事介助 ショクジ カイジョ										経鼻チューブの交換 ケイビ コウカン										ストーマの管理 カンリ										尿道カテーテルの管理 ニョウドウ カンリ										導尿 ドウニョウ										入浴介助 ニュウヨク カイジョ										看護師によるリハビリテーション カンゴシ										OTもしくはPTによるリハビリテーション										中心静脈カテーテル管理 チュウシン ジョウミャク カンリ										高カロリー輸液の管理 コウ ユエキ カンリ										薬剤の静注（抗生物質や利尿剤など） ヤクザイ ジョウチュウ コウセイ ブッシツ リニョウザイ										麻薬による疼痛コントロール マヤク トウツウ										終末期の医療的ケア シュウマツキ イリョウテキ										在宅での看取り ザイタク ミト										24時間対応 ジカン タイオウ										外出の介助 ガイシュツ カイジョ										通院の介助 ツウイン カイジョ

		承諾可否 ショウダク カヒ												看護師 カンゴシ		作業療法士 サギョウ リョウホウシ		准看護師 ジュンカンゴシ		理学療法士 リガク リョウホウシ		保健師 ホケンシ		言語療法士 ゲンゴ リョウホウシ		その他 タ				成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ				乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ

		否 ヒ		曙訪問看護ステーション アケボノ ホウモン カンゴ		028-660-7803		028-683-5306		321-0901		宇都宮市平出町413番地		8		3		0		3		0		1				宇都宮、高根沢 ウツノミヤ タカネザワ		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		3		2		2		2		2		3		2		2		2		2		2		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		1		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		1		1		1		3		3		3		1		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		2		2		2		2		2		いつも大変お世話になっております。当STでも数名の小児利用者をNS、PT、OTでサポートしています。又、貴院のショートステイを利用させて頂いております。ご利用者様、家族が安心して過ごせるよう地域でサポートできたらと考えています。どうぞよろしくお願い申し上げます。 タイヘン セワ トウ スウメイ ショウニ リヨウシャ マタ キ イン リヨウ イタダ リヨウシャサマ カゾク アンシン ス チイキ カンガ ネガ モウ ア

		否 ヒ		とちぎメディカルセンター		0282-22-5810		0282-225812		328-0043		栃木市境町27-21		9		0		4		1		0		1		2		栃木市、小山市、壬生町 トチギシ オヤマシ ミブマチ		1		1		1		0		1		1		1		1		1		0		1		0		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		0		1		1		3		2		1		1		1		1		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		2		2		2		1		1		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		1		1		1		1		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		2		2		2		2		2

		否 ヒ		あいケアステーション		0282-23-6221		0282-24-9850		328-0074		栃木市薗部町2-5-9		1		0		2		2		0		0				栃木市 トチギシ		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		3		2		2		2		2		3		2		2		2		2		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		3		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		3		2		2		2		2		3		2		2		2		2		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		2		2		2		2		3

		否 ヒ		訪問看護ステーションこすもす		0285-80-5511		0285-80-5512		321-4337		真岡市上高間木2-24-4		4		2		0		1		0		0						1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		3		2		2		2		3		3		2		2		2		3		3		2		2		2		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		3		3		3		3		3		3		3		2		2		2		3		3		2		2		2		3		3		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		2		2		2		2		3		2		2		2		2		3		2		2		2		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		1		3		3		3		3		3		2		2		2		2		2		緊急時に主治医又はバッックベットのある病院との連携がとれる体制が整っていないと、在宅での対応に不安があります。
現在のところ、小児科、精神科看護を経験したスタッフがいない為、受け入れに不安がありますので今回はガイドマップ等に公表することに同意する事は控えさせていただきたいと思います。 キンキュウジ シュジイ マタ ビョウイン レンケイ タイセイ トトノ ザイタク タイオウ フアン ゲンザイ ショウニカ セイシンカ カンゴ ケイケン タメ ウ イ フアン コンカイ ナド コウヒョウ ドウイ コト ヒカ オモ

		否 ヒ		訪問看護ステーションひばり		0289-64-7226		0289-64-2225		322-8550		鹿沼市下田町1-1033		6		1		0		1		0		0				市内及び近隣市 シナイ オヨ キンリン シ		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		0		1		1		2

chizuru_tanaka: 未記入		1		1		2		2		1		2		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		1		3		3		1		1		1		3		3		3		3		1		3		3		1		1		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		1		3		3		3		1		1		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1

		否 ヒ		訪問看護ステーション那須		0287-73-5048		0287-63-4566		325-0023		那須塩原市豊浦10-706		5		0		2		0		0		0				那須塩原市、大田原市、那須町 ナスシオバラ シ オオタワラシ ナスマチ		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		0		0		1		0		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		2

chizuru_tanaka: 未記入		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1

		承諾 ショウダク		さくら訪問看護ステーション		0287-29-3252		0287-29-3252		324-0058		大田原市紫塚3-2633-10		5		0		0		1		0		0				大田原市、那須塩原市、矢板市 オオタワラシ ナスシオバラ シ ヤイタ シ		1		0		1		1		1		1		1		1		1		0		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		0		1		1		3		3		3		3		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		小児の受入数（実績）が少ないので、実際依頼があった場合、入院中から手技等の指導を受けたいと思います。 ショウニ ウケイレスウ ジッセキ スク ジッサイ イライ バアイ ニュウインチュウ シュギ ナド シドウ ウ オモ

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションたんぽぽ		0280-57-1888		0280-57-3819		329-0101		下都賀郡野木町友沼5119-12		20		3		0		5		0		0		2		野木町、小山市、旧藤岡町 ノギマチ オヤマシ キュウ フジオカマチ		1		1		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		1		1		1		1		1		1		0		0		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		3		1		1		1		1		1		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		3		3		3		3		3		1		1		3		2		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		2		2		2		2		2		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		受け入れてくれる訪問看護Stの数が少ないと思います。研修会の機会を設けてサービス体制が構築できると良いと思います。 ウ イ ホウモン カンゴ カズ スク オモ ケンシュウカイ キカイ モウ タイセイ コウチク ヨ オモ

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションうつのみや		028-612-6103		028-612-6104		320-0852		宇都宮市下砥上町字並塚643番地1		11		0		0		0		0		0		1		宇都宮市、壬生町 ウツノミヤシ ミブマチ		1		1		0		0		1		1		1		1		1		0		0		0		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		2

chizuru_tanaka: 未記入		3		3		3		3		1		2		2		2		2		2		3		3		3		1		1		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		3		3		3		1		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		3		3		3		1		1		3		3		3		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーション石橋		0285-52-2293		0285-52-2268		329-0511		下野市石橋628番地		7		0		0		1		0		0		1		下野市、上三川町、壬生町、宇都宮市（部） シモノ シ カミノカワマチ ミブマチ ウツノミヤシ ブ		1		1		0		0		1		1		1		1		1		0		1		0		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		3		1		1		1		1		1		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		1		3		3		3		3		3		3		3		3		1		1		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		2		2		2		2		2		最近、訪問依頼が増えてきていますが、私たち看護師の力量不足から利用者家族へ満足のいく看護が提供できないように感じています。現在の、利用者家族から教わることが多くあり、私たちが勉強になります。ただ、訪問していて思うことは、ご両親の今までの経験でケアが進み危険であり、指導させていただいても理解が得られないこともあり、ジレンマとなっています。例）誤嚥性肺炎を繰り返している方にヘッドアップして食事を摂るよう説明してもフラットのままであったり、他の方でPEG造設されているので、栄養はPEGからにして経口からは楽しみ程度にしてと言っても、食事を経口から摂るなど。 サイキン ホウモン イライ フ ワタクシ カンゴシ リキリョウ ブソク リヨウシャ カゾク マンゾク カンゴ テイキョウ カン ゲンザイ リヨウシャ カゾク オソ オオ ワタシ ベンキョウ ホウモン オモ リョウシン イマ ケイケン スス キケン シドウ リカイ エ レイ ゴエンセイ ハイエン ク カエ カタ ショクジ ト セツメイ ホカ カタ ゾウ セツ エイヨウ ケイコウ タノ テイド イ ショクジ ケイコウ ト

		承諾 ショウダク		マロニエ訪問看護ステーション		0287-37-6322		0287-39-3305		329-2763		那須塩原市井口537-3 にしなすの総合在宅ｹｱｾﾝﾀｰ内		5		7		0		5		0		2		1		那須塩原市、那須町、大田原市　リハビリのみ→那珂川町訪問可能 ナスシオバラ シ ナスマチ オオタワラシ ナカガワ マチ ホウモン カノウ		1		1		1		0		1		1		1		1		0		0		0		1		1		1		1		1		1		0		1		1		1		1		1		1		0		0		1		1		1		0		1		0		0		0		1		0		1		1		1		1		1		1		3		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーション佐野		0283-86-7013		0283-86-7031		327-0847		佐野市天神町７７４－２２ メープルハイツ１０１号室		3		0		1		0		0		0		1		足利市、佐野市、栃木市（旧岩船市） アシカガシ サノシ トチギシ キュウ イワフネ シ		0		0		0		0		1		0		1		0		1		0		0		0		1		0		0		0		1		0		1		0		0		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		2		2		2		2		2		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1

		承諾 ショウダク		とちぎ訪問看護ステーションくろばね		0287-54-0507		0287-54-0580		324-0241		大田原市黒羽向町142番地		6		0		0		0		1		0		2		大田原市、那須塩原市、那須町、那珂川町 オオタワラシ ナスシオバラ シ ナスマチ ナカガワマチ		1		0		0		0		1		1		1		1		1		0		1		0		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		3		3		3		3		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		1		2		2		2		2		2		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3

		承諾 ショウダク		鹿沼訪問看護ステーション		0289-60-5650		0289-60-1687		322-0021		鹿沼市上野町320-3高橋ビル１階１０３号室		5		0		0		0		0		0				鹿沼市、旧宇都宮市、旧今市市、壬生町、西片町 カヌマシ キュウ ウツノミヤシ キュウ イマイチシ ミブマチ ニシカタマチ		0		0		0		0		0		0		1		0		1		0		0		0		1		0		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		2

chizuru_tanaka: 未記入		2		2		2		2		1		2		2		2		2		3		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションほっと		028-626-5739		028-625-8201		321-0974		宇都宮市竹林町958		11		0		0		2		0		0		0		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2

		承諾 ショウダク		芳賀赤十字訪問看護ステーション		0285-84-8266		0285-84-8266		321-4306		真岡市台町2461		6		0		0		0		0		0		0		芳賀郡全域（真岡市、益子町、芳賀町、茂木町） ハガ グン ゼンイキ モオカシ マシコマチ ハガマチ モギ マチ		1		1		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		3		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		当ステーションは今年度小児在宅医との連携を開始することができました。安心して在宅療養を継続できるよう、多職種と連携し、実施しています。高齢者が介護サービスを選択するように、サービスの充実は得られていません。現実は家族だけで利用者（児）のケアを実施しているケースもあり家族の介護負担は大きいと考えます。負担軽減のためには、スムーズなレスパイト入院や日中の一時お預かり等充実した施設が増えることでさらに安心した療養環境の提供ができると思います。よろしくお願いいたします。 トウ コンネンド ショウニ ザイタク イ レンケイ カイシ アンシン ザイタク リョウヨウ ケイゾク タ ショクシュ レンケイ ジッシ コウレイシャ カイゴ センタク ジュウジツ エ ゲンジツ カゾク リヨウシャ ジ ジッシ カゾク カイゴ フタン オオ カンガ フタン ケイゲン ニュウイン ニッチュウ イチジ アズ ナド ジュウジツ シセツ フ アンシン リョウヨウ カンキョウ テイキョウ オモ ネガ

		承諾 ショウダク		とちぎ訪問看護ステーションみぶ		0282-82-7262		0282-82-7260		321-0218		下都賀郡壬生町落合1-18-12		16		0		0		0		0		0		1		上三川町、下野市、壬生町、宇都宮 カミノカワマチ シモノ シ ミブ チョウ ウツノミヤ		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		1		0		1		1		1		1		1		1		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		病院との連携が大切。在宅生活を支援するためにチームで対応する（介護者の支援） ビョウイン レンケイ タイセツ ザイタク セイカツ シエン タイオウ カイゴシャ シエン

		承諾 ショウダク		ＷＡＤＥＷＡＤＥ訪問看護ステーション		028-666-5420		028-666-5460		321-0923		栃木県宇都宮市下栗町2913-1 ３２１－０９２３		12		0		0		0		0		0				宇都宮市、上三川町、 ウツノミヤシ カミノカワマチ		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		0		0		1		0		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		重心の方を看る側（介護者）の負担軽減の必要性を感じてしまいます。まだまだ「私がやらなければ」という気持ちが強く、様々な資源活用へと動きが進むような発信が大切だと思っています。 ジュウシン カタ ミ ガワ カイゴシャ フタン ケイゲン ヒツヨウセイ カン ワタシ キモ ツヨ サマザマ シゲン カツヨウ ウゴ スス ハッシン タイセツ オモ

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションあい		0287-83-8035		0287-83-8222		321-0628		那須烏山市金井2-5-9 ベンチャープラザ7号室 ゴウシツ		8		0		1		0		0		0		1		那須烏山市、那珂川町、茂木町、一貝町 ナスカラスヤマシ ナカガワマチ モギマチ イチ ガイ マチ		1		1		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		0		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		小児や重心など医療依存度が高い方には家族が安心して預けられる事業所とスタッフが必要です（レスパイトの本当の意味で）訪問看護スタッフが動きやすい仕組みがあればもっと介入できると思います。例えば在宅以外への支援での算定が可能になる。長時間支援が可能になるなど。在宅支援診療所が多ければ助かります。開業医で努力してくださる医師の力で乗り切っている地域は特にそう感じます。後方病院親元病院との連携、地域との調整などスムーズにシームレスに行われるとうれしいです。行政からの介入が少なく、制度のことなど知らないまま苦労されている方が多いので、窓口での丁寧かつタイミングよく助言をしていただくと嬉しいです。 ショウニ ジュウシン イリョウ イゾンド タカ カタ カゾク アンシン アズ ジギョウショ ヒツヨウ ホントウ イミ ホウモン カンゴ ウゴ シク カイニュウ オモ タト ザイタク イガイ シエン サンテイ カノウ チョウジカン シエン カノウ ザイタク シエン シンリョウジョ オオ タス カイギョウイ ドリョク イシ チカラ ノ キ チイキ トク カン コウホウ ビョウイン オヤモト ビョウイン レンケイ チイキ チョウセイ オコナ ギョウセイ カイニュウ スク セイド シ クロウ カタ オオ マドグチ テイネイ ジョゲン ウレ

		承諾 ショウダク		あおい訪問看護ステーション		0284-73-9456		0284-72-7600		326-0831		足利市堀込町2556 セレッソ・コート１階		16		0		0		4		0		0				足利市とその周辺（佐野市、館林市、巴楽町、太田市、桐生市） アシカガシ シュウヘン サノシ タテバヤシシ トモエ ラク マチ オオタシ キリュウシ		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1

		承諾 ショウダク		那須赤十字訪問看護ステーション		0287-23-8866		0287-23-8903		324-8686		大田原市中田原1081-4		8		1		0		0		0		0				大田原市、那須塩原市（一部を除く） オオタワラシ ナスシオバラ シ イチブ ノゾ		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		1		1		0		1		0		1		1		1		0		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションゆりの木		0287-47-5123		0287-47-5124		324-0028		大田原市山の手1-1-7 ヤマ テ		4		0		0		0		0		0				大田原市、那須塩原市、那珂川町 オオタワラシ ナスシオバラ シ ナカガワマチ		1		1		1		0		1		1		1		1		0		0		0		1		1		0		1		1		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		0		0		1		0		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		3		1		1		1		1		2		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		3		1		1		1		1		3		1		1		1		1		1		1		1		1		3		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		3		3		1		3		3		1		1		1		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		重症心身障害児施設で勤務したことのある看護師が2名いますので積極的に依頼があれば支援させていただきたいと思っています。こどもはやはり親元で成長発達できることが何よりも必要なことであると思っています。 ジュウショウ シンシン ショウガイ ジ シセツ キンム カンゴシ メイ セッキョクテキ イライ シエン オモ オヤモト セイチョウ ハッタツ ナニ ヒツヨウ オモ

		承諾 ショウダク		ライフ訪問看護リハビリテーション		0284-64-8799		0284-64-8335		326-0831		足利市堀込町2656-7　ASKビル３０１号		5		0		0		1		0		0		0		足利市、佐野市、館林市、邑楽郡、太田市、桐生市 アシカガシ サノシ タテバヤシシ オウラ グン オオタシ キリュウシ		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		この件に関する研修の案内が少ないため、学ぶ機会をもっと増やしてほしい ケン カン ケンシュウ アンナイ スク マナ キカイ フ

		承諾 ショウダク		わくわく訪問看護ステーションおやま		0285-24-6575		0285-20-0255		323-0022		小山市駅東通り3-9-6		11		0		0		5		0		0		0		小山市、結城市（茨城県）、下野市の一部、栃木市（PTのみ） オヤマシ ユウキシ イバラキケン シモノ シ イチブ トチギシ		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		1		1		1		1		3		3		3		1		1		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		自立支援のケアマネージャーがいるが、医療福祉行政をうまく連携してまとめる役割が果たせていない。それぞれが別々で動いており、介護者が困ったときの相談窓口に迷う。 ジリツ シエン イリョウ フクシ ギョウセイ レンケイ ヤクワリ ハ ベツベツ ウゴ カイゴシャ コマ ソウダン マドグチ マヨ

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーション風		028-612-1333		028-612-1384		321-0117		宇都宮市城南3丁目5-6		3		1		0		1		0		0				宇都宮、鹿沼、下野、壬生 ウツノミヤ カヌマ シモノ ミブ		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		1		1		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1

		承諾 ショウダク		宮の橋訪問看護ステーション		028-635-9839		028-635-9839		321-0963		宇都宮市南大通り1-1-23		7		0		0		1		0		0		0		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		1		1		0		1		1		1		1		1		0		0		0		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		レスパイト等受け入れ先が少ない。市のコーディネーター様がご多忙の様子であり、要望に対しての対応にかなりの時間を要する（対応されないこともある）。年度変わるときなど、担当者（市）の引き継ぎがされず、進んでいた調整も振り出しに戻ってしまうことがある。 トウ ウ イ サキ スク シ サマ タボウ ヨウス ヨウボウ タイ タイオウ ジカン ヨウ タイオウ ネンド カ タントウシャ シ ヒ ツ スス チョウセイ フ ダ モド

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションオリーブ		0282-27-8414		0282-27-8415		328-0027		栃木市今泉町1丁目17番29号		7		0		0		0		0		0				栃木市、小山市、下野市、壬生町 トチギシ オヤマシ シモノ シ ミブ マチ		1		1		1		0		1		1		1		1		0		0		0		0		1		1		1		1		0		0		1		1		1		0		1		1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションマザーの家		0283-85-7771		0283-85-7772		327-0504		佐野市中町942-1		2		0		3		0		0		0				佐野市 サノシ		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーション卯の郷		028-682-7770		028-682-7766		329-1311		さくら市氏家2650番地		3		0		0		0		0		0				さくら市（周辺15ｋｍ以内）、塩谷町、那須烏山市、宇都宮市、高根沢町 シ シュウヘン イナイ シオヤ マチ ナスカラスヤマシ ウツノミヤシ タカネザワ マチ		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		3		3		3		3		3		1		2		2		2		2		2		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		2		2		2		3		3		3		3		1		1		1		3		3		3		3		1		2		2		2		2		2		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		2		2		2		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションたかねざわ		028-680-1701		028-680-1702		329-1233		塩谷郡高根沢町宝積寺2426-8 		16		0		0		0		0		0				高根沢町、さくら市、那須烏山市、芳賀町、市貝町、茂木町、益子町、宇都宮市 タカネザワマチ シ ナスカラスヤマシ ハガ マチ イチ カイ チョウ モギマチ マシコ チョウ ウツノミヤシ		1		1		1		0		1		1		1		1		1		0		1		0		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		2		2		2		2		2

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションみどり		0285-45-8362		0285-45-8397		329-0214		小山市乙女786-1		3		0		1		0		0		0				小山市、栃木市、古河市、結城市 オヤマシ トチギシ コガシ ユウキシ		0		0		1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		1		0		1		0		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		3		2		2		2		3		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		1		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		1		1		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		訪問看護師がもっと社会資源として同行できるとよいと思う。在宅での療養はもっと看護師が活躍できる体制が整うとよいと思った。 ホウモン カンゴシ シャカイ シゲン ドウコウ オモ ザイタク リョウヨウ カンゴシ カツヤク タイセイ トトノ オモ

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションあるく		028-643-5586		028-678-8796		320-0036		宇都宮市小幡2-6-14 		5		0		1		0		0		0		1		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		0		1		0		1		0		1		0		0		1		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3

		承諾 ショウダク		とちぎ訪問看護ステーションおやま		0285-39-8602		0285-39-8607		323-0827		栃木県小山市神鳥谷2251-7 ３２３－０８２７		12		0		0		0		0		0		1		小山市、下野市（南部）、野木町（北部） オヤマシ シモノ シ ナンブ ノギ マチ ホクブ		1		1		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		1		1		1		0		0		1		0		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		3		3		1		1		1		3		1		1		1		1		小児の重症心身障害児の訪問看護を行っていく上で。たびたび感じるのが成長に伴った教育、就学が難しく親御さんの希望通りにいかないことが多く残念に思います。難しいところだと思いますが… ショウニ ジュウショウ シンシン ショウガイジ ホウモン カンゴ オコナ ウエ カン セイチョウ トモナ キョウイク シュウガク ムズカ オヤゴ キボウ ドオ オオ ザンネン オモ ムズカ オモ

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションここあ		028-600-3735		028-600-3736		321-2116		栃木県宇都宮市徳次郎町998-9 ３２１－２１１６		10		1		0		1		0		0		2		宇都宮市、日光市、 ウツノミヤシ ニッコウシ		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2

chizuru_tanaka: 未記入		

chizuru_tanaka: 未記入		

chizuru_tanaka: 未記入		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3















																														Q2.いままでに以下の項目を在宅看護で行ったことがありますか（あるものすべてにチェックをしてください）																																																																																						Q4.依頼があった場合に可能な医療的ケアと身体介護についてお答えください

				事業所名 ジギョウショ メイ		電話番号 デンワ バンゴウ		FAX番号 バンゴウ		郵便番号 ユウビンバンゴウ		所在地 ショザイチ		職員構成（常勤・非常勤は問いません）【人数：名】 ショクイン コウセイ ジョウキン ヒジョウキン ト ニンズウ メイ														訪問可能な主な市町村 ホウモン カノウ オモ シチョウソン		在宅人工呼吸器の管理 ザイタク ジンコウ コキュウキ カンリ				気管カニューレの交換 キカン コウカン				気管カニューレ部位のガーゼ交換 キカン ブイ コウカン				気管内吸引 キカンナイ キュウイン				食事介助 ショクジ カイジョ				経鼻チューブの交換 ケイビ コウカン				胃瘻の管理 イロウ カンリ				経管栄養の注入 ケイカン エイヨウ チュウニュウ				ストーマの管理 カンリ				尿道カテーテルの管理 ニョウドウ カンリ				導尿 ドウニョウ				入浴介助 ニュウヨク カイジョ				看護師によるリハビリテーション カンゴシ				OTもしくはPTによるリハビリテーション				中心静脈カテーテル管理 チュウシン ジョウミャク カンリ				高カロリー輸液の管理 コウ ユエキ カンリ				薬剤の静注（抗生物質や利尿剤など） ヤクザイ ジョウチュウ コウセイ ブッシツ リニョウザイ				麻薬による疼痛コントロール マヤク ウズ ツウ				終末期の医療的ケア シュウマツキ イリョウテキ				在宅での看取り ザイタク ミト				24時間対応 ジカン タイオウ						在宅人工呼吸器の管理 ザイタク ジンコウ コキュウキ カンリ										気管カニューレの交換 キカン コウカン										気管カニューレの管理（日常の交換以外の対応） キカン カンリ ニチジョウ コウカン イガイ タイオウ										気管内吸引 キカンナイ キュウイン										食事介助 ショクジ カイジョ										経鼻チューブの交換 ケイビ コウカン										ストーマの管理 カンリ										尿道カテーテルの管理 ニョウドウ カンリ										導尿 ドウニョウ										入浴介助 ニュウヨク カイジョ										看護師によるリハビリテーション カンゴシ										OTもしくはPTによるリハビリテーション										中心静脈カテーテル管理 チュウシン ジョウミャク カンリ										高カロリー輸液の管理 コウ ユエキ カンリ										薬剤の静注（抗生物質や利尿剤など） ヤクザイ ジョウチュウ コウセイ ブッシツ リニョウザイ										麻薬による疼痛コントロール マヤク トウツウ										終末期の医療的ケア シュウマツキ イリョウテキ										在宅での看取り ザイタク ミト										24時間対応 ジカン タイオウ										外出の介助 ガイシュツ カイジョ										通院の介助 ツウイン カイジョ

														看護師 カンゴシ		作業療法士 サギョウ リョウホウシ		准看護師 ジュンカンゴシ		理学療法士 リガク リョウホウシ		保健師 ホケンシ		言語療法士 ゲンゴ リョウホウシ		その他 タ				成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ				乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ

																																																																																																																		できる		18		20		19		20		27		9		11		13		13		18		22		22		22		24		30		25		25		26		29		34		25		25		26		27		31		16		17		19		21		27		21		22		23		26		32		16		18		22		25		33		16		18		22		24		32		26		25		29		30		31		18		20		22		23		30		9		10		9		9		12		20		20		23		25		31		21		22		24		27		32		14		14		16		18		27		12		12		13		15		25		18		17		19		20		28		19		18		19		21		29		23		23		24		25		33		7		7		9		10		14		5		6		7		8		11

																																																																																																																		できない		8		7		8		5		1		18		15		14		12		6		6		6		6		4		1		5		5		5		4		0		6		6		6		5		1		11		11		11		9		3		5		5		5		3		0		8		8		8		5		0		9		8		8		5		0		5		6		5		4		1		8		7		7		6		2		19		18		18		19		17		7		7		7		6		1		6		6		6		5		1		10		10		10		7		2		6		6		6		5		1		6		6		6		5		2		5		5		5		4		1		5		5		5		4		1		11		11		11		10		7		17		17		17		16		13

																																																																																																																		要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン		8		7		7		9		6		7		8		7		9		10		6		6		6		6		3		4		4		3		1		0		3		3		2		2		2		7		6		4		4		4		8		7		6		5		2		10		8		4		4		1		9		8		4		5		2		3		3		0		0		2		8		7		5		5		2		6		6		7		6		5		7		7		4		3		2		7		6		4		2		1		10		10		8		9		5		16		16		15		14		8		10		11		9		9		4		10		11		10		9		4		6		6		5		5		0		16		16		14		14		13		12		11		10		10		10



																																																																																																																		Ｑ4.できる

																																																																																																																				在宅人工呼吸器の管理		気管カニューレの交換		気管カニューレの管理（日常の交換以外の対応）		気管内吸引		食事介助		経鼻チューブの交換		ストーマの管理		尿道カテーテルの管理		導尿		入浴介助		看護師によるリハビリテーション		OTもしくはPTによるリハビリテーション		中心静脈カテーテル管理 チュウシン ジョウミャク カンリ		高カロリー輸液の管理 コウ ユエキ カンリ		薬剤の静注（抗生物質や利尿剤など） ヤクザイ ジョウチュウ コウセイ ブッシツ リニョウザイ		麻薬による疼痛コントロール マヤク トウツウ		終末期の医療的ケア シュウマツキ イリョウテキ		在宅での看取り ザイタク ミト		24時間対応 ジカン タイオウ		外出の介助		通院の介助

																																																																																																																		乳児～2歳 ニュウジ サイ		18		9		22		25		25		16		21		16		16		26		18		9		20		21		14		12		18		19		23		7		5

																																																																																																																		3～6歳 サイ		20		11		22		25		25		17		22		18		18		25		20		10		20		22		14		12		17		18		23		7		6

																																																																																																																		7歳～12歳 サイ サイ		19		13		22		26		26		19		23		22		22		29		22		9		23		24		16		13		19		19		24		9		7

																																																																																																																		13～17歳 サイ		20		13		24		29		24		21		26		25		24		30		23		9		25		27		18		15		20		21		25		10		8

																																																																																																																		18歳以上 サイイジョウ		27		18		30		34		31		27		32		33		32		31		30		12		31		32		27		25		28		29		33		14		11



																																																																																																																		Ｑ4.できない

																																																																																																																				在宅人工呼吸器の管理		気管カニューレの交換		気管カニューレの管理（日常の交換以外の対応）		気管内吸引		食事介助		経鼻チューブの交換		ストーマの管理		尿道カテーテルの管理		導尿		入浴介助		看護師によるリハビリテーション		OTもしくはPTによるリハビリテーション		中心静脈カテーテル管理 チュウシン ジョウミャク カンリ		高カロリー輸液の管理 コウ ユエキ カンリ		薬剤の静注（抗生物質や利尿剤など） ヤクザイ ジョウチュウ コウセイ ブッシツ リニョウザイ		麻薬による疼痛コントロール マヤク トウツウ		終末期の医療的ケア シュウマツキ イリョウテキ		在宅での看取り ザイタク ミト		24時間対応 ジカン タイオウ		外出の介助		通院の介助

																																																																																																																		乳児～2歳 ニュウジ サイ		8		18		6		5		6		11		5		8		9		5		8		19		7		6		10		6		6		5		5		11		17

																																																																																																																		3～6歳 サイ		7		15		6		5		6		11		5		8		8		6		7		18		7		6		10		6		6		5		5		11		17

																																																																																																																		7歳～12歳 サイ サイ		8		14		6		5		6		11		5		8		8		5		7		18		7		6		10		6		6		5		5		11		17

																																																																																																																		13～17歳 サイ		5		12		4		4		5		9		3		5		5		4		6		19		6		5		7		5		5		4		4		10		16

																																																																																																																		18歳以上 サイイジョウ		1		6		1		0		1		3		0		0		0		1		2		17		1		1		2		1		2		1		1		7		13



																																																																																																																		Ｑ4.要相談 ヨウ ソウダン

																																																																																																																				在宅人工呼吸器の管理		気管カニューレの交換		気管カニューレの管理（日常の交換以外の対応）		気管内吸引		食事介助		経鼻チューブの交換		ストーマの管理		尿道カテーテルの管理		導尿		入浴介助		看護師によるリハビリテーション		OTもしくはPTによるリハビリテーション		中心静脈カテーテル管理 チュウシン ジョウミャク カンリ		高カロリー輸液の管理 コウ ユエキ カンリ		薬剤の静注（抗生物質や利尿剤など） ヤクザイ ジョウチュウ コウセイ ブッシツ リニョウザイ		麻薬による疼痛コントロール マヤク トウツウ		終末期の医療的ケア シュウマツキ イリョウテキ		在宅での看取り ザイタク ミト		24時間対応 ジカン タイオウ		外出の介助		通院の介助

																																																																																																																		乳児～2歳 ニュウジ サイ		8		7		6		4		3		7		8		10		9		3		8		6		7		7		10		16		10		10		6		16		12

																																																																																																																		3～6歳 サイ		7		8		6		4		3		6		7		8		8		3		7		6		7		6		10		16		11		11		6		16		11

																																																																																																																		7歳～12歳 サイ サイ		7		7		6		3		2		4		6		4		4		0		5		7		4		4		8		15		9		10		5		14		10

																																Q3.現時点で、依頼のあった場合、重症心身障害児（者）の在宅医療を行うことはできますか ゲンジテン イライ バアイ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ ザイタク イリョウ オコナ																																																																																		13～17歳 サイ		9		9		6		1		2		4		5		4		5		0		5		6		3		2		9		14		9		9		5		14		10

																														できる		14																																																																																		18歳以上 サイイジョウ		6		10		3		0		2		4		2		1		2		2		2		5		2		1		5		8		4		4		0		13		10

																														できない		6

																														要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン		14



																														在宅人工呼吸器の管理 ザイタク ジンコウ コキュウキ カンリ		気管カニューレの交換 キカン コウカン		気管カニューレ部位のガーゼ交換 キカン ブイ コウカン		気管内吸引 キカンナイ キュウイン		食事介助 ショクジ カイジョ		経鼻チューブの交換 ケイビ コウカン		胃瘻の管理 イロウ カンリ		経管栄養の注入 ケイカン エイヨウ チュウニュウ		ストーマの管理 カンリ		尿道カテーテルの管理 ニョウドウ カンリ		導尿 ドウニョウ		入浴介助 ニュウヨク カイジョ		看護師によるリハビリテーション カンゴシ		OTもしくはPTによるリハビリテーション		中心静脈カテーテル管理 チュウシン ジョウミャク カンリ		高カロリー輸液の管理 コウ ユエキ カンリ		薬剤の静注（抗生物質や利尿剤など） ヤクザイ ジョウチュウ コウセイ ブッシツ リニョウザイ		麻薬による疼痛コントロール マヤク ウズ ツウ		終末期の医療的ケア シュウマツキ イリョウテキ		在宅での看取り ザイタク ミト		24時間対応 ジカン タイオウ

																												成人 セイジン		28		24		30		31		28		22		32		31		32		33		31		33		33		16		29		30		28		30		32		31		33

																												小児 ショウニ		21		11		23		24		14		17		21		19		6		7		8		20		18		9		2		4		3		3		6		4		22



成人	在宅人工呼吸器の管理	気管カニューレの交換	気管カニューレ部位のガーゼ交換	気管内吸引	食事介助	経鼻チューブの交換	胃瘻の管理	経管栄養の注入	ストーマの管理	尿道カテーテルの管理	導尿	入浴介助	看護師によるリハビリテーション	OTもしくはPTによるリハビリテ	ーション	中心静脈カテーテル管理	高カロリー輸液の管理	薬剤の静注（抗生物質や利尿剤など）	麻薬による疼痛コントロール	終末期の医療的ケア	在宅での看取り	24時間対応	28	24	30	31	28	22	32	31	32	33	31	33	33	16	29	30	28	30	32	31	33	小児	在宅人工呼吸器の管理	気管カニューレの交換	気管カニューレ部位のガーゼ交換	気管内吸引	食事介助	経鼻チュー	ブの交換	胃瘻の管理	経管栄養の注入	ストーマの管理	尿道カテーテルの管理	導尿	入浴介助	看護師によるリハビリテーション	OTもしくはPTによるリハビリテーション	中心静脈カテーテル管理	高カロリー輸液の管理	薬剤の静注（抗生物質や利尿剤など）	麻薬による疼痛コントロール	終末期の医療的ケア	在宅での看取り	24時間対応	21	11	23	24	14	17	21	19	6	7	8	20	18	9	2	4	3	3	6	4	22	Q3.現時点で、依頼のあった場合、重症心身障害児（者）の在宅医療を行うことはできますか

Q3.現時点で、依頼のあった場合、重症心身障害児（者）の在宅医療を行うことはできますか	できる	できない	要相談（条件による）	14	6	14	乳児～2歳	在宅人工呼吸器の管理	気管カニューレの交換	気管カニューレの管理（日常の交換以外の対応）	気管内吸引	食事介助	経鼻チューブの交換	ストーマの管理	尿道カテーテルの管理	導尿	入浴介助	看護師によるリハビリテーション	OTもしくはPTによるリハビリテーション	中心静脈カテーテル管理	高カロリー輸液の管理	薬剤の静注（抗生物質や利尿剤など）	麻薬による疼痛コント	ロール	終末期の医療的ケア	在宅での看取り	24時間対応	外出の介助	通院の介助	18	9	22	25	25	16	21	16	16	26	18	9	20	21	14	12	18	19	23	7	5	3～6歳	在宅人工呼吸器の管理	気管カニューレの交換	気管カニューレの管理（日常の交換以外の対応）	気管内吸引	食事介助	経鼻チューブの交換	ストーマの管理	尿道カテーテルの管理	導尿	入浴介助	看護師によるリハビリテーション	OTもしくはPTによるリハビリテーション	中心静脈カテーテル管理	高カロリー輸液の管理	薬剤の静注（抗生物質や利尿剤など）	麻薬による疼痛コントロール	終末期の医療的ケア	在宅での看取り	24時間対応	外出の介助	通院の介助	20	11	22	25	25	17	22	18	18	25	20	10	20	22	14	12	17	18	23	7	6	7歳～12歳	在宅人工呼吸	器の管理	気管カニューレの交換	気管カニューレの管理（日常の交換以外の対応）	気管内吸引	食事介助	経鼻チューブの交換	ストーマの管理	尿道カテーテルの管理	導尿	入浴介助	看護師によるリハビリテーション	OTもしくはPTによるリハビリテーション	中心静脈カテーテル管理	高カロリー輸液の管理	薬剤の静注（抗生物質や利尿剤など）	麻薬による疼痛コントロール	終末期の医療的ケア	在宅での看取り	24時間対応	外出の介助	通院の介助	19	13	22	26	26	19	23	22	22	29	22	9	23	24	16	13	19	19	24	9	7	13～17歳	在宅人工呼吸器の管理	気管カニューレの交換	気管カニューレの管理（日常の交換以外の対応）	気管内吸引	食事介助	経鼻チューブの交換	ストーマの管理	尿道カテーテルの管理	導尿	入浴介助	看護師によるリハビリテーション	OTもしくはPTによるリハビリテーション	中心静脈カテーテル管理	高カロリー輸液の管理	薬剤の静注（抗生物質や利尿剤など）	麻薬による疼痛コントロール	終末期の医療的ケア	在宅での看取り	24時間対応	外出の介助	通院の介助	20	13	24	29	24	21	26	25	24	30	23	9	25	27	18	15	20	21	25	10	8	18歳以上	在宅人工呼吸器の管理	気管カニューレの交換	気管カニューレの管理（日常の交換以外の対応）	気管内吸引	食事介助	経鼻チューブの交換	ストーマの管理	尿道カテーテルの管理	導尿	入浴介助	看護師によるリハビリテーション	OTもしくはPTによるリハビリテーション	中心静脈カテーテル管理	高カロリー輸液の管理	薬剤の静注（抗生物質や利尿剤など）	麻薬による疼痛コントロール	終末期の医療的ケア	在宅での看取り	24時間対応	外出の介助	通院の介助	27	18	30	34	31	27	32	33	32	31	30	12	31	32	27	25	28	29	33	14	11	乳児～2歳	在宅人工呼吸器の管理	気管カニューレの交換	気管カニューレの管理（日常の交換以外の対応）	気管内吸引	食事介助	経鼻チューブの交換	ストーマの管理	尿道カテーテルの管理	導尿	入浴介助	看護師によるリハビリテーション	OTもしくはPTによるリハビリテーション	中心静脈カテーテル	管理	高カロリー輸液の管理	薬剤の静注（抗生物質や利尿剤など）	麻薬による疼痛コントロール	終末期の医療的ケア	在宅での看取り	24時間対応	外出の介助	通院の介助	8	18	6	5	6	11	5	8	9	5	8	19	7	6	10	6	6	5	5	11	17	3～6歳	在宅人工呼吸器の管理	気管カニューレの交換	気管カニューレの管理（日常の交換以外の対応）	気管内吸引	食事介助	経鼻チューブの交換	ストーマの管理	尿道カテーテルの管理	導尿	入浴介助	看護師によるリハビリテーション	OTもしくはPTによるリハビリテーション	中心静脈カテーテル管理	高カロリー輸液の管理	薬剤の静注（抗生物質や利尿剤など）	麻薬による疼痛コントロール	終末期の医療的ケア	在宅での看取り	24時間対応	外出の介助	通院の介助	7	15	6	5	6	11	5	8	8	6	7	18	7	6	10	6	6	5	5	11	17	7歳～12歳	在宅人工呼吸器の管理	気管カニューレの交換	気管カニューレの管理（日常の交換以外の対応）	気管内吸引	食事介助	経鼻チューブの交換	ストーマの管理	尿道カテーテルの管理	導尿	入浴介助	看護師によるリハビリテーション	OTもしくはPTによるリハビリテーション	中心静脈カテーテル管理	高カロリー輸液の管理	薬剤の静注（抗生物質や利尿剤など）	麻薬による疼痛コントロール	終末期の医療的ケア	在宅での看取り	24時間対応	外出の介助	通院の介助	8	14	6	5	6	11	5	8	8	5	7	18	7	6	10	6	6	5	5	11	17	13～17歳	在宅人工呼吸器の管理	気管カニューレの交換	気管カニューレの管理（日常の交換以外の対応）	気管内吸引	食事介助	経鼻チューブの交換	ストーマの管理	尿道カテーテルの管理	導尿	入浴介助	看護師によるリハビリテーション	OTもしくはPTによるリハビリテーション	中心静脈カテーテル管理	高カロリー輸液の管理	薬剤の静注（抗生物質や利尿剤など）	麻薬による疼痛コントロール	終末期の医療的ケア	在宅での看取り	24時間対応	外出の介助	通院の介助	5	12	4	4	5	9	3	5	5	4	6	19	6	5	7	5	5	4	4	10	16	18歳以上	在宅人工呼吸器の管理	気管カニューレの交換	気管カニューレの管理（日常の交換以外の対応）	気管内吸引	食事介助	経鼻チューブの交換	ストーマの管理	尿道カテーテルの管理	導尿	入浴介助	看護師によるリハビリテーション	OTもしくはPTによるリハビリテーション	中心静脈カテーテル管理	高カロリー輸液の管理	薬剤の静注（抗生物質や利尿剤など）	麻薬による疼痛コントロール	終末期の医療的ケア	在宅での看取り	24時間対応	外出の介助	通院の介助	1	6	1	0	1	3	0	0	0	1	2	17	1	1	2	1	2	1	1	7	13	

乳児～2歳	在宅人工呼吸器の管理	気管カニューレの交換	気管カニューレの管理（日常の交換以外の対応）	気管内吸引	食事介助	経鼻チューブの交換	ストーマの管理	尿道カテーテルの管理	導尿	入浴介助	看護師によるリハビリテーション	OTもしくはPTによるリハビリテーション	中心静脈カテーテル	管理	高カロリー輸液の管理	薬剤の静注（抗生物質や利尿剤など）	麻薬による疼痛コントロール	終末期の医療的ケア	在宅での看取り	24時間対応	外出の介助	通院の介助	8	7	6	4	3	7	8	10	9	3	8	6	7	7	10	16	10	10	6	16	12	3～6歳	在宅人工呼吸器の管理	気管カニューレの交換	気管カニューレの管理（日常の交換以外の対応）	気管内吸引	食事介助	経鼻チューブの交換	ストーマの管理	尿道カテーテルの管理	導尿	入浴介助	看護師によるリハビリテーション	OTもしくはPTによるリハビリテーション	中心静脈カテーテル管理	高カロリー輸液の管理	薬剤の静注（抗生物質や利尿剤など）	麻薬による疼痛コントロール	終末期の医療的ケア	在宅での看取り	24時間対応	外出の介助	通院の介助	7	8	6	4	3	6	7	8	8	3	7	6	7	6	10	16	11	11	6	16	11	7歳～12歳	在宅人工呼吸器の管理	気管カニューレの交換	気管カニューレの管理（日常の交換以外の対応）	気管内吸引	食事介助	経鼻チューブの交換	ストーマの管理	尿道カテーテルの管理	導尿	入浴介助	看護師によるリハビリテーション	OTもしくはPTによるリハビリテーション	中心静脈カテーテル管理	高カロリー輸液の管理	薬剤の静注（抗生物質や利尿剤など）	麻薬による疼痛コントロール	終末期の医療的ケア	在宅での看取り	24時間対応	外出の介助	通院の介助	7	7	6	3	2	4	6	4	4	0	5	7	4	4	8	15	9	10	5	14	10	13～17歳	在宅人工呼吸器の管理	気管カニューレの交換	気管カニューレの管理（日常の交換以外の対応）	気管内吸引	食事介助	経鼻チューブの交換	ストーマの管理	尿道カテーテルの管理	導尿	入浴介助	看護師によるリハビリテーション	OTもしくはPTによるリハビリテーション	中心静脈カテーテル管理	高カロリー輸液の管理	薬剤の静注（抗生物質や利尿剤など）	麻薬による疼痛コントロール	終末期の医療的ケア	在宅での看取り	24時間対応	外出の介助	通院の介助	9	9	6	1	2	4	5	4	5	0	5	6	3	2	9	14	9	9	5	14	10	18歳以上	在宅人工呼吸器の管理	気管カニューレの交換	気管カニューレの管理（日常の交換以外の対応）	気管内吸引	食事介助	経鼻チューブの交換	ストーマの管理	尿道カテーテルの管理	導尿	入浴介助	看護師によるリハビリテーション	OTもしくはPTによるリハビリテーション	中心静脈カテーテル管理	高カロリー輸液の管理	薬剤の静注（抗生物質や利尿剤など）	麻薬による疼痛コントロール	終末期の医療的ケア	在宅での看取り	24時間対応	外出の介助	通院の介助	6	10	3	0	2	4	2	1	2	2	2	5	2	1	5	8	4	4	0	13	10	

訪問看護事業所 (2)

		Ｑ1.貴施設について、お伺いいたします キ シセツ ウカガ

		1		事業所名 ジギョウショ メイ

		2		電話番号 デンワ バンゴウ

		3		FAX番号 バンゴウ

		4		所在地 ショザイチ

		5		職員構成（常勤・非常勤は問いません） ショクイン コウセイ ジョウキン ヒジョウキン ト

						看護師 カンゴシ

						作業療法士 サギョウ リョウホウシ

						准看護師 ジュンカンゴシ

						理学療法士 リガク リョウホウシ

						保健師 ホケンシ

						言語療法士 ゲンゴ リョウホウシ

						その他 タ

		6		訪問可能な主な市町村 ホウモン カノウ オモ シチョウソン

		Q2.いままでに以下の項目を在宅看護で行ったことがありますか（あるものすべてにチェックをしてください） イカ コウモク ザイタク カンゴ オコナ

								成人在宅 セイジン ザイタク				小児在宅 ショウニ ザイタク

				在宅人工呼吸器の管理 ザイタク ジンコウ コキュウキ カンリ

				気管カニューレの交換 キカン コウカン

				気管カニューレ部位のガーゼ交換 キカン ブイ コウカン

				気管内吸引 キカンナイ キュウイン

				食事介助 ショクジ カイジョ

				経鼻チューブの交換 ケイビ コウカン

				胃瘻の管理 イロウ カンリ

				経管栄養の注入 ケイカン エイヨウ チュウニュウ

				ストーマの管理 カンリ

				尿道カテーテルの管理 ニョウドウ カンリ

				導尿 ドウニョウ

				入浴介助 ニュウヨク カイジョ

				看護師によるリハビリテーション カンゴシ

				OTもしくはPTによるリハビリテーション

				中心静脈カテーテル管理 チュウシン ジョウミャク カンリ

				高カロリー輸液の管理 コウ ユエキ カンリ

				薬剤の静注（抗生物質や利尿剤など） ヤクザイ ジョウチュウ コウセイ ブッシツ リニョウザイ

				麻薬による疼痛コントロール マヤク ウズ ツウ

				終末期の医療的ケア シュウマツキ イリョウテキ

				在宅での看取り ザイタク ミト

				24時間対応 ジカン タイオウ

		Q3.現時点で、依頼のあった場合、重症心身障害児（者）の在宅医療を行うことはできますか ゲンジテン イライ バアイ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ ザイタク イリョウ オコナ

		1		できる

		2		できない

		3		要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン

		Q4.依頼があった場合に可能な医療的ケアと身体介護についてお答えください イライ バアイ カノウ イリョウテキ シンタイ カイゴ コタ

		※個別シートにて対応 コベツ タイオウ



				Ｑ1.貴施設について、お伺いいたします キ シセツ ウカガ																										Q2.いままでに以下の項目を在宅看護で行ったことがありますか（あるものすべてにチェックをしてください）【1.ある、0.ない】 イカ コウモク ザイタク カンゴ オコナ																																																																																				Q3		Q4.依頼があった場合に可能な医療的ケアと身体介護についてお答えください【1.できる、2.できない、3.要相談（条件による）】 イライ バアイ カノウ イリョウテキ シンタイ カイゴ コタ ヨウ ソウダン ジョウケン																																																																																																																																																																																																																		Q5.重症心身障害児（者）の方に対する医療、在宅生活等についてお気づきのことなど、ご自由にお書きください ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ カタ タイ イリョウ ザイタク セイカツナド キ ジユウ カ

				事業所名 ジギョウショ メイ		電話番号 デンワ バンゴウ		FAX番号 バンゴウ		郵便番号 ユウビンバンゴウ		所在地 ショザイチ		職員構成（常勤・非常勤は問いません）【人数：名】 ショクイン コウセイ ジョウキン ヒジョウキン ト ニンズウ メイ														訪問可能な主な市町村 ホウモン カノウ オモ シチョウソン		在宅人工呼吸器の管理 ザイタク ジンコウ コキュウキ カンリ				気管カニューレの交換 キカン コウカン				気管カニューレ部位のガーゼ交換 キカン ブイ コウカン				気管内吸引 キカンナイ キュウイン				食事介助 ショクジ カイジョ				経鼻チューブの交換 ケイビ コウカン				胃瘻の管理 イロウ カンリ				経管栄養の注入 ケイカン エイヨウ チュウニュウ				ストーマの管理 カンリ				尿道カテーテルの管理 ニョウドウ カンリ				導尿 ドウニョウ				入浴介助 ニュウヨク カイジョ				看護師によるリハビリテーション カンゴシ				OTもしくはPTによるリハビリテーション				中心静脈カテーテル管理 チュウシン ジョウミャク カンリ				高カロリー輸液の管理 コウ ユエキ カンリ				薬剤の静注（抗生物質や利尿剤など） ヤクザイ ジョウチュウ コウセイ ブッシツ リニョウザイ				麻薬による疼痛コントロール マヤク ウズ ツウ				終末期の医療的ケア シュウマツキ イリョウテキ				在宅での看取り ザイタク ミト				24時間対応 ジカン タイオウ						在宅人工呼吸器の管理 ザイタク ジンコウ コキュウキ カンリ										気管カニューレの交換 キカン コウカン										気管カニューレの管理（日常の交換以外の対応） キカン カンリ ニチジョウ コウカン イガイ タイオウ										気管内吸引 キカンナイ キュウイン										食事介助 ショクジ カイジョ										経鼻チューブの交換 ケイビ コウカン										ストーマの管理 カンリ										尿道カテーテルの管理 ニョウドウ カンリ										導尿 ドウニョウ										入浴介助 ニュウヨク カイジョ										看護師によるリハビリテーション カンゴシ										OTもしくはPTによるリハビリテーション										中心静脈カテーテル管理 チュウシン ジョウミャク カンリ										高カロリー輸液の管理 コウ ユエキ カンリ										薬剤の静注（抗生物質や利尿剤など） ヤクザイ ジョウチュウ コウセイ ブッシツ リニョウザイ										麻薬による疼痛コントロール マヤク トウツウ										終末期の医療的ケア シュウマツキ イリョウテキ										在宅での看取り ザイタク ミト										24時間対応 ジカン タイオウ										外出の介助 ガイシュツ カイジョ										通院の介助 ツウイン カイジョ

		承諾可否 ショウダク カヒ												看護師 カンゴシ		作業療法士 サギョウ リョウホウシ		准看護師 ジュンカンゴシ		理学療法士 リガク リョウホウシ		保健師 ホケンシ		言語療法士 ゲンゴ リョウホウシ		その他 タ				成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ				乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ

		否 ヒ		曙訪問看護ステーション アケボノ ホウモン カンゴ		028-660-7803		028-683-5306		321-0901		宇都宮市平出町413番地		8		3		0		3		0		1				宇都宮、高根沢 ウツノミヤ タカネザワ		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		3		2		2		2		2		3		2		2		2		2		2		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		1		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		1		1		1		3		3		3		1		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		2		2		2		2		2		いつも大変お世話になっております。当STでも数名の小児利用者をNS、PT、OTでサポートしています。又、貴院のショートステイを利用させて頂いております。ご利用者様、家族が安心して過ごせるよう地域でサポートできたらと考えています。どうぞよろしくお願い申し上げます。 タイヘン セワ トウ スウメイ ショウニ リヨウシャ マタ キ イン リヨウ イタダ リヨウシャサマ カゾク アンシン ス チイキ カンガ ネガ モウ ア

		否 ヒ		とちぎメディカルセンター		0282-22-5810		0282-225812		328-0043		栃木市境町27-21		9		0		4		1		0		1		2		栃木市、小山市、壬生町 トチギシ オヤマシ ミブマチ		1		1		1		0		1		1		1		1		1		0		1		0		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		0		1		1		3		2		1		1		1		1		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		2		2		2		1		1		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		1		1		1		1		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		2		2		2		2		2

		否 ヒ		あいケアステーション		0282-23-6221		0282-24-9850		328-0074		栃木市薗部町2-5-9		1		0		2		2		0		0				栃木市 トチギシ		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		3		2		2		2		2		3		2		2		2		2		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		3		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		3		2		2		2		2		3		2		2		2		2		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		2		2		2		2		3

		否 ヒ		訪問看護ステーションこすもす		0285-80-5511		0285-80-5512		321-4337		真岡市上高間木2-24-4		4		2		0		1		0		0						1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		3		2		2		2		3		3		2		2		2		3		3		2		2		2		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		3		3		3		3		3		3		3		2		2		2		3		3		2		2		2		3		3		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		2		2		2		2		3		2		2		2		2		3		2		2		2		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		1		3		3		3		3		3		2		2		2		2		2		緊急時に主治医又はバッックベットのある病院との連携がとれる体制が整っていないと、在宅での対応に不安があります。
現在のところ、小児科、精神科看護を経験したスタッフがいない為、受け入れに不安がありますので今回はガイドマップ等に公表することに同意する事は控えさせていただきたいと思います。 キンキュウジ シュジイ マタ ビョウイン レンケイ タイセイ トトノ ザイタク タイオウ フアン ゲンザイ ショウニカ セイシンカ カンゴ ケイケン タメ ウ イ フアン コンカイ ナド コウヒョウ ドウイ コト ヒカ オモ

		否 ヒ		訪問看護ステーションひばり		0289-64-7226		0289-64-2225		322-8550		鹿沼市下田町1-1033		6		1		0		1		0		0				市内及び近隣市 シナイ オヨ キンリン シ		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		0		1		1		2

chizuru_tanaka: 未記入		1		1		2		2		1		2		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		1		3		3		1		1		1		3		3		3		3		1		3		3		1		1		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		1		3		3		3		1		1		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1

		否 ヒ		訪問看護ステーション那須		0287-73-5048		0287-63-4566		325-0023		那須塩原市豊浦10-706		5		0		2		0		0		0				那須塩原市、大田原市、那須町 ナスシオバラ シ オオタワラシ ナスマチ		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		0		0		1		0		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		2

chizuru_tanaka: 未記入		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1

		承諾 ショウダク		さくら訪問看護ステーション		0287-29-3252		0287-29-3252		324-0058		大田原市紫塚3-2633-10		5		0		0		1		0		0				大田原市、那須塩原市、矢板市 オオタワラシ ナスシオバラ シ ヤイタ シ		1		0		1		1		1		1		1		1		1		0		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		0		1		1		3		3		3		3		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		小児の受入数（実績）が少ないので、実際依頼があった場合、入院中から手技等の指導を受けたいと思います。 ショウニ ウケイレスウ ジッセキ スク ジッサイ イライ バアイ ニュウインチュウ シュギ ナド シドウ ウ オモ

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションたんぽぽ		0280-57-1888		0280-57-3819		329-0101		下都賀郡野木町友沼5119-12		20		3		0		5		0		0		2		野木町、小山市、旧藤岡町 ノギマチ オヤマシ キュウ フジオカマチ		1		1		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		1		1		1		1		1		1		0		0		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		3		1		1		1		1		1		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		3		3		3		3		3		1		1		3		2		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		2		2		2		2		2		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		受け入れてくれる訪問看護Stの数が少ないと思います。研修会の機会を設けてサービス体制が構築できると良いと思います。 ウ イ ホウモン カンゴ カズ スク オモ ケンシュウカイ キカイ モウ タイセイ コウチク ヨ オモ

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションうつのみや		028-612-6103		028-612-6104		320-0852		宇都宮市下砥上町字並塚643番地1		11		0		0		0		0		0		1		宇都宮市、壬生町 ウツノミヤシ ミブマチ		1		1		0		0		1		1		1		1		1		0		0		0		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		2

chizuru_tanaka: 未記入		3		3		3		3		1		2		2		2		2		2		3		3		3		1		1		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		3		3		3		1		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		3		3		3		1		1		3		3		3		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーション石橋		0285-52-2293		0285-52-2268		329-0511		下野市石橋628番地		7		0		0		1		0		0		1		下野市、上三川町、壬生町、宇都宮市（部） シモノ シ カミノカワマチ ミブマチ ウツノミヤシ ブ		1		1		0		0		1		1		1		1		1		0		1		0		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		3		1		1		1		1		1		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		1		3		3		3		3		3		3		3		3		1		1		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		2		2		2		2		2		最近、訪問依頼が増えてきていますが、私たち看護師の力量不足から利用者家族へ満足のいく看護が提供できないように感じています。現在の、利用者家族から教わることが多くあり、私たちが勉強になります。ただ、訪問していて思うことは、ご両親の今までの経験でケアが進み危険であり、指導させていただいても理解が得られないこともあり、ジレンマとなっています。例）誤嚥性肺炎を繰り返している方にヘッドアップして食事を摂るよう説明してもフラットのままであったり、他の方でPEG造設されているので、栄養はPEGからにして経口からは楽しみ程度にしてと言っても、食事を経口から摂るなど。 サイキン ホウモン イライ フ ワタクシ カンゴシ リキリョウ ブソク リヨウシャ カゾク マンゾク カンゴ テイキョウ カン ゲンザイ リヨウシャ カゾク オソ オオ ワタシ ベンキョウ ホウモン オモ リョウシン イマ ケイケン スス キケン シドウ リカイ エ レイ ゴエンセイ ハイエン ク カエ カタ ショクジ ト セツメイ ホカ カタ ゾウ セツ エイヨウ ケイコウ タノ テイド イ ショクジ ケイコウ ト

		承諾 ショウダク		マロニエ訪問看護ステーション		0287-37-6322		0287-39-3305		329-2763		那須塩原市井口537-3 にしなすの総合在宅ｹｱｾﾝﾀｰ内		5		7		0		5		0		2		1		那須塩原市、那須町、大田原市　リハビリのみ→那珂川町訪問可能 ナスシオバラ シ ナスマチ オオタワラシ ナカガワ マチ ホウモン カノウ		1		1		1		0		1		1		1		1		0		0		0		1		1		1		1		1		1		0		1		1		1		1		1		1		0		0		1		1		1		0		1		0		0		0		1		0		1		1		1		1		1		1		3		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーション佐野		0283-86-7013		0283-86-7031		327-0847		佐野市天神町７７４－２２ メープルハイツ１０１号室		3		0		1		0		0		0		1		足利市、佐野市、栃木市（旧岩船市） アシカガシ サノシ トチギシ キュウ イワフネ シ		0		0		0		0		1		0		1		0		1		0		0		0		1		0		0		0		1		0		1		0		0		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		2		2		2		2		2		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1

		承諾 ショウダク		とちぎ訪問看護ステーションくろばね		0287-54-0507		0287-54-0580		324-0241		大田原市黒羽向町142番地		6		0		0		0		1		0		2		大田原市、那須塩原市、那須町、那珂川町 オオタワラシ ナスシオバラ シ ナスマチ ナカガワマチ		1		0		0		0		1		1		1		1		1		0		1		0		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		3		3		3		3		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		1		2		2		2		2		2		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3

		承諾 ショウダク		鹿沼訪問看護ステーション		0289-60-5650		0289-60-1687		322-0021		鹿沼市上野町320-3高橋ビル１階１０３号室		5		0		0		0		0		0				鹿沼市、旧宇都宮市、旧今市市、壬生町、西片町 カヌマシ キュウ ウツノミヤシ キュウ イマイチシ ミブマチ ニシカタマチ		0		0		0		0		0		0		1		0		1		0		0		0		1		0		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		2

chizuru_tanaka: 未記入		2		2		2		2		1		2		2		2		2		3		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションほっと		028-626-5739		028-625-8201		321-0974		宇都宮市竹林町958		11		0		0		2		0		0		0		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2

		承諾 ショウダク		芳賀赤十字訪問看護ステーション		0285-84-8266		0285-84-8266		321-4306		真岡市台町2461		6		0		0		0		0		0		0		芳賀郡全域（真岡市、益子町、芳賀町、茂木町） ハガ グン ゼンイキ モオカシ マシコマチ ハガマチ モギ マチ		1		1		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		3		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		当ステーションは今年度小児在宅医との連携を開始することができました。安心して在宅療養を継続できるよう、多職種と連携し、実施しています。高齢者が介護サービスを選択するように、サービスの充実は得られていません。現実は家族だけで利用者（児）のケアを実施しているケースもあり家族の介護負担は大きいと考えます。負担軽減のためには、スムーズなレスパイト入院や日中の一時お預かり等充実した施設が増えることでさらに安心した療養環境の提供ができると思います。よろしくお願いいたします。 トウ コンネンド ショウニ ザイタク イ レンケイ カイシ アンシン ザイタク リョウヨウ ケイゾク タ ショクシュ レンケイ ジッシ コウレイシャ カイゴ センタク ジュウジツ エ ゲンジツ カゾク リヨウシャ ジ ジッシ カゾク カイゴ フタン オオ カンガ フタン ケイゲン ニュウイン ニッチュウ イチジ アズ ナド ジュウジツ シセツ フ アンシン リョウヨウ カンキョウ テイキョウ オモ ネガ

		承諾 ショウダク		とちぎ訪問看護ステーションみぶ		0282-82-7262		0282-82-7260		321-0218		下都賀郡壬生町落合1-18-12		16		0		0		0		0		0		1		上三川町、下野市、壬生町、宇都宮 カミノカワマチ シモノ シ ミブ チョウ ウツノミヤ		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		1		0		1		1		1		1		1		1		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		病院との連携が大切。在宅生活を支援するためにチームで対応する（介護者の支援） ビョウイン レンケイ タイセツ ザイタク セイカツ シエン タイオウ カイゴシャ シエン

		承諾 ショウダク		ＷＡＤＥＷＡＤＥ訪問看護ステーション		028-666-5420		028-666-5460		321-0923		栃木県宇都宮市下栗町2913-1 ３２１－０９２３		12		0		0		0		0		0				宇都宮市、上三川町、 ウツノミヤシ カミノカワマチ		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		0		0		1		0		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		重心の方を看る側（介護者）の負担軽減の必要性を感じてしまいます。まだまだ「私がやらなければ」という気持ちが強く、様々な資源活用へと動きが進むような発信が大切だと思っています。 ジュウシン カタ ミ ガワ カイゴシャ フタン ケイゲン ヒツヨウセイ カン ワタシ キモ ツヨ サマザマ シゲン カツヨウ ウゴ スス ハッシン タイセツ オモ

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションあい		0287-83-8035		0287-83-8222		321-0628		那須烏山市金井2-5-9 ベンチャープラザ7号室 ゴウシツ		8		0		1		0		0		0		1		那須烏山市、那珂川町、茂木町、一貝町 ナスカラスヤマシ ナカガワマチ モギマチ イチ ガイ マチ		1		1		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		0		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		小児や重心など医療依存度が高い方には家族が安心して預けられる事業所とスタッフが必要です（レスパイトの本当の意味で）訪問看護スタッフが動きやすい仕組みがあればもっと介入できると思います。例えば在宅以外への支援での算定が可能になる。長時間支援が可能になるなど。在宅支援診療所が多ければ助かります。開業医で努力してくださる医師の力で乗り切っている地域は特にそう感じます。後方病院親元病院との連携、地域との調整などスムーズにシームレスに行われるとうれしいです。行政からの介入が少なく、制度のことなど知らないまま苦労されている方が多いので、窓口での丁寧かつタイミングよく助言をしていただくと嬉しいです。 ショウニ ジュウシン イリョウ イゾンド タカ カタ カゾク アンシン アズ ジギョウショ ヒツヨウ ホントウ イミ ホウモン カンゴ ウゴ シク カイニュウ オモ タト ザイタク イガイ シエン サンテイ カノウ チョウジカン シエン カノウ ザイタク シエン シンリョウジョ オオ タス カイギョウイ ドリョク イシ チカラ ノ キ チイキ トク カン コウホウ ビョウイン オヤモト ビョウイン レンケイ チイキ チョウセイ オコナ ギョウセイ カイニュウ スク セイド シ クロウ カタ オオ マドグチ テイネイ ジョゲン ウレ

		承諾 ショウダク		あおい訪問看護ステーション		0284-73-9456		0284-72-7600		326-0831		足利市堀込町2556 セレッソ・コート１階		16		0		0		4		0		0				足利市とその周辺（佐野市、館林市、巴楽町、太田市、桐生市） アシカガシ シュウヘン サノシ タテバヤシシ トモエ ラク マチ オオタシ キリュウシ		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1

		承諾 ショウダク		那須赤十字訪問看護ステーション		0287-23-8866		0287-23-8903		324-8686		大田原市中田原1081-4		8		1		0		0		0		0				大田原市、那須塩原市（一部を除く） オオタワラシ ナスシオバラ シ イチブ ノゾ		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		1		1		0		1		0		1		1		1		0		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションゆりの木		0287-47-5123		0287-47-5124		324-0028		大田原市山の手1-1-7 ヤマ テ		4		0		0		0		0		0				大田原市、那須塩原市、那珂川町 オオタワラシ ナスシオバラ シ ナカガワマチ		1		1		1		0		1		1		1		1		0		0		0		1		1		0		1		1		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		0		0		1		0		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		3		1		1		1		1		2		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		3		1		1		1		1		3		1		1		1		1		1		1		1		1		3		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		3		3		1		3		3		1		1		1		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		重症心身障害児施設で勤務したことのある看護師が2名いますので積極的に依頼があれば支援させていただきたいと思っています。こどもはやはり親元で成長発達できることが何よりも必要なことであると思っています。 ジュウショウ シンシン ショウガイ ジ シセツ キンム カンゴシ メイ セッキョクテキ イライ シエン オモ オヤモト セイチョウ ハッタツ ナニ ヒツヨウ オモ

		承諾 ショウダク		ライフ訪問看護リハビリテーション		0284-64-8799		0284-64-8335		326-0831		足利市堀込町2656-7　ASKビル３０１号		5		0		0		1		0		0		0		足利市、佐野市、館林市、邑楽郡、太田市、桐生市 アシカガシ サノシ タテバヤシシ オウラ グン オオタシ キリュウシ		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		この件に関する研修の案内が少ないため、学ぶ機会をもっと増やしてほしい ケン カン ケンシュウ アンナイ スク マナ キカイ フ

		承諾 ショウダク		わくわく訪問看護ステーションおやま		0285-24-6575		0285-20-0255		323-0022		小山市駅東通り3-9-6		11		0		0		5		0		0		0		小山市、結城市（茨城県）、下野市の一部、栃木市（PTのみ） オヤマシ ユウキシ イバラキケン シモノ シ イチブ トチギシ		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		1		1		1		1		3		3		3		1		1		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		自立支援のケアマネージャーがいるが、医療福祉行政をうまく連携してまとめる役割が果たせていない。それぞれが別々で動いており、介護者が困ったときの相談窓口に迷う。 ジリツ シエン イリョウ フクシ ギョウセイ レンケイ ヤクワリ ハ ベツベツ ウゴ カイゴシャ コマ ソウダン マドグチ マヨ

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーション風		028-612-1333		028-612-1384		321-0117		宇都宮市城南3丁目5-6		3		1		0		1		0		0				宇都宮、鹿沼、下野、壬生 ウツノミヤ カヌマ シモノ ミブ		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		1		1		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1

		承諾 ショウダク		宮の橋訪問看護ステーション		028-635-9839		028-635-9839		321-0963		宇都宮市南大通り1-1-23		7		0		0		1		0		0		0		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		1		1		0		1		1		1		1		1		0		0		0		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		レスパイト等受け入れ先が少ない。市のコーディネーター様がご多忙の様子であり、要望に対しての対応にかなりの時間を要する（対応されないこともある）。年度変わるときなど、担当者（市）の引き継ぎがされず、進んでいた調整も振り出しに戻ってしまうことがある。 トウ ウ イ サキ スク シ サマ タボウ ヨウス ヨウボウ タイ タイオウ ジカン ヨウ タイオウ ネンド カ タントウシャ シ ヒ ツ スス チョウセイ フ ダ モド

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションオリーブ		0282-27-8414		0282-27-8415		328-0027		栃木市今泉町1丁目17番29号		7		0		0		0		0		0				栃木市、小山市、下野市、壬生町 トチギシ オヤマシ シモノ シ ミブ マチ		1		1		1		0		1		1		1		1		0		0		0		0		1		1		1		1		0		0		1		1		1		0		1		1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションマザーの家		0283-85-7771		0283-85-7772		327-0504		佐野市中町942-1		2		0		3		0		0		0				佐野市 サノシ		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーション卯の郷		028-682-7770		028-682-7766		329-1311		さくら市氏家2650番地		3		0		0		0		0		0				さくら市（周辺15ｋｍ以内）、塩谷町、那須烏山市、宇都宮市、高根沢町 シ シュウヘン イナイ シオヤ マチ ナスカラスヤマシ ウツノミヤシ タカネザワ マチ		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		3		3		3		3		3		1		2		2		2		2		2		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		2		2		2		3		3		3		3		1		1		1		3		3		3		3		1		2		2		2		2		2		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		2		2		2		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションたかねざわ		028-680-1701		028-680-1702		329-1233		塩谷郡高根沢町宝積寺2426-8 		16		0		0		0		0		0				高根沢町、さくら市、那須烏山市、芳賀町、市貝町、茂木町、益子町、宇都宮市 タカネザワマチ シ ナスカラスヤマシ ハガ マチ イチ カイ チョウ モギマチ マシコ チョウ ウツノミヤシ		1		1		1		0		1		1		1		1		1		0		1		0		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		2		2		2		2		2

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションみどり		0285-45-8362		0285-45-8397		329-0214		小山市乙女786-1		3		0		1		0		0		0				小山市、栃木市、古河市、結城市 オヤマシ トチギシ コガシ ユウキシ		0		0		1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		1		0		1		0		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		3		2		2		2		3		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		1		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		1		1		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		訪問看護師がもっと社会資源として同行できるとよいと思う。在宅での療養はもっと看護師が活躍できる体制が整うとよいと思った。 ホウモン カンゴシ シャカイ シゲン ドウコウ オモ ザイタク リョウヨウ カンゴシ カツヤク タイセイ トトノ オモ

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションあるく		028-643-5586		028-678-8796		320-0036		宇都宮市小幡2-6-14 		5		0		1		0		0		0		1		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		0		1		0		1		0		1		0		0		1		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3

		承諾 ショウダク		とちぎ訪問看護ステーションおやま		0285-39-8602		0285-39-8607		323-0827		栃木県小山市神鳥谷2251-7 ３２３－０８２７		12		0		0		0		0		0		1		小山市、下野市（南部）、野木町（北部） オヤマシ シモノ シ ナンブ ノギ マチ ホクブ		1		1		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		1		1		1		0		0		1		0		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		3		3		1		1		1		3		1		1		1		1		小児の重症心身障害児の訪問看護を行っていく上で。たびたび感じるのが成長に伴った教育、就学が難しく親御さんの希望通りにいかないことが多く残念に思います。難しいところだと思いますが… ショウニ ジュウショウ シンシン ショウガイジ ホウモン カンゴ オコナ ウエ カン セイチョウ トモナ キョウイク シュウガク ムズカ オヤゴ キボウ ドオ オオ ザンネン オモ ムズカ オモ

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションここあ		028-600-3735		028-600-3736		321-2116		栃木県宇都宮市徳次郎町998-9 ３２１－２１１６		10		1		0		1		0		0		2		宇都宮市、日光市、 ウツノミヤシ ニッコウシ		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2

chizuru_tanaka: 未記入		

chizuru_tanaka: 未記入		

chizuru_tanaka: 未記入		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3















																														Q2.いままでに以下の項目を在宅看護で行ったことがありますか（あるものすべてにチェックをしてください）																																																																																						Q4.依頼があった場合に可能な医療的ケアと身体介護についてお答えください

				事業所名 ジギョウショ メイ		電話番号 デンワ バンゴウ		FAX番号 バンゴウ		郵便番号 ユウビンバンゴウ		所在地 ショザイチ		職員構成（常勤・非常勤は問いません）【人数：名】 ショクイン コウセイ ジョウキン ヒジョウキン ト ニンズウ メイ														訪問可能な主な市町村 ホウモン カノウ オモ シチョウソン		在宅人工呼吸器の管理 ザイタク ジンコウ コキュウキ カンリ				気管カニューレの交換 キカン コウカン				気管カニューレ部位のガーゼ交換 キカン ブイ コウカン				気管内吸引 キカンナイ キュウイン				食事介助 ショクジ カイジョ				経鼻チューブの交換 ケイビ コウカン				胃瘻の管理 イロウ カンリ				経管栄養の注入 ケイカン エイヨウ チュウニュウ				ストーマの管理 カンリ				尿道カテーテルの管理 ニョウドウ カンリ				導尿 ドウニョウ				入浴介助 ニュウヨク カイジョ				看護師によるリハビリテーション カンゴシ				OTもしくはPTによるリハビリテーション				中心静脈カテーテル管理 チュウシン ジョウミャク カンリ				高カロリー輸液の管理 コウ ユエキ カンリ				薬剤の静注（抗生物質や利尿剤など） ヤクザイ ジョウチュウ コウセイ ブッシツ リニョウザイ				麻薬による疼痛コントロール マヤク ウズ ツウ				終末期の医療的ケア シュウマツキ イリョウテキ				在宅での看取り ザイタク ミト				24時間対応 ジカン タイオウ						在宅人工呼吸器の管理 ザイタク ジンコウ コキュウキ カンリ										気管カニューレの交換 キカン コウカン										気管カニューレの管理（日常の交換以外の対応） キカン カンリ ニチジョウ コウカン イガイ タイオウ										気管内吸引 キカンナイ キュウイン										食事介助 ショクジ カイジョ										経鼻チューブの交換 ケイビ コウカン										ストーマの管理 カンリ										尿道カテーテルの管理 ニョウドウ カンリ										導尿 ドウニョウ										入浴介助 ニュウヨク カイジョ										看護師によるリハビリテーション カンゴシ										OTもしくはPTによるリハビリテーション										中心静脈カテーテル管理 チュウシン ジョウミャク カンリ										高カロリー輸液の管理 コウ ユエキ カンリ										薬剤の静注（抗生物質や利尿剤など） ヤクザイ ジョウチュウ コウセイ ブッシツ リニョウザイ										麻薬による疼痛コントロール マヤク トウツウ										終末期の医療的ケア シュウマツキ イリョウテキ										在宅での看取り ザイタク ミト										24時間対応 ジカン タイオウ										外出の介助 ガイシュツ カイジョ										通院の介助 ツウイン カイジョ

														看護師 カンゴシ		作業療法士 サギョウ リョウホウシ		准看護師 ジュンカンゴシ		理学療法士 リガク リョウホウシ		保健師 ホケンシ		言語療法士 ゲンゴ リョウホウシ		その他 タ				成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ				乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ

																																																																																																																		できる		18		20		19		20		27		9		11		13		13		18		22		22		22		24		30		25		25		26		29		34		25		25		26		27		31		16		17		19		21		27		21		22		23		26		32		16		18		22		25		33		16		18		22		24		32		26		25		29		30		31		18		20		22		23		30		9		10		9		9		12		20		20		23		25		31		21		22		24		27		32		14		14		16		18		27		12		12		13		15		25		18		17		19		20		28		19		18		19		21		29		23		23		24		25		33		7		7		9		10		14		5		6		7		8		11

																																																																																																																		できない		8		7		8		5		1		18		15		14		12		6		6		6		6		4		1		5		5		5		4		0		6		6		6		5		1		11		11		11		9		3		5		5		5		3		0		8		8		8		5		0		9		8		8		5		0		5		6		5		4		1		8		7		7		6		2		19		18		18		19		17		7		7		7		6		1		6		6		6		5		1		10		10		10		7		2		6		6		6		5		1		6		6		6		5		2		5		5		5		4		1		5		5		5		4		1		11		11		11		10		7		17		17		17		16		13

																																																																																																																		要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン		8		7		7		9		6		7		8		7		9		10		6		6		6		6		3		4		4		3		1		0		3		3		2		2		2		7		6		4		4		4		8		7		6		5		2		10		8		4		4		1		9		8		4		5		2		3		3		0		0		2		8		7		5		5		2		6		6		7		6		5		7		7		4		3		2		7		6		4		2		1		10		10		8		9		5		16		16		15		14		8		10		11		9		9		4		10		11		10		9		4		6		6		5		5		0		16		16		14		14		13		12		11		10		10		10



																																																																																																																		Ｑ4.できる

																																																																																																																				在宅人工呼吸器の管理		気管カニューレの交換		気管カニューレの管理（日常の交換以外の対応）		気管内吸引		食事介助		経鼻チューブの交換		ストーマの管理		尿道カテーテルの管理		導尿		入浴介助		看護師によるリハビリテーション		OTもしくはPTによるリハビリテーション		中心静脈カテーテル管理 チュウシン ジョウミャク カンリ		高カロリー輸液の管理 コウ ユエキ カンリ		薬剤の静注（抗生物質や利尿剤など） ヤクザイ ジョウチュウ コウセイ ブッシツ リニョウザイ		麻薬による疼痛コントロール マヤク トウツウ		終末期の医療的ケア シュウマツキ イリョウテキ		在宅での看取り ザイタク ミト		24時間対応 ジカン タイオウ		外出の介助		通院の介助

																																																																																																																		乳児～2歳 ニュウジ サイ		18		9		22		25		25		16		21		16		16		26		18		9		20		21		14		12		18		19		23		7		5

																																																																																																																		3～6歳 サイ		20		11		22		25		25		17		22		18		18		25		20		10		20		22		14		12		17		18		23		7		6

																																																																																																																		7歳～12歳 サイ サイ		19		13		22		26		26		19		23		22		22		29		22		9		23		24		16		13		19		19		24		9		7

																																																																																																																		13～17歳 サイ		20		13		24		29		24		21		26		25		24		30		23		9		25		27		18		15		20		21		25		10		8

																																																																																																																		18歳以上 サイイジョウ		27		18		30		34		31		27		32		33		32		31		30		12		31		32		27		25		28		29		33		14		11



																																																																																																																		Ｑ4.できない

																																																																																																																				在宅人工呼吸器の管理		気管カニューレの交換		気管カニューレの管理（日常の交換以外の対応）		気管内吸引		食事介助		経鼻チューブの交換		ストーマの管理		尿道カテーテルの管理		導尿		入浴介助		看護師によるリハビリテーション		OTもしくはPTによるリハビリテーション		中心静脈カテーテル管理 チュウシン ジョウミャク カンリ		高カロリー輸液の管理 コウ ユエキ カンリ		薬剤の静注（抗生物質や利尿剤など） ヤクザイ ジョウチュウ コウセイ ブッシツ リニョウザイ		麻薬による疼痛コントロール マヤク トウツウ		終末期の医療的ケア シュウマツキ イリョウテキ		在宅での看取り ザイタク ミト		24時間対応 ジカン タイオウ		外出の介助		通院の介助

																																																																																																																		乳児～2歳 ニュウジ サイ		8		18		6		5		6		11		5		8		9		5		8		19		7		6		10		6		6		5		5		11		17

																																																																																																																		3～6歳 サイ		7		15		6		5		6		11		5		8		8		6		7		18		7		6		10		6		6		5		5		11		17

																																																																																																																		7歳～12歳 サイ サイ		8		14		6		5		6		11		5		8		8		5		7		18		7		6		10		6		6		5		5		11		17

																																																																																																																		13～17歳 サイ		5		12		4		4		5		9		3		5		5		4		6		19		6		5		7		5		5		4		4		10		16

																																																																																																																		18歳以上 サイイジョウ		1		6		1		0		1		3		0		0		0		1		2		17		1		1		2		1		2		1		1		7		13



																																																																																																																		Ｑ4.要相談 ヨウ ソウダン

																																																																																																																				在宅人工呼吸器の管理		気管カニューレの交換		気管カニューレの管理（日常の交換以外の対応）		気管内吸引		食事介助		経鼻チューブの交換		ストーマの管理		尿道カテーテルの管理		導尿		入浴介助		看護師によるリハビリテーション		OTもしくはPTによるリハビリテーション		中心静脈カテーテル管理 チュウシン ジョウミャク カンリ		高カロリー輸液の管理 コウ ユエキ カンリ		薬剤の静注（抗生物質や利尿剤など） ヤクザイ ジョウチュウ コウセイ ブッシツ リニョウザイ		麻薬による疼痛コントロール マヤク トウツウ		終末期の医療的ケア シュウマツキ イリョウテキ		在宅での看取り ザイタク ミト		24時間対応 ジカン タイオウ		外出の介助		通院の介助

																																																																																																																		乳児～2歳 ニュウジ サイ		8		7		6		4		3		7		8		10		9		3		8		6		7		7		10		16		10		10		6		16		12

																																																																																																																		3～6歳 サイ		7		8		6		4		3		6		7		8		8		3		7		6		7		6		10		16		11		11		6		16		11

																																																																																																																		7歳～12歳 サイ サイ		7		7		6		3		2		4		6		4		4		0		5		7		4		4		8		15		9		10		5		14		10

																																Q3.現時点で、依頼のあった場合、重症心身障害児（者）の在宅医療を行うことはできますか ゲンジテン イライ バアイ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ ザイタク イリョウ オコナ																																																																																		13～17歳 サイ		9		9		6		1		2		4		5		4		5		0		5		6		3		2		9		14		9		9		5		14		10

																														できる		14																																																																																		18歳以上 サイイジョウ		6		10		3		0		2		4		2		1		2		2		2		5		2		1		5		8		4		4		0		13		10

																														できない		6

																														要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン		14



																														在宅人工呼吸器の管理 ザイタク ジンコウ コキュウキ カンリ		気管カニューレの交換 キカン コウカン		気管カニューレ部位のガーゼ交換 キカン ブイ コウカン		気管内吸引 キカンナイ キュウイン		食事介助 ショクジ カイジョ		経鼻チューブの交換 ケイビ コウカン		胃瘻の管理 イロウ カンリ		経管栄養の注入 ケイカン エイヨウ チュウニュウ		ストーマの管理 カンリ		尿道カテーテルの管理 ニョウドウ カンリ		導尿 ドウニョウ		入浴介助 ニュウヨク カイジョ		看護師によるリハビリテーション カンゴシ		OTもしくはPTによるリハビリテーション		中心静脈カテーテル管理 チュウシン ジョウミャク カンリ		高カロリー輸液の管理 コウ ユエキ カンリ		薬剤の静注（抗生物質や利尿剤など） ヤクザイ ジョウチュウ コウセイ ブッシツ リニョウザイ		麻薬による疼痛コントロール マヤク ウズ ツウ		終末期の医療的ケア シュウマツキ イリョウテキ		在宅での看取り ザイタク ミト		24時間対応 ジカン タイオウ

																												成人 セイジン		28		24		30		31		28		22		32		31		32		33		31		33		33		16		29		30		28		30		32		31		33

																												小児 ショウニ		21		11		23		24		14		17		21		19		6		7		8		20		18		9		2		4		3		3		6		4		22



成人	小児	Q3.現時点で、依頼のあった場合、重症心身障害児（者）の在宅医療を行うことはできますか

Q3.現時点で、依頼のあった場合、重症心身障害児（者）の在宅医療を行うことはできますか	乳児～2歳	3～6歳	7歳～12歳	13～17歳	18歳以上	乳児～2歳	3～6歳	7歳～12歳	13～17歳	18歳以上	

乳児～2歳	3～6歳	7歳～12歳	13～17歳	18歳以上	

診療所

		Ｑ１		1.医療ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する外来診療について、以下の医療行為に対応できますか。 イリョウ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ガイライ シンリョウ イカ イリョウ コウイ タイオウ

				Ｑ1-1										予防接種 ヨボウ セッシュ

				Ｑ1-2										一次診療
（経過観察、栄養観察を含む） イチジ シンリョウ ケイカ カンサツ エイヨウ カンサツ フク

				Ｑ1-3										経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ

				Ｑ1-4										経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ

				Ｑ1-5										中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ

				Ｑ1-6										酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ

				Ｑ1-7										気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ

				Ｑ1-8										人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ

				Ｑ1-9										尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ

				Ｑ1-10										人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ

				Ｑ1-11										褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ

		Ｑ２		2.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する往診及び訪問診療について、以下の医療行為に対応できますか イリョウテキ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ オウシン オヨ ホウモン シンリョウ イカ イリョウ コウイ タイオウ

				Ｑ2-1										予防接種 ヨボウ セッシュ

				Ｑ2-2										一次診療
（経過観察、栄養観察を含む） イチジ シンリョウ ケイカ カンサツ エイヨウ カンサツ フク

				Ｑ2-3										経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ

				Ｑ2-4										経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ

				Ｑ2-5										中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ

				Ｑ2-6										酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ

				Ｑ2-7										気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ

				Ｑ2-8										人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ

				Ｑ2-9										尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ

				Ｑ2-10										人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ

				Ｑ2-11										褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ

		Ｑ3		3.24時間、重症心身障害児（18歳未満）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイジ サイ ミマン イリョウ タイオウ

				Ｑ3-1										できる

				Ｑ3-2										できない

				Ｑ3-3										要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン

		Ｑ4		4.24時間、重症心身障害者（18歳以上）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイシャ サイ イジョウ イリョウ タイオウ

				Ｑ4-1										できる

				Ｑ4-2										できない

				Ｑ4-3										要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン

		Ｑ5		5.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する訪問リハビリてーションを提供していますか イリョウテキ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ホウモン テイキョウ

				Ｑ5-1										提供している テイキョウ

				Ｑ5-2										提供していない テイキョウ

				Ｑ5-3										提供していないが対応は可能 テイキョウ タイオウ カノウ

				Ｑ5-4										要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン

		Ｑ6		6.重症心身障害児（者）在宅医療に対応できるようになるための条件はなんですか ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ ザイタク イリョウ タイオウ ジョウケン

				Ｑ6-1										診療報酬の点数が増えること シンリョウ ホウシュウ テンスウ フ

				Ｑ6-2										訪問看護尾の連携 ホウモン カンゴ オ レンケイ

				Ｑ6-3										病院との連携 ビョウイン レンケイ

				Ｑ6-4										在宅療養支援診療所と小児科医とのグループ診療 ザイタク リョウヨウ シエン シンリョウジョ ショウニ カ イ シンリョウ

				Ｑ6-5										在宅療養支援診療所に助言や相談を求めることができること ザイタク リョウヨウ シエン シンリョウジョ ジョゲン ソウダン モト

				Ｑ6-6										小児科医に助言や相談を求めることができること ショウニ カ イ ジョゲン ソウダン モト

				Ｑ6-7										経験のある医師がいること ケイケン イシ

				Ｑ6-8										研修などの自己のスキルアップ ケンシュウ ジコ

				Ｑ6-9										その他 タ

		Ｑ7		7.重症心身障害児（者）の方に対する医療、在宅生活等についてお気づきのことなど、ご自由にお書きください ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ カタ タイ イリョウ ザイタク セイカツ ナド キ ジユウ カ



		承諾可否 ショウダク カヒ		診療所名 シンリョウジョ メイ		電話番号 デンワ バンゴウ		郵便番号 ユウビンバンゴウ		所在地 ショザイチ		電話番号 デンワ バンゴウ		Ｑ１　1.医療ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する外来診療について、以下の医療行為に対応できますか。																								Ｑ２　2.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する往診及び訪問診療について、以下の医療行為に対応できますか																						Ｑ3		Ｑ4		Ｑ5		Ｑ6　6.重症心身障害児（者）在宅医療に対応できるようになるための条件はなんですか																		Ｑ7重症心身障害児（者）の方に対する医療、在宅生活等についてお気づきのことなど、ご自由にお書きください

														Ｑ1-1		Ｑ1-2		Ｑ1-3		Ｑ1-4		Ｑ1-5		Ｑ1-6		Ｑ1-7		Ｑ1-8		Ｑ1-9		Ｑ1-10		Ｑ1-11				Ｑ2-1		Ｑ2-2		Ｑ2-3		Ｑ2-4		Ｑ2-5		Ｑ2-6		Ｑ2-7		Ｑ2-8		Ｑ2-9		Ｑ2-10		Ｑ2-11								Ｑ6-1		Ｑ6-2		Ｑ6-3		Ｑ6-4		Ｑ6-5		Ｑ6-6		Ｑ6-7		Ｑ6-8		Ｑ6-9

		否 ヒ		不明 フメイ						不明 フメイ		不明 フメイ		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		7		0		0

		否 ヒ		不明 フメイ						不明 フメイ		不明 フメイ		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		1		1		0		0		0		1		0

		否 ヒ		不明 フメイ						不明 フメイ		不明 フメイ		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		不明 フメイ						不明 フメイ		不明 フメイ		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		0

		否 ヒ		不明 フメイ						不明 フメイ		不明 フメイ		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		否 ヒ		不明 フメイ						不明 フメイ		不明 フメイ		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		0		1		0

		否 ヒ		不明 フメイ						不明 フメイ		不明 フメイ		1		1		2		2		2		2		2		2		1		2		1				1		1		2		2		2		2		2		2		1		2		1		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		その他：各種の健康的処置の管理ができるかどうか。その訓練を受けているかどうかです。 タ カクシュ ケンコウテキ ショチ カンリ クンレン ウ

		否 ヒ		不明 フメイ						不明 フメイ		不明 フメイ		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		0		0		1		0		0

		否 ヒ		不明 フメイ						不明 フメイ		不明 フメイ		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		その他:スタッフ不足（医師、看護師、介助者）スペース不足 タ フソク イシ カンゴシ カイジョシャ フソク

		否 ヒ		宇都宮市保健所 ウツノミヤシ ホケンジョ				321-0974		宇都宮市竹林町972				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		その他：保健所は直接的な医療サービスを行っていないことから、今後も対応は行わない タ ホケンジョ チョクセツ テキ イリョウ オコナ コンゴ タイオウ オコナ

		承諾 ショウダク		深谷医院 フカヤ イイン		0285-75-0007 		321-4502		真岡市物井1268-7				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		1				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		1		2		2		2		0		0		1		1		0		0		0		0		0

		否 ヒ		こどもクリニックしまむら				326-0822		足利市田中町908-4				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		かしま産婦人科 サンフジンカ		0284-65-0341		326-0844		足利市鹿島町501-1				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		婦人科疾患（不正性器出血/帯下/外陰掻痒等）については外来対応させて頂いております フジンカ シッカン フセイ セイキ シュッケツ タイゲ ガイイン カ カユ ナド ガイライ タイオウ イタダ

		否 ヒ		医療法人雄仁会　奥山医院 イリョウ ホウジン ユウジン カイ オクヤマ イイン				322-0065		鹿沼市上材木町2320				1		3		3		3		3		3		1		3		3		2		2				1		3		2		3		2		3		1		3		3		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		1		1		0		0

		否 ヒ		水沼医院 ミズヌマ イイン				321-0628		那須烏山市金井1-14-8				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		3				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		飯野医院				321-4539		真岡市長沼730-1				3		2		2		2		2		3		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		おおきこどもクリニック		0285-41-0025 		329-0207		小山市美しが丘3-35-3				1		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		宇都宮市子ども発達センター診療所 ウツノミヤシ コ ハッタツ シンリョウジョ		028-647-4720		320-0851		栃木県宇都宮市鶴田町970-1				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		その他：子ども発達センター内の療育を利用する児の診療所であるため タ コ ハッタツ ナイ リョウイク リヨウ ジ シンリョウジョ

		承諾 ショウダク		中川医院 ナカガワ イイン		0287-62-0040		325-0057		那須塩原市黒磯幸町6-27				3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		1		0		1		0

		否 ヒ		ももやこどもクリニック				321-0118		宇都宮市インターパーク3-6-1				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		1		0		0		0		0		0

		否 ヒ		阿久津医院 アクツ イイン				329-1226		高根沢町大谷176-1 タカネザワマチ オオタニ				1		1		2		2		2		3		2		2		3		3		3				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		1		0		0		0		1		0		0

		否 ヒ		伊保内診療所 イホ ナイ シンリョウジョ				327-0034		佐野市伊保内町3841-1				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		1		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		にじいろこども診療所 シンリョウジョ		0285-44-7716		329-0414		下野市小金井4-1-1				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		0		1		1		0

		否 ヒ		戸野塚内科医院 トノヅカ ナイカ イイン				323-0064		小山市下石塚471				3		3		3		3		3		1		1		1		1		3		1				3		3		3		3		3		1		1		1		1		3		1		3		3		4		0		0		1		0		0		1		1		1		0

		否 ヒ		賀川診療所 カガワ シンリョウジョ				326-0843		足利市五十部町1785				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		1		0		1		0		0

		承諾 ショウダク		豊郷台クリニック ユタカ ゴウ ダイ		028-643-8998		320-0003		宇都宮市豊郷台2-21-3		028-643-8998（FAX8999）		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1				1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		2		0		1		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		いとうこどもクリニック		0289-63-5566		322-0025		鹿沼市緑町2-2-29				1		1		3		3		2		2		3		2		2		3		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		0		0		1		1		0

		承諾 ショウダク		清原台こどもクリニック キヨハラ ダイ		028-305-6017		321-3223		宇都宮市清原台2-4-14				1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		その他：医師、看護師の増員 タ イシ カンゴシ ゾウイン

		否 ヒ		阿部医院				324-0032		大田原市佐久山2018 オオタワラシ サクヤマ		0287-28-0053（FAX0287-28-2112）		1		1		2		2		2		2		1		2		1		2		1				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		4		0		1		1		0		1		0		0		1		0

		否 ヒ		中元内科医院 ナカモト ナイカ イイン				328-0027		栃木市今泉町2-10-18				1		3		2		2		2		3		2		2		3		2		3				3		3		2		2		2		3		2		2		3		2		3		2		2		2		0		0		1		0		1		0		0		1		0		①重症心身障害者の重症度の程度問題　②家庭の受け入れ問題、経済的負担 ジュウショウ シンシン ショウガイシャ ジュウショウ ド テイド モンダイ カテイ ウ イ モンダイ ケイザイテキ フタン

		否 ヒ		布川小児科 フカワ ショウニ カ				322-0036		鹿沼市下田町2-1099				1		1		3		3		2		3		2		2		2		3		3				1		1		3		3		2		3		2		2		2		2		3		2		2		2		0		1		1		1		0		0		1		1		0

		否 ヒ		ちづかクリニック				328-0133		栃木市大森町445-4		0282-31-3750		3		3		3		3		2		3		2		2		2		2		3				3		3		3		3		2		3		2		2		2		2		3		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		多島医院 タジマ イイン				321-1524		日光市足尾町赤沢21-28				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		否 ヒ		篠崎内科クリニック シノザキ ナイカ				321-3223		宇都宮市清原台6-1-13				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		否 ヒ		和久医院 ワク イイン				321-3324		芳賀町西水沼119-1				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		否 ヒ		近藤クリニック コンドウ				321-0634		那須烏山市野上町637-2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		0		0		0		0		1		0		0

		否 ヒ		高根沢内科クリニック タカネザワ ナイカ				321-4305		真岡市荒町2-11-1				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		岡田こどもクリニック オカダ				327-0832		佐野市植上町1408-2				1		3		3		3		3		2		3		2		3		3		3				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		0		0		0		0		0		往診医療ができたらと考えていた時もありましたが、現在は物理的に困難で申し訳ありません
重心のお子さんの通院所と個別の相談で応じる可能性はあります オウシン イリョウ カンガ トキ ゲンザイ ブツリテキ コンナン モウ ワケ ジュウシン コ ツウイン ジョ コベツ ソウダン オウ カノウセイ

		否 ヒ		真岡メディカルクリニック モオカ				321-4305		真岡市荒町3-49-6				3		3		3		3		3		3		3		3				3		3				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		0		0		0		1		1		0

		否 ヒ		いしだ整形外科 セイケイ ゲカ				321-0912		宇都宮市石井町3236-1				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		山中クリニック ヤマナカ				327-0835		佐野市植下町2468				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		1		1		0		0		1		0		0

		否 ヒ		医療法人　寿幸会　吉野医院 イリョウ ホウジン コトブキ サチ カイ ヨシノ イイン				320-0014		宇都宮市大曽4-9-11				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		1		1		0		0		1		0		0

		否 ヒ		柳田産婦人科・小児科医院 ヤナギダ サンフジンカ ショウニカ イイン				321-4361		真岡市並木町4-5-3				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		0

		否 ヒ		石田消化器科・内科クリニック イシダ ショウカキ カ ナイカ				321-0216		壬生町壬生丁259-7				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		1		0		0		0		0		0

		否 ヒ		赤羽胃腸科・外科・肛門科医院 アカバネ イチョウカ ゲカ コウモンカ イイン				324-0052		大田原市城山2-5-29				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		医療法人　文仁会　扶桑医院 イリョウ ホウジン ブン ジン カイ フソウ イイン				323-0016		小山市扶桑1-2-1				1		3		3		3		2		2		3		2		3		3		3				3		3		3		2		2		2		3		2		3		2		3		2		2		2		0		0		1		1		0		0		1		1		0

		否 ヒ		馬場医院 ババ イイン				327-0043		佐野市君田町35				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		否 ヒ		井戸川クリニック イドガワ				326-0331		足利市福富町2096-1				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		0		0		1		0		0		0

		否 ヒ		鎌田浅香医院 カマタ アサカ イイン				324-0043		大田原市浅香3-3-9				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		0		1		0		0		0		0		0		0		高額医療はひかえています。悪質ととらえられますので!! コウガク イリョウ アクシツ

		否 ヒ		山門クリニック ヤマカド				328-0031		栃木市日の出町6-35				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		0		0		0		1		0

		否 ヒ		新村ファミリークリニック ニイムラ				328-0011		栃木市大宮町2120-11				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		宇都宮東部クリニック ウツノミヤ トウブ				321-3223		宇都宮市清原台5-14-19				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1

		否 ヒ		車田医院 クルマダ イイン				324-0242		大田原市大豆田457-24				3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3				3		3		3		3		3		0		2		2		3		3		3		2		2		2		0		0		1		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		にがみどう内科クリニック ナイカ				322-0003		鹿沼市仁神堂町351-26				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		松谷内科胃腸科クリニック マツヤ ナイカ イチョウカ				321-3304		芳賀町祖母井1708-17				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		1		0		0

		否 ヒ		まなか医院 イイン				329-1225		高根沢町石末２０９３－１０				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		植木医院 ウエキ イイン				329-2224		塩谷町金枝950				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		1		2		2		2		2		3		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		0		0		0		0		0

		否 ヒ		大岡医院 オオオカ イイン				320-0047		宇都宮市一の沢274-7				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		川野クリニック カワノ				329-1112		宇都宮市上田原町660-6				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		0		1		0

		否 ヒ		陣内医院 ジンナイ イイン				321-0225		壬生町本丸1-7-10		0282-82-0242		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		1		0

		否 ヒ		船越医院 フナコシ イイン				328-0111		栃木市都賀町家中5986-6				1		1		2		2		2		2		2		2		3		2		3				1		1		2		2		2		2		2		2		3		2		3		2		2		2		0		1		1		0		1		1		0		1		0

		否 ヒ		林クリニック ハヤシ				321-0158		宇都宮市西川田本町1-8-29				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		0		0		0		0		0

		否 ヒ		河島医院 カワシマ イイン				329-3436		那須郡那須町伊王野1503				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		松本内科医院 マツモト ナイカ イイン				321-0226		壬生町中央町6-37				3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		否 ヒ		佐藤医院 サトウ イイン				329-2728		栃木県那須塩原市西栄町7-16 ３２９－２７２８		0287-36-0147		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1

		否 ヒ		渡部医院 ワタナベ イイン				329-3153		那須塩原市大原間140-1 ナスシオバラ シ オオハラマ				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		宇都宮市保健センター ウツノミヤシ ホケン				321-0964		宇都宮市駅前通り1-4-6				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		0

		否 ヒ		川村医院 カワムラ イイン				321-2522		日光市鬼怒川温泉大原1396-20				1		1		3		1		3		1		3		2		3		3		3				3		3		3		3		3		3		2		2		3		3		3		2		2		2		0		0		1		0		0		1		1		0		0

		否 ヒ		ほうずみ整形外科内科小児科医院				320-0047		宇都宮市一の沢2-1-43				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		小島内科医院 コジマ ナイカ イイン				321-0168		宇都宮市東原町5-3				3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		1		0		0		0		0

		否 ヒ		那須高原クリニック ナス コウゲン				329-3131		那須塩原市唐杉31-2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		サンフラワークリニック				323-0808		小山市出井1936				3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		昌平町こどもクリニック ショウヘイ マチ				326-0813		足利市昌平町2368				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		①中心となる施設へ患者が訪問するように、移動手段・補助（人、お金）を考えるべき。どうしても動けない、動かせない人のみ専門職（医者以外）が訪問しIT技術等で必要に応じてセンター施設のスペシャリストと連絡し治療（入院‥）の判断をし実行する。
②既存の人・技術・施設を日曜大工的発想で組み合わせて、システムを構築することには賛成できない。現状をどうにかするための方策でなく、医療の公正（正義）を行うためにどうすべきかを考えるべきだと思う チュウシン シセツ カンジャ ホウモン イドウ シュダン ホジョ ヒト カネ カンガ ウゴ ウゴ ヒト センモン ショク イシャ イガイ ホウモン ギジュツナド ヒツヨウ オウ シセツ レンラク チリョウ ニュウイン ハンダン ジッコウ キゾン ヒト ギジュツ シセツ ニチヨウ ダイク テキ ハッソウ ク ア コウチク サンセイ ゲンジョウ ホウサク イリョウ コウセイ セイギ オコナ カンガ オモ

		否 ヒ		赤田診療所 アカダ シンリョウジョ				329-2743		那須塩原市南赤田321-1192				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		手塚内科 テヅカ ナイカ				321-0966		宇都宮市今泉3-12-12				3		3		2		2		2		2		2		2		1		3		3				3		3		2		2		2		2		2		2		3		3		3		2		2		2		0		1		1		0		1		0		1		0		0		今まで具体的な症例に会っていません イマ グタイテキ ショウレイ ア

		否 ヒ		板橋医院 イタバシ イイン				327-0803		佐野市犬伏新町1308-2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		1		1		0

		否 ヒ		倉増医院 クラ マ イイン				320-0856		宇都宮市砥上町675-1				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		その他：人材の確保 タ ジンザイ カクホ

		否 ヒ		もてぎの森メディカルプラザ				321-3541		茂木町烏生田下郷330				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		宮澤クリニック ミヤザワ				329-0412		下野市柴291-2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		金澤医院 カナザワ イイン				325-0052		那須塩原市中央町1-8				1		1		2		2		2		1		2		2		2		2		2				1		1		2		2		2		1		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		つるたfamilyクリニック				320-0857		宇都宮市鶴田1-17-23				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		フォレストサイドクリニック				321-0152		宇都宮市西川田6-6-17		028-684-2775		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		今野内科胃腸科医院 コンノ ナイカ イチョウカ イイン				321-0151		宇都宮市西川田町933-1		028-645-6121		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		1		1		1		0

		否 ヒ		小島原医院 コジマ ハラ イイン				329-1104		宇都宮市下岡本町4075				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		1		0

		否 ヒ		永田内科眼科医院 ナガタ ナイカ ガンカイ イン				321-0982		宇都宮市御幸ヶ原町136-9		028-662-6774		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		1		0

		否 ヒ		大栗医院 オオクリ イイン				320-0034		宇都宮市泉町1-27				3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1

		否 ヒ		星小児科医院 ホシ ショウニカ イイン				321-0346		宇都宮市下荒針町3588-2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		金子内科医院 カネコ ナイカ イイン				320-0032		宇都宮市昭和1-1-31				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		否 ヒ		石川医院 イシカワ イイン				322-0015		栃木県鹿沼市上石川1-319 ３２２－００１５		0289-76-3145		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		当方では特別養護老人ホームの嘱託医を兼ねておりますため、24時間体制での診察となっております。今回のアンケートに対しましては、オーバーワークにつき協力いたしかねます。 トウホウ トクベツ ヨウゴ ロウジン ショクタクイ カ ジカン タイセイ シンサツ コンカイ タイ キョウリョク

		否 ヒ		しみずファミリークリニック				321-0951		宇都宮市越戸3-15-27				1		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		0		0		0		0		0

		否 ヒ		岡医院 オカ イイン				321-1403		日光市下鉢石町997-1				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		1		1		0		そもそも開業の小児科医が少ないうえに、在宅医療をやっている小児科はほとんどいないのが現状。以前、在宅の重症心身障害児の訪問診療を頼まれて行ったことがあるが、大人の訪問診療と勝手が違う為、内科医にはハードルが高いと感じた。是非、近くの小児科の先生に少しでも取り組んでもらうしかないかと思います。 カイギョウ ショウニ カ イ スク ザイタク イリョウ ショウニカ ゲンジョウ イゼン ザイタク ジュウショウ シンシン ショウガイジ ホウモン シンリョウ タノ オコナ オトナ ホウモン シンリョウ カッテ チガ タメ ナイカ イ タカ カン ゼヒ チカ ショウニカ センセイ スコ ト ク オモ

		否 ヒ		風見診療所 カザミ シンリョウジョ				329-2335		塩谷町上平27				3		3		1		3		2		3		3		2		1		3		3				3		1		1		3		2		2		3		3		2		1		3		3		2		2		0		1		1		0		1		0		1		1		0

		否 ヒ		土谷医院 ツチヤ イイン				321-0136		宇都宮市みどり野町14-3				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		1		0

		否 ヒ		遠藤小児科 エンドウ ショウニカ				321-0982		宇都宮市御幸ヶ原町224-10				1		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		1		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		油布医院 ユフ イイン				321-0414		宇都宮市中里町175-8				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		1		0

		承諾 ショウダク		さいとう小児科 ショウニカ		0282-22-0757 		328-0015		栃木市万町30番16号		0282-22-0757		1		1		3		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		1		0

		承諾 ショウダク		冨塚メデｲカルクリニック		028-666-2555		321-2116		宇都宮市徳次郎町888				1		1		2		2		2		2		2		2		1		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0		なるべく協力したいが、現在当院副院長が体調悪く、休養中のため困難となっています。 キョウリョク ゲンザイ トウイン フクインチョウ タイチョウ ワル キュウヨウチュウ コンナン

		承諾 ショウダク		山浦内科医院		0284-21-6653 		326-0843		足利市五十部町1256-5				1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3				1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		4		1		1		1		0		0		0		1		0		0

		承諾 ショウダク		小倉医院		0282-82-0057		321-0227		壬生町通町10-5				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		承諾 ショウダク		飯岡小児科		0289-65-3257		322-0074		鹿沼市日吉町569-2				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		3				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		3		2		2		2		0		0		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		角田内科医院		0285-53-5665 		329-0511		下野市石橋549				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		1		1		1		1		1		0		0

		承諾 ショウダク		おかべこどもクリニック		0285-40-7300 		329-0433		下野市緑5-17-12				3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		くろばね齋藤醫院		0287-54-0031		324-0233		大田原市黒羽田町612				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		1		0

		承諾 ショウダク		立花医院		0287-72-0311		325-0003		那須郡那須町寺子乙3967-190				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		その他：スタッフの充実　　1～9すべて当てはまります タ ジュウジツ ア

		承諾 ショウダク		さいとうハート＆キッズクリニック		0287-53-7979		324-0043		大田原市浅香1-4-3				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		1		0

		承諾 ショウダク		小山すぎの木クリニック		0285-30-3456		323-0806		小山市中久喜1131-1				1		1		1		1		1		1		2		2		2		1		1				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		4		1		1		0		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		有村小児科医院		028-656-7207		321-0912		宇都宮市石井町3128-11		028-656-7207		1		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		1		0		1		1		0		無床の診療所の小児科医としては、急性疾患（特に感染症が多く）への対応が中心です。時間に追われています。予防接種については、時間枠をとって対応できます。一次診療についても、訪問看護との連携等があれば対応可能な場合があります。（例えば点滴投薬等）現時点では往診は無理ですが。 ムショウ シンリョウジョ ショウニ カ イ キュウセイ シッカン トク カンセンショウ オオ タイオウ チュウシン ジカン オ ヨボウ セッシュ ジカンワク タイオウ イチジ シンリョウ ホウモン カンゴ レンケイ トウ タイオウ カノウ バアイ タト テンテキ トウヤク ナド ゲンジテン オウシン ムリ

		承諾 ショウダク		吉永医院		0285-63-2303		321-3564		茂木町増井190-1				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		1		1		0		0		0

		承諾 ショウダク		あさかクリニック		0287-22-2601		324-0043		大田原市浅香3-3711				1		1		2		2		2		2		1		1		2		2		2				1		1		2		2		2		2		1		1		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		坪水医院		0283-62-0265		327-0312		佐野市栃本町2241				1		1		3		3		3		3		3		3		1		3		3				1		1		3		3		3		3		3		3		1		3		3		3		3		3		0		1		1		0		0		0		0		1		0		若い頃、町田市にある重度心身障害者の施設にボランティアで行き、足で書いたお手紙をもらって感動しました。何かのお役にたてればと思いますが、現在実態がよく分かりません。 ワカ コロ マチダシ ジュウド シンシン ショウガイシャ シセツ イ アシ カ テガミ カンドウ ナニ ヤク オモ ゲンザイ ジッタイ ワ

		承諾 ショウダク		こどもヶ丘診療所		028-615-1077		321-0151		宇都宮市西川田町183-21				1		1		3		3		3		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		1		0		1		1		0

		承諾 ショウダク		竹田内科小児科クリニック		0282-29-1233		328-0011		栃木市大宮町52番地		0282-29-1233		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		0		1		1		1		0		0		1		0

		承諾 ショウダク		すながクリニック		0284-44-7211		326-0015		足利市八椚町494-1　				1		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		1		1		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		片山医院		028-661-9764		321-0944		宇都宮市東峰町3008-21				1		1		2		2		2		1		2		2		2		2		2				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		4		0		1		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		稲毛クリニック		0283-25-2566		327-0103		佐野市石塚町893-1				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		1		1		1		1		1		その他：当クリニックでは勤務医での診療のみを行っており、重症心身障害児に対応できるシステムはととのっておらず、申し訳ありません。 タ トウ キンムイ シンリョウ オコナ ジュウショウ シンシン ショウガイジ タイオウ モウ ワケ

		承諾 ショウダク		小川こどもクリニック		0289-74-5421		322-0027		鹿沼市貝島町5006-2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		くさの小児科		0284-73-7000		326-0335		足利市上渋垂町338-3				3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		みやの杜クリニック　		028-683-7811		321-0904		宇都宮市陽東2-4-5				1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1				3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		1		0		0		1		0		0		1		0		0		0		Q2訪問診療のみ対応可 ホウモン シンリョウ タイオウ カ

		承諾 ショウダク		にいたに内科　		028-675-6515		329-1231		塩谷郡高根沢町宝石台 3-3-19				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1

		承諾 ショウダク		よこやま内科小児科クリニック		0282-24-8102		328-0075		栃木市箱森町38-70				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		さいとうクリニック		0287-39-1805		329-2724		那須塩原市西幸町7-13				1		1		3		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		0		0		0		0		1		その他：現在の診療所での診療との兼ね合いが困難であり、複数の医師や看護師が必要 タ ゲンザイ シンリョウジョ シンリョウ カ ア コンナン フクスウ イシ カンゴシ ヒツヨウ

		承諾 ショウダク		桜井消化器科・内科		028-643-0870		320-0073		宇都宮市細谷1-7-38				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		承諾 ショウダク		佐藤医院		0287-96-2841		324-0501		那須郡那珂川町小川2960-1				1		1		3		3		2		3		3		2		1		1		1				1		1		3		3		2		3		3		2		1		1		1		3		3		4		0		1		1		1		0		1		0		0		0

		承諾 ショウダク		大根田内科医院		028-624-6322		320-0072		宇都宮市若草3-4-22				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		0		0		0		0		0		0		0		当方の医師が高齢であり、しかもスタッフがそろっていないので在宅医療は無理なので、ましてや重症心身障害者においておやです。 トウホウ イシ コウレイ ザイタク イリョウ ムリ ジュウショウ シンシン ショウガイシャ

		承諾 ショウダク		医療法人　赤羽病院		028-661-5446		321-0904		宇都宮市陽東7-2-2				1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3				3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		2		2		2		0		1		1		1		0		0		1		0		0

		承諾 ショウダク		田井の里クリニック		0285-81-6502		321-4301		真岡市西田井内外748-2				1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2				3		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		みずぬまクリニック		0287-39-1581		329-2751		那須塩原市東三島2-80-6				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		その他：在宅医療をやっていないので現状は無理である タ ザイタク イリョウ ゲンジョウ ムリ

		承諾 ショウダク		キッズクリニックはせがわ		0283-27-0200		327-0843		佐野市堀米町3946-6				1		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		その他：時間的余裕 タ ジカンテキ ヨユウ

		承諾 ショウダク		小森谷内科医院		0282-43-7327		329-4404		栃木市大平町富田4003-8				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		熊倉医院		0282-55-8425		329-4316		下都賀郡岩舟町新里180-1				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		いちはらファミリークリニック		028-612-8350		321-0414		宇都宮市中里町322				3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3				3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		1		2		0		1		1		1		0		1		0		1		0

		承諾 ショウダク		かとう小児科 ショウニカ		0282-82-7576		321-0218		壬生町落合3-7-30		 		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		福田こどもクリニック		028-659-8850		320-0852		栃木県宇都宮市下砥上町1545-20				1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3				1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		2		2		2		0		1		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		てらもと小児科		028-650-6636		321-0975		宇都宮市関堀町971-6				1		1		3		2		2		3		3		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		0		小児科医としてはもっと積極的に協力しなければいけないと思いますが、現在の我診療所の状態では不可能なことが多く残念です。 ショウニ カ イ セッキョクテキ キョウリョク オモ ゲンザイ ワガ シンリョウジョ ジョウタイ フカノウ オオ ザンネン

		承諾 ショウダク		木村内科医院		0288-22-7880		321-1264		日光市瀬尾497-1				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		承諾 ショウダク		こばやしファミリークリニック		0283-85-9900		327-0311		佐野市多田町566				1		1		1		1		3		1		1		2		1		1		1				1		1		1		1		3		1		1		3		1		1		1		3		3		2		0		1		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		あいファミリィクリニック足利 アシカガ		0284-22-3788		329-4213		足利市寺岡町505-1				1		1		1		1		1		1		1		3		1		1		1				1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		1		0		1		0		0		0		0		1		0

		承諾 ショウダク		腰塚医院		0282-62-2072		323-1104		栃木市藤岡町藤岡1845-10				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		1		1		1		1		0

		承諾 ショウダク		桜井こどもクリニック		0282-24-5987		328-0034		栃木市本町16-9				1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		承諾 ショウダク		神鳥谷クリニック		0285-22-7700		323-0827		小山市神鳥谷1-19-1		 		2		2		2		2		2		2		2		2		1		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		持田医院		0282-67-3661		329-0319		栃木市藤岡町中根115-5				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		4		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		田村医院		0282-43-3368		329-4423		栃木市大平町西水代1835-1				1		1		1		1		1		1		1		2		1		1		1				1		1		1		1		1		1		1		2		1		1		1		3		1		4		1		1		1		1		1		1		1		1		0		Q5.訪問看護、訪問リハビリテーションを利用 ホウモン カンゴ ホウモン リヨウ

		承諾 ショウダク		大橋内科クリニック		0282-82-8522		321-0219		壬生町福和田1003-1				1		1		2		2		2		3		2		2		2		2		3				1		1		2		2		2		3		2		2		2		2		3		3		3		2		0		1		1		0		0		0		0		1		0

		承諾 ショウダク		てらだファミリークリニック		028-654-2188		321-0132		宇都宮市雀の宮5-5-1				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		1		1		1		1		0

		承諾 ショウダク		あおい内科小児科ｸﾘﾆｯｸ		028-663-6000		321-0973		宇都宮市岩曽町1086-1				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		1		1		1		その他：往診時間の確保ができること タ オウシン ジカン カクホ

		承諾 ショウダク		飯塚医院		0287-92-2034		324-0613		那須郡那珂川町馬頭484-3				1		1		2		2		2		2		2		2		1		2		1				1		1		2		2		2		2		2		2		1		2		1		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		0

		承諾 ショウダク		やの小児科医院		0285-56-0280		329-0611		河内郡上三川町上三川3446-3				1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3				1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		2		2		2		0		1		1		1		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		仲嶋医院		028-681-7755		329-1311		さくら市氏家3245-17				3		3		3		3		2		3		3		3		3		2		3				3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		2		3		2		1		1		1		1		1		1		1		0		0		成人（18才以上）を対象に回答しました セイジン サイ イジョウ タイショウ カイトウ

		承諾 ショウダク		小林診療所		0285-82-3873		321-4369		真岡市熊倉3-10-7				1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		1				1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		1		2		2		2		0		1		0		0		0		1		0		0		0

		承諾 ショウダク		西真岡こどもクリニック		0285-81-7900		321-4341		真岡市高勢町3-205-1				1		1		1		3		1		1		1		1		1		3		3				1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		その他：現在おこなっています タ ゲンザイ

		承諾 ショウダク		鈴木医院		0285-72-2032		321-4217		益子町益子1747-2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		承諾 ショウダク		緑の屋根診療所		0283-20-2577		327-0843		佐野市堀米町1348-5				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		0		0		1		0		1		0		1		0		0		地域の社会資源が少ない。マンパワー不足 チイキ シャカイ シゲン スク ブソク

		承諾 ショウダク		ひがのクリニック		0285-74-0051 		321-4521		真岡市久下田941-1				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		豊郷中央渡辺内科　		028-622-8900		320-0004		宇都宮市長岡町1217-5				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		1				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		1		0		0

		承諾 ショウダク		きくちクリニック		028-683-3387		321-0903		宇都宮市下平出町614-2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		0		0

		承諾 ショウダク		サンレディースクリニック		0282-24-3541		328-0024		栃木市樋ノ口町504-1				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		医療法人　亀田内科		028-633-2884		320-0812		宇都宮市一番町1-28				1		1		1		2		2		1		2		2		2		2		1				1		1		1		2		2		1		2		2		2		2		1		3		3		3		0		0		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		越戸クリニック		028-660-6190		321-0951		宇都宮市越戸町139-6				1		1		2		2		2		3		2		2		2		2		3				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		佐藤内科		0285-53-1305		329-0511		下野市石橋839-14				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		承諾 ショウダク		グリムこどもクリニック		0285-51-1515		329-0502		下野市下古山2-6-17				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		事前連絡の上での一次診療、予防接種ですので、申し訳ありません。 ジゼン レンラク ウエ イチジ シンリョウ ヨボウ セッシュ モウ ワケ

		承諾 ショウダク		吉原医院		0288-21-0161		321-1261		日光市今市826-4				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		1		1		1		その他：設備 タ セツビ

		承諾 ショウダク		梅園医院		028-633-2869		320-0035		宇都宮市伝馬町3-28				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		1		0		0

		承諾 ショウダク		森田医院		028-633-1573		320-0861		宇都宮市西3-5-8				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		鈴木内科クリニック		028-655-1229		321-0139		宇都宮市若松原2-4-19				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		その他：24時間対応が必要となると考えますが、当院診療時間内の往診は難しいと考えます。 タ ジカン タイオウ ヒツヨウ カンガ トウイン シンリョウ ジカン ナイ オウシン ムズカ カンガ

		承諾 ショウダク		小松医院		0289-60-5515		322-0064		鹿沼市文化橋町2300-1				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		1		0		0		1		0



														1.医療ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する外来診療について、以下の医療行為に対応できますか。 イリョウ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ガイライ シンリョウ イカ イリョウ コウイ タイオウ																								2.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する往診及び訪問診療について、以下の医療行為に対応できますか イリョウテキ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ オウシン オヨ ホウモン シンリョウ イカ イリョウ コウイ タイオウ

														予防接種 ヨボウ セッシュ		一次診療
（経過観察、栄養観察を含む） イチジ シンリョウ ケイカ カンサツ エイヨウ カンサツ フク		経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ		経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ		中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ		酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ		気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ		人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ		尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ		人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ		褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ				予防接種 ヨボウ セッシュ		一次診療
（経過観察、栄養観察を含む） イチジ シンリョウ ケイカ カンサツ エイヨウ カンサツ フク		経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ		経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ		中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ		酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ		気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ		人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ		尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ		人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ		褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ

										1		できる		83		57		12		9		7		13		11		6		17		8		16		できる		39		29		8		6		5		9		9		6		10		7		12

										2		できない		55		80		127		134		142		130		136		146		131		137		124		できない		102		115		141		143		148		140		144		148		140		145		134

										3		要相談 ヨウ ソウダン		27		28		26		22		16		22		18		13		16		20		25		要相談 ヨウ ソウダン		24		21		16		16		12		15		12		11		15		13		19

																																																														0

														3.24時間、重症心身障害児（18歳未満）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイジ サイ ミマン イリョウ タイオウ

										1		できる		1

										2		できない		150

										3		要相談 ヨウ ソウダン		14

														4.24時間、重症心身障害者（18歳以上）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイシャ サイ イジョウ イリョウ タイオウ

										1		できる		3

										2		できない		150

										3		要相談 ヨウ ソウダン		12

														5.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する訪問リハビリてーションを提供していますか イリョウテキ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ホウモン テイキョウ

										1		提供している テイキョウ		1

										2		提供していない テイキョウ		152

										3		提供していないが対応は可能 テイキョウ タイオウ カノウ		4

										4		要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン		8

														6.重症心身障害児（者）在宅医療に対応できるようになるための条件はなんですか

										1		診療報酬の点数が増えること シンリョウ ホウシュウ テンスウ フ		24

										2		訪問看護尾の連携 ホウモン カンゴ オ レンケイ		73

										3		病院との連携 ビョウイン レンケイ		90

										4		在宅療養支援診療所と小児科医とのグループ診療 ザイタク リョウヨウ シエン シンリョウジョ ショウニ カ イ シンリョウ		43

										5		在宅療養支援診療所に助言や相談を求めることができること ザイタク リョウヨウ シエン シンリョウジョ ジョゲン ソウダン モト		28

										6		小児科医に助言や相談を求めることができること ショウニ カ イ ジョゲン ソウダン モト		26

										7		経験のある医師がいること ケイケン イシ		62

										8		研修などの自己のスキルアップ ケンシュウ ジコ		47

										9		その他 タ		21



できる	予防接種	一次診療	
（経過観察、栄養観察を含む）	経鼻経管栄養の管理	経皮経管栄養の管理	
（胃ろう）	中心静脈栄養の管理	酸素療法の管理	気管切開の管理	人工呼吸器の管理	尿道留置カテーテル	
の管理	人工肛門の管理	褥瘡の管理	83	57	12	9	7	13	11	6	17	8	16	できない	予防接種	一次診療	
（経過観察、栄養観察を含む）	経鼻経管栄養の管理	経皮経管栄養の管理	
（胃ろう）	中心静脈栄養の管理	酸素療法の管理	気管切開の管理	人工呼吸器の管理	尿道留置カテーテル	
の管理	人工肛門の管理	褥瘡の管理	55	80	127	134	142	130	136	146	131	137	124	要相談	予防接種	一次診療	
（経過観察、栄養観察を含む）	経鼻経管栄養の管理	経皮経管栄養の管理	
（胃ろう）	中心静脈栄養の管理	酸素療法の管理	気管切開の管理	人工呼吸器の管理	尿道留置カテーテル	
の管理	人工肛門の管理	褥瘡の管理	27	28	26	22	16	22	18	13	16	20	25	3.24時間、重症心身障害児（18歳未満）の医療に対応ができますか	できる	できない	要相談	1	150	14	4.24時間、重症心身障害者（18歳以上）の医療に対応ができますか	できる	できない	要相談	3	150	12	5.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する訪問リハビリてーションを提供していますか	提供している	提供していない	提供していないが対応は可能	要相談（条件による）	1	152	4	8	6.重症心身障害児（者）在宅医療に対応できるようになるための条件はなんですか	診療報酬の点数が増えること	訪問看護尾の連携	病院との連携	在宅療養支援診療所と小児科医とのグループ診療	在宅療養支援診療所に助言や相談を求めることができること	小児科医に	助言や相談を求めることができること	経験のある医師がいること	研修などの自己のスキルアップ	その他	24	73	90	43	28	26	62	47	21	できる	予防接種	一次診療	
（経過観察、栄養観察を含む）	経鼻経管栄養の管理	経皮経管栄養の管理	
（胃ろう）	中心静脈栄養の管理	酸素療法の管理	気管切開の管理	人工呼吸器の管理	尿道留置カテーテル	
の管理	人工肛門の管理	褥瘡の管理	39	29	8	6	5	9	9	6	10	7	12	できない	予防接種	一次診療	
（経過観察、栄養観察を含む）	経鼻経管栄養の管理	経皮経管栄養の管理	
（胃ろう）	中心静脈栄養の管理	酸素療法の管理	気管切開の管理	人工呼吸器の管理	尿道留置カテーテル	
の管理	人工肛門の管理	褥瘡の管理	102	115	141	143	148	140	144	148	140	145	134	要相談	予防接種	一次診療	
（経過観察、栄養観察を含む）	経鼻経管栄養の管理	経皮経管栄養の管理	
（胃ろう）	中心静脈栄養の管理	酸素療法の管理	気管切開の管理	人工呼吸器の管理	尿道留置カテーテル	
の管理	人工肛門の管理	褥瘡の管理	24	21	16	16	12	15	12	11	15	13	19	

診療所 (2)

		Ｑ１		1.医療ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する外来診療について、以下の医療行為に対応できますか。 イリョウ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ガイライ シンリョウ イカ イリョウ コウイ タイオウ

				Ｑ1-1										予防接種 ヨボウ セッシュ

				Ｑ1-2										一次診療
（経過観察、栄養観察を含む） イチジ シンリョウ ケイカ カンサツ エイヨウ カンサツ フク

				Ｑ1-3										経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ

				Ｑ1-4										経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ

				Ｑ1-5										中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ

				Ｑ1-6										酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ

				Ｑ1-7										気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ

				Ｑ1-8										人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ

				Ｑ1-9										尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ

				Ｑ1-10										人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ

				Ｑ1-11										褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ

		Ｑ２		2.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する往診及び訪問診療について、以下の医療行為に対応できますか イリョウテキ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ オウシン オヨ ホウモン シンリョウ イカ イリョウ コウイ タイオウ

				Ｑ2-1										予防接種 ヨボウ セッシュ

				Ｑ2-2										一次診療
（経過観察、栄養観察を含む） イチジ シンリョウ ケイカ カンサツ エイヨウ カンサツ フク

				Ｑ2-3										経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ

				Ｑ2-4										経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ

				Ｑ2-5										中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ

				Ｑ2-6										酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ

				Ｑ2-7										気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ

				Ｑ2-8										人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ

				Ｑ2-9										尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ

				Ｑ2-10										人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ

				Ｑ2-11										褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ

		Ｑ3		3.24時間、重症心身障害児（18歳未満）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイジ サイ ミマン イリョウ タイオウ

				Ｑ3-1										できる

				Ｑ3-2										できない

				Ｑ3-3										要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン

		Ｑ4		4.24時間、重症心身障害者（18歳以上）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイシャ サイ イジョウ イリョウ タイオウ

				Ｑ4-1										できる

				Ｑ4-2										できない

				Ｑ4-3										要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン

		Ｑ5		5.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する訪問リハビリてーションを提供していますか イリョウテキ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ホウモン テイキョウ

				Ｑ5-1										提供している テイキョウ

				Ｑ5-2										提供していない テイキョウ

				Ｑ5-3										提供していないが対応は可能 テイキョウ タイオウ カノウ

				Ｑ5-4										要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン

		Ｑ6		6.重症心身障害児（者）在宅医療に対応できるようになるための条件はなんですか ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ ザイタク イリョウ タイオウ ジョウケン

				Ｑ6-1										診療報酬の点数が増えること シンリョウ ホウシュウ テンスウ フ

				Ｑ6-2										訪問看護尾の連携 ホウモン カンゴ オ レンケイ

				Ｑ6-3										病院との連携 ビョウイン レンケイ

				Ｑ6-4										在宅療養支援診療所と小児科医とのグループ診療 ザイタク リョウヨウ シエン シンリョウジョ ショウニ カ イ シンリョウ

				Ｑ6-5										在宅療養支援診療所に助言や相談を求めることができること ザイタク リョウヨウ シエン シンリョウジョ ジョゲン ソウダン モト

				Ｑ6-6										小児科医に助言や相談を求めることができること ショウニ カ イ ジョゲン ソウダン モト

				Ｑ6-7										経験のある医師がいること ケイケン イシ

				Ｑ6-8										研修などの自己のスキルアップ ケンシュウ ジコ

				Ｑ6-9										その他 タ

		Ｑ7		7.重症心身障害児（者）の方に対する医療、在宅生活等についてお気づきのことなど、ご自由にお書きください ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ カタ タイ イリョウ ザイタク セイカツ ナド キ ジユウ カ



		承諾可否 ショウダク カヒ		診療所名 シンリョウジョ メイ		電話番号 デンワ バンゴウ		郵便番号 ユウビンバンゴウ		所在地 ショザイチ		電話番号 デンワ バンゴウ		Ｑ１　1.医療ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する外来診療について、以下の医療行為に対応できますか。																								Ｑ２　2.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する往診及び訪問診療について、以下の医療行為に対応できますか																						Ｑ3		Ｑ4		Ｑ5		Ｑ6　6.重症心身障害児（者）在宅医療に対応できるようになるための条件はなんですか																		Ｑ7重症心身障害児（者）の方に対する医療、在宅生活等についてお気づきのことなど、ご自由にお書きください

														Ｑ1-1		Ｑ1-2		Ｑ1-3		Ｑ1-4		Ｑ1-5		Ｑ1-6		Ｑ1-7		Ｑ1-8		Ｑ1-9		Ｑ1-10		Ｑ1-11				Ｑ2-1		Ｑ2-2		Ｑ2-3		Ｑ2-4		Ｑ2-5		Ｑ2-6		Ｑ2-7		Ｑ2-8		Ｑ2-9		Ｑ2-10		Ｑ2-11								Ｑ6-1		Ｑ6-2		Ｑ6-3		Ｑ6-4		Ｑ6-5		Ｑ6-6		Ｑ6-7		Ｑ6-8		Ｑ6-9

		否 ヒ		不明 フメイ						不明 フメイ		不明 フメイ		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		7		0		0

		否 ヒ		不明 フメイ						不明 フメイ		不明 フメイ		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		1		1		0		0		0		1		0

		否 ヒ		不明 フメイ						不明 フメイ		不明 フメイ		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		不明 フメイ						不明 フメイ		不明 フメイ		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		0

		否 ヒ		不明 フメイ						不明 フメイ		不明 フメイ		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		否 ヒ		不明 フメイ						不明 フメイ		不明 フメイ		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		0		1		0

		否 ヒ		不明 フメイ						不明 フメイ		不明 フメイ		1		1		2		2		2		2		2		2		1		2		1				1		1		2		2		2		2		2		2		1		2		1		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		その他：各種の健康的処置の管理ができるかどうか。その訓練を受けているかどうかです。 タ カクシュ ケンコウテキ ショチ カンリ クンレン ウ

		否 ヒ		不明 フメイ						不明 フメイ		不明 フメイ		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		0		0		1		0		0

		否 ヒ		不明 フメイ						不明 フメイ		不明 フメイ		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		その他:スタッフ不足（医師、看護師、介助者）スペース不足 タ フソク イシ カンゴシ カイジョシャ フソク

		否 ヒ		宇都宮市保健所 ウツノミヤシ ホケンジョ				321-0974		宇都宮市竹林町972				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		その他：保健所は直接的な医療サービスを行っていないことから、今後も対応は行わない タ ホケンジョ チョクセツ テキ イリョウ オコナ コンゴ タイオウ オコナ

		承諾 ショウダク		深谷医院 フカヤ イイン		0285-75-0007 		321-4502		真岡市物井1268-7				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		1				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		1		2		2		2		0		0		1		1		0		0		0		0		0

		否 ヒ		こどもクリニックしまむら				326-0822		足利市田中町908-4				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		かしま産婦人科 サンフジンカ		0284-65-0341		326-0844		足利市鹿島町501-1				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		婦人科疾患（不正性器出血/帯下/外陰掻痒等）については外来対応させて頂いております フジンカ シッカン フセイ セイキ シュッケツ タイゲ ガイイン カ カユ ナド ガイライ タイオウ イタダ

		否 ヒ		医療法人雄仁会　奥山医院 イリョウ ホウジン ユウジン カイ オクヤマ イイン				322-0065		鹿沼市上材木町2320				1		3		3		3		3		3		1		3		3		2		2				1		3		2		3		2		3		1		3		3		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		1		1		0		0

		否 ヒ		水沼医院 ミズヌマ イイン				321-0628		那須烏山市金井1-14-8				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		3				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		飯野医院				321-4539		真岡市長沼730-1				3		2		2		2		2		3		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		おおきこどもクリニック		0285-41-0025 		329-0207		小山市美しが丘3-35-3				1		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		宇都宮市子ども発達センター診療所 ウツノミヤシ コ ハッタツ シンリョウジョ		028-647-4720		320-0851		栃木県宇都宮市鶴田町970-1				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		その他：子ども発達センター内の療育を利用する児の診療所であるため タ コ ハッタツ ナイ リョウイク リヨウ ジ シンリョウジョ

		承諾 ショウダク		中川医院 ナカガワ イイン		0287-62-0040		325-0057		那須塩原市黒磯幸町6-27				3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		1		0		1		0

		否 ヒ		ももやこどもクリニック				321-0118		宇都宮市インターパーク3-6-1				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		1		0		0		0		0		0

		否 ヒ		阿久津医院 アクツ イイン				329-1226		高根沢町大谷176-1 タカネザワマチ オオタニ				1		1		2		2		2		3		2		2		3		3		3				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		1		0		0		0		1		0		0

		否 ヒ		伊保内診療所 イホ ナイ シンリョウジョ				327-0034		佐野市伊保内町3841-1				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		1		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		にじいろこども診療所 シンリョウジョ		0285-44-7716		329-0414		下野市小金井4-1-1				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		0		1		1		0

		否 ヒ		戸野塚内科医院 トノヅカ ナイカ イイン				323-0064		小山市下石塚471				3		3		3		3		3		1		1		1		1		3		1				3		3		3		3		3		1		1		1		1		3		1		3		3		4		0		0		1		0		0		1		1		1		0

		否 ヒ		賀川診療所 カガワ シンリョウジョ				326-0843		足利市五十部町1785				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		1		0		1		0		0

		承諾 ショウダク		豊郷台クリニック ユタカ ゴウ ダイ		028-643-8998		320-0003		宇都宮市豊郷台2-21-3		028-643-8998（FAX8999）		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1				1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		2		0		1		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		いとうこどもクリニック		0289-63-5566		322-0025		鹿沼市緑町2-2-29				1		1		3		3		2		2		3		2		2		3		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		0		0		1		1		0

		承諾 ショウダク		清原台こどもクリニック キヨハラ ダイ		028-305-6017		321-3223		宇都宮市清原台2-4-14				1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		その他：医師、看護師の増員 タ イシ カンゴシ ゾウイン

		否 ヒ		阿部医院				324-0032		大田原市佐久山2018 オオタワラシ サクヤマ		0287-28-0053（FAX0287-28-2112）		1		1		2		2		2		2		1		2		1		2		1				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		4		0		1		1		0		1		0		0		1		0

		否 ヒ		中元内科医院 ナカモト ナイカ イイン				328-0027		栃木市今泉町2-10-18				1		3		2		2		2		3		2		2		3		2		3				3		3		2		2		2		3		2		2		3		2		3		2		2		2		0		0		1		0		1		0		0		1		0		①重症心身障害者の重症度の程度問題　②家庭の受け入れ問題、経済的負担 ジュウショウ シンシン ショウガイシャ ジュウショウ ド テイド モンダイ カテイ ウ イ モンダイ ケイザイテキ フタン

		否 ヒ		布川小児科 フカワ ショウニ カ				322-0036		鹿沼市下田町2-1099				1		1		3		3		2		3		2		2		2		3		3				1		1		3		3		2		3		2		2		2		2		3		2		2		2		0		1		1		1		0		0		1		1		0

		否 ヒ		ちづかクリニック				328-0133		栃木市大森町445-4		0282-31-3750		3		3		3		3		2		3		2		2		2		2		3				3		3		3		3		2		3		2		2		2		2		3		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		多島医院 タジマ イイン				321-1524		日光市足尾町赤沢21-28				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		否 ヒ		篠崎内科クリニック シノザキ ナイカ				321-3223		宇都宮市清原台6-1-13				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		否 ヒ		和久医院 ワク イイン				321-3324		芳賀町西水沼119-1				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		否 ヒ		近藤クリニック コンドウ				321-0634		那須烏山市野上町637-2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		0		0		0		0		1		0		0

		否 ヒ		高根沢内科クリニック タカネザワ ナイカ				321-4305		真岡市荒町2-11-1				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		岡田こどもクリニック オカダ				327-0832		佐野市植上町1408-2				1		3		3		3		3		2		3		2		3		3		3				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		0		0		0		0		0		往診医療ができたらと考えていた時もありましたが、現在は物理的に困難で申し訳ありません
重心のお子さんの通院所と個別の相談で応じる可能性はあります オウシン イリョウ カンガ トキ ゲンザイ ブツリテキ コンナン モウ ワケ ジュウシン コ ツウイン ジョ コベツ ソウダン オウ カノウセイ

		否 ヒ		真岡メディカルクリニック モオカ				321-4305		真岡市荒町3-49-6				3		3		3		3		3		3		3		3				3		3				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		0		0		0		1		1		0

		否 ヒ		いしだ整形外科 セイケイ ゲカ				321-0912		宇都宮市石井町3236-1				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		山中クリニック ヤマナカ				327-0835		佐野市植下町2468				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		1		1		0		0		1		0		0

		否 ヒ		医療法人　寿幸会　吉野医院 イリョウ ホウジン コトブキ サチ カイ ヨシノ イイン				320-0014		宇都宮市大曽4-9-11				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		1		1		0		0		1		0		0

		否 ヒ		柳田産婦人科・小児科医院 ヤナギダ サンフジンカ ショウニカ イイン				321-4361		真岡市並木町4-5-3				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		0

		否 ヒ		石田消化器科・内科クリニック イシダ ショウカキ カ ナイカ				321-0216		壬生町壬生丁259-7				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		1		0		0		0		0		0

		否 ヒ		赤羽胃腸科・外科・肛門科医院 アカバネ イチョウカ ゲカ コウモンカ イイン				324-0052		大田原市城山2-5-29				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		医療法人　文仁会　扶桑医院 イリョウ ホウジン ブン ジン カイ フソウ イイン				323-0016		小山市扶桑1-2-1				1		3		3		3		2		2		3		2		3		3		3				3		3		3		2		2		2		3		2		3		2		3		2		2		2		0		0		1		1		0		0		1		1		0

		否 ヒ		馬場医院 ババ イイン				327-0043		佐野市君田町35				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		否 ヒ		井戸川クリニック イドガワ				326-0331		足利市福富町2096-1				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		0		0		1		0		0		0

		否 ヒ		鎌田浅香医院 カマタ アサカ イイン				324-0043		大田原市浅香3-3-9				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		0		1		0		0		0		0		0		0		高額医療はひかえています。悪質ととらえられますので!! コウガク イリョウ アクシツ

		否 ヒ		山門クリニック ヤマカド				328-0031		栃木市日の出町6-35				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		0		0		0		1		0

		否 ヒ		新村ファミリークリニック ニイムラ				328-0011		栃木市大宮町2120-11				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		宇都宮東部クリニック ウツノミヤ トウブ				321-3223		宇都宮市清原台5-14-19				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1

		否 ヒ		車田医院 クルマダ イイン				324-0242		大田原市大豆田457-24				3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3				3		3		3		3		3		0		2		2		3		3		3		2		2		2		0		0		1		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		にがみどう内科クリニック ナイカ				322-0003		鹿沼市仁神堂町351-26				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		松谷内科胃腸科クリニック マツヤ ナイカ イチョウカ				321-3304		芳賀町祖母井1708-17				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		1		0		0

		否 ヒ		まなか医院 イイン				329-1225		高根沢町石末２０９３－１０				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		植木医院 ウエキ イイン				329-2224		塩谷町金枝950				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		1		2		2		2		2		3		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		0		0		0		0		0

		否 ヒ		大岡医院 オオオカ イイン				320-0047		宇都宮市一の沢274-7				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		川野クリニック カワノ				329-1112		宇都宮市上田原町660-6				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		0		1		0

		否 ヒ		陣内医院 ジンナイ イイン				321-0225		壬生町本丸1-7-10		0282-82-0242		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		1		0

		否 ヒ		船越医院 フナコシ イイン				328-0111		栃木市都賀町家中5986-6				1		1		2		2		2		2		2		2		3		2		3				1		1		2		2		2		2		2		2		3		2		3		2		2		2		0		1		1		0		1		1		0		1		0

		否 ヒ		林クリニック ハヤシ				321-0158		宇都宮市西川田本町1-8-29				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		0		0		0		0		0

		否 ヒ		河島医院 カワシマ イイン				329-3436		那須郡那須町伊王野1503				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		松本内科医院 マツモト ナイカ イイン				321-0226		壬生町中央町6-37				3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		否 ヒ		佐藤医院 サトウ イイン				329-2728		栃木県那須塩原市西栄町7-16 ３２９－２７２８		0287-36-0147		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1

		否 ヒ		渡部医院 ワタナベ イイン				329-3153		那須塩原市大原間140-1 ナスシオバラ シ オオハラマ				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		宇都宮市保健センター ウツノミヤシ ホケン				321-0964		宇都宮市駅前通り1-4-6				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		0

		否 ヒ		川村医院 カワムラ イイン				321-2522		日光市鬼怒川温泉大原1396-20				1		1		3		1		3		1		3		2		3		3		3				3		3		3		3		3		3		2		2		3		3		3		2		2		2		0		0		1		0		0		1		1		0		0

		否 ヒ		ほうずみ整形外科内科小児科医院				320-0047		宇都宮市一の沢2-1-43				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		小島内科医院 コジマ ナイカ イイン				321-0168		宇都宮市東原町5-3				3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		1		0		0		0		0

		否 ヒ		那須高原クリニック ナス コウゲン				329-3131		那須塩原市唐杉31-2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		サンフラワークリニック				323-0808		小山市出井1936				3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		昌平町こどもクリニック ショウヘイ マチ				326-0813		足利市昌平町2368				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		①中心となる施設へ患者が訪問するように、移動手段・補助（人、お金）を考えるべき。どうしても動けない、動かせない人のみ専門職（医者以外）が訪問しIT技術等で必要に応じてセンター施設のスペシャリストと連絡し治療（入院‥）の判断をし実行する。
②既存の人・技術・施設を日曜大工的発想で組み合わせて、システムを構築することには賛成できない。現状をどうにかするための方策でなく、医療の公正（正義）を行うためにどうすべきかを考えるべきだと思う チュウシン シセツ カンジャ ホウモン イドウ シュダン ホジョ ヒト カネ カンガ ウゴ ウゴ ヒト センモン ショク イシャ イガイ ホウモン ギジュツナド ヒツヨウ オウ シセツ レンラク チリョウ ニュウイン ハンダン ジッコウ キゾン ヒト ギジュツ シセツ ニチヨウ ダイク テキ ハッソウ ク ア コウチク サンセイ ゲンジョウ ホウサク イリョウ コウセイ セイギ オコナ カンガ オモ

		否 ヒ		赤田診療所 アカダ シンリョウジョ				329-2743		那須塩原市南赤田321-1192				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		手塚内科 テヅカ ナイカ				321-0966		宇都宮市今泉3-12-12				3		3		2		2		2		2		2		2		1		3		3				3		3		2		2		2		2		2		2		3		3		3		2		2		2		0		1		1		0		1		0		1		0		0		今まで具体的な症例に会っていません イマ グタイテキ ショウレイ ア

		否 ヒ		板橋医院 イタバシ イイン				327-0803		佐野市犬伏新町1308-2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		1		1		0

		否 ヒ		倉増医院 クラ マ イイン				320-0856		宇都宮市砥上町675-1				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		その他：人材の確保 タ ジンザイ カクホ

		否 ヒ		もてぎの森メディカルプラザ				321-3541		茂木町烏生田下郷330				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		宮澤クリニック ミヤザワ				329-0412		下野市柴291-2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		金澤医院 カナザワ イイン				325-0052		那須塩原市中央町1-8				1		1		2		2		2		1		2		2		2		2		2				1		1		2		2		2		1		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		つるたfamilyクリニック				320-0857		宇都宮市鶴田1-17-23				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		フォレストサイドクリニック				321-0152		宇都宮市西川田6-6-17		028-684-2775		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		今野内科胃腸科医院 コンノ ナイカ イチョウカ イイン				321-0151		宇都宮市西川田町933-1		028-645-6121		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		1		1		1		0

		否 ヒ		小島原医院 コジマ ハラ イイン				329-1104		宇都宮市下岡本町4075				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		1		0

		否 ヒ		永田内科眼科医院 ナガタ ナイカ ガンカイ イン				321-0982		宇都宮市御幸ヶ原町136-9		028-662-6774		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		1		0

		否 ヒ		大栗医院 オオクリ イイン				320-0034		宇都宮市泉町1-27				3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1

		否 ヒ		星小児科医院 ホシ ショウニカ イイン				321-0346		宇都宮市下荒針町3588-2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		金子内科医院 カネコ ナイカ イイン				320-0032		宇都宮市昭和1-1-31				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		否 ヒ		石川医院 イシカワ イイン				322-0015		栃木県鹿沼市上石川1-319 ３２２－００１５		0289-76-3145		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		当方では特別養護老人ホームの嘱託医を兼ねておりますため、24時間体制での診察となっております。今回のアンケートに対しましては、オーバーワークにつき協力いたしかねます。 トウホウ トクベツ ヨウゴ ロウジン ショクタクイ カ ジカン タイセイ シンサツ コンカイ タイ キョウリョク

		否 ヒ		しみずファミリークリニック				321-0951		宇都宮市越戸3-15-27				1		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		0		0		0		0		0

		否 ヒ		岡医院 オカ イイン				321-1403		日光市下鉢石町997-1				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		1		1		0		そもそも開業の小児科医が少ないうえに、在宅医療をやっている小児科はほとんどいないのが現状。以前、在宅の重症心身障害児の訪問診療を頼まれて行ったことがあるが、大人の訪問診療と勝手が違う為、内科医にはハードルが高いと感じた。是非、近くの小児科の先生に少しでも取り組んでもらうしかないかと思います。 カイギョウ ショウニ カ イ スク ザイタク イリョウ ショウニカ ゲンジョウ イゼン ザイタク ジュウショウ シンシン ショウガイジ ホウモン シンリョウ タノ オコナ オトナ ホウモン シンリョウ カッテ チガ タメ ナイカ イ タカ カン ゼヒ チカ ショウニカ センセイ スコ ト ク オモ

		否 ヒ		風見診療所 カザミ シンリョウジョ				329-2335		塩谷町上平27				3		3		1		3		2		3		3		2		1		3		3				3		1		1		3		2		2		3		3		2		1		3		3		2		2		0		1		1		0		1		0		1		1		0

		否 ヒ		土谷医院 ツチヤ イイン				321-0136		宇都宮市みどり野町14-3				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		1		0

		否 ヒ		遠藤小児科 エンドウ ショウニカ				321-0982		宇都宮市御幸ヶ原町224-10				1		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		1		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		油布医院 ユフ イイン				321-0414		宇都宮市中里町175-8				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		1		0

		承諾 ショウダク		さいとう小児科 ショウニカ		0282-22-0757 		328-0015		栃木市万町30番16号		0282-22-0757		1		1		3		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		1		0

		承諾 ショウダク		冨塚メデｲカルクリニック		028-666-2555		321-2116		宇都宮市徳次郎町888				1		1		2		2		2		2		2		2		1		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0		なるべく協力したいが、現在当院副院長が体調悪く、休養中のため困難となっています。 キョウリョク ゲンザイ トウイン フクインチョウ タイチョウ ワル キュウヨウチュウ コンナン

		承諾 ショウダク		山浦内科医院		0284-21-6653 		326-0843		足利市五十部町1256-5				1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3				1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		4		1		1		1		0		0		0		1		0		0

		承諾 ショウダク		小倉医院		0282-82-0057		321-0227		壬生町通町10-5				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		承諾 ショウダク		飯岡小児科		0289-65-3257		322-0074		鹿沼市日吉町569-2				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		3				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		3		2		2		2		0		0		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		角田内科医院		0285-53-5665 		329-0511		下野市石橋549				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		1		1		1		1		1		0		0

		承諾 ショウダク		おかべこどもクリニック		0285-40-7300 		329-0433		下野市緑5-17-12				3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		くろばね齋藤醫院		0287-54-0031		324-0233		大田原市黒羽田町612				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		1		0

		承諾 ショウダク		立花医院		0287-72-0311		325-0003		那須郡那須町寺子乙3967-190				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		その他：スタッフの充実　　1～9すべて当てはまります タ ジュウジツ ア

		承諾 ショウダク		さいとうハート＆キッズクリニック		0287-53-7979		324-0043		大田原市浅香1-4-3				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		1		0

		承諾 ショウダク		小山すぎの木クリニック		0285-30-3456		323-0806		小山市中久喜1131-1				1		1		1		1		1		1		2		2		2		1		1				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		4		1		1		0		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		有村小児科医院		028-656-7207		321-0912		宇都宮市石井町3128-11		028-656-7207		1		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		1		0		1		1		0		無床の診療所の小児科医としては、急性疾患（特に感染症が多く）への対応が中心です。時間に追われています。予防接種については、時間枠をとって対応できます。一次診療についても、訪問看護との連携等があれば対応可能な場合があります。（例えば点滴投薬等）現時点では往診は無理ですが。 ムショウ シンリョウジョ ショウニ カ イ キュウセイ シッカン トク カンセンショウ オオ タイオウ チュウシン ジカン オ ヨボウ セッシュ ジカンワク タイオウ イチジ シンリョウ ホウモン カンゴ レンケイ トウ タイオウ カノウ バアイ タト テンテキ トウヤク ナド ゲンジテン オウシン ムリ

		承諾 ショウダク		吉永医院		0285-63-2303		321-3564		茂木町増井190-1				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		1		1		0		0		0

		承諾 ショウダク		あさかクリニック		0287-22-2601		324-0043		大田原市浅香3-3711				1		1		2		2		2		2		1		1		2		2		2				1		1		2		2		2		2		1		1		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		坪水医院		0283-62-0265		327-0312		佐野市栃本町2241				1		1		3		3		3		3		3		3		1		3		3				1		1		3		3		3		3		3		3		1		3		3		3		3		3		0		1		1		0		0		0		0		1		0		若い頃、町田市にある重度心身障害者の施設にボランティアで行き、足で書いたお手紙をもらって感動しました。何かのお役にたてればと思いますが、現在実態がよく分かりません。 ワカ コロ マチダシ ジュウド シンシン ショウガイシャ シセツ イ アシ カ テガミ カンドウ ナニ ヤク オモ ゲンザイ ジッタイ ワ

		承諾 ショウダク		こどもヶ丘診療所		028-615-1077		321-0151		宇都宮市西川田町183-21				1		1		3		3		3		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		1		0		1		1		0

		承諾 ショウダク		竹田内科小児科クリニック		0282-29-1233		328-0011		栃木市大宮町52番地		0282-29-1233		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		0		1		1		1		0		0		1		0

		承諾 ショウダク		すながクリニック		0284-44-7211		326-0015		足利市八椚町494-1　				1		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		1		1		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		片山医院		028-661-9764		321-0944		宇都宮市東峰町3008-21				1		1		2		2		2		1		2		2		2		2		2				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		4		0		1		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		稲毛クリニック		0283-25-2566		327-0103		佐野市石塚町893-1				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		1		1		1		1		1		その他：当クリニックでは勤務医での診療のみを行っており、重症心身障害児に対応できるシステムはととのっておらず、申し訳ありません。 タ トウ キンムイ シンリョウ オコナ ジュウショウ シンシン ショウガイジ タイオウ モウ ワケ

		承諾 ショウダク		小川こどもクリニック		0289-74-5421		322-0027		鹿沼市貝島町5006-2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		くさの小児科		0284-73-7000		326-0335		足利市上渋垂町338-3				3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		みやの杜クリニック　		028-683-7811		321-0904		宇都宮市陽東2-4-5				1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1				3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		1		0		0		1		0		0		1		0		0		0		Q2訪問診療のみ対応可 ホウモン シンリョウ タイオウ カ

		承諾 ショウダク		にいたに内科　		028-675-6515		329-1231		塩谷郡高根沢町宝石台 3-3-19				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1

		承諾 ショウダク		よこやま内科小児科クリニック		0282-24-8102		328-0075		栃木市箱森町38-70				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		さいとうクリニック		0287-39-1805		329-2724		那須塩原市西幸町7-13				1		1		3		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		0		0		0		0		1		その他：現在の診療所での診療との兼ね合いが困難であり、複数の医師や看護師が必要 タ ゲンザイ シンリョウジョ シンリョウ カ ア コンナン フクスウ イシ カンゴシ ヒツヨウ

		承諾 ショウダク		桜井消化器科・内科		028-643-0870		320-0073		宇都宮市細谷1-7-38				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		承諾 ショウダク		佐藤医院		0287-96-2841		324-0501		那須郡那珂川町小川2960-1				1		1		3		3		2		3		3		2		1		1		1				1		1		3		3		2		3		3		2		1		1		1		3		3		4		0		1		1		1		0		1		0		0		0

		承諾 ショウダク		大根田内科医院		028-624-6322		320-0072		宇都宮市若草3-4-22				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		0		0		0		0		0		0		0		当方の医師が高齢であり、しかもスタッフがそろっていないので在宅医療は無理なので、ましてや重症心身障害者においておやです。 トウホウ イシ コウレイ ザイタク イリョウ ムリ ジュウショウ シンシン ショウガイシャ

		承諾 ショウダク		医療法人　赤羽病院		028-661-5446		321-0904		宇都宮市陽東7-2-2				1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3				3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		2		2		2		0		1		1		1		0		0		1		0		0

		承諾 ショウダク		田井の里クリニック		0285-81-6502		321-4301		真岡市西田井内外748-2				1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2				3		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		みずぬまクリニック		0287-39-1581		329-2751		那須塩原市東三島2-80-6				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		その他：在宅医療をやっていないので現状は無理である タ ザイタク イリョウ ゲンジョウ ムリ

		承諾 ショウダク		キッズクリニックはせがわ		0283-27-0200		327-0843		佐野市堀米町3946-6				1		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		その他：時間的余裕 タ ジカンテキ ヨユウ

		承諾 ショウダク		小森谷内科医院		0282-43-7327		329-4404		栃木市大平町富田4003-8				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		熊倉医院		0282-55-8425		329-4316		下都賀郡岩舟町新里180-1				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		いちはらファミリークリニック		028-612-8350		321-0414		宇都宮市中里町322				3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3				3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		1		2		0		1		1		1		0		1		0		1		0

		承諾 ショウダク		かとう小児科 ショウニカ		0282-82-7576		321-0218		壬生町落合3-7-30		 		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		福田こどもクリニック		028-659-8850		320-0852		栃木県宇都宮市下砥上町1545-20				1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3				1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		2		2		2		0		1		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		てらもと小児科		028-650-6636		321-0975		宇都宮市関堀町971-6				1		1		3		2		2		3		3		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		0		小児科医としてはもっと積極的に協力しなければいけないと思いますが、現在の我診療所の状態では不可能なことが多く残念です。 ショウニ カ イ セッキョクテキ キョウリョク オモ ゲンザイ ワガ シンリョウジョ ジョウタイ フカノウ オオ ザンネン

		承諾 ショウダク		木村内科医院		0288-22-7880		321-1264		日光市瀬尾497-1				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		承諾 ショウダク		こばやしファミリークリニック		0283-85-9900		327-0311		佐野市多田町566				1		1		1		1		3		1		1		2		1		1		1				1		1		1		1		3		1		1		3		1		1		1		3		3		2		0		1		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		あいファミリィクリニック足利 アシカガ		0284-22-3788		329-4213		足利市寺岡町505-1				1		1		1		1		1		1		1		3		1		1		1				1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		1		0		1		0		0		0		0		1		0

		承諾 ショウダク		腰塚医院		0282-62-2072		323-1104		栃木市藤岡町藤岡1845-10				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		1		1		1		1		0

		承諾 ショウダク		桜井こどもクリニック		0282-24-5987		328-0034		栃木市本町16-9				1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		承諾 ショウダク		神鳥谷クリニック		0285-22-7700		323-0827		小山市神鳥谷1-19-1		 		2		2		2		2		2		2		2		2		1		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		持田医院		0282-67-3661		329-0319		栃木市藤岡町中根115-5				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		4		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		田村医院		0282-43-3368		329-4423		栃木市大平町西水代1835-1				1		1		1		1		1		1		1		2		1		1		1				1		1		1		1		1		1		1		2		1		1		1		3		1		4		1		1		1		1		1		1		1		1		0		Q5.訪問看護、訪問リハビリテーションを利用 ホウモン カンゴ ホウモン リヨウ

		承諾 ショウダク		大橋内科クリニック		0282-82-8522		321-0219		壬生町福和田1003-1				1		1		2		2		2		3		2		2		2		2		3				1		1		2		2		2		3		2		2		2		2		3		3		3		2		0		1		1		0		0		0		0		1		0

		承諾 ショウダク		てらだファミリークリニック		028-654-2188		321-0132		宇都宮市雀の宮5-5-1				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		1		1		1		1		0

		承諾 ショウダク		あおい内科小児科ｸﾘﾆｯｸ		028-663-6000		321-0973		宇都宮市岩曽町1086-1				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		1		1		1		その他：往診時間の確保ができること タ オウシン ジカン カクホ

		承諾 ショウダク		飯塚医院		0287-92-2034		324-0613		那須郡那珂川町馬頭484-3				1		1		2		2		2		2		2		2		1		2		1				1		1		2		2		2		2		2		2		1		2		1		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		0

		承諾 ショウダク		やの小児科医院		0285-56-0280		329-0611		河内郡上三川町上三川3446-3				1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3				1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		2		2		2		0		1		1		1		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		仲嶋医院		028-681-7755		329-1311		さくら市氏家3245-17				3		3		3		3		2		3		3		3		3		2		3				3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		2		3		2		1		1		1		1		1		1		1		0		0		成人（18才以上）を対象に回答しました セイジン サイ イジョウ タイショウ カイトウ

		承諾 ショウダク		小林診療所		0285-82-3873		321-4369		真岡市熊倉3-10-7				1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		1				1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		1		2		2		2		0		1		0		0		0		1		0		0		0

		承諾 ショウダク		西真岡こどもクリニック		0285-81-7900		321-4341		真岡市高勢町3-205-1				1		1		1		3		1		1		1		1		1		3		3				1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		その他：現在おこなっています タ ゲンザイ

		承諾 ショウダク		鈴木医院		0285-72-2032		321-4217		益子町益子1747-2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		承諾 ショウダク		緑の屋根診療所		0283-20-2577		327-0843		佐野市堀米町1348-5				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		0		0		1		0		1		0		1		0		0		地域の社会資源が少ない。マンパワー不足 チイキ シャカイ シゲン スク ブソク

		承諾 ショウダク		ひがのクリニック		0285-74-0051 		321-4521		真岡市久下田941-1				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		豊郷中央渡辺内科　		028-622-8900		320-0004		宇都宮市長岡町1217-5				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		1				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		1		0		0

		承諾 ショウダク		きくちクリニック		028-683-3387		321-0903		宇都宮市下平出町614-2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		0		0

		承諾 ショウダク		サンレディースクリニック		0282-24-3541		328-0024		栃木市樋ノ口町504-1				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		医療法人　亀田内科		028-633-2884		320-0812		宇都宮市一番町1-28				1		1		1		2		2		1		2		2		2		2		1				1		1		1		2		2		1		2		2		2		2		1		3		3		3		0		0		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		越戸クリニック		028-660-6190		321-0951		宇都宮市越戸町139-6				1		1		2		2		2		3		2		2		2		2		3				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		佐藤内科		0285-53-1305		329-0511		下野市石橋839-14				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		承諾 ショウダク		グリムこどもクリニック		0285-51-1515		329-0502		下野市下古山2-6-17				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		事前連絡の上での一次診療、予防接種ですので、申し訳ありません。 ジゼン レンラク ウエ イチジ シンリョウ ヨボウ セッシュ モウ ワケ

		承諾 ショウダク		吉原医院		0288-21-0161		321-1261		日光市今市826-4				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		1		1		1		その他：設備 タ セツビ

		承諾 ショウダク		梅園医院		028-633-2869		320-0035		宇都宮市伝馬町3-28				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		1		0		0

		承諾 ショウダク		森田医院		028-633-1573		320-0861		宇都宮市西3-5-8				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		鈴木内科クリニック		028-655-1229		321-0139		宇都宮市若松原2-4-19				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		その他：24時間対応が必要となると考えますが、当院診療時間内の往診は難しいと考えます。 タ ジカン タイオウ ヒツヨウ カンガ トウイン シンリョウ ジカン ナイ オウシン ムズカ カンガ

		承諾 ショウダク		小松医院		0289-60-5515		322-0064		鹿沼市文化橋町2300-1				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		1		0		0		1		0



														1.医療ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する外来診療について、以下の医療行為に対応できますか。 イリョウ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ガイライ シンリョウ イカ イリョウ コウイ タイオウ																								2.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する往診及び訪問診療について、以下の医療行為に対応できますか イリョウテキ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ オウシン オヨ ホウモン シンリョウ イカ イリョウ コウイ タイオウ

														予防接種 ヨボウ セッシュ		一次診療
（経過観察、栄養観察を含む） イチジ シンリョウ ケイカ カンサツ エイヨウ カンサツ フク		経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ		経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ		中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ		酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ		気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ		人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ		尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ		人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ		褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ				予防接種 ヨボウ セッシュ		一次診療
（経過観察、栄養観察を含む） イチジ シンリョウ ケイカ カンサツ エイヨウ カンサツ フク		経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ		経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ		中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ		酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ		気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ		人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ		尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ		人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ		褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ

										1		できる		83		57		12		9		7		13		11		6		17		8		16		できる		39		29		8		6		5		9		9		6		10		7		12

										2		できない		55		80		127		134		142		130		136		146		131		137		124		できない		102		115		141		143		148		140		144		148		140		145		134

										3		要相談 ヨウ ソウダン		27		28		26		22		16		22		18		13		16		20		25		要相談 ヨウ ソウダン		24		21		16		16		12		15		12		11		15		13		19

																																																														0

														3.24時間、重症心身障害児（18歳未満）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイジ サイ ミマン イリョウ タイオウ

										1		できる		1

										2		できない		150

										3		要相談 ヨウ ソウダン		14

														4.24時間、重症心身障害者（18歳以上）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイシャ サイ イジョウ イリョウ タイオウ

										1		できる		3

										2		できない		150

										3		要相談 ヨウ ソウダン		12

														5.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する訪問リハビリてーションを提供していますか イリョウテキ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ホウモン テイキョウ

										1		提供している テイキョウ		1

										2		提供していない テイキョウ		152

										3		提供していないが対応は可能 テイキョウ タイオウ カノウ		4

										4		要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン		8

														6.重症心身障害児（者）在宅医療に対応できるようになるための条件はなんですか

										1		診療報酬の点数が増えること シンリョウ ホウシュウ テンスウ フ		24

										2		訪問看護尾の連携 ホウモン カンゴ オ レンケイ		73

										3		病院との連携 ビョウイン レンケイ		90

										4		在宅療養支援診療所と小児科医とのグループ診療 ザイタク リョウヨウ シエン シンリョウジョ ショウニ カ イ シンリョウ		43

										5		在宅療養支援診療所に助言や相談を求めることができること ザイタク リョウヨウ シエン シンリョウジョ ジョゲン ソウダン モト		28

										6		小児科医に助言や相談を求めることができること ショウニ カ イ ジョゲン ソウダン モト		26

										7		経験のある医師がいること ケイケン イシ		62

										8		研修などの自己のスキルアップ ケンシュウ ジコ		47

										9		その他 タ		21



できる	できない	要相談	3.24時間、重症心身障害児（18歳未満）の医療に対応ができますか	4.24時間、重症心身障害者（18歳以上）の医療に対応ができますか	5.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する訪問リハビリてーションを提供していますか	6.重症心身障害児（者）在宅医療に対応できるようになるための条件はなんですか	できる	できない	要相談	

病院

		Ｑ１		1.医療ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する外来診療について、以下の医療行為に対応できますか。 イリョウ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ガイライ シンリョウ イカ イリョウ コウイ タイオウ						1.医療ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する外来診療について、以下の医療行為に対応できますか。 イリョウ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ガイライ シンリョウ イカ イリョウ コウイ タイオウ

				Ｑ1-1						Ｑ1-1		予防接種 ヨボウ セッシュ

				Ｑ1-2						Ｑ1-2		一次診療
（経過観察、栄養観察を含む） イチジ シンリョウ ケイカ カンサツ エイヨウ カンサツ フク

				Ｑ1-3						Ｑ1-3		経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ

				Ｑ1-4						Ｑ1-4		経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ

				Ｑ1-5						Ｑ1-5		中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ

				Ｑ1-6						Ｑ1-6		酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ

				Ｑ1-7						Ｑ1-7		気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ

				Ｑ1-8						Ｑ1-8		人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ

				Ｑ1-9						Ｑ1-9		尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ

				Ｑ1-10						Ｑ1-10		人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ

				Ｑ1-11						Ｑ1-11		褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ

		Ｑ２		2.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する往診及び訪問診療について、以下の医療行為に対応できますか イリョウテキ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ オウシン オヨ ホウモン シンリョウ イカ イリョウ コウイ タイオウ						2.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する往診及び訪問診療について、以下の医療行為に対応できますか イリョウテキ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ オウシン オヨ ホウモン シンリョウ イカ イリョウ コウイ タイオウ

				Ｑ2-1						Ｑ2-1		予防接種 ヨボウ セッシュ

				Ｑ2-2						Ｑ2-2		経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ

				Ｑ2-3						Ｑ2-3		経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ

				Ｑ2-4						Ｑ2-4		中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ

				Ｑ2-5						Ｑ2-5		酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ

				Ｑ2-6						Ｑ2-6		気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ

				Ｑ2-7						Ｑ2-7		人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ

				Ｑ2-8						Ｑ2-8		尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ

				Ｑ2-9						Ｑ2-9		人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ

				Ｑ2-10						Ｑ2-10		褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ

		Ｑ3		3.24時間、重症心身障害児（18歳未満）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイジ サイ ミマン イリョウ タイオウ						3.24時間、重症心身障害児（18歳未満）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイジ サイ ミマン イリョウ タイオウ

				Ｑ3-1						Ｑ3-1		できる

				Ｑ3-2						Ｑ3-2		できない

				Ｑ3-3						Ｑ3-3		要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン

		Ｑ4		4.24時間、重症心身障害者（18歳以上）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイシャ サイ イジョウ イリョウ タイオウ						4.24時間、重症心身障害者（18歳以上）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイシャ サイ イジョウ イリョウ タイオウ

				Ｑ4-1						Ｑ4-1		できる

				Ｑ4-2						Ｑ4-2		できない

				Ｑ4-3						Ｑ4-3		要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン

		Ｑ5		5.重症心身障害児（者）のレスパイト入院に対応できますか ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ ニュウイン タイオウ						5.重症心身障害児（者）のレスパイト入院に対応できますか ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ ニュウイン タイオウ

				Ｑ5-1						Ｑ5-1		できる

				Ｑ5-2						Ｑ5-2		できない

				Ｑ5-3						Ｑ5-3		要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン

		Ｑ6		6.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する訪問リハビリテーションを提供していますか イリョウテキ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ホウモン テイキョウ						6.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する訪問リハビリテーションを提供していますか イリョウテキ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ホウモン テイキョウ

				Ｑ6-1						Ｑ6-1		提供している テイキョウ

				Ｑ6-2						Ｑ6-2		提供していない テイキョウ

				Ｑ6-3						Ｑ6-3		提供していないが対応は可能 テイキョウ タイオウ カノウ

				Ｑ6-4						Ｑ6-4		要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン

		Ｑ7		7.平成26年度において、以下における長期入院児（6ヶ月以上）の患者数は何名ですか（「原疾患」及び「長期入院理由」について、複数の理由がある場合は、主な理由を選んでください） ヘイセイ ネンド イカ チョウキ ニュウイン ジ ゲツイジョウ カンジャスウ ナンメイ ゲンシッカン オヨ チョウキ ニュウイン リユウ フクスウ リユウ バアイ オモ リユウ エラ						7.平成26年度において、以下における長期入院児（6ヶ月以上）の患者数は何名ですか（「原疾患」及び「長期入院理由」について、複数の理由がある場合は、主な理由を選んでください） ヘイセイ ネンド イカ チョウキ ニュウイン ジ ゲツイジョウ カンジャスウ ナンメイ ゲンシッカン オヨ チョウキ ニュウイン リユウ フクスウ リユウ バアイ オモ リユウ エラ

				※個別シートにて対応 コベツ タイオウ						※個別シートにて対応 コベツ タイオウ

		Q8		8.重症心身障害児（者）に対する相談窓口はありますか ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ソウダン マドグチ

										1		ある

										2		ない

		Q9		9.重症心身障害児（者）の方に対する医療、在宅生活等についてお気づきのことなど、ご自由にお書きください。 ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ カタ タイ イリョウ ザイタク セイカツ ナド キ ジユウ カ

		承諾可否 ショウダク カヒ		診療所名 シンリョウジョ メイ		電話番号 デンワ バンゴウ		郵便番号 ユウビンバンゴウ		所在地 ショザイチ		Ｑ1.医療ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する外来診療について、以下の医療行為に対応できますか																						Ｑ２医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する往診及び訪問診療について、以下の医療行為に対応できますか																				Ｑ3		Ｑ4		Ｑ5		Q6		Ｑ7		8.重症心身障害児（者）に対する相談窓口はありますか										Q9

												予防接種 ヨボウ セッシュ		一次診療
（経過観察、栄養観察を含む） イチジ シンリョウ ケイカ カンサツ エイヨウ カンサツ フク		経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ		経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ		中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ		酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ		気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ		人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ		尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ		人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ		褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ		予防接種 ヨボウ セッシュ		経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ		経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ		中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ		酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ		気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ		人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ		尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ		人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ		褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ												有無 ウム		部署名・職名 ブショ メイ ショクメイ		ご担当者氏名 タントウシャ シメイ		連絡先TEL レンラクサキ		連絡先MAIL レンラクサキ

		否 イナ		野木病院		0280-57-1011		329-0101		下都賀郡野木町友沼5320-2		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		2

		否 イナ		今市病院		0288-22-2200		321-1261		日光市今市381		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		2

		否 イナ		黒須病院　		028-682-8811		329-1311		さくら市氏家2650		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		2		2		別紙参照 ベッシ サンショウ		1		病診連携室・社会福祉士 ビョウシンレンケイ シツ シャカイ フクシ シ		井上雅晶 イノウエ マサアキ		028-682-8811（代表）
028-681-5551（直通） ダイヒョウ チョクツウ		byo-renkei@kurosu-hospital.jp

		否 イナ		日光市民病院		0288-50-1188		321-1441		日光市清滝安良沢町1752-10		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		2										小児科常務医がいないため、小児科非常勤医師在院時のみ相談可能と考えます ショウニカ ジョウム イ ショウニカ ヒジョウキン イシ ザイイン ジ ソウダン カノウ カンガ

		否 イナ		国際医療福祉大学塩谷病院　		0287-44-1155		329-2145		矢板市富田77		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		2

		否 イナ		那須南病院		0287-84-3911		321-0621		栃木県那須烏山市中央3-2-13		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		2		2		なし		1		医療福祉相談医療連絡室 イリョウ フクシ ソウダン イリョウ レンラク シツ		原健二 ハラ ケンジ		0287-84-3911

		承諾 ショウダク		西方病院		0282-92-2323		322-0601		栃木県上都賀郡西方町金崎273-3		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		1		西方病院地域連携室 ニシカタ ビョウイン チイキ レンケイ シツ				0282-25-7310		nishikata-renkei@cc9.ne.jp

		承諾 ショウダク		新小山市民病院		0285-36-0200		323-0827		栃木県小山市神鳥谷2251-1 ３２３－０８２７		1		1		3		2		2		2		2		2		2		2		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		2		なし		1		医療相談室保健師 イリョウ ソウダンシツ ホケンシ		多賀谷邦子 タガヤ クニコ		0285-36-0256		soudan@hospital.oyama.tochigi.jp		重症心身障害児（者）の方々の外来診察は随時受け入れておりますが、特に障害児の入院についてはまだ十分に対応できる体制になっておりません。そのため、今回のガイドマップの内容で受け入れ可能な項目が少なく申し訳ありません。相談については、幅広く承っております。 ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ カタガタ ガイライ シンサツ ズイジ ウ イ トク ショウガイジ ニュウイン ジュウブン タイオウ タイセイ コンカイ ナイヨウ ウ イ カノウ コウモク スク モウ ワケ ソウダン ハバヒロ ウケタマワ

		承諾 ショウダク		小山厚生病院		0285-22-1105		323-0031		栃木県小山市八幡町2-10-6		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		2		なし		1		看護師長 カンゴシ チョウ		横家よね子 ヨコ イエ コ		0285-22-1105
0285-24-9890				在宅生活困難者につき当院では入院で対応させていただくことが多いです。 ザイタク セイカツ コンナン シャ トウイン ニュウイン タイオウ オオ

		承諾 ショウダク		石橋総合病院		0285-53-1134		329-0511		栃木県下野市石橋628		1		1		1		1		1		1		1		2		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		1		なし		1		地域医療連携部 チイキ イリョウ レンケイ ブ		（部長）岩崎さゆり ブチョウ イワサキ		0285-53-1134		ishibashi-renkei@yushikai.jp

		承諾 ショウダク		下都賀総合病院		0282-22-2551		328-0044		栃木県栃木市富士見町5-32		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		3		なし		1		医療福祉相談室 イリョウ フクシ ソウダンシツ		MSWが3人おります ニン		0282-22-2551

		承諾 ショウダク		とちの木病院		0282-22-7722		328-0071		栃木県栃木市大町39-5		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		2

		承諾 ショウダク		自治医科大学附属病院　		0285-44-2111		329-0498		下野市薬師寺3311-1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		2		3		2		別紙参照 ベッシ サンショウ		1		地域医療連携部（看護師） チイキ イリョウ レンケイ ブ カンゴシ		黒田　光恵 クロダ ミツエ		0285-44-2111		mazuek@jichi.ac.jp		在宅医療を充実させていただくうえで、往診医や地域の開業医の先生方との連携強化やスタッフの充実が望まれると思います。 ザイタク イリョウ ジュウジツ オウシン イ チイキ カイギョウイ センセイガタ レンケイ キョウカ ジュウジツ ノゾ オモ

		承諾 ショウダク		済生会宇都宮病院		028-626-5500		321-0974		宇都宮市竹林町911-1		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		2		別紙参照 ベッシ サンショウ		1		地域連携課 チイキ レンケイ カ		荻津　守 オギツ カミ		028-626-5500

		承諾 ショウダク		足利赤十字病院		0284-21-0121		326-0843		栃木県足利市五十部町284-1		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		3		1		2		別紙参照 ベッシ サンショウ		1		事務部医事課社会福祉士 ジム ブ イジ カ シャカイ フクシ シ		布施　麻由実 フセ マユミ		0284-20-1307				医療依存度の高い患者様が自宅へ退院する場合、利用できる社会資源が限られており、デイサービスやリハビリテーション、ショートステイなどのサービスを本人、ご家族様のニーズに合わせて利用していただくことが困難なケースが多々あります。（例：家族としては週２回以上リハビリに本人を通わせたいと考えているが、リハビリテーション事業所としては利用者数も多いため、週1回の対応が限度と考えている場合など）今回のアンケート調査を機に、各地域の社会資源の情報を整理し、なるべくニーズに合わせて、多くの方に適切にサービスを利用していただける環境を構築できればと思っております。よろしくお願いいたします。 イリョウ イゾンド タカ カンジャサマ ジタク タイイン バアイ リヨウ シャカイ シゲン カギ ホンニン カゾク サマ ア リヨウ コンナン タタ レイ カゾク シュウ カイイジョウ ホンニン カヨ カンガ ジギョウショ リヨウシャ スウ オオ シュウ カイ タイオウ ゲンド カンガ バアイ コンカイ チョウサ キ カクチイキ シャカイ シゲン ジョウホウ セイリ ア オオ カタ テキセツ リヨウ カンキョウ コウチク オモ ネガ

		承諾 ショウダク		獨協医科大学病院		0282-86-1111		321-0293		下都賀郡壬生町大字北小林880		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		3		2		別紙参照 ベッシ サンショウ		1		地域医療連携センター医療福祉相談室 チイキ イリョウ レンケイ イリョウ フクシ ソウダンシツ				0282-87-2185

		承諾 ショウダク		あしかがの森足利病院		0284-91-0611		326-0011		足利市大沼田町615		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		1		2		別紙参照 ベッシ サンショウ		1		メディカルソーシャルワーカー		福地　哲郎 フクチ テツロウ		0284-91-0611		soudan@hshikagu-hospital.or.jp

		承諾 ショウダク		JCHO　うつのみや病院		028-653-1001		321-0143		宇都宮市南高砂町11-17		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		2

		承諾 ショウダク		菅又病院　		028-676-0311		329-1207		塩谷郡高根沢町花岡2351		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		2										要相談の診療項目につきましては、病院にお電話で問い合わせていただければ対応いたします。小児科の入院対応はしておりません。外来診察につきましては、急性期の管理は困難であることもありますが、状態が安定している場合には相談いただければ可能な限り対応いたします。 ヨウ ソウダン シンリョウ コウモク ビョウイン デンワ ト ア タイオウ ショウニカ ニュウイン タイオウ ガイライ シンサツ キュウセイキ カンリ コンナン ジョウタイ アンテイ バアイ ソウダン カノウ カギ タイオウ

		承諾 ショウダク		那須赤十字病院		0287-23-1122		324-8686		栃木県大田原市中田原1081-4		1		1		3		3		3		1		3		1		3		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		1		4		なし		1		地域医療福祉連携課福祉係長 チイキ イリョウ フクシ レンケイ カ フクシ カカリチョウ		野中美希 ノナカ ミキ		0287-23-1122		renkeika@nasu.jrc.or.jp



												Ｑ1.医療ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する外来診療について、以下の医療行為に対応できますか

												予防接種 ヨボウ セッシュ		一次診療
（経過観察、栄養観察を含む） イチジ シンリョウ ケイカ カンサツ エイヨウ カンサツ フク		経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ		経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ		中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ		酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ		気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ		人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ		尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ		人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ		褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ

										できる		13		13		9		8		7		9		8		8		7		7		7

										できない		3		3		7		8		8		8		8		9		8		8		6

										要相談 ヨウ ソウダン		4		4		4		4		5		3		4		3		5		5		7



												Ｑ２医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する往診及び訪問診療について、以下の医療行為に対応できますか

												予防接種 ヨボウ セッシュ		経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ		経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ		中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ		酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ		気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ		人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ		尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ		人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ		褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ

										できる		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

										できない		19		20		20		20		20		20		20		20		20		20

										要相談 ヨウ ソウダン		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0



										Ｑ3		3.24時間、重症心身障害児（18歳未満）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイジ サイ ミマン イリョウ タイオウ				3.24時間、重症心身障害児（18歳未満）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイジ サイ ミマン イリョウ タイオウ

										できる		4

										できない		14

										要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン		2

										Ｑ4		4.24時間、重症心身障害者（18歳以上）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイシャ サイ イジョウ イリョウ タイオウ				4.24時間、重症心身障害者（18歳以上）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイシャ サイ イジョウ イリョウ タイオウ

										できる		3

										できない		9

										要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン		8

										Ｑ5		5.重症心身障害児（者）のレスパイト入院に対応できますか ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ ニュウイン タイオウ				5.重症心身障害児（者）のレスパイト入院に対応できますか ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ ニュウイン タイオウ

										できる		5

										できない		10

										要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン		5

										Ｑ6		6.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する訪問リハビリテーションを提供していますか イリョウテキ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ホウモン テイキョウ				6.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する訪問リハビリテーションを提供していますか イリョウテキ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ホウモン テイキョウ

										提供している テイキョウ		1

										提供していない テイキョウ		17

										提供していないが対応は可能 テイキョウ タイオウ カノウ		1

										要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン		1

										Ｑ7		7.平成26年度において、以下における長期入院児（6ヶ月以上）の患者数は何名ですか（「原疾患」及び「長期入院理由」について、複数の理由がある場合は、主な理由を選んでください） ヘイセイ ネンド イカ チョウキ ニュウイン ジ ゲツイジョウ カンジャスウ ナンメイ ゲンシッカン オヨ チョウキ ニュウイン リユウ フクスウ リユウ バアイ オモ リユウ エラ				7.平成26年度において、以下における長期入院児（6ヶ月以上）の患者数は何名ですか（「原疾患」及び「長期入院理由」について、複数の理由がある場合は、主な理由を選んでください） ヘイセイ ネンド イカ チョウキ ニュウイン ジ ゲツイジョウ カンジャスウ ナンメイ ゲンシッカン オヨ チョウキ ニュウイン リユウ フクスウ リユウ バアイ オモ リユウ エラ

										Q8		8.重症心身障害児（者）に対する相談窓口はありますか ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ソウダン マドグチ

																1		ある		13

																2		ない		7
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病院 作業

		Ｑ１		1.医療ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する外来診療について、以下の医療行為に対応できますか。 イリョウ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ガイライ シンリョウ イカ イリョウ コウイ タイオウ						1.医療ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する外来診療について、以下の医療行為に対応できますか。 イリョウ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ガイライ シンリョウ イカ イリョウ コウイ タイオウ

				Ｑ1-1						Ｑ1-1		予防接種 ヨボウ セッシュ

				Ｑ1-2						Ｑ1-2		一次診療
（経過観察、栄養観察を含む） イチジ シンリョウ ケイカ カンサツ エイヨウ カンサツ フク

				Ｑ1-3						Ｑ1-3		経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ

				Ｑ1-4						Ｑ1-4		経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ

				Ｑ1-5						Ｑ1-5		中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ

				Ｑ1-6						Ｑ1-6		酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ

				Ｑ1-7						Ｑ1-7		気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ

				Ｑ1-8						Ｑ1-8		人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ

				Ｑ1-9						Ｑ1-9		尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ

				Ｑ1-10						Ｑ1-10		人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ

				Ｑ1-11						Ｑ1-11		褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ

		Ｑ２		2.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する往診及び訪問診療について、以下の医療行為に対応できますか イリョウテキ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ オウシン オヨ ホウモン シンリョウ イカ イリョウ コウイ タイオウ						2.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する往診及び訪問診療について、以下の医療行為に対応できますか イリョウテキ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ オウシン オヨ ホウモン シンリョウ イカ イリョウ コウイ タイオウ

				Ｑ2-1						Ｑ2-1		予防接種 ヨボウ セッシュ

				Ｑ2-2						Ｑ2-2		経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ

				Ｑ2-3						Ｑ2-3		経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ

				Ｑ2-4						Ｑ2-4		中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ

				Ｑ2-5						Ｑ2-5		酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ

				Ｑ2-6						Ｑ2-6		気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ

				Ｑ2-7						Ｑ2-7		人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ

				Ｑ2-8						Ｑ2-8		尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ

				Ｑ2-9						Ｑ2-9		人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ

				Ｑ2-10						Ｑ2-10		褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ

		Ｑ3		3.24時間、重症心身障害児（18歳未満）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイジ サイ ミマン イリョウ タイオウ						3.24時間、重症心身障害児（18歳未満）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイジ サイ ミマン イリョウ タイオウ

				Ｑ3-1						Ｑ3-1		できる

				Ｑ3-2						Ｑ3-2		できない

				Ｑ3-3						Ｑ3-3		要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン

		Ｑ4		4.24時間、重症心身障害者（18歳以上）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイシャ サイ イジョウ イリョウ タイオウ						4.24時間、重症心身障害者（18歳以上）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイシャ サイ イジョウ イリョウ タイオウ

				Ｑ4-1						Ｑ4-1		できる

				Ｑ4-2						Ｑ4-2		できない

				Ｑ4-3						Ｑ4-3		要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン

		Ｑ5		5.重症心身障害児（者）のレスパイト入院に対応できますか ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ ニュウイン タイオウ						5.重症心身障害児（者）のレスパイト入院に対応できますか ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ ニュウイン タイオウ

				Ｑ5-1						Ｑ5-1		できる

				Ｑ5-2						Ｑ5-2		できない

				Ｑ5-3						Ｑ5-3		要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン

		Ｑ6		6.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する訪問リハビリテーションを提供していますか イリョウテキ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ホウモン テイキョウ						6.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する訪問リハビリテーションを提供していますか イリョウテキ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ホウモン テイキョウ

				Ｑ6-1						Ｑ6-1		提供している テイキョウ

				Ｑ6-2						Ｑ6-2		提供していない テイキョウ

				Ｑ6-3						Ｑ6-3		提供していないが対応は可能 テイキョウ タイオウ カノウ

				Ｑ6-4						Ｑ6-4		要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン

		Ｑ7		7.平成26年度において、以下における長期入院児（6ヶ月以上）の患者数は何名ですか（「原疾患」及び「長期入院理由」について、複数の理由がある場合は、主な理由を選んでください） ヘイセイ ネンド イカ チョウキ ニュウイン ジ ゲツイジョウ カンジャスウ ナンメイ ゲンシッカン オヨ チョウキ ニュウイン リユウ フクスウ リユウ バアイ オモ リユウ エラ						7.平成26年度において、以下における長期入院児（6ヶ月以上）の患者数は何名ですか（「原疾患」及び「長期入院理由」について、複数の理由がある場合は、主な理由を選んでください） ヘイセイ ネンド イカ チョウキ ニュウイン ジ ゲツイジョウ カンジャスウ ナンメイ ゲンシッカン オヨ チョウキ ニュウイン リユウ フクスウ リユウ バアイ オモ リユウ エラ

				※個別シートにて対応 コベツ タイオウ						※個別シートにて対応 コベツ タイオウ

		Q8		8.重症心身障害児（者）に対する相談窓口はありますか ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ソウダン マドグチ

										1		ある

										2		ない

		Q9		9.重症心身障害児（者）の方に対する医療、在宅生活等についてお気づきのことなど、ご自由にお書きください。 ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ カタ タイ イリョウ ザイタク セイカツ ナド キ ジユウ カ

		承諾可否 ショウダク カヒ		診療所名 シンリョウジョ メイ		電話番号 デンワ バンゴウ		郵便番号 ユウビンバンゴウ		所在地 ショザイチ		Ｑ1.医療ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する外来診療について、以下の医療行為に対応できますか																						Ｑ２医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する往診及び訪問診療について、以下の医療行為に対応できますか																				Ｑ3		Ｑ4		Ｑ5		Q6		Ｑ7		8.重症心身障害児（者）に対する相談窓口はありますか										Q9

												予防接種 ヨボウ セッシュ		一次診療
（経過観察、栄養観察を含む） イチジ シンリョウ ケイカ カンサツ エイヨウ カンサツ フク		経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ		経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ		中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ		酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ		気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ		人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ		尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ		人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ		褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ		予防接種 ヨボウ セッシュ		経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ		経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ		中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ		酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ		気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ		人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ		尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ		人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ		褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ												有無 ウム		部署名・職名 ブショ メイ ショクメイ		ご担当者氏名 タントウシャ シメイ		連絡先TEL レンラクサキ		連絡先MAIL レンラクサキ

		否 イナ		野木病院		0280-57-1011		329-0101		下都賀郡野木町友沼5320-2		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		2

		否 イナ		今市病院		0288-22-2200		321-1261		日光市今市381		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		2

		否 イナ		黒須病院　		028-682-8811		329-1311		さくら市氏家2650		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		2		2		別紙参照 ベッシ サンショウ		1		病診連携室・社会福祉士 ビョウシンレンケイ シツ シャカイ フクシ シ		井上雅晶 イノウエ マサアキ		028-682-8811（代表）
028-681-5551（直通） ダイヒョウ チョクツウ		byo-renkei@kurosu-hospital.jp

		否 イナ		日光市民病院		0288-50-1188		321-1441		日光市清滝安良沢町1752-10		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		2										小児科常務医がいないため、小児科非常勤医師在院時のみ相談可能と考えます ショウニカ ジョウム イ ショウニカ ヒジョウキン イシ ザイイン ジ ソウダン カノウ カンガ

		否 イナ		国際医療福祉大学塩谷病院　		0287-44-1155		329-2145		矢板市富田77		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		2

		否 イナ		那須南病院		0287-84-3911		321-0621		栃木県那須烏山市中央3-2-13		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		2		2		なし		1		医療福祉相談医療連絡室 イリョウ フクシ ソウダン イリョウ レンラク シツ		原健二 ハラ ケンジ		0287-84-3911

		承諾 ショウダク		西方病院		0282-92-2323		322-0601		栃木県上都賀郡西方町金崎273-3		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		1		西方病院地域連携室 ニシカタ ビョウイン チイキ レンケイ シツ				0282-25-7310		nishikata-renkei@cc9.ne.jp

		承諾 ショウダク		新小山市民病院		0285-36-0200		323-0827		栃木県小山市神鳥谷2251-1 ３２３－０８２７		1		1		3		2		2		2		2		2		2		2		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		2		なし		1		医療相談室保健師 イリョウ ソウダンシツ ホケンシ		多賀谷邦子 タガヤ クニコ		0285-36-0256		soudan@hospital.oyama.tochigi.jp		重症心身障害児（者）の方々の外来診察は随時受け入れておりますが、特に障害児の入院についてはまだ十分に対応できる体制になっておりません。そのため、今回のガイドマップの内容で受け入れ可能な項目が少なく申し訳ありません。相談については、幅広く承っております。 ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ カタガタ ガイライ シンサツ ズイジ ウ イ トク ショウガイジ ニュウイン ジュウブン タイオウ タイセイ コンカイ ナイヨウ ウ イ カノウ コウモク スク モウ ワケ ソウダン ハバヒロ ウケタマワ

		承諾 ショウダク		小山厚生病院		0285-22-1105		323-0031		栃木県小山市八幡町2-10-6		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		2		なし		1		看護師長 カンゴシ チョウ		横家よね子 ヨコ イエ コ		0285-22-1105
0285-24-9890				在宅生活困難者につき当院では入院で対応させていただくことが多いです。 ザイタク セイカツ コンナン シャ トウイン ニュウイン タイオウ オオ

		承諾 ショウダク		石橋総合病院		0285-53-1134		329-0511		栃木県下野市石橋628		1		1		1		1		1		1		1		2		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		1		なし		1		地域医療連携部 チイキ イリョウ レンケイ ブ		（部長）岩崎さゆり ブチョウ イワサキ		0285-53-1134		ishibashi-renkei@yushikai.jp

		承諾 ショウダク		下都賀総合病院		0282-22-2551		328-0044		栃木県栃木市富士見町5-32		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		3		なし		1		医療福祉相談室 イリョウ フクシ ソウダンシツ		MSWが3人おります ニン		0282-22-2551

		承諾 ショウダク		とちの木病院		0282-22-7722		328-0071		栃木県栃木市大町39-5		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		2

		承諾 ショウダク		自治医科大学附属病院　		0285-44-2111		329-0498		下野市薬師寺3311-1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		2		3		2		別紙参照 ベッシ サンショウ		1		地域医療連携部（看護師） チイキ イリョウ レンケイ ブ カンゴシ		黒田　光恵 クロダ ミツエ		0285-44-2111		mazuek@jichi.ac.jp		在宅医療を充実させていただくうえで、往診医や地域の開業医の先生方との連携強化やスタッフの充実が望まれると思います。 ザイタク イリョウ ジュウジツ オウシン イ チイキ カイギョウイ センセイガタ レンケイ キョウカ ジュウジツ ノゾ オモ

		承諾 ショウダク		済生会宇都宮病院		028-626-5500		321-0974		宇都宮市竹林町911-1		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		2		別紙参照 ベッシ サンショウ		1		地域連携課 チイキ レンケイ カ		荻津　守 オギツ カミ		028-626-5500

		承諾 ショウダク		足利赤十字病院		0284-21-0121		326-0843		栃木県足利市五十部町284-1		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		3		1		2		別紙参照 ベッシ サンショウ		1		事務部医事課社会福祉士 ジム ブ イジ カ シャカイ フクシ シ		布施　麻由実 フセ マユミ		0284-20-1307				医療依存度の高い患者様が自宅へ退院する場合、利用できる社会資源が限られており、デイサービスやリハビリテーション、ショートステイなどのサービスを本人、ご家族様のニーズに合わせて利用していただくことが困難なケースが多々あります。（例：家族としては週２回以上リハビリに本人を通わせたいと考えているが、リハビリテーション事業所としては利用者数も多いため、週1回の対応が限度と考えている場合など）今回のアンケート調査を機に、各地域の社会資源の情報を整理し、なるべくニーズに合わせて、多くの方に適切にサービスを利用していただける環境を構築できればと思っております。よろしくお願いいたします。 イリョウ イゾンド タカ カンジャサマ ジタク タイイン バアイ リヨウ シャカイ シゲン カギ ホンニン カゾク サマ ア リヨウ コンナン タタ レイ カゾク シュウ カイイジョウ ホンニン カヨ カンガ ジギョウショ リヨウシャ スウ オオ シュウ カイ タイオウ ゲンド カンガ バアイ コンカイ チョウサ キ カクチイキ シャカイ シゲン ジョウホウ セイリ ア オオ カタ テキセツ リヨウ カンキョウ コウチク オモ ネガ

		承諾 ショウダク		獨協医科大学病院		0282-86-1111		321-0293		下都賀郡壬生町大字北小林880		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		3		2		別紙参照 ベッシ サンショウ		1		地域医療連携センター医療福祉相談室 チイキ イリョウ レンケイ イリョウ フクシ ソウダンシツ				0282-87-2185

		承諾 ショウダク		あしかがの森足利病院		0284-91-0611		326-0011		足利市大沼田町615		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		1		2		別紙参照 ベッシ サンショウ		1		メディカルソーシャルワーカー		福地　哲郎 フクチ テツロウ		0284-91-0611		soudan@hshikagu-hospital.or.jp

		承諾 ショウダク		JCHO　うつのみや病院		028-653-1001		321-0143		宇都宮市南高砂町11-17		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		2

		承諾 ショウダク		菅又病院　		028-676-0311		329-1207		塩谷郡高根沢町花岡2351		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		2										要相談の診療項目につきましては、病院にお電話で問い合わせていただければ対応いたします。小児科の入院対応はしておりません。外来診察につきましては、急性期の管理は困難であることもありますが、状態が安定している場合には相談いただければ可能な限り対応いたします。 ヨウ ソウダン シンリョウ コウモク ビョウイン デンワ ト ア タイオウ ショウニカ ニュウイン タイオウ ガイライ シンサツ キュウセイキ カンリ コンナン ジョウタイ アンテイ バアイ ソウダン カノウ カギ タイオウ

		承諾 ショウダク		那須赤十字病院		0287-23-1122		324-8686		栃木県大田原市中田原1081-4		1		1		3		3		3		1		3		1		3		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		1		4		なし		1		地域医療福祉連携課福祉係長 チイキ イリョウ フクシ レンケイ カ フクシ カカリチョウ		野中美希 ノナカ ミキ		0287-23-1122		renkeika@nasu.jrc.or.jp



												Ｑ1.医療ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する外来診療について、以下の医療行為に対応できますか

												予防接種 ヨボウ セッシュ		一次診療
（経過観察、栄養観察を含む） イチジ シンリョウ ケイカ カンサツ エイヨウ カンサツ フク		経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ		経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ		中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ		酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ		気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ		人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ		尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ		人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ		褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ

										できる		13		13		9		8		7		9		8		8		7		7		7

										できない		3		3		7		8		8		8		8		9		8		8		6

										要相談 ヨウ ソウダン		4		4		4		4		5		3		4		3		5		5		7



												Ｑ２医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する往診及び訪問診療について、以下の医療行為に対応できますか

												予防接種 ヨボウ セッシュ		経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ		経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ		中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ		酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ		気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ		人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ		尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ		人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ		褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ

										できる		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

										できない		19		20		20		20		20		20		20		20		20		20

										要相談 ヨウ ソウダン		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0



										Ｑ3		3.24時間、重症心身障害児（18歳未満）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイジ サイ ミマン イリョウ タイオウ				3.24時間、重症心身障害児（18歳未満）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイジ サイ ミマン イリョウ タイオウ

										できる		4

										できない		14

										要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン		2

										Ｑ4		4.24時間、重症心身障害者（18歳以上）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイシャ サイ イジョウ イリョウ タイオウ				4.24時間、重症心身障害者（18歳以上）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイシャ サイ イジョウ イリョウ タイオウ

										できる		3

										できない		9

										要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン		8

										Ｑ5		5.重症心身障害児（者）のレスパイト入院に対応できますか ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ ニュウイン タイオウ				5.重症心身障害児（者）のレスパイト入院に対応できますか ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ ニュウイン タイオウ

										できる		5

										できない		10

										要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン		5

										Ｑ6		6.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する訪問リハビリテーションを提供していますか イリョウテキ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ホウモン テイキョウ				6.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する訪問リハビリテーションを提供していますか イリョウテキ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ホウモン テイキョウ

										提供している テイキョウ		1

										提供していない テイキョウ		17

										提供していないが対応は可能 テイキョウ タイオウ カノウ		1

										要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン		1

										Ｑ7		7.平成26年度において、以下における長期入院児（6ヶ月以上）の患者数は何名ですか（「原疾患」及び「長期入院理由」について、複数の理由がある場合は、主な理由を選んでください） ヘイセイ ネンド イカ チョウキ ニュウイン ジ ゲツイジョウ カンジャスウ ナンメイ ゲンシッカン オヨ チョウキ ニュウイン リユウ フクスウ リユウ バアイ オモ リユウ エラ				7.平成26年度において、以下における長期入院児（6ヶ月以上）の患者数は何名ですか（「原疾患」及び「長期入院理由」について、複数の理由がある場合は、主な理由を選んでください） ヘイセイ ネンド イカ チョウキ ニュウイン ジ ゲツイジョウ カンジャスウ ナンメイ ゲンシッカン オヨ チョウキ ニュウイン リユウ フクスウ リユウ バアイ オモ リユウ エラ

										Q8		8.重症心身障害児（者）に対する相談窓口はありますか ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ソウダン マドグチ

																1		ある		13

																2		ない		7

																														できる		できない		要相談 ヨウ ソウダン

																												予防接種 ヨボウ セッシュ		13		3		4

																												一次診療
（経過観察、栄養観察を含む） イチジ シンリョウ ケイカ カンサツ エイヨウ カンサツ フク		13		3		4

																												経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ		9		7		4

																												経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ		8		8		4

																												中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ		7		8		5

																												酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ		9		8		3

																												気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ		8		8		4

																												人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ		8		9		3

																												尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ		7		8		5

																												人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ		7		8		5

																												褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ		7		6		7

																														できる		できない		要相談 ヨウ ソウダン

																												予防接種 ヨボウ セッシュ		0		19		1

																												経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ		0		20		0

																												経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ		0		20		0

																												中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ		0		20		0

																												酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ		0		20		0

																												気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ		0		20		0

																												人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ		0		20		0

																												尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ		0		20		0

																												人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ		0		20		0

																												褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ		0		20		0
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病院 (2)

		Ｑ１		1.医療ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する外来診療について、以下の医療行為に対応できますか。 イリョウ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ガイライ シンリョウ イカ イリョウ コウイ タイオウ						1.医療ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する外来診療について、以下の医療行為に対応できますか。 イリョウ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ガイライ シンリョウ イカ イリョウ コウイ タイオウ

				Ｑ1-1						Ｑ1-1		予防接種 ヨボウ セッシュ

				Ｑ1-2						Ｑ1-2		一次診療
（経過観察、栄養観察を含む） イチジ シンリョウ ケイカ カンサツ エイヨウ カンサツ フク

				Ｑ1-3						Ｑ1-3		経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ

				Ｑ1-4						Ｑ1-4		経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ

				Ｑ1-5						Ｑ1-5		中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ

				Ｑ1-6						Ｑ1-6		酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ

				Ｑ1-7						Ｑ1-7		気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ

				Ｑ1-8						Ｑ1-8		人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ

				Ｑ1-9						Ｑ1-9		尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ

				Ｑ1-10						Ｑ1-10		人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ

				Ｑ1-11						Ｑ1-11		褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ

		Ｑ２		2.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する往診及び訪問診療について、以下の医療行為に対応できますか イリョウテキ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ オウシン オヨ ホウモン シンリョウ イカ イリョウ コウイ タイオウ						2.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する往診及び訪問診療について、以下の医療行為に対応できますか イリョウテキ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ オウシン オヨ ホウモン シンリョウ イカ イリョウ コウイ タイオウ

				Ｑ2-1						Ｑ2-1		予防接種 ヨボウ セッシュ

				Ｑ2-2						Ｑ2-2		経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ

				Ｑ2-3						Ｑ2-3		経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ

				Ｑ2-4						Ｑ2-4		中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ

				Ｑ2-5						Ｑ2-5		酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ

				Ｑ2-6						Ｑ2-6		気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ

				Ｑ2-7						Ｑ2-7		人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ

				Ｑ2-8						Ｑ2-8		尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ

				Ｑ2-9						Ｑ2-9		人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ

				Ｑ2-10						Ｑ2-10		褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ

		Ｑ3		3.24時間、重症心身障害児（18歳未満）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイジ サイ ミマン イリョウ タイオウ						3.24時間、重症心身障害児（18歳未満）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイジ サイ ミマン イリョウ タイオウ

				Ｑ3-1						Ｑ3-1		できる

				Ｑ3-2						Ｑ3-2		できない

				Ｑ3-3						Ｑ3-3		要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン

		Ｑ4		4.24時間、重症心身障害者（18歳以上）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイシャ サイ イジョウ イリョウ タイオウ						4.24時間、重症心身障害者（18歳以上）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイシャ サイ イジョウ イリョウ タイオウ

				Ｑ4-1						Ｑ4-1		できる

				Ｑ4-2						Ｑ4-2		できない

				Ｑ4-3						Ｑ4-3		要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン

		Ｑ5		5.重症心身障害児（者）のレスパイト入院に対応できますか ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ ニュウイン タイオウ						5.重症心身障害児（者）のレスパイト入院に対応できますか ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ ニュウイン タイオウ

				Ｑ5-1						Ｑ5-1		できる

				Ｑ5-2						Ｑ5-2		できない

				Ｑ5-3						Ｑ5-3		要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン

		Ｑ6		6.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する訪問リハビリテーションを提供していますか イリョウテキ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ホウモン テイキョウ						6.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する訪問リハビリテーションを提供していますか イリョウテキ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ホウモン テイキョウ

				Ｑ6-1						Ｑ6-1		提供している テイキョウ

				Ｑ6-2						Ｑ6-2		提供していない テイキョウ

				Ｑ6-3						Ｑ6-3		提供していないが対応は可能 テイキョウ タイオウ カノウ

				Ｑ6-4						Ｑ6-4		要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン

		Ｑ7		7.平成26年度において、以下における長期入院児（6ヶ月以上）の患者数は何名ですか（「原疾患」及び「長期入院理由」について、複数の理由がある場合は、主な理由を選んでください） ヘイセイ ネンド イカ チョウキ ニュウイン ジ ゲツイジョウ カンジャスウ ナンメイ ゲンシッカン オヨ チョウキ ニュウイン リユウ フクスウ リユウ バアイ オモ リユウ エラ						7.平成26年度において、以下における長期入院児（6ヶ月以上）の患者数は何名ですか（「原疾患」及び「長期入院理由」について、複数の理由がある場合は、主な理由を選んでください） ヘイセイ ネンド イカ チョウキ ニュウイン ジ ゲツイジョウ カンジャスウ ナンメイ ゲンシッカン オヨ チョウキ ニュウイン リユウ フクスウ リユウ バアイ オモ リユウ エラ

				※個別シートにて対応 コベツ タイオウ						※個別シートにて対応 コベツ タイオウ

		Q8		8.重症心身障害児（者）に対する相談窓口はありますか ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ソウダン マドグチ

										1		ある

										2		ない

		Q9		9.重症心身障害児（者）の方に対する医療、在宅生活等についてお気づきのことなど、ご自由にお書きください。 ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ カタ タイ イリョウ ザイタク セイカツ ナド キ ジユウ カ

		承諾可否 ショウダク カヒ		診療所名 シンリョウジョ メイ		電話番号 デンワ バンゴウ		郵便番号 ユウビンバンゴウ		所在地 ショザイチ		Ｑ1.医療ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する外来診療について、以下の医療行為に対応できますか																						Ｑ２医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する往診及び訪問診療について、以下の医療行為に対応できますか																				Ｑ3		Ｑ4		Ｑ5		Q6		Ｑ7		8.重症心身障害児（者）に対する相談窓口はありますか										Q9

												予防接種 ヨボウ セッシュ		一次診療
（経過観察、栄養観察を含む） イチジ シンリョウ ケイカ カンサツ エイヨウ カンサツ フク		経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ		経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ		中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ		酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ		気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ		人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ		尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ		人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ		褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ		予防接種 ヨボウ セッシュ		経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ		経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ		中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ		酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ		気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ		人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ		尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ		人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ		褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ												有無 ウム		部署名・職名 ブショ メイ ショクメイ		ご担当者氏名 タントウシャ シメイ		連絡先TEL レンラクサキ		連絡先MAIL レンラクサキ

		否 イナ		野木病院		0280-57-1011		329-0101		下都賀郡野木町友沼5320-2		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		2

		否 イナ		今市病院		0288-22-2200		321-1261		日光市今市381		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		2

		否 イナ		黒須病院　		028-682-8811		329-1311		さくら市氏家2650		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		2		2		別紙参照 ベッシ サンショウ		1		病診連携室・社会福祉士 ビョウシンレンケイ シツ シャカイ フクシ シ		井上雅晶 イノウエ マサアキ		028-682-8811（代表）
028-681-5551（直通） ダイヒョウ チョクツウ		byo-renkei@kurosu-hospital.jp

		否 イナ		日光市民病院		0288-50-1188		321-1441		日光市清滝安良沢町1752-10		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		2										小児科常務医がいないため、小児科非常勤医師在院時のみ相談可能と考えます ショウニカ ジョウム イ ショウニカ ヒジョウキン イシ ザイイン ジ ソウダン カノウ カンガ

		否 イナ		国際医療福祉大学塩谷病院　		0287-44-1155		329-2145		矢板市富田77		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		2

		否 イナ		那須南病院		0287-84-3911		321-0621		栃木県那須烏山市中央3-2-13		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		2		2		なし		1		医療福祉相談医療連絡室 イリョウ フクシ ソウダン イリョウ レンラク シツ		原健二 ハラ ケンジ		0287-84-3911

		承諾 ショウダク		西方病院		0282-92-2323		322-0601		栃木県上都賀郡西方町金崎273-3		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		1		西方病院地域連携室 ニシカタ ビョウイン チイキ レンケイ シツ				0282-25-7310		nishikata-renkei@cc9.ne.jp

		承諾 ショウダク		新小山市民病院		0285-36-0200		323-0827		栃木県小山市神鳥谷2251-1 ３２３－０８２７		1		1		3		2		2		2		2		2		2		2		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		2		なし		1		医療相談室保健師 イリョウ ソウダンシツ ホケンシ		多賀谷邦子 タガヤ クニコ		0285-36-0256		soudan@hospital.oyama.tochigi.jp		重症心身障害児（者）の方々の外来診察は随時受け入れておりますが、特に障害児の入院についてはまだ十分に対応できる体制になっておりません。そのため、今回のガイドマップの内容で受け入れ可能な項目が少なく申し訳ありません。相談については、幅広く承っております。 ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ カタガタ ガイライ シンサツ ズイジ ウ イ トク ショウガイジ ニュウイン ジュウブン タイオウ タイセイ コンカイ ナイヨウ ウ イ カノウ コウモク スク モウ ワケ ソウダン ハバヒロ ウケタマワ

		承諾 ショウダク		小山厚生病院		0285-22-1105		323-0031		栃木県小山市八幡町2-10-6		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		2		なし		1		看護師長 カンゴシ チョウ		横家よね子 ヨコ イエ コ		0285-22-1105
0285-24-9890				在宅生活困難者につき当院では入院で対応させていただくことが多いです。 ザイタク セイカツ コンナン シャ トウイン ニュウイン タイオウ オオ

		承諾 ショウダク		石橋総合病院		0285-53-1134		329-0511		栃木県下野市石橋628		1		1		1		1		1		1		1		2		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		1		なし		1		地域医療連携部 チイキ イリョウ レンケイ ブ		（部長）岩崎さゆり ブチョウ イワサキ		0285-53-1134		ishibashi-renkei@yushikai.jp

		承諾 ショウダク		下都賀総合病院		0282-22-2551		328-0044		栃木県栃木市富士見町5-32		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		3		なし		1		医療福祉相談室 イリョウ フクシ ソウダンシツ		MSWが3人おります ニン		0282-22-2551

		承諾 ショウダク		とちの木病院		0282-22-7722		328-0071		栃木県栃木市大町39-5		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		2

		承諾 ショウダク		自治医科大学附属病院　		0285-44-2111		329-0498		下野市薬師寺3311-1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		2		3		2		別紙参照 ベッシ サンショウ		1		地域医療連携部（看護師） チイキ イリョウ レンケイ ブ カンゴシ		黒田　光恵 クロダ ミツエ		0285-44-2111		mazuek@jichi.ac.jp		在宅医療を充実させていただくうえで、往診医や地域の開業医の先生方との連携強化やスタッフの充実が望まれると思います。 ザイタク イリョウ ジュウジツ オウシン イ チイキ カイギョウイ センセイガタ レンケイ キョウカ ジュウジツ ノゾ オモ

		承諾 ショウダク		済生会宇都宮病院		028-626-5500		321-0974		宇都宮市竹林町911-1		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		2		別紙参照 ベッシ サンショウ		1		地域連携課 チイキ レンケイ カ		荻津　守 オギツ カミ		028-626-5500

		承諾 ショウダク		足利赤十字病院		0284-21-0121		326-0843		栃木県足利市五十部町284-1		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		3		1		2		別紙参照 ベッシ サンショウ		1		事務部医事課社会福祉士 ジム ブ イジ カ シャカイ フクシ シ		布施　麻由実 フセ マユミ		0284-20-1307				医療依存度の高い患者様が自宅へ退院する場合、利用できる社会資源が限られており、デイサービスやリハビリテーション、ショートステイなどのサービスを本人、ご家族様のニーズに合わせて利用していただくことが困難なケースが多々あります。（例：家族としては週２回以上リハビリに本人を通わせたいと考えているが、リハビリテーション事業所としては利用者数も多いため、週1回の対応が限度と考えている場合など）今回のアンケート調査を機に、各地域の社会資源の情報を整理し、なるべくニーズに合わせて、多くの方に適切にサービスを利用していただける環境を構築できればと思っております。よろしくお願いいたします。 イリョウ イゾンド タカ カンジャサマ ジタク タイイン バアイ リヨウ シャカイ シゲン カギ ホンニン カゾク サマ ア リヨウ コンナン タタ レイ カゾク シュウ カイイジョウ ホンニン カヨ カンガ ジギョウショ リヨウシャ スウ オオ シュウ カイ タイオウ ゲンド カンガ バアイ コンカイ チョウサ キ カクチイキ シャカイ シゲン ジョウホウ セイリ ア オオ カタ テキセツ リヨウ カンキョウ コウチク オモ ネガ

		承諾 ショウダク		獨協医科大学病院		0282-86-1111		321-0293		下都賀郡壬生町大字北小林880		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		3		2		別紙参照 ベッシ サンショウ		1		地域医療連携センター医療福祉相談室 チイキ イリョウ レンケイ イリョウ フクシ ソウダンシツ				0282-87-2185

		承諾 ショウダク		あしかがの森足利病院		0284-91-0611		326-0011		足利市大沼田町615		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		1		2		別紙参照 ベッシ サンショウ		1		メディカルソーシャルワーカー		福地　哲郎 フクチ テツロウ		0284-91-0611		soudan@hshikagu-hospital.or.jp

		承諾 ショウダク		JCHO　うつのみや病院		028-653-1001		321-0143		宇都宮市南高砂町11-17		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		2

		承諾 ショウダク		菅又病院　		028-676-0311		329-1207		塩谷郡高根沢町花岡2351		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		2										要相談の診療項目につきましては、病院にお電話で問い合わせていただければ対応いたします。小児科の入院対応はしておりません。外来診察につきましては、急性期の管理は困難であることもありますが、状態が安定している場合には相談いただければ可能な限り対応いたします。 ヨウ ソウダン シンリョウ コウモク ビョウイン デンワ ト ア タイオウ ショウニカ ニュウイン タイオウ ガイライ シンサツ キュウセイキ カンリ コンナン ジョウタイ アンテイ バアイ ソウダン カノウ カギ タイオウ

		承諾 ショウダク		那須赤十字病院		0287-23-1122		324-8686		栃木県大田原市中田原1081-4		1		1		3		3		3		1		3		1		3		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		1		4		なし		1		地域医療福祉連携課福祉係長 チイキ イリョウ フクシ レンケイ カ フクシ カカリチョウ		野中美希 ノナカ ミキ		0287-23-1122		renkeika@nasu.jrc.or.jp



												Ｑ1.医療ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する外来診療について、以下の医療行為に対応できますか

												予防接種 ヨボウ セッシュ		一次診療
（経過観察、栄養観察を含む） イチジ シンリョウ ケイカ カンサツ エイヨウ カンサツ フク		経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ		経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ		中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ		酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ		気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ		人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ		尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ		人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ		褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ

										できる		13		13		9		8		7		9		8		8		7		7		7

										できない		3		3		7		8		8		8		8		9		8		8		6

										要相談 ヨウ ソウダン		4		4		4		4		5		3		4		3		5		5		7



												Ｑ２医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する往診及び訪問診療について、以下の医療行為に対応できますか

												予防接種 ヨボウ セッシュ		経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ		経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ		中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ		酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ		気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ		人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ		尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ		人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ		褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ

										できる		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

										できない		19		20		20		20		20		20		20		20		20		20

										要相談 ヨウ ソウダン		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0

										Ｑ3		3.24時間、重症心身障害児（18歳未満）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイジ サイ ミマン イリョウ タイオウ				3.24時間、重症心身障害児（18歳未満）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイジ サイ ミマン イリョウ タイオウ

										できる		4

										できない		14

										要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン		2

										Ｑ4		4.24時間、重症心身障害者（18歳以上）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイシャ サイ イジョウ イリョウ タイオウ				4.24時間、重症心身障害者（18歳以上）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイシャ サイ イジョウ イリョウ タイオウ

										できる		3

										できない		9

										要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン		8

										Ｑ5		5.重症心身障害児（者）のレスパイト入院に対応できますか ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ ニュウイン タイオウ				5.重症心身障害児（者）のレスパイト入院に対応できますか ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ ニュウイン タイオウ

										できる		5

										できない		10

										要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン		5

										Ｑ6		6.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する訪問リハビリテーションを提供していますか イリョウテキ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ホウモン テイキョウ				6.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する訪問リハビリテーションを提供していますか イリョウテキ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ホウモン テイキョウ

										提供している テイキョウ		1

										提供していない テイキョウ		17

										提供していないが対応は可能 テイキョウ タイオウ カノウ		1

										要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン		1

										Ｑ7		7.平成26年度において、以下における長期入院児（6ヶ月以上）の患者数は何名ですか（「原疾患」及び「長期入院理由」について、複数の理由がある場合は、主な理由を選んでください） ヘイセイ ネンド イカ チョウキ ニュウイン ジ ゲツイジョウ カンジャスウ ナンメイ ゲンシッカン オヨ チョウキ ニュウイン リユウ フクスウ リユウ バアイ オモ リユウ エラ				7.平成26年度において、以下における長期入院児（6ヶ月以上）の患者数は何名ですか（「原疾患」及び「長期入院理由」について、複数の理由がある場合は、主な理由を選んでください） ヘイセイ ネンド イカ チョウキ ニュウイン ジ ゲツイジョウ カンジャスウ ナンメイ ゲンシッカン オヨ チョウキ ニュウイン リユウ フクスウ リユウ バアイ オモ リユウ エラ

										Q8		8.重症心身障害児（者）に対する相談窓口はありますか ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ソウダン マドグチ

																1		ある		13

																2		ない		7
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Ｑ7統計



				乳児～2歳 ニュウジ サイ		3歳～6歳 サイ サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13歳～17歳 サイ サイ		18歳以上 サイイジョウ

		気管切開人工呼吸患者 キカン セッカイ ジンコウ コキュウ カンジャ		11		4		8		5		12

		非気管切開人工呼吸患者（NPPV) ヒ キカン セッカイ ジンコウ コキュウ カンジャ		2		0		0		0		1

		気管切開患者 キカン セッカイ カンジャ		2		3		2		0		14

		その他 タ		4		2		2		0		1



		入院期間 ニュウイン キカン		NICU及びGCU オヨ		PICU		その他小児病棟 タ ショウニ ビョウトウ

		6ヶ月以上1年未満 ゲツイジョウ ネン ミマン		9		0		11

		1年以上2年未満 ネンイジョウ ネン ミマン		1		0		10

		2年以上 ネンイジョウ		4		0		154

		原疾患 ゲンシッカン		NICU及びGCU オヨ		PICU		その他小児病棟 タ ショウニ ビョウトウ

		新生児仮死 シンセイジ カシ		2		0		38

		仮死以外の神経、筋疾患 カシ イガイ シンケイ キン シッカン		3		0		48

		事故 ジコ		0		0		4

		先天異常症候群 センテン イジョウ ショウコウグン		11		0		22

		慢性肺疾患、気道病変 マンセイ ハイ シッカン キドウ ビョウヘン		1		0		0

		低出生体重児 テイ シュッセイ タイジュウ ジ		5		0		7

		社会的事情 シャカイテキ ジジョウ		0		0		2

		その他 タ		2		0		44

		長期入院理由 チョウキ ニュウイン リユウ		NICU及びGCU オヨ		PICU		その他小児病棟 タ ショウニ ビョウトウ

		病状が不安定 ビョウジョウ フアンテイ		6		0		30

		療育施設入所待ち リョウイク シセツ ニュウショ マ		0		0		18

		中間施設受入体制の不備 チュウカン シセツ ウケイレ タイセイ フビ		0		0		0

		地域サポートの不備 チイキ フビ		0		0		0

		病院の在宅医療フォロー体制不備 ビョウイン ザイタク イリョウ タイセイ フビ		0		0		0

		家族の受入困難 カゾク ウケイレ コンナン		4		0		127

		家庭環境、経済的理由 カテイ カンキョウ ケイザイテキ リユウ		1		0		5

		在宅準備中 ザイタク ジュンビチュウ		3		0		4

		その他 タ		0		0		1





黒須病院

				乳児～2歳 ニュウジ サイ		3歳～6歳 サイ サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13歳～17歳 サイ サイ		18歳以上 サイイジョウ

		気管切開人工呼吸患者 キカン セッカイ ジンコウ コキュウ カンジャ										1

		非気管切開人工呼吸患者（NPPV) ヒ キカン セッカイ ジンコウ コキュウ カンジャ										0

		気管切開患者 キカン セッカイ カンジャ										3

		その他 タ



		入院期間 ニュウイン キカン		NICU及びGCU オヨ		PICU		その他小児病棟 タ ショウニ ビョウトウ

		6ヶ月以上1年未満 ゲツイジョウ ネン ミマン

		1年以上2年未満 ネンイジョウ ネン ミマン

		2年以上 ネンイジョウ

		原疾患 ゲンシッカン

		新生児仮死 シンセイジ カシ

		仮死以外の神経、筋疾患 カシ イガイ シンケイ キン シッカン

		事故（溺水、交通事故、転落等） ジコ デキスイ コウツウ ジコ テンラク ナド

		先天異常症候群（染色体異常、欠乏奇形症候群、欠乏性代謝異常など） センテン イジョウ ショウコウグン センショクタイ イジョウ ケツボウ キケイ ショウコウグン ケツボウ セイ タイシャ イジョウ

		慢性肺疾患、気道病変 マンセイ ハイ シッカン キドウ ビョウヘン

		低出生体重児 テイ シュッセイ タイジュウ ジ

		社会的事情 シャカイテキ ジジョウ

		その他 タ

		長期入院理由 チョウキ ニュウイン リユウ

		病状が不安定 ビョウジョウ フアンテイ

		療育施設入所待ち リョウイク シセツ ニュウショ マ

		中間施設受入体制の不備 チュウカン シセツ ウケイレ タイセイ フビ

		地域サポートの不備 チイキ フビ

		病院の在宅医療フォロー体制不備 ビョウイン ザイタク イリョウ タイセイ フビ

		家族の受入困難 カゾク ウケイレ コンナン

		家庭環境、経済的理由 カテイ カンキョウ ケイザイテキ リユウ

		在宅準備中 ザイタク ジュンビチュウ

		その他 タ





自治医科大学附属病院

				乳児～2歳 ニュウジ サイ		3歳～6歳 サイ サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13歳～17歳 サイ サイ		18歳以上 サイイジョウ

		気管切開人工呼吸患者 キカン セッカイ ジンコウ コキュウ カンジャ		1

		非気管切開人工呼吸患者（NPPV) ヒ キカン セッカイ ジンコウ コキュウ カンジャ		1

		気管切開患者 キカン セッカイ カンジャ						1				1

		その他 タ		2		1



		入院期間 ニュウイン キカン		NICU及びGCU オヨ		PICU		その他小児病棟 タ ショウニ ビョウトウ

		6ヶ月以上1年未満 ゲツイジョウ ネン ミマン						4

		1年以上2年未満 ネンイジョウ ネン ミマン						2

		2年以上 ネンイジョウ						1

		原疾患 ゲンシッカン

		新生児仮死 シンセイジ カシ

		仮死以外の神経、筋疾患 カシ イガイ シンケイ キン シッカン						3

		事故（溺水、交通事故、転落等） ジコ デキスイ コウツウ ジコ テンラク ナド

		先天異常症候群（染色体異常、欠乏奇形症候群、欠乏性代謝異常など） センテン イジョウ ショウコウグン センショクタイ イジョウ ケツボウ キケイ ショウコウグン ケツボウ セイ タイシャ イジョウ						3

		慢性肺疾患、気道病変 マンセイ ハイ シッカン キドウ ビョウヘン

		低出生体重児 テイ シュッセイ タイジュウ ジ						1

		社会的事情 シャカイテキ ジジョウ

		その他 タ

		長期入院理由 チョウキ ニュウイン リユウ

		病状が不安定 ビョウジョウ フアンテイ						5

		療育施設入所待ち リョウイク シセツ ニュウショ マ						0

		中間施設受入体制の不備 チュウカン シセツ ウケイレ タイセイ フビ						0

		地域サポートの不備 チイキ フビ						0

		病院の在宅医療フォロー体制不備 ビョウイン ザイタク イリョウ タイセイ フビ						0

		家族の受入困難 カゾク ウケイレ コンナン						1

		家庭環境、経済的理由 カテイ カンキョウ ケイザイテキ リユウ						0

		在宅準備中 ザイタク ジュンビチュウ						1

		その他 タ						0





済生会宇都宮病院

				乳児～2歳 ニュウジ サイ		3歳～6歳 サイ サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13歳～17歳 サイ サイ		18歳以上 サイイジョウ

		気管切開人工呼吸患者 キカン セッカイ ジンコウ コキュウ カンジャ						1				2

		非気管切開人工呼吸患者（NPPV) ヒ キカン セッカイ ジンコウ コキュウ カンジャ

		気管切開患者 キカン セッカイ カンジャ

		その他 タ										1



		入院期間 ニュウイン キカン		NICU及びGCU オヨ		PICU		その他小児病棟 タ ショウニ ビョウトウ

		6ヶ月以上1年未満 ゲツイジョウ ネン ミマン						1

		1年以上2年未満 ネンイジョウ ネン ミマン

		2年以上 ネンイジョウ						3

		原疾患 ゲンシッカン

		新生児仮死 シンセイジ カシ						1

		仮死以外の神経、筋疾患 カシ イガイ シンケイ キン シッカン

		事故（溺水、交通事故、転落等） ジコ デキスイ コウツウ ジコ テンラク ナド

		先天異常症候群（染色体異常、欠乏奇形症候群、欠乏性代謝異常など） センテン イジョウ ショウコウグン センショクタイ イジョウ ケツボウ キケイ ショウコウグン ケツボウ セイ タイシャ イジョウ

		慢性肺疾患、気道病変 マンセイ ハイ シッカン キドウ ビョウヘン

		低出生体重児 テイ シュッセイ タイジュウ ジ

		社会的事情 シャカイテキ ジジョウ

		その他 タ						3

		長期入院理由 チョウキ ニュウイン リユウ

		病状が不安定 ビョウジョウ フアンテイ

		療育施設入所待ち リョウイク シセツ ニュウショ マ						3

		中間施設受入体制の不備 チュウカン シセツ ウケイレ タイセイ フビ

		地域サポートの不備 チイキ フビ

		病院の在宅医療フォロー体制不備 ビョウイン ザイタク イリョウ タイセイ フビ

		家族の受入困難 カゾク ウケイレ コンナン

		家庭環境、経済的理由 カテイ カンキョウ ケイザイテキ リユウ

		在宅準備中 ザイタク ジュンビチュウ

		その他 タ						1





足利赤十字病院

				乳児～2歳 ニュウジ サイ		3歳～6歳 サイ サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13歳～17歳 サイ サイ		18歳以上 サイイジョウ

		気管切開人工呼吸患者 キカン セッカイ ジンコウ コキュウ カンジャ

		非気管切開人工呼吸患者（NPPV) ヒ キカン セッカイ ジンコウ コキュウ カンジャ		1

		気管切開患者 キカン セッカイ カンジャ

		その他 タ



		入院期間 ニュウイン キカン		NICU及びGCU オヨ		PICU		その他小児病棟 タ ショウニ ビョウトウ

		6ヶ月以上1年未満 ゲツイジョウ ネン ミマン						1

		1年以上2年未満 ネンイジョウ ネン ミマン

		2年以上 ネンイジョウ

		原疾患 ゲンシッカン

		新生児仮死 シンセイジ カシ

		仮死以外の神経、筋疾患 カシ イガイ シンケイ キン シッカン

		事故（溺水、交通事故、転落等） ジコ デキスイ コウツウ ジコ テンラク ナド

		先天異常症候群（染色体異常、欠乏奇形症候群、欠乏性代謝異常など） センテン イジョウ ショウコウグン センショクタイ イジョウ ケツボウ キケイ ショウコウグン ケツボウ セイ タイシャ イジョウ

		慢性肺疾患、気道病変 マンセイ ハイ シッカン キドウ ビョウヘン

		低出生体重児 テイ シュッセイ タイジュウ ジ

		社会的事情 シャカイテキ ジジョウ

		その他 タ						1

		長期入院理由 チョウキ ニュウイン リユウ

		病状が不安定 ビョウジョウ フアンテイ

		療育施設入所待ち リョウイク シセツ ニュウショ マ

		中間施設受入体制の不備 チュウカン シセツ ウケイレ タイセイ フビ

		地域サポートの不備 チイキ フビ

		病院の在宅医療フォロー体制不備 ビョウイン ザイタク イリョウ タイセイ フビ

		家族の受入困難 カゾク ウケイレ コンナン

		家庭環境、経済的理由 カテイ カンキョウ ケイザイテキ リユウ						1

		在宅準備中 ザイタク ジュンビチュウ

		その他 タ





獨協医科大学病院

				乳児～2歳 ニュウジ サイ		3歳～6歳 サイ サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13歳～17歳 サイ サイ		18歳以上 サイイジョウ

		気管切開人工呼吸患者 キカン セッカイ ジンコウ コキュウ カンジャ		10		1		3

		非気管切開人工呼吸患者（NPPV) ヒ キカン セッカイ ジンコウ コキュウ カンジャ

		気管切開患者 キカン セッカイ カンジャ		2

		その他 タ		2				1



		入院期間 ニュウイン キカン		NICU及びGCU オヨ		PICU		その他小児病棟 タ ショウニ ビョウトウ

		6ヶ月以上1年未満 ゲツイジョウ ネン ミマン		9				4

		1年以上2年未満 ネンイジョウ ネン ミマン						2

		2年以上 ネンイジョウ						4

		原疾患 ゲンシッカン

		新生児仮死 シンセイジ カシ

		仮死以外の神経、筋疾患 カシ イガイ シンケイ キン シッカン		2

		事故（溺水、交通事故、転落等） ジコ デキスイ コウツウ ジコ テンラク ナド

		先天異常症候群（染色体異常、欠乏奇形症候群、欠乏性代謝異常など） センテン イジョウ ショウコウグン センショクタイ イジョウ ケツボウ キケイ ショウコウグン ケツボウ セイ タイシャ イジョウ		10

		慢性肺疾患、気道病変 マンセイ ハイ シッカン キドウ ビョウヘン

		低出生体重児 テイ シュッセイ タイジュウ ジ		5

		社会的事情 シャカイテキ ジジョウ

		その他 タ		2

		長期入院理由 チョウキ ニュウイン リユウ

		病状が不安定 ビョウジョウ フアンテイ		6				2

		療育施設入所待ち リョウイク シセツ ニュウショ マ						15

		中間施設受入体制の不備 チュウカン シセツ ウケイレ タイセイ フビ

		地域サポートの不備 チイキ フビ

		病院の在宅医療フォロー体制不備 ビョウイン ザイタク イリョウ タイセイ フビ

		家族の受入困難 カゾク ウケイレ コンナン

		家庭環境、経済的理由 カテイ カンキョウ ケイザイテキ リユウ		1

		在宅準備中 ザイタク ジュンビチュウ		2				3

		その他 タ





あしかがの森足利病院

				乳児～2歳 ニュウジ サイ		3歳～6歳 サイ サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13歳～17歳 サイ サイ		18歳以上 サイイジョウ

		気管切開人工呼吸患者 キカン セッカイ ジンコウ コキュウ カンジャ				3		4		5		9

		非気管切開人工呼吸患者（NPPV) ヒ キカン セッカイ ジンコウ コキュウ カンジャ										1

		気管切開患者 キカン セッカイ カンジャ				3		1				10

		その他 タ				1		1



		入院期間 ニュウイン キカン		NICU及びGCU オヨ		PICU		その他小児病棟 タ ショウニ ビョウトウ

		6ヶ月以上1年未満 ゲツイジョウ ネン ミマン						1

		1年以上2年未満 ネンイジョウ ネン ミマン		1				6

		2年以上 ネンイジョウ		4				146

		原疾患 ゲンシッカン

		新生児仮死 シンセイジ カシ		2				37

		仮死以外の神経、筋疾患 カシ イガイ シンケイ キン シッカン		1				45

		事故（溺水、交通事故、転落等） ジコ デキスイ コウツウ ジコ テンラク ナド						4

		先天異常症候群（染色体異常、欠乏奇形症候群、欠乏性代謝異常など） センテン イジョウ ショウコウグン センショクタイ イジョウ ケツボウ キケイ ショウコウグン ケツボウ セイ タイシャ イジョウ		1				19

		慢性肺疾患、気道病変 マンセイ ハイ シッカン キドウ ビョウヘン		1

		低出生体重児 テイ シュッセイ タイジュウ ジ						6

		社会的事情 シャカイテキ ジジョウ						2

		その他 タ						40

		長期入院理由 チョウキ ニュウイン リユウ

		病状が不安定 ビョウジョウ フアンテイ						23

		療育施設入所待ち リョウイク シセツ ニュウショ マ

		中間施設受入体制の不備 チュウカン シセツ ウケイレ タイセイ フビ

		地域サポートの不備 チイキ フビ

		病院の在宅医療フォロー体制不備 ビョウイン ザイタク イリョウ タイセイ フビ

		家族の受入困難 カゾク ウケイレ コンナン		4				126

		家庭環境、経済的理由 カテイ カンキョウ ケイザイテキ リユウ						4

		在宅準備中 ザイタク ジュンビチュウ		1

		その他 タ





管理

		1/15/16		09:30～11:30		120

		1/16/16		19:30～22:00		150

		1/19/16		16:20～17：30		70

		1/28/16		17：30～18:30		60

				22:30～23：30		60

				11：30～13:30		120

		1/30/16		12:00～14：30		150

		1/31/16		15：30～17：45		135

		2/1/16		16：00～18：00		120

		2/1/16		23：30～0：40		70
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3-4.24時間、重症心身障害児（者）の医療に対応ができますか

できる
20%

できない
70%

要相談

（条件に

よる）
10%

■18歳未満

できる
15%

できない
45%

要相談

（条件に

よる）
40%

■18歳以上
できる できない 要相談

18歳未満 4 14 2
18歳以上 3 9 8

できる できない 要相談

5 10 5

5.重症心身障害児（者）のレスパイト入院に対応ができますか

できる
25%

できない
50%

要相談

（条件に

よる）
25%

■重症心身障害児（者）の

レスパイト入院

6.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する訪問リハビリテーションを提供していますか

提供している 5
提供していない 10
提供していないが対応は可能 5
要相談 5

提供してい

る 20％

提供してい

ない 40％

提供してい

ないが対応

は可能…

要相談(条
件による)

20％

■訪問リハビリテーションを提供しているか

Ⅰ．病院


相談支援事業所一覧表

		市区郡 シク グン		事業所名 ジギョウショ メイ		電話番号 デンワ バンゴウ		FAX番号 バンゴウ		郵便番号 ユウビンバンゴウ		所在地 ショザイチ		訪問可能な主な市町村 ホウモン カノウ オモ シチョウソン

		足利市 アシカガシ		特定相談支援センターはじめ		0284-22-4561		0284-22-4562		326-0143		足利市葉鹿町735-1		足利市 アシカガシ

		足利市 アシカガシ		足利障害者相談支援センター		0284-44-0307		0284-44-0318		326-0064		足利市東砂原後町1072		足利市、佐野市 アシカガシ サノシ

		足利市 アシカガシ		足利ケアサービス		0284-21-7630		0284-21-3109		326-0843		足利市五十部町809-3		足利市、佐野市、太田市 アシカガシ サノシ オオタシ

		足利市 アシカガシ		障害者相談支援センターフォレスト		0284-91-1816		0284-91-2867		326-0011		足利市大沼田町615		足利市及び近隣市町村 アシカガシ オヨ キンリン シチョウソン

		足利市 アシカガシ		相談支援事業所こころみ		0284-41-5039		0284-43-2665		326-0061		足利市田島町611-2

		宇都宮市 ウツノミヤシ		相談支援事業所ポンテ		028-652-7288		028-652-6355		321-0341		宇都宮市古賀志町1964-12		宇都宮、鹿沼、日光、壬生 ウツノミヤ カヌマ ニッコウ ミブ

		宇都宮市 ウツノミヤシ		うつのみや		028-632-6074		028-632-6075		320-0861		宇都宮市西2-1-7		宇都宮市 ウツノミヤシ

		宇都宮市 ウツノミヤシ		サポートセンターきりん		028-612-3838		028-678-3257		321-0905		宇都宮市平出工業団地43-100 ウツノミヤシ ヒライデコウギョウダンチ		宇都宮市 ウツノミヤシ

		宇都宮市 ウツノミヤシ		サポートセンターとみや生活支援センター		028-665-8230		028-665-8230		321-2116		宇都宮市徳次郎町540		宇都宮市 ウツノミヤシ

		宇都宮市 ウツノミヤシ		サポートセンターひばり		028-670-0330		028-667-7315		321-3236		宇都宮市竹下町435-159		宇都宮市 ウツノミヤシ

		宇都宮市 ウツノミヤシ		相談支援センターネクスト		080-8854-9551		028-612-7174		320-0034		宇都宮市泉町6-25		宇都宮市 ウツノミヤシ

		宇都宮市 ウツノミヤシ		特定相談支援事業所やすらぎ		028-650-7727		028-650-7728		320-0011		宇都宮市富士見が丘3－19－20		宇都宮市 ウツノミヤシ

		宇都宮市 ウツノミヤシ		障がい者生活支援センターこぶし		028-680-5746		028-688-0214		321-0126		宇都宮市茂原町837-1		宇都宮市、上三川町 ウツノミヤシ カミノカワマチ

		大田原市 オオタワラシ		相談支援事業所つばさ		0287-53-7393		0287-53-7394		324-0044		大田原市親園824-1		大田原市、那須塩原市、那須烏山市、矢板市、さくら市、那須町、塩谷町、高根沢町 オオタワラシ ナスシオバラシ ナスカラスヤマシ ヤイタシ シ ナスマチ シオ タニ マチ タカネザワマチ

		大田原市 オオタワラシ		相談支援事業所とまり木		0287-54-2854		0287-54-2230		324-0231		大田原市北野上3952		大田原市、那須塩原市、那須町 オオタワラシ ナスシオバラシ ナスマチ

		小山市 オヤマシ		相談支援事業所わくわくおやま		0285-24-6575		0285-20-0255		323-0022		小山市駅東通り3-9-6		小山市 オヤマシ

		小山市 オヤマシ		友井タクシー介護ステーションふれあい		0285-30-0840		0285-30-0844		323-0025		小山市城山町2丁目12-25		小山市 オヤマシ

		小山市 オヤマシ		相談支援事業所おやま		0285-22-1833		0285-22-8946		323-0014		小山市喜沢660		小山市、下野市 オヤマシ シモノ シ

		小山市 オヤマシ		社会就労センターえいぶるの里 シャカイ シュウロウ サト		0285-22-4561		0285-22-4581		323-0003		小山市東島田2403-2		小山市、下野市、上三川町、野木町、結城市、古河市、筑西市 オヤマシ シモノ シ カミノカワマチ ノギマチ ユウキシ コガシ ツク ニシ シ

		小山市 オヤマシ		はつらつサロン南天相談支援事業所		0285-22-4659		0285-38-6529		323-0027		小山市花垣町2-3-19		小山市、栃木市 オヤマシ トチギシ

		小山市 オヤマシ		相談支援事業所みどり		0285-45-8362		0285-45-8397		329-0214		小山市乙女786-1		小山市、栃木市、古河市、結城市 オヤマシ トチギシ コガシ ユウキシ

		上三川町 カミノカワマチ		上三川障がい児・者生活相談支援センター		0285-38-6854		0285-38-6841		329-0611		上三川町上三川5082-15		上三川町 カミノカワマチ

		さくら市 シ		障がい者支援センターにんべん		028-686-2539		028-686-2584		329-1417		さくら市フィオーレ喜連川5-2-1　フィオーレガーデン1-102		さくら市 シ

		佐野市 サノシ		社会福祉法人とちのみ会　こなかの森 シャカイ フクシ ホウジン カイ モリ		0283-24-5757		0283-24-6294		327-0001		佐野市小中町1280		佐野市、足利市 サノシ アシカガシ

		佐野市 サノシ		さの社協相談支援センターほっぷ		0283-22-8152		0283-22-8199		327-0003		佐野市大橋町3212-27		佐野市全域 サノシ ゼンイキ

		下野市 シモノ シ		南栃木支援センター相談支援		0285-44-6118		0285-44-7215		329-0412		下野市柴1432-105		下野市、小山市、壬生町 シモノ シ オヤマシ ミブマチ

		下野市 シモノ シ		下野市相談支援事業所 こばと		0285-44-6783		0285-44-6783		329-0414		下野市小金井1146-6		下野市、上三川町 シモノ シ カミノカワマチ

		高根沢町 タカネザワマチ		高根沢町障害児者生活支援センターすまいる タカネザワマチ		028-612-2751		028-612-2752		329-1225		塩谷郡高根沢町石末1825　福祉センター内 シオヤグン タカネザワマチ イシヅエ フクシ ナイ		高根沢町 タカネザワマチ

		高根沢町 タカネザワマチ		障害者相談支援センターいぶき		028-678-3502		028-676-3501		329-1216		塩谷郡高根沢町桑窪2266-2		高根沢町 タカネザワマチ

		栃木市 トチギシ		相談支援事業所わらしべの家		0282-27-1627		0282-27-1675		328-0011		栃木市大宮町2708-3		栃木市 トチギシ

		栃木市 トチギシ		相談支援センターぴあん ソウダン シエン		0282-31-1755		0282-31-2919		328-0067		栃木市皆川城内町333-2		栃木市、小山市 トチギシ オヤマシ

		栃木市 トチギシ		相談支援事業所「ピュア」		0282-31-3911		0282-31-3912		328-0133		栃木市大森町465		栃木市、鹿沼市、佐野市、小山市、壬生町 トチギシ カヌマシ サノシ オヤマシ ミブマチ

		栃木市 トチギシ		相談支援ウエイブ		0282-23-4465		0282-23-4465		328-0012		栃木市平柳町1-2-7		栃木市、壬生町 トチギシ ミブマチ

		栃木市 トチギシ		もくせいの里		0282-43-0593		0282-43-1387		329-4405		栃木市大平町西山田1198		栃木市内 トチギシナイ

		那須町 ナスマチ		障がい者相談支援事業所ケアサプライ		0287-73-5312		0287-73-5311		329-3221		那須郡那須町漆塚762-102 ナスグン ナスマチ ウルシツカ		白河市、那須町、那須塩原市、大田原市 シラカワシ ナスマチ ナスシオバラシ オオタワラシ

		那須塩原市 ナスシオバラ シ		相談支援事業所テトテ		0287-36-7171		0287-36-7181		329-2732		那須塩原市一区町251-1		那須塩原市（大田原、矢板、那須町、那珂川町、烏山） ナスシオバラ シ オオタワラ ヤイタ ナスマチ ナカガワマチ カラスヤマ

		那須塩原市 ナスシオバラ シ		相談支援事業のぞみ		0287-65-2288		0287-65-2282		329-3152		那須塩原市上中野53		那須塩原市、大田原市、那須町 ナスシオバラ シ オオタワラシ ナスマチ

		那須塩原市 ナスシオバラ シ		相談支援事業所　空		0287-73-8165		0287-73-8165		329-3157		那須塩原市大原間西1-19-9		那須塩原市、大田原市、那須町 ナスシオバラ シ オオタワラシ ナスマチ

		那須塩原市 ナスシオバラ シ		指定特定相談支援事業所あじさい		0287-60-3361		0287-60-3362		325-0034		那須塩原市東原166		那須塩原市、那須町 ナスシオバラ シ ナスマチ

		野木町 ノギマチ		さわやか相談支援センター		0280-57-4884		0280-57-4994		329-0112		野木町南赤塚1145-1		小山市、野木町、古河市、栃木市 オヤマシ ノギマチ コガシ トチギシ

		芳賀郡 ハガ グン		相談支援センター光輝舎		0285-70-2020		0285-72-8222		321-4105		芳賀郡益子町北中1113-1		芳賀郡、真岡市等 ハガ グン モオカシ ナド

		芳賀郡 ハガ グン		相談支援センターみさと		0285-72-9767				321-4104		芳賀郡益子町大沢2800-5		芳賀郡内（真岡市、益子町、市貝町、芳賀町、茂木町） ハガ グンナイ モオカシ マシコ チョウ イチ ガイ マチ ハガマチ モギマチ

		真岡市 モオカシ		相談支援センターのどか　真岡センター		0285-81-5890		0285-85-8452		321-4305		真岡市荒町111-1		真岡市、芳賀町、市貝町、益子町、茂木町 モオカシ ハガマチ イチガイ マチ マシコ チョウ モギ マチ

		真岡市 モオカシ		真岡介護センター		0285-80-5200		0285-80-5211		321-4361		真岡市並木町1-8-1　シティ並木102 ナミキ		真岡市、芳賀町南部、市貝町南部、益子町西部、上三川東部 モオカシ ハガマチ ナンブ イチ ガイ チョウ ナンブ マシコ チョウ セイブ カミノカワ トウブ

		壬生町 ミブマチ		指定障害者相談支援事業所あるしぇん		0282-86-7665		0282-21-7109		321-0201		下都賀郡壬生町安塚2032 シモツガグン ミブマチ ヤスヅカ		壬生町 ミブマチ





訪問看護事業所一覧表

		市区郡 シク グン		事業所名 ジギョウショ メイ		電話番号 デンワ バンゴウ		FAX番号 バンゴウ		郵便番号 ユウビンバンゴウ		所在地 ショザイチ		訪問可能な主な市町村 ホウモン カノウ オモ シチョウソン

		足利市 アシカガシ		あおい訪問看護ステーション		0284-73-9456		0284-72-7600		326-0831		足利市堀込町2556 セレッソ・コート1階		足利市とその周辺（佐野市、館林市、巴楽町、太田市、桐生市） アシカガシ シュウヘン サノシ タテバヤシシ トモエ ラク マチ オオタシ キリュウシ				足利市 アシカガシ		2

		足利市 アシカガシ		ライフ訪問看護リハビリテーション		0284-64-8799		0284-64-8335		326-0831		足利市堀込町2656-7　ASKビル301号		足利市、佐野市、館林市、邑楽郡、太田市、桐生市 アシカガシ サノシ タテバヤシシ オウラ グン オオタシ キリュウシ				宇都宮市 ウツノミヤシ		7

		宇都宮市 ウツノミヤシ		ＷＡＤＥＷＡＤＥ訪問看護ステーション		028-666-5420		028-666-5460		321-0923		宇都宮市下栗町2913-1 ウツノミヤシ シモグリマチ		宇都宮市、上三川町、 ウツノミヤシ カミノカワマチ				大田原市 オオタワラシ		4

		宇都宮市 ウツノミヤシ		訪問看護ステーションここあ		028-600-3735		028-600-3736		321-2116		宇都宮市徳次郎町998-9 ウツノミヤシ トクジロウマチ		宇都宮市、日光市、 ウツノミヤシ ニッコウシ				小山市 オヤマシ		3

		宇都宮市 ウツノミヤシ		訪問看護ステーションうつのみや		028-612-6103		028-612-6104		320-0852		宇都宮市下砥上町字並塚643番地1		宇都宮市、壬生町 ウツノミヤシ ミブマチ				鹿沼市 カヌマシ		1

		宇都宮市 ウツノミヤシ		訪問看護ステーションあるく		028-643-5586		028-678-8796		320-0036		宇都宮市小幡2-6-14 		宇都宮市 ウツノミヤシ				さくら市 シ		1

		宇都宮市 ウツノミヤシ		訪問看護ステーション風		028-612-1333		028-612-1384		321-0117		宇都宮市城南3丁目5-6		宇都宮、鹿沼、下野、壬生 ウツノミヤ カヌマ シモノ ミブ				佐野市 サノシ		2

		宇都宮市 ウツノミヤシ		訪問看護ステーションほっと		028-626-5739		028-625-8201		321-0974		宇都宮市竹林町958		宇都宮市 ウツノミヤシ				下野市 シモツケシ		1

		宇都宮市 ウツノミヤシ		宮の橋訪問看護ステーション		028-635-9839		028-635-9839		321-0963		宇都宮市南大通り1-1-23		宇都宮市 ウツノミヤシ				高根沢町 タカネザワマチ		1

		大田原市 オオタワラシ		訪問看護ステーションゆりの木		0287-47-5123		0287-47-5124		324-0028		大田原市山の手1-1-7 ヤマ テ		大田原市、那須塩原市、那珂川町 オオタワラシ ナスシオバラ シ ナカガワマチ				栃木市 トチギシ		1

		大田原市 オオタワラシ		とちぎ訪問看護ステーションくろばね		0287-54-0507		0287-54-0580		324-0241		大田原市黒羽向町142番地		大田原市、那須塩原市、那須町、那珂川町 オオタワラシ ナスシオバラ シ ナスマチ ナカガワマチ				那須烏山市 ナスカラスヤマシ		1

		大田原市 オオタワラシ		さくら訪問看護ステーション		0287-29-3252		0287-29-3252		324-0058		大田原市紫塚3-2633-10		大田原市、那須塩原市、矢板市 オオタワラシ ナスシオバラ シ ヤイタ シ				那須塩原市 ナスシオバラ シ		1

		大田原市 オオタワラシ		那須赤十字訪問看護ステーション		0287-23-8866		0287-23-8903		324-8686		大田原市中田原1081-4		大田原市、那須塩原市（一部を除く） オオタワラシ ナスシオバラ シ イチブ ノゾ				野木町 ノギマチ		1

		小山市 オヤマシ		とちぎ訪問看護ステーションおやま		0285-39-8602		0285-39-8607		323-0827		小山市神鳥谷2251-7 オヤマシ ヒトトノヤ		小山市、下野市（南部）、野木町（北部） オヤマシ シモノ シ ナンブ ノギ マチ ホクブ				壬生町 ミブマチ		1

		小山市 オヤマシ		わくわく訪問看護ステーションおやま		0285-24-6575		0285-20-0255		323-0022		小山市駅東通り3-9-6		小山市、結城市（茨城県）、下野市の一部、栃木市（PTのみ） オヤマシ ユウキシ イバラキケン シモノ シ イチブ トチギシ				真岡市 モオカシ		1

		小山市 オヤマシ		訪問看護ステーションみどり		0285-45-8362		0285-45-8397		329-0214		小山市乙女786-1		小山市、栃木市、古河市、結城市 オヤマシ トチギシ コガシ ユウキシ						28

		鹿沼市 カヌマシ		鹿沼訪問看護ステーション		0289-60-5650		0289-60-1687		322-0021		鹿沼市上野町320-3高橋ビル1階103号室		鹿沼市、旧宇都宮市、旧今市市、壬生町、西片町 カヌマシ キュウ ウツノミヤシ キュウ イマイチシ ミブマチ ニシカタマチ

		さくら市 シ		訪問看護ステーション卯の郷		028-682-7770		028-682-7766		329-1311		さくら市氏家2650番地		さくら市（周辺15ｋｍ以内）、塩谷町、那須烏山市、宇都宮市、高根沢町 シ シュウヘン イナイ シオヤ マチ ナスカラスヤマシ ウツノミヤシ タカネザワ マチ

		佐野市 サノシ		訪問看護ステーションマザーの家		0283-85-7771		0283-85-7772		327-0504		佐野市中町942-1		佐野市 サノシ

		佐野市 サノシ		訪問看護ステーション佐野		0283-86-7013		0283-86-7031		327-0847		佐野市天神町774-22 メープルハイツ101号室		足利市、佐野市、栃木市（旧岩船市） アシカガシ サノシ トチギシ キュウ イワフネ シ

		下野市 シモツケシ		訪問看護ステーション石橋		0285-52-2293		0285-52-2268		329-0511		下野市石橋628番地		下野市、上三川町、壬生町、宇都宮市（部） シモノ シ カミノカワマチ ミブマチ ウツノミヤシ ブ

		高根沢町 タカネザワ マチ		訪問看護ステーションたかねざわ		028-680-1701		028-680-1702		329-1233		塩谷郡高根沢町宝積寺2426-8 		高根沢町、さくら市、那須烏山市、芳賀町、市貝町、茂木町、益子町、宇都宮市 タカネザワマチ シ ナスカラスヤマシ ハガ マチ イチ カイ チョウ モギマチ マシコ チョウ ウツノミヤシ

		栃木市 トチギシ		訪問看護ステーションオリーブ		0282-27-8414		0282-27-8415		328-0027		栃木市今泉町1丁目17番29号		栃木市、小山市、下野市、壬生町 トチギシ オヤマシ シモノ シ ミブ マチ

		那須烏山市 ナスカラスヤマシ		訪問看護ステーションあい		0287-83-8035		0287-83-8222		321-0628		那須烏山市金井2-5-9 ベンチャープラザ7号室 ゴウシツ		那須烏山市、那珂川町、茂木町、一貝町 ナスカラスヤマシ ナカガワマチ モギマチ イチ ガイ マチ

		那須塩原市 ナスシオバラ シ		マロニエ訪問看護ステーション		0287-37-6322		0287-39-3305		329-2763		那須塩原市井口537-3 にしなすの総合在宅ケアセンター内		那須塩原市、那須町、大田原市　リハビリのみ→那珂川町訪問可能 ナスシオバラ シ ナスマチ オオタワラシ ナカガワ マチ ホウモン カノウ

		野木町 ノギマチ		訪問看護ステーションたんぽぽ		0280-57-1888		0280-57-3819		329-0101		下都賀郡野木町友沼5119-12		野木町、小山市、旧藤岡町 ノギマチ オヤマシ キュウ フジオカマチ

		壬生町 ミブマチ		とちぎ訪問看護ステーションみぶ		0282-82-7262		0282-82-7260		321-0218		下都賀郡壬生町落合1-18-12		上三川町、下野市、壬生町、宇都宮 カミノカワマチ シモノ シ ミブ チョウ ウツノミヤ

		真岡市 モオカシ		芳賀赤十字訪問看護ステーション		0285-84-8266		0285-84-8266		321-4306		真岡市台町2461		芳賀郡全域（真岡市、益子町、芳賀町、茂木町） ハガ グン ゼンイキ モオカシ マシコマチ ハガマチ モギ マチ





診療所一覧表

		市区郡 シク グン		診療所名 シンリョウジョ メイ		電話番号 デンワ バンゴウ		郵便番号 ユウビンバンゴウ		所在地 ショザイチ

		足利市 アシカガシ		山浦内科医院		0284-21-6653 		326-0843		足利市五十部町1256-5

		足利市 アシカガシ		あいファミリィクリニック足利 アシカガ		0284-22-3788		329-4213		足利市寺岡町505-1

		足利市 アシカガシ		かしま産婦人科 サンフジンカ		0284-65-0341		326-0844		足利市鹿島町501-1

		足利市 アシカガシ		くさの小児科		0284-73-7000		326-0335		足利市上渋垂町338-3

		足利市 アシカガシ		すながクリニック		0284-44-7211		326-0015		足利市八椚町494-1　

		宇都宮市 ウツノミヤシ		医療法人　亀田内科		028-633-2884		320-0812		宇都宮市一番町1-28

		宇都宮市 ウツノミヤシ		越戸クリニック		028-660-6190		321-0951		宇都宮市越戸町139-6

		宇都宮市 ウツノミヤシ		福田こどもクリニック		028-659-8850		320-0852		宇都宮市下砥上町1545-20

		宇都宮市 ウツノミヤシ		きくちクリニック		028-683-3387		321-0903		宇都宮市下平出町614-2

		宇都宮市 ウツノミヤシ		てらもと小児科		028-650-6636		321-0975		宇都宮市関堀町971-6

		宇都宮市 ウツノミヤシ		あおい内科小児科ｸﾘﾆｯｸ		028-663-6000		321-0973		宇都宮市岩曽町1086-1

		宇都宮市 ウツノミヤシ		桜井消化器科・内科		028-643-0870		320-0073		宇都宮市細谷1-7-38

		宇都宮市 ウツノミヤシ		鈴木内科クリニック		028-655-1229		321-0139		宇都宮市若松原2-4-19

		宇都宮市 ウツノミヤシ		大根田内科医院		028-624-6322		320-0072		宇都宮市若草3-4-22

		宇都宮市 ウツノミヤシ		てらだファミリークリニック		028-654-2188		321-0132		宇都宮市雀の宮5-5-1

		宇都宮市 ウツノミヤシ		清原台こどもクリニック キヨハラ ダイ		028-305-6017		321-3223		宇都宮市清原台2-4-14

		宇都宮市 ウツノミヤシ		森田医院		028-633-1573		320-0861		宇都宮市西3-5-8

		宇都宮市 ウツノミヤシ		こどもヶ丘診療所		028-615-1077		321-0151		宇都宮市西川田町183-21

		宇都宮市 ウツノミヤシ		有村小児科医院		028-656-7207		321-0912		宇都宮市石井町3128-11

		宇都宮市 ウツノミヤシ		いちはらファミリークリニック		028-612-8350		321-0414		宇都宮市中里町322

		宇都宮市 ウツノミヤシ		豊郷中央渡辺内科　		028-622-8900		320-0004		宇都宮市長岡町1217-5

		宇都宮市 ウツノミヤシ		宇都宮市子ども発達センター診療所 ウツノミヤシ コ ハッタツ シンリョウジョ		028-647-4720		320-0851		宇都宮市鶴田町970-1

		宇都宮市 ウツノミヤシ		梅園医院		028-633-2869		320-0035		宇都宮市伝馬町3-28

		宇都宮市 ウツノミヤシ		片山医院		028-661-9764		321-0944		宇都宮市東峰町3008-21

		宇都宮市 ウツノミヤシ		冨塚メデｲカルクリニック		028-666-2555		321-2116		宇都宮市徳次郎町888

		宇都宮市 ウツノミヤシ		豊郷台クリニック ユタカ ゴウ ダイ		028-643-8998		320-0003		宇都宮市豊郷台2-21-3

		宇都宮市 ウツノミヤシ		みやの杜クリニック　		028-683-7811		321-0904		宇都宮市陽東2-4-5

		宇都宮市 ウツノミヤシ		医療法人　赤羽病院		028-661-5446		321-0904		宇都宮市陽東7-2-2

		大田原市 オオタワラシ		くろばね齋藤醫院		0287-54-0031		324-0233		大田原市黒羽田町612

		大田原市 オオタワラシ		さいとうハート＆キッズクリニック		0287-53-7979		324-0043		大田原市浅香1-4-3

		大田原市 オオタワラシ		あさかクリニック		0287-22-2601		324-0043		大田原市浅香3-3711

		小山市 オヤマシ		神鳥谷クリニック		0285-22-7700		323-0827		小山市神鳥谷1-19-1

		小山市 オヤマシ		小山すぎの木クリニック		0285-30-3456		323-0806		小山市中久喜1131-1

		小山市 オヤマシ		おおきこどもクリニック		0285-41-0025 		329-0207		小山市美しが丘3-35-3

		鹿沼市 カヌマシ		小川こどもクリニック		0289-74-5421		322-0027		鹿沼市貝島町5006-2

		鹿沼市 カヌマシ		飯岡小児科		0289-65-3257		322-0074		鹿沼市日吉町569-2

		鹿沼市 カヌマシ		小松医院		0289-60-5515		322-0064		鹿沼市文化橋町2300-1

		鹿沼市 カヌマシ		いとうこどもクリニック		0289-63-5566		322-0025		鹿沼市緑町2-2-29

		上三川 カミノカワ		やの小児科医院		0285-56-0280		329-0611		河内郡上三川町上三川3446-3

		さくら市 シ		仲嶋医院		028-681-7755		329-1311		さくら市氏家3245-17

		佐野市 サノシ		稲毛クリニック		0283-25-2566		327-0103		佐野市石塚町893-1

		佐野市 サノシ		こばやしファミリークリニック		0283-85-9900		327-0311		佐野市多田町566

		佐野市 サノシ		坪水医院		0283-62-0265		327-0312		佐野市栃本町2241

		佐野市 サノシ		緑の屋根診療所		0283-20-2577		327-0843		佐野市堀米町1348-5

		佐野市 サノシ		キッズクリニックはせがわ		0283-27-0200		327-0843		佐野市堀米町3946-6

		下野市 シモノ シ		グリムこどもクリニック		0285-51-1515		329-0502		下野市下古山2-6-17

		下野市 シモノ シ		にじいろこども診療所 シンリョウジョ		0285-44-7716		329-0414		下野市小金井4-1-1

		下野市 シモノ シ		角田内科医院		0285-53-5665 		329-0511		下野市石橋549

		下野市 シモノ シ		佐藤内科		0285-53-1305		329-0511		下野市石橋839-14

		下野市 シモノ シ		おかべこどもクリニック		0285-40-7300 		329-0433		下野市緑5-17-12

		高根沢町 タカネザワマチ		にいたに内科　		028-675-6515		329-1231		塩谷郡高根沢町宝石台 3-3-19

		栃木市 トチギシ		熊倉医院		0282-55-8425		329-4316		栃木市岩舟町新里180-1 トチギシ

		栃木市 トチギシ		竹田内科小児科クリニック		0282-29-1233		328-0011		栃木市大宮町52番地

		栃木市 トチギシ		田村医院		0282-43-3368		329-4423		栃木市大平町西水代1835-1

		栃木市 トチギシ		小森谷内科医院		0282-43-7327		329-4404		栃木市大平町富田4003-8

		栃木市 トチギシ		持田医院		0282-67-3661		329-0319		栃木市藤岡町中根115-5

		栃木市 トチギシ		腰塚医院		0282-62-2072		323-1104		栃木市藤岡町藤岡1845-10

		栃木市 トチギシ		よこやま内科小児科クリニック		0282-24-8102		328-0075		栃木市箱森町38-70

		栃木市 トチギシ		サンレディースクリニック		0282-24-3541		328-0024		栃木市樋ノ口町504-1

		栃木市 トチギシ		桜井こどもクリニック		0282-24-5987		328-0034		栃木市本町16-9

		栃木市 トチギシ		さいとう小児科 ショウニカ		0282-22-0757 		328-0015		栃木市万町30番16号

		那珂川町 ナカガワマチ		佐藤医院		0287-96-2841		324-0501		那須郡那珂川町小川2960-1

		那珂川町 ナカガワマチ		飯塚医院		0287-92-2034		324-0613		那須郡那珂川町馬頭484-3

		那珂川町 ナカガワマチ		立花医院		0287-72-0311		325-0003		那須郡那須町寺子乙3967-190

		那須塩原市 ナスシオバラ シ		中川医院 ナカガワ イイン		0287-62-0040		325-0057		那須塩原市黒磯幸町6-27

		那須塩原市 ナスシオバラ シ		さいとうクリニック		0287-39-1805		329-2724		那須塩原市西幸町7-13

		那須塩原市 ナスシオバラ シ		みずぬまクリニック		0287-39-1581		329-2751		那須塩原市東三島2-80-6

		日光市 ニッコウシ		吉原医院		0288-21-0161		321-1261		日光市今市826-4

		日光市 ニッコウシ		木村内科医院		0288-22-7880		321-1264		日光市瀬尾497-1

		益子町 マシコマチ		鈴木医院		0285-72-2032		321-4217		益子町益子1747-2

		壬生町 ミブマチ		小倉医院		0282-82-0057		321-0227		壬生町通町10-5

		壬生町 ミブマチ		大橋内科クリニック		0282-82-8522		321-0219		壬生町福和田1003-1

		壬生町 ミブマチ		かとう小児科 ショウニカ		0282-82-7576		321-0218		壬生町落合3-7-30

		真岡市 モオカシ		ひがのクリニック		0285-74-0051 		321-4521		真岡市久下田941-1

		真岡市 モオカシ		小林診療所		0285-82-3873		321-4369		真岡市熊倉3-10-7

		真岡市 モオカシ		西真岡こどもクリニック		0285-81-7900		321-4341		真岡市高勢町3-205-1

		真岡市 モオカシ		田井の里クリニック		0285-81-6502		321-4301		真岡市西田井内外748-2

		真岡市 モオカシ		深谷医院 フカヤ イイン		0285-75-0007 		321-4502		真岡市物井1268-7

		茂木町 モギマチ		吉永医院		0285-63-2303		321-3564		茂木町増井190-1





病院一覧表

		市区郡 シク グン		診療所名 シンリョウジョ メイ		電話番号 デンワ バンゴウ		郵便番号 ユウビンバンゴウ		所在地 ショザイチ																																																						相談窓口 ソウダン マドグチ		部署名・職名 ブショ メイ ショクメイ		ご担当者氏名 タントウシャ シメイ		連絡先TEL レンラクサキ		連絡先MAIL レンラクサキ

		足利市 アシカガシ		あしかがの森足利病院		0284-91-0611		326-0011		足利市大沼田町615		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		1		2		別紙参照 ベッシ サンショウ		有		メディカルソーシャルワーカー		福地　哲郎 フクチ テツロウ		0284-91-0611		soudan@hshikagu-hospital.or.jp

		足利市 アシカガシ		足利赤十字病院		0284-21-0121		326-0843		足利市五十部町284-1		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		3		1		2		別紙参照 ベッシ サンショウ		有		事務部医事課社会福祉士 ジム ブ イジ カ シャカイ フクシ シ		布施　麻由実 フセ マユミ		0284-20-1307

		宇都宮市 ウツノミヤシ		済生会宇都宮病院		028-626-5500		321-0974		宇都宮市竹林町911-1		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		2		別紙参照 ベッシ サンショウ		有		地域連携課 チイキ レンケイ カ		荻津　守 オギツ カミ		028-626-5500

		宇都宮市 ウツノミヤシ		JCHO　うつのみや病院		028-653-1001		321-0143		宇都宮市南高砂町11-17		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		無

		大田原市 オオタワラシ		那須赤十字病院		0287-23-1122		324-8686		大田原市中田原1081-4		1		1		3		3		3		1		3		1		3		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		1		4		なし		有		地域医療福祉連携課福祉係長 チイキ イリョウ フクシ レンケイ カ フクシ カカリチョウ		野中 美希 ノナカ ミキ		0287-23-1122		renkeika@nasu.jrc.or.jp

		小山市 オヤマシ		新小山市民病院		0285-36-0200		323-0827		小山市神鳥谷2251-1 オヤマシ ヒトトノヤ		1		1		3		2		2		2		2		2		2		2		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		2		なし		有		医療相談室保健師 イリョウ ソウダンシツ ホケンシ		多賀谷 邦子 タガヤ クニコ		0285-36-0256		soudan@hospital.oyama.tochigi.jp

		小山市 オヤマシ		小山厚生病院		0285-22-1105		323-0031		小山市八幡町2-10-6		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		2		なし		有		看護師長 カンゴシ チョウ		横家 よね子 ヨコ イエ コ		0285-22-1105
0285-24-9890

		下野市 シモツケシ		自治医科大学附属病院　		0285-44-2111		329-0498		下野市薬師寺3311-1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		2		3		2		別紙参照 ベッシ サンショウ		有		地域医療連携部（看護師） チイキ イリョウ レンケイ ブ カンゴシ		黒田　光恵 クロダ ミツエ		0285-44-2111		mazuek@jichi.ac.jp

		下野市 シモツケシ		石橋総合病院		0285-53-1134		329-0511		下野市石橋628		1		1		1		1		1		1		1		2		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		1		なし		有		地域医療連携部 チイキ イリョウ レンケイ ブ		(部長)岩崎 さゆり ブチョウ イワサキ		0285-53-1134		ishibashi-renkei@yushikai.jp

		高根沢町 タカネザワマチ		菅又病院　		028-676-0311		329-1207		塩谷郡高根沢町花岡2351		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		無

		栃木市 トチギシ		とちの木病院		0282-22-7722		328-0071		栃木市大町39-5		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		無

		栃木市 トチギシ		下都賀総合病院		0282-22-2551		328-0044		栃木市富士見町5-32		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		3		なし		有		医療福祉相談室 イリョウ フクシ ソウダンシツ		MSWが3人おります ニン		0282-22-2551

		栃木市 トチギシ		西方病院		0282-92-2323		322-0601		栃木市西方町金崎273-3 トチギシ		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		有		西方病院地域連携室 ニシカタ ビョウイン チイキ レンケイ シツ				0282-25-7310		nishikata-renkei@cc9.ne.jp

		壬生町 ミブマチ		獨協医科大学病院		0282-86-1111		321-0293		下都賀郡壬生町大字北小林880		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		3		2		別紙参照 ベッシ サンショウ		有		地域医療連携センター医療福祉相談室 チイキ イリョウ レンケイ イリョウ フクシ ソウダンシツ				0282-87-2185
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相談支援事業所

		Ｑ1.貴施設について、お伺いいたします キ シセツ ウカガ										事業所名とコメントをくっつけるで一表を作る ジギョウショ メイ イッピョウ ツク

		1		事業所名 ジギョウショ メイ								今月中 コンゲツ チュウ

		2		電話番号 デンワ バンゴウ								地図と一覧表をパワーポイント チズ イチラン ヒョウ

		3		FAX番号 バンゴウ								各項目ごとにページを作る カクコウモク ツク

		4		所在地 ショザイチ

		5		訪問可能な主な市町村 ホウモン カノウ オモ シチョウソン

		Ｑ2.重症心身障害児（者）の定義をご存知ですか ジュウショウシンシンショウガイジ シャ テイギ ゾンジ

		Ｑ2-1		知っている シ

		Ｑ2-2		知らない シ

		Ｑ3.重症心身障害児（者）の方（家族・関係機関等）からの相談を受けたことがありますか ジュウショウシンシンショウガイジ シャ カタ カゾク カンケイ キカン ナド ソウダン ウ

		Ｑ3-1		1		ある

		Ｑ3-2		2		ない

		Ｑ3-1-Ａ

				Ａ-1それは誰からの相談でしたか ダレ ソウダン

				1		ａ.家族 カゾク

				2		ｂ.支援者 シエンシャ

				3		ｃ.関係機関 カンケイ キカン

				Ａ-2それはどんな相談でしたか（複数回答可） ソウダン フクスウ カイトウ カ

				1		ａ.生活上の相談 セイカツ ジョウ ソウダン

				2		ｂ.医療的な相談 イリョウテキ ソウダン

				3		ｃ.制度に関する相談 セイド カン ソウダン

				4		ｄ.教育に関する相談 キョウイク カン ソウダン

				5		ｅ.サービス等利用計画書作成に関する相談 ナド リヨウ ケイカクショ サクセイ カン ソウダン

				6		ｆ.その他 タ

				Ａ-3それらの相談事業所として対応（解決）はできましたか ソウダン ジギョウショ タイオウ カイケツ

				1		ａ.できた

				2		ｂ.できなかった

				Ａ-3-1それはどうしてですか

				1		ａ解決手段・方法がなかった カイケツ シュダン ホウホウ

				2		ｂ.ほかの相談支援事業所に依頼した ソウダン シエン ジギョウショ イライ

				3		ｃ.行政に依頼した ギョウセイ イライ

				4		ｄ.その他 タ

		Ｑ4.Ｑ3-2「ない」→これから重症心身障害児（者）の方（本人・家族等）からの相談があればどのように対応されますか ジュウショウシンシンショウガイジ シャ カタ ホンニン カゾク ナド ソウダン タイオウ

				Ｑ4-1		自分の事業所で対応する ジブン ジギョウショ タイオウ

				Ｑ4-2		ほかの相談支援事業所へ依頼する ソウダン シエン ジギョウショ イライ

				Ｑ4-3		行政に依頼する ギョウセイ イライ

				Ｑ4-4		その他 タ

		Ｑ5.重症心身障害児（者）の方のサービス等利用計画書を作成したことがありますか ジュウショウシンシンショウガイジ シャ カタ ナド リヨウ ケイカクショ サクセイ

				Ｑ5-1		ある

				Ｑ5-2		ない

						Ｑ5-1-Ａ		「ある」と回答→作成にあたり、苦労したこと困ったことがありましたか カイトウ サクセイ クロウ コマ

						Ｑ5-2-Ａ		「ない」と回答 カイトウ

						1		ａ.今後依頼があれば作成する コンゴ イライ サクセイ

						2		ｂ.他の相談支援事業所に依頼する ホカ ソウダン シエン ジギョウショ イライ

						3		ｃ.作成するかどうかわからない サクセイ

						Ｑ5-2-Ａ-1		b.cを回答→それはどうしてですか カイトウ

		Q6.重症心身障害児（者）の方がより良い在宅生活をしていく上で何か必要だと思うことがあればご自由にお書きください ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ カタ ヨ ザイタク セイカツ ウエ ナニ ヒツヨウ オモ ジユウ カ



		承諾可否 ショウダク カヒ		Q1												Ｑ2.重症心身障害児（者）の定義をご存知ですか ジュウショウシンシンショウガイジ シャ テイギ ゾンジ				Ｑ3.重症心身障害児（者）の方（家族・関係機関等）からの相談を受けたことがありますか ジュウショウシンシンショウガイジ シャ カタ カゾク カンケイ キカン ナド ソウダン ウ																														Ｑ4.Ｑ3-2「ない」→これから重症心身障害児（者）の方（本人・家族等）からの相談があればどのように対応されますか ジュウショウシンシンショウガイジ シャ カタ ホンニン カゾク ナド ソウダン タイオウ										Ｑ5.重症心身障害児（者）の方のサービス等利用計画書を作成したことがありますか ジュウショウシンシンショウガイジ シャ カタ ナド リヨウ ケイカクショ サクセイ										Q6.重症心身障害児（者）の方がより良い在宅生活をしていく上で何か必要だと思うことがあればご自由にお書きください ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ カタ ヨ ザイタク セイカツ ウエ ナニ ヒツヨウ オモ ジユウ カ

				事業所名 ジギョウショ メイ		電話番号 デンワ バンゴウ		FAX番号 バンゴウ		郵便番号 ユウビンバンゴウ		所在地 ショザイチ		訪問可能な主な市町村 ホウモン カノウ オモ シチョウソン		知っている		知らない シ		ある		ない		それは誰からの相談でしたか						それはどんな相談でしたか														それらの相談事業所として対応（解決）はできましたか						自分の事業所で対応する ジブン ジギョウショ タイオウ		他の相談支援事業所へ依頼する ホカ ソウダン シエン ジギョウショ イライ		行政に依頼する ギョウセイ イライ		その他 タ				ある		ない		「ある」と回答		「ない」
と回答		b.c（23）を回答

																								家族 カゾク		支援者 シエンシャ		関係機関 カンケイ キカン		生活上の相談 セイカツ ジョウ ソウダン		医療的な相談 イリョウテキ ソウダン		制度に関する相談 セイド カン ソウダン		教育に関する相談 キョウイク カン ソウダン		サービス等利用計画書作成に関する相談 ナド リヨウ ケイカクショ サクセイ カン ソウダン		その他 タ		その他回答 タ カイトウ		それらの相談事業所として対応（解決）はできましたか		それはどうしてですか		それはどうしてですか

		否 イナ		手話通訳派遣協会相談支援事業所		0287-73-4422		0287-62-7776		325-0026		栃木県那須塩原市上厚崎431-17 ３２５－００２６				0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		0		1		本事業所と同様の地域で一般相談支援事業所と連携を図り対応する ホン ジギョウショ ドウヨウ チイキ イッパン ソウダン シエン ジギョウショ レンケイ ハカ タイオウ		0		1		0		2		当事業所は手話通訳派遣を主目的とする事業所であるため、聴覚障害に対するノウハウはあるがそれ以外の障害者に対応する専門性を有していない為 トウ ジギョウショ シュワ ツウヤク ハケン シュモクテキ ジギョウショ チョウカク ショウガイ タイ イガイ ショウガイシャ タイオウ センモンセイ ユウ タメ

		否 イナ		相談支援事業所すまいる		0285-45-7199		0285-45-8437		329-0205		小山市間々田750-1		小山市 オヤマシ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		1		0				0		1		0		3		現在担当させていただいているケースの他に受け入れる時間的余裕がないため。また専門的な知識や経験がなく自信がないため。 ゲンザイ タントウ ホカ ウ イ ジカンテキ ヨユウ センモンテキ チシキ ケイケン ジシン

		否 イナ		やまゆりの里		0284-90-2030		0284-90-2031		326-0011		足利市大沼田町525-1		足利市 アシカガシ		0		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		ショートステイの利用が可能かどうか リヨウ カノウ		2		1		ショートの利用を希望していたが、幼児で夜間に吸引が必要とのことだったので職員配置上困難と判断 リヨウ キボウ ヨウジ ヤカン キュウイン ヒツヨウ ショクイン ハイチ ジョウ コンナン ハンダン		0		0		0		0				0		1		0		2		あしかがの森さんが近くにあり専門性もあるため モリ チカ センモンセイ

		否 イナ		相談支援センターひかり		028-612-7717		028-612-7718		320-0072		宇都宮市若草4-20-7		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		0		1		0		1		0		0		1		0		1		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		居宅介護事業所とニーズのマッチング キョタク カイゴ ジギョウショ		0				短期入所事業所（医療的ケア対応型）の整備 タンキ ニュウショ ジギョウショ イリョウテキ タイオウガタ セイビ

		否 イナ		相談支援センター歩み		028-667-5151		028-667-5150		321-3233		宇都宮市上籠谷町3792		真岡市、芳賀町、宇都宮市 モオカシ ハガマチ ウツノミヤシ		0		1		1		0		0		1		0		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		毎日お会いしている方ではないしお話ができる方ではないので、計画書を作ることは少々戸惑いはありましたが、すべて療育指導室の先生にご指導いただき作成することができました。お幸せな時を過ごしてほしいという思いはいっぱいありますが、なにも出来ていない自分が申し訳ないような気持ちです。 マイニチ ア カタ ハナシ カタ ケイカクショ ツク ショウショウ トマド リョウイク シドウシツ センセイ シドウ サクセイ シアワ トキ ス オモ デキ ジブン モウ ワケ キモ		0				すみません。経験不足で在宅の方はよくわかりませんが、独立行政法人国立病院機構宇都宮病院にお伺いし行き届いた介護、職員の先生方の情熱にこういうところで重症心身障害者の方が過ごせることは幸せなのでは…としみじみ思いました。 ケイケン ブソク ザイタク カタ ドクリツ ギョウセイ ホウジン コクリツ ビョウイン キコウ ウツノミヤ ビョウイン ウカガ イ トド カイゴ ショクイン センセイガタ ジョウネツ ジュウショウ シンシン ショウガイシャ カタ ス シアワ オモ

		否 イナ		ワークス共育		0287-39-5593		0287-39-5630		329-2213		那須塩原市上大貫2028-2				1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		0		1		状況に応じて対応する ジョウキョウ オウ タイオウ		0		1				1				相談支援専門員のレベルアップが必要ではないかと思います ソウダン シエン センモンイン ヒツヨウ オモ

		否 イナ		指定特定相談支援センタードリーム		0288-32-2280		0288-32-2281		321-2341		日光市大沢町274		日光市、塩谷町、鹿沼市、宇都宮市 ニッコウシ シオヤ チョウ カヌマシ ウツノミヤ シ		0		1		1		0		1		0		0		1		1		1		0		0		0				1		0				0		0		0		0				1		0		計画を作成するにあたり医療機関との連携方法を具体化していくことに連絡調整に時間を要しました。また医師同士でのやりとりの方が早いように感じました。※解決できたと言っても施設の空き待ちで関係する病院で入院しております。 ケイカク サクセイ イリョウ キカン レンケイ ホウホウ グタイカ レンラク チョウセイ ジカン ヨウ イシ ドウシ ホウ ハヤ カン カイケツ イ シセツ ア マ カンケイ ビョウイン ニュウイン		0				入所ではなく、医療ケアのできる短期入所やグループホーム、日中一時、生活介護の拡充が必要であること。また重症心身障害児（者）への理解を広めていき、理解者を増やすこと、訪問看護、訪問医療、居宅介護も活用しやすい環境づくりを相談支援専門員はネットワークづくりに努めなければんらないと思います。 ニュウショ イリョウ タンキ ニュウショ ニッチュウ イチジ セイカツ カイゴ カクジュウ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ リカイ ヒロ リカイシャ フ ホウモン カンゴ ホウモン イリョウ キョタク カイゴ カツヨウ カンキョウ ソウダン シエン センモンイン ツト オモ

		否 イナ		ユーファーム支援センター		028-689-0070		028-680-0750		321-0972		宇都宮市下川俣町206-127		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2		これまでの実績として主に就労系の利用計画の作成を行っており重症心身障害児の方への支援については経験や人員の不足から対応が困難であると思われるため ジッセキ オモ シュウロウ ケイ リヨウ ケイカク サクセイ オコナ ジュウショウ シンシン ショウガイジ カタ シエン ケイケン ジンイン フソク タイオウ コンナン オモ

		否 イナ		障害者相談支援センターひびき		028-666-7601		028-666-7602		321-0403		宇都宮市下小倉町1536		宇都宮市、さくら市 ウツノミヤシ シ		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2		かつて受け入れたことがなく、またスタッフにも医療的ケアの知識や経験が乏しく、自信をもって迎え入れることができない ウ イ イリョウテキ チシキ ケイケン トボ ジシン ムカ イ		受け入れる施設が近辺にあること ウ イ シセツ キンペン

		否 イナ		相談支援事業ぴゅあ		028-611-1771		028-611-1772		321-0911		宇都宮市問屋町3426-46		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2

		否 イナ		指定特定相談支援事業所すえひろ		0287-23-3962		0287-24-1670		324-0042		大田原市末広1-2-5		大田原市、大田原市以外は交通費を受領 オオタワラシ オオタワラシ イガイ コウツウヒ ジュリョウ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2		事業所の対象を精神障害に限定し、市に申請しているため ジギョウショ タイショウ セイシン ショウガイ ゲンテイ シ シンセイ

		否 イナ		相談支援センターふじみだい		0285-44-0200		0285-44-4255		329-0412		下野市芝1123		下野市 シモノ シ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		0		1		ケースによって検討 ケントウ		0		1				2

		否 イナ		相談支援センターひゅーまにあ宇都宮		028-678-5385		028-678-5395		320-0802		宇都宮市江野町6-15大立ビル4階		宇都宮市（鹿沼市等近隣市町村） ウツノミヤシ カヌマシ ナド キンリン シチョウソン		0		1		1		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		あるではありますが、初めての作成でまた完成はしていない段階です。病院で実施されている活動医療等で自分自身が未熟で理解が足りていない為に苦労しています。 ハジ サクセイ カンセイ ダンカイ ビョウイン ジッシ カツドウ イリョウ ナド ジブン ジシン ミジュク リカイ タ タメ クロウ		0				①医療面での安心②外部と交流する機会③家族の方への支援 イリョウ メン アンシン ガイブ コウリュウ キカイ カゾク カタ シエン

		否 イナ		地域活動支援センターあしかが		0284-41-2643		0284-43-0463		326-0808		足利市本城1-1547		足利市 アシカガシ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0						0		1		0		0				0		1				2		専門外で知識等はなく、計画書の作成は難しいため センモンガイ チシキ トウ ケイカクショ サクセイ ムズカ

		否 イナ		南那須地区障害者相談支援センター		0287-80-1020		0287-80-1027		321-0624		那須烏山市旭1-18-8		那須烏山市、那珂川町 ナスカラスヤマシ ナカガワマチ		1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		アセスメント、院内での面会予定の調整、家族への説明など インナイ メンカイ ヨテイ チョウセイ カゾク セツメイ		0				在宅医療、訪問リハビリなど24時間対応出来る専門家チーム ザイタク イリョウ ホウモン ジカン タイオウ デキ センモンカ

		否 イナ		ワン・ハーモニー		0287-22-8255		0287-48-7225		324-0042		大田原市末広1-3618-13				0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				0

		否 イナ		ひまわり相談支援事業所		0282-20-5006		0282-23-4878		328-0052		栃木市祝町12－9				0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		1		0				0		1				3		意思伝達が自分にとって受け止められるかに不安があるため イシ デンタツ ジブン ウ ト フアン

		否 イナ		サンフラワーライフ		0285-22-1109		0285-22-1345		323-0808		小山市出井1936		小山市内 オヤマシナイ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				3		近隣に受け入れ施設が少なく在宅福祉サービスに向けるのが難しい キンリン ウ イ シセツ スク ザイタク フクシ ム ムズカ

		否 イナ		natu- la(ナチュラ)		0287-67-3115		0287-67-3115		329-3153		那須塩原市大原間239-1		那須塩原市、大田原市、那須町 ナスシオバラ シ オオタワラシ ナスマチ		0		1		1		0		1		0		0		1		1		1		0		0		0				1		0				0		0		0		0				1		0		サービス自体の幅がせまいため、本人が安全に安心した生活をうけられるためにどう組み合わせたら良いか。又、家族によっては苦手な事業所もあり限られた事業所を探すのが難しかった。 ジタイ ハバ ホンニン アンゼン アンシン セイカツ ク ア ヨ マタ カゾク ニガテ ジギョウショ カギ ジギョウショ サガ ムズカ		0				訪問系のサービスがもっと充実して欲しい ホウモン ケイ ジュウジツ ホ

		否 イナ		相談支援事業所ふるさとホーム那須		0287-98-3001		0287-98-8080		324-0414		大田原市片府田1301-59		大田原市、那須町、那須塩原市、周辺 オオタワラシ ナスマチ ナスシオバラ シ シュウヘン		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2		主な精神知的関係なので、今後はできるよう専門的な部分の勉強が必要です。 オモ セイシン チテキ カンケイ コンゴ センモンテキ ブブン ベンキョウ ヒツヨウ		①専門相談②居場所③地域の理解 センモン ソウダン イバショ チイキ リカイ

		否 イナ		特定相談支援事業所きのこ		028-635-8746		028-635-8778		320-0846		栃木県宇都宮市滝の原2-4-42 ３２０－０８４６		宇都宮市 ウツノミヤシ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		1		0				0		1				3		どのように作成したらいいか不安のため サクセイ フアン

		否 イナ		こども発達支援センター鹿沼市あおば園		0289-63-1745		0289-63-1745		322-0074		鹿沼市日吉町320－1				1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		1		0				0		1				2		相談支援専門員の不足、児童発達支援事業所利用のための計画書作成が主な業務になっている ソウダン シエン センモンイン フソク ジドウ ハッタツ シエン ジギョウショ リヨウ ケイカクショ サクセイ オモ ギョウム

		否 イナ		障害者相談支援センターみつか・Ｒｕ		028-648-3971		028-648-3936		321-0347		宇都宮市飯田町261		宇都宮市、鹿沼市 ウツノミヤシ カヌマシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		1		状況に応じして他機関と連携し判断する場合もある ジョウキョウ オウ ホカ キカン レンケイ ハンダン バアイ		0		1				1		計画依頼の状況に応じて対応できない月もある（モニタリング件数） ケイカク イライ ジョウキョウ オウ タイオウ ツキ ケンスウ

		否 イナ		工房つばさ		0285-40-0388		0285-40-6700		329-0401		下野市箕輪425-1		下野市、上三川町、壬生町、ただし状況に応じて対応することが難しい場合もある シモノ シ カミノカワマチ ミブマチ ジョウキョウ オウ タイオウ ムズカ バアイ		1		0		1		0		1		0		0		1		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		短期入所、ヘルパーなどの利用希望があっても受け入れてくれる事業所が見つからない タンキ ニュウショ リヨウ キボウ ウ イ ジギョウショ ミ		3		状況により作成することができない場合がある ジョウキョウ サクセイ バアイ		重心の方の短期入所等の利用ができるところが必要。在宅でのサービスの受入必要だと思われる。 ジュウシン カタ タンキ ニュウショ ナド リヨウ ヒツヨウ ザイタク ウケイレ ヒツヨウ オモ

		否 イナ		相談支援事業所グーフォ		028-673-0002		028-671-0785		329-1105		宇都宮市中岡本町3178-3				1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1				在宅生活を支える家族に負担が重くならないようにする。緊急時に対応してくれる医療ケア付きの宿泊施設を増やしてほしい ザイタク セイカツ ササ カゾク フタン オモ キンキュウジ タイオウ イリョウ ツ シュクハク シセツ フ

		否 イナ		那珂川町社協相談支援事業所		0287-92-1273		0287-92-1295		324-0613		那珂川町馬頭560-1		那珂川町 ナカガワマチ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				0				移動支援サービス イドウ シエン

		否 イナ		相談支援事業所大山田ノンフェール		0287-93-0660		0287-83-8182		324-0602		那珂川町大山田下郷955		那珂川町 ナカガワマチ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		1		0				0		1				2		平成27年度で相談支援事業を終了するため ヘイセイ ネンド ソウダン シエン ジギョウ シュウリョウ

		否 イナ		在宅サポートこころ		028-651-0780		028-651-0781		320-0042		宇都宮市材木町4-24				0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2

		否 イナ		相談支援事業所みらい ソウダン シエン ジギョウショ		0280-57-2673		0280-57-2673		329-0111		野木町丸林371-12		野木町、小山市 ノギマチ オヤマシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		0		1		しかるべき関係機関と連携して対応する カンケイ キカン レンケイ タイオウ		0		1				3		重症心身のノウハウがない ジュウショウ シンシン

		否 イナ		大田原市社会福祉協議会		0287-54-1849		0287-54-2745		324-0233		栃木県大田原市黒羽田町848 ３２４－０２３３		大田原市内 オオタワラシナイ		0		1		1		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0				2		1				0		1		0		0				0		1				2		職員が未熟なため ショクイン ミジュク		在宅医療の充実、居宅介護の２４時間対応（サービス事業所）の充実 ザイタク イリョウ ジュウジツ キョタク カイゴ ジカン タイオウ ジギョウショ ジュウジツ

		否 イナ		障がい者相談支援センターとまつり		028-680-5570		028-680-5271		320-0052		宇都宮市中戸祭町813		宇都宮市、近隣市町村 ウツノミヤシ キンリン シチョウソン		0		1		1		0		1		0		0		1		0		0		0		0		1		親子間の関わり オヤコ カン カカ		0		0		現在対応中 ゲンザイ タイオウチュウ		0		0		0		0				1		0		保護者との連携がとれない ホゴシャ レンケイ		0

		否 イナ		宇都宮市社会福祉協議会		028-636-1536		028-636-1537		320-0806		宇都宮市中央1-1-15		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		0				2		1		医療的ケアが必要な方が長時間外出したい。長時間支援者の拘束、移動手段（車の中での対応）、医療的ケアが必要な方が外出したいときに外出できる環境がすぐに整えられない、医療的けが必要な方で要介助であるが、歩行できる方が利用できる短期入所先はないか（アクセス時間も含む） イリョウテキ ヒツヨウ カタ チョウジカン ガイシュツ チョウジカン シエン シャ コウソク イドウ シュダン クルマ ナカ タイオウ イリョウテキ ヒツヨウ カタ ガイシュツ ガイシュツ カンキョウ トトノ イリョウテキ ヒツヨウ カタ ヨウ カイジョ ホコウ カタ リヨウ タンキ ニュウショ サキ ジカン フク		0		0		0		0				1		0		専門的（医療面）な知識がなく、専門用語が多く調べたり聞いたりしながら支援していくこと。長く関わらないと親の思いまで聞き出せないこと。 センモンテキ イリョウ メン チシキ センモン ヨウゴ オオ シラ キ シエン ナガ カカ オヤ オモ キ ダ		0				当事者が何歳になっても利用できるサービス環境（短期入所、訪問入浴など）。教育もほかのお子さん同様平等に受けられる機会（学校行事も含む）。相談対応できる人材の確保。緊急時でも利用できるサービスの調整・確保。直接支援できるサービス・人材を増やすこと。 トウジシャ ナンサイ リヨウ カンキョウ タンキ ニュウショ ホウモン ニュウヨク キョウイク コ ドウヨウ ビョウドウ ウ キカイ ガッコウ ギョウジ フク ソウダン タイオウ ジンザイ カクホ キンキュウジ リヨウ チョウセイ カクホ チョクセツ シエン ジンザイ フ

		承諾 ショウダク		ライフサポートセンターゆめ		0280-33-3624		0280-57-4624		329-0111		野木町丸林630-4		野木町、その周辺地域 ノギマチ シュウヘン チイキ		1		0		1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		1		福祉サービス利用に関する相談 フクシ リヨウ カン ソウダン		1		0				0		0		0		0				1		0		医療的な情報、知識に乏しくわからない用語などが数多く出てきた。医療的ケアの内容の聞き取り（どの部分を聞いていけばよいのか） イリョウテキ ジョウホウ チシキ トボ ヨウゴ カズオオ デ イリョウテキ ナイヨウ キ ト ブブン キ		0				Ｆａの負担軽減のためのレスパイト先（ＨＰ、ＳＳ機関等）。家族それぞれの訴え、希望を明確にしていく。関係機関がチームになりＦａの支え応援をしていく。 フタン ケイゲン サキ キカンナド カゾク ウッタ キボウ メイカク カンケイ キカン ササ オウエン

		承諾 ショウダク		足利ケアサービス		0284-21-7630		0284-21-3109		326-0843		足利市五十部町809-3		足利市、佐野市、太田市 アシカガシ サノシ オオタシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		0		1		ケースによって対応する タイオウ		0		1				3

		承諾 ショウダク		相談支援センターみさと		0285-72-9767				321-4104		芳賀郡益子町大沢2800-5		芳賀郡内（真岡市、益子町、市貝町、芳賀町、茂木町） ハガ グンナイ モオカシ マシコ チョウ イチ ガイ マチ ハガマチ モギマチ		1		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		資源が少ない、短期入所先の確保が難しかった。計画を作るのには、医療情報が難しく感じられた。 シゲン スク タンキ ニュウショ サキ カクホ ムズカ ケイカク ツク イリョウ ジョウホウ ムズカ カン		0				連携の取れる医療関係者がたくさん地域の中にいてくれると安心して生活できるかな。外出や余暇の充実を図るために医療の必要な人の生活が限られてしまっている（あきらめてしまっている） レンケイ ト イリョウ カンケイシャ チイキ ナカ アンシン セイカツ ガイシュツ ヨカ ジュウジツ ハカ イリョウ ヒツヨウ ヒト セイカツ カギ

		承諾 ショウダク		サポートセンターとみや生活支援センター		028-665-8230		028-665-8230		321-2116		宇都宮市徳次郎町540		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		0		1		0		0		0		0		1		1		1		1		1		0				0		1		医療的なケアが必要な利用者様の日中活動先が限られて利用できない人がいる。学校との連携が取りにくい。通勤手段・行事参加制限があり平等性が保たれない。学校はサービスで対応を望み、福祉行政は教育で何とかするべきとつねに折り合わない。 イリョウテキ ヒツヨウ リヨウシャサマ ニッチュウ カツドウ サキ カギ リヨウ ヒト ガッコウ レンケイ ト ツウキン シュダン ギョウジ サンカ セイゲン ビョウドウセイ タモ ガッコウ タイオウ ノゾ フクシ ギョウセイ キョウイク ナン オ ア		0		0		1		0		協力してほしい キョウリョク		1		0		利用できるサービスが限られている。社会参加できる機会が少なく、場が限られている。介護者の負担軽減が取りにくい。夢や希望を叶えるための資源が少ない。 リヨウ カギ シャカイ サンカ キカイ スク バ カギ カイゴシャ フタン ケイゲン ト ユメ キボウ カナ シゲン スク		0				通勤手段、保護者なくても教育が受けられる環境。常に親同行を求めるのでは、自立につながらず、いつになっても親の負担は軽減されない。親が安心して託せる日中活動の場。社会参加、役割を担える環境作り、職場。地域で生活していくための交流の機会や場があるといい。緊急的にレスパイトを受け入れてくれる場。 ツウキン シュダン ホゴシャ キョウイク ウ カンキョウ ツネ オヤ ドウコウ モト ジリツ オヤ フタン ケイゲン オヤ アンシン タク ニッチュウ カツドウ バ シャカイ サンカ ヤクワリ ニナ カンキョウ ヅク ショクバ チイキ セイカツ コウリュウ キカイ バ キンキュウテキ ウ イ バ

		承諾 ショウダク		社会就労センターえいぶるの里 シャカイ シュウロウ サト		0285-22-4561		0285-224581		323-0003		小山市東島田2403-2		小山市、下野市、上三川町、野木町、結城市、古河市、筑西市 オヤマシ シモノ シ カミノカワマチ ノギマチ ユウキシ コガシ ツク ニシ シ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				1		0		自己決定が難しいため、家族中心の考えになってしまうこと。また、利用できる社会資源が少ない。 ジコ ケッテイ ムズカ カゾク チュウシン カンガ リヨウ シャカイ シゲン スク		1				関係機関との連携、特に在宅が長い方は医療機関とのかかわりが家族も含め、希薄になってしまい、二次障害に対応できない。地域に総合的に支援でき、医療的ケアが受けられる場所、または訪問医療の充実が必要と思います。 カンケイ キカン レンケイ トク ザイタク ナガ カタ イリョウ キカン カゾク フク キハク ニジ ショウガイ タイオウ チイキ ソウゴウテキ シエン イリョウテキ ウ バショ ホウモン イリョウ ジュウジツ ヒツヨウ オモ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所「ピュア」		0282-31-3911		0282-31-3912		328-0133		栃木市大森町465		栃木市、鹿沼市、佐野市、小山市、壬生町 トチギシ カヌマシ サノシ オヤマシ ミブマチ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1

		承諾 ショウダク		社会福祉法人とちのみ会　こなかの森 シャカイ フクシ ホウジン カイ モリ		0283-24-5757		0283-24-6294		327-0001		佐野市小中町1280		佐野市、足利市 サノシ アシカガシ		1		0		1		0		1		0		0		1		0		1		0		0		0				1		2		通所型のため、短期入所の受け入れはサービスとして提供できず、他施設の紹介、相談支援事業につなげている。 ツウショ ガタ タンキ ニュウショ ウ イ テイキョウ タ シセツ ショウカイ ソウダン シエン ジギョウ		0		0		0		0				1		0		療養型短期入所ほかの施設への短期入所の受け入れ状況など、受け入れ場所を見つけるなど。短期入所時の発作発症時医療への繋ぎが困難。問題多（かかりつけ医への搬送） リョウヨウガタ タンキ ニュウショ シセツ タンキ ニュウショ ウ イ ジョウキョウ ウ イ バショ ミ タンキ ニュウショ ジ ホッサ ハッショウ ジ イリョウ ツナ コンナン モンダイ タ イ ハンソウ		0				佐野市には、身障（重心）短期入所施設がなく老人施設に佐野市が委託しているが、利用する人もいなく、サービスが使いづらい状態にある。短期入所受け入れ可能施設が増えることで、家族のほうも使いやすく利便性があがると考えます。 サノシ シンショウ ジュウシン タンキ ニュウショ シセツ ロウジン シセツ サノシ イタク リヨウ ヒト ツカ ジョウタイ タンキ ニュウショ ウ イ カノウ シセツ フ カゾク ツカ リベンセイ カンガ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所テトテ		0287-36-7171		0287-36-7181		329-2732		那須塩原市一区町251-1		那須塩原市（大田原、矢板、那須町、那珂川町、烏山） ナスシオバラ シ オオタワラ ヤイタ ナスマチ ナカガワマチ カラスヤマ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		0		1		委託の相談支援事業所や重心専門の事業所に相談する イタク ソウダン シエン ジギョウショ ジュウシン センモン ジギョウショ ソウダン		0		1				3		その方にとって、より専門性の高い方が対応することが望ましいと思いますので、作成が適するか否か周囲のサービス状況なども考慮して決めたいと思います。適切にアドバイスをいただける地域の環境が整っていれば、スキルアップ、経験の積み重ねのためにも作成したいです。 カタ センモンセイ タカ ホウ タイオウ ノゾ オモ サクセイ テキ イナ シュウイ ジョウキョウ コウリョ キ オモ テキセツ チイキ カンキョウ トトノ ケイケン ツ カサ サクセイ		相談支援専門員のスキルアップ。きめ細かい支援（サービスの充実）本人のニーズを正しく理解できる人材の育成と地域の理解。 ソウダン シエン センモンイン コマ シエン ジュウジツ ホンニン タダ リカイ ジンザイ イクセイ チイキ リカイ

		承諾 ショウダク		指定特定相談支援事業所あじさい		0287-60-3361		0287-60-3362		325-0034		那須塩原市東原166		那須塩原市、那須町 ナスシオバラ シ ナスマチ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2				訪問看護、訪問診療を行う医師が必要だと思います。 ホウモン カンゴ ホウモン シンリョウ オコナ イシ ヒツヨウ オモ

		承諾 ショウダク		障害者相談支援センターいぶき		028-678-3502		028-676-3501		329-1216		高根沢町桑窪2266-2		高根沢町 タカネザワマチ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1				短期入所など受け入れてくれる施設を増やしてほしい。県内で受け入れていただけない為、県外の施設を考えなくてはいけない方がいます。 タンキ ニュウショ ウ イ シセツ フ ケンナイ ウ イ タメ ケンガイ シセツ カンガ カタ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所わくわくおやま		0285-24-6575		0285-20-0255		323-0022		小山市駅東通り3-9-6		小山市 オヤマシ		1		0		1		0		1		1		1		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		関係事業所が多いことで情報収集連携等大変。医療機関とも連携を図る必要あり。レスパイト、ショートステイの受入困難。利用できる事業所が少ない。 カンケイ ジギョウショ オオ ジョウホウ シュウシュウ レンケイ ナド タイヘン イリョウ キカン レンケイ ハカ ヒツヨウ ウケイレ コンナン リヨウ ジギョウショ スク		0				重症心身障害児（者）を受け入れしてくれる事業所、施設がもっと多くあればよいと思われる。通所日中一時短期入所など。相談支援、計画作成についてもほかの事業所が受け入れてくれないとの理由で受け入れ可能事業所へ集中してしまう為、相談員への研修等を増やせばよいが。しかし日々の業務が多忙であるため、難しいのかな？ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ ウ イ ジギョウショ シセツ オオ オモ ツウショ ニッチュウ イチジ タンキ ニュウショ ソウダン シエン ケイカク サクセイ ジギョウショ ウ イ リユウ ウ イ カノウ ジギョウショ シュウチュウ タメ ソウダン イン ケンシュウ ナド フ ヒビ ギョウム タボウ ムズカ

		承諾 ショウダク		相談支援センターネクスト		080-8854-9551		0280-612-1558		320-0034		宇都宮市泉町6-25		宇都宮市 ウツノミヤシ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2

		承諾 ショウダク		相談支援事業のぞみ		0287-65-2288		0287-65-2282		329-3152		那須塩原市上中野53		那須塩原市、大田原市、那須町 ナスシオバラ シ オオタワラシ ナスマチ		1		0		1		0		0		0		1		1		1		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		現サービスでの医療ケアをふまえ、将来にむけて他事業との連携につなげるよう計画作成、調整に苦労した。 ゲン イリョウ ショウライ タ ジギョウ レンケイ ケイカク サクセイ チョウセイ クロウ		0				選択肢が増えるよう受け入れ可能な福祉サービス事業所の増加が必要だと思われます。 センタクシ フ ウ イ カノウ フクシ ジギョウショ ゾウカ ヒツヨウ オモ

		承諾 ショウダク		サポートセンターひばり		028-670-0330		028-667-7315		321-3236		宇都宮市竹下町435-159		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		苦労ではないが、お母様がとても一生懸命ですでにサービスも繋がっていたため、現状を計画にする形となったが、計画作成後のかかわりについて相談員としてどのようにすべきことが望ましいかと考える。 クロウ カアサマ イッショウケンメイ ツナ ゲンジョウ ケイカク カタチ ケイカク サクセイ ゴ ソウダン イン ノゾ カンガ		0				福祉サービスや医療、またボランティアが入室されるととてもよいと思います。また、介助者（家族）のケアも考えると気軽に参加できるようなイベント（医療が整っていたり、介助するボランティアさんがいたり）や、同じ重症心身障害児（者）をもつかたとのネットワークがあるといいのかなと思います。 フクシ イリョウ ニュウシツ オモ カイジョシャ カゾク カンガ キガル サンカ イリョウ トトノ カイジョ オナ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ オモ

		承諾 ショウダク		高根沢町障害児者生活支援センターすまいる タカネザワマチ		028-612-2751		028-612-2752		329-1225		栃木県塩谷郡高根沢町石末1825　福祉センター内 ３２９－１２２５ フクシ ナイ		高根沢町 タカネザワマチ		1		0		1		0		0		0		1		0		0		1		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		地元に使える資源がなく苦労した ジモト ツカ シゲン クロウ		0				①医療と福祉の連携ネットワーク②重心の方でも利用できるサービスが増えること③訪問診療医 イリョウ フクシ レンケイ ジュウシン カタ リヨウ フ ホウモン シンリョウ イ

		承諾 ショウダク		障害者相談支援センターフォレスト		0284-91-1816		0284-91-2867		326-0011		足利市大沼田町615		足利市及び近隣市町村 アシカガシ オヨ キンリン シチョウソン		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0				0

		承諾 ショウダク		障がい者相談支援事業所ケアサプライ		0287-73-5312		0287-73-5311		329-3221		栃木県那須郡那須町漆塚762-102 ３２９－３２２１		白河市、那須町、那須塩原市、大田原市 シラカワシ ナスマチ ナスシオバラシ オオタワラシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1				サービスを提供できる事業所の充実を図る テイキョウ ジギョウショ ジュウジツ ハカ

		承諾 ショウダク		南栃木支援センター相談支援		0285-44-6118		0285-44-7215		329-0412		下野市柴1432-105		下野市、小山市、壬生町 シモノ シ オヤマシ ミブマチ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		0		1		介護保険と併用する場合のみ対応する カイゴ ホケン ヘイヨウ バアイ タイオウ		0		1				3		介護保険と併用する場合のみ作成する カイゴ ホケン ヘイヨウ バアイ サクセイ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所とまり木		0287-54-2854		0287-54-2230		324-0231		大田原市北野上3952		大田原市、那須塩原市、那須町 オオタワラシ ナスシオバラシ ナスマチ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1				当事業所の対応範囲は現在、知的障害者特に中・軽度が主だが、精神（高次脳機能障害も含む）分野もやり始めている。今後重症心身障害者もほかの相談支援事業所の助けを得ながら、勉強しながら対応したいと考えている。そのために研修や見学の機会を多く作っていただきたい。今は、当事業所はその程度しか考えられない。 トウ ジギョウショ タイオウ ハンイ ゲンザイ チテキ ショウガイシャ トク チュウ ケイド オモ セイシン コウジ ノウ キノウ ショウガイ フク ブンヤ ハジ コンゴ ジュウショウ シンシン ショウガイシャ ソウダン シエン ジギョウショ タス エ ベンキョウ タイオウ カンガ ケンシュウ ケンガク キカイ オオ ツク イマ トウ ジギョウショ テイド カンガ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所ポンテ		028-652-7288		028-652-6355		321-0341		宇都宮市古賀志町1964-12		宇都宮、鹿沼、日光、壬生 ウツノミヤ カヌマ ニッコウ ミブ		0		1		1		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0				0				未就学児（3～5才）の方の医療型児童発達支援を分離で行う施設が数か所あると良いと思います。 ミシュウガクジ サイ カタ イリョウ ガタ ジドウ ハッタツ シエン ブンリ オコナ シセツ スウ ショ ヨ オモ

		承諾 ショウダク		相談支援センター光輝舎		0285-70-2020		0285-72-8222		321-4105		芳賀郡益子町北中1113-1		芳賀郡、真岡市等 ハガ グン モオカシ ナド		1		0		1		0		1		1		1		1		0		1		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		利用できるサービス事業所が少ない。重心児者に合わせたプログラムが見つからない（近隣で） リヨウ ジギョウショ スク ジュウシン ジ シャ ア ミ キンリン		0				本人の状態にもよるが、重度化する状況に対応できる事業所の確保。家族の負担が大きくなり在宅生活の継続が困難になることが予測されるので、在宅で支援が受けられるような体制の充実と、レスパイトサービスの拡大。 ホンニン ジョウタイ ジュウドカ ジョウキョウ タイオウ ジギョウショ カクホ カゾク フタン オオ ザイタク セイカツ ケイゾク コンナン ヨソク ザイタク シエン ウ タイセイ ジュウジツ カクダイ

		承諾 ショウダク		特定相談支援事業所やすらぎ		028-650-7727		028-650-7728		320-0011		宇都宮市富士見が丘3－19－20		宇都宮市 ウツノミヤシ		0		0		1		0		1		0		0		0		0		1		1		0		0				0		3		対応できるヘルパーがいれば支援する タイオウ シエン		0		0		0		0				0		1				3

		承諾 ショウダク		障がい者支援センターにんべん		028-686-2539		028-686-2584		329-1417		さくら市フィオーレ喜連川5-2-1　フィオーレガーデン1-102		さくら市 シ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1				地域資源アンケートをいただきありがとうございました。設問に対しまして知識不足にこれでいいのかという思いです。相談支援専門員として設問にありました「3」要望がでますれば、先輩相談員・各職種の方々に相談・指導をいただき、相談支援事業を行ってみたいと考えます。大島先生について学ばせて頂きました。 チイキ シゲン セツモン タイ チシキ ブソク オモ ソウダン シエン センモンイン セツモン ヨウボウ センパイ ソウダン イン カクショクシュ カタガタ ソウダン シドウ ソウダン シエン ジギョウ オコナ カンガ オオシマ センセイ マナ イタダ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所おやま		0285-22-1833		0285-228946		323-0014		小山市喜沢660		小山市、下野市 オヤマシ シモノ シ		1		0		1		0		1		1		0		0		0		0		0		1		0				2		3				0		0		0		0				1		0		本人の意思が明確でないので親の意向中心のものになってしまった。 ホンニン イシ メイカク オヤ イコウ チュウシン		0

		承諾 ショウダク		真岡介護センター		0285-80-5200		0285-80-5211		321-4361		真岡市並木町1-8-1　シティ並木102 ナミキ		真岡市、芳賀町南部、市貝町南部、益子町西部、上三川東部 モオカシ ハガマチ ナンブ イチ ガイ チョウ ナンブ マシコ チョウ セイブ カミノカワ トウブ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		0		1				0		1				3		担当者の受け持ちケースの状況など考慮し対応できるか検討したい タントウシャ ウ モ ジョウキョウ コウリョ タイオウ ケントウ

		承諾 ショウダク		さの社協相談支援センターほっぷ		0283-22-8152		0283-22-8199		327-0003		佐野市大橋町3212-27		佐野市全域 サノシ ゼンイキ		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2		現在相談支援専門員1名で行っているため ゲンザイ ソウダン シエン センモンイン メイ オコナ

		承諾 ショウダク		相談支援ウエイブ		0282-23-4465		0282-23-4465		328-0012		栃木市平柳町1-2-7		栃木市、壬生町 トチギシ ミブマチ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		1		0				0		1				2		指定特定相談支援事業で精神に対応しているため シテイ トクテイ ソウダン シエン ジギョウ セイシン タイオウ		ご家族の中だけでは生活がマンネリ化して単調になりかねないので、音楽、体を動かす、読み聞かせ麻痺・拘縮のマッサージなどのリハビリの頻度を高める。ご本人が楽しいと感じることを提供できる。ご家族が疲弊しないよう旅行や趣味などの充実した時間がもてるようサービスを利用していくこと。 カゾク ナカ セイカツ カ タンチョウ オンガク カラダ ウゴ ヨ キ マヒ コウシュク ヒンド タカ ホンニン タノ カン テイキョウ カゾク ヒヘイ リョコウ シュミ ジュウジツ ジカン リヨウ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所わらしべの家		0282-27-1627		0282-27-1675		328-0011		栃木市大宮町2708-3		栃木市 トチギシ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1		専門的な知識が不十分なため行政などの機関と相談しながらの対応となります センモンテキ チシキ フジュウブン ギョウセイ キカン ソウダン タイオウ		短期入所や移動支援などの福祉サービス利用時にお付き合いのある医療機関や訪問看護の看護師が同行でき緊急時の対応が迅速にとれる体制（すでにできていたらすみません） タンキ ニュウショ イドウ シエン フクシ リヨウ ジ ツ ア イリョウ キカン ホウモン カンゴ カンゴシ ドウコウ キンキュウジ タイオウ ジンソク タイセイ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所　空		0287-73-8165		0287-73-8165		329-3157		那須塩原市大原間西1-19-9		那須塩原市、大田原市、那須町 ナスシオバラ シ オオタワラシ ナスマチ		1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		重心のお子様の療育支援をやっていたので、苦労はありませんでしたが、医療（訪問看護）訪問リハ訪問入浴の制度を知らなかったので、その方々との連携が取れて大変勉強になりました。 ジュウシン コサマ リョウイク シエン クロウ イリョウ ホウモン カンゴ ホウモン ホウモン ニュウヨク セイド シ カタガタ レンケイ ト タイヘン ベンキョウ		0				医療的ケアの必要な方には支援スタッフ・必ず看護師の方が不在では双方安心したケアはできません。例）乳幼児の通所事業は保母と看護師さん。小学→高校までは義務教育がありますが事後に生活介護はもちろんですが、本当に重心の方の為の日中活動の場が不足しているとおもいますので重心の方の通所事業は必要と思います。家庭以外で通える場所→一時預かりや療育支援事業→高校卒業後は通所施設（一時預かりも含めて） イリョウテキ ヒツヨウ カタ シエン カナラ カンゴシ カタ フザイ ソウホウ アンシン レイ ニュウヨウジ ツウショ ジギョウ ホボ カンゴシ ショウガク コウコウ ギム キョウイク ジゴ セイカツ カイゴ ホントウ ジュウシン カタ タメ ニッチュウ カツドウ バ フソク ジュウシン カタ ツウショ ジギョウ ヒツヨウ オモ カテイ イガイ カヨ バショ イチジ アズ リョウイク シエン ジギョウ コウコウ ソツギョウゴ ツウショ シセツ イチジ アズ フク

		承諾 ショウダク		相談支援事業所みどり		0285-45-8362		0285-45-8397		329-0214		小山市乙女786-1		小山市、栃木市、古河市、結城市 オヤマシ トチギシ コガシ ユウキシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0		大人は対応可能 オトナ タイオウ カノウ		1		1		大人はあるが、こどもはない。先日訪問介護を事業所にお願いしたところどこの事業所も受けていただけなかった。 オトナ センジツ ホウモン カイゴ ジギョウショ ネガ ジギョウショ ウ		3		成人しか計画相談をしたことがないので不安である。当事業所は相談員が一名なので相談する相手がいない セイジン ケイカク ソウダン フアン トウ ジギョウショ ソウダン イン イチメイ ソウダン アイテ		サービス事業所で受けてもらえないケースがある。特に重心や精神知的等重複して疾患を持っていると問い合わせた時点でお断りされてします。 ジギョウショ ウ トク ジュウシン セイシン チテキ ナド チョウフク シッカン モ ト ア ジテン コトワ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所こころみ		0284-41-5039		0284-43-2665		326-0061		足利市田島町611-2				0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		1		0				0		1				3		これまで前例がなく、またこの障害について熟知した方（機関）があるならそちらでしていただいた方がご本人様にとってよい支援であると考えるから。※現在当法人の入所・通所等サービスを利用されている方の相談支援がほとんどの状況です。 ゼンレイ ショウガイ ジュクチ カタ キカン ホウ ホンニンサマ シエン カンガ ゲンザイ トウホウジン ニュウショ ツウショ ナド リヨウ カタ ソウダン シエン ジョウキョウ

		承諾 ショウダク		相談支援センターのどか　真岡センター		0285-81-5890		0285-85-8452		321-4305		真岡市荒町111-1		真岡市、芳賀町、市貝町、益子町、茂木町 モオカシ ハガマチ イチガイ マチ マシコ チョウ モギ マチ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1				在宅での生活では家族の介護負担の軽減が必要。フォーマルインフォーマルの枠にとらわれない福祉サービス。 ザイタク セイカツ カゾク カイゴ フタン ケイゲン ヒツヨウ ワク フクシ

		承諾 ショウダク		友井タクシー介護ステーションふれあい		0285-30-0840		0285-30-0844		323-0025		小山市城山町2丁目12-25		小山市 オヤマシ		1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		利用するサービスは多様で、施設・病院・学校など医療福祉事業所数も多く連携を図るのが困難。学校行事に参加するための会出自の支援サービスがない。 リヨウ タヨウ シセツ ビョウイン ガッコウ イリョウ フクシ ジギョウショ スウ オオ レンケイ ハカ コンナン ガッコウ ギョウジ サンカ カイ シュツジ シエン		0				ご家族様が安心して預けることができる施設と必要に預けられる施設の数は少ない。片道１時間以上かかるためとても不便に思います。呼吸器の方の預かり先は少ない。 カゾクサマ アンシン アズ シセツ ヒツヨウ アズ シセツ カズ スク カタミチ ジカン イジョウ フベン オモ コキュウキ カタ アズ サキ スク

		承諾 ショウダク		もくせいの里		0282-43-0593		0282-43-1387		329-4405		栃木市大平町西山田1198		栃木市内 トチギシナイ		0		1		1		0		1		0		0		1		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		ニーズにあてはまるサービスがなかった。例）①入浴支援②移送サービス　①自宅の浴槽では支援が入れず訪問入浴を検討。しかし、浴槽を置けるスペースがなく断念。②主たる介護者が入院。学校までの送迎ができず特例で市の移送サービスを利用するもかなり時間を要した。 レイ ニュウヨク シエン イソウ ジタク ヨクソウ シエン ハイ ホウモン ニュウヨク ケントウ ヨクソウ オ ダンネン シュ カイゴシャ ニュウイン ガッコウ ソウゲイ トクレイ シ イソウ リヨウ ジカン ヨウ		0				①地域の理解や協力②受け入れの拡大（重心の通所、24時間看護体制が整った短期入所）③デマンドタクシー等関係者の重心に対する理解（理解附属により資源として存在するが利用しがたい）④児童が入浴支援を受けられる環境（家族の身体的な介護負担軽減） チイキ リカイ キョウリョク ウ イ カクダイ ジュウシン ツウショ ジカン カンゴ タイセイ トトノ タンキ ニュウショ ナド カンケイシャ ジュウシン タイ リカイ リカイ フゾク シゲン ソンザイ リヨウ ジドウ ニュウヨク シエン ウ カンキョウ カゾク シンタイテキ カイゴ フタン ケイゲン

		承諾 ショウダク		足利障害者相談支援センター		0284-44-0307		0284-44-0318		326-0064		足利市東砂原後町1072		足利市、佐野市 アシカガシ サノシ		1		0		1		0		1		0		0		1		0		1		0		1		0				1		0				0		0		0		0				0		1				2		委託相談支援事業所のため イタク ソウダン シエン ジギョウショ		医療的ケアが整った施設のショートステイ充実が必要。また、特に呼吸器をつけた方のショート療養介護の利用とそれらを利用するための送迎体制の充実が必要。 イリョウテキ トトノ シセツ ジュウジツ ヒツヨウ トク コキュウキ カタ リョウヨウ カイゴ リヨウ リヨウ ソウゲイ タイセイ ジュウジツ ヒツヨウ

		承諾 ショウダク		指定障害者相談支援事業所あるしぇん		0282-86-7665		0282-21-7109		321-0201		栃木県下都賀郡壬生町安塚2032 ３２１－０２０１		壬生町 ミブマチ		1		0		1		0		1		0		0		1		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		①相談支援専門員として重症心身障害児（者）の方に対する支援の知識や経験が少ない②医療的ケアが必要となる方に対して対応できる福祉サービス（事業所）が少ない。 ソウダン シエン センモンイン ジュウショウシンシンショウガイジ シャ カタ タイ シエン チシキ ケイケン スク イリョウテキ ヒツヨウ カタ タイ タイオウ フクシ ジギョウショ スク		0				医療的ケアが必要な方に関して、福祉のサービスでは対応しきれない部分が多く、結果として家族が本人を抱え込まざるを得ない現状があるように感じます。家族の介護負担が少しでも軽減できるよう福祉サービスも柔軟な対応が出来るようになるといいなと思います。 イリョウテキ ヒツヨウ カタ カン フクシ タイオウ ブブン オオ ケッカ カゾク ホンニン カカ コ エ ゲンジョウ カン カゾク カイゴ フタン スコ ケイゲン フクシ ジュウナン タイオウ デキ オモ

		承諾 ショウダク		下野市相談支援事業所 こばと		0285-44-6783		0285-44-6783		329-0414		下野市小金井1146-6		下野市、上三川町 シモノ シ カミノカワマチ		1		0		1		0		0		0		1		1		0		1		1		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		医療的ケアが必要な乳幼児に対応できるヘルパー事業所。短期入所・日中一時支援事業所が近くにない（少ない）。 イリョウテキ ヒツヨウ ニュウヨウジ タイオウ ジギョウショ タンキ ニュウショ ニッチュウ イチジ シエン ジギョウショ チカ スク		0				設問5で回答した内容：外出可能な方は児童発達支援を利用可能であるが無理な方は外部との交流をもちにくい。訪問看護・訪問リハビリが入っているケースはいいがない場合母子で孤立しがち。幸いあそびの支援をしてくれるヘルパー事業所があり支援につながっている。ヘルパー利用を希望されない家庭、利用したくてもヘルパー事業所がない等支援に苦慮する。 セツモン カイトウ ナイヨウ ガイシュツ カノウ カタ ジドウ ハッタツ シエン リヨウ カノウ ムリ カタ ガイブ コウリュウ ホウモン カンゴ ホウモン ハイ バアイ ボシ コリツ サイワ シエン ジギョウショ シエン リヨウ キボウ カテイ リヨウ ジギョウショ ナド シエン クリョ

		承諾 ショウダク		相談支援センターぴあん ソウダン シエン		0282-31-1755		0282-31-2919		328-0067		栃木市皆川城内町333-2		栃木市、小山市 トチギシ オヤマシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1				これまで現場で関わったことがなく、事例検討でしか情報を把握しておらず不安はあります。でも関係機関やご家族様からいろいろなことを教えて頂きながら相談支援として専門性を活かせればと思っています。色々な立場の方からお話をお伺いしてもご家族や医療機関専門的な事業所の負担が大きく相談支援があまり役に立つことができていない（場合によっては自ら引いてしまう）今の現状を少しでも変えていければいいと思います。 ゲンバ カカ ジレイ ケントウ ジョウホウ ハアク フアン カンケイ キカン カゾクサマ オシ イタダ ソウダン シエン センモンセイ イ オモ イロイロ タチバ カタ ハナシ ウカガ カゾク イリョウ キカン センモンテキ ジギョウショ フタン オオ ソウダン シエン ヤク タ バアイ ミズカ ヒ イマ ゲンジョウ スコ カ オモ

		承諾 ショウダク		うつのみや		028-632-6074/090-4059-9728		028-632-6075		320-0861		宇都宮市西2-1-7		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				3		専門的な知識を社会資源のアドバイスを他相談支援事業所からいただきながらみずからの事業所で引き受けるという形が望ましい センモンテキ チシキ シャカイ シゲン ホカ ソウダン シエン ジギョウショ ジギョウショ ヒ ウ カタチ ノゾ

		承諾 ショウダク		サポートセンターきりん		028-612-3838		028-678-3257		321-0905		栃木県宇都宮市平出工業団地43-100 ３２１－０９０５		宇都宮市 ウツノミヤシ		0		1		1		0		1		0		0		1		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		療養介護に入所しているので他のサービスの利用が困難。そのための社会資源をつなげたり、活用したりするのが難しい。 リョウヨウ カイゴ ニュウショ ホカ リヨウ コンナン シャカイ シゲン カツヨウ ムズカ		0				今後、市町村などで展開されていく生活拠点に関する事業をうまく活用できればいいなと感じています。入所されている方々については地域とのつながり方が今後は重要になってくると思われますので、広く門扉を開けた活動などが多くなってくるといいなと思っています。 コンゴ シチョウソン テンカイ セイカツ キョテン カン ジギョウ カツヨウ カン ニュウショ カタガタ チイキ カタ コンゴ ジュウヨウ オモ ヒロ モンピ ア カツドウ オオ オモ

		承諾 ショウダク		さわやか相談支援センター		0280-57-4884		0280-57-4994		329-0112		野木町南赤塚1145-1		小山市、野木町、古河市、栃木市 オヤマシ ノギマチ コガシ トチギシ		0		1		1		0		0		0		1		0		0		1		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		現実的な目標の位置づけ ゲンジツテキ モクヒョウ イチ		0

		承諾 ショウダク		相談支援事業所つばさ		0287-53-7393		0287-53-7394		324-0044		大田原市親園824-1		大田原市、那須塩原市、那須烏山市、矢板市、さくら市、那須町、塩谷町、高根沢町 オオタワラシ ナスシオバラシ ナスカラスヤマシ ヤイタシ シ ナスマチ シオ タニ マチ タカネザワマチ		1		0		1		0		1		0		1		1		0		1		0		0		0				1		2		医療的なケアが必要なケース、将来的に短期入所につなげたいケースだった為、専門の事業所に依頼した イリョウテキ ヒツヨウ ショウライテキ タンキ ニュウショ タメ センモン ジギョウショ イライ		1		1		0		0				1		0		使えるサービスの少なさに調整が難しかった ツカ スク チョウセイ ムズカ		1				乳幼児期の受け入れ可能な福祉サービス等の社会資源が必要である。 ニュウヨウジ キ ウ イ カノウ フクシ ナド シャカイシゲン ヒツヨウ

		承諾 ショウダク		特定相談支援センターはじめ		0284-22-4561		0284-22-4562		326-0143		足利市葉鹿町735-1		足利市 アシカガシ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1

		承諾 ショウダク		上三川障がい児・者生活相談支援センター		0285-38-6854		0285-38-6841		329-0611		上三川町上三川5082-15		上三川町 カミノカワマチ		1		0		1		0		1		0		0		1		0		0		0		0		0				1		0				0		0		0		0				1		0				0

		承諾 ショウダク		はつらつサロン南天相談支援事業所		0285-22-4659		0285-38-6529		323-0027		小山市花垣町2-3-19		小山市、栃木市 オヤマシ トチギシ		0		0		1		0		1		1		0		1		1		1		1		1		0				0		0				0		0		0		0				1		0		利用したいサービス事業所が少なく生活改善、家族、支援者の負担軽減に繋がらない（訪問入浴、ショートステイ、生活介護などなど（就労Ａ型））医師によっては連携が困難。何処の精神科がよいかと利用者に問われるが答えは解らない。 リヨウ ジギョウショ スク セイカツ カイゼン カゾク シエンシャ フタン ケイゲン ツナ ホウモン ニュウヨク セイカツ カイゴ シュウロウ ガタ イシ レンケイ コンナン ドコ セイシンカ リヨウシャ ト コタ ワカ		0				本人の選択や受け入れ事業所の間口を広げる。例えば入浴はヘルパーの2人対応で行ているがヘルパー不足や腰痛の悪化などで対応が難しくなってくる。機会浴のできる生活介護を勧めるも本人の選択肢がない。自宅から出かける自由さのようなものが閉ざされているような気がする。反面高齢者のサービスは増加する一方で利用者が不足し閉鎖なども聞かれる。高齢者・障害者がともにデイサービスやショートステイを利用できるようにならないかと思う。障害児については働く両親をサポートすることで生活の安定や療育などへ通園のし易さを図り、送迎サービスの充実など。 ホンニン センタク ウ イ ジギョウショ マグチ ヒロ タト ニュウヨク ニン タイオウ オコナ ブソク ヨウツウ アッカ タイオウ ムズカ キカイ ヨク セイカツ カイゴ スス ホンニン センタクシ ジタク デ ジユウ ト キ ハンメン コウレイシャ ゾウカ イッポウ リヨウシャ フソク ヘイサ キ コウレイシャ ショウガイシャ リヨウ オモ ショウガイジ ハタラ リョウシン セイカツ アンテイ リョウイク ツウエン ヤス ハカ ソウゲイ ジュウジツ

		承諾 ショウダク		障がい者生活支援センターこぶし		028-680-5746		028-688-0214		321-0126		栃木県宇都宮市茂原町837-1		宇都宮市、上三川町 ウツノミヤシ カミノカワマチ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1				①医療機関との細かな連携体制②相談関係者を含め本人に関わり支援をするなかで即座に動きが取れるようなフットワークの軽いチーム作り イリョウ キカン コマ レンケイ タイセイ ソウダン カンケイシャ フク ホンニン カカ シエン ソクザ ウゴ ト カル ヅク

						Ｑ2.重症心身障害児（者）の定義をご存知ですか

				1		知っている シ		40

				2		知らない シ		33

								Ｑ3.重症心身障害児（者）の方（家族・関係機関等）からの相談を受けたことがありますか

						ある		35

						ない		43

										それは誰からの相談でしたか

								ａ.家族 カゾク		27

								ｂ.支援者 シエンシャ		6

								ｃ.関係機関 カンケイ キカン		12

										それはどんな相談でしたか

								生活上の相談 セイカツ ジョウ ソウダン		19

								医療的な相談 イリョウテキ ソウダン		7

								制度に関する相談 セイド カン ソウダン		15

								教育に関する相談 キョウイク カン ソウダン		5

								サービス等利用計画書作成に関する相談 ナド リヨウ ケイカクショ サクセイ カン ソウダン		26

								その他 タ		3

										それらの相談事業所として対応（解決）はできましたか

								ａ.できた		27

								ｂ.できなかった		4

								Ｑ4.Ｑ3-2「ない」→これから重症心身障害児（者）の方（本人・家族等）からの相談があればどのように対応されますか

						自分の事業所で対応する ジブン ジギョウショ タイオウ		17

						ほかの相談支援事業所へ依頼する ソウダン シエン ジギョウショ イライ		15

						行政に依頼する ギョウセイ イライ		8

						その他 タ		9

								Ｑ5.重症心身障害児（者）の方のサービス等利用計画書を作成したことがありますか

						ある		33

						ない		46

						今後依頼があれば作成する コンゴ イライ サクセイ		15

						他の相談支援事業所に依頼する ホカ ソウダン シエン ジギョウショ イライ		18

						作成するかどうかわからない サクセイ		14

										「ない」と回答 カイトウ



重症心身障害児（者）の定義をご存知ですか

Ｑ2.重症心身障害児（者）の定義をご存知ですか	知っている	知らない	40	33	Ｑ3.重症心身障害児（者）の方（家族・関係機関等）からの相談を受けたことがありますか	ある	ない	35	43	それは誰からの相談でしたか	ａ.家族	ｂ.支援者	ｃ.関係機関	27	6	12	それはどんな相談でしたか	生活上の相談	医療的な相談	制度に関する相談	教育に関する相談	サービス等利用計画書作成に関する相談	その他	19	7	15	5	26	3	それらの相談事業所として対応（解決）はできましたか	ａ.できた	ｂ.できなかった	27	4	自分の事業所で対応する	ほかの相談支援事業所へ依頼する	行政に依頼する	その他	17	15	8	9	Ｑ5.重症心身障害児（者）の方のサービス等利用計画書を作成したことがありますか	ある	ない	33	46	Ｑ5.重症心身障害児（者）の方のサービス等利用計画書

　　 を作成したことがありますか

ない
59%

ある	今後依頼があれば作成する	他の相談支援事業所に依頼する	作成するかどうかわからない	33	15	18	14	

相談支援事業所 (2)

		Ｑ1.貴施設について、お伺いいたします キ シセツ ウカガ										事業所名とコメントをくっつけるで一表を作る ジギョウショ メイ イッピョウ ツク

		1		事業所名 ジギョウショ メイ								今月中 コンゲツ チュウ

		2		電話番号 デンワ バンゴウ								地図と一覧表をパワーポイント チズ イチラン ヒョウ

		3		FAX番号 バンゴウ								各項目ごとにページを作る カクコウモク ツク

		4		所在地 ショザイチ

		5		訪問可能な主な市町村 ホウモン カノウ オモ シチョウソン

		Ｑ2.重症心身障害児（者）の定義をご存知ですか ジュウショウシンシンショウガイジ シャ テイギ ゾンジ

		Ｑ2-1		知っている シ

		Ｑ2-2		知らない シ

		Ｑ3.重症心身障害児（者）の方（家族・関係機関等）からの相談を受けたことがありますか ジュウショウシンシンショウガイジ シャ カタ カゾク カンケイ キカン ナド ソウダン ウ

		Ｑ3-1		1		ある

		Ｑ3-2		2		ない

		Ｑ3-1-Ａ

				Ａ-1それは誰からの相談でしたか ダレ ソウダン

				1		ａ.家族 カゾク

				2		ｂ.支援者 シエンシャ

				3		ｃ.関係機関 カンケイ キカン

				Ａ-2それはどんな相談でしたか（複数回答可） ソウダン フクスウ カイトウ カ

				1		ａ.生活上の相談 セイカツ ジョウ ソウダン

				2		ｂ.医療的な相談 イリョウテキ ソウダン

				3		ｃ.制度に関する相談 セイド カン ソウダン

				4		ｄ.教育に関する相談 キョウイク カン ソウダン

				5		ｅ.サービス等利用計画書作成に関する相談 ナド リヨウ ケイカクショ サクセイ カン ソウダン

				6		ｆ.その他 タ

				Ａ-3それらの相談事業所として対応（解決）はできましたか ソウダン ジギョウショ タイオウ カイケツ

				1		ａ.できた

				2		ｂ.できなかった

				Ａ-3-1それはどうしてですか

				1		ａ解決手段・方法がなかった カイケツ シュダン ホウホウ

				2		ｂ.ほかの相談支援事業所に依頼した ソウダン シエン ジギョウショ イライ

				3		ｃ.行政に依頼した ギョウセイ イライ

				4		ｄ.その他 タ

		Ｑ4.Ｑ3-2「ない」→これから重症心身障害児（者）の方（本人・家族等）からの相談があればどのように対応されますか ジュウショウシンシンショウガイジ シャ カタ ホンニン カゾク ナド ソウダン タイオウ

				Ｑ4-1		自分の事業所で対応する ジブン ジギョウショ タイオウ

				Ｑ4-2		ほかの相談支援事業所へ依頼する ソウダン シエン ジギョウショ イライ

				Ｑ4-3		行政に依頼する ギョウセイ イライ

				Ｑ4-4		その他 タ

		Ｑ5.重症心身障害児（者）の方のサービス等利用計画書を作成したことがありますか ジュウショウシンシンショウガイジ シャ カタ ナド リヨウ ケイカクショ サクセイ

				Ｑ5-1		ある

				Ｑ5-2		ない

						Ｑ5-1-Ａ		「ある」と回答→作成にあたり、苦労したこと困ったことがありましたか カイトウ サクセイ クロウ コマ

						Ｑ5-2-Ａ		「ない」と回答 カイトウ

						1		ａ.今後依頼があれば作成する コンゴ イライ サクセイ

						2		ｂ.他の相談支援事業所に依頼する ホカ ソウダン シエン ジギョウショ イライ

						3		ｃ.作成するかどうかわからない サクセイ

						Ｑ5-2-Ａ-1		b.cを回答→それはどうしてですか カイトウ

		Q6.重症心身障害児（者）の方がより良い在宅生活をしていく上で何か必要だと思うことがあればご自由にお書きください ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ カタ ヨ ザイタク セイカツ ウエ ナニ ヒツヨウ オモ ジユウ カ



		承諾可否 ショウダク カヒ		Q1												Ｑ2.重症心身障害児（者）の定義をご存知ですか ジュウショウシンシンショウガイジ シャ テイギ ゾンジ				Ｑ3.重症心身障害児（者）の方（家族・関係機関等）からの相談を受けたことがありますか ジュウショウシンシンショウガイジ シャ カタ カゾク カンケイ キカン ナド ソウダン ウ																														Ｑ4.Ｑ3-2「ない」→これから重症心身障害児（者）の方（本人・家族等）からの相談があればどのように対応されますか ジュウショウシンシンショウガイジ シャ カタ ホンニン カゾク ナド ソウダン タイオウ										Ｑ5.重症心身障害児（者）の方のサービス等利用計画書を作成したことがありますか ジュウショウシンシンショウガイジ シャ カタ ナド リヨウ ケイカクショ サクセイ										Q6.重症心身障害児（者）の方がより良い在宅生活をしていく上で何か必要だと思うことがあればご自由にお書きください ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ カタ ヨ ザイタク セイカツ ウエ ナニ ヒツヨウ オモ ジユウ カ

				事業所名 ジギョウショ メイ		電話番号 デンワ バンゴウ		FAX番号 バンゴウ		郵便番号 ユウビンバンゴウ		所在地 ショザイチ		訪問可能な主な市町村 ホウモン カノウ オモ シチョウソン		知っている		知らない シ		ある		ない		それは誰からの相談でしたか						それはどんな相談でしたか														それらの相談事業所として対応（解決）はできましたか						自分の事業所で対応する ジブン ジギョウショ タイオウ		他の相談支援事業所へ依頼する ホカ ソウダン シエン ジギョウショ イライ		行政に依頼する ギョウセイ イライ		その他 タ				ある		ない		「ある」と回答		「ない」
と回答		b.c（23）を回答

																								家族 カゾク		支援者 シエンシャ		関係機関 カンケイ キカン		生活上の相談 セイカツ ジョウ ソウダン		医療的な相談 イリョウテキ ソウダン		制度に関する相談 セイド カン ソウダン		教育に関する相談 キョウイク カン ソウダン		サービス等利用計画書作成に関する相談 ナド リヨウ ケイカクショ サクセイ カン ソウダン		その他 タ		その他回答 タ カイトウ		それらの相談事業所として対応（解決）はできましたか		それはどうしてですか		それはどうしてですか

		否 イナ		手話通訳派遣協会相談支援事業所		0287-73-4422		0287-62-7776		325-0026		栃木県那須塩原市上厚崎431-17 ３２５－００２６				0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		0		1		本事業所と同様の地域で一般相談支援事業所と連携を図り対応する ホン ジギョウショ ドウヨウ チイキ イッパン ソウダン シエン ジギョウショ レンケイ ハカ タイオウ		0		1		0		2		当事業所は手話通訳派遣を主目的とする事業所であるため、聴覚障害に対するノウハウはあるがそれ以外の障害者に対応する専門性を有していない為 トウ ジギョウショ シュワ ツウヤク ハケン シュモクテキ ジギョウショ チョウカク ショウガイ タイ イガイ ショウガイシャ タイオウ センモンセイ ユウ タメ

		否 イナ		相談支援事業所すまいる		0285-45-7199		0285-45-8437		329-0205		小山市間々田750-1		小山市 オヤマシ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		1		0				0		1		0		3		現在担当させていただいているケースの他に受け入れる時間的余裕がないため。また専門的な知識や経験がなく自信がないため。 ゲンザイ タントウ ホカ ウ イ ジカンテキ ヨユウ センモンテキ チシキ ケイケン ジシン

		否 イナ		やまゆりの里		0284-90-2030		0284-90-2031		326-0011		足利市大沼田町525-1		足利市 アシカガシ		0		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		ショートステイの利用が可能かどうか リヨウ カノウ		2		1		ショートの利用を希望していたが、幼児で夜間に吸引が必要とのことだったので職員配置上困難と判断 リヨウ キボウ ヨウジ ヤカン キュウイン ヒツヨウ ショクイン ハイチ ジョウ コンナン ハンダン		0		0		0		0				0		1		0		2		あしかがの森さんが近くにあり専門性もあるため モリ チカ センモンセイ

		否 イナ		相談支援センターひかり		028-612-7717		028-612-7718		320-0072		宇都宮市若草4-20-7		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		0		1		0		1		0		0		1		0		1		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		居宅介護事業所とニーズのマッチング キョタク カイゴ ジギョウショ		0				短期入所事業所（医療的ケア対応型）の整備 タンキ ニュウショ ジギョウショ イリョウテキ タイオウガタ セイビ

		否 イナ		相談支援センター歩み		028-667-5151		028-667-5150		321-3233		宇都宮市上籠谷町3792		真岡市、芳賀町、宇都宮市 モオカシ ハガマチ ウツノミヤシ		0		1		1		0		0		1		0		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		毎日お会いしている方ではないしお話ができる方ではないので、計画書を作ることは少々戸惑いはありましたが、すべて療育指導室の先生にご指導いただき作成することができました。お幸せな時を過ごしてほしいという思いはいっぱいありますが、なにも出来ていない自分が申し訳ないような気持ちです。 マイニチ ア カタ ハナシ カタ ケイカクショ ツク ショウショウ トマド リョウイク シドウシツ センセイ シドウ サクセイ シアワ トキ ス オモ デキ ジブン モウ ワケ キモ		0				すみません。経験不足で在宅の方はよくわかりませんが、独立行政法人国立病院機構宇都宮病院にお伺いし行き届いた介護、職員の先生方の情熱にこういうところで重症心身障害者の方が過ごせることは幸せなのでは…としみじみ思いました。 ケイケン ブソク ザイタク カタ ドクリツ ギョウセイ ホウジン コクリツ ビョウイン キコウ ウツノミヤ ビョウイン ウカガ イ トド カイゴ ショクイン センセイガタ ジョウネツ ジュウショウ シンシン ショウガイシャ カタ ス シアワ オモ

		否 イナ		ワークス共育		0287-39-5593		0287-39-5630		329-2213		那須塩原市上大貫2028-2				1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		0		1		状況に応じて対応する ジョウキョウ オウ タイオウ		0		1				1				相談支援専門員のレベルアップが必要ではないかと思います ソウダン シエン センモンイン ヒツヨウ オモ

		否 イナ		指定特定相談支援センタードリーム		0288-32-2280		0288-32-2281		321-2341		日光市大沢町274		日光市、塩谷町、鹿沼市、宇都宮市 ニッコウシ シオヤ チョウ カヌマシ ウツノミヤ シ		0		1		1		0		1		0		0		1		1		1		0		0		0				1		0				0		0		0		0				1		0		計画を作成するにあたり医療機関との連携方法を具体化していくことに連絡調整に時間を要しました。また医師同士でのやりとりの方が早いように感じました。※解決できたと言っても施設の空き待ちで関係する病院で入院しております。 ケイカク サクセイ イリョウ キカン レンケイ ホウホウ グタイカ レンラク チョウセイ ジカン ヨウ イシ ドウシ ホウ ハヤ カン カイケツ イ シセツ ア マ カンケイ ビョウイン ニュウイン		0				入所ではなく、医療ケアのできる短期入所やグループホーム、日中一時、生活介護の拡充が必要であること。また重症心身障害児（者）への理解を広めていき、理解者を増やすこと、訪問看護、訪問医療、居宅介護も活用しやすい環境づくりを相談支援専門員はネットワークづくりに努めなければんらないと思います。 ニュウショ イリョウ タンキ ニュウショ ニッチュウ イチジ セイカツ カイゴ カクジュウ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ リカイ ヒロ リカイシャ フ ホウモン カンゴ ホウモン イリョウ キョタク カイゴ カツヨウ カンキョウ ソウダン シエン センモンイン ツト オモ

		否 イナ		ユーファーム支援センター		028-689-0070		028-680-0750		321-0972		宇都宮市下川俣町206-127		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2		これまでの実績として主に就労系の利用計画の作成を行っており重症心身障害児の方への支援については経験や人員の不足から対応が困難であると思われるため ジッセキ オモ シュウロウ ケイ リヨウ ケイカク サクセイ オコナ ジュウショウ シンシン ショウガイジ カタ シエン ケイケン ジンイン フソク タイオウ コンナン オモ

		否 イナ		障害者相談支援センターひびき		028-666-7601		028-666-7602		321-0403		宇都宮市下小倉町1536		宇都宮市、さくら市 ウツノミヤシ シ		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2		かつて受け入れたことがなく、またスタッフにも医療的ケアの知識や経験が乏しく、自信をもって迎え入れることができない ウ イ イリョウテキ チシキ ケイケン トボ ジシン ムカ イ		受け入れる施設が近辺にあること ウ イ シセツ キンペン

		否 イナ		相談支援事業ぴゅあ		028-611-1771		028-611-1772		321-0911		宇都宮市問屋町3426-46		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2

		否 イナ		指定特定相談支援事業所すえひろ		0287-23-3962		0287-24-1670		324-0042		大田原市末広1-2-5		大田原市、大田原市以外は交通費を受領 オオタワラシ オオタワラシ イガイ コウツウヒ ジュリョウ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2		事業所の対象を精神障害に限定し、市に申請しているため ジギョウショ タイショウ セイシン ショウガイ ゲンテイ シ シンセイ

		否 イナ		相談支援センターふじみだい		0285-44-0200		0285-44-4255		329-0412		下野市芝1123		下野市 シモノ シ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		0		1		ケースによって検討 ケントウ		0		1				2

		否 イナ		相談支援センターひゅーまにあ宇都宮		028-678-5385		028-678-5395		320-0802		宇都宮市江野町6-15大立ビル4階		宇都宮市（鹿沼市等近隣市町村） ウツノミヤシ カヌマシ ナド キンリン シチョウソン		0		1		1		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		あるではありますが、初めての作成でまた完成はしていない段階です。病院で実施されている活動医療等で自分自身が未熟で理解が足りていない為に苦労しています。 ハジ サクセイ カンセイ ダンカイ ビョウイン ジッシ カツドウ イリョウ ナド ジブン ジシン ミジュク リカイ タ タメ クロウ		0				①医療面での安心②外部と交流する機会③家族の方への支援 イリョウ メン アンシン ガイブ コウリュウ キカイ カゾク カタ シエン

		否 イナ		地域活動支援センターあしかが		0284-41-2643		0284-43-0463		326-0808		足利市本城1-1547		足利市 アシカガシ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0						0		1		0		0				0		1				2		専門外で知識等はなく、計画書の作成は難しいため センモンガイ チシキ トウ ケイカクショ サクセイ ムズカ

		否 イナ		南那須地区障害者相談支援センター		0287-80-1020		0287-80-1027		321-0624		那須烏山市旭1-18-8		那須烏山市、那珂川町 ナスカラスヤマシ ナカガワマチ		1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		アセスメント、院内での面会予定の調整、家族への説明など インナイ メンカイ ヨテイ チョウセイ カゾク セツメイ		0				在宅医療、訪問リハビリなど24時間対応出来る専門家チーム ザイタク イリョウ ホウモン ジカン タイオウ デキ センモンカ

		否 イナ		ワン・ハーモニー		0287-22-8255		0287-48-7225		324-0042		大田原市末広1-3618-13				0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				0

		否 イナ		ひまわり相談支援事業所		0282-20-5006		0282-23-4878		328-0052		栃木市祝町12－9				0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		1		0				0		1				3		意思伝達が自分にとって受け止められるかに不安があるため イシ デンタツ ジブン ウ ト フアン

		否 イナ		サンフラワーライフ		0285-22-1109		0285-22-1345		323-0808		小山市出井1936		小山市内 オヤマシナイ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				3		近隣に受け入れ施設が少なく在宅福祉サービスに向けるのが難しい キンリン ウ イ シセツ スク ザイタク フクシ ム ムズカ

		否 イナ		natu- la(ナチュラ)		0287-67-3115		0287-67-3115		329-3153		那須塩原市大原間239-1		那須塩原市、大田原市、那須町 ナスシオバラ シ オオタワラシ ナスマチ		0		1		1		0		1		0		0		1		1		1		0		0		0				1		0				0		0		0		0				1		0		サービス自体の幅がせまいため、本人が安全に安心した生活をうけられるためにどう組み合わせたら良いか。又、家族によっては苦手な事業所もあり限られた事業所を探すのが難しかった。 ジタイ ハバ ホンニン アンゼン アンシン セイカツ ク ア ヨ マタ カゾク ニガテ ジギョウショ カギ ジギョウショ サガ ムズカ		0				訪問系のサービスがもっと充実して欲しい ホウモン ケイ ジュウジツ ホ

		否 イナ		相談支援事業所ふるさとホーム那須		0287-98-3001		0287-98-8080		324-0414		大田原市片府田1301-59		大田原市、那須町、那須塩原市、周辺 オオタワラシ ナスマチ ナスシオバラ シ シュウヘン		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2		主な精神知的関係なので、今後はできるよう専門的な部分の勉強が必要です。 オモ セイシン チテキ カンケイ コンゴ センモンテキ ブブン ベンキョウ ヒツヨウ		①専門相談②居場所③地域の理解 センモン ソウダン イバショ チイキ リカイ

		否 イナ		特定相談支援事業所きのこ		028-635-8746		028-635-8778		320-0846		栃木県宇都宮市滝の原2-4-42 ３２０－０８４６		宇都宮市 ウツノミヤシ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		1		0				0		1				3		どのように作成したらいいか不安のため サクセイ フアン

		否 イナ		こども発達支援センター鹿沼市あおば園		0289-63-1745		0289-63-1745		322-0074		鹿沼市日吉町320－1				1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		1		0				0		1				2		相談支援専門員の不足、児童発達支援事業所利用のための計画書作成が主な業務になっている ソウダン シエン センモンイン フソク ジドウ ハッタツ シエン ジギョウショ リヨウ ケイカクショ サクセイ オモ ギョウム

		否 イナ		障害者相談支援センターみつか・Ｒｕ		028-648-3971		028-648-3936		321-0347		宇都宮市飯田町261		宇都宮市、鹿沼市 ウツノミヤシ カヌマシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		1		状況に応じして他機関と連携し判断する場合もある ジョウキョウ オウ ホカ キカン レンケイ ハンダン バアイ		0		1				1		計画依頼の状況に応じて対応できない月もある（モニタリング件数） ケイカク イライ ジョウキョウ オウ タイオウ ツキ ケンスウ

		否 イナ		工房つばさ		0285-40-0388		0285-40-6700		329-0401		下野市箕輪425-1		下野市、上三川町、壬生町、ただし状況に応じて対応することが難しい場合もある シモノ シ カミノカワマチ ミブマチ ジョウキョウ オウ タイオウ ムズカ バアイ		1		0		1		0		1		0		0		1		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		短期入所、ヘルパーなどの利用希望があっても受け入れてくれる事業所が見つからない タンキ ニュウショ リヨウ キボウ ウ イ ジギョウショ ミ		3		状況により作成することができない場合がある ジョウキョウ サクセイ バアイ		重心の方の短期入所等の利用ができるところが必要。在宅でのサービスの受入必要だと思われる。 ジュウシン カタ タンキ ニュウショ ナド リヨウ ヒツヨウ ザイタク ウケイレ ヒツヨウ オモ

		否 イナ		相談支援事業所グーフォ		028-673-0002		028-671-0785		329-1105		宇都宮市中岡本町3178-3				1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1				在宅生活を支える家族に負担が重くならないようにする。緊急時に対応してくれる医療ケア付きの宿泊施設を増やしてほしい ザイタク セイカツ ササ カゾク フタン オモ キンキュウジ タイオウ イリョウ ツ シュクハク シセツ フ

		否 イナ		那珂川町社協相談支援事業所		0287-92-1273		0287-92-1295		324-0613		那珂川町馬頭560-1		那珂川町 ナカガワマチ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				0				移動支援サービス イドウ シエン

		否 イナ		相談支援事業所大山田ノンフェール		0287-93-0660		0287-83-8182		324-0602		那珂川町大山田下郷955		那珂川町 ナカガワマチ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		1		0				0		1				2		平成27年度で相談支援事業を終了するため ヘイセイ ネンド ソウダン シエン ジギョウ シュウリョウ

		否 イナ		在宅サポートこころ		028-651-0780		028-651-0781		320-0042		宇都宮市材木町4-24				0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2

		否 イナ		相談支援事業所みらい ソウダン シエン ジギョウショ		0280-57-2673		0280-57-2673		329-0111		野木町丸林371-12		野木町、小山市 ノギマチ オヤマシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		0		1		しかるべき関係機関と連携して対応する カンケイ キカン レンケイ タイオウ		0		1				3		重症心身のノウハウがない ジュウショウ シンシン

		否 イナ		大田原市社会福祉協議会		0287-54-1849		0287-54-2745		324-0233		栃木県大田原市黒羽田町848 ３２４－０２３３		大田原市内 オオタワラシナイ		0		1		1		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0				2		1				0		1		0		0				0		1				2		職員が未熟なため ショクイン ミジュク		在宅医療の充実、居宅介護の２４時間対応（サービス事業所）の充実 ザイタク イリョウ ジュウジツ キョタク カイゴ ジカン タイオウ ジギョウショ ジュウジツ

		否 イナ		障がい者相談支援センターとまつり		028-680-5570		028-680-5271		320-0052		宇都宮市中戸祭町813		宇都宮市、近隣市町村 ウツノミヤシ キンリン シチョウソン		0		1		1		0		1		0		0		1		0		0		0		0		1		親子間の関わり オヤコ カン カカ		0		0		現在対応中 ゲンザイ タイオウチュウ		0		0		0		0				1		0		保護者との連携がとれない ホゴシャ レンケイ		0

		否 イナ		宇都宮市社会福祉協議会		028-636-1536		028-636-1537		320-0806		宇都宮市中央1-1-15		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		0				2		1		医療的ケアが必要な方が長時間外出したい。長時間支援者の拘束、移動手段（車の中での対応）、医療的ケアが必要な方が外出したいときに外出できる環境がすぐに整えられない、医療的けが必要な方で要介助であるが、歩行できる方が利用できる短期入所先はないか（アクセス時間も含む） イリョウテキ ヒツヨウ カタ チョウジカン ガイシュツ チョウジカン シエン シャ コウソク イドウ シュダン クルマ ナカ タイオウ イリョウテキ ヒツヨウ カタ ガイシュツ ガイシュツ カンキョウ トトノ イリョウテキ ヒツヨウ カタ ヨウ カイジョ ホコウ カタ リヨウ タンキ ニュウショ サキ ジカン フク		0		0		0		0				1		0		専門的（医療面）な知識がなく、専門用語が多く調べたり聞いたりしながら支援していくこと。長く関わらないと親の思いまで聞き出せないこと。 センモンテキ イリョウ メン チシキ センモン ヨウゴ オオ シラ キ シエン ナガ カカ オヤ オモ キ ダ		0				当事者が何歳になっても利用できるサービス環境（短期入所、訪問入浴など）。教育もほかのお子さん同様平等に受けられる機会（学校行事も含む）。相談対応できる人材の確保。緊急時でも利用できるサービスの調整・確保。直接支援できるサービス・人材を増やすこと。 トウジシャ ナンサイ リヨウ カンキョウ タンキ ニュウショ ホウモン ニュウヨク キョウイク コ ドウヨウ ビョウドウ ウ キカイ ガッコウ ギョウジ フク ソウダン タイオウ ジンザイ カクホ キンキュウジ リヨウ チョウセイ カクホ チョクセツ シエン ジンザイ フ

		承諾 ショウダク		ライフサポートセンターゆめ		0280-33-3624		0280-57-4624		329-0111		野木町丸林630-4		野木町、その周辺地域 ノギマチ シュウヘン チイキ		1		0		1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		1		福祉サービス利用に関する相談 フクシ リヨウ カン ソウダン		1		0				0		0		0		0				1		0		医療的な情報、知識に乏しくわからない用語などが数多く出てきた。医療的ケアの内容の聞き取り（どの部分を聞いていけばよいのか） イリョウテキ ジョウホウ チシキ トボ ヨウゴ カズオオ デ イリョウテキ ナイヨウ キ ト ブブン キ		0				Ｆａの負担軽減のためのレスパイト先（ＨＰ、ＳＳ機関等）。家族それぞれの訴え、希望を明確にしていく。関係機関がチームになりＦａの支え応援をしていく。 フタン ケイゲン サキ キカンナド カゾク ウッタ キボウ メイカク カンケイ キカン ササ オウエン

		承諾 ショウダク		足利ケアサービス		0284-21-7630		0284-21-3109		326-0843		足利市五十部町809-3		足利市、佐野市、太田市 アシカガシ サノシ オオタシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		0		1		ケースによって対応する タイオウ		0		1				3

		承諾 ショウダク		相談支援センターみさと		0285-72-9767				321-4104		芳賀郡益子町大沢2800-5		芳賀郡内（真岡市、益子町、市貝町、芳賀町、茂木町） ハガ グンナイ モオカシ マシコ チョウ イチ ガイ マチ ハガマチ モギマチ		1		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		資源が少ない、短期入所先の確保が難しかった。計画を作るのには、医療情報が難しく感じられた。 シゲン スク タンキ ニュウショ サキ カクホ ムズカ ケイカク ツク イリョウ ジョウホウ ムズカ カン		0				連携の取れる医療関係者がたくさん地域の中にいてくれると安心して生活できるかな。外出や余暇の充実を図るために医療の必要な人の生活が限られてしまっている（あきらめてしまっている） レンケイ ト イリョウ カンケイシャ チイキ ナカ アンシン セイカツ ガイシュツ ヨカ ジュウジツ ハカ イリョウ ヒツヨウ ヒト セイカツ カギ

		承諾 ショウダク		サポートセンターとみや生活支援センター		028-665-8230		028-665-8230		321-2116		宇都宮市徳次郎町540		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		0		1		0		0		0		0		1		1		1		1		1		0				0		1		医療的なケアが必要な利用者様の日中活動先が限られて利用できない人がいる。学校との連携が取りにくい。通勤手段・行事参加制限があり平等性が保たれない。学校はサービスで対応を望み、福祉行政は教育で何とかするべきとつねに折り合わない。 イリョウテキ ヒツヨウ リヨウシャサマ ニッチュウ カツドウ サキ カギ リヨウ ヒト ガッコウ レンケイ ト ツウキン シュダン ギョウジ サンカ セイゲン ビョウドウセイ タモ ガッコウ タイオウ ノゾ フクシ ギョウセイ キョウイク ナン オ ア		0		0		1		0		協力してほしい キョウリョク		1		0		利用できるサービスが限られている。社会参加できる機会が少なく、場が限られている。介護者の負担軽減が取りにくい。夢や希望を叶えるための資源が少ない。 リヨウ カギ シャカイ サンカ キカイ スク バ カギ カイゴシャ フタン ケイゲン ト ユメ キボウ カナ シゲン スク		0				通勤手段、保護者なくても教育が受けられる環境。常に親同行を求めるのでは、自立につながらず、いつになっても親の負担は軽減されない。親が安心して託せる日中活動の場。社会参加、役割を担える環境作り、職場。地域で生活していくための交流の機会や場があるといい。緊急的にレスパイトを受け入れてくれる場。 ツウキン シュダン ホゴシャ キョウイク ウ カンキョウ ツネ オヤ ドウコウ モト ジリツ オヤ フタン ケイゲン オヤ アンシン タク ニッチュウ カツドウ バ シャカイ サンカ ヤクワリ ニナ カンキョウ ヅク ショクバ チイキ セイカツ コウリュウ キカイ バ キンキュウテキ ウ イ バ

		承諾 ショウダク		社会就労センターえいぶるの里 シャカイ シュウロウ サト		0285-22-4561		0285-224581		323-0003		小山市東島田2403-2		小山市、下野市、上三川町、野木町、結城市、古河市、筑西市 オヤマシ シモノ シ カミノカワマチ ノギマチ ユウキシ コガシ ツク ニシ シ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				1		0		自己決定が難しいため、家族中心の考えになってしまうこと。また、利用できる社会資源が少ない。 ジコ ケッテイ ムズカ カゾク チュウシン カンガ リヨウ シャカイ シゲン スク		1				関係機関との連携、特に在宅が長い方は医療機関とのかかわりが家族も含め、希薄になってしまい、二次障害に対応できない。地域に総合的に支援でき、医療的ケアが受けられる場所、または訪問医療の充実が必要と思います。 カンケイ キカン レンケイ トク ザイタク ナガ カタ イリョウ キカン カゾク フク キハク ニジ ショウガイ タイオウ チイキ ソウゴウテキ シエン イリョウテキ ウ バショ ホウモン イリョウ ジュウジツ ヒツヨウ オモ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所「ピュア」		0282-31-3911		0282-31-3912		328-0133		栃木市大森町465		栃木市、鹿沼市、佐野市、小山市、壬生町 トチギシ カヌマシ サノシ オヤマシ ミブマチ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1

		承諾 ショウダク		社会福祉法人とちのみ会　こなかの森 シャカイ フクシ ホウジン カイ モリ		0283-24-5757		0283-24-6294		327-0001		佐野市小中町1280		佐野市、足利市 サノシ アシカガシ		1		0		1		0		1		0		0		1		0		1		0		0		0				1		2		通所型のため、短期入所の受け入れはサービスとして提供できず、他施設の紹介、相談支援事業につなげている。 ツウショ ガタ タンキ ニュウショ ウ イ テイキョウ タ シセツ ショウカイ ソウダン シエン ジギョウ		0		0		0		0				1		0		療養型短期入所ほかの施設への短期入所の受け入れ状況など、受け入れ場所を見つけるなど。短期入所時の発作発症時医療への繋ぎが困難。問題多（かかりつけ医への搬送） リョウヨウガタ タンキ ニュウショ シセツ タンキ ニュウショ ウ イ ジョウキョウ ウ イ バショ ミ タンキ ニュウショ ジ ホッサ ハッショウ ジ イリョウ ツナ コンナン モンダイ タ イ ハンソウ		0				佐野市には、身障（重心）短期入所施設がなく老人施設に佐野市が委託しているが、利用する人もいなく、サービスが使いづらい状態にある。短期入所受け入れ可能施設が増えることで、家族のほうも使いやすく利便性があがると考えます。 サノシ シンショウ ジュウシン タンキ ニュウショ シセツ ロウジン シセツ サノシ イタク リヨウ ヒト ツカ ジョウタイ タンキ ニュウショ ウ イ カノウ シセツ フ カゾク ツカ リベンセイ カンガ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所テトテ		0287-36-7171		0287-36-7181		329-2732		那須塩原市一区町251-1		那須塩原市（大田原、矢板、那須町、那珂川町、烏山） ナスシオバラ シ オオタワラ ヤイタ ナスマチ ナカガワマチ カラスヤマ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		0		1		委託の相談支援事業所や重心専門の事業所に相談する イタク ソウダン シエン ジギョウショ ジュウシン センモン ジギョウショ ソウダン		0		1				3		その方にとって、より専門性の高い方が対応することが望ましいと思いますので、作成が適するか否か周囲のサービス状況なども考慮して決めたいと思います。適切にアドバイスをいただける地域の環境が整っていれば、スキルアップ、経験の積み重ねのためにも作成したいです。 カタ センモンセイ タカ ホウ タイオウ ノゾ オモ サクセイ テキ イナ シュウイ ジョウキョウ コウリョ キ オモ テキセツ チイキ カンキョウ トトノ ケイケン ツ カサ サクセイ		相談支援専門員のスキルアップ。きめ細かい支援（サービスの充実）本人のニーズを正しく理解できる人材の育成と地域の理解。 ソウダン シエン センモンイン コマ シエン ジュウジツ ホンニン タダ リカイ ジンザイ イクセイ チイキ リカイ

		承諾 ショウダク		指定特定相談支援事業所あじさい		0287-60-3361		0287-60-3362		325-0034		那須塩原市東原166		那須塩原市、那須町 ナスシオバラ シ ナスマチ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2				訪問看護、訪問診療を行う医師が必要だと思います。 ホウモン カンゴ ホウモン シンリョウ オコナ イシ ヒツヨウ オモ

		承諾 ショウダク		障害者相談支援センターいぶき		028-678-3502		028-676-3501		329-1216		高根沢町桑窪2266-2		高根沢町 タカネザワマチ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1				短期入所など受け入れてくれる施設を増やしてほしい。県内で受け入れていただけない為、県外の施設を考えなくてはいけない方がいます。 タンキ ニュウショ ウ イ シセツ フ ケンナイ ウ イ タメ ケンガイ シセツ カンガ カタ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所わくわくおやま		0285-24-6575		0285-20-0255		323-0022		小山市駅東通り3-9-6		小山市 オヤマシ		1		0		1		0		1		1		1		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		関係事業所が多いことで情報収集連携等大変。医療機関とも連携を図る必要あり。レスパイト、ショートステイの受入困難。利用できる事業所が少ない。 カンケイ ジギョウショ オオ ジョウホウ シュウシュウ レンケイ ナド タイヘン イリョウ キカン レンケイ ハカ ヒツヨウ ウケイレ コンナン リヨウ ジギョウショ スク		0				重症心身障害児（者）を受け入れしてくれる事業所、施設がもっと多くあればよいと思われる。通所日中一時短期入所など。相談支援、計画作成についてもほかの事業所が受け入れてくれないとの理由で受け入れ可能事業所へ集中してしまう為、相談員への研修等を増やせばよいが。しかし日々の業務が多忙であるため、難しいのかな？ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ ウ イ ジギョウショ シセツ オオ オモ ツウショ ニッチュウ イチジ タンキ ニュウショ ソウダン シエン ケイカク サクセイ ジギョウショ ウ イ リユウ ウ イ カノウ ジギョウショ シュウチュウ タメ ソウダン イン ケンシュウ ナド フ ヒビ ギョウム タボウ ムズカ

		承諾 ショウダク		相談支援センターネクスト		080-8854-9551		0280-612-1558		320-0034		宇都宮市泉町6-25		宇都宮市 ウツノミヤシ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2

		承諾 ショウダク		相談支援事業のぞみ		0287-65-2288		0287-65-2282		329-3152		那須塩原市上中野53		那須塩原市、大田原市、那須町 ナスシオバラ シ オオタワラシ ナスマチ		1		0		1		0		0		0		1		1		1		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		現サービスでの医療ケアをふまえ、将来にむけて他事業との連携につなげるよう計画作成、調整に苦労した。 ゲン イリョウ ショウライ タ ジギョウ レンケイ ケイカク サクセイ チョウセイ クロウ		0				選択肢が増えるよう受け入れ可能な福祉サービス事業所の増加が必要だと思われます。 センタクシ フ ウ イ カノウ フクシ ジギョウショ ゾウカ ヒツヨウ オモ

		承諾 ショウダク		サポートセンターひばり		028-670-0330		028-667-7315		321-3236		宇都宮市竹下町435-159		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		苦労ではないが、お母様がとても一生懸命ですでにサービスも繋がっていたため、現状を計画にする形となったが、計画作成後のかかわりについて相談員としてどのようにすべきことが望ましいかと考える。 クロウ カアサマ イッショウケンメイ ツナ ゲンジョウ ケイカク カタチ ケイカク サクセイ ゴ ソウダン イン ノゾ カンガ		0				福祉サービスや医療、またボランティアが入室されるととてもよいと思います。また、介助者（家族）のケアも考えると気軽に参加できるようなイベント（医療が整っていたり、介助するボランティアさんがいたり）や、同じ重症心身障害児（者）をもつかたとのネットワークがあるといいのかなと思います。 フクシ イリョウ ニュウシツ オモ カイジョシャ カゾク カンガ キガル サンカ イリョウ トトノ カイジョ オナ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ オモ

		承諾 ショウダク		高根沢町障害児者生活支援センターすまいる タカネザワマチ		028-612-2751		028-612-2752		329-1225		栃木県塩谷郡高根沢町石末1825　福祉センター内 ３２９－１２２５ フクシ ナイ		高根沢町 タカネザワマチ		1		0		1		0		0		0		1		0		0		1		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		地元に使える資源がなく苦労した ジモト ツカ シゲン クロウ		0				①医療と福祉の連携ネットワーク②重心の方でも利用できるサービスが増えること③訪問診療医 イリョウ フクシ レンケイ ジュウシン カタ リヨウ フ ホウモン シンリョウ イ

		承諾 ショウダク		障害者相談支援センターフォレスト		0284-91-1816		0284-91-2867		326-0011		足利市大沼田町615		足利市及び近隣市町村 アシカガシ オヨ キンリン シチョウソン		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0				0

		承諾 ショウダク		障がい者相談支援事業所ケアサプライ		0287-73-5312		0287-73-5311		329-3221		栃木県那須郡那須町漆塚762-102 ３２９－３２２１		白河市、那須町、那須塩原市、大田原市 シラカワシ ナスマチ ナスシオバラシ オオタワラシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1				サービスを提供できる事業所の充実を図る テイキョウ ジギョウショ ジュウジツ ハカ

		承諾 ショウダク		南栃木支援センター相談支援		0285-44-6118		0285-44-7215		329-0412		下野市柴1432-105		下野市、小山市、壬生町 シモノ シ オヤマシ ミブマチ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		0		1		介護保険と併用する場合のみ対応する カイゴ ホケン ヘイヨウ バアイ タイオウ		0		1				3		介護保険と併用する場合のみ作成する カイゴ ホケン ヘイヨウ バアイ サクセイ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所とまり木		0287-54-2854		0287-54-2230		324-0231		大田原市北野上3952		大田原市、那須塩原市、那須町 オオタワラシ ナスシオバラシ ナスマチ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1				当事業所の対応範囲は現在、知的障害者特に中・軽度が主だが、精神（高次脳機能障害も含む）分野もやり始めている。今後重症心身障害者もほかの相談支援事業所の助けを得ながら、勉強しながら対応したいと考えている。そのために研修や見学の機会を多く作っていただきたい。今は、当事業所はその程度しか考えられない。 トウ ジギョウショ タイオウ ハンイ ゲンザイ チテキ ショウガイシャ トク チュウ ケイド オモ セイシン コウジ ノウ キノウ ショウガイ フク ブンヤ ハジ コンゴ ジュウショウ シンシン ショウガイシャ ソウダン シエン ジギョウショ タス エ ベンキョウ タイオウ カンガ ケンシュウ ケンガク キカイ オオ ツク イマ トウ ジギョウショ テイド カンガ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所ポンテ		028-652-7288		028-652-6355		321-0341		宇都宮市古賀志町1964-12		宇都宮、鹿沼、日光、壬生 ウツノミヤ カヌマ ニッコウ ミブ		0		1		1		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0				0				未就学児（3～5才）の方の医療型児童発達支援を分離で行う施設が数か所あると良いと思います。 ミシュウガクジ サイ カタ イリョウ ガタ ジドウ ハッタツ シエン ブンリ オコナ シセツ スウ ショ ヨ オモ

		承諾 ショウダク		相談支援センター光輝舎		0285-70-2020		0285-72-8222		321-4105		芳賀郡益子町北中1113-1		芳賀郡、真岡市等 ハガ グン モオカシ ナド		1		0		1		0		1		1		1		1		0		1		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		利用できるサービス事業所が少ない。重心児者に合わせたプログラムが見つからない（近隣で） リヨウ ジギョウショ スク ジュウシン ジ シャ ア ミ キンリン		0				本人の状態にもよるが、重度化する状況に対応できる事業所の確保。家族の負担が大きくなり在宅生活の継続が困難になることが予測されるので、在宅で支援が受けられるような体制の充実と、レスパイトサービスの拡大。 ホンニン ジョウタイ ジュウドカ ジョウキョウ タイオウ ジギョウショ カクホ カゾク フタン オオ ザイタク セイカツ ケイゾク コンナン ヨソク ザイタク シエン ウ タイセイ ジュウジツ カクダイ

		承諾 ショウダク		特定相談支援事業所やすらぎ		028-650-7727		028-650-7728		320-0011		宇都宮市富士見が丘3－19－20		宇都宮市 ウツノミヤシ		0		0		1		0		1		0		0		0		0		1		1		0		0				0		3		対応できるヘルパーがいれば支援する タイオウ シエン		0		0		0		0				0		1				3

		承諾 ショウダク		障がい者支援センターにんべん		028-686-2539		028-686-2584		329-1417		さくら市フィオーレ喜連川5-2-1　フィオーレガーデン1-102		さくら市 シ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1				地域資源アンケートをいただきありがとうございました。設問に対しまして知識不足にこれでいいのかという思いです。相談支援専門員として設問にありました「3」要望がでますれば、先輩相談員・各職種の方々に相談・指導をいただき、相談支援事業を行ってみたいと考えます。大島先生について学ばせて頂きました。 チイキ シゲン セツモン タイ チシキ ブソク オモ ソウダン シエン センモンイン セツモン ヨウボウ センパイ ソウダン イン カクショクシュ カタガタ ソウダン シドウ ソウダン シエン ジギョウ オコナ カンガ オオシマ センセイ マナ イタダ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所おやま		0285-22-1833		0285-228946		323-0014		小山市喜沢660		小山市、下野市 オヤマシ シモノ シ		1		0		1		0		1		1		0		0		0		0		0		1		0				2		3				0		0		0		0				1		0		本人の意思が明確でないので親の意向中心のものになってしまった。 ホンニン イシ メイカク オヤ イコウ チュウシン		0

		承諾 ショウダク		真岡介護センター		0285-80-5200		0285-80-5211		321-4361		真岡市並木町1-8-1　シティ並木102 ナミキ		真岡市、芳賀町南部、市貝町南部、益子町西部、上三川東部 モオカシ ハガマチ ナンブ イチ ガイ チョウ ナンブ マシコ チョウ セイブ カミノカワ トウブ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		0		1				0		1				3		担当者の受け持ちケースの状況など考慮し対応できるか検討したい タントウシャ ウ モ ジョウキョウ コウリョ タイオウ ケントウ

		承諾 ショウダク		さの社協相談支援センターほっぷ		0283-22-8152		0283-22-8199		327-0003		佐野市大橋町3212-27		佐野市全域 サノシ ゼンイキ		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2		現在相談支援専門員1名で行っているため ゲンザイ ソウダン シエン センモンイン メイ オコナ

		承諾 ショウダク		相談支援ウエイブ		0282-23-4465		0282-23-4465		328-0012		栃木市平柳町1-2-7		栃木市、壬生町 トチギシ ミブマチ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		1		0				0		1				2		指定特定相談支援事業で精神に対応しているため シテイ トクテイ ソウダン シエン ジギョウ セイシン タイオウ		ご家族の中だけでは生活がマンネリ化して単調になりかねないので、音楽、体を動かす、読み聞かせ麻痺・拘縮のマッサージなどのリハビリの頻度を高める。ご本人が楽しいと感じることを提供できる。ご家族が疲弊しないよう旅行や趣味などの充実した時間がもてるようサービスを利用していくこと。 カゾク ナカ セイカツ カ タンチョウ オンガク カラダ ウゴ ヨ キ マヒ コウシュク ヒンド タカ ホンニン タノ カン テイキョウ カゾク ヒヘイ リョコウ シュミ ジュウジツ ジカン リヨウ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所わらしべの家		0282-27-1627		0282-27-1675		328-0011		栃木市大宮町2708-3		栃木市 トチギシ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1		専門的な知識が不十分なため行政などの機関と相談しながらの対応となります センモンテキ チシキ フジュウブン ギョウセイ キカン ソウダン タイオウ		短期入所や移動支援などの福祉サービス利用時にお付き合いのある医療機関や訪問看護の看護師が同行でき緊急時の対応が迅速にとれる体制（すでにできていたらすみません） タンキ ニュウショ イドウ シエン フクシ リヨウ ジ ツ ア イリョウ キカン ホウモン カンゴ カンゴシ ドウコウ キンキュウジ タイオウ ジンソク タイセイ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所　空		0287-73-8165		0287-73-8165		329-3157		那須塩原市大原間西1-19-9		那須塩原市、大田原市、那須町 ナスシオバラ シ オオタワラシ ナスマチ		1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		重心のお子様の療育支援をやっていたので、苦労はありませんでしたが、医療（訪問看護）訪問リハ訪問入浴の制度を知らなかったので、その方々との連携が取れて大変勉強になりました。 ジュウシン コサマ リョウイク シエン クロウ イリョウ ホウモン カンゴ ホウモン ホウモン ニュウヨク セイド シ カタガタ レンケイ ト タイヘン ベンキョウ		0				医療的ケアの必要な方には支援スタッフ・必ず看護師の方が不在では双方安心したケアはできません。例）乳幼児の通所事業は保母と看護師さん。小学→高校までは義務教育がありますが事後に生活介護はもちろんですが、本当に重心の方の為の日中活動の場が不足しているとおもいますので重心の方の通所事業は必要と思います。家庭以外で通える場所→一時預かりや療育支援事業→高校卒業後は通所施設（一時預かりも含めて） イリョウテキ ヒツヨウ カタ シエン カナラ カンゴシ カタ フザイ ソウホウ アンシン レイ ニュウヨウジ ツウショ ジギョウ ホボ カンゴシ ショウガク コウコウ ギム キョウイク ジゴ セイカツ カイゴ ホントウ ジュウシン カタ タメ ニッチュウ カツドウ バ フソク ジュウシン カタ ツウショ ジギョウ ヒツヨウ オモ カテイ イガイ カヨ バショ イチジ アズ リョウイク シエン ジギョウ コウコウ ソツギョウゴ ツウショ シセツ イチジ アズ フク

		承諾 ショウダク		相談支援事業所みどり		0285-45-8362		0285-45-8397		329-0214		小山市乙女786-1		小山市、栃木市、古河市、結城市 オヤマシ トチギシ コガシ ユウキシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0		大人は対応可能 オトナ タイオウ カノウ		1		1		大人はあるが、こどもはない。先日訪問介護を事業所にお願いしたところどこの事業所も受けていただけなかった。 オトナ センジツ ホウモン カイゴ ジギョウショ ネガ ジギョウショ ウ		3		成人しか計画相談をしたことがないので不安である。当事業所は相談員が一名なので相談する相手がいない セイジン ケイカク ソウダン フアン トウ ジギョウショ ソウダン イン イチメイ ソウダン アイテ		サービス事業所で受けてもらえないケースがある。特に重心や精神知的等重複して疾患を持っていると問い合わせた時点でお断りされてします。 ジギョウショ ウ トク ジュウシン セイシン チテキ ナド チョウフク シッカン モ ト ア ジテン コトワ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所こころみ		0284-41-5039		0284-43-2665		326-0061		足利市田島町611-2				0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		1		0				0		1				3		これまで前例がなく、またこの障害について熟知した方（機関）があるならそちらでしていただいた方がご本人様にとってよい支援であると考えるから。※現在当法人の入所・通所等サービスを利用されている方の相談支援がほとんどの状況です。 ゼンレイ ショウガイ ジュクチ カタ キカン ホウ ホンニンサマ シエン カンガ ゲンザイ トウホウジン ニュウショ ツウショ ナド リヨウ カタ ソウダン シエン ジョウキョウ

		承諾 ショウダク		相談支援センターのどか　真岡センター		0285-81-5890		0285-85-8452		321-4305		真岡市荒町111-1		真岡市、芳賀町、市貝町、益子町、茂木町 モオカシ ハガマチ イチガイ マチ マシコ チョウ モギ マチ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1				在宅での生活では家族の介護負担の軽減が必要。フォーマルインフォーマルの枠にとらわれない福祉サービス。 ザイタク セイカツ カゾク カイゴ フタン ケイゲン ヒツヨウ ワク フクシ

		承諾 ショウダク		友井タクシー介護ステーションふれあい		0285-30-0840		0285-30-0844		323-0025		小山市城山町2丁目12-25		小山市 オヤマシ		1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		利用するサービスは多様で、施設・病院・学校など医療福祉事業所数も多く連携を図るのが困難。学校行事に参加するための会出自の支援サービスがない。 リヨウ タヨウ シセツ ビョウイン ガッコウ イリョウ フクシ ジギョウショ スウ オオ レンケイ ハカ コンナン ガッコウ ギョウジ サンカ カイ シュツジ シエン		0				ご家族様が安心して預けることができる施設と必要に預けられる施設の数は少ない。片道１時間以上かかるためとても不便に思います。呼吸器の方の預かり先は少ない。 カゾクサマ アンシン アズ シセツ ヒツヨウ アズ シセツ カズ スク カタミチ ジカン イジョウ フベン オモ コキュウキ カタ アズ サキ スク

		承諾 ショウダク		もくせいの里		0282-43-0593		0282-43-1387		329-4405		栃木市大平町西山田1198		栃木市内 トチギシナイ		0		1		1		0		1		0		0		1		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		ニーズにあてはまるサービスがなかった。例）①入浴支援②移送サービス　①自宅の浴槽では支援が入れず訪問入浴を検討。しかし、浴槽を置けるスペースがなく断念。②主たる介護者が入院。学校までの送迎ができず特例で市の移送サービスを利用するもかなり時間を要した。 レイ ニュウヨク シエン イソウ ジタク ヨクソウ シエン ハイ ホウモン ニュウヨク ケントウ ヨクソウ オ ダンネン シュ カイゴシャ ニュウイン ガッコウ ソウゲイ トクレイ シ イソウ リヨウ ジカン ヨウ		0				①地域の理解や協力②受け入れの拡大（重心の通所、24時間看護体制が整った短期入所）③デマンドタクシー等関係者の重心に対する理解（理解附属により資源として存在するが利用しがたい）④児童が入浴支援を受けられる環境（家族の身体的な介護負担軽減） チイキ リカイ キョウリョク ウ イ カクダイ ジュウシン ツウショ ジカン カンゴ タイセイ トトノ タンキ ニュウショ ナド カンケイシャ ジュウシン タイ リカイ リカイ フゾク シゲン ソンザイ リヨウ ジドウ ニュウヨク シエン ウ カンキョウ カゾク シンタイテキ カイゴ フタン ケイゲン

		承諾 ショウダク		足利障害者相談支援センター		0284-44-0307		0284-44-0318		326-0064		足利市東砂原後町1072		足利市、佐野市 アシカガシ サノシ		1		0		1		0		1		0		0		1		0		1		0		1		0				1		0				0		0		0		0				0		1				2		委託相談支援事業所のため イタク ソウダン シエン ジギョウショ		医療的ケアが整った施設のショートステイ充実が必要。また、特に呼吸器をつけた方のショート療養介護の利用とそれらを利用するための送迎体制の充実が必要。 イリョウテキ トトノ シセツ ジュウジツ ヒツヨウ トク コキュウキ カタ リョウヨウ カイゴ リヨウ リヨウ ソウゲイ タイセイ ジュウジツ ヒツヨウ

		承諾 ショウダク		指定障害者相談支援事業所あるしぇん		0282-86-7665		0282-21-7109		321-0201		栃木県下都賀郡壬生町安塚2032 ３２１－０２０１		壬生町 ミブマチ		1		0		1		0		1		0		0		1		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		①相談支援専門員として重症心身障害児（者）の方に対する支援の知識や経験が少ない②医療的ケアが必要となる方に対して対応できる福祉サービス（事業所）が少ない。 ソウダン シエン センモンイン ジュウショウシンシンショウガイジ シャ カタ タイ シエン チシキ ケイケン スク イリョウテキ ヒツヨウ カタ タイ タイオウ フクシ ジギョウショ スク		0				医療的ケアが必要な方に関して、福祉のサービスでは対応しきれない部分が多く、結果として家族が本人を抱え込まざるを得ない現状があるように感じます。家族の介護負担が少しでも軽減できるよう福祉サービスも柔軟な対応が出来るようになるといいなと思います。 イリョウテキ ヒツヨウ カタ カン フクシ タイオウ ブブン オオ ケッカ カゾク ホンニン カカ コ エ ゲンジョウ カン カゾク カイゴ フタン スコ ケイゲン フクシ ジュウナン タイオウ デキ オモ

		承諾 ショウダク		下野市相談支援事業所 こばと		0285-44-6783		0285-44-6783		329-0414		下野市小金井1146-6		下野市、上三川町 シモノ シ カミノカワマチ		1		0		1		0		0		0		1		1		0		1		1		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		医療的ケアが必要な乳幼児に対応できるヘルパー事業所。短期入所・日中一時支援事業所が近くにない（少ない）。 イリョウテキ ヒツヨウ ニュウヨウジ タイオウ ジギョウショ タンキ ニュウショ ニッチュウ イチジ シエン ジギョウショ チカ スク		0				設問5で回答した内容：外出可能な方は児童発達支援を利用可能であるが無理な方は外部との交流をもちにくい。訪問看護・訪問リハビリが入っているケースはいいがない場合母子で孤立しがち。幸いあそびの支援をしてくれるヘルパー事業所があり支援につながっている。ヘルパー利用を希望されない家庭、利用したくてもヘルパー事業所がない等支援に苦慮する。 セツモン カイトウ ナイヨウ ガイシュツ カノウ カタ ジドウ ハッタツ シエン リヨウ カノウ ムリ カタ ガイブ コウリュウ ホウモン カンゴ ホウモン ハイ バアイ ボシ コリツ サイワ シエン ジギョウショ シエン リヨウ キボウ カテイ リヨウ ジギョウショ ナド シエン クリョ

		承諾 ショウダク		相談支援センターぴあん ソウダン シエン		0282-31-1755		0282-31-2919		328-0067		栃木市皆川城内町333-2		栃木市、小山市 トチギシ オヤマシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1				これまで現場で関わったことがなく、事例検討でしか情報を把握しておらず不安はあります。でも関係機関やご家族様からいろいろなことを教えて頂きながら相談支援として専門性を活かせればと思っています。色々な立場の方からお話をお伺いしてもご家族や医療機関専門的な事業所の負担が大きく相談支援があまり役に立つことができていない（場合によっては自ら引いてしまう）今の現状を少しでも変えていければいいと思います。 ゲンバ カカ ジレイ ケントウ ジョウホウ ハアク フアン カンケイ キカン カゾクサマ オシ イタダ ソウダン シエン センモンセイ イ オモ イロイロ タチバ カタ ハナシ ウカガ カゾク イリョウ キカン センモンテキ ジギョウショ フタン オオ ソウダン シエン ヤク タ バアイ ミズカ ヒ イマ ゲンジョウ スコ カ オモ

		承諾 ショウダク		うつのみや		028-632-6074/090-4059-9728		028-632-6075		320-0861		宇都宮市西2-1-7		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				3		専門的な知識を社会資源のアドバイスを他相談支援事業所からいただきながらみずからの事業所で引き受けるという形が望ましい センモンテキ チシキ シャカイ シゲン ホカ ソウダン シエン ジギョウショ ジギョウショ ヒ ウ カタチ ノゾ

		承諾 ショウダク		サポートセンターきりん		028-612-3838		028-678-3257		321-0905		栃木県宇都宮市平出工業団地43-100 ３２１－０９０５		宇都宮市 ウツノミヤシ		0		1		1		0		1		0		0		1		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		療養介護に入所しているので他のサービスの利用が困難。そのための社会資源をつなげたり、活用したりするのが難しい。 リョウヨウ カイゴ ニュウショ ホカ リヨウ コンナン シャカイ シゲン カツヨウ ムズカ		0				今後、市町村などで展開されていく生活拠点に関する事業をうまく活用できればいいなと感じています。入所されている方々については地域とのつながり方が今後は重要になってくると思われますので、広く門扉を開けた活動などが多くなってくるといいなと思っています。 コンゴ シチョウソン テンカイ セイカツ キョテン カン ジギョウ カツヨウ カン ニュウショ カタガタ チイキ カタ コンゴ ジュウヨウ オモ ヒロ モンピ ア カツドウ オオ オモ

		承諾 ショウダク		さわやか相談支援センター		0280-57-4884		0280-57-4994		329-0112		野木町南赤塚1145-1		小山市、野木町、古河市、栃木市 オヤマシ ノギマチ コガシ トチギシ		0		1		1		0		0		0		1		0		0		1		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		現実的な目標の位置づけ ゲンジツテキ モクヒョウ イチ		0

		承諾 ショウダク		相談支援事業所つばさ		0287-53-7393		0287-53-7394		324-0044		大田原市親園824-1		大田原市、那須塩原市、那須烏山市、矢板市、さくら市、那須町、塩谷町、高根沢町 オオタワラシ ナスシオバラシ ナスカラスヤマシ ヤイタシ シ ナスマチ シオ タニ マチ タカネザワマチ		1		0		1		0		1		0		1		1		0		1		0		0		0				1		2		医療的なケアが必要なケース、将来的に短期入所につなげたいケースだった為、専門の事業所に依頼した イリョウテキ ヒツヨウ ショウライテキ タンキ ニュウショ タメ センモン ジギョウショ イライ		1		1		0		0				1		0		使えるサービスの少なさに調整が難しかった ツカ スク チョウセイ ムズカ		1				乳幼児期の受け入れ可能な福祉サービス等の社会資源が必要である。 ニュウヨウジ キ ウ イ カノウ フクシ ナド シャカイシゲン ヒツヨウ

		承諾 ショウダク		特定相談支援センターはじめ		0284-22-4561		0284-22-4562		326-0143		足利市葉鹿町735-1		足利市 アシカガシ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1

		承諾 ショウダク		上三川障がい児・者生活相談支援センター		0285-38-6854		0285-38-6841		329-0611		上三川町上三川5082-15		上三川町 カミノカワマチ		1		0		1		0		1		0		0		1		0		0		0		0		0				1		0				0		0		0		0				1		0				0

		承諾 ショウダク		はつらつサロン南天相談支援事業所		0285-22-4659		0285-38-6529		323-0027		小山市花垣町2-3-19		小山市、栃木市 オヤマシ トチギシ		0		0		1		0		1		1		0		1		1		1		1		1		0				0		0				0		0		0		0				1		0		利用したいサービス事業所が少なく生活改善、家族、支援者の負担軽減に繋がらない（訪問入浴、ショートステイ、生活介護などなど（就労Ａ型））医師によっては連携が困難。何処の精神科がよいかと利用者に問われるが答えは解らない。 リヨウ ジギョウショ スク セイカツ カイゼン カゾク シエンシャ フタン ケイゲン ツナ ホウモン ニュウヨク セイカツ カイゴ シュウロウ ガタ イシ レンケイ コンナン ドコ セイシンカ リヨウシャ ト コタ ワカ		0				本人の選択や受け入れ事業所の間口を広げる。例えば入浴はヘルパーの2人対応で行ているがヘルパー不足や腰痛の悪化などで対応が難しくなってくる。機会浴のできる生活介護を勧めるも本人の選択肢がない。自宅から出かける自由さのようなものが閉ざされているような気がする。反面高齢者のサービスは増加する一方で利用者が不足し閉鎖なども聞かれる。高齢者・障害者がともにデイサービスやショートステイを利用できるようにならないかと思う。障害児については働く両親をサポートすることで生活の安定や療育などへ通園のし易さを図り、送迎サービスの充実など。 ホンニン センタク ウ イ ジギョウショ マグチ ヒロ タト ニュウヨク ニン タイオウ オコナ ブソク ヨウツウ アッカ タイオウ ムズカ キカイ ヨク セイカツ カイゴ スス ホンニン センタクシ ジタク デ ジユウ ト キ ハンメン コウレイシャ ゾウカ イッポウ リヨウシャ フソク ヘイサ キ コウレイシャ ショウガイシャ リヨウ オモ ショウガイジ ハタラ リョウシン セイカツ アンテイ リョウイク ツウエン ヤス ハカ ソウゲイ ジュウジツ

		承諾 ショウダク		障がい者生活支援センターこぶし		028-680-5746		028-688-0214		321-0126		栃木県宇都宮市茂原町837-1		宇都宮市、上三川町 ウツノミヤシ カミノカワマチ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1				①医療機関との細かな連携体制②相談関係者を含め本人に関わり支援をするなかで即座に動きが取れるようなフットワークの軽いチーム作り イリョウ キカン コマ レンケイ タイセイ ソウダン カンケイシャ フク ホンニン カカ シエン ソクザ ウゴ ト カル ヅク

								Ｑ2.重症心身障害児（者）の定義をご存知ですか

				1		知っている シ		40

				2		知らない シ		33

								Ｑ3.重症心身障害児（者）の方（家族・関係機関等）からの相談を受けたことがありますか

						ある		35

						ない		43

										それは誰からの相談でしたか

								ａ.家族 カゾク		27

								ｂ.支援者 シエンシャ		6

								ｃ.関係機関 カンケイ キカン		12

										それはどんな相談でしたか

								生活上の相談 セイカツ ジョウ ソウダン		19

								医療的な相談 イリョウテキ ソウダン		7

								制度に関する相談 セイド カン ソウダン		15

								教育に関する相談 キョウイク カン ソウダン		5

								サービス等利用計画書作成に関する相談 ナド リヨウ ケイカクショ サクセイ カン ソウダン		26

								その他 タ		3

										それらの相談事業所として対応（解決）はできましたか

								ａ.できた		27

								ｂ.できなかった		4

								Ｑ4.Ｑ3-2「ない」→これから重症心身障害児（者）の方（本人・家族等）からの相談があればどのように対応されますか

						自分の事業所で対応する ジブン ジギョウショ タイオウ		17

						ほかの相談支援事業所へ依頼する ソウダン シエン ジギョウショ イライ		15

						行政に依頼する ギョウセイ イライ		8

						その他 タ		9

								Ｑ5.重症心身障害児（者）の方のサービス等利用計画書を作成したことがありますか

						ある		33

						ない		46

						今後依頼があれば作成する コンゴ イライ サクセイ		15

						他の相談支援事業所に依頼する ホカ ソウダン シエン ジギョウショ イライ		18

						作成するかどうかわからない サクセイ		14

										「ない」と回答 カイトウ



重症心身障害児（者）の定義をご存知ですか

Ｑ2.重症心身障害児（者）の定義をご存知ですか	Ｑ3.重症心身障害児（者）の方（家族・関係機関等）からの相談を受けたことがありますか	それは誰からの相談でしたか	それはどんな相談でしたか	それらの相談事業所として対応（解決）はできましたか	Ｑ5.重症心身障害児（者）の方のサービス等利用計画書を作成したことがありますか	Ｑ5.重症心身障害児（者）の方のサービス等利用計画書

　　 を作成したことがありますか

ない
59%



訪問看護事業所

		Ｑ1.貴施設について、お伺いいたします キ シセツ ウカガ

		1		事業所名 ジギョウショ メイ

		2		電話番号 デンワ バンゴウ

		3		FAX番号 バンゴウ

		4		所在地 ショザイチ

		5		職員構成（常勤・非常勤は問いません） ショクイン コウセイ ジョウキン ヒジョウキン ト

						看護師 カンゴシ

						作業療法士 サギョウ リョウホウシ

						准看護師 ジュンカンゴシ

						理学療法士 リガク リョウホウシ

						保健師 ホケンシ

						言語療法士 ゲンゴ リョウホウシ

						その他 タ

		6		訪問可能な主な市町村 ホウモン カノウ オモ シチョウソン

		Q2.いままでに以下の項目を在宅看護で行ったことがありますか（あるものすべてにチェックをしてください） イカ コウモク ザイタク カンゴ オコナ

								成人在宅 セイジン ザイタク				小児在宅 ショウニ ザイタク

				在宅人工呼吸器の管理 ザイタク ジンコウ コキュウキ カンリ

				気管カニューレの交換 キカン コウカン

				気管カニューレ部位のガーゼ交換 キカン ブイ コウカン

				気管内吸引 キカンナイ キュウイン

				食事介助 ショクジ カイジョ

				経鼻チューブの交換 ケイビ コウカン

				胃瘻の管理 イロウ カンリ

				経管栄養の注入 ケイカン エイヨウ チュウニュウ

				ストーマの管理 カンリ

				尿道カテーテルの管理 ニョウドウ カンリ

				導尿 ドウニョウ

				入浴介助 ニュウヨク カイジョ

				看護師によるリハビリテーション カンゴシ

				OTもしくはPTによるリハビリテーション

				中心静脈カテーテル管理 チュウシン ジョウミャク カンリ

				高カロリー輸液の管理 コウ ユエキ カンリ

				薬剤の静注（抗生物質や利尿剤など） ヤクザイ ジョウチュウ コウセイ ブッシツ リニョウザイ

				麻薬による疼痛コントロール マヤク ウズ ツウ

				終末期の医療的ケア シュウマツキ イリョウテキ

				在宅での看取り ザイタク ミト

				24時間対応 ジカン タイオウ

		Q3.現時点で、依頼のあった場合、重症心身障害児（者）の在宅医療を行うことはできますか ゲンジテン イライ バアイ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ ザイタク イリョウ オコナ

		1		できる

		2		できない

		3		要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン

		Q4.依頼があった場合に可能な医療的ケアと身体介護についてお答えください イライ バアイ カノウ イリョウテキ シンタイ カイゴ コタ

		※個別シートにて対応 コベツ タイオウ



				Ｑ1.貴施設について、お伺いいたします キ シセツ ウカガ																										Q2.いままでに以下の項目を在宅看護で行ったことがありますか（あるものすべてにチェックをしてください）【1.ある、0.ない】 イカ コウモク ザイタク カンゴ オコナ																																																																																				Q3		Q4.依頼があった場合に可能な医療的ケアと身体介護についてお答えください【1.できる、2.できない、3.要相談（条件による）】 イライ バアイ カノウ イリョウテキ シンタイ カイゴ コタ ヨウ ソウダン ジョウケン																																																																																																																																																																																																																		Q5.重症心身障害児（者）の方に対する医療、在宅生活等についてお気づきのことなど、ご自由にお書きください ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ カタ タイ イリョウ ザイタク セイカツナド キ ジユウ カ

				事業所名 ジギョウショ メイ		電話番号 デンワ バンゴウ		FAX番号 バンゴウ		郵便番号 ユウビンバンゴウ		所在地 ショザイチ		職員構成（常勤・非常勤は問いません）【人数：名】 ショクイン コウセイ ジョウキン ヒジョウキン ト ニンズウ メイ														訪問可能な主な市町村 ホウモン カノウ オモ シチョウソン		在宅人工呼吸器の管理 ザイタク ジンコウ コキュウキ カンリ				気管カニューレの交換 キカン コウカン				気管カニューレ部位のガーゼ交換 キカン ブイ コウカン				気管内吸引 キカンナイ キュウイン				食事介助 ショクジ カイジョ				経鼻チューブの交換 ケイビ コウカン				胃瘻の管理 イロウ カンリ				経管栄養の注入 ケイカン エイヨウ チュウニュウ				ストーマの管理 カンリ				尿道カテーテルの管理 ニョウドウ カンリ				導尿 ドウニョウ				入浴介助 ニュウヨク カイジョ				看護師によるリハビリテーション カンゴシ				OTもしくはPTによるリハビリテーション				中心静脈カテーテル管理 チュウシン ジョウミャク カンリ				高カロリー輸液の管理 コウ ユエキ カンリ				薬剤の静注（抗生物質や利尿剤など） ヤクザイ ジョウチュウ コウセイ ブッシツ リニョウザイ				麻薬による疼痛コントロール マヤク ウズ ツウ				終末期の医療的ケア シュウマツキ イリョウテキ				在宅での看取り ザイタク ミト				24時間対応 ジカン タイオウ						在宅人工呼吸器の管理 ザイタク ジンコウ コキュウキ カンリ										気管カニューレの交換 キカン コウカン										気管カニューレの管理（日常の交換以外の対応） キカン カンリ ニチジョウ コウカン イガイ タイオウ										気管内吸引 キカンナイ キュウイン										食事介助 ショクジ カイジョ										経鼻チューブの交換 ケイビ コウカン										ストーマの管理 カンリ										尿道カテーテルの管理 ニョウドウ カンリ										導尿 ドウニョウ										入浴介助 ニュウヨク カイジョ										看護師によるリハビリテーション カンゴシ										OTもしくはPTによるリハビリテーション										中心静脈カテーテル管理 チュウシン ジョウミャク カンリ										高カロリー輸液の管理 コウ ユエキ カンリ										薬剤の静注（抗生物質や利尿剤など） ヤクザイ ジョウチュウ コウセイ ブッシツ リニョウザイ										麻薬による疼痛コントロール マヤク トウツウ										終末期の医療的ケア シュウマツキ イリョウテキ										在宅での看取り ザイタク ミト										24時間対応 ジカン タイオウ										外出の介助 ガイシュツ カイジョ										通院の介助 ツウイン カイジョ

		承諾可否 ショウダク カヒ												看護師 カンゴシ		作業療法士 サギョウ リョウホウシ		准看護師 ジュンカンゴシ		理学療法士 リガク リョウホウシ		保健師 ホケンシ		言語療法士 ゲンゴ リョウホウシ		その他 タ				成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ				乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ

		否 ヒ		曙訪問看護ステーション アケボノ ホウモン カンゴ		028-660-7803		028-683-5306		321-0901		宇都宮市平出町413番地		8		3		0		3		0		1				宇都宮、高根沢 ウツノミヤ タカネザワ		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		3		2		2		2		2		3		2		2		2		2		2		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		1		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		1		1		1		3		3		3		1		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		2		2		2		2		2		いつも大変お世話になっております。当STでも数名の小児利用者をNS、PT、OTでサポートしています。又、貴院のショートステイを利用させて頂いております。ご利用者様、家族が安心して過ごせるよう地域でサポートできたらと考えています。どうぞよろしくお願い申し上げます。 タイヘン セワ トウ スウメイ ショウニ リヨウシャ マタ キ イン リヨウ イタダ リヨウシャサマ カゾク アンシン ス チイキ カンガ ネガ モウ ア

		否 ヒ		とちぎメディカルセンター		0282-22-5810		0282-225812		328-0043		栃木市境町27-21		9		0		4		1		0		1		2		栃木市、小山市、壬生町 トチギシ オヤマシ ミブマチ		1		1		1		0		1		1		1		1		1		0		1		0		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		0		1		1		3		2		1		1		1		1		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		2		2		2		1		1		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		1		1		1		1		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		2		2		2		2		2

		否 ヒ		あいケアステーション		0282-23-6221		0282-24-9850		328-0074		栃木市薗部町2-5-9		1		0		2		2		0		0				栃木市 トチギシ		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		3		2		2		2		2		3		2		2		2		2		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		3		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		3		2		2		2		2		3		2		2		2		2		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		2		2		2		2		3

		否 ヒ		訪問看護ステーションこすもす		0285-80-5511		0285-80-5512		321-4337		真岡市上高間木2-24-4		4		2		0		1		0		0						1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		3		2		2		2		3		3		2		2		2		3		3		2		2		2		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		3		3		3		3		3		3		3		2		2		2		3		3		2		2		2		3		3		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		2		2		2		2		3		2		2		2		2		3		2		2		2		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		1		3		3		3		3		3		2		2		2		2		2		緊急時に主治医又はバッックベットのある病院との連携がとれる体制が整っていないと、在宅での対応に不安があります。
現在のところ、小児科、精神科看護を経験したスタッフがいない為、受け入れに不安がありますので今回はガイドマップ等に公表することに同意する事は控えさせていただきたいと思います。 キンキュウジ シュジイ マタ ビョウイン レンケイ タイセイ トトノ ザイタク タイオウ フアン ゲンザイ ショウニカ セイシンカ カンゴ ケイケン タメ ウ イ フアン コンカイ ナド コウヒョウ ドウイ コト ヒカ オモ

		否 ヒ		訪問看護ステーションひばり		0289-64-7226		0289-64-2225		322-8550		鹿沼市下田町1-1033		6		1		0		1		0		0				市内及び近隣市 シナイ オヨ キンリン シ		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		0		1		1		2

chizuru_tanaka: 未記入		1		1		2		2		1		2		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		1		3		3		1		1		1		3		3		3		3		1		3		3		1		1		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		1		3		3		3		1		1		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1

		否 ヒ		訪問看護ステーション那須		0287-73-5048		0287-63-4566		325-0023		那須塩原市豊浦10-706		5		0		2		0		0		0				那須塩原市、大田原市、那須町 ナスシオバラ シ オオタワラシ ナスマチ		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		0		0		1		0		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		2

chizuru_tanaka: 未記入		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1

		承諾 ショウダク		さくら訪問看護ステーション		0287-29-3252		0287-29-3252		324-0058		大田原市紫塚3-2633-10		5		0		0		1		0		0				大田原市、那須塩原市、矢板市 オオタワラシ ナスシオバラ シ ヤイタ シ		1		0		1		1		1		1		1		1		1		0		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		0		1		1		3		3		3		3		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		小児の受入数（実績）が少ないので、実際依頼があった場合、入院中から手技等の指導を受けたいと思います。 ショウニ ウケイレスウ ジッセキ スク ジッサイ イライ バアイ ニュウインチュウ シュギ ナド シドウ ウ オモ

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションたんぽぽ		0280-57-1888		0280-57-3819		329-0101		下都賀郡野木町友沼5119-12		20		3		0		5		0		0		2		野木町、小山市、旧藤岡町 ノギマチ オヤマシ キュウ フジオカマチ		1		1		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		1		1		1		1		1		1		0		0		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		3		1		1		1		1		1		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		3		3		3		3		3		1		1		3		2		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		2		2		2		2		2		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		受け入れてくれる訪問看護Stの数が少ないと思います。研修会の機会を設けてサービス体制が構築できると良いと思います。 ウ イ ホウモン カンゴ カズ スク オモ ケンシュウカイ キカイ モウ タイセイ コウチク ヨ オモ

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションうつのみや		028-612-6103		028-612-6104		320-0852		宇都宮市下砥上町字並塚643番地1		11		0		0		0		0		0		1		宇都宮市、壬生町 ウツノミヤシ ミブマチ		1		1		0		0		1		1		1		1		1		0		0		0		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		2

chizuru_tanaka: 未記入		3		3		3		3		1		2		2		2		2		2		3		3		3		1		1		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		3		3		3		1		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		3		3		3		1		1		3		3		3		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーション石橋		0285-52-2293		0285-52-2268		329-0511		下野市石橋628番地		7		0		0		1		0		0		1		下野市、上三川町、壬生町、宇都宮市（部） シモノ シ カミノカワマチ ミブマチ ウツノミヤシ ブ		1		1		0		0		1		1		1		1		1		0		1		0		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		3		1		1		1		1		1		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		1		3		3		3		3		3		3		3		3		1		1		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		2		2		2		2		2		最近、訪問依頼が増えてきていますが、私たち看護師の力量不足から利用者家族へ満足のいく看護が提供できないように感じています。現在の、利用者家族から教わることが多くあり、私たちが勉強になります。ただ、訪問していて思うことは、ご両親の今までの経験でケアが進み危険であり、指導させていただいても理解が得られないこともあり、ジレンマとなっています。例）誤嚥性肺炎を繰り返している方にヘッドアップして食事を摂るよう説明してもフラットのままであったり、他の方でPEG造設されているので、栄養はPEGからにして経口からは楽しみ程度にしてと言っても、食事を経口から摂るなど。 サイキン ホウモン イライ フ ワタクシ カンゴシ リキリョウ ブソク リヨウシャ カゾク マンゾク カンゴ テイキョウ カン ゲンザイ リヨウシャ カゾク オソ オオ ワタシ ベンキョウ ホウモン オモ リョウシン イマ ケイケン スス キケン シドウ リカイ エ レイ ゴエンセイ ハイエン ク カエ カタ ショクジ ト セツメイ ホカ カタ ゾウ セツ エイヨウ ケイコウ タノ テイド イ ショクジ ケイコウ ト

		承諾 ショウダク		マロニエ訪問看護ステーション		0287-37-6322		0287-39-3305		329-2763		那須塩原市井口537-3 にしなすの総合在宅ｹｱｾﾝﾀｰ内		5		7		0		5		0		2		1		那須塩原市、那須町、大田原市　リハビリのみ→那珂川町訪問可能 ナスシオバラ シ ナスマチ オオタワラシ ナカガワ マチ ホウモン カノウ		1		1		1		0		1		1		1		1		0		0		0		1		1		1		1		1		1		0		1		1		1		1		1		1		0		0		1		1		1		0		1		0		0		0		1		0		1		1		1		1		1		1		3		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーション佐野		0283-86-7013		0283-86-7031		327-0847		佐野市天神町７７４－２２ メープルハイツ１０１号室		3		0		1		0		0		0		1		足利市、佐野市、栃木市（旧岩船市） アシカガシ サノシ トチギシ キュウ イワフネ シ		0		0		0		0		1		0		1		0		1		0		0		0		1		0		0		0		1		0		1		0		0		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		2		2		2		2		2		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1

		承諾 ショウダク		とちぎ訪問看護ステーションくろばね		0287-54-0507		0287-54-0580		324-0241		大田原市黒羽向町142番地		6		0		0		0		1		0		2		大田原市、那須塩原市、那須町、那珂川町 オオタワラシ ナスシオバラ シ ナスマチ ナカガワマチ		1		0		0		0		1		1		1		1		1		0		1		0		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		3		3		3		3		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		1		2		2		2		2		2		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3

		承諾 ショウダク		鹿沼訪問看護ステーション		0289-60-5650		0289-60-1687		322-0021		鹿沼市上野町320-3高橋ビル１階１０３号室		5		0		0		0		0		0				鹿沼市、旧宇都宮市、旧今市市、壬生町、西片町 カヌマシ キュウ ウツノミヤシ キュウ イマイチシ ミブマチ ニシカタマチ		0		0		0		0		0		0		1		0		1		0		0		0		1		0		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		2

chizuru_tanaka: 未記入		2		2		2		2		1		2		2		2		2		3		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションほっと		028-626-5739		028-625-8201		321-0974		宇都宮市竹林町958		11		0		0		2		0		0		0		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2

		承諾 ショウダク		芳賀赤十字訪問看護ステーション		0285-84-8266		0285-84-8266		321-4306		真岡市台町2461		6		0		0		0		0		0		0		芳賀郡全域（真岡市、益子町、芳賀町、茂木町） ハガ グン ゼンイキ モオカシ マシコマチ ハガマチ モギ マチ		1		1		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		3		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		当ステーションは今年度小児在宅医との連携を開始することができました。安心して在宅療養を継続できるよう、多職種と連携し、実施しています。高齢者が介護サービスを選択するように、サービスの充実は得られていません。現実は家族だけで利用者（児）のケアを実施しているケースもあり家族の介護負担は大きいと考えます。負担軽減のためには、スムーズなレスパイト入院や日中の一時お預かり等充実した施設が増えることでさらに安心した療養環境の提供ができると思います。よろしくお願いいたします。 トウ コンネンド ショウニ ザイタク イ レンケイ カイシ アンシン ザイタク リョウヨウ ケイゾク タ ショクシュ レンケイ ジッシ コウレイシャ カイゴ センタク ジュウジツ エ ゲンジツ カゾク リヨウシャ ジ ジッシ カゾク カイゴ フタン オオ カンガ フタン ケイゲン ニュウイン ニッチュウ イチジ アズ ナド ジュウジツ シセツ フ アンシン リョウヨウ カンキョウ テイキョウ オモ ネガ

		承諾 ショウダク		とちぎ訪問看護ステーションみぶ		0282-82-7262		0282-82-7260		321-0218		下都賀郡壬生町落合1-18-12		16		0		0		0		0		0		1		上三川町、下野市、壬生町、宇都宮 カミノカワマチ シモノ シ ミブ チョウ ウツノミヤ		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		1		0		1		1		1		1		1		1		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		病院との連携が大切。在宅生活を支援するためにチームで対応する（介護者の支援） ビョウイン レンケイ タイセツ ザイタク セイカツ シエン タイオウ カイゴシャ シエン

		承諾 ショウダク		ＷＡＤＥＷＡＤＥ訪問看護ステーション		028-666-5420		028-666-5460		321-0923		栃木県宇都宮市下栗町2913-1 ３２１－０９２３		12		0		0		0		0		0				宇都宮市、上三川町、 ウツノミヤシ カミノカワマチ		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		0		0		1		0		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		重心の方を看る側（介護者）の負担軽減の必要性を感じてしまいます。まだまだ「私がやらなければ」という気持ちが強く、様々な資源活用へと動きが進むような発信が大切だと思っています。 ジュウシン カタ ミ ガワ カイゴシャ フタン ケイゲン ヒツヨウセイ カン ワタシ キモ ツヨ サマザマ シゲン カツヨウ ウゴ スス ハッシン タイセツ オモ

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションあい		0287-83-8035		0287-83-8222		321-0628		那須烏山市金井2-5-9 ベンチャープラザ7号室 ゴウシツ		8		0		1		0		0		0		1		那須烏山市、那珂川町、茂木町、一貝町 ナスカラスヤマシ ナカガワマチ モギマチ イチ ガイ マチ		1		1		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		0		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		小児や重心など医療依存度が高い方には家族が安心して預けられる事業所とスタッフが必要です（レスパイトの本当の意味で）訪問看護スタッフが動きやすい仕組みがあればもっと介入できると思います。例えば在宅以外への支援での算定が可能になる。長時間支援が可能になるなど。在宅支援診療所が多ければ助かります。開業医で努力してくださる医師の力で乗り切っている地域は特にそう感じます。後方病院親元病院との連携、地域との調整などスムーズにシームレスに行われるとうれしいです。行政からの介入が少なく、制度のことなど知らないまま苦労されている方が多いので、窓口での丁寧かつタイミングよく助言をしていただくと嬉しいです。 ショウニ ジュウシン イリョウ イゾンド タカ カタ カゾク アンシン アズ ジギョウショ ヒツヨウ ホントウ イミ ホウモン カンゴ ウゴ シク カイニュウ オモ タト ザイタク イガイ シエン サンテイ カノウ チョウジカン シエン カノウ ザイタク シエン シンリョウジョ オオ タス カイギョウイ ドリョク イシ チカラ ノ キ チイキ トク カン コウホウ ビョウイン オヤモト ビョウイン レンケイ チイキ チョウセイ オコナ ギョウセイ カイニュウ スク セイド シ クロウ カタ オオ マドグチ テイネイ ジョゲン ウレ

		承諾 ショウダク		あおい訪問看護ステーション		0284-73-9456		0284-72-7600		326-0831		足利市堀込町2556 セレッソ・コート１階		16		0		0		4		0		0				足利市とその周辺（佐野市、館林市、巴楽町、太田市、桐生市） アシカガシ シュウヘン サノシ タテバヤシシ トモエ ラク マチ オオタシ キリュウシ		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1

		承諾 ショウダク		那須赤十字訪問看護ステーション		0287-23-8866		0287-23-8903		324-8686		大田原市中田原1081-4		8		1		0		0		0		0				大田原市、那須塩原市（一部を除く） オオタワラシ ナスシオバラ シ イチブ ノゾ		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		1		1		0		1		0		1		1		1		0		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションゆりの木		0287-47-5123		0287-47-5124		324-0028		大田原市山の手1-1-7 ヤマ テ		4		0		0		0		0		0				大田原市、那須塩原市、那珂川町 オオタワラシ ナスシオバラ シ ナカガワマチ		1		1		1		0		1		1		1		1		0		0		0		1		1		0		1		1		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		0		0		1		0		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		3		1		1		1		1		2		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		3		1		1		1		1		3		1		1		1		1		1		1		1		1		3		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		3		3		1		3		3		1		1		1		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		重症心身障害児施設で勤務したことのある看護師が2名いますので積極的に依頼があれば支援させていただきたいと思っています。こどもはやはり親元で成長発達できることが何よりも必要なことであると思っています。 ジュウショウ シンシン ショウガイ ジ シセツ キンム カンゴシ メイ セッキョクテキ イライ シエン オモ オヤモト セイチョウ ハッタツ ナニ ヒツヨウ オモ

		承諾 ショウダク		ライフ訪問看護リハビリテーション		0284-64-8799		0284-64-8335		326-0831		足利市堀込町2656-7　ASKビル３０１号		5		0		0		1		0		0		0		足利市、佐野市、館林市、邑楽郡、太田市、桐生市 アシカガシ サノシ タテバヤシシ オウラ グン オオタシ キリュウシ		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		この件に関する研修の案内が少ないため、学ぶ機会をもっと増やしてほしい ケン カン ケンシュウ アンナイ スク マナ キカイ フ

		承諾 ショウダク		わくわく訪問看護ステーションおやま		0285-24-6575		0285-20-0255		323-0022		小山市駅東通り3-9-6		11		0		0		5		0		0		0		小山市、結城市（茨城県）、下野市の一部、栃木市（PTのみ） オヤマシ ユウキシ イバラキケン シモノ シ イチブ トチギシ		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		1		1		1		1		3		3		3		1		1		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		自立支援のケアマネージャーがいるが、医療福祉行政をうまく連携してまとめる役割が果たせていない。それぞれが別々で動いており、介護者が困ったときの相談窓口に迷う。 ジリツ シエン イリョウ フクシ ギョウセイ レンケイ ヤクワリ ハ ベツベツ ウゴ カイゴシャ コマ ソウダン マドグチ マヨ

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーション風		028-612-1333		028-612-1384		321-0117		宇都宮市城南3丁目5-6		3		1		0		1		0		0				宇都宮、鹿沼、下野、壬生 ウツノミヤ カヌマ シモノ ミブ		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		1		1		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1

		承諾 ショウダク		宮の橋訪問看護ステーション		028-635-9839		028-635-9839		321-0963		宇都宮市南大通り1-1-23		7		0		0		1		0		0		0		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		1		1		0		1		1		1		1		1		0		0		0		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		レスパイト等受け入れ先が少ない。市のコーディネーター様がご多忙の様子であり、要望に対しての対応にかなりの時間を要する（対応されないこともある）。年度変わるときなど、担当者（市）の引き継ぎがされず、進んでいた調整も振り出しに戻ってしまうことがある。 トウ ウ イ サキ スク シ サマ タボウ ヨウス ヨウボウ タイ タイオウ ジカン ヨウ タイオウ ネンド カ タントウシャ シ ヒ ツ スス チョウセイ フ ダ モド

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションオリーブ		0282-27-8414		0282-27-8415		328-0027		栃木市今泉町1丁目17番29号		7		0		0		0		0		0				栃木市、小山市、下野市、壬生町 トチギシ オヤマシ シモノ シ ミブ マチ		1		1		1		0		1		1		1		1		0		0		0		0		1		1		1		1		0		0		1		1		1		0		1		1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションマザーの家		0283-85-7771		0283-85-7772		327-0504		佐野市中町942-1		2		0		3		0		0		0				佐野市 サノシ		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーション卯の郷		028-682-7770		028-682-7766		329-1311		さくら市氏家2650番地		3		0		0		0		0		0				さくら市（周辺15ｋｍ以内）、塩谷町、那須烏山市、宇都宮市、高根沢町 シ シュウヘン イナイ シオヤ マチ ナスカラスヤマシ ウツノミヤシ タカネザワ マチ		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		3		3		3		3		3		1		2		2		2		2		2		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		2		2		2		3		3		3		3		1		1		1		3		3		3		3		1		2		2		2		2		2		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		2		2		2		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションたかねざわ		028-680-1701		028-680-1702		329-1233		塩谷郡高根沢町宝積寺2426-8 		16		0		0		0		0		0				高根沢町、さくら市、那須烏山市、芳賀町、市貝町、茂木町、益子町、宇都宮市 タカネザワマチ シ ナスカラスヤマシ ハガ マチ イチ カイ チョウ モギマチ マシコ チョウ ウツノミヤシ		1		1		1		0		1		1		1		1		1		0		1		0		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		2		2		2		2		2

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションみどり		0285-45-8362		0285-45-8397		329-0214		小山市乙女786-1		3		0		1		0		0		0				小山市、栃木市、古河市、結城市 オヤマシ トチギシ コガシ ユウキシ		0		0		1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		1		0		1		0		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		3		2		2		2		3		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		1		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		1		1		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		訪問看護師がもっと社会資源として同行できるとよいと思う。在宅での療養はもっと看護師が活躍できる体制が整うとよいと思った。 ホウモン カンゴシ シャカイ シゲン ドウコウ オモ ザイタク リョウヨウ カンゴシ カツヤク タイセイ トトノ オモ

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションあるく		028-643-5586		028-678-8796		320-0036		宇都宮市小幡2-6-14 		5		0		1		0		0		0		1		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		0		1		0		1		0		1		0		0		1		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3

		承諾 ショウダク		とちぎ訪問看護ステーションおやま		0285-39-8602		0285-39-8607		323-0827		栃木県小山市神鳥谷2251-7 ３２３－０８２７		12		0		0		0		0		0		1		小山市、下野市（南部）、野木町（北部） オヤマシ シモノ シ ナンブ ノギ マチ ホクブ		1		1		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		1		1		1		0		0		1		0		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		3		3		1		1		1		3		1		1		1		1		小児の重症心身障害児の訪問看護を行っていく上で。たびたび感じるのが成長に伴った教育、就学が難しく親御さんの希望通りにいかないことが多く残念に思います。難しいところだと思いますが… ショウニ ジュウショウ シンシン ショウガイジ ホウモン カンゴ オコナ ウエ カン セイチョウ トモナ キョウイク シュウガク ムズカ オヤゴ キボウ ドオ オオ ザンネン オモ ムズカ オモ

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションここあ		028-600-3735		028-600-3736		321-2116		栃木県宇都宮市徳次郎町998-9 ３２１－２１１６		10		1		0		1		0		0		2		宇都宮市、日光市、 ウツノミヤシ ニッコウシ		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2

chizuru_tanaka: 未記入		

chizuru_tanaka: 未記入		

chizuru_tanaka: 未記入		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3















																														Q2.いままでに以下の項目を在宅看護で行ったことがありますか（あるものすべてにチェックをしてください）																																																																																						Q4.依頼があった場合に可能な医療的ケアと身体介護についてお答えください

				事業所名 ジギョウショ メイ		電話番号 デンワ バンゴウ		FAX番号 バンゴウ		郵便番号 ユウビンバンゴウ		所在地 ショザイチ		職員構成（常勤・非常勤は問いません）【人数：名】 ショクイン コウセイ ジョウキン ヒジョウキン ト ニンズウ メイ														訪問可能な主な市町村 ホウモン カノウ オモ シチョウソン		在宅人工呼吸器の管理 ザイタク ジンコウ コキュウキ カンリ				気管カニューレの交換 キカン コウカン				気管カニューレ部位のガーゼ交換 キカン ブイ コウカン				気管内吸引 キカンナイ キュウイン				食事介助 ショクジ カイジョ				経鼻チューブの交換 ケイビ コウカン				胃瘻の管理 イロウ カンリ				経管栄養の注入 ケイカン エイヨウ チュウニュウ				ストーマの管理 カンリ				尿道カテーテルの管理 ニョウドウ カンリ				導尿 ドウニョウ				入浴介助 ニュウヨク カイジョ				看護師によるリハビリテーション カンゴシ				OTもしくはPTによるリハビリテーション				中心静脈カテーテル管理 チュウシン ジョウミャク カンリ				高カロリー輸液の管理 コウ ユエキ カンリ				薬剤の静注（抗生物質や利尿剤など） ヤクザイ ジョウチュウ コウセイ ブッシツ リニョウザイ				麻薬による疼痛コントロール マヤク ウズ ツウ				終末期の医療的ケア シュウマツキ イリョウテキ				在宅での看取り ザイタク ミト				24時間対応 ジカン タイオウ						在宅人工呼吸器の管理 ザイタク ジンコウ コキュウキ カンリ										気管カニューレの交換 キカン コウカン										気管カニューレの管理（日常の交換以外の対応） キカン カンリ ニチジョウ コウカン イガイ タイオウ										気管内吸引 キカンナイ キュウイン										食事介助 ショクジ カイジョ										経鼻チューブの交換 ケイビ コウカン										ストーマの管理 カンリ										尿道カテーテルの管理 ニョウドウ カンリ										導尿 ドウニョウ										入浴介助 ニュウヨク カイジョ										看護師によるリハビリテーション カンゴシ										OTもしくはPTによるリハビリテーション										中心静脈カテーテル管理 チュウシン ジョウミャク カンリ										高カロリー輸液の管理 コウ ユエキ カンリ										薬剤の静注（抗生物質や利尿剤など） ヤクザイ ジョウチュウ コウセイ ブッシツ リニョウザイ										麻薬による疼痛コントロール マヤク トウツウ										終末期の医療的ケア シュウマツキ イリョウテキ										在宅での看取り ザイタク ミト										24時間対応 ジカン タイオウ										外出の介助 ガイシュツ カイジョ										通院の介助 ツウイン カイジョ

														看護師 カンゴシ		作業療法士 サギョウ リョウホウシ		准看護師 ジュンカンゴシ		理学療法士 リガク リョウホウシ		保健師 ホケンシ		言語療法士 ゲンゴ リョウホウシ		その他 タ				成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ				乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ

																																																																																																																		できる		18		20		19		20		27		9		11		13		13		18		22		22		22		24		30		25		25		26		29		34		25		25		26		27		31		16		17		19		21		27		21		22		23		26		32		16		18		22		25		33		16		18		22		24		32		26		25		29		30		31		18		20		22		23		30		9		10		9		9		12		20		20		23		25		31		21		22		24		27		32		14		14		16		18		27		12		12		13		15		25		18		17		19		20		28		19		18		19		21		29		23		23		24		25		33		7		7		9		10		14		5		6		7		8		11

																																																																																																																		できない		8		7		8		5		1		18		15		14		12		6		6		6		6		4		1		5		5		5		4		0		6		6		6		5		1		11		11		11		9		3		5		5		5		3		0		8		8		8		5		0		9		8		8		5		0		5		6		5		4		1		8		7		7		6		2		19		18		18		19		17		7		7		7		6		1		6		6		6		5		1		10		10		10		7		2		6		6		6		5		1		6		6		6		5		2		5		5		5		4		1		5		5		5		4		1		11		11		11		10		7		17		17		17		16		13

																																																																																																																		要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン		8		7		7		9		6		7		8		7		9		10		6		6		6		6		3		4		4		3		1		0		3		3		2		2		2		7		6		4		4		4		8		7		6		5		2		10		8		4		4		1		9		8		4		5		2		3		3		0		0		2		8		7		5		5		2		6		6		7		6		5		7		7		4		3		2		7		6		4		2		1		10		10		8		9		5		16		16		15		14		8		10		11		9		9		4		10		11		10		9		4		6		6		5		5		0		16		16		14		14		13		12		11		10		10		10



																																																																																																																		Ｑ4.できる

																																																																																																																				在宅人工呼吸器の管理		気管カニューレの交換		気管カニューレの管理（日常の交換以外の対応）		気管内吸引		食事介助		経鼻チューブの交換		ストーマの管理		尿道カテーテルの管理		導尿		入浴介助		看護師によるリハビリテーション		OTもしくはPTによるリハビリテーション		中心静脈カテーテル管理 チュウシン ジョウミャク カンリ		高カロリー輸液の管理 コウ ユエキ カンリ		薬剤の静注（抗生物質や利尿剤など） ヤクザイ ジョウチュウ コウセイ ブッシツ リニョウザイ		麻薬による疼痛コントロール マヤク トウツウ		終末期の医療的ケア シュウマツキ イリョウテキ		在宅での看取り ザイタク ミト		24時間対応 ジカン タイオウ		外出の介助		通院の介助

																																																																																																																		乳児～2歳 ニュウジ サイ		18		9		22		25		25		16		21		16		16		26		18		9		20		21		14		12		18		19		23		7		5

																																																																																																																		3～6歳 サイ		20		11		22		25		25		17		22		18		18		25		20		10		20		22		14		12		17		18		23		7		6

																																																																																																																		7歳～12歳 サイ サイ		19		13		22		26		26		19		23		22		22		29		22		9		23		24		16		13		19		19		24		9		7

																																																																																																																		13～17歳 サイ		20		13		24		29		24		21		26		25		24		30		23		9		25		27		18		15		20		21		25		10		8

																																																																																																																		18歳以上 サイイジョウ		27		18		30		34		31		27		32		33		32		31		30		12		31		32		27		25		28		29		33		14		11



																																																																																																																		Ｑ4.できない

																																																																																																																				在宅人工呼吸器の管理		気管カニューレの交換		気管カニューレの管理（日常の交換以外の対応）		気管内吸引		食事介助		経鼻チューブの交換		ストーマの管理		尿道カテーテルの管理		導尿		入浴介助		看護師によるリハビリテーション		OTもしくはPTによるリハビリテーション		中心静脈カテーテル管理 チュウシン ジョウミャク カンリ		高カロリー輸液の管理 コウ ユエキ カンリ		薬剤の静注（抗生物質や利尿剤など） ヤクザイ ジョウチュウ コウセイ ブッシツ リニョウザイ		麻薬による疼痛コントロール マヤク トウツウ		終末期の医療的ケア シュウマツキ イリョウテキ		在宅での看取り ザイタク ミト		24時間対応 ジカン タイオウ		外出の介助		通院の介助

																																																																																																																		乳児～2歳 ニュウジ サイ		8		18		6		5		6		11		5		8		9		5		8		19		7		6		10		6		6		5		5		11		17

																																																																																																																		3～6歳 サイ		7		15		6		5		6		11		5		8		8		6		7		18		7		6		10		6		6		5		5		11		17

																																																																																																																		7歳～12歳 サイ サイ		8		14		6		5		6		11		5		8		8		5		7		18		7		6		10		6		6		5		5		11		17

																																																																																																																		13～17歳 サイ		5		12		4		4		5		9		3		5		5		4		6		19		6		5		7		5		5		4		4		10		16

																																																																																																																		18歳以上 サイイジョウ		1		6		1		0		1		3		0		0		0		1		2		17		1		1		2		1		2		1		1		7		13



																																																																																																																		Ｑ4.要相談 ヨウ ソウダン

																																																																																																																				在宅人工呼吸器の管理		気管カニューレの交換		気管カニューレの管理（日常の交換以外の対応）		気管内吸引		食事介助		経鼻チューブの交換		ストーマの管理		尿道カテーテルの管理		導尿		入浴介助		看護師によるリハビリテーション		OTもしくはPTによるリハビリテーション		中心静脈カテーテル管理 チュウシン ジョウミャク カンリ		高カロリー輸液の管理 コウ ユエキ カンリ		薬剤の静注（抗生物質や利尿剤など） ヤクザイ ジョウチュウ コウセイ ブッシツ リニョウザイ		麻薬による疼痛コントロール マヤク トウツウ		終末期の医療的ケア シュウマツキ イリョウテキ		在宅での看取り ザイタク ミト		24時間対応 ジカン タイオウ		外出の介助		通院の介助

																																																																																																																		乳児～2歳 ニュウジ サイ		8		7		6		4		3		7		8		10		9		3		8		6		7		7		10		16		10		10		6		16		12

																																																																																																																		3～6歳 サイ		7		8		6		4		3		6		7		8		8		3		7		6		7		6		10		16		11		11		6		16		11

																																																																																																																		7歳～12歳 サイ サイ		7		7		6		3		2		4		6		4		4		0		5		7		4		4		8		15		9		10		5		14		10

																																Q3.現時点で、依頼のあった場合、重症心身障害児（者）の在宅医療を行うことはできますか ゲンジテン イライ バアイ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ ザイタク イリョウ オコナ																																																																																		13～17歳 サイ		9		9		6		1		2		4		5		4		5		0		5		6		3		2		9		14		9		9		5		14		10

																														できる		14																																																																																		18歳以上 サイイジョウ		6		10		3		0		2		4		2		1		2		2		2		5		2		1		5		8		4		4		0		13		10

																														できない		6

																														要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン		14



																														在宅人工呼吸器の管理 ザイタク ジンコウ コキュウキ カンリ		気管カニューレの交換 キカン コウカン		気管カニューレ部位のガーゼ交換 キカン ブイ コウカン		気管内吸引 キカンナイ キュウイン		食事介助 ショクジ カイジョ		経鼻チューブの交換 ケイビ コウカン		胃瘻の管理 イロウ カンリ		経管栄養の注入 ケイカン エイヨウ チュウニュウ		ストーマの管理 カンリ		尿道カテーテルの管理 ニョウドウ カンリ		導尿 ドウニョウ		入浴介助 ニュウヨク カイジョ		看護師によるリハビリテーション カンゴシ		OTもしくはPTによるリハビリテーション		中心静脈カテーテル管理 チュウシン ジョウミャク カンリ		高カロリー輸液の管理 コウ ユエキ カンリ		薬剤の静注（抗生物質や利尿剤など） ヤクザイ ジョウチュウ コウセイ ブッシツ リニョウザイ		麻薬による疼痛コントロール マヤク ウズ ツウ		終末期の医療的ケア シュウマツキ イリョウテキ		在宅での看取り ザイタク ミト		24時間対応 ジカン タイオウ

																												成人 セイジン		28		24		30		31		28		22		32		31		32		33		31		33		33		16		29		30		28		30		32		31		33

																												小児 ショウニ		21		11		23		24		14		17		21		19		6		7		8		20		18		9		2		4		3		3		6		4		22



成人	在宅人工呼吸器の管理	気管カニューレの交換	気管カニューレ部位のガーゼ交換	気管内吸引	食事介助	経鼻チューブの交換	胃瘻の管理	経管栄養の注入	ストーマの管理	尿道カテーテルの管理	導尿	入浴介助	看護師によるリハビリテーション	OTもしくはPTによるリハビリテ	ーション	中心静脈カテーテル管理	高カロリー輸液の管理	薬剤の静注（抗生物質や利尿剤など）	麻薬による疼痛コントロール	終末期の医療的ケア	在宅での看取り	24時間対応	28	24	30	31	28	22	32	31	32	33	31	33	33	16	29	30	28	30	32	31	33	小児	在宅人工呼吸器の管理	気管カニューレの交換	気管カニューレ部位のガーゼ交換	気管内吸引	食事介助	経鼻チュー	ブの交換	胃瘻の管理	経管栄養の注入	ストーマの管理	尿道カテーテルの管理	導尿	入浴介助	看護師によるリハビリテーション	OTもしくはPTによるリハビリテーション	中心静脈カテーテル管理	高カロリー輸液の管理	薬剤の静注（抗生物質や利尿剤など）	麻薬による疼痛コントロール	終末期の医療的ケア	在宅での看取り	24時間対応	21	11	23	24	14	17	21	19	6	7	8	20	18	9	2	4	3	3	6	4	22	Q3.現時点で、依頼のあった場合、重症心身障害児（者）の在宅医療を行うことはできますか

Q3.現時点で、依頼のあった場合、重症心身障害児（者）の在宅医療を行うことはできますか	できる	できない	要相談（条件による）	14	6	14	乳児～2歳	在宅人工呼吸器の管理	気管カニューレの交換	気管カニューレの管理（日常の交換以外の対応）	気管内吸引	食事介助	経鼻チューブの交換	ストーマの管理	尿道カテーテルの管理	導尿	入浴介助	看護師によるリハビリテーション	OTもしくはPTによるリハビリテーション	中心静脈カテーテル管理	高カロリー輸液の管理	薬剤の静注（抗生物質や利尿剤など）	麻薬による疼痛コント	ロール	終末期の医療的ケア	在宅での看取り	24時間対応	外出の介助	通院の介助	18	9	22	25	25	16	21	16	16	26	18	9	20	21	14	12	18	19	23	7	5	3～6歳	在宅人工呼吸器の管理	気管カニューレの交換	気管カニューレの管理（日常の交換以外の対応）	気管内吸引	食事介助	経鼻チューブの交換	ストーマの管理	尿道カテーテルの管理	導尿	入浴介助	看護師によるリハビリテーション	OTもしくはPTによるリハビリテーション	中心静脈カテーテル管理	高カロリー輸液の管理	薬剤の静注（抗生物質や利尿剤など）	麻薬による疼痛コントロール	終末期の医療的ケア	在宅での看取り	24時間対応	外出の介助	通院の介助	20	11	22	25	25	17	22	18	18	25	20	10	20	22	14	12	17	18	23	7	6	7歳～12歳	在宅人工呼吸	器の管理	気管カニューレの交換	気管カニューレの管理（日常の交換以外の対応）	気管内吸引	食事介助	経鼻チューブの交換	ストーマの管理	尿道カテーテルの管理	導尿	入浴介助	看護師によるリハビリテーション	OTもしくはPTによるリハビリテーション	中心静脈カテーテル管理	高カロリー輸液の管理	薬剤の静注（抗生物質や利尿剤など）	麻薬による疼痛コントロール	終末期の医療的ケア	在宅での看取り	24時間対応	外出の介助	通院の介助	19	13	22	26	26	19	23	22	22	29	22	9	23	24	16	13	19	19	24	9	7	13～17歳	在宅人工呼吸器の管理	気管カニューレの交換	気管カニューレの管理（日常の交換以外の対応）	気管内吸引	食事介助	経鼻チューブの交換	ストーマの管理	尿道カテーテルの管理	導尿	入浴介助	看護師によるリハビリテーション	OTもしくはPTによるリハビリテーション	中心静脈カテーテル管理	高カロリー輸液の管理	薬剤の静注（抗生物質や利尿剤など）	麻薬による疼痛コントロール	終末期の医療的ケア	在宅での看取り	24時間対応	外出の介助	通院の介助	20	13	24	29	24	21	26	25	24	30	23	9	25	27	18	15	20	21	25	10	8	18歳以上	在宅人工呼吸器の管理	気管カニューレの交換	気管カニューレの管理（日常の交換以外の対応）	気管内吸引	食事介助	経鼻チューブの交換	ストーマの管理	尿道カテーテルの管理	導尿	入浴介助	看護師によるリハビリテーション	OTもしくはPTによるリハビリテーション	中心静脈カテーテル管理	高カロリー輸液の管理	薬剤の静注（抗生物質や利尿剤など）	麻薬による疼痛コントロール	終末期の医療的ケア	在宅での看取り	24時間対応	外出の介助	通院の介助	27	18	30	34	31	27	32	33	32	31	30	12	31	32	27	25	28	29	33	14	11	乳児～2歳	在宅人工呼吸器の管理	気管カニューレの交換	気管カニューレの管理（日常の交換以外の対応）	気管内吸引	食事介助	経鼻チューブの交換	ストーマの管理	尿道カテーテルの管理	導尿	入浴介助	看護師によるリハビリテーション	OTもしくはPTによるリハビリテーション	中心静脈カテーテル	管理	高カロリー輸液の管理	薬剤の静注（抗生物質や利尿剤など）	麻薬による疼痛コントロール	終末期の医療的ケア	在宅での看取り	24時間対応	外出の介助	通院の介助	8	18	6	5	6	11	5	8	9	5	8	19	7	6	10	6	6	5	5	11	17	3～6歳	在宅人工呼吸器の管理	気管カニューレの交換	気管カニューレの管理（日常の交換以外の対応）	気管内吸引	食事介助	経鼻チューブの交換	ストーマの管理	尿道カテーテルの管理	導尿	入浴介助	看護師によるリハビリテーション	OTもしくはPTによるリハビリテーション	中心静脈カテーテル管理	高カロリー輸液の管理	薬剤の静注（抗生物質や利尿剤など）	麻薬による疼痛コントロール	終末期の医療的ケア	在宅での看取り	24時間対応	外出の介助	通院の介助	7	15	6	5	6	11	5	8	8	6	7	18	7	6	10	6	6	5	5	11	17	7歳～12歳	在宅人工呼吸器の管理	気管カニューレの交換	気管カニューレの管理（日常の交換以外の対応）	気管内吸引	食事介助	経鼻チューブの交換	ストーマの管理	尿道カテーテルの管理	導尿	入浴介助	看護師によるリハビリテーション	OTもしくはPTによるリハビリテーション	中心静脈カテーテル管理	高カロリー輸液の管理	薬剤の静注（抗生物質や利尿剤など）	麻薬による疼痛コントロール	終末期の医療的ケア	在宅での看取り	24時間対応	外出の介助	通院の介助	8	14	6	5	6	11	5	8	8	5	7	18	7	6	10	6	6	5	5	11	17	13～17歳	在宅人工呼吸器の管理	気管カニューレの交換	気管カニューレの管理（日常の交換以外の対応）	気管内吸引	食事介助	経鼻チューブの交換	ストーマの管理	尿道カテーテルの管理	導尿	入浴介助	看護師によるリハビリテーション	OTもしくはPTによるリハビリテーション	中心静脈カテーテル管理	高カロリー輸液の管理	薬剤の静注（抗生物質や利尿剤など）	麻薬による疼痛コントロール	終末期の医療的ケア	在宅での看取り	24時間対応	外出の介助	通院の介助	5	12	4	4	5	9	3	5	5	4	6	19	6	5	7	5	5	4	4	10	16	18歳以上	在宅人工呼吸器の管理	気管カニューレの交換	気管カニューレの管理（日常の交換以外の対応）	気管内吸引	食事介助	経鼻チューブの交換	ストーマの管理	尿道カテーテルの管理	導尿	入浴介助	看護師によるリハビリテーション	OTもしくはPTによるリハビリテーション	中心静脈カテーテル管理	高カロリー輸液の管理	薬剤の静注（抗生物質や利尿剤など）	麻薬による疼痛コントロール	終末期の医療的ケア	在宅での看取り	24時間対応	外出の介助	通院の介助	1	6	1	0	1	3	0	0	0	1	2	17	1	1	2	1	2	1	1	7	13	

乳児～2歳	在宅人工呼吸器の管理	気管カニューレの交換	気管カニューレの管理（日常の交換以外の対応）	気管内吸引	食事介助	経鼻チューブの交換	ストーマの管理	尿道カテーテルの管理	導尿	入浴介助	看護師によるリハビリテーション	OTもしくはPTによるリハビリテーション	中心静脈カテーテル	管理	高カロリー輸液の管理	薬剤の静注（抗生物質や利尿剤など）	麻薬による疼痛コントロール	終末期の医療的ケア	在宅での看取り	24時間対応	外出の介助	通院の介助	8	7	6	4	3	7	8	10	9	3	8	6	7	7	10	16	10	10	6	16	12	3～6歳	在宅人工呼吸器の管理	気管カニューレの交換	気管カニューレの管理（日常の交換以外の対応）	気管内吸引	食事介助	経鼻チューブの交換	ストーマの管理	尿道カテーテルの管理	導尿	入浴介助	看護師によるリハビリテーション	OTもしくはPTによるリハビリテーション	中心静脈カテーテル管理	高カロリー輸液の管理	薬剤の静注（抗生物質や利尿剤など）	麻薬による疼痛コントロール	終末期の医療的ケア	在宅での看取り	24時間対応	外出の介助	通院の介助	7	8	6	4	3	6	7	8	8	3	7	6	7	6	10	16	11	11	6	16	11	7歳～12歳	在宅人工呼吸器の管理	気管カニューレの交換	気管カニューレの管理（日常の交換以外の対応）	気管内吸引	食事介助	経鼻チューブの交換	ストーマの管理	尿道カテーテルの管理	導尿	入浴介助	看護師によるリハビリテーション	OTもしくはPTによるリハビリテーション	中心静脈カテーテル管理	高カロリー輸液の管理	薬剤の静注（抗生物質や利尿剤など）	麻薬による疼痛コントロール	終末期の医療的ケア	在宅での看取り	24時間対応	外出の介助	通院の介助	7	7	6	3	2	4	6	4	4	0	5	7	4	4	8	15	9	10	5	14	10	13～17歳	在宅人工呼吸器の管理	気管カニューレの交換	気管カニューレの管理（日常の交換以外の対応）	気管内吸引	食事介助	経鼻チューブの交換	ストーマの管理	尿道カテーテルの管理	導尿	入浴介助	看護師によるリハビリテーション	OTもしくはPTによるリハビリテーション	中心静脈カテーテル管理	高カロリー輸液の管理	薬剤の静注（抗生物質や利尿剤など）	麻薬による疼痛コントロール	終末期の医療的ケア	在宅での看取り	24時間対応	外出の介助	通院の介助	9	9	6	1	2	4	5	4	5	0	5	6	3	2	9	14	9	9	5	14	10	18歳以上	在宅人工呼吸器の管理	気管カニューレの交換	気管カニューレの管理（日常の交換以外の対応）	気管内吸引	食事介助	経鼻チューブの交換	ストーマの管理	尿道カテーテルの管理	導尿	入浴介助	看護師によるリハビリテーション	OTもしくはPTによるリハビリテーション	中心静脈カテーテル管理	高カロリー輸液の管理	薬剤の静注（抗生物質や利尿剤など）	麻薬による疼痛コントロール	終末期の医療的ケア	在宅での看取り	24時間対応	外出の介助	通院の介助	6	10	3	0	2	4	2	1	2	2	2	5	2	1	5	8	4	4	0	13	10	

訪問看護事業所 (2)

		Ｑ1.貴施設について、お伺いいたします キ シセツ ウカガ

		1		事業所名 ジギョウショ メイ

		2		電話番号 デンワ バンゴウ

		3		FAX番号 バンゴウ

		4		所在地 ショザイチ

		5		職員構成（常勤・非常勤は問いません） ショクイン コウセイ ジョウキン ヒジョウキン ト

						看護師 カンゴシ

						作業療法士 サギョウ リョウホウシ

						准看護師 ジュンカンゴシ

						理学療法士 リガク リョウホウシ

						保健師 ホケンシ

						言語療法士 ゲンゴ リョウホウシ

						その他 タ

		6		訪問可能な主な市町村 ホウモン カノウ オモ シチョウソン

		Q2.いままでに以下の項目を在宅看護で行ったことがありますか（あるものすべてにチェックをしてください） イカ コウモク ザイタク カンゴ オコナ

								成人在宅 セイジン ザイタク				小児在宅 ショウニ ザイタク

				在宅人工呼吸器の管理 ザイタク ジンコウ コキュウキ カンリ

				気管カニューレの交換 キカン コウカン

				気管カニューレ部位のガーゼ交換 キカン ブイ コウカン

				気管内吸引 キカンナイ キュウイン

				食事介助 ショクジ カイジョ

				経鼻チューブの交換 ケイビ コウカン

				胃瘻の管理 イロウ カンリ

				経管栄養の注入 ケイカン エイヨウ チュウニュウ

				ストーマの管理 カンリ

				尿道カテーテルの管理 ニョウドウ カンリ

				導尿 ドウニョウ

				入浴介助 ニュウヨク カイジョ

				看護師によるリハビリテーション カンゴシ

				OTもしくはPTによるリハビリテーション

				中心静脈カテーテル管理 チュウシン ジョウミャク カンリ

				高カロリー輸液の管理 コウ ユエキ カンリ

				薬剤の静注（抗生物質や利尿剤など） ヤクザイ ジョウチュウ コウセイ ブッシツ リニョウザイ

				麻薬による疼痛コントロール マヤク ウズ ツウ

				終末期の医療的ケア シュウマツキ イリョウテキ

				在宅での看取り ザイタク ミト

				24時間対応 ジカン タイオウ

		Q3.現時点で、依頼のあった場合、重症心身障害児（者）の在宅医療を行うことはできますか ゲンジテン イライ バアイ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ ザイタク イリョウ オコナ

		1		できる

		2		できない

		3		要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン

		Q4.依頼があった場合に可能な医療的ケアと身体介護についてお答えください イライ バアイ カノウ イリョウテキ シンタイ カイゴ コタ

		※個別シートにて対応 コベツ タイオウ



				Ｑ1.貴施設について、お伺いいたします キ シセツ ウカガ																										Q2.いままでに以下の項目を在宅看護で行ったことがありますか（あるものすべてにチェックをしてください）【1.ある、0.ない】 イカ コウモク ザイタク カンゴ オコナ																																																																																				Q3		Q4.依頼があった場合に可能な医療的ケアと身体介護についてお答えください【1.できる、2.できない、3.要相談（条件による）】 イライ バアイ カノウ イリョウテキ シンタイ カイゴ コタ ヨウ ソウダン ジョウケン																																																																																																																																																																																																																		Q5.重症心身障害児（者）の方に対する医療、在宅生活等についてお気づきのことなど、ご自由にお書きください ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ カタ タイ イリョウ ザイタク セイカツナド キ ジユウ カ

				事業所名 ジギョウショ メイ		電話番号 デンワ バンゴウ		FAX番号 バンゴウ		郵便番号 ユウビンバンゴウ		所在地 ショザイチ		職員構成（常勤・非常勤は問いません）【人数：名】 ショクイン コウセイ ジョウキン ヒジョウキン ト ニンズウ メイ														訪問可能な主な市町村 ホウモン カノウ オモ シチョウソン		在宅人工呼吸器の管理 ザイタク ジンコウ コキュウキ カンリ				気管カニューレの交換 キカン コウカン				気管カニューレ部位のガーゼ交換 キカン ブイ コウカン				気管内吸引 キカンナイ キュウイン				食事介助 ショクジ カイジョ				経鼻チューブの交換 ケイビ コウカン				胃瘻の管理 イロウ カンリ				経管栄養の注入 ケイカン エイヨウ チュウニュウ				ストーマの管理 カンリ				尿道カテーテルの管理 ニョウドウ カンリ				導尿 ドウニョウ				入浴介助 ニュウヨク カイジョ				看護師によるリハビリテーション カンゴシ				OTもしくはPTによるリハビリテーション				中心静脈カテーテル管理 チュウシン ジョウミャク カンリ				高カロリー輸液の管理 コウ ユエキ カンリ				薬剤の静注（抗生物質や利尿剤など） ヤクザイ ジョウチュウ コウセイ ブッシツ リニョウザイ				麻薬による疼痛コントロール マヤク ウズ ツウ				終末期の医療的ケア シュウマツキ イリョウテキ				在宅での看取り ザイタク ミト				24時間対応 ジカン タイオウ						在宅人工呼吸器の管理 ザイタク ジンコウ コキュウキ カンリ										気管カニューレの交換 キカン コウカン										気管カニューレの管理（日常の交換以外の対応） キカン カンリ ニチジョウ コウカン イガイ タイオウ										気管内吸引 キカンナイ キュウイン										食事介助 ショクジ カイジョ										経鼻チューブの交換 ケイビ コウカン										ストーマの管理 カンリ										尿道カテーテルの管理 ニョウドウ カンリ										導尿 ドウニョウ										入浴介助 ニュウヨク カイジョ										看護師によるリハビリテーション カンゴシ										OTもしくはPTによるリハビリテーション										中心静脈カテーテル管理 チュウシン ジョウミャク カンリ										高カロリー輸液の管理 コウ ユエキ カンリ										薬剤の静注（抗生物質や利尿剤など） ヤクザイ ジョウチュウ コウセイ ブッシツ リニョウザイ										麻薬による疼痛コントロール マヤク トウツウ										終末期の医療的ケア シュウマツキ イリョウテキ										在宅での看取り ザイタク ミト										24時間対応 ジカン タイオウ										外出の介助 ガイシュツ カイジョ										通院の介助 ツウイン カイジョ

		承諾可否 ショウダク カヒ												看護師 カンゴシ		作業療法士 サギョウ リョウホウシ		准看護師 ジュンカンゴシ		理学療法士 リガク リョウホウシ		保健師 ホケンシ		言語療法士 ゲンゴ リョウホウシ		その他 タ				成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ				乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ

		否 ヒ		曙訪問看護ステーション アケボノ ホウモン カンゴ		028-660-7803		028-683-5306		321-0901		宇都宮市平出町413番地		8		3		0		3		0		1				宇都宮、高根沢 ウツノミヤ タカネザワ		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		3		2		2		2		2		3		2		2		2		2		2		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		1		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		1		1		1		3		3		3		1		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		2		2		2		2		2		いつも大変お世話になっております。当STでも数名の小児利用者をNS、PT、OTでサポートしています。又、貴院のショートステイを利用させて頂いております。ご利用者様、家族が安心して過ごせるよう地域でサポートできたらと考えています。どうぞよろしくお願い申し上げます。 タイヘン セワ トウ スウメイ ショウニ リヨウシャ マタ キ イン リヨウ イタダ リヨウシャサマ カゾク アンシン ス チイキ カンガ ネガ モウ ア

		否 ヒ		とちぎメディカルセンター		0282-22-5810		0282-225812		328-0043		栃木市境町27-21		9		0		4		1		0		1		2		栃木市、小山市、壬生町 トチギシ オヤマシ ミブマチ		1		1		1		0		1		1		1		1		1		0		1		0		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		0		1		1		3		2		1		1		1		1		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		2		2		2		1		1		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		1		1		1		1		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		2		2		2		2		2

		否 ヒ		あいケアステーション		0282-23-6221		0282-24-9850		328-0074		栃木市薗部町2-5-9		1		0		2		2		0		0				栃木市 トチギシ		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		3		2		2		2		2		3		2		2		2		2		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		3		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		3		2		2		2		2		3		2		2		2		2		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		2		2		2		2		3

		否 ヒ		訪問看護ステーションこすもす		0285-80-5511		0285-80-5512		321-4337		真岡市上高間木2-24-4		4		2		0		1		0		0						1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		3		2		2		2		3		3		2		2		2		3		3		2		2		2		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		3		3		3		3		3		3		3		2		2		2		3		3		2		2		2		3		3		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		2		2		2		2		3		2		2		2		2		3		2		2		2		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		1		3		3		3		3		3		2		2		2		2		2		緊急時に主治医又はバッックベットのある病院との連携がとれる体制が整っていないと、在宅での対応に不安があります。
現在のところ、小児科、精神科看護を経験したスタッフがいない為、受け入れに不安がありますので今回はガイドマップ等に公表することに同意する事は控えさせていただきたいと思います。 キンキュウジ シュジイ マタ ビョウイン レンケイ タイセイ トトノ ザイタク タイオウ フアン ゲンザイ ショウニカ セイシンカ カンゴ ケイケン タメ ウ イ フアン コンカイ ナド コウヒョウ ドウイ コト ヒカ オモ

		否 ヒ		訪問看護ステーションひばり		0289-64-7226		0289-64-2225		322-8550		鹿沼市下田町1-1033		6		1		0		1		0		0				市内及び近隣市 シナイ オヨ キンリン シ		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		0		1		1		2

chizuru_tanaka: 未記入		1		1		2		2		1		2		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		1		3		3		1		1		1		3		3		3		3		1		3		3		1		1		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		1		3		3		3		1		1		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1

		否 ヒ		訪問看護ステーション那須		0287-73-5048		0287-63-4566		325-0023		那須塩原市豊浦10-706		5		0		2		0		0		0				那須塩原市、大田原市、那須町 ナスシオバラ シ オオタワラシ ナスマチ		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		0		0		1		0		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		2

chizuru_tanaka: 未記入		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1

		承諾 ショウダク		さくら訪問看護ステーション		0287-29-3252		0287-29-3252		324-0058		大田原市紫塚3-2633-10		5		0		0		1		0		0				大田原市、那須塩原市、矢板市 オオタワラシ ナスシオバラ シ ヤイタ シ		1		0		1		1		1		1		1		1		1		0		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		0		1		1		3		3		3		3		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		小児の受入数（実績）が少ないので、実際依頼があった場合、入院中から手技等の指導を受けたいと思います。 ショウニ ウケイレスウ ジッセキ スク ジッサイ イライ バアイ ニュウインチュウ シュギ ナド シドウ ウ オモ

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションたんぽぽ		0280-57-1888		0280-57-3819		329-0101		下都賀郡野木町友沼5119-12		20		3		0		5		0		0		2		野木町、小山市、旧藤岡町 ノギマチ オヤマシ キュウ フジオカマチ		1		1		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		1		1		1		1		1		1		0		0		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		3		1		1		1		1		1		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		3		3		3		3		3		1		1		3		2		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		2		2		2		2		2		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		受け入れてくれる訪問看護Stの数が少ないと思います。研修会の機会を設けてサービス体制が構築できると良いと思います。 ウ イ ホウモン カンゴ カズ スク オモ ケンシュウカイ キカイ モウ タイセイ コウチク ヨ オモ

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションうつのみや		028-612-6103		028-612-6104		320-0852		宇都宮市下砥上町字並塚643番地1		11		0		0		0		0		0		1		宇都宮市、壬生町 ウツノミヤシ ミブマチ		1		1		0		0		1		1		1		1		1		0		0		0		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		2

chizuru_tanaka: 未記入		3		3		3		3		1		2		2		2		2		2		3		3		3		1		1		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		3		3		3		1		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		3		3		3		1		1		3		3		3		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーション石橋		0285-52-2293		0285-52-2268		329-0511		下野市石橋628番地		7		0		0		1		0		0		1		下野市、上三川町、壬生町、宇都宮市（部） シモノ シ カミノカワマチ ミブマチ ウツノミヤシ ブ		1		1		0		0		1		1		1		1		1		0		1		0		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		3		1		1		1		1		1		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		1		3		3		3		3		3		3		3		3		1		1		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		2		2		2		2		2		最近、訪問依頼が増えてきていますが、私たち看護師の力量不足から利用者家族へ満足のいく看護が提供できないように感じています。現在の、利用者家族から教わることが多くあり、私たちが勉強になります。ただ、訪問していて思うことは、ご両親の今までの経験でケアが進み危険であり、指導させていただいても理解が得られないこともあり、ジレンマとなっています。例）誤嚥性肺炎を繰り返している方にヘッドアップして食事を摂るよう説明してもフラットのままであったり、他の方でPEG造設されているので、栄養はPEGからにして経口からは楽しみ程度にしてと言っても、食事を経口から摂るなど。 サイキン ホウモン イライ フ ワタクシ カンゴシ リキリョウ ブソク リヨウシャ カゾク マンゾク カンゴ テイキョウ カン ゲンザイ リヨウシャ カゾク オソ オオ ワタシ ベンキョウ ホウモン オモ リョウシン イマ ケイケン スス キケン シドウ リカイ エ レイ ゴエンセイ ハイエン ク カエ カタ ショクジ ト セツメイ ホカ カタ ゾウ セツ エイヨウ ケイコウ タノ テイド イ ショクジ ケイコウ ト

		承諾 ショウダク		マロニエ訪問看護ステーション		0287-37-6322		0287-39-3305		329-2763		那須塩原市井口537-3 にしなすの総合在宅ｹｱｾﾝﾀｰ内		5		7		0		5		0		2		1		那須塩原市、那須町、大田原市　リハビリのみ→那珂川町訪問可能 ナスシオバラ シ ナスマチ オオタワラシ ナカガワ マチ ホウモン カノウ		1		1		1		0		1		1		1		1		0		0		0		1		1		1		1		1		1		0		1		1		1		1		1		1		0		0		1		1		1		0		1		0		0		0		1		0		1		1		1		1		1		1		3		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーション佐野		0283-86-7013		0283-86-7031		327-0847		佐野市天神町７７４－２２ メープルハイツ１０１号室		3		0		1		0		0		0		1		足利市、佐野市、栃木市（旧岩船市） アシカガシ サノシ トチギシ キュウ イワフネ シ		0		0		0		0		1		0		1		0		1		0		0		0		1		0		0		0		1		0		1		0		0		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		2		2		2		2		2		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1

		承諾 ショウダク		とちぎ訪問看護ステーションくろばね		0287-54-0507		0287-54-0580		324-0241		大田原市黒羽向町142番地		6		0		0		0		1		0		2		大田原市、那須塩原市、那須町、那珂川町 オオタワラシ ナスシオバラ シ ナスマチ ナカガワマチ		1		0		0		0		1		1		1		1		1		0		1		0		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		3		3		3		3		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		1		2		2		2		2		2		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3

		承諾 ショウダク		鹿沼訪問看護ステーション		0289-60-5650		0289-60-1687		322-0021		鹿沼市上野町320-3高橋ビル１階１０３号室		5		0		0		0		0		0				鹿沼市、旧宇都宮市、旧今市市、壬生町、西片町 カヌマシ キュウ ウツノミヤシ キュウ イマイチシ ミブマチ ニシカタマチ		0		0		0		0		0		0		1		0		1		0		0		0		1		0		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		2

chizuru_tanaka: 未記入		2		2		2		2		1		2		2		2		2		3		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションほっと		028-626-5739		028-625-8201		321-0974		宇都宮市竹林町958		11		0		0		2		0		0		0		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2

		承諾 ショウダク		芳賀赤十字訪問看護ステーション		0285-84-8266		0285-84-8266		321-4306		真岡市台町2461		6		0		0		0		0		0		0		芳賀郡全域（真岡市、益子町、芳賀町、茂木町） ハガ グン ゼンイキ モオカシ マシコマチ ハガマチ モギ マチ		1		1		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		3		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		当ステーションは今年度小児在宅医との連携を開始することができました。安心して在宅療養を継続できるよう、多職種と連携し、実施しています。高齢者が介護サービスを選択するように、サービスの充実は得られていません。現実は家族だけで利用者（児）のケアを実施しているケースもあり家族の介護負担は大きいと考えます。負担軽減のためには、スムーズなレスパイト入院や日中の一時お預かり等充実した施設が増えることでさらに安心した療養環境の提供ができると思います。よろしくお願いいたします。 トウ コンネンド ショウニ ザイタク イ レンケイ カイシ アンシン ザイタク リョウヨウ ケイゾク タ ショクシュ レンケイ ジッシ コウレイシャ カイゴ センタク ジュウジツ エ ゲンジツ カゾク リヨウシャ ジ ジッシ カゾク カイゴ フタン オオ カンガ フタン ケイゲン ニュウイン ニッチュウ イチジ アズ ナド ジュウジツ シセツ フ アンシン リョウヨウ カンキョウ テイキョウ オモ ネガ

		承諾 ショウダク		とちぎ訪問看護ステーションみぶ		0282-82-7262		0282-82-7260		321-0218		下都賀郡壬生町落合1-18-12		16		0		0		0		0		0		1		上三川町、下野市、壬生町、宇都宮 カミノカワマチ シモノ シ ミブ チョウ ウツノミヤ		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		1		0		1		1		1		1		1		1		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		病院との連携が大切。在宅生活を支援するためにチームで対応する（介護者の支援） ビョウイン レンケイ タイセツ ザイタク セイカツ シエン タイオウ カイゴシャ シエン

		承諾 ショウダク		ＷＡＤＥＷＡＤＥ訪問看護ステーション		028-666-5420		028-666-5460		321-0923		栃木県宇都宮市下栗町2913-1 ３２１－０９２３		12		0		0		0		0		0				宇都宮市、上三川町、 ウツノミヤシ カミノカワマチ		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		0		0		1		0		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		重心の方を看る側（介護者）の負担軽減の必要性を感じてしまいます。まだまだ「私がやらなければ」という気持ちが強く、様々な資源活用へと動きが進むような発信が大切だと思っています。 ジュウシン カタ ミ ガワ カイゴシャ フタン ケイゲン ヒツヨウセイ カン ワタシ キモ ツヨ サマザマ シゲン カツヨウ ウゴ スス ハッシン タイセツ オモ

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションあい		0287-83-8035		0287-83-8222		321-0628		那須烏山市金井2-5-9 ベンチャープラザ7号室 ゴウシツ		8		0		1		0		0		0		1		那須烏山市、那珂川町、茂木町、一貝町 ナスカラスヤマシ ナカガワマチ モギマチ イチ ガイ マチ		1		1		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		0		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		小児や重心など医療依存度が高い方には家族が安心して預けられる事業所とスタッフが必要です（レスパイトの本当の意味で）訪問看護スタッフが動きやすい仕組みがあればもっと介入できると思います。例えば在宅以外への支援での算定が可能になる。長時間支援が可能になるなど。在宅支援診療所が多ければ助かります。開業医で努力してくださる医師の力で乗り切っている地域は特にそう感じます。後方病院親元病院との連携、地域との調整などスムーズにシームレスに行われるとうれしいです。行政からの介入が少なく、制度のことなど知らないまま苦労されている方が多いので、窓口での丁寧かつタイミングよく助言をしていただくと嬉しいです。 ショウニ ジュウシン イリョウ イゾンド タカ カタ カゾク アンシン アズ ジギョウショ ヒツヨウ ホントウ イミ ホウモン カンゴ ウゴ シク カイニュウ オモ タト ザイタク イガイ シエン サンテイ カノウ チョウジカン シエン カノウ ザイタク シエン シンリョウジョ オオ タス カイギョウイ ドリョク イシ チカラ ノ キ チイキ トク カン コウホウ ビョウイン オヤモト ビョウイン レンケイ チイキ チョウセイ オコナ ギョウセイ カイニュウ スク セイド シ クロウ カタ オオ マドグチ テイネイ ジョゲン ウレ

		承諾 ショウダク		あおい訪問看護ステーション		0284-73-9456		0284-72-7600		326-0831		足利市堀込町2556 セレッソ・コート１階		16		0		0		4		0		0				足利市とその周辺（佐野市、館林市、巴楽町、太田市、桐生市） アシカガシ シュウヘン サノシ タテバヤシシ トモエ ラク マチ オオタシ キリュウシ		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1

		承諾 ショウダク		那須赤十字訪問看護ステーション		0287-23-8866		0287-23-8903		324-8686		大田原市中田原1081-4		8		1		0		0		0		0				大田原市、那須塩原市（一部を除く） オオタワラシ ナスシオバラ シ イチブ ノゾ		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		1		1		0		1		0		1		1		1		0		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションゆりの木		0287-47-5123		0287-47-5124		324-0028		大田原市山の手1-1-7 ヤマ テ		4		0		0		0		0		0				大田原市、那須塩原市、那珂川町 オオタワラシ ナスシオバラ シ ナカガワマチ		1		1		1		0		1		1		1		1		0		0		0		1		1		0		1		1		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		0		0		1		0		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		3		1		1		1		1		2		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		3		1		1		1		1		3		1		1		1		1		1		1		1		1		3		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		3		3		1		3		3		1		1		1		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		重症心身障害児施設で勤務したことのある看護師が2名いますので積極的に依頼があれば支援させていただきたいと思っています。こどもはやはり親元で成長発達できることが何よりも必要なことであると思っています。 ジュウショウ シンシン ショウガイ ジ シセツ キンム カンゴシ メイ セッキョクテキ イライ シエン オモ オヤモト セイチョウ ハッタツ ナニ ヒツヨウ オモ

		承諾 ショウダク		ライフ訪問看護リハビリテーション		0284-64-8799		0284-64-8335		326-0831		足利市堀込町2656-7　ASKビル３０１号		5		0		0		1		0		0		0		足利市、佐野市、館林市、邑楽郡、太田市、桐生市 アシカガシ サノシ タテバヤシシ オウラ グン オオタシ キリュウシ		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		この件に関する研修の案内が少ないため、学ぶ機会をもっと増やしてほしい ケン カン ケンシュウ アンナイ スク マナ キカイ フ

		承諾 ショウダク		わくわく訪問看護ステーションおやま		0285-24-6575		0285-20-0255		323-0022		小山市駅東通り3-9-6		11		0		0		5		0		0		0		小山市、結城市（茨城県）、下野市の一部、栃木市（PTのみ） オヤマシ ユウキシ イバラキケン シモノ シ イチブ トチギシ		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		1		1		1		1		3		3		3		1		1		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		自立支援のケアマネージャーがいるが、医療福祉行政をうまく連携してまとめる役割が果たせていない。それぞれが別々で動いており、介護者が困ったときの相談窓口に迷う。 ジリツ シエン イリョウ フクシ ギョウセイ レンケイ ヤクワリ ハ ベツベツ ウゴ カイゴシャ コマ ソウダン マドグチ マヨ

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーション風		028-612-1333		028-612-1384		321-0117		宇都宮市城南3丁目5-6		3		1		0		1		0		0				宇都宮、鹿沼、下野、壬生 ウツノミヤ カヌマ シモノ ミブ		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		1		1		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1

		承諾 ショウダク		宮の橋訪問看護ステーション		028-635-9839		028-635-9839		321-0963		宇都宮市南大通り1-1-23		7		0		0		1		0		0		0		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		1		1		0		1		1		1		1		1		0		0		0		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		レスパイト等受け入れ先が少ない。市のコーディネーター様がご多忙の様子であり、要望に対しての対応にかなりの時間を要する（対応されないこともある）。年度変わるときなど、担当者（市）の引き継ぎがされず、進んでいた調整も振り出しに戻ってしまうことがある。 トウ ウ イ サキ スク シ サマ タボウ ヨウス ヨウボウ タイ タイオウ ジカン ヨウ タイオウ ネンド カ タントウシャ シ ヒ ツ スス チョウセイ フ ダ モド

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションオリーブ		0282-27-8414		0282-27-8415		328-0027		栃木市今泉町1丁目17番29号		7		0		0		0		0		0				栃木市、小山市、下野市、壬生町 トチギシ オヤマシ シモノ シ ミブ マチ		1		1		1		0		1		1		1		1		0		0		0		0		1		1		1		1		0		0		1		1		1		0		1		1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションマザーの家		0283-85-7771		0283-85-7772		327-0504		佐野市中町942-1		2		0		3		0		0		0				佐野市 サノシ		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーション卯の郷		028-682-7770		028-682-7766		329-1311		さくら市氏家2650番地		3		0		0		0		0		0				さくら市（周辺15ｋｍ以内）、塩谷町、那須烏山市、宇都宮市、高根沢町 シ シュウヘン イナイ シオヤ マチ ナスカラスヤマシ ウツノミヤシ タカネザワ マチ		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		3		3		3		3		3		1		2		2		2		2		2		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		2		2		2		3		3		3		3		1		1		1		3		3		3		3		1		2		2		2		2		2		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		2		2		2		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションたかねざわ		028-680-1701		028-680-1702		329-1233		塩谷郡高根沢町宝積寺2426-8 		16		0		0		0		0		0				高根沢町、さくら市、那須烏山市、芳賀町、市貝町、茂木町、益子町、宇都宮市 タカネザワマチ シ ナスカラスヤマシ ハガ マチ イチ カイ チョウ モギマチ マシコ チョウ ウツノミヤシ		1		1		1		0		1		1		1		1		1		0		1		0		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		2		2		2		2		2

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションみどり		0285-45-8362		0285-45-8397		329-0214		小山市乙女786-1		3		0		1		0		0		0				小山市、栃木市、古河市、結城市 オヤマシ トチギシ コガシ ユウキシ		0		0		1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		1		0		1		0		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		3		2		2		2		3		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		1		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		1		1		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		訪問看護師がもっと社会資源として同行できるとよいと思う。在宅での療養はもっと看護師が活躍できる体制が整うとよいと思った。 ホウモン カンゴシ シャカイ シゲン ドウコウ オモ ザイタク リョウヨウ カンゴシ カツヤク タイセイ トトノ オモ

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションあるく		028-643-5586		028-678-8796		320-0036		宇都宮市小幡2-6-14 		5		0		1		0		0		0		1		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		0		1		0		1		0		1		0		0		1		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3

		承諾 ショウダク		とちぎ訪問看護ステーションおやま		0285-39-8602		0285-39-8607		323-0827		栃木県小山市神鳥谷2251-7 ３２３－０８２７		12		0		0		0		0		0		1		小山市、下野市（南部）、野木町（北部） オヤマシ シモノ シ ナンブ ノギ マチ ホクブ		1		1		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		1		1		1		0		0		1		0		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		3		3		1		1		1		3		1		1		1		1		小児の重症心身障害児の訪問看護を行っていく上で。たびたび感じるのが成長に伴った教育、就学が難しく親御さんの希望通りにいかないことが多く残念に思います。難しいところだと思いますが… ショウニ ジュウショウ シンシン ショウガイジ ホウモン カンゴ オコナ ウエ カン セイチョウ トモナ キョウイク シュウガク ムズカ オヤゴ キボウ ドオ オオ ザンネン オモ ムズカ オモ

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションここあ		028-600-3735		028-600-3736		321-2116		栃木県宇都宮市徳次郎町998-9 ３２１－２１１６		10		1		0		1		0		0		2		宇都宮市、日光市、 ウツノミヤシ ニッコウシ		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2

chizuru_tanaka: 未記入		
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																														Q2.いままでに以下の項目を在宅看護で行ったことがありますか（あるものすべてにチェックをしてください）																																																																																						Q4.依頼があった場合に可能な医療的ケアと身体介護についてお答えください

				事業所名 ジギョウショ メイ		電話番号 デンワ バンゴウ		FAX番号 バンゴウ		郵便番号 ユウビンバンゴウ		所在地 ショザイチ		職員構成（常勤・非常勤は問いません）【人数：名】 ショクイン コウセイ ジョウキン ヒジョウキン ト ニンズウ メイ														訪問可能な主な市町村 ホウモン カノウ オモ シチョウソン		在宅人工呼吸器の管理 ザイタク ジンコウ コキュウキ カンリ				気管カニューレの交換 キカン コウカン				気管カニューレ部位のガーゼ交換 キカン ブイ コウカン				気管内吸引 キカンナイ キュウイン				食事介助 ショクジ カイジョ				経鼻チューブの交換 ケイビ コウカン				胃瘻の管理 イロウ カンリ				経管栄養の注入 ケイカン エイヨウ チュウニュウ				ストーマの管理 カンリ				尿道カテーテルの管理 ニョウドウ カンリ				導尿 ドウニョウ				入浴介助 ニュウヨク カイジョ				看護師によるリハビリテーション カンゴシ				OTもしくはPTによるリハビリテーション				中心静脈カテーテル管理 チュウシン ジョウミャク カンリ				高カロリー輸液の管理 コウ ユエキ カンリ				薬剤の静注（抗生物質や利尿剤など） ヤクザイ ジョウチュウ コウセイ ブッシツ リニョウザイ				麻薬による疼痛コントロール マヤク ウズ ツウ				終末期の医療的ケア シュウマツキ イリョウテキ				在宅での看取り ザイタク ミト				24時間対応 ジカン タイオウ						在宅人工呼吸器の管理 ザイタク ジンコウ コキュウキ カンリ										気管カニューレの交換 キカン コウカン										気管カニューレの管理（日常の交換以外の対応） キカン カンリ ニチジョウ コウカン イガイ タイオウ										気管内吸引 キカンナイ キュウイン										食事介助 ショクジ カイジョ										経鼻チューブの交換 ケイビ コウカン										ストーマの管理 カンリ										尿道カテーテルの管理 ニョウドウ カンリ										導尿 ドウニョウ										入浴介助 ニュウヨク カイジョ										看護師によるリハビリテーション カンゴシ										OTもしくはPTによるリハビリテーション										中心静脈カテーテル管理 チュウシン ジョウミャク カンリ										高カロリー輸液の管理 コウ ユエキ カンリ										薬剤の静注（抗生物質や利尿剤など） ヤクザイ ジョウチュウ コウセイ ブッシツ リニョウザイ										麻薬による疼痛コントロール マヤク トウツウ										終末期の医療的ケア シュウマツキ イリョウテキ										在宅での看取り ザイタク ミト										24時間対応 ジカン タイオウ										外出の介助 ガイシュツ カイジョ										通院の介助 ツウイン カイジョ

														看護師 カンゴシ		作業療法士 サギョウ リョウホウシ		准看護師 ジュンカンゴシ		理学療法士 リガク リョウホウシ		保健師 ホケンシ		言語療法士 ゲンゴ リョウホウシ		その他 タ				成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ				乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ
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																																																																																																																		Ｑ4.できる

																																																																																																																				在宅人工呼吸器の管理		気管カニューレの交換		気管カニューレの管理（日常の交換以外の対応）		気管内吸引		食事介助		経鼻チューブの交換		ストーマの管理		尿道カテーテルの管理		導尿		入浴介助		看護師によるリハビリテーション		OTもしくはPTによるリハビリテーション		中心静脈カテーテル管理 チュウシン ジョウミャク カンリ		高カロリー輸液の管理 コウ ユエキ カンリ		薬剤の静注（抗生物質や利尿剤など） ヤクザイ ジョウチュウ コウセイ ブッシツ リニョウザイ		麻薬による疼痛コントロール マヤク トウツウ		終末期の医療的ケア シュウマツキ イリョウテキ		在宅での看取り ザイタク ミト		24時間対応 ジカン タイオウ		外出の介助		通院の介助

																																																																																																																		乳児～2歳 ニュウジ サイ		18		9		22		25		25		16		21		16		16		26		18		9		20		21		14		12		18		19		23		7		5

																																																																																																																		3～6歳 サイ		20		11		22		25		25		17		22		18		18		25		20		10		20		22		14		12		17		18		23		7		6

																																																																																																																		7歳～12歳 サイ サイ		19		13		22		26		26		19		23		22		22		29		22		9		23		24		16		13		19		19		24		9		7

																																																																																																																		13～17歳 サイ		20		13		24		29		24		21		26		25		24		30		23		9		25		27		18		15		20		21		25		10		8

																																																																																																																		18歳以上 サイイジョウ		27		18		30		34		31		27		32		33		32		31		30		12		31		32		27		25		28		29		33		14		11



																																																																																																																		Ｑ4.できない

																																																																																																																				在宅人工呼吸器の管理		気管カニューレの交換		気管カニューレの管理（日常の交換以外の対応）		気管内吸引		食事介助		経鼻チューブの交換		ストーマの管理		尿道カテーテルの管理		導尿		入浴介助		看護師によるリハビリテーション		OTもしくはPTによるリハビリテーション		中心静脈カテーテル管理 チュウシン ジョウミャク カンリ		高カロリー輸液の管理 コウ ユエキ カンリ		薬剤の静注（抗生物質や利尿剤など） ヤクザイ ジョウチュウ コウセイ ブッシツ リニョウザイ		麻薬による疼痛コントロール マヤク トウツウ		終末期の医療的ケア シュウマツキ イリョウテキ		在宅での看取り ザイタク ミト		24時間対応 ジカン タイオウ		外出の介助		通院の介助

																																																																																																																		乳児～2歳 ニュウジ サイ		8		18		6		5		6		11		5		8		9		5		8		19		7		6		10		6		6		5		5		11		17

																																																																																																																		3～6歳 サイ		7		15		6		5		6		11		5		8		8		6		7		18		7		6		10		6		6		5		5		11		17

																																																																																																																		7歳～12歳 サイ サイ		8		14		6		5		6		11		5		8		8		5		7		18		7		6		10		6		6		5		5		11		17

																																																																																																																		13～17歳 サイ		5		12		4		4		5		9		3		5		5		4		6		19		6		5		7		5		5		4		4		10		16

																																																																																																																		18歳以上 サイイジョウ		1		6		1		0		1		3		0		0		0		1		2		17		1		1		2		1		2		1		1		7		13



																																																																																																																		Ｑ4.要相談 ヨウ ソウダン

																																																																																																																				在宅人工呼吸器の管理		気管カニューレの交換		気管カニューレの管理（日常の交換以外の対応）		気管内吸引		食事介助		経鼻チューブの交換		ストーマの管理		尿道カテーテルの管理		導尿		入浴介助		看護師によるリハビリテーション		OTもしくはPTによるリハビリテーション		中心静脈カテーテル管理 チュウシン ジョウミャク カンリ		高カロリー輸液の管理 コウ ユエキ カンリ		薬剤の静注（抗生物質や利尿剤など） ヤクザイ ジョウチュウ コウセイ ブッシツ リニョウザイ		麻薬による疼痛コントロール マヤク トウツウ		終末期の医療的ケア シュウマツキ イリョウテキ		在宅での看取り ザイタク ミト		24時間対応 ジカン タイオウ		外出の介助		通院の介助

																																																																																																																		乳児～2歳 ニュウジ サイ		8		7		6		4		3		7		8		10		9		3		8		6		7		7		10		16		10		10		6		16		12

																																																																																																																		3～6歳 サイ		7		8		6		4		3		6		7		8		8		3		7		6		7		6		10		16		11		11		6		16		11

																																																																																																																		7歳～12歳 サイ サイ		7		7		6		3		2		4		6		4		4		0		5		7		4		4		8		15		9		10		5		14		10

																																Q3.現時点で、依頼のあった場合、重症心身障害児（者）の在宅医療を行うことはできますか ゲンジテン イライ バアイ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ ザイタク イリョウ オコナ																																																																																		13～17歳 サイ		9		9		6		1		2		4		5		4		5		0		5		6		3		2		9		14		9		9		5		14		10

																														できる		14																																																																																		18歳以上 サイイジョウ		6		10		3		0		2		4		2		1		2		2		2		5		2		1		5		8		4		4		0		13		10

																														できない		6

																														要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン		14



																														在宅人工呼吸器の管理 ザイタク ジンコウ コキュウキ カンリ		気管カニューレの交換 キカン コウカン		気管カニューレ部位のガーゼ交換 キカン ブイ コウカン		気管内吸引 キカンナイ キュウイン		食事介助 ショクジ カイジョ		経鼻チューブの交換 ケイビ コウカン		胃瘻の管理 イロウ カンリ		経管栄養の注入 ケイカン エイヨウ チュウニュウ		ストーマの管理 カンリ		尿道カテーテルの管理 ニョウドウ カンリ		導尿 ドウニョウ		入浴介助 ニュウヨク カイジョ		看護師によるリハビリテーション カンゴシ		OTもしくはPTによるリハビリテーション		中心静脈カテーテル管理 チュウシン ジョウミャク カンリ		高カロリー輸液の管理 コウ ユエキ カンリ		薬剤の静注（抗生物質や利尿剤など） ヤクザイ ジョウチュウ コウセイ ブッシツ リニョウザイ		麻薬による疼痛コントロール マヤク ウズ ツウ		終末期の医療的ケア シュウマツキ イリョウテキ		在宅での看取り ザイタク ミト		24時間対応 ジカン タイオウ

																												成人 セイジン		28		24		30		31		28		22		32		31		32		33		31		33		33		16		29		30		28		30		32		31		33

																												小児 ショウニ		21		11		23		24		14		17		21		19		6		7		8		20		18		9		2		4		3		3		6		4		22



成人	小児	Q3.現時点で、依頼のあった場合、重症心身障害児（者）の在宅医療を行うことはできますか

Q3.現時点で、依頼のあった場合、重症心身障害児（者）の在宅医療を行うことはできますか	乳児～2歳	3～6歳	7歳～12歳	13～17歳	18歳以上	乳児～2歳	3～6歳	7歳～12歳	13～17歳	18歳以上	

乳児～2歳	3～6歳	7歳～12歳	13～17歳	18歳以上	

診療所

		Ｑ１		1.医療ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する外来診療について、以下の医療行為に対応できますか。 イリョウ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ガイライ シンリョウ イカ イリョウ コウイ タイオウ

				Ｑ1-1										予防接種 ヨボウ セッシュ

				Ｑ1-2										一次診療
（経過観察、栄養観察を含む） イチジ シンリョウ ケイカ カンサツ エイヨウ カンサツ フク

				Ｑ1-3										経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ

				Ｑ1-4										経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ

				Ｑ1-5										中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ

				Ｑ1-6										酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ

				Ｑ1-7										気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ

				Ｑ1-8										人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ

				Ｑ1-9										尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ

				Ｑ1-10										人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ

				Ｑ1-11										褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ

		Ｑ２		2.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する往診及び訪問診療について、以下の医療行為に対応できますか イリョウテキ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ オウシン オヨ ホウモン シンリョウ イカ イリョウ コウイ タイオウ

				Ｑ2-1										予防接種 ヨボウ セッシュ

				Ｑ2-2										一次診療
（経過観察、栄養観察を含む） イチジ シンリョウ ケイカ カンサツ エイヨウ カンサツ フク

				Ｑ2-3										経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ

				Ｑ2-4										経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ

				Ｑ2-5										中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ

				Ｑ2-6										酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ

				Ｑ2-7										気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ

				Ｑ2-8										人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ

				Ｑ2-9										尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ

				Ｑ2-10										人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ

				Ｑ2-11										褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ

		Ｑ3		3.24時間、重症心身障害児（18歳未満）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイジ サイ ミマン イリョウ タイオウ

				Ｑ3-1										できる

				Ｑ3-2										できない

				Ｑ3-3										要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン

		Ｑ4		4.24時間、重症心身障害者（18歳以上）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイシャ サイ イジョウ イリョウ タイオウ

				Ｑ4-1										できる

				Ｑ4-2										できない

				Ｑ4-3										要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン

		Ｑ5		5.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する訪問リハビリてーションを提供していますか イリョウテキ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ホウモン テイキョウ

				Ｑ5-1										提供している テイキョウ

				Ｑ5-2										提供していない テイキョウ

				Ｑ5-3										提供していないが対応は可能 テイキョウ タイオウ カノウ

				Ｑ5-4										要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン

		Ｑ6		6.重症心身障害児（者）在宅医療に対応できるようになるための条件はなんですか ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ ザイタク イリョウ タイオウ ジョウケン

				Ｑ6-1										診療報酬の点数が増えること シンリョウ ホウシュウ テンスウ フ

				Ｑ6-2										訪問看護尾の連携 ホウモン カンゴ オ レンケイ

				Ｑ6-3										病院との連携 ビョウイン レンケイ

				Ｑ6-4										在宅療養支援診療所と小児科医とのグループ診療 ザイタク リョウヨウ シエン シンリョウジョ ショウニ カ イ シンリョウ

				Ｑ6-5										在宅療養支援診療所に助言や相談を求めることができること ザイタク リョウヨウ シエン シンリョウジョ ジョゲン ソウダン モト

				Ｑ6-6										小児科医に助言や相談を求めることができること ショウニ カ イ ジョゲン ソウダン モト

				Ｑ6-7										経験のある医師がいること ケイケン イシ

				Ｑ6-8										研修などの自己のスキルアップ ケンシュウ ジコ

				Ｑ6-9										その他 タ

		Ｑ7		7.重症心身障害児（者）の方に対する医療、在宅生活等についてお気づきのことなど、ご自由にお書きください ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ カタ タイ イリョウ ザイタク セイカツ ナド キ ジユウ カ



		承諾可否 ショウダク カヒ		診療所名 シンリョウジョ メイ		電話番号 デンワ バンゴウ		郵便番号 ユウビンバンゴウ		所在地 ショザイチ		電話番号 デンワ バンゴウ		Ｑ１　1.医療ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する外来診療について、以下の医療行為に対応できますか。																								Ｑ２　2.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する往診及び訪問診療について、以下の医療行為に対応できますか																						Ｑ3		Ｑ4		Ｑ5		Ｑ6　6.重症心身障害児（者）在宅医療に対応できるようになるための条件はなんですか																		Ｑ7重症心身障害児（者）の方に対する医療、在宅生活等についてお気づきのことなど、ご自由にお書きください

														Ｑ1-1		Ｑ1-2		Ｑ1-3		Ｑ1-4		Ｑ1-5		Ｑ1-6		Ｑ1-7		Ｑ1-8		Ｑ1-9		Ｑ1-10		Ｑ1-11				Ｑ2-1		Ｑ2-2		Ｑ2-3		Ｑ2-4		Ｑ2-5		Ｑ2-6		Ｑ2-7		Ｑ2-8		Ｑ2-9		Ｑ2-10		Ｑ2-11								Ｑ6-1		Ｑ6-2		Ｑ6-3		Ｑ6-4		Ｑ6-5		Ｑ6-6		Ｑ6-7		Ｑ6-8		Ｑ6-9

		否 ヒ		不明 フメイ						不明 フメイ		不明 フメイ		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		7		0		0

		否 ヒ		不明 フメイ						不明 フメイ		不明 フメイ		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		1		1		0		0		0		1		0

		否 ヒ		不明 フメイ						不明 フメイ		不明 フメイ		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		不明 フメイ						不明 フメイ		不明 フメイ		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		0

		否 ヒ		不明 フメイ						不明 フメイ		不明 フメイ		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		否 ヒ		不明 フメイ						不明 フメイ		不明 フメイ		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		0		1		0

		否 ヒ		不明 フメイ						不明 フメイ		不明 フメイ		1		1		2		2		2		2		2		2		1		2		1				1		1		2		2		2		2		2		2		1		2		1		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		その他：各種の健康的処置の管理ができるかどうか。その訓練を受けているかどうかです。 タ カクシュ ケンコウテキ ショチ カンリ クンレン ウ

		否 ヒ		不明 フメイ						不明 フメイ		不明 フメイ		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		0		0		1		0		0

		否 ヒ		不明 フメイ						不明 フメイ		不明 フメイ		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		その他:スタッフ不足（医師、看護師、介助者）スペース不足 タ フソク イシ カンゴシ カイジョシャ フソク

		否 ヒ		宇都宮市保健所 ウツノミヤシ ホケンジョ				321-0974		宇都宮市竹林町972				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		その他：保健所は直接的な医療サービスを行っていないことから、今後も対応は行わない タ ホケンジョ チョクセツ テキ イリョウ オコナ コンゴ タイオウ オコナ

		承諾 ショウダク		深谷医院 フカヤ イイン		0285-75-0007 		321-4502		真岡市物井1268-7				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		1				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		1		2		2		2		0		0		1		1		0		0		0		0		0

		否 ヒ		こどもクリニックしまむら				326-0822		足利市田中町908-4				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		かしま産婦人科 サンフジンカ		0284-65-0341		326-0844		足利市鹿島町501-1				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		婦人科疾患（不正性器出血/帯下/外陰掻痒等）については外来対応させて頂いております フジンカ シッカン フセイ セイキ シュッケツ タイゲ ガイイン カ カユ ナド ガイライ タイオウ イタダ

		否 ヒ		医療法人雄仁会　奥山医院 イリョウ ホウジン ユウジン カイ オクヤマ イイン				322-0065		鹿沼市上材木町2320				1		3		3		3		3		3		1		3		3		2		2				1		3		2		3		2		3		1		3		3		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		1		1		0		0

		否 ヒ		水沼医院 ミズヌマ イイン				321-0628		那須烏山市金井1-14-8				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		3				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		飯野医院				321-4539		真岡市長沼730-1				3		2		2		2		2		3		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		おおきこどもクリニック		0285-41-0025 		329-0207		小山市美しが丘3-35-3				1		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		宇都宮市子ども発達センター診療所 ウツノミヤシ コ ハッタツ シンリョウジョ		028-647-4720		320-0851		栃木県宇都宮市鶴田町970-1				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		その他：子ども発達センター内の療育を利用する児の診療所であるため タ コ ハッタツ ナイ リョウイク リヨウ ジ シンリョウジョ

		承諾 ショウダク		中川医院 ナカガワ イイン		0287-62-0040		325-0057		那須塩原市黒磯幸町6-27				3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		1		0		1		0

		否 ヒ		ももやこどもクリニック				321-0118		宇都宮市インターパーク3-6-1				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		1		0		0		0		0		0

		否 ヒ		阿久津医院 アクツ イイン				329-1226		高根沢町大谷176-1 タカネザワマチ オオタニ				1		1		2		2		2		3		2		2		3		3		3				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		1		0		0		0		1		0		0

		否 ヒ		伊保内診療所 イホ ナイ シンリョウジョ				327-0034		佐野市伊保内町3841-1				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		1		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		にじいろこども診療所 シンリョウジョ		0285-44-7716		329-0414		下野市小金井4-1-1				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		0		1		1		0

		否 ヒ		戸野塚内科医院 トノヅカ ナイカ イイン				323-0064		小山市下石塚471				3		3		3		3		3		1		1		1		1		3		1				3		3		3		3		3		1		1		1		1		3		1		3		3		4		0		0		1		0		0		1		1		1		0

		否 ヒ		賀川診療所 カガワ シンリョウジョ				326-0843		足利市五十部町1785				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		1		0		1		0		0

		承諾 ショウダク		豊郷台クリニック ユタカ ゴウ ダイ		028-643-8998		320-0003		宇都宮市豊郷台2-21-3		028-643-8998（FAX8999）		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1				1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		2		0		1		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		いとうこどもクリニック		0289-63-5566		322-0025		鹿沼市緑町2-2-29				1		1		3		3		2		2		3		2		2		3		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		0		0		1		1		0

		承諾 ショウダク		清原台こどもクリニック キヨハラ ダイ		028-305-6017		321-3223		宇都宮市清原台2-4-14				1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		その他：医師、看護師の増員 タ イシ カンゴシ ゾウイン

		否 ヒ		阿部医院				324-0032		大田原市佐久山2018 オオタワラシ サクヤマ		0287-28-0053（FAX0287-28-2112）		1		1		2		2		2		2		1		2		1		2		1				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		4		0		1		1		0		1		0		0		1		0

		否 ヒ		中元内科医院 ナカモト ナイカ イイン				328-0027		栃木市今泉町2-10-18				1		3		2		2		2		3		2		2		3		2		3				3		3		2		2		2		3		2		2		3		2		3		2		2		2		0		0		1		0		1		0		0		1		0		①重症心身障害者の重症度の程度問題　②家庭の受け入れ問題、経済的負担 ジュウショウ シンシン ショウガイシャ ジュウショウ ド テイド モンダイ カテイ ウ イ モンダイ ケイザイテキ フタン

		否 ヒ		布川小児科 フカワ ショウニ カ				322-0036		鹿沼市下田町2-1099				1		1		3		3		2		3		2		2		2		3		3				1		1		3		3		2		3		2		2		2		2		3		2		2		2		0		1		1		1		0		0		1		1		0

		否 ヒ		ちづかクリニック				328-0133		栃木市大森町445-4		0282-31-3750		3		3		3		3		2		3		2		2		2		2		3				3		3		3		3		2		3		2		2		2		2		3		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		多島医院 タジマ イイン				321-1524		日光市足尾町赤沢21-28				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		否 ヒ		篠崎内科クリニック シノザキ ナイカ				321-3223		宇都宮市清原台6-1-13				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		否 ヒ		和久医院 ワク イイン				321-3324		芳賀町西水沼119-1				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		否 ヒ		近藤クリニック コンドウ				321-0634		那須烏山市野上町637-2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		0		0		0		0		1		0		0

		否 ヒ		高根沢内科クリニック タカネザワ ナイカ				321-4305		真岡市荒町2-11-1				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		岡田こどもクリニック オカダ				327-0832		佐野市植上町1408-2				1		3		3		3		3		2		3		2		3		3		3				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		0		0		0		0		0		往診医療ができたらと考えていた時もありましたが、現在は物理的に困難で申し訳ありません
重心のお子さんの通院所と個別の相談で応じる可能性はあります オウシン イリョウ カンガ トキ ゲンザイ ブツリテキ コンナン モウ ワケ ジュウシン コ ツウイン ジョ コベツ ソウダン オウ カノウセイ

		否 ヒ		真岡メディカルクリニック モオカ				321-4305		真岡市荒町3-49-6				3		3		3		3		3		3		3		3				3		3				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		0		0		0		1		1		0

		否 ヒ		いしだ整形外科 セイケイ ゲカ				321-0912		宇都宮市石井町3236-1				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		山中クリニック ヤマナカ				327-0835		佐野市植下町2468				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		1		1		0		0		1		0		0

		否 ヒ		医療法人　寿幸会　吉野医院 イリョウ ホウジン コトブキ サチ カイ ヨシノ イイン				320-0014		宇都宮市大曽4-9-11				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		1		1		0		0		1		0		0

		否 ヒ		柳田産婦人科・小児科医院 ヤナギダ サンフジンカ ショウニカ イイン				321-4361		真岡市並木町4-5-3				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		0

		否 ヒ		石田消化器科・内科クリニック イシダ ショウカキ カ ナイカ				321-0216		壬生町壬生丁259-7				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		1		0		0		0		0		0

		否 ヒ		赤羽胃腸科・外科・肛門科医院 アカバネ イチョウカ ゲカ コウモンカ イイン				324-0052		大田原市城山2-5-29				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		医療法人　文仁会　扶桑医院 イリョウ ホウジン ブン ジン カイ フソウ イイン				323-0016		小山市扶桑1-2-1				1		3		3		3		2		2		3		2		3		3		3				3		3		3		2		2		2		3		2		3		2		3		2		2		2		0		0		1		1		0		0		1		1		0

		否 ヒ		馬場医院 ババ イイン				327-0043		佐野市君田町35				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		否 ヒ		井戸川クリニック イドガワ				326-0331		足利市福富町2096-1				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		0		0		1		0		0		0

		否 ヒ		鎌田浅香医院 カマタ アサカ イイン				324-0043		大田原市浅香3-3-9				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		0		1		0		0		0		0		0		0		高額医療はひかえています。悪質ととらえられますので!! コウガク イリョウ アクシツ

		否 ヒ		山門クリニック ヤマカド				328-0031		栃木市日の出町6-35				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		0		0		0		1		0

		否 ヒ		新村ファミリークリニック ニイムラ				328-0011		栃木市大宮町2120-11				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		宇都宮東部クリニック ウツノミヤ トウブ				321-3223		宇都宮市清原台5-14-19				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1

		否 ヒ		車田医院 クルマダ イイン				324-0242		大田原市大豆田457-24				3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3				3		3		3		3		3		0		2		2		3		3		3		2		2		2		0		0		1		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		にがみどう内科クリニック ナイカ				322-0003		鹿沼市仁神堂町351-26				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		松谷内科胃腸科クリニック マツヤ ナイカ イチョウカ				321-3304		芳賀町祖母井1708-17				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		1		0		0

		否 ヒ		まなか医院 イイン				329-1225		高根沢町石末２０９３－１０				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		植木医院 ウエキ イイン				329-2224		塩谷町金枝950				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		1		2		2		2		2		3		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		0		0		0		0		0

		否 ヒ		大岡医院 オオオカ イイン				320-0047		宇都宮市一の沢274-7				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		川野クリニック カワノ				329-1112		宇都宮市上田原町660-6				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		0		1		0

		否 ヒ		陣内医院 ジンナイ イイン				321-0225		壬生町本丸1-7-10		0282-82-0242		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		1		0

		否 ヒ		船越医院 フナコシ イイン				328-0111		栃木市都賀町家中5986-6				1		1		2		2		2		2		2		2		3		2		3				1		1		2		2		2		2		2		2		3		2		3		2		2		2		0		1		1		0		1		1		0		1		0

		否 ヒ		林クリニック ハヤシ				321-0158		宇都宮市西川田本町1-8-29				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		0		0		0		0		0

		否 ヒ		河島医院 カワシマ イイン				329-3436		那須郡那須町伊王野1503				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		松本内科医院 マツモト ナイカ イイン				321-0226		壬生町中央町6-37				3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		否 ヒ		佐藤医院 サトウ イイン				329-2728		栃木県那須塩原市西栄町7-16 ３２９－２７２８		0287-36-0147		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1

		否 ヒ		渡部医院 ワタナベ イイン				329-3153		那須塩原市大原間140-1 ナスシオバラ シ オオハラマ				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		宇都宮市保健センター ウツノミヤシ ホケン				321-0964		宇都宮市駅前通り1-4-6				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		0

		否 ヒ		川村医院 カワムラ イイン				321-2522		日光市鬼怒川温泉大原1396-20				1		1		3		1		3		1		3		2		3		3		3				3		3		3		3		3		3		2		2		3		3		3		2		2		2		0		0		1		0		0		1		1		0		0

		否 ヒ		ほうずみ整形外科内科小児科医院				320-0047		宇都宮市一の沢2-1-43				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		小島内科医院 コジマ ナイカ イイン				321-0168		宇都宮市東原町5-3				3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		1		0		0		0		0

		否 ヒ		那須高原クリニック ナス コウゲン				329-3131		那須塩原市唐杉31-2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		サンフラワークリニック				323-0808		小山市出井1936				3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		昌平町こどもクリニック ショウヘイ マチ				326-0813		足利市昌平町2368				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		①中心となる施設へ患者が訪問するように、移動手段・補助（人、お金）を考えるべき。どうしても動けない、動かせない人のみ専門職（医者以外）が訪問しIT技術等で必要に応じてセンター施設のスペシャリストと連絡し治療（入院‥）の判断をし実行する。
②既存の人・技術・施設を日曜大工的発想で組み合わせて、システムを構築することには賛成できない。現状をどうにかするための方策でなく、医療の公正（正義）を行うためにどうすべきかを考えるべきだと思う チュウシン シセツ カンジャ ホウモン イドウ シュダン ホジョ ヒト カネ カンガ ウゴ ウゴ ヒト センモン ショク イシャ イガイ ホウモン ギジュツナド ヒツヨウ オウ シセツ レンラク チリョウ ニュウイン ハンダン ジッコウ キゾン ヒト ギジュツ シセツ ニチヨウ ダイク テキ ハッソウ ク ア コウチク サンセイ ゲンジョウ ホウサク イリョウ コウセイ セイギ オコナ カンガ オモ

		否 ヒ		赤田診療所 アカダ シンリョウジョ				329-2743		那須塩原市南赤田321-1192				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		手塚内科 テヅカ ナイカ				321-0966		宇都宮市今泉3-12-12				3		3		2		2		2		2		2		2		1		3		3				3		3		2		2		2		2		2		2		3		3		3		2		2		2		0		1		1		0		1		0		1		0		0		今まで具体的な症例に会っていません イマ グタイテキ ショウレイ ア

		否 ヒ		板橋医院 イタバシ イイン				327-0803		佐野市犬伏新町1308-2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		1		1		0

		否 ヒ		倉増医院 クラ マ イイン				320-0856		宇都宮市砥上町675-1				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		その他：人材の確保 タ ジンザイ カクホ

		否 ヒ		もてぎの森メディカルプラザ				321-3541		茂木町烏生田下郷330				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		宮澤クリニック ミヤザワ				329-0412		下野市柴291-2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		金澤医院 カナザワ イイン				325-0052		那須塩原市中央町1-8				1		1		2		2		2		1		2		2		2		2		2				1		1		2		2		2		1		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		つるたfamilyクリニック				320-0857		宇都宮市鶴田1-17-23				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		フォレストサイドクリニック				321-0152		宇都宮市西川田6-6-17		028-684-2775		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		今野内科胃腸科医院 コンノ ナイカ イチョウカ イイン				321-0151		宇都宮市西川田町933-1		028-645-6121		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		1		1		1		0

		否 ヒ		小島原医院 コジマ ハラ イイン				329-1104		宇都宮市下岡本町4075				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		1		0

		否 ヒ		永田内科眼科医院 ナガタ ナイカ ガンカイ イン				321-0982		宇都宮市御幸ヶ原町136-9		028-662-6774		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		1		0

		否 ヒ		大栗医院 オオクリ イイン				320-0034		宇都宮市泉町1-27				3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1

		否 ヒ		星小児科医院 ホシ ショウニカ イイン				321-0346		宇都宮市下荒針町3588-2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		金子内科医院 カネコ ナイカ イイン				320-0032		宇都宮市昭和1-1-31				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		否 ヒ		石川医院 イシカワ イイン				322-0015		栃木県鹿沼市上石川1-319 ３２２－００１５		0289-76-3145		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		当方では特別養護老人ホームの嘱託医を兼ねておりますため、24時間体制での診察となっております。今回のアンケートに対しましては、オーバーワークにつき協力いたしかねます。 トウホウ トクベツ ヨウゴ ロウジン ショクタクイ カ ジカン タイセイ シンサツ コンカイ タイ キョウリョク

		否 ヒ		しみずファミリークリニック				321-0951		宇都宮市越戸3-15-27				1		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		0		0		0		0		0

		否 ヒ		岡医院 オカ イイン				321-1403		日光市下鉢石町997-1				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		1		1		0		そもそも開業の小児科医が少ないうえに、在宅医療をやっている小児科はほとんどいないのが現状。以前、在宅の重症心身障害児の訪問診療を頼まれて行ったことがあるが、大人の訪問診療と勝手が違う為、内科医にはハードルが高いと感じた。是非、近くの小児科の先生に少しでも取り組んでもらうしかないかと思います。 カイギョウ ショウニ カ イ スク ザイタク イリョウ ショウニカ ゲンジョウ イゼン ザイタク ジュウショウ シンシン ショウガイジ ホウモン シンリョウ タノ オコナ オトナ ホウモン シンリョウ カッテ チガ タメ ナイカ イ タカ カン ゼヒ チカ ショウニカ センセイ スコ ト ク オモ

		否 ヒ		風見診療所 カザミ シンリョウジョ				329-2335		塩谷町上平27				3		3		1		3		2		3		3		2		1		3		3				3		1		1		3		2		2		3		3		2		1		3		3		2		2		0		1		1		0		1		0		1		1		0

		否 ヒ		土谷医院 ツチヤ イイン				321-0136		宇都宮市みどり野町14-3				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		1		0

		否 ヒ		遠藤小児科 エンドウ ショウニカ				321-0982		宇都宮市御幸ヶ原町224-10				1		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		1		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		油布医院 ユフ イイン				321-0414		宇都宮市中里町175-8				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		1		0

		承諾 ショウダク		さいとう小児科 ショウニカ		0282-22-0757 		328-0015		栃木市万町30番16号		0282-22-0757		1		1		3		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		1		0

		承諾 ショウダク		冨塚メデｲカルクリニック		028-666-2555		321-2116		宇都宮市徳次郎町888				1		1		2		2		2		2		2		2		1		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0		なるべく協力したいが、現在当院副院長が体調悪く、休養中のため困難となっています。 キョウリョク ゲンザイ トウイン フクインチョウ タイチョウ ワル キュウヨウチュウ コンナン

		承諾 ショウダク		山浦内科医院		0284-21-6653 		326-0843		足利市五十部町1256-5				1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3				1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		4		1		1		1		0		0		0		1		0		0

		承諾 ショウダク		小倉医院		0282-82-0057		321-0227		壬生町通町10-5				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		承諾 ショウダク		飯岡小児科		0289-65-3257		322-0074		鹿沼市日吉町569-2				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		3				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		3		2		2		2		0		0		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		角田内科医院		0285-53-5665 		329-0511		下野市石橋549				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		1		1		1		1		1		0		0

		承諾 ショウダク		おかべこどもクリニック		0285-40-7300 		329-0433		下野市緑5-17-12				3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		くろばね齋藤醫院		0287-54-0031		324-0233		大田原市黒羽田町612				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		1		0

		承諾 ショウダク		立花医院		0287-72-0311		325-0003		那須郡那須町寺子乙3967-190				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		その他：スタッフの充実　　1～9すべて当てはまります タ ジュウジツ ア

		承諾 ショウダク		さいとうハート＆キッズクリニック		0287-53-7979		324-0043		大田原市浅香1-4-3				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		1		0

		承諾 ショウダク		小山すぎの木クリニック		0285-30-3456		323-0806		小山市中久喜1131-1				1		1		1		1		1		1		2		2		2		1		1				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		4		1		1		0		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		有村小児科医院		028-656-7207		321-0912		宇都宮市石井町3128-11		028-656-7207		1		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		1		0		1		1		0		無床の診療所の小児科医としては、急性疾患（特に感染症が多く）への対応が中心です。時間に追われています。予防接種については、時間枠をとって対応できます。一次診療についても、訪問看護との連携等があれば対応可能な場合があります。（例えば点滴投薬等）現時点では往診は無理ですが。 ムショウ シンリョウジョ ショウニ カ イ キュウセイ シッカン トク カンセンショウ オオ タイオウ チュウシン ジカン オ ヨボウ セッシュ ジカンワク タイオウ イチジ シンリョウ ホウモン カンゴ レンケイ トウ タイオウ カノウ バアイ タト テンテキ トウヤク ナド ゲンジテン オウシン ムリ

		承諾 ショウダク		吉永医院		0285-63-2303		321-3564		茂木町増井190-1				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		1		1		0		0		0

		承諾 ショウダク		あさかクリニック		0287-22-2601		324-0043		大田原市浅香3-3711				1		1		2		2		2		2		1		1		2		2		2				1		1		2		2		2		2		1		1		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		坪水医院		0283-62-0265		327-0312		佐野市栃本町2241				1		1		3		3		3		3		3		3		1		3		3				1		1		3		3		3		3		3		3		1		3		3		3		3		3		0		1		1		0		0		0		0		1		0		若い頃、町田市にある重度心身障害者の施設にボランティアで行き、足で書いたお手紙をもらって感動しました。何かのお役にたてればと思いますが、現在実態がよく分かりません。 ワカ コロ マチダシ ジュウド シンシン ショウガイシャ シセツ イ アシ カ テガミ カンドウ ナニ ヤク オモ ゲンザイ ジッタイ ワ

		承諾 ショウダク		こどもヶ丘診療所		028-615-1077		321-0151		宇都宮市西川田町183-21				1		1		3		3		3		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		1		0		1		1		0

		承諾 ショウダク		竹田内科小児科クリニック		0282-29-1233		328-0011		栃木市大宮町52番地		0282-29-1233		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		0		1		1		1		0		0		1		0

		承諾 ショウダク		すながクリニック		0284-44-7211		326-0015		足利市八椚町494-1　				1		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		1		1		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		片山医院		028-661-9764		321-0944		宇都宮市東峰町3008-21				1		1		2		2		2		1		2		2		2		2		2				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		4		0		1		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		稲毛クリニック		0283-25-2566		327-0103		佐野市石塚町893-1				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		1		1		1		1		1		その他：当クリニックでは勤務医での診療のみを行っており、重症心身障害児に対応できるシステムはととのっておらず、申し訳ありません。 タ トウ キンムイ シンリョウ オコナ ジュウショウ シンシン ショウガイジ タイオウ モウ ワケ

		承諾 ショウダク		小川こどもクリニック		0289-74-5421		322-0027		鹿沼市貝島町5006-2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		くさの小児科		0284-73-7000		326-0335		足利市上渋垂町338-3				3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		みやの杜クリニック　		028-683-7811		321-0904		宇都宮市陽東2-4-5				1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1				3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		1		0		0		1		0		0		1		0		0		0		Q2訪問診療のみ対応可 ホウモン シンリョウ タイオウ カ

		承諾 ショウダク		にいたに内科　		028-675-6515		329-1231		塩谷郡高根沢町宝石台 3-3-19				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1

		承諾 ショウダク		よこやま内科小児科クリニック		0282-24-8102		328-0075		栃木市箱森町38-70				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		さいとうクリニック		0287-39-1805		329-2724		那須塩原市西幸町7-13				1		1		3		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		0		0		0		0		1		その他：現在の診療所での診療との兼ね合いが困難であり、複数の医師や看護師が必要 タ ゲンザイ シンリョウジョ シンリョウ カ ア コンナン フクスウ イシ カンゴシ ヒツヨウ

		承諾 ショウダク		桜井消化器科・内科		028-643-0870		320-0073		宇都宮市細谷1-7-38				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		承諾 ショウダク		佐藤医院		0287-96-2841		324-0501		那須郡那珂川町小川2960-1				1		1		3		3		2		3		3		2		1		1		1				1		1		3		3		2		3		3		2		1		1		1		3		3		4		0		1		1		1		0		1		0		0		0

		承諾 ショウダク		大根田内科医院		028-624-6322		320-0072		宇都宮市若草3-4-22				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		0		0		0		0		0		0		0		当方の医師が高齢であり、しかもスタッフがそろっていないので在宅医療は無理なので、ましてや重症心身障害者においておやです。 トウホウ イシ コウレイ ザイタク イリョウ ムリ ジュウショウ シンシン ショウガイシャ

		承諾 ショウダク		医療法人　赤羽病院		028-661-5446		321-0904		宇都宮市陽東7-2-2				1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3				3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		2		2		2		0		1		1		1		0		0		1		0		0

		承諾 ショウダク		田井の里クリニック		0285-81-6502		321-4301		真岡市西田井内外748-2				1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2				3		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		みずぬまクリニック		0287-39-1581		329-2751		那須塩原市東三島2-80-6				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		その他：在宅医療をやっていないので現状は無理である タ ザイタク イリョウ ゲンジョウ ムリ

		承諾 ショウダク		キッズクリニックはせがわ		0283-27-0200		327-0843		佐野市堀米町3946-6				1		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		その他：時間的余裕 タ ジカンテキ ヨユウ

		承諾 ショウダク		小森谷内科医院		0282-43-7327		329-4404		栃木市大平町富田4003-8				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		熊倉医院		0282-55-8425		329-4316		下都賀郡岩舟町新里180-1				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		いちはらファミリークリニック		028-612-8350		321-0414		宇都宮市中里町322				3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3				3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		1		2		0		1		1		1		0		1		0		1		0

		承諾 ショウダク		かとう小児科 ショウニカ		0282-82-7576		321-0218		壬生町落合3-7-30		 		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		福田こどもクリニック		028-659-8850		320-0852		栃木県宇都宮市下砥上町1545-20				1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3				1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		2		2		2		0		1		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		てらもと小児科		028-650-6636		321-0975		宇都宮市関堀町971-6				1		1		3		2		2		3		3		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		0		小児科医としてはもっと積極的に協力しなければいけないと思いますが、現在の我診療所の状態では不可能なことが多く残念です。 ショウニ カ イ セッキョクテキ キョウリョク オモ ゲンザイ ワガ シンリョウジョ ジョウタイ フカノウ オオ ザンネン

		承諾 ショウダク		木村内科医院		0288-22-7880		321-1264		日光市瀬尾497-1				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		承諾 ショウダク		こばやしファミリークリニック		0283-85-9900		327-0311		佐野市多田町566				1		1		1		1		3		1		1		2		1		1		1				1		1		1		1		3		1		1		3		1		1		1		3		3		2		0		1		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		あいファミリィクリニック足利 アシカガ		0284-22-3788		329-4213		足利市寺岡町505-1				1		1		1		1		1		1		1		3		1		1		1				1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		1		0		1		0		0		0		0		1		0

		承諾 ショウダク		腰塚医院		0282-62-2072		323-1104		栃木市藤岡町藤岡1845-10				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		1		1		1		1		0

		承諾 ショウダク		桜井こどもクリニック		0282-24-5987		328-0034		栃木市本町16-9				1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		承諾 ショウダク		神鳥谷クリニック		0285-22-7700		323-0827		小山市神鳥谷1-19-1		 		2		2		2		2		2		2		2		2		1		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		持田医院		0282-67-3661		329-0319		栃木市藤岡町中根115-5				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		4		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		田村医院		0282-43-3368		329-4423		栃木市大平町西水代1835-1				1		1		1		1		1		1		1		2		1		1		1				1		1		1		1		1		1		1		2		1		1		1		3		1		4		1		1		1		1		1		1		1		1		0		Q5.訪問看護、訪問リハビリテーションを利用 ホウモン カンゴ ホウモン リヨウ

		承諾 ショウダク		大橋内科クリニック		0282-82-8522		321-0219		壬生町福和田1003-1				1		1		2		2		2		3		2		2		2		2		3				1		1		2		2		2		3		2		2		2		2		3		3		3		2		0		1		1		0		0		0		0		1		0

		承諾 ショウダク		てらだファミリークリニック		028-654-2188		321-0132		宇都宮市雀の宮5-5-1				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		1		1		1		1		0

		承諾 ショウダク		あおい内科小児科ｸﾘﾆｯｸ		028-663-6000		321-0973		宇都宮市岩曽町1086-1				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		1		1		1		その他：往診時間の確保ができること タ オウシン ジカン カクホ

		承諾 ショウダク		飯塚医院		0287-92-2034		324-0613		那須郡那珂川町馬頭484-3				1		1		2		2		2		2		2		2		1		2		1				1		1		2		2		2		2		2		2		1		2		1		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		0

		承諾 ショウダク		やの小児科医院		0285-56-0280		329-0611		河内郡上三川町上三川3446-3				1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3				1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		2		2		2		0		1		1		1		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		仲嶋医院		028-681-7755		329-1311		さくら市氏家3245-17				3		3		3		3		2		3		3		3		3		2		3				3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		2		3		2		1		1		1		1		1		1		1		0		0		成人（18才以上）を対象に回答しました セイジン サイ イジョウ タイショウ カイトウ

		承諾 ショウダク		小林診療所		0285-82-3873		321-4369		真岡市熊倉3-10-7				1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		1				1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		1		2		2		2		0		1		0		0		0		1		0		0		0

		承諾 ショウダク		西真岡こどもクリニック		0285-81-7900		321-4341		真岡市高勢町3-205-1				1		1		1		3		1		1		1		1		1		3		3				1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		その他：現在おこなっています タ ゲンザイ

		承諾 ショウダク		鈴木医院		0285-72-2032		321-4217		益子町益子1747-2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		承諾 ショウダク		緑の屋根診療所		0283-20-2577		327-0843		佐野市堀米町1348-5				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		0		0		1		0		1		0		1		0		0		地域の社会資源が少ない。マンパワー不足 チイキ シャカイ シゲン スク ブソク

		承諾 ショウダク		ひがのクリニック		0285-74-0051 		321-4521		真岡市久下田941-1				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		豊郷中央渡辺内科　		028-622-8900		320-0004		宇都宮市長岡町1217-5				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		1				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		1		0		0

		承諾 ショウダク		きくちクリニック		028-683-3387		321-0903		宇都宮市下平出町614-2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		0		0

		承諾 ショウダク		サンレディースクリニック		0282-24-3541		328-0024		栃木市樋ノ口町504-1				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		医療法人　亀田内科		028-633-2884		320-0812		宇都宮市一番町1-28				1		1		1		2		2		1		2		2		2		2		1				1		1		1		2		2		1		2		2		2		2		1		3		3		3		0		0		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		越戸クリニック		028-660-6190		321-0951		宇都宮市越戸町139-6				1		1		2		2		2		3		2		2		2		2		3				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		佐藤内科		0285-53-1305		329-0511		下野市石橋839-14				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		承諾 ショウダク		グリムこどもクリニック		0285-51-1515		329-0502		下野市下古山2-6-17				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		事前連絡の上での一次診療、予防接種ですので、申し訳ありません。 ジゼン レンラク ウエ イチジ シンリョウ ヨボウ セッシュ モウ ワケ

		承諾 ショウダク		吉原医院		0288-21-0161		321-1261		日光市今市826-4				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		1		1		1		その他：設備 タ セツビ

		承諾 ショウダク		梅園医院		028-633-2869		320-0035		宇都宮市伝馬町3-28				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		1		0		0

		承諾 ショウダク		森田医院		028-633-1573		320-0861		宇都宮市西3-5-8				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		鈴木内科クリニック		028-655-1229		321-0139		宇都宮市若松原2-4-19				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		その他：24時間対応が必要となると考えますが、当院診療時間内の往診は難しいと考えます。 タ ジカン タイオウ ヒツヨウ カンガ トウイン シンリョウ ジカン ナイ オウシン ムズカ カンガ

		承諾 ショウダク		小松医院		0289-60-5515		322-0064		鹿沼市文化橋町2300-1				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		1		0		0		1		0



														1.医療ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する外来診療について、以下の医療行為に対応できますか。 イリョウ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ガイライ シンリョウ イカ イリョウ コウイ タイオウ																								2.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する往診及び訪問診療について、以下の医療行為に対応できますか イリョウテキ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ オウシン オヨ ホウモン シンリョウ イカ イリョウ コウイ タイオウ

														予防接種 ヨボウ セッシュ		一次診療
（経過観察、栄養観察を含む） イチジ シンリョウ ケイカ カンサツ エイヨウ カンサツ フク		経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ		経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ		中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ		酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ		気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ		人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ		尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ		人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ		褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ				予防接種 ヨボウ セッシュ		一次診療
（経過観察、栄養観察を含む） イチジ シンリョウ ケイカ カンサツ エイヨウ カンサツ フク		経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ		経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ		中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ		酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ		気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ		人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ		尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ		人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ		褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ

										1		できる		83		57		12		9		7		13		11		6		17		8		16		できる		39		29		8		6		5		9		9		6		10		7		12

										2		できない		55		80		127		134		142		130		136		146		131		137		124		できない		102		115		141		143		148		140		144		148		140		145		134

										3		要相談 ヨウ ソウダン		27		28		26		22		16		22		18		13		16		20		25		要相談 ヨウ ソウダン		24		21		16		16		12		15		12		11		15		13		19

																																																														0

														3.24時間、重症心身障害児（18歳未満）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイジ サイ ミマン イリョウ タイオウ

										1		できる		1

										2		できない		150

										3		要相談 ヨウ ソウダン		14

														4.24時間、重症心身障害者（18歳以上）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイシャ サイ イジョウ イリョウ タイオウ

										1		できる		3

										2		できない		150

										3		要相談 ヨウ ソウダン		12

														5.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する訪問リハビリてーションを提供していますか イリョウテキ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ホウモン テイキョウ

										1		提供している テイキョウ		1

										2		提供していない テイキョウ		152

										3		提供していないが対応は可能 テイキョウ タイオウ カノウ		4

										4		要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン		8

														6.重症心身障害児（者）在宅医療に対応できるようになるための条件はなんですか

										1		診療報酬の点数が増えること シンリョウ ホウシュウ テンスウ フ		24

										2		訪問看護尾の連携 ホウモン カンゴ オ レンケイ		73

										3		病院との連携 ビョウイン レンケイ		90

										4		在宅療養支援診療所と小児科医とのグループ診療 ザイタク リョウヨウ シエン シンリョウジョ ショウニ カ イ シンリョウ		43

										5		在宅療養支援診療所に助言や相談を求めることができること ザイタク リョウヨウ シエン シンリョウジョ ジョゲン ソウダン モト		28

										6		小児科医に助言や相談を求めることができること ショウニ カ イ ジョゲン ソウダン モト		26

										7		経験のある医師がいること ケイケン イシ		62

										8		研修などの自己のスキルアップ ケンシュウ ジコ		47

										9		その他 タ		21



できる	予防接種	一次診療	
（経過観察、栄養観察を含む）	経鼻経管栄養の管理	経皮経管栄養の管理	
（胃ろう）	中心静脈栄養の管理	酸素療法の管理	気管切開の管理	人工呼吸器の管理	尿道留置カテーテル	
の管理	人工肛門の管理	褥瘡の管理	83	57	12	9	7	13	11	6	17	8	16	できない	予防接種	一次診療	
（経過観察、栄養観察を含む）	経鼻経管栄養の管理	経皮経管栄養の管理	
（胃ろう）	中心静脈栄養の管理	酸素療法の管理	気管切開の管理	人工呼吸器の管理	尿道留置カテーテル	
の管理	人工肛門の管理	褥瘡の管理	55	80	127	134	142	130	136	146	131	137	124	要相談	予防接種	一次診療	
（経過観察、栄養観察を含む）	経鼻経管栄養の管理	経皮経管栄養の管理	
（胃ろう）	中心静脈栄養の管理	酸素療法の管理	気管切開の管理	人工呼吸器の管理	尿道留置カテーテル	
の管理	人工肛門の管理	褥瘡の管理	27	28	26	22	16	22	18	13	16	20	25	3.24時間、重症心身障害児（18歳未満）の医療に対応ができますか	できる	できない	要相談	1	150	14	4.24時間、重症心身障害者（18歳以上）の医療に対応ができますか	できる	できない	要相談	3	150	12	5.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する訪問リハビリてーションを提供していますか	提供している	提供していない	提供していないが対応は可能	要相談（条件による）	1	152	4	8	6.重症心身障害児（者）在宅医療に対応できるようになるための条件はなんですか	診療報酬の点数が増えること	訪問看護尾の連携	病院との連携	在宅療養支援診療所と小児科医とのグループ診療	在宅療養支援診療所に助言や相談を求めることができること	小児科医に	助言や相談を求めることができること	経験のある医師がいること	研修などの自己のスキルアップ	その他	24	73	90	43	28	26	62	47	21	できる	予防接種	一次診療	
（経過観察、栄養観察を含む）	経鼻経管栄養の管理	経皮経管栄養の管理	
（胃ろう）	中心静脈栄養の管理	酸素療法の管理	気管切開の管理	人工呼吸器の管理	尿道留置カテーテル	
の管理	人工肛門の管理	褥瘡の管理	39	29	8	6	5	9	9	6	10	7	12	できない	予防接種	一次診療	
（経過観察、栄養観察を含む）	経鼻経管栄養の管理	経皮経管栄養の管理	
（胃ろう）	中心静脈栄養の管理	酸素療法の管理	気管切開の管理	人工呼吸器の管理	尿道留置カテーテル	
の管理	人工肛門の管理	褥瘡の管理	102	115	141	143	148	140	144	148	140	145	134	要相談	予防接種	一次診療	
（経過観察、栄養観察を含む）	経鼻経管栄養の管理	経皮経管栄養の管理	
（胃ろう）	中心静脈栄養の管理	酸素療法の管理	気管切開の管理	人工呼吸器の管理	尿道留置カテーテル	
の管理	人工肛門の管理	褥瘡の管理	24	21	16	16	12	15	12	11	15	13	19	

診療所 (2)

		Ｑ１		1.医療ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する外来診療について、以下の医療行為に対応できますか。 イリョウ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ガイライ シンリョウ イカ イリョウ コウイ タイオウ

				Ｑ1-1										予防接種 ヨボウ セッシュ

				Ｑ1-2										一次診療
（経過観察、栄養観察を含む） イチジ シンリョウ ケイカ カンサツ エイヨウ カンサツ フク

				Ｑ1-3										経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ

				Ｑ1-4										経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ

				Ｑ1-5										中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ

				Ｑ1-6										酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ

				Ｑ1-7										気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ

				Ｑ1-8										人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ

				Ｑ1-9										尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ

				Ｑ1-10										人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ

				Ｑ1-11										褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ

		Ｑ２		2.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する往診及び訪問診療について、以下の医療行為に対応できますか イリョウテキ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ オウシン オヨ ホウモン シンリョウ イカ イリョウ コウイ タイオウ

				Ｑ2-1										予防接種 ヨボウ セッシュ

				Ｑ2-2										一次診療
（経過観察、栄養観察を含む） イチジ シンリョウ ケイカ カンサツ エイヨウ カンサツ フク

				Ｑ2-3										経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ

				Ｑ2-4										経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ

				Ｑ2-5										中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ

				Ｑ2-6										酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ

				Ｑ2-7										気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ

				Ｑ2-8										人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ

				Ｑ2-9										尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ

				Ｑ2-10										人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ

				Ｑ2-11										褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ

		Ｑ3		3.24時間、重症心身障害児（18歳未満）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイジ サイ ミマン イリョウ タイオウ

				Ｑ3-1										できる

				Ｑ3-2										できない

				Ｑ3-3										要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン

		Ｑ4		4.24時間、重症心身障害者（18歳以上）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイシャ サイ イジョウ イリョウ タイオウ

				Ｑ4-1										できる

				Ｑ4-2										できない

				Ｑ4-3										要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン

		Ｑ5		5.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する訪問リハビリてーションを提供していますか イリョウテキ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ホウモン テイキョウ

				Ｑ5-1										提供している テイキョウ

				Ｑ5-2										提供していない テイキョウ

				Ｑ5-3										提供していないが対応は可能 テイキョウ タイオウ カノウ

				Ｑ5-4										要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン

		Ｑ6		6.重症心身障害児（者）在宅医療に対応できるようになるための条件はなんですか ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ ザイタク イリョウ タイオウ ジョウケン

				Ｑ6-1										診療報酬の点数が増えること シンリョウ ホウシュウ テンスウ フ

				Ｑ6-2										訪問看護尾の連携 ホウモン カンゴ オ レンケイ

				Ｑ6-3										病院との連携 ビョウイン レンケイ

				Ｑ6-4										在宅療養支援診療所と小児科医とのグループ診療 ザイタク リョウヨウ シエン シンリョウジョ ショウニ カ イ シンリョウ

				Ｑ6-5										在宅療養支援診療所に助言や相談を求めることができること ザイタク リョウヨウ シエン シンリョウジョ ジョゲン ソウダン モト

				Ｑ6-6										小児科医に助言や相談を求めることができること ショウニ カ イ ジョゲン ソウダン モト

				Ｑ6-7										経験のある医師がいること ケイケン イシ

				Ｑ6-8										研修などの自己のスキルアップ ケンシュウ ジコ

				Ｑ6-9										その他 タ

		Ｑ7		7.重症心身障害児（者）の方に対する医療、在宅生活等についてお気づきのことなど、ご自由にお書きください ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ カタ タイ イリョウ ザイタク セイカツ ナド キ ジユウ カ



		承諾可否 ショウダク カヒ		診療所名 シンリョウジョ メイ		電話番号 デンワ バンゴウ		郵便番号 ユウビンバンゴウ		所在地 ショザイチ		電話番号 デンワ バンゴウ		Ｑ１　1.医療ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する外来診療について、以下の医療行為に対応できますか。																								Ｑ２　2.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する往診及び訪問診療について、以下の医療行為に対応できますか																						Ｑ3		Ｑ4		Ｑ5		Ｑ6　6.重症心身障害児（者）在宅医療に対応できるようになるための条件はなんですか																		Ｑ7重症心身障害児（者）の方に対する医療、在宅生活等についてお気づきのことなど、ご自由にお書きください

														Ｑ1-1		Ｑ1-2		Ｑ1-3		Ｑ1-4		Ｑ1-5		Ｑ1-6		Ｑ1-7		Ｑ1-8		Ｑ1-9		Ｑ1-10		Ｑ1-11				Ｑ2-1		Ｑ2-2		Ｑ2-3		Ｑ2-4		Ｑ2-5		Ｑ2-6		Ｑ2-7		Ｑ2-8		Ｑ2-9		Ｑ2-10		Ｑ2-11								Ｑ6-1		Ｑ6-2		Ｑ6-3		Ｑ6-4		Ｑ6-5		Ｑ6-6		Ｑ6-7		Ｑ6-8		Ｑ6-9

		否 ヒ		不明 フメイ						不明 フメイ		不明 フメイ		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		7		0		0

		否 ヒ		不明 フメイ						不明 フメイ		不明 フメイ		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		1		1		0		0		0		1		0

		否 ヒ		不明 フメイ						不明 フメイ		不明 フメイ		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		不明 フメイ						不明 フメイ		不明 フメイ		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		0

		否 ヒ		不明 フメイ						不明 フメイ		不明 フメイ		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		否 ヒ		不明 フメイ						不明 フメイ		不明 フメイ		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		0		1		0

		否 ヒ		不明 フメイ						不明 フメイ		不明 フメイ		1		1		2		2		2		2		2		2		1		2		1				1		1		2		2		2		2		2		2		1		2		1		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		その他：各種の健康的処置の管理ができるかどうか。その訓練を受けているかどうかです。 タ カクシュ ケンコウテキ ショチ カンリ クンレン ウ

		否 ヒ		不明 フメイ						不明 フメイ		不明 フメイ		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		0		0		1		0		0

		否 ヒ		不明 フメイ						不明 フメイ		不明 フメイ		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		その他:スタッフ不足（医師、看護師、介助者）スペース不足 タ フソク イシ カンゴシ カイジョシャ フソク

		否 ヒ		宇都宮市保健所 ウツノミヤシ ホケンジョ				321-0974		宇都宮市竹林町972				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		その他：保健所は直接的な医療サービスを行っていないことから、今後も対応は行わない タ ホケンジョ チョクセツ テキ イリョウ オコナ コンゴ タイオウ オコナ

		承諾 ショウダク		深谷医院 フカヤ イイン		0285-75-0007 		321-4502		真岡市物井1268-7				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		1				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		1		2		2		2		0		0		1		1		0		0		0		0		0

		否 ヒ		こどもクリニックしまむら				326-0822		足利市田中町908-4				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		かしま産婦人科 サンフジンカ		0284-65-0341		326-0844		足利市鹿島町501-1				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		婦人科疾患（不正性器出血/帯下/外陰掻痒等）については外来対応させて頂いております フジンカ シッカン フセイ セイキ シュッケツ タイゲ ガイイン カ カユ ナド ガイライ タイオウ イタダ

		否 ヒ		医療法人雄仁会　奥山医院 イリョウ ホウジン ユウジン カイ オクヤマ イイン				322-0065		鹿沼市上材木町2320				1		3		3		3		3		3		1		3		3		2		2				1		3		2		3		2		3		1		3		3		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		1		1		0		0

		否 ヒ		水沼医院 ミズヌマ イイン				321-0628		那須烏山市金井1-14-8				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		3				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		飯野医院				321-4539		真岡市長沼730-1				3		2		2		2		2		3		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		おおきこどもクリニック		0285-41-0025 		329-0207		小山市美しが丘3-35-3				1		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		宇都宮市子ども発達センター診療所 ウツノミヤシ コ ハッタツ シンリョウジョ		028-647-4720		320-0851		栃木県宇都宮市鶴田町970-1				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		その他：子ども発達センター内の療育を利用する児の診療所であるため タ コ ハッタツ ナイ リョウイク リヨウ ジ シンリョウジョ

		承諾 ショウダク		中川医院 ナカガワ イイン		0287-62-0040		325-0057		那須塩原市黒磯幸町6-27				3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		1		0		1		0

		否 ヒ		ももやこどもクリニック				321-0118		宇都宮市インターパーク3-6-1				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		1		0		0		0		0		0

		否 ヒ		阿久津医院 アクツ イイン				329-1226		高根沢町大谷176-1 タカネザワマチ オオタニ				1		1		2		2		2		3		2		2		3		3		3				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		1		0		0		0		1		0		0

		否 ヒ		伊保内診療所 イホ ナイ シンリョウジョ				327-0034		佐野市伊保内町3841-1				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		1		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		にじいろこども診療所 シンリョウジョ		0285-44-7716		329-0414		下野市小金井4-1-1				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		0		1		1		0

		否 ヒ		戸野塚内科医院 トノヅカ ナイカ イイン				323-0064		小山市下石塚471				3		3		3		3		3		1		1		1		1		3		1				3		3		3		3		3		1		1		1		1		3		1		3		3		4		0		0		1		0		0		1		1		1		0

		否 ヒ		賀川診療所 カガワ シンリョウジョ				326-0843		足利市五十部町1785				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		1		0		1		0		0

		承諾 ショウダク		豊郷台クリニック ユタカ ゴウ ダイ		028-643-8998		320-0003		宇都宮市豊郷台2-21-3		028-643-8998（FAX8999）		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1				1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		2		0		1		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		いとうこどもクリニック		0289-63-5566		322-0025		鹿沼市緑町2-2-29				1		1		3		3		2		2		3		2		2		3		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		0		0		1		1		0

		承諾 ショウダク		清原台こどもクリニック キヨハラ ダイ		028-305-6017		321-3223		宇都宮市清原台2-4-14				1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		その他：医師、看護師の増員 タ イシ カンゴシ ゾウイン

		否 ヒ		阿部医院				324-0032		大田原市佐久山2018 オオタワラシ サクヤマ		0287-28-0053（FAX0287-28-2112）		1		1		2		2		2		2		1		2		1		2		1				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		4		0		1		1		0		1		0		0		1		0

		否 ヒ		中元内科医院 ナカモト ナイカ イイン				328-0027		栃木市今泉町2-10-18				1		3		2		2		2		3		2		2		3		2		3				3		3		2		2		2		3		2		2		3		2		3		2		2		2		0		0		1		0		1		0		0		1		0		①重症心身障害者の重症度の程度問題　②家庭の受け入れ問題、経済的負担 ジュウショウ シンシン ショウガイシャ ジュウショウ ド テイド モンダイ カテイ ウ イ モンダイ ケイザイテキ フタン

		否 ヒ		布川小児科 フカワ ショウニ カ				322-0036		鹿沼市下田町2-1099				1		1		3		3		2		3		2		2		2		3		3				1		1		3		3		2		3		2		2		2		2		3		2		2		2		0		1		1		1		0		0		1		1		0

		否 ヒ		ちづかクリニック				328-0133		栃木市大森町445-4		0282-31-3750		3		3		3		3		2		3		2		2		2		2		3				3		3		3		3		2		3		2		2		2		2		3		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		多島医院 タジマ イイン				321-1524		日光市足尾町赤沢21-28				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		否 ヒ		篠崎内科クリニック シノザキ ナイカ				321-3223		宇都宮市清原台6-1-13				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		否 ヒ		和久医院 ワク イイン				321-3324		芳賀町西水沼119-1				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		否 ヒ		近藤クリニック コンドウ				321-0634		那須烏山市野上町637-2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		0		0		0		0		1		0		0

		否 ヒ		高根沢内科クリニック タカネザワ ナイカ				321-4305		真岡市荒町2-11-1				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		岡田こどもクリニック オカダ				327-0832		佐野市植上町1408-2				1		3		3		3		3		2		3		2		3		3		3				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		0		0		0		0		0		往診医療ができたらと考えていた時もありましたが、現在は物理的に困難で申し訳ありません
重心のお子さんの通院所と個別の相談で応じる可能性はあります オウシン イリョウ カンガ トキ ゲンザイ ブツリテキ コンナン モウ ワケ ジュウシン コ ツウイン ジョ コベツ ソウダン オウ カノウセイ

		否 ヒ		真岡メディカルクリニック モオカ				321-4305		真岡市荒町3-49-6				3		3		3		3		3		3		3		3				3		3				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		0		0		0		1		1		0

		否 ヒ		いしだ整形外科 セイケイ ゲカ				321-0912		宇都宮市石井町3236-1				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		山中クリニック ヤマナカ				327-0835		佐野市植下町2468				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		1		1		0		0		1		0		0

		否 ヒ		医療法人　寿幸会　吉野医院 イリョウ ホウジン コトブキ サチ カイ ヨシノ イイン				320-0014		宇都宮市大曽4-9-11				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		1		1		0		0		1		0		0

		否 ヒ		柳田産婦人科・小児科医院 ヤナギダ サンフジンカ ショウニカ イイン				321-4361		真岡市並木町4-5-3				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		0

		否 ヒ		石田消化器科・内科クリニック イシダ ショウカキ カ ナイカ				321-0216		壬生町壬生丁259-7				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		1		0		0		0		0		0

		否 ヒ		赤羽胃腸科・外科・肛門科医院 アカバネ イチョウカ ゲカ コウモンカ イイン				324-0052		大田原市城山2-5-29				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		医療法人　文仁会　扶桑医院 イリョウ ホウジン ブン ジン カイ フソウ イイン				323-0016		小山市扶桑1-2-1				1		3		3		3		2		2		3		2		3		3		3				3		3		3		2		2		2		3		2		3		2		3		2		2		2		0		0		1		1		0		0		1		1		0

		否 ヒ		馬場医院 ババ イイン				327-0043		佐野市君田町35				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		否 ヒ		井戸川クリニック イドガワ				326-0331		足利市福富町2096-1				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		0		0		1		0		0		0

		否 ヒ		鎌田浅香医院 カマタ アサカ イイン				324-0043		大田原市浅香3-3-9				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		0		1		0		0		0		0		0		0		高額医療はひかえています。悪質ととらえられますので!! コウガク イリョウ アクシツ

		否 ヒ		山門クリニック ヤマカド				328-0031		栃木市日の出町6-35				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		0		0		0		1		0

		否 ヒ		新村ファミリークリニック ニイムラ				328-0011		栃木市大宮町2120-11				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		宇都宮東部クリニック ウツノミヤ トウブ				321-3223		宇都宮市清原台5-14-19				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1

		否 ヒ		車田医院 クルマダ イイン				324-0242		大田原市大豆田457-24				3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3				3		3		3		3		3		0		2		2		3		3		3		2		2		2		0		0		1		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		にがみどう内科クリニック ナイカ				322-0003		鹿沼市仁神堂町351-26				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		松谷内科胃腸科クリニック マツヤ ナイカ イチョウカ				321-3304		芳賀町祖母井1708-17				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		1		0		0

		否 ヒ		まなか医院 イイン				329-1225		高根沢町石末２０９３－１０				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		植木医院 ウエキ イイン				329-2224		塩谷町金枝950				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		1		2		2		2		2		3		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		0		0		0		0		0

		否 ヒ		大岡医院 オオオカ イイン				320-0047		宇都宮市一の沢274-7				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		川野クリニック カワノ				329-1112		宇都宮市上田原町660-6				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		0		1		0

		否 ヒ		陣内医院 ジンナイ イイン				321-0225		壬生町本丸1-7-10		0282-82-0242		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		1		0

		否 ヒ		船越医院 フナコシ イイン				328-0111		栃木市都賀町家中5986-6				1		1		2		2		2		2		2		2		3		2		3				1		1		2		2		2		2		2		2		3		2		3		2		2		2		0		1		1		0		1		1		0		1		0

		否 ヒ		林クリニック ハヤシ				321-0158		宇都宮市西川田本町1-8-29				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		0		0		0		0		0

		否 ヒ		河島医院 カワシマ イイン				329-3436		那須郡那須町伊王野1503				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		松本内科医院 マツモト ナイカ イイン				321-0226		壬生町中央町6-37				3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		否 ヒ		佐藤医院 サトウ イイン				329-2728		栃木県那須塩原市西栄町7-16 ３２９－２７２８		0287-36-0147		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1

		否 ヒ		渡部医院 ワタナベ イイン				329-3153		那須塩原市大原間140-1 ナスシオバラ シ オオハラマ				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		宇都宮市保健センター ウツノミヤシ ホケン				321-0964		宇都宮市駅前通り1-4-6				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		0

		否 ヒ		川村医院 カワムラ イイン				321-2522		日光市鬼怒川温泉大原1396-20				1		1		3		1		3		1		3		2		3		3		3				3		3		3		3		3		3		2		2		3		3		3		2		2		2		0		0		1		0		0		1		1		0		0

		否 ヒ		ほうずみ整形外科内科小児科医院				320-0047		宇都宮市一の沢2-1-43				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		小島内科医院 コジマ ナイカ イイン				321-0168		宇都宮市東原町5-3				3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		1		0		0		0		0

		否 ヒ		那須高原クリニック ナス コウゲン				329-3131		那須塩原市唐杉31-2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		サンフラワークリニック				323-0808		小山市出井1936				3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		昌平町こどもクリニック ショウヘイ マチ				326-0813		足利市昌平町2368				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		①中心となる施設へ患者が訪問するように、移動手段・補助（人、お金）を考えるべき。どうしても動けない、動かせない人のみ専門職（医者以外）が訪問しIT技術等で必要に応じてセンター施設のスペシャリストと連絡し治療（入院‥）の判断をし実行する。
②既存の人・技術・施設を日曜大工的発想で組み合わせて、システムを構築することには賛成できない。現状をどうにかするための方策でなく、医療の公正（正義）を行うためにどうすべきかを考えるべきだと思う チュウシン シセツ カンジャ ホウモン イドウ シュダン ホジョ ヒト カネ カンガ ウゴ ウゴ ヒト センモン ショク イシャ イガイ ホウモン ギジュツナド ヒツヨウ オウ シセツ レンラク チリョウ ニュウイン ハンダン ジッコウ キゾン ヒト ギジュツ シセツ ニチヨウ ダイク テキ ハッソウ ク ア コウチク サンセイ ゲンジョウ ホウサク イリョウ コウセイ セイギ オコナ カンガ オモ

		否 ヒ		赤田診療所 アカダ シンリョウジョ				329-2743		那須塩原市南赤田321-1192				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		手塚内科 テヅカ ナイカ				321-0966		宇都宮市今泉3-12-12				3		3		2		2		2		2		2		2		1		3		3				3		3		2		2		2		2		2		2		3		3		3		2		2		2		0		1		1		0		1		0		1		0		0		今まで具体的な症例に会っていません イマ グタイテキ ショウレイ ア

		否 ヒ		板橋医院 イタバシ イイン				327-0803		佐野市犬伏新町1308-2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		1		1		0

		否 ヒ		倉増医院 クラ マ イイン				320-0856		宇都宮市砥上町675-1				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		その他：人材の確保 タ ジンザイ カクホ

		否 ヒ		もてぎの森メディカルプラザ				321-3541		茂木町烏生田下郷330				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		宮澤クリニック ミヤザワ				329-0412		下野市柴291-2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		金澤医院 カナザワ イイン				325-0052		那須塩原市中央町1-8				1		1		2		2		2		1		2		2		2		2		2				1		1		2		2		2		1		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		つるたfamilyクリニック				320-0857		宇都宮市鶴田1-17-23				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		フォレストサイドクリニック				321-0152		宇都宮市西川田6-6-17		028-684-2775		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		今野内科胃腸科医院 コンノ ナイカ イチョウカ イイン				321-0151		宇都宮市西川田町933-1		028-645-6121		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		1		1		1		0

		否 ヒ		小島原医院 コジマ ハラ イイン				329-1104		宇都宮市下岡本町4075				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		1		0

		否 ヒ		永田内科眼科医院 ナガタ ナイカ ガンカイ イン				321-0982		宇都宮市御幸ヶ原町136-9		028-662-6774		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		1		0

		否 ヒ		大栗医院 オオクリ イイン				320-0034		宇都宮市泉町1-27				3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1

		否 ヒ		星小児科医院 ホシ ショウニカ イイン				321-0346		宇都宮市下荒針町3588-2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		金子内科医院 カネコ ナイカ イイン				320-0032		宇都宮市昭和1-1-31				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		否 ヒ		石川医院 イシカワ イイン				322-0015		栃木県鹿沼市上石川1-319 ３２２－００１５		0289-76-3145		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		当方では特別養護老人ホームの嘱託医を兼ねておりますため、24時間体制での診察となっております。今回のアンケートに対しましては、オーバーワークにつき協力いたしかねます。 トウホウ トクベツ ヨウゴ ロウジン ショクタクイ カ ジカン タイセイ シンサツ コンカイ タイ キョウリョク

		否 ヒ		しみずファミリークリニック				321-0951		宇都宮市越戸3-15-27				1		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		0		0		0		0		0

		否 ヒ		岡医院 オカ イイン				321-1403		日光市下鉢石町997-1				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		1		1		0		そもそも開業の小児科医が少ないうえに、在宅医療をやっている小児科はほとんどいないのが現状。以前、在宅の重症心身障害児の訪問診療を頼まれて行ったことがあるが、大人の訪問診療と勝手が違う為、内科医にはハードルが高いと感じた。是非、近くの小児科の先生に少しでも取り組んでもらうしかないかと思います。 カイギョウ ショウニ カ イ スク ザイタク イリョウ ショウニカ ゲンジョウ イゼン ザイタク ジュウショウ シンシン ショウガイジ ホウモン シンリョウ タノ オコナ オトナ ホウモン シンリョウ カッテ チガ タメ ナイカ イ タカ カン ゼヒ チカ ショウニカ センセイ スコ ト ク オモ

		否 ヒ		風見診療所 カザミ シンリョウジョ				329-2335		塩谷町上平27				3		3		1		3		2		3		3		2		1		3		3				3		1		1		3		2		2		3		3		2		1		3		3		2		2		0		1		1		0		1		0		1		1		0

		否 ヒ		土谷医院 ツチヤ イイン				321-0136		宇都宮市みどり野町14-3				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		1		0

		否 ヒ		遠藤小児科 エンドウ ショウニカ				321-0982		宇都宮市御幸ヶ原町224-10				1		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		1		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		油布医院 ユフ イイン				321-0414		宇都宮市中里町175-8				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		1		0

		承諾 ショウダク		さいとう小児科 ショウニカ		0282-22-0757 		328-0015		栃木市万町30番16号		0282-22-0757		1		1		3		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		1		0

		承諾 ショウダク		冨塚メデｲカルクリニック		028-666-2555		321-2116		宇都宮市徳次郎町888				1		1		2		2		2		2		2		2		1		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0		なるべく協力したいが、現在当院副院長が体調悪く、休養中のため困難となっています。 キョウリョク ゲンザイ トウイン フクインチョウ タイチョウ ワル キュウヨウチュウ コンナン

		承諾 ショウダク		山浦内科医院		0284-21-6653 		326-0843		足利市五十部町1256-5				1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3				1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		4		1		1		1		0		0		0		1		0		0

		承諾 ショウダク		小倉医院		0282-82-0057		321-0227		壬生町通町10-5				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		承諾 ショウダク		飯岡小児科		0289-65-3257		322-0074		鹿沼市日吉町569-2				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		3				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		3		2		2		2		0		0		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		角田内科医院		0285-53-5665 		329-0511		下野市石橋549				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		1		1		1		1		1		0		0

		承諾 ショウダク		おかべこどもクリニック		0285-40-7300 		329-0433		下野市緑5-17-12				3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		くろばね齋藤醫院		0287-54-0031		324-0233		大田原市黒羽田町612				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		1		0

		承諾 ショウダク		立花医院		0287-72-0311		325-0003		那須郡那須町寺子乙3967-190				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		その他：スタッフの充実　　1～9すべて当てはまります タ ジュウジツ ア

		承諾 ショウダク		さいとうハート＆キッズクリニック		0287-53-7979		324-0043		大田原市浅香1-4-3				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		1		0

		承諾 ショウダク		小山すぎの木クリニック		0285-30-3456		323-0806		小山市中久喜1131-1				1		1		1		1		1		1		2		2		2		1		1				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		4		1		1		0		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		有村小児科医院		028-656-7207		321-0912		宇都宮市石井町3128-11		028-656-7207		1		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		1		0		1		1		0		無床の診療所の小児科医としては、急性疾患（特に感染症が多く）への対応が中心です。時間に追われています。予防接種については、時間枠をとって対応できます。一次診療についても、訪問看護との連携等があれば対応可能な場合があります。（例えば点滴投薬等）現時点では往診は無理ですが。 ムショウ シンリョウジョ ショウニ カ イ キュウセイ シッカン トク カンセンショウ オオ タイオウ チュウシン ジカン オ ヨボウ セッシュ ジカンワク タイオウ イチジ シンリョウ ホウモン カンゴ レンケイ トウ タイオウ カノウ バアイ タト テンテキ トウヤク ナド ゲンジテン オウシン ムリ

		承諾 ショウダク		吉永医院		0285-63-2303		321-3564		茂木町増井190-1				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		1		1		0		0		0

		承諾 ショウダク		あさかクリニック		0287-22-2601		324-0043		大田原市浅香3-3711				1		1		2		2		2		2		1		1		2		2		2				1		1		2		2		2		2		1		1		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		坪水医院		0283-62-0265		327-0312		佐野市栃本町2241				1		1		3		3		3		3		3		3		1		3		3				1		1		3		3		3		3		3		3		1		3		3		3		3		3		0		1		1		0		0		0		0		1		0		若い頃、町田市にある重度心身障害者の施設にボランティアで行き、足で書いたお手紙をもらって感動しました。何かのお役にたてればと思いますが、現在実態がよく分かりません。 ワカ コロ マチダシ ジュウド シンシン ショウガイシャ シセツ イ アシ カ テガミ カンドウ ナニ ヤク オモ ゲンザイ ジッタイ ワ

		承諾 ショウダク		こどもヶ丘診療所		028-615-1077		321-0151		宇都宮市西川田町183-21				1		1		3		3		3		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		1		0		1		1		0

		承諾 ショウダク		竹田内科小児科クリニック		0282-29-1233		328-0011		栃木市大宮町52番地		0282-29-1233		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		0		1		1		1		0		0		1		0

		承諾 ショウダク		すながクリニック		0284-44-7211		326-0015		足利市八椚町494-1　				1		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		1		1		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		片山医院		028-661-9764		321-0944		宇都宮市東峰町3008-21				1		1		2		2		2		1		2		2		2		2		2				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		4		0		1		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		稲毛クリニック		0283-25-2566		327-0103		佐野市石塚町893-1				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		1		1		1		1		1		その他：当クリニックでは勤務医での診療のみを行っており、重症心身障害児に対応できるシステムはととのっておらず、申し訳ありません。 タ トウ キンムイ シンリョウ オコナ ジュウショウ シンシン ショウガイジ タイオウ モウ ワケ

		承諾 ショウダク		小川こどもクリニック		0289-74-5421		322-0027		鹿沼市貝島町5006-2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		くさの小児科		0284-73-7000		326-0335		足利市上渋垂町338-3				3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		みやの杜クリニック　		028-683-7811		321-0904		宇都宮市陽東2-4-5				1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1				3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		1		0		0		1		0		0		1		0		0		0		Q2訪問診療のみ対応可 ホウモン シンリョウ タイオウ カ

		承諾 ショウダク		にいたに内科　		028-675-6515		329-1231		塩谷郡高根沢町宝石台 3-3-19				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1

		承諾 ショウダク		よこやま内科小児科クリニック		0282-24-8102		328-0075		栃木市箱森町38-70				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		さいとうクリニック		0287-39-1805		329-2724		那須塩原市西幸町7-13				1		1		3		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		0		0		0		0		1		その他：現在の診療所での診療との兼ね合いが困難であり、複数の医師や看護師が必要 タ ゲンザイ シンリョウジョ シンリョウ カ ア コンナン フクスウ イシ カンゴシ ヒツヨウ

		承諾 ショウダク		桜井消化器科・内科		028-643-0870		320-0073		宇都宮市細谷1-7-38				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		承諾 ショウダク		佐藤医院		0287-96-2841		324-0501		那須郡那珂川町小川2960-1				1		1		3		3		2		3		3		2		1		1		1				1		1		3		3		2		3		3		2		1		1		1		3		3		4		0		1		1		1		0		1		0		0		0

		承諾 ショウダク		大根田内科医院		028-624-6322		320-0072		宇都宮市若草3-4-22				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		0		0		0		0		0		0		0		当方の医師が高齢であり、しかもスタッフがそろっていないので在宅医療は無理なので、ましてや重症心身障害者においておやです。 トウホウ イシ コウレイ ザイタク イリョウ ムリ ジュウショウ シンシン ショウガイシャ

		承諾 ショウダク		医療法人　赤羽病院		028-661-5446		321-0904		宇都宮市陽東7-2-2				1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3				3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		2		2		2		0		1		1		1		0		0		1		0		0

		承諾 ショウダク		田井の里クリニック		0285-81-6502		321-4301		真岡市西田井内外748-2				1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2				3		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		みずぬまクリニック		0287-39-1581		329-2751		那須塩原市東三島2-80-6				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		その他：在宅医療をやっていないので現状は無理である タ ザイタク イリョウ ゲンジョウ ムリ

		承諾 ショウダク		キッズクリニックはせがわ		0283-27-0200		327-0843		佐野市堀米町3946-6				1		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		その他：時間的余裕 タ ジカンテキ ヨユウ

		承諾 ショウダク		小森谷内科医院		0282-43-7327		329-4404		栃木市大平町富田4003-8				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		熊倉医院		0282-55-8425		329-4316		下都賀郡岩舟町新里180-1				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		いちはらファミリークリニック		028-612-8350		321-0414		宇都宮市中里町322				3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3				3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		1		2		0		1		1		1		0		1		0		1		0

		承諾 ショウダク		かとう小児科 ショウニカ		0282-82-7576		321-0218		壬生町落合3-7-30		 		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		福田こどもクリニック		028-659-8850		320-0852		栃木県宇都宮市下砥上町1545-20				1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3				1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		2		2		2		0		1		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		てらもと小児科		028-650-6636		321-0975		宇都宮市関堀町971-6				1		1		3		2		2		3		3		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		0		小児科医としてはもっと積極的に協力しなければいけないと思いますが、現在の我診療所の状態では不可能なことが多く残念です。 ショウニ カ イ セッキョクテキ キョウリョク オモ ゲンザイ ワガ シンリョウジョ ジョウタイ フカノウ オオ ザンネン

		承諾 ショウダク		木村内科医院		0288-22-7880		321-1264		日光市瀬尾497-1				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		承諾 ショウダク		こばやしファミリークリニック		0283-85-9900		327-0311		佐野市多田町566				1		1		1		1		3		1		1		2		1		1		1				1		1		1		1		3		1		1		3		1		1		1		3		3		2		0		1		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		あいファミリィクリニック足利 アシカガ		0284-22-3788		329-4213		足利市寺岡町505-1				1		1		1		1		1		1		1		3		1		1		1				1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		1		0		1		0		0		0		0		1		0

		承諾 ショウダク		腰塚医院		0282-62-2072		323-1104		栃木市藤岡町藤岡1845-10				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		1		1		1		1		0

		承諾 ショウダク		桜井こどもクリニック		0282-24-5987		328-0034		栃木市本町16-9				1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		承諾 ショウダク		神鳥谷クリニック		0285-22-7700		323-0827		小山市神鳥谷1-19-1		 		2		2		2		2		2		2		2		2		1		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		持田医院		0282-67-3661		329-0319		栃木市藤岡町中根115-5				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		4		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		田村医院		0282-43-3368		329-4423		栃木市大平町西水代1835-1				1		1		1		1		1		1		1		2		1		1		1				1		1		1		1		1		1		1		2		1		1		1		3		1		4		1		1		1		1		1		1		1		1		0		Q5.訪問看護、訪問リハビリテーションを利用 ホウモン カンゴ ホウモン リヨウ

		承諾 ショウダク		大橋内科クリニック		0282-82-8522		321-0219		壬生町福和田1003-1				1		1		2		2		2		3		2		2		2		2		3				1		1		2		2		2		3		2		2		2		2		3		3		3		2		0		1		1		0		0		0		0		1		0

		承諾 ショウダク		てらだファミリークリニック		028-654-2188		321-0132		宇都宮市雀の宮5-5-1				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		1		1		1		1		0

		承諾 ショウダク		あおい内科小児科ｸﾘﾆｯｸ		028-663-6000		321-0973		宇都宮市岩曽町1086-1				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		1		1		1		その他：往診時間の確保ができること タ オウシン ジカン カクホ

		承諾 ショウダク		飯塚医院		0287-92-2034		324-0613		那須郡那珂川町馬頭484-3				1		1		2		2		2		2		2		2		1		2		1				1		1		2		2		2		2		2		2		1		2		1		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		0

		承諾 ショウダク		やの小児科医院		0285-56-0280		329-0611		河内郡上三川町上三川3446-3				1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3				1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		2		2		2		0		1		1		1		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		仲嶋医院		028-681-7755		329-1311		さくら市氏家3245-17				3		3		3		3		2		3		3		3		3		2		3				3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		2		3		2		1		1		1		1		1		1		1		0		0		成人（18才以上）を対象に回答しました セイジン サイ イジョウ タイショウ カイトウ

		承諾 ショウダク		小林診療所		0285-82-3873		321-4369		真岡市熊倉3-10-7				1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		1				1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		1		2		2		2		0		1		0		0		0		1		0		0		0

		承諾 ショウダク		西真岡こどもクリニック		0285-81-7900		321-4341		真岡市高勢町3-205-1				1		1		1		3		1		1		1		1		1		3		3				1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		その他：現在おこなっています タ ゲンザイ

		承諾 ショウダク		鈴木医院		0285-72-2032		321-4217		益子町益子1747-2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		承諾 ショウダク		緑の屋根診療所		0283-20-2577		327-0843		佐野市堀米町1348-5				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		0		0		1		0		1		0		1		0		0		地域の社会資源が少ない。マンパワー不足 チイキ シャカイ シゲン スク ブソク

		承諾 ショウダク		ひがのクリニック		0285-74-0051 		321-4521		真岡市久下田941-1				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		豊郷中央渡辺内科　		028-622-8900		320-0004		宇都宮市長岡町1217-5				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		1				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		1		0		0

		承諾 ショウダク		きくちクリニック		028-683-3387		321-0903		宇都宮市下平出町614-2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		0		0

		承諾 ショウダク		サンレディースクリニック		0282-24-3541		328-0024		栃木市樋ノ口町504-1				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		医療法人　亀田内科		028-633-2884		320-0812		宇都宮市一番町1-28				1		1		1		2		2		1		2		2		2		2		1				1		1		1		2		2		1		2		2		2		2		1		3		3		3		0		0		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		越戸クリニック		028-660-6190		321-0951		宇都宮市越戸町139-6				1		1		2		2		2		3		2		2		2		2		3				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		佐藤内科		0285-53-1305		329-0511		下野市石橋839-14				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		承諾 ショウダク		グリムこどもクリニック		0285-51-1515		329-0502		下野市下古山2-6-17				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		事前連絡の上での一次診療、予防接種ですので、申し訳ありません。 ジゼン レンラク ウエ イチジ シンリョウ ヨボウ セッシュ モウ ワケ

		承諾 ショウダク		吉原医院		0288-21-0161		321-1261		日光市今市826-4				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		1		1		1		その他：設備 タ セツビ

		承諾 ショウダク		梅園医院		028-633-2869		320-0035		宇都宮市伝馬町3-28				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		1		0		0

		承諾 ショウダク		森田医院		028-633-1573		320-0861		宇都宮市西3-5-8				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		鈴木内科クリニック		028-655-1229		321-0139		宇都宮市若松原2-4-19				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		その他：24時間対応が必要となると考えますが、当院診療時間内の往診は難しいと考えます。 タ ジカン タイオウ ヒツヨウ カンガ トウイン シンリョウ ジカン ナイ オウシン ムズカ カンガ

		承諾 ショウダク		小松医院		0289-60-5515		322-0064		鹿沼市文化橋町2300-1				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		1		0		0		1		0



														1.医療ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する外来診療について、以下の医療行為に対応できますか。 イリョウ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ガイライ シンリョウ イカ イリョウ コウイ タイオウ																								2.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する往診及び訪問診療について、以下の医療行為に対応できますか イリョウテキ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ オウシン オヨ ホウモン シンリョウ イカ イリョウ コウイ タイオウ

														予防接種 ヨボウ セッシュ		一次診療
（経過観察、栄養観察を含む） イチジ シンリョウ ケイカ カンサツ エイヨウ カンサツ フク		経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ		経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ		中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ		酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ		気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ		人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ		尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ		人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ		褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ				予防接種 ヨボウ セッシュ		一次診療
（経過観察、栄養観察を含む） イチジ シンリョウ ケイカ カンサツ エイヨウ カンサツ フク		経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ		経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ		中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ		酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ		気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ		人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ		尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ		人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ		褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ

										1		できる		83		57		12		9		7		13		11		6		17		8		16		できる		39		29		8		6		5		9		9		6		10		7		12

										2		できない		55		80		127		134		142		130		136		146		131		137		124		できない		102		115		141		143		148		140		144		148		140		145		134

										3		要相談 ヨウ ソウダン		27		28		26		22		16		22		18		13		16		20		25		要相談 ヨウ ソウダン		24		21		16		16		12		15		12		11		15		13		19

																																																														0

														3.24時間、重症心身障害児（18歳未満）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイジ サイ ミマン イリョウ タイオウ

										1		できる		1

										2		できない		150

										3		要相談 ヨウ ソウダン		14

														4.24時間、重症心身障害者（18歳以上）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイシャ サイ イジョウ イリョウ タイオウ

										1		できる		3

										2		できない		150

										3		要相談 ヨウ ソウダン		12

														5.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する訪問リハビリてーションを提供していますか イリョウテキ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ホウモン テイキョウ

										1		提供している テイキョウ		1

										2		提供していない テイキョウ		152

										3		提供していないが対応は可能 テイキョウ タイオウ カノウ		4

										4		要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン		8

														6.重症心身障害児（者）在宅医療に対応できるようになるための条件はなんですか

										1		診療報酬の点数が増えること シンリョウ ホウシュウ テンスウ フ		24

										2		訪問看護尾の連携 ホウモン カンゴ オ レンケイ		73

										3		病院との連携 ビョウイン レンケイ		90

										4		在宅療養支援診療所と小児科医とのグループ診療 ザイタク リョウヨウ シエン シンリョウジョ ショウニ カ イ シンリョウ		43

										5		在宅療養支援診療所に助言や相談を求めることができること ザイタク リョウヨウ シエン シンリョウジョ ジョゲン ソウダン モト		28

										6		小児科医に助言や相談を求めることができること ショウニ カ イ ジョゲン ソウダン モト		26

										7		経験のある医師がいること ケイケン イシ		62

										8		研修などの自己のスキルアップ ケンシュウ ジコ		47

										9		その他 タ		21



できる	できない	要相談	3.24時間、重症心身障害児（18歳未満）の医療に対応ができますか	4.24時間、重症心身障害者（18歳以上）の医療に対応ができますか	5.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する訪問リハビリてーションを提供していますか	6.重症心身障害児（者）在宅医療に対応できるようになるための条件はなんですか	できる	できない	要相談	

病院

		Ｑ１		1.医療ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する外来診療について、以下の医療行為に対応できますか。 イリョウ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ガイライ シンリョウ イカ イリョウ コウイ タイオウ						1.医療ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する外来診療について、以下の医療行為に対応できますか。 イリョウ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ガイライ シンリョウ イカ イリョウ コウイ タイオウ

				Ｑ1-1						Ｑ1-1		予防接種 ヨボウ セッシュ

				Ｑ1-2						Ｑ1-2		一次診療
（経過観察、栄養観察を含む） イチジ シンリョウ ケイカ カンサツ エイヨウ カンサツ フク

				Ｑ1-3						Ｑ1-3		経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ

				Ｑ1-4						Ｑ1-4		経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ

				Ｑ1-5						Ｑ1-5		中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ

				Ｑ1-6						Ｑ1-6		酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ

				Ｑ1-7						Ｑ1-7		気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ

				Ｑ1-8						Ｑ1-8		人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ

				Ｑ1-9						Ｑ1-9		尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ

				Ｑ1-10						Ｑ1-10		人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ

				Ｑ1-11						Ｑ1-11		褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ

		Ｑ２		2.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する往診及び訪問診療について、以下の医療行為に対応できますか イリョウテキ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ オウシン オヨ ホウモン シンリョウ イカ イリョウ コウイ タイオウ						2.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する往診及び訪問診療について、以下の医療行為に対応できますか イリョウテキ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ オウシン オヨ ホウモン シンリョウ イカ イリョウ コウイ タイオウ

				Ｑ2-1						Ｑ2-1		予防接種 ヨボウ セッシュ

				Ｑ2-2						Ｑ2-2		経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ

				Ｑ2-3						Ｑ2-3		経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ

				Ｑ2-4						Ｑ2-4		中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ

				Ｑ2-5						Ｑ2-5		酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ

				Ｑ2-6						Ｑ2-6		気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ

				Ｑ2-7						Ｑ2-7		人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ

				Ｑ2-8						Ｑ2-8		尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ

				Ｑ2-9						Ｑ2-9		人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ

				Ｑ2-10						Ｑ2-10		褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ

		Ｑ3		3.24時間、重症心身障害児（18歳未満）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイジ サイ ミマン イリョウ タイオウ						3.24時間、重症心身障害児（18歳未満）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイジ サイ ミマン イリョウ タイオウ

				Ｑ3-1						Ｑ3-1		できる

				Ｑ3-2						Ｑ3-2		できない

				Ｑ3-3						Ｑ3-3		要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン

		Ｑ4		4.24時間、重症心身障害者（18歳以上）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイシャ サイ イジョウ イリョウ タイオウ						4.24時間、重症心身障害者（18歳以上）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイシャ サイ イジョウ イリョウ タイオウ

				Ｑ4-1						Ｑ4-1		できる

				Ｑ4-2						Ｑ4-2		できない

				Ｑ4-3						Ｑ4-3		要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン

		Ｑ5		5.重症心身障害児（者）のレスパイト入院に対応できますか ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ ニュウイン タイオウ						5.重症心身障害児（者）のレスパイト入院に対応できますか ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ ニュウイン タイオウ

				Ｑ5-1						Ｑ5-1		できる

				Ｑ5-2						Ｑ5-2		できない

				Ｑ5-3						Ｑ5-3		要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン

		Ｑ6		6.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する訪問リハビリテーションを提供していますか イリョウテキ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ホウモン テイキョウ						6.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する訪問リハビリテーションを提供していますか イリョウテキ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ホウモン テイキョウ

				Ｑ6-1						Ｑ6-1		提供している テイキョウ

				Ｑ6-2						Ｑ6-2		提供していない テイキョウ

				Ｑ6-3						Ｑ6-3		提供していないが対応は可能 テイキョウ タイオウ カノウ

				Ｑ6-4						Ｑ6-4		要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン

		Ｑ7		7.平成26年度において、以下における長期入院児（6ヶ月以上）の患者数は何名ですか（「原疾患」及び「長期入院理由」について、複数の理由がある場合は、主な理由を選んでください） ヘイセイ ネンド イカ チョウキ ニュウイン ジ ゲツイジョウ カンジャスウ ナンメイ ゲンシッカン オヨ チョウキ ニュウイン リユウ フクスウ リユウ バアイ オモ リユウ エラ						7.平成26年度において、以下における長期入院児（6ヶ月以上）の患者数は何名ですか（「原疾患」及び「長期入院理由」について、複数の理由がある場合は、主な理由を選んでください） ヘイセイ ネンド イカ チョウキ ニュウイン ジ ゲツイジョウ カンジャスウ ナンメイ ゲンシッカン オヨ チョウキ ニュウイン リユウ フクスウ リユウ バアイ オモ リユウ エラ

				※個別シートにて対応 コベツ タイオウ						※個別シートにて対応 コベツ タイオウ

		Q8		8.重症心身障害児（者）に対する相談窓口はありますか ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ソウダン マドグチ

										1		ある

										2		ない

		Q9		9.重症心身障害児（者）の方に対する医療、在宅生活等についてお気づきのことなど、ご自由にお書きください。 ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ カタ タイ イリョウ ザイタク セイカツ ナド キ ジユウ カ

		承諾可否 ショウダク カヒ		診療所名 シンリョウジョ メイ		電話番号 デンワ バンゴウ		郵便番号 ユウビンバンゴウ		所在地 ショザイチ		Ｑ1.医療ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する外来診療について、以下の医療行為に対応できますか																						Ｑ２医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する往診及び訪問診療について、以下の医療行為に対応できますか																				Ｑ3		Ｑ4		Ｑ5		Q6		Ｑ7		8.重症心身障害児（者）に対する相談窓口はありますか										Q9

												予防接種 ヨボウ セッシュ		一次診療
（経過観察、栄養観察を含む） イチジ シンリョウ ケイカ カンサツ エイヨウ カンサツ フク		経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ		経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ		中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ		酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ		気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ		人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ		尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ		人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ		褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ		予防接種 ヨボウ セッシュ		経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ		経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ		中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ		酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ		気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ		人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ		尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ		人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ		褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ												有無 ウム		部署名・職名 ブショ メイ ショクメイ		ご担当者氏名 タントウシャ シメイ		連絡先TEL レンラクサキ		連絡先MAIL レンラクサキ

		否 イナ		野木病院		0280-57-1011		329-0101		下都賀郡野木町友沼5320-2		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		2

		否 イナ		今市病院		0288-22-2200		321-1261		日光市今市381		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		2

		否 イナ		黒須病院　		028-682-8811		329-1311		さくら市氏家2650		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		2		2		別紙参照 ベッシ サンショウ		1		病診連携室・社会福祉士 ビョウシンレンケイ シツ シャカイ フクシ シ		井上雅晶 イノウエ マサアキ		028-682-8811（代表）
028-681-5551（直通） ダイヒョウ チョクツウ		byo-renkei@kurosu-hospital.jp

		否 イナ		日光市民病院		0288-50-1188		321-1441		日光市清滝安良沢町1752-10		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		2										小児科常務医がいないため、小児科非常勤医師在院時のみ相談可能と考えます ショウニカ ジョウム イ ショウニカ ヒジョウキン イシ ザイイン ジ ソウダン カノウ カンガ

		否 イナ		国際医療福祉大学塩谷病院　		0287-44-1155		329-2145		矢板市富田77		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		2

		否 イナ		那須南病院		0287-84-3911		321-0621		栃木県那須烏山市中央3-2-13		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		2		2		なし		1		医療福祉相談医療連絡室 イリョウ フクシ ソウダン イリョウ レンラク シツ		原健二 ハラ ケンジ		0287-84-3911

		承諾 ショウダク		西方病院		0282-92-2323		322-0601		栃木県上都賀郡西方町金崎273-3		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		1		西方病院地域連携室 ニシカタ ビョウイン チイキ レンケイ シツ				0282-25-7310		nishikata-renkei@cc9.ne.jp

		承諾 ショウダク		新小山市民病院		0285-36-0200		323-0827		栃木県小山市神鳥谷2251-1 ３２３－０８２７		1		1		3		2		2		2		2		2		2		2		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		2		なし		1		医療相談室保健師 イリョウ ソウダンシツ ホケンシ		多賀谷邦子 タガヤ クニコ		0285-36-0256		soudan@hospital.oyama.tochigi.jp		重症心身障害児（者）の方々の外来診察は随時受け入れておりますが、特に障害児の入院についてはまだ十分に対応できる体制になっておりません。そのため、今回のガイドマップの内容で受け入れ可能な項目が少なく申し訳ありません。相談については、幅広く承っております。 ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ カタガタ ガイライ シンサツ ズイジ ウ イ トク ショウガイジ ニュウイン ジュウブン タイオウ タイセイ コンカイ ナイヨウ ウ イ カノウ コウモク スク モウ ワケ ソウダン ハバヒロ ウケタマワ

		承諾 ショウダク		小山厚生病院		0285-22-1105		323-0031		栃木県小山市八幡町2-10-6		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		2		なし		1		看護師長 カンゴシ チョウ		横家よね子 ヨコ イエ コ		0285-22-1105
0285-24-9890				在宅生活困難者につき当院では入院で対応させていただくことが多いです。 ザイタク セイカツ コンナン シャ トウイン ニュウイン タイオウ オオ

		承諾 ショウダク		石橋総合病院		0285-53-1134		329-0511		栃木県下野市石橋628		1		1		1		1		1		1		1		2		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		1		なし		1		地域医療連携部 チイキ イリョウ レンケイ ブ		（部長）岩崎さゆり ブチョウ イワサキ		0285-53-1134		ishibashi-renkei@yushikai.jp

		承諾 ショウダク		下都賀総合病院		0282-22-2551		328-0044		栃木県栃木市富士見町5-32		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		3		なし		1		医療福祉相談室 イリョウ フクシ ソウダンシツ		MSWが3人おります ニン		0282-22-2551

		承諾 ショウダク		とちの木病院		0282-22-7722		328-0071		栃木県栃木市大町39-5		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		2

		承諾 ショウダク		自治医科大学附属病院　		0285-44-2111		329-0498		下野市薬師寺3311-1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		2		3		2		別紙参照 ベッシ サンショウ		1		地域医療連携部（看護師） チイキ イリョウ レンケイ ブ カンゴシ		黒田　光恵 クロダ ミツエ		0285-44-2111		mazuek@jichi.ac.jp		在宅医療を充実させていただくうえで、往診医や地域の開業医の先生方との連携強化やスタッフの充実が望まれると思います。 ザイタク イリョウ ジュウジツ オウシン イ チイキ カイギョウイ センセイガタ レンケイ キョウカ ジュウジツ ノゾ オモ

		承諾 ショウダク		済生会宇都宮病院		028-626-5500		321-0974		宇都宮市竹林町911-1		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		2		別紙参照 ベッシ サンショウ		1		地域連携課 チイキ レンケイ カ		荻津　守 オギツ カミ		028-626-5500

		承諾 ショウダク		足利赤十字病院		0284-21-0121		326-0843		栃木県足利市五十部町284-1		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		3		1		2		別紙参照 ベッシ サンショウ		1		事務部医事課社会福祉士 ジム ブ イジ カ シャカイ フクシ シ		布施　麻由実 フセ マユミ		0284-20-1307				医療依存度の高い患者様が自宅へ退院する場合、利用できる社会資源が限られており、デイサービスやリハビリテーション、ショートステイなどのサービスを本人、ご家族様のニーズに合わせて利用していただくことが困難なケースが多々あります。（例：家族としては週２回以上リハビリに本人を通わせたいと考えているが、リハビリテーション事業所としては利用者数も多いため、週1回の対応が限度と考えている場合など）今回のアンケート調査を機に、各地域の社会資源の情報を整理し、なるべくニーズに合わせて、多くの方に適切にサービスを利用していただける環境を構築できればと思っております。よろしくお願いいたします。 イリョウ イゾンド タカ カンジャサマ ジタク タイイン バアイ リヨウ シャカイ シゲン カギ ホンニン カゾク サマ ア リヨウ コンナン タタ レイ カゾク シュウ カイイジョウ ホンニン カヨ カンガ ジギョウショ リヨウシャ スウ オオ シュウ カイ タイオウ ゲンド カンガ バアイ コンカイ チョウサ キ カクチイキ シャカイ シゲン ジョウホウ セイリ ア オオ カタ テキセツ リヨウ カンキョウ コウチク オモ ネガ

		承諾 ショウダク		獨協医科大学病院		0282-86-1111		321-0293		下都賀郡壬生町大字北小林880		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		3		2		別紙参照 ベッシ サンショウ		1		地域医療連携センター医療福祉相談室 チイキ イリョウ レンケイ イリョウ フクシ ソウダンシツ				0282-87-2185

		承諾 ショウダク		あしかがの森足利病院		0284-91-0611		326-0011		足利市大沼田町615		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		1		2		別紙参照 ベッシ サンショウ		1		メディカルソーシャルワーカー		福地　哲郎 フクチ テツロウ		0284-91-0611		soudan@hshikagu-hospital.or.jp

		承諾 ショウダク		JCHO　うつのみや病院		028-653-1001		321-0143		宇都宮市南高砂町11-17		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		2

		承諾 ショウダク		菅又病院　		028-676-0311		329-1207		塩谷郡高根沢町花岡2351		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		2										要相談の診療項目につきましては、病院にお電話で問い合わせていただければ対応いたします。小児科の入院対応はしておりません。外来診察につきましては、急性期の管理は困難であることもありますが、状態が安定している場合には相談いただければ可能な限り対応いたします。 ヨウ ソウダン シンリョウ コウモク ビョウイン デンワ ト ア タイオウ ショウニカ ニュウイン タイオウ ガイライ シンサツ キュウセイキ カンリ コンナン ジョウタイ アンテイ バアイ ソウダン カノウ カギ タイオウ

		承諾 ショウダク		那須赤十字病院		0287-23-1122		324-8686		栃木県大田原市中田原1081-4		1		1		3		3		3		1		3		1		3		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		1		4		なし		1		地域医療福祉連携課福祉係長 チイキ イリョウ フクシ レンケイ カ フクシ カカリチョウ		野中美希 ノナカ ミキ		0287-23-1122		renkeika@nasu.jrc.or.jp



												Ｑ1.医療ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する外来診療について、以下の医療行為に対応できますか

												予防接種 ヨボウ セッシュ		一次診療
（経過観察、栄養観察を含む） イチジ シンリョウ ケイカ カンサツ エイヨウ カンサツ フク		経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ		経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ		中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ		酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ		気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ		人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ		尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ		人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ		褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ

										できる		13		13		9		8		7		9		8		8		7		7		7

										できない		3		3		7		8		8		8		8		9		8		8		6

										要相談 ヨウ ソウダン		4		4		4		4		5		3		4		3		5		5		7



												Ｑ２医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する往診及び訪問診療について、以下の医療行為に対応できますか

												予防接種 ヨボウ セッシュ		経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ		経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ		中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ		酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ		気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ		人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ		尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ		人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ		褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ

										できる		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

										できない		19		20		20		20		20		20		20		20		20		20

										要相談 ヨウ ソウダン		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0



										Ｑ3		3.24時間、重症心身障害児（18歳未満）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイジ サイ ミマン イリョウ タイオウ				3.24時間、重症心身障害児（18歳未満）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイジ サイ ミマン イリョウ タイオウ

										できる		4

										できない		14

										要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン		2

										Ｑ4		4.24時間、重症心身障害者（18歳以上）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイシャ サイ イジョウ イリョウ タイオウ				4.24時間、重症心身障害者（18歳以上）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイシャ サイ イジョウ イリョウ タイオウ

										できる		3

										できない		9

										要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン		8

										Ｑ5		5.重症心身障害児（者）のレスパイト入院に対応できますか ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ ニュウイン タイオウ				5.重症心身障害児（者）のレスパイト入院に対応できますか ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ ニュウイン タイオウ

										できる		5

										できない		10

										要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン		5

										Ｑ6		6.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する訪問リハビリテーションを提供していますか イリョウテキ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ホウモン テイキョウ				6.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する訪問リハビリテーションを提供していますか イリョウテキ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ホウモン テイキョウ

										提供している テイキョウ		1

										提供していない テイキョウ		17

										提供していないが対応は可能 テイキョウ タイオウ カノウ		1

										要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン		1

										Ｑ7		7.平成26年度において、以下における長期入院児（6ヶ月以上）の患者数は何名ですか（「原疾患」及び「長期入院理由」について、複数の理由がある場合は、主な理由を選んでください） ヘイセイ ネンド イカ チョウキ ニュウイン ジ ゲツイジョウ カンジャスウ ナンメイ ゲンシッカン オヨ チョウキ ニュウイン リユウ フクスウ リユウ バアイ オモ リユウ エラ				7.平成26年度において、以下における長期入院児（6ヶ月以上）の患者数は何名ですか（「原疾患」及び「長期入院理由」について、複数の理由がある場合は、主な理由を選んでください） ヘイセイ ネンド イカ チョウキ ニュウイン ジ ゲツイジョウ カンジャスウ ナンメイ ゲンシッカン オヨ チョウキ ニュウイン リユウ フクスウ リユウ バアイ オモ リユウ エラ

										Q8		8.重症心身障害児（者）に対する相談窓口はありますか ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ソウダン マドグチ

																1		ある		13

																2		ない		7
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病院 作業

		Ｑ１		1.医療ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する外来診療について、以下の医療行為に対応できますか。 イリョウ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ガイライ シンリョウ イカ イリョウ コウイ タイオウ						1.医療ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する外来診療について、以下の医療行為に対応できますか。 イリョウ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ガイライ シンリョウ イカ イリョウ コウイ タイオウ

				Ｑ1-1						Ｑ1-1		予防接種 ヨボウ セッシュ

				Ｑ1-2						Ｑ1-2		一次診療
（経過観察、栄養観察を含む） イチジ シンリョウ ケイカ カンサツ エイヨウ カンサツ フク

				Ｑ1-3						Ｑ1-3		経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ

				Ｑ1-4						Ｑ1-4		経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ

				Ｑ1-5						Ｑ1-5		中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ

				Ｑ1-6						Ｑ1-6		酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ

				Ｑ1-7						Ｑ1-7		気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ

				Ｑ1-8						Ｑ1-8		人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ

				Ｑ1-9						Ｑ1-9		尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ

				Ｑ1-10						Ｑ1-10		人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ

				Ｑ1-11						Ｑ1-11		褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ

		Ｑ２		2.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する往診及び訪問診療について、以下の医療行為に対応できますか イリョウテキ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ オウシン オヨ ホウモン シンリョウ イカ イリョウ コウイ タイオウ						2.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する往診及び訪問診療について、以下の医療行為に対応できますか イリョウテキ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ オウシン オヨ ホウモン シンリョウ イカ イリョウ コウイ タイオウ

				Ｑ2-1						Ｑ2-1		予防接種 ヨボウ セッシュ

				Ｑ2-2						Ｑ2-2		経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ

				Ｑ2-3						Ｑ2-3		経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ

				Ｑ2-4						Ｑ2-4		中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ

				Ｑ2-5						Ｑ2-5		酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ

				Ｑ2-6						Ｑ2-6		気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ

				Ｑ2-7						Ｑ2-7		人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ

				Ｑ2-8						Ｑ2-8		尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ

				Ｑ2-9						Ｑ2-9		人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ

				Ｑ2-10						Ｑ2-10		褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ

		Ｑ3		3.24時間、重症心身障害児（18歳未満）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイジ サイ ミマン イリョウ タイオウ						3.24時間、重症心身障害児（18歳未満）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイジ サイ ミマン イリョウ タイオウ

				Ｑ3-1						Ｑ3-1		できる

				Ｑ3-2						Ｑ3-2		できない

				Ｑ3-3						Ｑ3-3		要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン

		Ｑ4		4.24時間、重症心身障害者（18歳以上）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイシャ サイ イジョウ イリョウ タイオウ						4.24時間、重症心身障害者（18歳以上）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイシャ サイ イジョウ イリョウ タイオウ

				Ｑ4-1						Ｑ4-1		できる

				Ｑ4-2						Ｑ4-2		できない

				Ｑ4-3						Ｑ4-3		要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン

		Ｑ5		5.重症心身障害児（者）のレスパイト入院に対応できますか ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ ニュウイン タイオウ						5.重症心身障害児（者）のレスパイト入院に対応できますか ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ ニュウイン タイオウ

				Ｑ5-1						Ｑ5-1		できる

				Ｑ5-2						Ｑ5-2		できない

				Ｑ5-3						Ｑ5-3		要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン

		Ｑ6		6.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する訪問リハビリテーションを提供していますか イリョウテキ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ホウモン テイキョウ						6.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する訪問リハビリテーションを提供していますか イリョウテキ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ホウモン テイキョウ

				Ｑ6-1						Ｑ6-1		提供している テイキョウ

				Ｑ6-2						Ｑ6-2		提供していない テイキョウ

				Ｑ6-3						Ｑ6-3		提供していないが対応は可能 テイキョウ タイオウ カノウ

				Ｑ6-4						Ｑ6-4		要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン

		Ｑ7		7.平成26年度において、以下における長期入院児（6ヶ月以上）の患者数は何名ですか（「原疾患」及び「長期入院理由」について、複数の理由がある場合は、主な理由を選んでください） ヘイセイ ネンド イカ チョウキ ニュウイン ジ ゲツイジョウ カンジャスウ ナンメイ ゲンシッカン オヨ チョウキ ニュウイン リユウ フクスウ リユウ バアイ オモ リユウ エラ						7.平成26年度において、以下における長期入院児（6ヶ月以上）の患者数は何名ですか（「原疾患」及び「長期入院理由」について、複数の理由がある場合は、主な理由を選んでください） ヘイセイ ネンド イカ チョウキ ニュウイン ジ ゲツイジョウ カンジャスウ ナンメイ ゲンシッカン オヨ チョウキ ニュウイン リユウ フクスウ リユウ バアイ オモ リユウ エラ

				※個別シートにて対応 コベツ タイオウ						※個別シートにて対応 コベツ タイオウ

		Q8		8.重症心身障害児（者）に対する相談窓口はありますか ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ソウダン マドグチ

										1		ある

										2		ない

		Q9		9.重症心身障害児（者）の方に対する医療、在宅生活等についてお気づきのことなど、ご自由にお書きください。 ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ カタ タイ イリョウ ザイタク セイカツ ナド キ ジユウ カ

		承諾可否 ショウダク カヒ		診療所名 シンリョウジョ メイ		電話番号 デンワ バンゴウ		郵便番号 ユウビンバンゴウ		所在地 ショザイチ		Ｑ1.医療ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する外来診療について、以下の医療行為に対応できますか																						Ｑ２医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する往診及び訪問診療について、以下の医療行為に対応できますか																				Ｑ3		Ｑ4		Ｑ5		Q6		Ｑ7		8.重症心身障害児（者）に対する相談窓口はありますか										Q9

												予防接種 ヨボウ セッシュ		一次診療
（経過観察、栄養観察を含む） イチジ シンリョウ ケイカ カンサツ エイヨウ カンサツ フク		経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ		経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ		中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ		酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ		気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ		人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ		尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ		人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ		褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ		予防接種 ヨボウ セッシュ		経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ		経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ		中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ		酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ		気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ		人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ		尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ		人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ		褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ												有無 ウム		部署名・職名 ブショ メイ ショクメイ		ご担当者氏名 タントウシャ シメイ		連絡先TEL レンラクサキ		連絡先MAIL レンラクサキ

		否 イナ		野木病院		0280-57-1011		329-0101		下都賀郡野木町友沼5320-2		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		2

		否 イナ		今市病院		0288-22-2200		321-1261		日光市今市381		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		2

		否 イナ		黒須病院　		028-682-8811		329-1311		さくら市氏家2650		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		2		2		別紙参照 ベッシ サンショウ		1		病診連携室・社会福祉士 ビョウシンレンケイ シツ シャカイ フクシ シ		井上雅晶 イノウエ マサアキ		028-682-8811（代表）
028-681-5551（直通） ダイヒョウ チョクツウ		byo-renkei@kurosu-hospital.jp

		否 イナ		日光市民病院		0288-50-1188		321-1441		日光市清滝安良沢町1752-10		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		2										小児科常務医がいないため、小児科非常勤医師在院時のみ相談可能と考えます ショウニカ ジョウム イ ショウニカ ヒジョウキン イシ ザイイン ジ ソウダン カノウ カンガ

		否 イナ		国際医療福祉大学塩谷病院　		0287-44-1155		329-2145		矢板市富田77		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		2

		否 イナ		那須南病院		0287-84-3911		321-0621		栃木県那須烏山市中央3-2-13		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		2		2		なし		1		医療福祉相談医療連絡室 イリョウ フクシ ソウダン イリョウ レンラク シツ		原健二 ハラ ケンジ		0287-84-3911

		承諾 ショウダク		西方病院		0282-92-2323		322-0601		栃木県上都賀郡西方町金崎273-3		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		1		西方病院地域連携室 ニシカタ ビョウイン チイキ レンケイ シツ				0282-25-7310		nishikata-renkei@cc9.ne.jp

		承諾 ショウダク		新小山市民病院		0285-36-0200		323-0827		栃木県小山市神鳥谷2251-1 ３２３－０８２７		1		1		3		2		2		2		2		2		2		2		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		2		なし		1		医療相談室保健師 イリョウ ソウダンシツ ホケンシ		多賀谷邦子 タガヤ クニコ		0285-36-0256		soudan@hospital.oyama.tochigi.jp		重症心身障害児（者）の方々の外来診察は随時受け入れておりますが、特に障害児の入院についてはまだ十分に対応できる体制になっておりません。そのため、今回のガイドマップの内容で受け入れ可能な項目が少なく申し訳ありません。相談については、幅広く承っております。 ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ カタガタ ガイライ シンサツ ズイジ ウ イ トク ショウガイジ ニュウイン ジュウブン タイオウ タイセイ コンカイ ナイヨウ ウ イ カノウ コウモク スク モウ ワケ ソウダン ハバヒロ ウケタマワ

		承諾 ショウダク		小山厚生病院		0285-22-1105		323-0031		栃木県小山市八幡町2-10-6		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		2		なし		1		看護師長 カンゴシ チョウ		横家よね子 ヨコ イエ コ		0285-22-1105
0285-24-9890				在宅生活困難者につき当院では入院で対応させていただくことが多いです。 ザイタク セイカツ コンナン シャ トウイン ニュウイン タイオウ オオ

		承諾 ショウダク		石橋総合病院		0285-53-1134		329-0511		栃木県下野市石橋628		1		1		1		1		1		1		1		2		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		1		なし		1		地域医療連携部 チイキ イリョウ レンケイ ブ		（部長）岩崎さゆり ブチョウ イワサキ		0285-53-1134		ishibashi-renkei@yushikai.jp

		承諾 ショウダク		下都賀総合病院		0282-22-2551		328-0044		栃木県栃木市富士見町5-32		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		3		なし		1		医療福祉相談室 イリョウ フクシ ソウダンシツ		MSWが3人おります ニン		0282-22-2551

		承諾 ショウダク		とちの木病院		0282-22-7722		328-0071		栃木県栃木市大町39-5		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		2

		承諾 ショウダク		自治医科大学附属病院　		0285-44-2111		329-0498		下野市薬師寺3311-1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		2		3		2		別紙参照 ベッシ サンショウ		1		地域医療連携部（看護師） チイキ イリョウ レンケイ ブ カンゴシ		黒田　光恵 クロダ ミツエ		0285-44-2111		mazuek@jichi.ac.jp		在宅医療を充実させていただくうえで、往診医や地域の開業医の先生方との連携強化やスタッフの充実が望まれると思います。 ザイタク イリョウ ジュウジツ オウシン イ チイキ カイギョウイ センセイガタ レンケイ キョウカ ジュウジツ ノゾ オモ

		承諾 ショウダク		済生会宇都宮病院		028-626-5500		321-0974		宇都宮市竹林町911-1		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		2		別紙参照 ベッシ サンショウ		1		地域連携課 チイキ レンケイ カ		荻津　守 オギツ カミ		028-626-5500

		承諾 ショウダク		足利赤十字病院		0284-21-0121		326-0843		栃木県足利市五十部町284-1		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		3		1		2		別紙参照 ベッシ サンショウ		1		事務部医事課社会福祉士 ジム ブ イジ カ シャカイ フクシ シ		布施　麻由実 フセ マユミ		0284-20-1307				医療依存度の高い患者様が自宅へ退院する場合、利用できる社会資源が限られており、デイサービスやリハビリテーション、ショートステイなどのサービスを本人、ご家族様のニーズに合わせて利用していただくことが困難なケースが多々あります。（例：家族としては週２回以上リハビリに本人を通わせたいと考えているが、リハビリテーション事業所としては利用者数も多いため、週1回の対応が限度と考えている場合など）今回のアンケート調査を機に、各地域の社会資源の情報を整理し、なるべくニーズに合わせて、多くの方に適切にサービスを利用していただける環境を構築できればと思っております。よろしくお願いいたします。 イリョウ イゾンド タカ カンジャサマ ジタク タイイン バアイ リヨウ シャカイ シゲン カギ ホンニン カゾク サマ ア リヨウ コンナン タタ レイ カゾク シュウ カイイジョウ ホンニン カヨ カンガ ジギョウショ リヨウシャ スウ オオ シュウ カイ タイオウ ゲンド カンガ バアイ コンカイ チョウサ キ カクチイキ シャカイ シゲン ジョウホウ セイリ ア オオ カタ テキセツ リヨウ カンキョウ コウチク オモ ネガ

		承諾 ショウダク		獨協医科大学病院		0282-86-1111		321-0293		下都賀郡壬生町大字北小林880		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		3		2		別紙参照 ベッシ サンショウ		1		地域医療連携センター医療福祉相談室 チイキ イリョウ レンケイ イリョウ フクシ ソウダンシツ				0282-87-2185

		承諾 ショウダク		あしかがの森足利病院		0284-91-0611		326-0011		足利市大沼田町615		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		1		2		別紙参照 ベッシ サンショウ		1		メディカルソーシャルワーカー		福地　哲郎 フクチ テツロウ		0284-91-0611		soudan@hshikagu-hospital.or.jp

		承諾 ショウダク		JCHO　うつのみや病院		028-653-1001		321-0143		宇都宮市南高砂町11-17		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		2

		承諾 ショウダク		菅又病院　		028-676-0311		329-1207		塩谷郡高根沢町花岡2351		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		2										要相談の診療項目につきましては、病院にお電話で問い合わせていただければ対応いたします。小児科の入院対応はしておりません。外来診察につきましては、急性期の管理は困難であることもありますが、状態が安定している場合には相談いただければ可能な限り対応いたします。 ヨウ ソウダン シンリョウ コウモク ビョウイン デンワ ト ア タイオウ ショウニカ ニュウイン タイオウ ガイライ シンサツ キュウセイキ カンリ コンナン ジョウタイ アンテイ バアイ ソウダン カノウ カギ タイオウ

		承諾 ショウダク		那須赤十字病院		0287-23-1122		324-8686		栃木県大田原市中田原1081-4		1		1		3		3		3		1		3		1		3		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		1		4		なし		1		地域医療福祉連携課福祉係長 チイキ イリョウ フクシ レンケイ カ フクシ カカリチョウ		野中美希 ノナカ ミキ		0287-23-1122		renkeika@nasu.jrc.or.jp



												Ｑ1.医療ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する外来診療について、以下の医療行為に対応できますか

												予防接種 ヨボウ セッシュ		一次診療
（経過観察、栄養観察を含む） イチジ シンリョウ ケイカ カンサツ エイヨウ カンサツ フク		経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ		経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ		中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ		酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ		気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ		人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ		尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ		人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ		褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ

										できる		13		13		9		8		7		9		8		8		7		7		7

										できない		3		3		7		8		8		8		8		9		8		8		6

										要相談 ヨウ ソウダン		4		4		4		4		5		3		4		3		5		5		7



												Ｑ２医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する往診及び訪問診療について、以下の医療行為に対応できますか

												予防接種 ヨボウ セッシュ		経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ		経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ		中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ		酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ		気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ		人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ		尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ		人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ		褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ

										できる		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

										できない		19		20		20		20		20		20		20		20		20		20

										要相談 ヨウ ソウダン		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0



										Ｑ3		3.24時間、重症心身障害児（18歳未満）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイジ サイ ミマン イリョウ タイオウ				3.24時間、重症心身障害児（18歳未満）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイジ サイ ミマン イリョウ タイオウ

										できる		4

										できない		14

										要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン		2

										Ｑ4		4.24時間、重症心身障害者（18歳以上）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイシャ サイ イジョウ イリョウ タイオウ				4.24時間、重症心身障害者（18歳以上）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイシャ サイ イジョウ イリョウ タイオウ

										できる		3

										できない		9

										要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン		8

										Ｑ5		5.重症心身障害児（者）のレスパイト入院に対応できますか ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ ニュウイン タイオウ				5.重症心身障害児（者）のレスパイト入院に対応できますか ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ ニュウイン タイオウ

										できる		5

										できない		10

										要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン		5

										Ｑ6		6.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する訪問リハビリテーションを提供していますか イリョウテキ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ホウモン テイキョウ				6.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する訪問リハビリテーションを提供していますか イリョウテキ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ホウモン テイキョウ

										提供している テイキョウ		1

										提供していない テイキョウ		17

										提供していないが対応は可能 テイキョウ タイオウ カノウ		1

										要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン		1

										Ｑ7		7.平成26年度において、以下における長期入院児（6ヶ月以上）の患者数は何名ですか（「原疾患」及び「長期入院理由」について、複数の理由がある場合は、主な理由を選んでください） ヘイセイ ネンド イカ チョウキ ニュウイン ジ ゲツイジョウ カンジャスウ ナンメイ ゲンシッカン オヨ チョウキ ニュウイン リユウ フクスウ リユウ バアイ オモ リユウ エラ				7.平成26年度において、以下における長期入院児（6ヶ月以上）の患者数は何名ですか（「原疾患」及び「長期入院理由」について、複数の理由がある場合は、主な理由を選んでください） ヘイセイ ネンド イカ チョウキ ニュウイン ジ ゲツイジョウ カンジャスウ ナンメイ ゲンシッカン オヨ チョウキ ニュウイン リユウ フクスウ リユウ バアイ オモ リユウ エラ

										Q8		8.重症心身障害児（者）に対する相談窓口はありますか ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ソウダン マドグチ

																1		ある		13

																2		ない		7

																														できる		できない		要相談 ヨウ ソウダン						できる		できない		要相談 ヨウ ソウダン

																												予防接種 ヨボウ セッシュ		13		3		4				18歳未満 サイ ミマン		4		14		2

																												一次診療
（経過観察、栄養観察を含む） イチジ シンリョウ ケイカ カンサツ エイヨウ カンサツ フク		13		3		4				18歳以上 サイ イジョウ		3		9		8

																												経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ		9		7		4

																												経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ		8		8		4

																												中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ		7		8		5

																												酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ		9		8		3

																												気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ		8		8		4

																												人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ		8		9		3

																												尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ		7		8		5

																												人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ		7		8		5

																												褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ		7		6		7

																														できる		できない		要相談 ヨウ ソウダン

																												予防接種 ヨボウ セッシュ		0		19		1

																												経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ		0		20		0

																												経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ		0		20		0

																												中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ		0		20		0

																												酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ		0		20		0

																												気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ		0		20		0

																												人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ		0		20		0

																												尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ		0		20		0

																												人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ		0		20		0

																												褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ		0		20		0



																												24時間、重症心身障害児の医療に対応ができますか
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病院 (2)

		Ｑ１		1.医療ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する外来診療について、以下の医療行為に対応できますか。 イリョウ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ガイライ シンリョウ イカ イリョウ コウイ タイオウ						1.医療ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する外来診療について、以下の医療行為に対応できますか。 イリョウ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ガイライ シンリョウ イカ イリョウ コウイ タイオウ

				Ｑ1-1						Ｑ1-1		予防接種 ヨボウ セッシュ

				Ｑ1-2						Ｑ1-2		一次診療
（経過観察、栄養観察を含む） イチジ シンリョウ ケイカ カンサツ エイヨウ カンサツ フク

				Ｑ1-3						Ｑ1-3		経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ

				Ｑ1-4						Ｑ1-4		経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ

				Ｑ1-5						Ｑ1-5		中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ

				Ｑ1-6						Ｑ1-6		酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ

				Ｑ1-7						Ｑ1-7		気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ

				Ｑ1-8						Ｑ1-8		人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ

				Ｑ1-9						Ｑ1-9		尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ

				Ｑ1-10						Ｑ1-10		人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ

				Ｑ1-11						Ｑ1-11		褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ

		Ｑ２		2.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する往診及び訪問診療について、以下の医療行為に対応できますか イリョウテキ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ オウシン オヨ ホウモン シンリョウ イカ イリョウ コウイ タイオウ						2.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する往診及び訪問診療について、以下の医療行為に対応できますか イリョウテキ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ オウシン オヨ ホウモン シンリョウ イカ イリョウ コウイ タイオウ

				Ｑ2-1						Ｑ2-1		予防接種 ヨボウ セッシュ

				Ｑ2-2						Ｑ2-2		経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ

				Ｑ2-3						Ｑ2-3		経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ

				Ｑ2-4						Ｑ2-4		中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ

				Ｑ2-5						Ｑ2-5		酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ

				Ｑ2-6						Ｑ2-6		気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ

				Ｑ2-7						Ｑ2-7		人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ

				Ｑ2-8						Ｑ2-8		尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ

				Ｑ2-9						Ｑ2-9		人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ

				Ｑ2-10						Ｑ2-10		褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ

		Ｑ3		3.24時間、重症心身障害児（18歳未満）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイジ サイ ミマン イリョウ タイオウ						3.24時間、重症心身障害児（18歳未満）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイジ サイ ミマン イリョウ タイオウ

				Ｑ3-1						Ｑ3-1		できる

				Ｑ3-2						Ｑ3-2		できない

				Ｑ3-3						Ｑ3-3		要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン

		Ｑ4		4.24時間、重症心身障害者（18歳以上）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイシャ サイ イジョウ イリョウ タイオウ						4.24時間、重症心身障害者（18歳以上）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイシャ サイ イジョウ イリョウ タイオウ

				Ｑ4-1						Ｑ4-1		できる

				Ｑ4-2						Ｑ4-2		できない

				Ｑ4-3						Ｑ4-3		要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン

		Ｑ5		5.重症心身障害児（者）のレスパイト入院に対応できますか ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ ニュウイン タイオウ						5.重症心身障害児（者）のレスパイト入院に対応できますか ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ ニュウイン タイオウ

				Ｑ5-1						Ｑ5-1		できる

				Ｑ5-2						Ｑ5-2		できない

				Ｑ5-3						Ｑ5-3		要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン

		Ｑ6		6.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する訪問リハビリテーションを提供していますか イリョウテキ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ホウモン テイキョウ						6.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する訪問リハビリテーションを提供していますか イリョウテキ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ホウモン テイキョウ

				Ｑ6-1						Ｑ6-1		提供している テイキョウ

				Ｑ6-2						Ｑ6-2		提供していない テイキョウ

				Ｑ6-3						Ｑ6-3		提供していないが対応は可能 テイキョウ タイオウ カノウ

				Ｑ6-4						Ｑ6-4		要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン

		Ｑ7		7.平成26年度において、以下における長期入院児（6ヶ月以上）の患者数は何名ですか（「原疾患」及び「長期入院理由」について、複数の理由がある場合は、主な理由を選んでください） ヘイセイ ネンド イカ チョウキ ニュウイン ジ ゲツイジョウ カンジャスウ ナンメイ ゲンシッカン オヨ チョウキ ニュウイン リユウ フクスウ リユウ バアイ オモ リユウ エラ						7.平成26年度において、以下における長期入院児（6ヶ月以上）の患者数は何名ですか（「原疾患」及び「長期入院理由」について、複数の理由がある場合は、主な理由を選んでください） ヘイセイ ネンド イカ チョウキ ニュウイン ジ ゲツイジョウ カンジャスウ ナンメイ ゲンシッカン オヨ チョウキ ニュウイン リユウ フクスウ リユウ バアイ オモ リユウ エラ

				※個別シートにて対応 コベツ タイオウ						※個別シートにて対応 コベツ タイオウ

		Q8		8.重症心身障害児（者）に対する相談窓口はありますか ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ソウダン マドグチ

										1		ある

										2		ない

		Q9		9.重症心身障害児（者）の方に対する医療、在宅生活等についてお気づきのことなど、ご自由にお書きください。 ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ カタ タイ イリョウ ザイタク セイカツ ナド キ ジユウ カ

		承諾可否 ショウダク カヒ		診療所名 シンリョウジョ メイ		電話番号 デンワ バンゴウ		郵便番号 ユウビンバンゴウ		所在地 ショザイチ		Ｑ1.医療ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する外来診療について、以下の医療行為に対応できますか																						Ｑ２医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する往診及び訪問診療について、以下の医療行為に対応できますか																				Ｑ3		Ｑ4		Ｑ5		Q6		Ｑ7		8.重症心身障害児（者）に対する相談窓口はありますか										Q9

												予防接種 ヨボウ セッシュ		一次診療
（経過観察、栄養観察を含む） イチジ シンリョウ ケイカ カンサツ エイヨウ カンサツ フク		経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ		経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ		中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ		酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ		気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ		人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ		尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ		人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ		褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ		予防接種 ヨボウ セッシュ		経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ		経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ		中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ		酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ		気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ		人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ		尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ		人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ		褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ												有無 ウム		部署名・職名 ブショ メイ ショクメイ		ご担当者氏名 タントウシャ シメイ		連絡先TEL レンラクサキ		連絡先MAIL レンラクサキ

		否 イナ		野木病院		0280-57-1011		329-0101		下都賀郡野木町友沼5320-2		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		2

		否 イナ		今市病院		0288-22-2200		321-1261		日光市今市381		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		2

		否 イナ		黒須病院　		028-682-8811		329-1311		さくら市氏家2650		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		2		2		別紙参照 ベッシ サンショウ		1		病診連携室・社会福祉士 ビョウシンレンケイ シツ シャカイ フクシ シ		井上雅晶 イノウエ マサアキ		028-682-8811（代表）
028-681-5551（直通） ダイヒョウ チョクツウ		byo-renkei@kurosu-hospital.jp

		否 イナ		日光市民病院		0288-50-1188		321-1441		日光市清滝安良沢町1752-10		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		2										小児科常務医がいないため、小児科非常勤医師在院時のみ相談可能と考えます ショウニカ ジョウム イ ショウニカ ヒジョウキン イシ ザイイン ジ ソウダン カノウ カンガ

		否 イナ		国際医療福祉大学塩谷病院　		0287-44-1155		329-2145		矢板市富田77		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		2

		否 イナ		那須南病院		0287-84-3911		321-0621		栃木県那須烏山市中央3-2-13		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		2		2		なし		1		医療福祉相談医療連絡室 イリョウ フクシ ソウダン イリョウ レンラク シツ		原健二 ハラ ケンジ		0287-84-3911

		承諾 ショウダク		西方病院		0282-92-2323		322-0601		栃木県上都賀郡西方町金崎273-3		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		1		西方病院地域連携室 ニシカタ ビョウイン チイキ レンケイ シツ				0282-25-7310		nishikata-renkei@cc9.ne.jp

		承諾 ショウダク		新小山市民病院		0285-36-0200		323-0827		栃木県小山市神鳥谷2251-1 ３２３－０８２７		1		1		3		2		2		2		2		2		2		2		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		2		なし		1		医療相談室保健師 イリョウ ソウダンシツ ホケンシ		多賀谷邦子 タガヤ クニコ		0285-36-0256		soudan@hospital.oyama.tochigi.jp		重症心身障害児（者）の方々の外来診察は随時受け入れておりますが、特に障害児の入院についてはまだ十分に対応できる体制になっておりません。そのため、今回のガイドマップの内容で受け入れ可能な項目が少なく申し訳ありません。相談については、幅広く承っております。 ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ カタガタ ガイライ シンサツ ズイジ ウ イ トク ショウガイジ ニュウイン ジュウブン タイオウ タイセイ コンカイ ナイヨウ ウ イ カノウ コウモク スク モウ ワケ ソウダン ハバヒロ ウケタマワ

		承諾 ショウダク		小山厚生病院		0285-22-1105		323-0031		栃木県小山市八幡町2-10-6		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		2		なし		1		看護師長 カンゴシ チョウ		横家よね子 ヨコ イエ コ		0285-22-1105
0285-24-9890				在宅生活困難者につき当院では入院で対応させていただくことが多いです。 ザイタク セイカツ コンナン シャ トウイン ニュウイン タイオウ オオ

		承諾 ショウダク		石橋総合病院		0285-53-1134		329-0511		栃木県下野市石橋628		1		1		1		1		1		1		1		2		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		1		なし		1		地域医療連携部 チイキ イリョウ レンケイ ブ		（部長）岩崎さゆり ブチョウ イワサキ		0285-53-1134		ishibashi-renkei@yushikai.jp

		承諾 ショウダク		下都賀総合病院		0282-22-2551		328-0044		栃木県栃木市富士見町5-32		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		3		なし		1		医療福祉相談室 イリョウ フクシ ソウダンシツ		MSWが3人おります ニン		0282-22-2551

		承諾 ショウダク		とちの木病院		0282-22-7722		328-0071		栃木県栃木市大町39-5		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		2

		承諾 ショウダク		自治医科大学附属病院　		0285-44-2111		329-0498		下野市薬師寺3311-1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		2		3		2		別紙参照 ベッシ サンショウ		1		地域医療連携部（看護師） チイキ イリョウ レンケイ ブ カンゴシ		黒田　光恵 クロダ ミツエ		0285-44-2111		mazuek@jichi.ac.jp		在宅医療を充実させていただくうえで、往診医や地域の開業医の先生方との連携強化やスタッフの充実が望まれると思います。 ザイタク イリョウ ジュウジツ オウシン イ チイキ カイギョウイ センセイガタ レンケイ キョウカ ジュウジツ ノゾ オモ

		承諾 ショウダク		済生会宇都宮病院		028-626-5500		321-0974		宇都宮市竹林町911-1		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		2		別紙参照 ベッシ サンショウ		1		地域連携課 チイキ レンケイ カ		荻津　守 オギツ カミ		028-626-5500

		承諾 ショウダク		足利赤十字病院		0284-21-0121		326-0843		栃木県足利市五十部町284-1		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		3		1		2		別紙参照 ベッシ サンショウ		1		事務部医事課社会福祉士 ジム ブ イジ カ シャカイ フクシ シ		布施　麻由実 フセ マユミ		0284-20-1307				医療依存度の高い患者様が自宅へ退院する場合、利用できる社会資源が限られており、デイサービスやリハビリテーション、ショートステイなどのサービスを本人、ご家族様のニーズに合わせて利用していただくことが困難なケースが多々あります。（例：家族としては週２回以上リハビリに本人を通わせたいと考えているが、リハビリテーション事業所としては利用者数も多いため、週1回の対応が限度と考えている場合など）今回のアンケート調査を機に、各地域の社会資源の情報を整理し、なるべくニーズに合わせて、多くの方に適切にサービスを利用していただける環境を構築できればと思っております。よろしくお願いいたします。 イリョウ イゾンド タカ カンジャサマ ジタク タイイン バアイ リヨウ シャカイ シゲン カギ ホンニン カゾク サマ ア リヨウ コンナン タタ レイ カゾク シュウ カイイジョウ ホンニン カヨ カンガ ジギョウショ リヨウシャ スウ オオ シュウ カイ タイオウ ゲンド カンガ バアイ コンカイ チョウサ キ カクチイキ シャカイ シゲン ジョウホウ セイリ ア オオ カタ テキセツ リヨウ カンキョウ コウチク オモ ネガ

		承諾 ショウダク		獨協医科大学病院		0282-86-1111		321-0293		下都賀郡壬生町大字北小林880		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		3		2		別紙参照 ベッシ サンショウ		1		地域医療連携センター医療福祉相談室 チイキ イリョウ レンケイ イリョウ フクシ ソウダンシツ				0282-87-2185

		承諾 ショウダク		あしかがの森足利病院		0284-91-0611		326-0011		足利市大沼田町615		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		1		2		別紙参照 ベッシ サンショウ		1		メディカルソーシャルワーカー		福地　哲郎 フクチ テツロウ		0284-91-0611		soudan@hshikagu-hospital.or.jp

		承諾 ショウダク		JCHO　うつのみや病院		028-653-1001		321-0143		宇都宮市南高砂町11-17		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		2

		承諾 ショウダク		菅又病院　		028-676-0311		329-1207		塩谷郡高根沢町花岡2351		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		2										要相談の診療項目につきましては、病院にお電話で問い合わせていただければ対応いたします。小児科の入院対応はしておりません。外来診察につきましては、急性期の管理は困難であることもありますが、状態が安定している場合には相談いただければ可能な限り対応いたします。 ヨウ ソウダン シンリョウ コウモク ビョウイン デンワ ト ア タイオウ ショウニカ ニュウイン タイオウ ガイライ シンサツ キュウセイキ カンリ コンナン ジョウタイ アンテイ バアイ ソウダン カノウ カギ タイオウ

		承諾 ショウダク		那須赤十字病院		0287-23-1122		324-8686		栃木県大田原市中田原1081-4		1		1		3		3		3		1		3		1		3		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		1		4		なし		1		地域医療福祉連携課福祉係長 チイキ イリョウ フクシ レンケイ カ フクシ カカリチョウ		野中美希 ノナカ ミキ		0287-23-1122		renkeika@nasu.jrc.or.jp



												Ｑ1.医療ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する外来診療について、以下の医療行為に対応できますか

												予防接種 ヨボウ セッシュ		一次診療
（経過観察、栄養観察を含む） イチジ シンリョウ ケイカ カンサツ エイヨウ カンサツ フク		経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ		経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ		中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ		酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ		気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ		人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ		尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ		人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ		褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ

										できる		13		13		9		8		7		9		8		8		7		7		7

										できない		3		3		7		8		8		8		8		9		8		8		6

										要相談 ヨウ ソウダン		4		4		4		4		5		3		4		3		5		5		7



												Ｑ２医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する往診及び訪問診療について、以下の医療行為に対応できますか

												予防接種 ヨボウ セッシュ		経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ		経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ		中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ		酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ		気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ		人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ		尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ		人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ		褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ

										できる		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

										できない		19		20		20		20		20		20		20		20		20		20

										要相談 ヨウ ソウダン		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0

										Ｑ3		3.24時間、重症心身障害児（18歳未満）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイジ サイ ミマン イリョウ タイオウ				3.24時間、重症心身障害児（18歳未満）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイジ サイ ミマン イリョウ タイオウ

										できる		4

										できない		14

										要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン		2

										Ｑ4		4.24時間、重症心身障害者（18歳以上）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイシャ サイ イジョウ イリョウ タイオウ				4.24時間、重症心身障害者（18歳以上）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイシャ サイ イジョウ イリョウ タイオウ

										できる		3

										できない		9

										要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン		8

										Ｑ5		5.重症心身障害児（者）のレスパイト入院に対応できますか ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ ニュウイン タイオウ				5.重症心身障害児（者）のレスパイト入院に対応できますか ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ ニュウイン タイオウ

										できる		5

										できない		10

										要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン		5

										Ｑ6		6.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する訪問リハビリテーションを提供していますか イリョウテキ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ホウモン テイキョウ				6.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する訪問リハビリテーションを提供していますか イリョウテキ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ホウモン テイキョウ

										提供している テイキョウ		1

										提供していない テイキョウ		17

										提供していないが対応は可能 テイキョウ タイオウ カノウ		1

										要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン		1

										Ｑ7		7.平成26年度において、以下における長期入院児（6ヶ月以上）の患者数は何名ですか（「原疾患」及び「長期入院理由」について、複数の理由がある場合は、主な理由を選んでください） ヘイセイ ネンド イカ チョウキ ニュウイン ジ ゲツイジョウ カンジャスウ ナンメイ ゲンシッカン オヨ チョウキ ニュウイン リユウ フクスウ リユウ バアイ オモ リユウ エラ				7.平成26年度において、以下における長期入院児（6ヶ月以上）の患者数は何名ですか（「原疾患」及び「長期入院理由」について、複数の理由がある場合は、主な理由を選んでください） ヘイセイ ネンド イカ チョウキ ニュウイン ジ ゲツイジョウ カンジャスウ ナンメイ ゲンシッカン オヨ チョウキ ニュウイン リユウ フクスウ リユウ バアイ オモ リユウ エラ

										Q8		8.重症心身障害児（者）に対する相談窓口はありますか ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ソウダン マドグチ

																1		ある		13

																2		ない		7
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Ｑ7統計



				乳児～2歳 ニュウジ サイ		3歳～6歳 サイ サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13歳～17歳 サイ サイ		18歳以上 サイイジョウ

		気管切開人工呼吸患者 キカン セッカイ ジンコウ コキュウ カンジャ		11		4		8		5		12

		非気管切開人工呼吸患者（NPPV) ヒ キカン セッカイ ジンコウ コキュウ カンジャ		2		0		0		0		1

		気管切開患者 キカン セッカイ カンジャ		2		3		2		0		14

		その他 タ		4		2		2		0		1



		入院期間 ニュウイン キカン		NICU及びGCU オヨ		PICU		その他小児病棟 タ ショウニ ビョウトウ

		6ヶ月以上1年未満 ゲツイジョウ ネン ミマン		9		0		11

		1年以上2年未満 ネンイジョウ ネン ミマン		1		0		10

		2年以上 ネンイジョウ		4		0		154

		原疾患 ゲンシッカン		NICU及びGCU オヨ		PICU		その他小児病棟 タ ショウニ ビョウトウ

		新生児仮死 シンセイジ カシ		2		0		38

		仮死以外の神経、筋疾患 カシ イガイ シンケイ キン シッカン		3		0		48

		事故 ジコ		0		0		4

		先天異常症候群 センテン イジョウ ショウコウグン		11		0		22

		慢性肺疾患、気道病変 マンセイ ハイ シッカン キドウ ビョウヘン		1		0		0

		低出生体重児 テイ シュッセイ タイジュウ ジ		5		0		7

		社会的事情 シャカイテキ ジジョウ		0		0		2

		その他 タ		2		0		44

		長期入院理由 チョウキ ニュウイン リユウ		NICU及びGCU オヨ		PICU		その他小児病棟 タ ショウニ ビョウトウ

		病状が不安定 ビョウジョウ フアンテイ		6		0		30

		療育施設入所待ち リョウイク シセツ ニュウショ マ		0		0		18

		中間施設受入体制の不備 チュウカン シセツ ウケイレ タイセイ フビ		0		0		0

		地域サポートの不備 チイキ フビ		0		0		0

		病院の在宅医療フォロー体制不備 ビョウイン ザイタク イリョウ タイセイ フビ		0		0		0

		家族の受入困難 カゾク ウケイレ コンナン		4		0		127

		家庭環境、経済的理由 カテイ カンキョウ ケイザイテキ リユウ		1		0		5

		在宅準備中 ザイタク ジュンビチュウ		3		0		4

		その他 タ		0		0		1





黒須病院

				乳児～2歳 ニュウジ サイ		3歳～6歳 サイ サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13歳～17歳 サイ サイ		18歳以上 サイイジョウ

		気管切開人工呼吸患者 キカン セッカイ ジンコウ コキュウ カンジャ										1

		非気管切開人工呼吸患者（NPPV) ヒ キカン セッカイ ジンコウ コキュウ カンジャ										0

		気管切開患者 キカン セッカイ カンジャ										3

		その他 タ



		入院期間 ニュウイン キカン		NICU及びGCU オヨ		PICU		その他小児病棟 タ ショウニ ビョウトウ

		6ヶ月以上1年未満 ゲツイジョウ ネン ミマン

		1年以上2年未満 ネンイジョウ ネン ミマン

		2年以上 ネンイジョウ

		原疾患 ゲンシッカン

		新生児仮死 シンセイジ カシ

		仮死以外の神経、筋疾患 カシ イガイ シンケイ キン シッカン

		事故（溺水、交通事故、転落等） ジコ デキスイ コウツウ ジコ テンラク ナド

		先天異常症候群（染色体異常、欠乏奇形症候群、欠乏性代謝異常など） センテン イジョウ ショウコウグン センショクタイ イジョウ ケツボウ キケイ ショウコウグン ケツボウ セイ タイシャ イジョウ

		慢性肺疾患、気道病変 マンセイ ハイ シッカン キドウ ビョウヘン

		低出生体重児 テイ シュッセイ タイジュウ ジ

		社会的事情 シャカイテキ ジジョウ

		その他 タ

		長期入院理由 チョウキ ニュウイン リユウ

		病状が不安定 ビョウジョウ フアンテイ

		療育施設入所待ち リョウイク シセツ ニュウショ マ

		中間施設受入体制の不備 チュウカン シセツ ウケイレ タイセイ フビ

		地域サポートの不備 チイキ フビ

		病院の在宅医療フォロー体制不備 ビョウイン ザイタク イリョウ タイセイ フビ

		家族の受入困難 カゾク ウケイレ コンナン

		家庭環境、経済的理由 カテイ カンキョウ ケイザイテキ リユウ

		在宅準備中 ザイタク ジュンビチュウ

		その他 タ





自治医科大学附属病院

				乳児～2歳 ニュウジ サイ		3歳～6歳 サイ サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13歳～17歳 サイ サイ		18歳以上 サイイジョウ

		気管切開人工呼吸患者 キカン セッカイ ジンコウ コキュウ カンジャ		1

		非気管切開人工呼吸患者（NPPV) ヒ キカン セッカイ ジンコウ コキュウ カンジャ		1

		気管切開患者 キカン セッカイ カンジャ						1				1

		その他 タ		2		1



		入院期間 ニュウイン キカン		NICU及びGCU オヨ		PICU		その他小児病棟 タ ショウニ ビョウトウ

		6ヶ月以上1年未満 ゲツイジョウ ネン ミマン						4

		1年以上2年未満 ネンイジョウ ネン ミマン						2

		2年以上 ネンイジョウ						1

		原疾患 ゲンシッカン

		新生児仮死 シンセイジ カシ

		仮死以外の神経、筋疾患 カシ イガイ シンケイ キン シッカン						3

		事故（溺水、交通事故、転落等） ジコ デキスイ コウツウ ジコ テンラク ナド

		先天異常症候群（染色体異常、欠乏奇形症候群、欠乏性代謝異常など） センテン イジョウ ショウコウグン センショクタイ イジョウ ケツボウ キケイ ショウコウグン ケツボウ セイ タイシャ イジョウ						3

		慢性肺疾患、気道病変 マンセイ ハイ シッカン キドウ ビョウヘン

		低出生体重児 テイ シュッセイ タイジュウ ジ						1

		社会的事情 シャカイテキ ジジョウ

		その他 タ

		長期入院理由 チョウキ ニュウイン リユウ

		病状が不安定 ビョウジョウ フアンテイ						5

		療育施設入所待ち リョウイク シセツ ニュウショ マ						0

		中間施設受入体制の不備 チュウカン シセツ ウケイレ タイセイ フビ						0

		地域サポートの不備 チイキ フビ						0

		病院の在宅医療フォロー体制不備 ビョウイン ザイタク イリョウ タイセイ フビ						0

		家族の受入困難 カゾク ウケイレ コンナン						1

		家庭環境、経済的理由 カテイ カンキョウ ケイザイテキ リユウ						0

		在宅準備中 ザイタク ジュンビチュウ						1

		その他 タ						0





済生会宇都宮病院

				乳児～2歳 ニュウジ サイ		3歳～6歳 サイ サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13歳～17歳 サイ サイ		18歳以上 サイイジョウ

		気管切開人工呼吸患者 キカン セッカイ ジンコウ コキュウ カンジャ						1				2

		非気管切開人工呼吸患者（NPPV) ヒ キカン セッカイ ジンコウ コキュウ カンジャ

		気管切開患者 キカン セッカイ カンジャ

		その他 タ										1



		入院期間 ニュウイン キカン		NICU及びGCU オヨ		PICU		その他小児病棟 タ ショウニ ビョウトウ

		6ヶ月以上1年未満 ゲツイジョウ ネン ミマン						1

		1年以上2年未満 ネンイジョウ ネン ミマン

		2年以上 ネンイジョウ						3

		原疾患 ゲンシッカン

		新生児仮死 シンセイジ カシ						1

		仮死以外の神経、筋疾患 カシ イガイ シンケイ キン シッカン

		事故（溺水、交通事故、転落等） ジコ デキスイ コウツウ ジコ テンラク ナド

		先天異常症候群（染色体異常、欠乏奇形症候群、欠乏性代謝異常など） センテン イジョウ ショウコウグン センショクタイ イジョウ ケツボウ キケイ ショウコウグン ケツボウ セイ タイシャ イジョウ

		慢性肺疾患、気道病変 マンセイ ハイ シッカン キドウ ビョウヘン

		低出生体重児 テイ シュッセイ タイジュウ ジ

		社会的事情 シャカイテキ ジジョウ

		その他 タ						3

		長期入院理由 チョウキ ニュウイン リユウ

		病状が不安定 ビョウジョウ フアンテイ

		療育施設入所待ち リョウイク シセツ ニュウショ マ						3

		中間施設受入体制の不備 チュウカン シセツ ウケイレ タイセイ フビ

		地域サポートの不備 チイキ フビ

		病院の在宅医療フォロー体制不備 ビョウイン ザイタク イリョウ タイセイ フビ

		家族の受入困難 カゾク ウケイレ コンナン

		家庭環境、経済的理由 カテイ カンキョウ ケイザイテキ リユウ

		在宅準備中 ザイタク ジュンビチュウ

		その他 タ						1





足利赤十字病院

				乳児～2歳 ニュウジ サイ		3歳～6歳 サイ サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13歳～17歳 サイ サイ		18歳以上 サイイジョウ

		気管切開人工呼吸患者 キカン セッカイ ジンコウ コキュウ カンジャ

		非気管切開人工呼吸患者（NPPV) ヒ キカン セッカイ ジンコウ コキュウ カンジャ		1

		気管切開患者 キカン セッカイ カンジャ

		その他 タ



		入院期間 ニュウイン キカン		NICU及びGCU オヨ		PICU		その他小児病棟 タ ショウニ ビョウトウ

		6ヶ月以上1年未満 ゲツイジョウ ネン ミマン						1

		1年以上2年未満 ネンイジョウ ネン ミマン

		2年以上 ネンイジョウ

		原疾患 ゲンシッカン

		新生児仮死 シンセイジ カシ

		仮死以外の神経、筋疾患 カシ イガイ シンケイ キン シッカン

		事故（溺水、交通事故、転落等） ジコ デキスイ コウツウ ジコ テンラク ナド

		先天異常症候群（染色体異常、欠乏奇形症候群、欠乏性代謝異常など） センテン イジョウ ショウコウグン センショクタイ イジョウ ケツボウ キケイ ショウコウグン ケツボウ セイ タイシャ イジョウ

		慢性肺疾患、気道病変 マンセイ ハイ シッカン キドウ ビョウヘン

		低出生体重児 テイ シュッセイ タイジュウ ジ

		社会的事情 シャカイテキ ジジョウ

		その他 タ						1

		長期入院理由 チョウキ ニュウイン リユウ

		病状が不安定 ビョウジョウ フアンテイ

		療育施設入所待ち リョウイク シセツ ニュウショ マ

		中間施設受入体制の不備 チュウカン シセツ ウケイレ タイセイ フビ

		地域サポートの不備 チイキ フビ

		病院の在宅医療フォロー体制不備 ビョウイン ザイタク イリョウ タイセイ フビ

		家族の受入困難 カゾク ウケイレ コンナン

		家庭環境、経済的理由 カテイ カンキョウ ケイザイテキ リユウ						1

		在宅準備中 ザイタク ジュンビチュウ

		その他 タ





獨協医科大学病院

				乳児～2歳 ニュウジ サイ		3歳～6歳 サイ サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13歳～17歳 サイ サイ		18歳以上 サイイジョウ

		気管切開人工呼吸患者 キカン セッカイ ジンコウ コキュウ カンジャ		10		1		3

		非気管切開人工呼吸患者（NPPV) ヒ キカン セッカイ ジンコウ コキュウ カンジャ

		気管切開患者 キカン セッカイ カンジャ		2

		その他 タ		2				1



		入院期間 ニュウイン キカン		NICU及びGCU オヨ		PICU		その他小児病棟 タ ショウニ ビョウトウ

		6ヶ月以上1年未満 ゲツイジョウ ネン ミマン		9				4

		1年以上2年未満 ネンイジョウ ネン ミマン						2

		2年以上 ネンイジョウ						4

		原疾患 ゲンシッカン

		新生児仮死 シンセイジ カシ

		仮死以外の神経、筋疾患 カシ イガイ シンケイ キン シッカン		2

		事故（溺水、交通事故、転落等） ジコ デキスイ コウツウ ジコ テンラク ナド

		先天異常症候群（染色体異常、欠乏奇形症候群、欠乏性代謝異常など） センテン イジョウ ショウコウグン センショクタイ イジョウ ケツボウ キケイ ショウコウグン ケツボウ セイ タイシャ イジョウ		10

		慢性肺疾患、気道病変 マンセイ ハイ シッカン キドウ ビョウヘン

		低出生体重児 テイ シュッセイ タイジュウ ジ		5

		社会的事情 シャカイテキ ジジョウ

		その他 タ		2

		長期入院理由 チョウキ ニュウイン リユウ

		病状が不安定 ビョウジョウ フアンテイ		6				2

		療育施設入所待ち リョウイク シセツ ニュウショ マ						15

		中間施設受入体制の不備 チュウカン シセツ ウケイレ タイセイ フビ

		地域サポートの不備 チイキ フビ

		病院の在宅医療フォロー体制不備 ビョウイン ザイタク イリョウ タイセイ フビ

		家族の受入困難 カゾク ウケイレ コンナン

		家庭環境、経済的理由 カテイ カンキョウ ケイザイテキ リユウ		1

		在宅準備中 ザイタク ジュンビチュウ		2				3

		その他 タ





あしかがの森足利病院

				乳児～2歳 ニュウジ サイ		3歳～6歳 サイ サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13歳～17歳 サイ サイ		18歳以上 サイイジョウ

		気管切開人工呼吸患者 キカン セッカイ ジンコウ コキュウ カンジャ				3		4		5		9

		非気管切開人工呼吸患者（NPPV) ヒ キカン セッカイ ジンコウ コキュウ カンジャ										1

		気管切開患者 キカン セッカイ カンジャ				3		1				10

		その他 タ				1		1



		入院期間 ニュウイン キカン		NICU及びGCU オヨ		PICU		その他小児病棟 タ ショウニ ビョウトウ

		6ヶ月以上1年未満 ゲツイジョウ ネン ミマン						1

		1年以上2年未満 ネンイジョウ ネン ミマン		1				6

		2年以上 ネンイジョウ		4				146

		原疾患 ゲンシッカン

		新生児仮死 シンセイジ カシ		2				37

		仮死以外の神経、筋疾患 カシ イガイ シンケイ キン シッカン		1				45

		事故（溺水、交通事故、転落等） ジコ デキスイ コウツウ ジコ テンラク ナド						4

		先天異常症候群（染色体異常、欠乏奇形症候群、欠乏性代謝異常など） センテン イジョウ ショウコウグン センショクタイ イジョウ ケツボウ キケイ ショウコウグン ケツボウ セイ タイシャ イジョウ		1				19

		慢性肺疾患、気道病変 マンセイ ハイ シッカン キドウ ビョウヘン		1

		低出生体重児 テイ シュッセイ タイジュウ ジ						6

		社会的事情 シャカイテキ ジジョウ						2

		その他 タ						40

		長期入院理由 チョウキ ニュウイン リユウ

		病状が不安定 ビョウジョウ フアンテイ						23

		療育施設入所待ち リョウイク シセツ ニュウショ マ

		中間施設受入体制の不備 チュウカン シセツ ウケイレ タイセイ フビ

		地域サポートの不備 チイキ フビ

		病院の在宅医療フォロー体制不備 ビョウイン ザイタク イリョウ タイセイ フビ

		家族の受入困難 カゾク ウケイレ コンナン		4				126

		家庭環境、経済的理由 カテイ カンキョウ ケイザイテキ リユウ						4

		在宅準備中 ザイタク ジュンビチュウ		1

		その他 タ





管理

		1/15/16		09:30～11:30		120

		1/16/16		19:30～22:00		150

		1/19/16		16:20～17：30		70

		1/28/16		17：30～18:30		60

				22:30～23：30		60

				11：30～13:30		120

		1/30/16		12:00～14：30		150

		1/31/16		15：30～17：45		135

		2/1/16		16：00～18：00		120

		2/1/16		23：30～0：40		70









						1055

						17.5833333333












































相談支援事業所一覧表

		市区郡 シク グン		事業所名 ジギョウショ メイ		電話番号 デンワ バンゴウ		FAX番号 バンゴウ		郵便番号 ユウビンバンゴウ		所在地 ショザイチ		訪問可能な主な市町村 ホウモン カノウ オモ シチョウソン

		足利市 アシカガシ		特定相談支援センターはじめ		0284-22-4561		0284-22-4562		326-0143		足利市葉鹿町735-1		足利市 アシカガシ

		足利市 アシカガシ		足利障害者相談支援センター		0284-44-0307		0284-44-0318		326-0064		足利市東砂原後町1072		足利市、佐野市 アシカガシ サノシ

		足利市 アシカガシ		足利ケアサービス		0284-21-7630		0284-21-3109		326-0843		足利市五十部町809-3		足利市、佐野市、太田市 アシカガシ サノシ オオタシ

		足利市 アシカガシ		障害者相談支援センターフォレスト		0284-91-1816		0284-91-2867		326-0011		足利市大沼田町615		足利市及び近隣市町村 アシカガシ オヨ キンリン シチョウソン

		足利市 アシカガシ		相談支援事業所こころみ		0284-41-5039		0284-43-2665		326-0061		足利市田島町611-2

		宇都宮市 ウツノミヤシ		相談支援事業所ポンテ		028-652-7288		028-652-6355		321-0341		宇都宮市古賀志町1964-12		宇都宮、鹿沼、日光、壬生 ウツノミヤ カヌマ ニッコウ ミブ

		宇都宮市 ウツノミヤシ		うつのみや		028-632-6074		028-632-6075		320-0861		宇都宮市西2-1-7		宇都宮市 ウツノミヤシ

		宇都宮市 ウツノミヤシ		サポートセンターきりん		028-612-3838		028-678-3257		321-0905		宇都宮市平出工業団地43-100 ウツノミヤシ ヒライデコウギョウダンチ		宇都宮市 ウツノミヤシ

		宇都宮市 ウツノミヤシ		サポートセンターとみや生活支援センター		028-665-8230		028-665-8230		321-2116		宇都宮市徳次郎町540		宇都宮市 ウツノミヤシ

		宇都宮市 ウツノミヤシ		サポートセンターひばり		028-670-0330		028-667-7315		321-3236		宇都宮市竹下町435-159		宇都宮市 ウツノミヤシ

		宇都宮市 ウツノミヤシ		相談支援センターネクスト		080-8854-9551		028-612-7174		320-0034		宇都宮市泉町6-25		宇都宮市 ウツノミヤシ

		宇都宮市 ウツノミヤシ		特定相談支援事業所やすらぎ		028-650-7727		028-650-7728		320-0011		宇都宮市富士見が丘3－19－20		宇都宮市 ウツノミヤシ

		宇都宮市 ウツノミヤシ		障がい者生活支援センターこぶし		028-680-5746		028-688-0214		321-0126		宇都宮市茂原町837-1		宇都宮市、上三川町 ウツノミヤシ カミノカワマチ

		大田原市 オオタワラシ		相談支援事業所つばさ		0287-53-7393		0287-53-7394		324-0044		大田原市親園824-1		大田原市、那須塩原市、那須烏山市、矢板市、さくら市、那須町、塩谷町、高根沢町 オオタワラシ ナスシオバラシ ナスカラスヤマシ ヤイタシ シ ナスマチ シオ タニ マチ タカネザワマチ

		大田原市 オオタワラシ		相談支援事業所とまり木		0287-54-2854		0287-54-2230		324-0231		大田原市北野上3952		大田原市、那須塩原市、那須町 オオタワラシ ナスシオバラシ ナスマチ

		小山市 オヤマシ		相談支援事業所わくわくおやま		0285-24-6575		0285-20-0255		323-0022		小山市駅東通り3-9-6		小山市 オヤマシ

		小山市 オヤマシ		友井タクシー介護ステーションふれあい		0285-30-0840		0285-30-0844		323-0025		小山市城山町2丁目12-25		小山市 オヤマシ

		小山市 オヤマシ		相談支援事業所おやま		0285-22-1833		0285-22-8946		323-0014		小山市喜沢660		小山市、下野市 オヤマシ シモノ シ

		小山市 オヤマシ		社会就労センターえいぶるの里 シャカイ シュウロウ サト		0285-22-4561		0285-22-4581		323-0003		小山市東島田2403-2		小山市、下野市、上三川町、野木町、結城市、古河市、筑西市 オヤマシ シモノ シ カミノカワマチ ノギマチ ユウキシ コガシ ツク ニシ シ

		小山市 オヤマシ		はつらつサロン南天相談支援事業所		0285-22-4659		0285-38-6529		323-0027		小山市花垣町2-3-19		小山市、栃木市 オヤマシ トチギシ

		小山市 オヤマシ		相談支援事業所みどり		0285-45-8362		0285-45-8397		329-0214		小山市乙女786-1		小山市、栃木市、古河市、結城市 オヤマシ トチギシ コガシ ユウキシ

		上三川町 カミノカワマチ		上三川障がい児・者生活相談支援センター		0285-38-6854		0285-38-6841		329-0611		上三川町上三川5082-15		上三川町 カミノカワマチ

		さくら市 シ		障がい者支援センターにんべん		028-686-2539		028-686-2584		329-1417		さくら市フィオーレ喜連川5-2-1　フィオーレガーデン1-102		さくら市 シ

		佐野市 サノシ		社会福祉法人とちのみ会　こなかの森 シャカイ フクシ ホウジン カイ モリ		0283-24-5757		0283-24-6294		327-0001		佐野市小中町1280		佐野市、足利市 サノシ アシカガシ

		佐野市 サノシ		さの社協相談支援センターほっぷ		0283-22-8152		0283-22-8199		327-0003		佐野市大橋町3212-27		佐野市全域 サノシ ゼンイキ

		下野市 シモノ シ		南栃木支援センター相談支援		0285-44-6118		0285-44-7215		329-0412		下野市柴1432-105		下野市、小山市、壬生町 シモノ シ オヤマシ ミブマチ

		下野市 シモノ シ		下野市相談支援事業所 こばと		0285-44-6783		0285-44-6783		329-0414		下野市小金井1146-6		下野市、上三川町 シモノ シ カミノカワマチ

		高根沢町 タカネザワマチ		高根沢町障害児者生活支援センターすまいる タカネザワマチ		028-612-2751		028-612-2752		329-1225		塩谷郡高根沢町石末1825　福祉センター内 シオヤグン タカネザワマチ イシヅエ フクシ ナイ		高根沢町 タカネザワマチ

		高根沢町 タカネザワマチ		障害者相談支援センターいぶき		028-678-3502		028-676-3501		329-1216		塩谷郡高根沢町桑窪2266-2		高根沢町 タカネザワマチ

		栃木市 トチギシ		相談支援事業所わらしべの家		0282-27-1627		0282-27-1675		328-0011		栃木市大宮町2708-3		栃木市 トチギシ

		栃木市 トチギシ		相談支援センターぴあん ソウダン シエン		0282-31-1755		0282-31-2919		328-0067		栃木市皆川城内町333-2		栃木市、小山市 トチギシ オヤマシ

		栃木市 トチギシ		相談支援事業所「ピュア」		0282-31-3911		0282-31-3912		328-0133		栃木市大森町465		栃木市、鹿沼市、佐野市、小山市、壬生町 トチギシ カヌマシ サノシ オヤマシ ミブマチ

		栃木市 トチギシ		相談支援ウエイブ		0282-23-4465		0282-23-4465		328-0012		栃木市平柳町1-2-7		栃木市、壬生町 トチギシ ミブマチ

		栃木市 トチギシ		もくせいの里		0282-43-0593		0282-43-1387		329-4405		栃木市大平町西山田1198		栃木市内 トチギシナイ

		那須町 ナスマチ		障がい者相談支援事業所ケアサプライ		0287-73-5312		0287-73-5311		329-3221		那須郡那須町漆塚762-102 ナスグン ナスマチ ウルシツカ		白河市、那須町、那須塩原市、大田原市 シラカワシ ナスマチ ナスシオバラシ オオタワラシ

		那須塩原市 ナスシオバラ シ		相談支援事業所テトテ		0287-36-7171		0287-36-7181		329-2732		那須塩原市一区町251-1		那須塩原市（大田原、矢板、那須町、那珂川町、烏山） ナスシオバラ シ オオタワラ ヤイタ ナスマチ ナカガワマチ カラスヤマ

		那須塩原市 ナスシオバラ シ		相談支援事業のぞみ		0287-65-2288		0287-65-2282		329-3152		那須塩原市上中野53		那須塩原市、大田原市、那須町 ナスシオバラ シ オオタワラシ ナスマチ

		那須塩原市 ナスシオバラ シ		相談支援事業所　空		0287-73-8165		0287-73-8165		329-3157		那須塩原市大原間西1-19-9		那須塩原市、大田原市、那須町 ナスシオバラ シ オオタワラシ ナスマチ

		那須塩原市 ナスシオバラ シ		指定特定相談支援事業所あじさい		0287-60-3361		0287-60-3362		325-0034		那須塩原市東原166		那須塩原市、那須町 ナスシオバラ シ ナスマチ

		野木町 ノギマチ		さわやか相談支援センター		0280-57-4884		0280-57-4994		329-0112		野木町南赤塚1145-1		小山市、野木町、古河市、栃木市 オヤマシ ノギマチ コガシ トチギシ

		芳賀郡 ハガ グン		相談支援センター光輝舎		0285-70-2020		0285-72-8222		321-4105		芳賀郡益子町北中1113-1		芳賀郡、真岡市等 ハガ グン モオカシ ナド

		芳賀郡 ハガ グン		相談支援センターみさと		0285-72-9767				321-4104		芳賀郡益子町大沢2800-5		芳賀郡内（真岡市、益子町、市貝町、芳賀町、茂木町） ハガ グンナイ モオカシ マシコ チョウ イチ ガイ マチ ハガマチ モギマチ

		真岡市 モオカシ		相談支援センターのどか　真岡センター		0285-81-5890		0285-85-8452		321-4305		真岡市荒町111-1		真岡市、芳賀町、市貝町、益子町、茂木町 モオカシ ハガマチ イチガイ マチ マシコ チョウ モギ マチ

		真岡市 モオカシ		真岡介護センター		0285-80-5200		0285-80-5211		321-4361		真岡市並木町1-8-1　シティ並木102 ナミキ		真岡市、芳賀町南部、市貝町南部、益子町西部、上三川東部 モオカシ ハガマチ ナンブ イチ ガイ チョウ ナンブ マシコ チョウ セイブ カミノカワ トウブ

		壬生町 ミブマチ		指定障害者相談支援事業所あるしぇん		0282-86-7665		0282-21-7109		321-0201		下都賀郡壬生町安塚2032 シモツガグン ミブマチ ヤスヅカ		壬生町 ミブマチ





訪問看護事業所一覧表

		市区郡 シク グン		事業所名 ジギョウショ メイ		電話番号 デンワ バンゴウ		FAX番号 バンゴウ		郵便番号 ユウビンバンゴウ		所在地 ショザイチ		訪問可能な主な市町村 ホウモン カノウ オモ シチョウソン

		足利市 アシカガシ		あおい訪問看護ステーション		0284-73-9456		0284-72-7600		326-0831		足利市堀込町2556 セレッソ・コート1階		足利市とその周辺（佐野市、館林市、巴楽町、太田市、桐生市） アシカガシ シュウヘン サノシ タテバヤシシ トモエ ラク マチ オオタシ キリュウシ				足利市 アシカガシ		2

		足利市 アシカガシ		ライフ訪問看護リハビリテーション		0284-64-8799		0284-64-8335		326-0831		足利市堀込町2656-7　ASKビル301号		足利市、佐野市、館林市、邑楽郡、太田市、桐生市 アシカガシ サノシ タテバヤシシ オウラ グン オオタシ キリュウシ				宇都宮市 ウツノミヤシ		7

		宇都宮市 ウツノミヤシ		ＷＡＤＥＷＡＤＥ訪問看護ステーション		028-666-5420		028-666-5460		321-0923		宇都宮市下栗町2913-1 ウツノミヤシ シモグリマチ		宇都宮市、上三川町、 ウツノミヤシ カミノカワマチ				大田原市 オオタワラシ		4

		宇都宮市 ウツノミヤシ		訪問看護ステーションここあ		028-600-3735		028-600-3736		321-2116		宇都宮市徳次郎町998-9 ウツノミヤシ トクジロウマチ		宇都宮市、日光市、 ウツノミヤシ ニッコウシ				小山市 オヤマシ		3

		宇都宮市 ウツノミヤシ		訪問看護ステーションうつのみや		028-612-6103		028-612-6104		320-0852		宇都宮市下砥上町字並塚643番地1		宇都宮市、壬生町 ウツノミヤシ ミブマチ				鹿沼市 カヌマシ		1

		宇都宮市 ウツノミヤシ		訪問看護ステーションあるく		028-643-5586		028-678-8796		320-0036		宇都宮市小幡2-6-14 		宇都宮市 ウツノミヤシ				さくら市 シ		1

		宇都宮市 ウツノミヤシ		訪問看護ステーション風		028-612-1333		028-612-1384		321-0117		宇都宮市城南3丁目5-6		宇都宮、鹿沼、下野、壬生 ウツノミヤ カヌマ シモノ ミブ				佐野市 サノシ		2

		宇都宮市 ウツノミヤシ		訪問看護ステーションほっと		028-626-5739		028-625-8201		321-0974		宇都宮市竹林町958		宇都宮市 ウツノミヤシ				下野市 シモツケシ		1

		宇都宮市 ウツノミヤシ		宮の橋訪問看護ステーション		028-635-9839		028-635-9839		321-0963		宇都宮市南大通り1-1-23		宇都宮市 ウツノミヤシ				高根沢町 タカネザワマチ		1

		大田原市 オオタワラシ		訪問看護ステーションゆりの木		0287-47-5123		0287-47-5124		324-0028		大田原市山の手1-1-7 ヤマ テ		大田原市、那須塩原市、那珂川町 オオタワラシ ナスシオバラ シ ナカガワマチ				栃木市 トチギシ		1

		大田原市 オオタワラシ		とちぎ訪問看護ステーションくろばね		0287-54-0507		0287-54-0580		324-0241		大田原市黒羽向町142番地		大田原市、那須塩原市、那須町、那珂川町 オオタワラシ ナスシオバラ シ ナスマチ ナカガワマチ				那須烏山市 ナスカラスヤマシ		1

		大田原市 オオタワラシ		さくら訪問看護ステーション		0287-29-3252		0287-29-3252		324-0058		大田原市紫塚3-2633-10		大田原市、那須塩原市、矢板市 オオタワラシ ナスシオバラ シ ヤイタ シ				那須塩原市 ナスシオバラ シ		1

		大田原市 オオタワラシ		那須赤十字訪問看護ステーション		0287-23-8866		0287-23-8903		324-8686		大田原市中田原1081-4		大田原市、那須塩原市（一部を除く） オオタワラシ ナスシオバラ シ イチブ ノゾ				野木町 ノギマチ		1

		小山市 オヤマシ		とちぎ訪問看護ステーションおやま		0285-39-8602		0285-39-8607		323-0827		小山市神鳥谷2251-7 オヤマシ ヒトトノヤ		小山市、下野市（南部）、野木町（北部） オヤマシ シモノ シ ナンブ ノギ マチ ホクブ				壬生町 ミブマチ		1

		小山市 オヤマシ		わくわく訪問看護ステーションおやま		0285-24-6575		0285-20-0255		323-0022		小山市駅東通り3-9-6		小山市、結城市（茨城県）、下野市の一部、栃木市（PTのみ） オヤマシ ユウキシ イバラキケン シモノ シ イチブ トチギシ				真岡市 モオカシ		1

		小山市 オヤマシ		訪問看護ステーションみどり		0285-45-8362		0285-45-8397		329-0214		小山市乙女786-1		小山市、栃木市、古河市、結城市 オヤマシ トチギシ コガシ ユウキシ						28

		鹿沼市 カヌマシ		鹿沼訪問看護ステーション		0289-60-5650		0289-60-1687		322-0021		鹿沼市上野町320-3高橋ビル1階103号室		鹿沼市、旧宇都宮市、旧今市市、壬生町、西片町 カヌマシ キュウ ウツノミヤシ キュウ イマイチシ ミブマチ ニシカタマチ

		さくら市 シ		訪問看護ステーション卯の郷		028-682-7770		028-682-7766		329-1311		さくら市氏家2650番地		さくら市（周辺15ｋｍ以内）、塩谷町、那須烏山市、宇都宮市、高根沢町 シ シュウヘン イナイ シオヤ マチ ナスカラスヤマシ ウツノミヤシ タカネザワ マチ

		佐野市 サノシ		訪問看護ステーションマザーの家		0283-85-7771		0283-85-7772		327-0504		佐野市中町942-1		佐野市 サノシ

		佐野市 サノシ		訪問看護ステーション佐野		0283-86-7013		0283-86-7031		327-0847		佐野市天神町774-22 メープルハイツ101号室		足利市、佐野市、栃木市（旧岩船市） アシカガシ サノシ トチギシ キュウ イワフネ シ

		下野市 シモツケシ		訪問看護ステーション石橋		0285-52-2293		0285-52-2268		329-0511		下野市石橋628番地		下野市、上三川町、壬生町、宇都宮市（部） シモノ シ カミノカワマチ ミブマチ ウツノミヤシ ブ

		高根沢町 タカネザワ マチ		訪問看護ステーションたかねざわ		028-680-1701		028-680-1702		329-1233		塩谷郡高根沢町宝積寺2426-8 		高根沢町、さくら市、那須烏山市、芳賀町、市貝町、茂木町、益子町、宇都宮市 タカネザワマチ シ ナスカラスヤマシ ハガ マチ イチ カイ チョウ モギマチ マシコ チョウ ウツノミヤシ

		栃木市 トチギシ		訪問看護ステーションオリーブ		0282-27-8414		0282-27-8415		328-0027		栃木市今泉町1丁目17番29号		栃木市、小山市、下野市、壬生町 トチギシ オヤマシ シモノ シ ミブ マチ

		那須烏山市 ナスカラスヤマシ		訪問看護ステーションあい		0287-83-8035		0287-83-8222		321-0628		那須烏山市金井2-5-9 ベンチャープラザ7号室 ゴウシツ		那須烏山市、那珂川町、茂木町、一貝町 ナスカラスヤマシ ナカガワマチ モギマチ イチ ガイ マチ

		那須塩原市 ナスシオバラ シ		マロニエ訪問看護ステーション		0287-37-6322		0287-39-3305		329-2763		那須塩原市井口537-3 にしなすの総合在宅ケアセンター内		那須塩原市、那須町、大田原市　リハビリのみ→那珂川町訪問可能 ナスシオバラ シ ナスマチ オオタワラシ ナカガワ マチ ホウモン カノウ

		野木町 ノギマチ		訪問看護ステーションたんぽぽ		0280-57-1888		0280-57-3819		329-0101		下都賀郡野木町友沼5119-12		野木町、小山市、旧藤岡町 ノギマチ オヤマシ キュウ フジオカマチ

		壬生町 ミブマチ		とちぎ訪問看護ステーションみぶ		0282-82-7262		0282-82-7260		321-0218		下都賀郡壬生町落合1-18-12		上三川町、下野市、壬生町、宇都宮 カミノカワマチ シモノ シ ミブ チョウ ウツノミヤ

		真岡市 モオカシ		芳賀赤十字訪問看護ステーション		0285-84-8266		0285-84-8266		321-4306		真岡市台町2461		芳賀郡全域（真岡市、益子町、芳賀町、茂木町） ハガ グン ゼンイキ モオカシ マシコマチ ハガマチ モギ マチ





診療所一覧表

		市区郡 シク グン		診療所名 シンリョウジョ メイ		電話番号 デンワ バンゴウ		郵便番号 ユウビンバンゴウ		所在地 ショザイチ

		足利市 アシカガシ		山浦内科医院		0284-21-6653 		326-0843		足利市五十部町1256-5

		足利市 アシカガシ		あいファミリィクリニック足利 アシカガ		0284-22-3788		329-4213		足利市寺岡町505-1

		足利市 アシカガシ		かしま産婦人科 サンフジンカ		0284-65-0341		326-0844		足利市鹿島町501-1

		足利市 アシカガシ		くさの小児科		0284-73-7000		326-0335		足利市上渋垂町338-3

		足利市 アシカガシ		すながクリニック		0284-44-7211		326-0015		足利市八椚町494-1　

		宇都宮市 ウツノミヤシ		医療法人　亀田内科		028-633-2884		320-0812		宇都宮市一番町1-28

		宇都宮市 ウツノミヤシ		越戸クリニック		028-660-6190		321-0951		宇都宮市越戸町139-6

		宇都宮市 ウツノミヤシ		福田こどもクリニック		028-659-8850		320-0852		宇都宮市下砥上町1545-20

		宇都宮市 ウツノミヤシ		きくちクリニック		028-683-3387		321-0903		宇都宮市下平出町614-2

		宇都宮市 ウツノミヤシ		てらもと小児科		028-650-6636		321-0975		宇都宮市関堀町971-6

		宇都宮市 ウツノミヤシ		あおい内科小児科ｸﾘﾆｯｸ		028-663-6000		321-0973		宇都宮市岩曽町1086-1

		宇都宮市 ウツノミヤシ		桜井消化器科・内科		028-643-0870		320-0073		宇都宮市細谷1-7-38

		宇都宮市 ウツノミヤシ		鈴木内科クリニック		028-655-1229		321-0139		宇都宮市若松原2-4-19

		宇都宮市 ウツノミヤシ		大根田内科医院		028-624-6322		320-0072		宇都宮市若草3-4-22

		宇都宮市 ウツノミヤシ		てらだファミリークリニック		028-654-2188		321-0132		宇都宮市雀の宮5-5-1

		宇都宮市 ウツノミヤシ		清原台こどもクリニック キヨハラ ダイ		028-305-6017		321-3223		宇都宮市清原台2-4-14

		宇都宮市 ウツノミヤシ		森田医院		028-633-1573		320-0861		宇都宮市西3-5-8

		宇都宮市 ウツノミヤシ		こどもヶ丘診療所		028-615-1077		321-0151		宇都宮市西川田町183-21

		宇都宮市 ウツノミヤシ		有村小児科医院		028-656-7207		321-0912		宇都宮市石井町3128-11

		宇都宮市 ウツノミヤシ		いちはらファミリークリニック		028-612-8350		321-0414		宇都宮市中里町322

		宇都宮市 ウツノミヤシ		豊郷中央渡辺内科　		028-622-8900		320-0004		宇都宮市長岡町1217-5

		宇都宮市 ウツノミヤシ		宇都宮市子ども発達センター診療所 ウツノミヤシ コ ハッタツ シンリョウジョ		028-647-4720		320-0851		宇都宮市鶴田町970-1

		宇都宮市 ウツノミヤシ		梅園医院		028-633-2869		320-0035		宇都宮市伝馬町3-28

		宇都宮市 ウツノミヤシ		片山医院		028-661-9764		321-0944		宇都宮市東峰町3008-21

		宇都宮市 ウツノミヤシ		冨塚メデｲカルクリニック		028-666-2555		321-2116		宇都宮市徳次郎町888

		宇都宮市 ウツノミヤシ		豊郷台クリニック ユタカ ゴウ ダイ		028-643-8998		320-0003		宇都宮市豊郷台2-21-3

		宇都宮市 ウツノミヤシ		みやの杜クリニック　		028-683-7811		321-0904		宇都宮市陽東2-4-5

		宇都宮市 ウツノミヤシ		医療法人　赤羽病院		028-661-5446		321-0904		宇都宮市陽東7-2-2

		大田原市 オオタワラシ		くろばね齋藤醫院		0287-54-0031		324-0233		大田原市黒羽田町612

		大田原市 オオタワラシ		さいとうハート＆キッズクリニック		0287-53-7979		324-0043		大田原市浅香1-4-3

		大田原市 オオタワラシ		あさかクリニック		0287-22-2601		324-0043		大田原市浅香3-3711

		小山市 オヤマシ		神鳥谷クリニック		0285-22-7700		323-0827		小山市神鳥谷1-19-1

		小山市 オヤマシ		小山すぎの木クリニック		0285-30-3456		323-0806		小山市中久喜1131-1

		小山市 オヤマシ		おおきこどもクリニック		0285-41-0025 		329-0207		小山市美しが丘3-35-3

		鹿沼市 カヌマシ		小川こどもクリニック		0289-74-5421		322-0027		鹿沼市貝島町5006-2

		鹿沼市 カヌマシ		飯岡小児科		0289-65-3257		322-0074		鹿沼市日吉町569-2

		鹿沼市 カヌマシ		小松医院		0289-60-5515		322-0064		鹿沼市文化橋町2300-1

		鹿沼市 カヌマシ		いとうこどもクリニック		0289-63-5566		322-0025		鹿沼市緑町2-2-29

		上三川 カミノカワ		やの小児科医院		0285-56-0280		329-0611		河内郡上三川町上三川3446-3

		さくら市 シ		仲嶋医院		028-681-7755		329-1311		さくら市氏家3245-17

		佐野市 サノシ		稲毛クリニック		0283-25-2566		327-0103		佐野市石塚町893-1

		佐野市 サノシ		こばやしファミリークリニック		0283-85-9900		327-0311		佐野市多田町566

		佐野市 サノシ		坪水医院		0283-62-0265		327-0312		佐野市栃本町2241

		佐野市 サノシ		緑の屋根診療所		0283-20-2577		327-0843		佐野市堀米町1348-5

		佐野市 サノシ		キッズクリニックはせがわ		0283-27-0200		327-0843		佐野市堀米町3946-6

		下野市 シモノ シ		グリムこどもクリニック		0285-51-1515		329-0502		下野市下古山2-6-17

		下野市 シモノ シ		にじいろこども診療所 シンリョウジョ		0285-44-7716		329-0414		下野市小金井4-1-1

		下野市 シモノ シ		角田内科医院		0285-53-5665 		329-0511		下野市石橋549

		下野市 シモノ シ		佐藤内科		0285-53-1305		329-0511		下野市石橋839-14

		下野市 シモノ シ		おかべこどもクリニック		0285-40-7300 		329-0433		下野市緑5-17-12

		高根沢町 タカネザワマチ		にいたに内科　		028-675-6515		329-1231		塩谷郡高根沢町宝石台 3-3-19

		栃木市 トチギシ		熊倉医院		0282-55-8425		329-4316		栃木市岩舟町新里180-1 トチギシ

		栃木市 トチギシ		竹田内科小児科クリニック		0282-29-1233		328-0011		栃木市大宮町52番地

		栃木市 トチギシ		田村医院		0282-43-3368		329-4423		栃木市大平町西水代1835-1

		栃木市 トチギシ		小森谷内科医院		0282-43-7327		329-4404		栃木市大平町富田4003-8

		栃木市 トチギシ		持田医院		0282-67-3661		329-0319		栃木市藤岡町中根115-5

		栃木市 トチギシ		腰塚医院		0282-62-2072		323-1104		栃木市藤岡町藤岡1845-10

		栃木市 トチギシ		よこやま内科小児科クリニック		0282-24-8102		328-0075		栃木市箱森町38-70

		栃木市 トチギシ		サンレディースクリニック		0282-24-3541		328-0024		栃木市樋ノ口町504-1

		栃木市 トチギシ		桜井こどもクリニック		0282-24-5987		328-0034		栃木市本町16-9

		栃木市 トチギシ		さいとう小児科 ショウニカ		0282-22-0757 		328-0015		栃木市万町30番16号

		那珂川町 ナカガワマチ		佐藤医院		0287-96-2841		324-0501		那須郡那珂川町小川2960-1

		那珂川町 ナカガワマチ		飯塚医院		0287-92-2034		324-0613		那須郡那珂川町馬頭484-3

		那珂川町 ナカガワマチ		立花医院		0287-72-0311		325-0003		那須郡那須町寺子乙3967-190

		那須塩原市 ナスシオバラ シ		中川医院 ナカガワ イイン		0287-62-0040		325-0057		那須塩原市黒磯幸町6-27

		那須塩原市 ナスシオバラ シ		さいとうクリニック		0287-39-1805		329-2724		那須塩原市西幸町7-13

		那須塩原市 ナスシオバラ シ		みずぬまクリニック		0287-39-1581		329-2751		那須塩原市東三島2-80-6

		日光市 ニッコウシ		吉原医院		0288-21-0161		321-1261		日光市今市826-4

		日光市 ニッコウシ		木村内科医院		0288-22-7880		321-1264		日光市瀬尾497-1

		益子町 マシコマチ		鈴木医院		0285-72-2032		321-4217		益子町益子1747-2

		壬生町 ミブマチ		小倉医院		0282-82-0057		321-0227		壬生町通町10-5

		壬生町 ミブマチ		大橋内科クリニック		0282-82-8522		321-0219		壬生町福和田1003-1

		壬生町 ミブマチ		かとう小児科 ショウニカ		0282-82-7576		321-0218		壬生町落合3-7-30

		真岡市 モオカシ		ひがのクリニック		0285-74-0051 		321-4521		真岡市久下田941-1

		真岡市 モオカシ		小林診療所		0285-82-3873		321-4369		真岡市熊倉3-10-7

		真岡市 モオカシ		西真岡こどもクリニック		0285-81-7900		321-4341		真岡市高勢町3-205-1

		真岡市 モオカシ		田井の里クリニック		0285-81-6502		321-4301		真岡市西田井内外748-2

		真岡市 モオカシ		深谷医院 フカヤ イイン		0285-75-0007 		321-4502		真岡市物井1268-7

		茂木町 モギマチ		吉永医院		0285-63-2303		321-3564		茂木町増井190-1





病院一覧表

		市区郡 シク グン		診療所名 シンリョウジョ メイ		電話番号 デンワ バンゴウ		郵便番号 ユウビンバンゴウ		所在地 ショザイチ																																																						相談窓口 ソウダン マドグチ		部署名・職名 ブショ メイ ショクメイ		ご担当者氏名 タントウシャ シメイ		連絡先TEL レンラクサキ		連絡先MAIL レンラクサキ

		足利市 アシカガシ		あしかがの森足利病院		0284-91-0611		326-0011		足利市大沼田町615		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		1		2		別紙参照 ベッシ サンショウ		有		メディカルソーシャルワーカー		福地　哲郎 フクチ テツロウ		0284-91-0611		soudan@hshikagu-hospital.or.jp

		足利市 アシカガシ		足利赤十字病院		0284-21-0121		326-0843		足利市五十部町284-1		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		3		1		2		別紙参照 ベッシ サンショウ		有		事務部医事課社会福祉士 ジム ブ イジ カ シャカイ フクシ シ		布施　麻由実 フセ マユミ		0284-20-1307

		宇都宮市 ウツノミヤシ		済生会宇都宮病院		028-626-5500		321-0974		宇都宮市竹林町911-1		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		2		別紙参照 ベッシ サンショウ		有		地域連携課 チイキ レンケイ カ		荻津　守 オギツ カミ		028-626-5500

		宇都宮市 ウツノミヤシ		JCHO　うつのみや病院		028-653-1001		321-0143		宇都宮市南高砂町11-17		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		無

		大田原市 オオタワラシ		那須赤十字病院		0287-23-1122		324-8686		大田原市中田原1081-4		1		1		3		3		3		1		3		1		3		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		1		4		なし		有		地域医療福祉連携課福祉係長 チイキ イリョウ フクシ レンケイ カ フクシ カカリチョウ		野中 美希 ノナカ ミキ		0287-23-1122		renkeika@nasu.jrc.or.jp

		小山市 オヤマシ		新小山市民病院		0285-36-0200		323-0827		小山市神鳥谷2251-1 オヤマシ ヒトトノヤ		1		1		3		2		2		2		2		2		2		2		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		2		なし		有		医療相談室保健師 イリョウ ソウダンシツ ホケンシ		多賀谷 邦子 タガヤ クニコ		0285-36-0256		soudan@hospital.oyama.tochigi.jp

		小山市 オヤマシ		小山厚生病院		0285-22-1105		323-0031		小山市八幡町2-10-6		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		2		なし		有		看護師長 カンゴシ チョウ		横家 よね子 ヨコ イエ コ		0285-22-1105
0285-24-9890

		下野市 シモツケシ		自治医科大学附属病院　		0285-44-2111		329-0498		下野市薬師寺3311-1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		2		3		2		別紙参照 ベッシ サンショウ		有		地域医療連携部（看護師） チイキ イリョウ レンケイ ブ カンゴシ		黒田　光恵 クロダ ミツエ		0285-44-2111		mazuek@jichi.ac.jp

		下野市 シモツケシ		石橋総合病院		0285-53-1134		329-0511		下野市石橋628		1		1		1		1		1		1		1		2		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		1		なし		有		地域医療連携部 チイキ イリョウ レンケイ ブ		(部長)岩崎 さゆり ブチョウ イワサキ		0285-53-1134		ishibashi-renkei@yushikai.jp

		高根沢町 タカネザワマチ		菅又病院　		028-676-0311		329-1207		塩谷郡高根沢町花岡2351		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		無

		栃木市 トチギシ		とちの木病院		0282-22-7722		328-0071		栃木市大町39-5		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		無

		栃木市 トチギシ		下都賀総合病院		0282-22-2551		328-0044		栃木市富士見町5-32		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		3		なし		有		医療福祉相談室 イリョウ フクシ ソウダンシツ		MSWが3人おります ニン		0282-22-2551

		栃木市 トチギシ		西方病院		0282-92-2323		322-0601		栃木市西方町金崎273-3 トチギシ		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		有		西方病院地域連携室 ニシカタ ビョウイン チイキ レンケイ シツ				0282-25-7310		nishikata-renkei@cc9.ne.jp

		壬生町 ミブマチ		獨協医科大学病院		0282-86-1111		321-0293		下都賀郡壬生町大字北小林880		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		3		2		別紙参照 ベッシ サンショウ		有		地域医療連携センター医療福祉相談室 チイキ イリョウ レンケイ イリョウ フクシ ソウダンシツ				0282-87-2185
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相談支援事業所

		Ｑ1.貴施設について、お伺いいたします キ シセツ ウカガ										事業所名とコメントをくっつけるで一表を作る ジギョウショ メイ イッピョウ ツク

		1		事業所名 ジギョウショ メイ								今月中 コンゲツ チュウ

		2		電話番号 デンワ バンゴウ								地図と一覧表をパワーポイント チズ イチラン ヒョウ

		3		FAX番号 バンゴウ								各項目ごとにページを作る カクコウモク ツク

		4		所在地 ショザイチ

		5		訪問可能な主な市町村 ホウモン カノウ オモ シチョウソン

		Ｑ2.重症心身障害児（者）の定義をご存知ですか ジュウショウシンシンショウガイジ シャ テイギ ゾンジ

		Ｑ2-1		知っている シ

		Ｑ2-2		知らない シ

		Ｑ3.重症心身障害児（者）の方（家族・関係機関等）からの相談を受けたことがありますか ジュウショウシンシンショウガイジ シャ カタ カゾク カンケイ キカン ナド ソウダン ウ

		Ｑ3-1		1		ある

		Ｑ3-2		2		ない

		Ｑ3-1-Ａ

				Ａ-1それは誰からの相談でしたか ダレ ソウダン

				1		ａ.家族 カゾク

				2		ｂ.支援者 シエンシャ

				3		ｃ.関係機関 カンケイ キカン

				Ａ-2それはどんな相談でしたか（複数回答可） ソウダン フクスウ カイトウ カ

				1		ａ.生活上の相談 セイカツ ジョウ ソウダン

				2		ｂ.医療的な相談 イリョウテキ ソウダン

				3		ｃ.制度に関する相談 セイド カン ソウダン

				4		ｄ.教育に関する相談 キョウイク カン ソウダン

				5		ｅ.サービス等利用計画書作成に関する相談 ナド リヨウ ケイカクショ サクセイ カン ソウダン

				6		ｆ.その他 タ

				Ａ-3それらの相談事業所として対応（解決）はできましたか ソウダン ジギョウショ タイオウ カイケツ

				1		ａ.できた

				2		ｂ.できなかった

				Ａ-3-1それはどうしてですか

				1		ａ解決手段・方法がなかった カイケツ シュダン ホウホウ

				2		ｂ.ほかの相談支援事業所に依頼した ソウダン シエン ジギョウショ イライ

				3		ｃ.行政に依頼した ギョウセイ イライ

				4		ｄ.その他 タ

		Ｑ4.Ｑ3-2「ない」→これから重症心身障害児（者）の方（本人・家族等）からの相談があればどのように対応されますか ジュウショウシンシンショウガイジ シャ カタ ホンニン カゾク ナド ソウダン タイオウ

				Ｑ4-1		自分の事業所で対応する ジブン ジギョウショ タイオウ

				Ｑ4-2		ほかの相談支援事業所へ依頼する ソウダン シエン ジギョウショ イライ

				Ｑ4-3		行政に依頼する ギョウセイ イライ

				Ｑ4-4		その他 タ

		Ｑ5.重症心身障害児（者）の方のサービス等利用計画書を作成したことがありますか ジュウショウシンシンショウガイジ シャ カタ ナド リヨウ ケイカクショ サクセイ

				Ｑ5-1		ある

				Ｑ5-2		ない

						Ｑ5-1-Ａ		「ある」と回答→作成にあたり、苦労したこと困ったことがありましたか カイトウ サクセイ クロウ コマ

						Ｑ5-2-Ａ		「ない」と回答 カイトウ

						1		ａ.今後依頼があれば作成する コンゴ イライ サクセイ

						2		ｂ.他の相談支援事業所に依頼する ホカ ソウダン シエン ジギョウショ イライ

						3		ｃ.作成するかどうかわからない サクセイ

						Ｑ5-2-Ａ-1		b.cを回答→それはどうしてですか カイトウ

		Q6.重症心身障害児（者）の方がより良い在宅生活をしていく上で何か必要だと思うことがあればご自由にお書きください ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ カタ ヨ ザイタク セイカツ ウエ ナニ ヒツヨウ オモ ジユウ カ



		承諾可否 ショウダク カヒ		Q1												Ｑ2.重症心身障害児（者）の定義をご存知ですか ジュウショウシンシンショウガイジ シャ テイギ ゾンジ				Ｑ3.重症心身障害児（者）の方（家族・関係機関等）からの相談を受けたことがありますか ジュウショウシンシンショウガイジ シャ カタ カゾク カンケイ キカン ナド ソウダン ウ																														Ｑ4.Ｑ3-2「ない」→これから重症心身障害児（者）の方（本人・家族等）からの相談があればどのように対応されますか ジュウショウシンシンショウガイジ シャ カタ ホンニン カゾク ナド ソウダン タイオウ										Ｑ5.重症心身障害児（者）の方のサービス等利用計画書を作成したことがありますか ジュウショウシンシンショウガイジ シャ カタ ナド リヨウ ケイカクショ サクセイ										Q6.重症心身障害児（者）の方がより良い在宅生活をしていく上で何か必要だと思うことがあればご自由にお書きください ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ カタ ヨ ザイタク セイカツ ウエ ナニ ヒツヨウ オモ ジユウ カ

				事業所名 ジギョウショ メイ		電話番号 デンワ バンゴウ		FAX番号 バンゴウ		郵便番号 ユウビンバンゴウ		所在地 ショザイチ		訪問可能な主な市町村 ホウモン カノウ オモ シチョウソン		知っている		知らない シ		ある		ない		それは誰からの相談でしたか						それはどんな相談でしたか														それらの相談事業所として対応（解決）はできましたか						自分の事業所で対応する ジブン ジギョウショ タイオウ		他の相談支援事業所へ依頼する ホカ ソウダン シエン ジギョウショ イライ		行政に依頼する ギョウセイ イライ		その他 タ				ある		ない		「ある」と回答		「ない」
と回答		b.c（23）を回答

																								家族 カゾク		支援者 シエンシャ		関係機関 カンケイ キカン		生活上の相談 セイカツ ジョウ ソウダン		医療的な相談 イリョウテキ ソウダン		制度に関する相談 セイド カン ソウダン		教育に関する相談 キョウイク カン ソウダン		サービス等利用計画書作成に関する相談 ナド リヨウ ケイカクショ サクセイ カン ソウダン		その他 タ		その他回答 タ カイトウ		それらの相談事業所として対応（解決）はできましたか		それはどうしてですか		それはどうしてですか

		否 イナ		手話通訳派遣協会相談支援事業所		0287-73-4422		0287-62-7776		325-0026		栃木県那須塩原市上厚崎431-17 ３２５－００２６				0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		0		1		本事業所と同様の地域で一般相談支援事業所と連携を図り対応する ホン ジギョウショ ドウヨウ チイキ イッパン ソウダン シエン ジギョウショ レンケイ ハカ タイオウ		0		1		0		2		当事業所は手話通訳派遣を主目的とする事業所であるため、聴覚障害に対するノウハウはあるがそれ以外の障害者に対応する専門性を有していない為 トウ ジギョウショ シュワ ツウヤク ハケン シュモクテキ ジギョウショ チョウカク ショウガイ タイ イガイ ショウガイシャ タイオウ センモンセイ ユウ タメ

		否 イナ		相談支援事業所すまいる		0285-45-7199		0285-45-8437		329-0205		小山市間々田750-1		小山市 オヤマシ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		1		0				0		1		0		3		現在担当させていただいているケースの他に受け入れる時間的余裕がないため。また専門的な知識や経験がなく自信がないため。 ゲンザイ タントウ ホカ ウ イ ジカンテキ ヨユウ センモンテキ チシキ ケイケン ジシン

		否 イナ		やまゆりの里		0284-90-2030		0284-90-2031		326-0011		足利市大沼田町525-1		足利市 アシカガシ		0		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		ショートステイの利用が可能かどうか リヨウ カノウ		2		1		ショートの利用を希望していたが、幼児で夜間に吸引が必要とのことだったので職員配置上困難と判断 リヨウ キボウ ヨウジ ヤカン キュウイン ヒツヨウ ショクイン ハイチ ジョウ コンナン ハンダン		0		0		0		0				0		1		0		2		あしかがの森さんが近くにあり専門性もあるため モリ チカ センモンセイ

		否 イナ		相談支援センターひかり		028-612-7717		028-612-7718		320-0072		宇都宮市若草4-20-7		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		0		1		0		1		0		0		1		0		1		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		居宅介護事業所とニーズのマッチング キョタク カイゴ ジギョウショ		0				短期入所事業所（医療的ケア対応型）の整備 タンキ ニュウショ ジギョウショ イリョウテキ タイオウガタ セイビ

		否 イナ		相談支援センター歩み		028-667-5151		028-667-5150		321-3233		宇都宮市上籠谷町3792		真岡市、芳賀町、宇都宮市 モオカシ ハガマチ ウツノミヤシ		0		1		1		0		0		1		0		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		毎日お会いしている方ではないしお話ができる方ではないので、計画書を作ることは少々戸惑いはありましたが、すべて療育指導室の先生にご指導いただき作成することができました。お幸せな時を過ごしてほしいという思いはいっぱいありますが、なにも出来ていない自分が申し訳ないような気持ちです。 マイニチ ア カタ ハナシ カタ ケイカクショ ツク ショウショウ トマド リョウイク シドウシツ センセイ シドウ サクセイ シアワ トキ ス オモ デキ ジブン モウ ワケ キモ		0				すみません。経験不足で在宅の方はよくわかりませんが、独立行政法人国立病院機構宇都宮病院にお伺いし行き届いた介護、職員の先生方の情熱にこういうところで重症心身障害者の方が過ごせることは幸せなのでは…としみじみ思いました。 ケイケン ブソク ザイタク カタ ドクリツ ギョウセイ ホウジン コクリツ ビョウイン キコウ ウツノミヤ ビョウイン ウカガ イ トド カイゴ ショクイン センセイガタ ジョウネツ ジュウショウ シンシン ショウガイシャ カタ ス シアワ オモ

		否 イナ		ワークス共育		0287-39-5593		0287-39-5630		329-2213		那須塩原市上大貫2028-2				1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		0		1		状況に応じて対応する ジョウキョウ オウ タイオウ		0		1				1				相談支援専門員のレベルアップが必要ではないかと思います ソウダン シエン センモンイン ヒツヨウ オモ

		否 イナ		指定特定相談支援センタードリーム		0288-32-2280		0288-32-2281		321-2341		日光市大沢町274		日光市、塩谷町、鹿沼市、宇都宮市 ニッコウシ シオヤ チョウ カヌマシ ウツノミヤ シ		0		1		1		0		1		0		0		1		1		1		0		0		0				1		0				0		0		0		0				1		0		計画を作成するにあたり医療機関との連携方法を具体化していくことに連絡調整に時間を要しました。また医師同士でのやりとりの方が早いように感じました。※解決できたと言っても施設の空き待ちで関係する病院で入院しております。 ケイカク サクセイ イリョウ キカン レンケイ ホウホウ グタイカ レンラク チョウセイ ジカン ヨウ イシ ドウシ ホウ ハヤ カン カイケツ イ シセツ ア マ カンケイ ビョウイン ニュウイン		0				入所ではなく、医療ケアのできる短期入所やグループホーム、日中一時、生活介護の拡充が必要であること。また重症心身障害児（者）への理解を広めていき、理解者を増やすこと、訪問看護、訪問医療、居宅介護も活用しやすい環境づくりを相談支援専門員はネットワークづくりに努めなければんらないと思います。 ニュウショ イリョウ タンキ ニュウショ ニッチュウ イチジ セイカツ カイゴ カクジュウ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ リカイ ヒロ リカイシャ フ ホウモン カンゴ ホウモン イリョウ キョタク カイゴ カツヨウ カンキョウ ソウダン シエン センモンイン ツト オモ

		否 イナ		ユーファーム支援センター		028-689-0070		028-680-0750		321-0972		宇都宮市下川俣町206-127		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2		これまでの実績として主に就労系の利用計画の作成を行っており重症心身障害児の方への支援については経験や人員の不足から対応が困難であると思われるため ジッセキ オモ シュウロウ ケイ リヨウ ケイカク サクセイ オコナ ジュウショウ シンシン ショウガイジ カタ シエン ケイケン ジンイン フソク タイオウ コンナン オモ

		否 イナ		障害者相談支援センターひびき		028-666-7601		028-666-7602		321-0403		宇都宮市下小倉町1536		宇都宮市、さくら市 ウツノミヤシ シ		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2		かつて受け入れたことがなく、またスタッフにも医療的ケアの知識や経験が乏しく、自信をもって迎え入れることができない ウ イ イリョウテキ チシキ ケイケン トボ ジシン ムカ イ		受け入れる施設が近辺にあること ウ イ シセツ キンペン

		否 イナ		相談支援事業ぴゅあ		028-611-1771		028-611-1772		321-0911		宇都宮市問屋町3426-46		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2

		否 イナ		指定特定相談支援事業所すえひろ		0287-23-3962		0287-24-1670		324-0042		大田原市末広1-2-5		大田原市、大田原市以外は交通費を受領 オオタワラシ オオタワラシ イガイ コウツウヒ ジュリョウ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2		事業所の対象を精神障害に限定し、市に申請しているため ジギョウショ タイショウ セイシン ショウガイ ゲンテイ シ シンセイ

		否 イナ		相談支援センターふじみだい		0285-44-0200		0285-44-4255		329-0412		下野市芝1123		下野市 シモノ シ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		0		1		ケースによって検討 ケントウ		0		1				2

		否 イナ		相談支援センターひゅーまにあ宇都宮		028-678-5385		028-678-5395		320-0802		宇都宮市江野町6-15大立ビル4階		宇都宮市（鹿沼市等近隣市町村） ウツノミヤシ カヌマシ ナド キンリン シチョウソン		0		1		1		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		あるではありますが、初めての作成でまた完成はしていない段階です。病院で実施されている活動医療等で自分自身が未熟で理解が足りていない為に苦労しています。 ハジ サクセイ カンセイ ダンカイ ビョウイン ジッシ カツドウ イリョウ ナド ジブン ジシン ミジュク リカイ タ タメ クロウ		0				①医療面での安心②外部と交流する機会③家族の方への支援 イリョウ メン アンシン ガイブ コウリュウ キカイ カゾク カタ シエン

		否 イナ		地域活動支援センターあしかが		0284-41-2643		0284-43-0463		326-0808		足利市本城1-1547		足利市 アシカガシ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0						0		1		0		0				0		1				2		専門外で知識等はなく、計画書の作成は難しいため センモンガイ チシキ トウ ケイカクショ サクセイ ムズカ

		否 イナ		南那須地区障害者相談支援センター		0287-80-1020		0287-80-1027		321-0624		那須烏山市旭1-18-8		那須烏山市、那珂川町 ナスカラスヤマシ ナカガワマチ		1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		アセスメント、院内での面会予定の調整、家族への説明など インナイ メンカイ ヨテイ チョウセイ カゾク セツメイ		0				在宅医療、訪問リハビリなど24時間対応出来る専門家チーム ザイタク イリョウ ホウモン ジカン タイオウ デキ センモンカ

		否 イナ		ワン・ハーモニー		0287-22-8255		0287-48-7225		324-0042		大田原市末広1-3618-13				0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				0

		否 イナ		ひまわり相談支援事業所		0282-20-5006		0282-23-4878		328-0052		栃木市祝町12－9				0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		1		0				0		1				3		意思伝達が自分にとって受け止められるかに不安があるため イシ デンタツ ジブン ウ ト フアン

		否 イナ		サンフラワーライフ		0285-22-1109		0285-22-1345		323-0808		小山市出井1936		小山市内 オヤマシナイ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				3		近隣に受け入れ施設が少なく在宅福祉サービスに向けるのが難しい キンリン ウ イ シセツ スク ザイタク フクシ ム ムズカ

		否 イナ		natu- la(ナチュラ)		0287-67-3115		0287-67-3115		329-3153		那須塩原市大原間239-1		那須塩原市、大田原市、那須町 ナスシオバラ シ オオタワラシ ナスマチ		0		1		1		0		1		0		0		1		1		1		0		0		0				1		0				0		0		0		0				1		0		サービス自体の幅がせまいため、本人が安全に安心した生活をうけられるためにどう組み合わせたら良いか。又、家族によっては苦手な事業所もあり限られた事業所を探すのが難しかった。 ジタイ ハバ ホンニン アンゼン アンシン セイカツ ク ア ヨ マタ カゾク ニガテ ジギョウショ カギ ジギョウショ サガ ムズカ		0				訪問系のサービスがもっと充実して欲しい ホウモン ケイ ジュウジツ ホ

		否 イナ		相談支援事業所ふるさとホーム那須		0287-98-3001		0287-98-8080		324-0414		大田原市片府田1301-59		大田原市、那須町、那須塩原市、周辺 オオタワラシ ナスマチ ナスシオバラ シ シュウヘン		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2		主な精神知的関係なので、今後はできるよう専門的な部分の勉強が必要です。 オモ セイシン チテキ カンケイ コンゴ センモンテキ ブブン ベンキョウ ヒツヨウ		①専門相談②居場所③地域の理解 センモン ソウダン イバショ チイキ リカイ

		否 イナ		特定相談支援事業所きのこ		028-635-8746		028-635-8778		320-0846		栃木県宇都宮市滝の原2-4-42 ３２０－０８４６		宇都宮市 ウツノミヤシ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		1		0				0		1				3		どのように作成したらいいか不安のため サクセイ フアン

		否 イナ		こども発達支援センター鹿沼市あおば園		0289-63-1745		0289-63-1745		322-0074		鹿沼市日吉町320－1				1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		1		0				0		1				2		相談支援専門員の不足、児童発達支援事業所利用のための計画書作成が主な業務になっている ソウダン シエン センモンイン フソク ジドウ ハッタツ シエン ジギョウショ リヨウ ケイカクショ サクセイ オモ ギョウム

		否 イナ		障害者相談支援センターみつか・Ｒｕ		028-648-3971		028-648-3936		321-0347		宇都宮市飯田町261		宇都宮市、鹿沼市 ウツノミヤシ カヌマシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		1		状況に応じして他機関と連携し判断する場合もある ジョウキョウ オウ ホカ キカン レンケイ ハンダン バアイ		0		1				1		計画依頼の状況に応じて対応できない月もある（モニタリング件数） ケイカク イライ ジョウキョウ オウ タイオウ ツキ ケンスウ

		否 イナ		工房つばさ		0285-40-0388		0285-40-6700		329-0401		下野市箕輪425-1		下野市、上三川町、壬生町、ただし状況に応じて対応することが難しい場合もある シモノ シ カミノカワマチ ミブマチ ジョウキョウ オウ タイオウ ムズカ バアイ		1		0		1		0		1		0		0		1		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		短期入所、ヘルパーなどの利用希望があっても受け入れてくれる事業所が見つからない タンキ ニュウショ リヨウ キボウ ウ イ ジギョウショ ミ		3		状況により作成することができない場合がある ジョウキョウ サクセイ バアイ		重心の方の短期入所等の利用ができるところが必要。在宅でのサービスの受入必要だと思われる。 ジュウシン カタ タンキ ニュウショ ナド リヨウ ヒツヨウ ザイタク ウケイレ ヒツヨウ オモ

		否 イナ		相談支援事業所グーフォ		028-673-0002		028-671-0785		329-1105		宇都宮市中岡本町3178-3				1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1				在宅生活を支える家族に負担が重くならないようにする。緊急時に対応してくれる医療ケア付きの宿泊施設を増やしてほしい ザイタク セイカツ ササ カゾク フタン オモ キンキュウジ タイオウ イリョウ ツ シュクハク シセツ フ

		否 イナ		那珂川町社協相談支援事業所		0287-92-1273		0287-92-1295		324-0613		那珂川町馬頭560-1		那珂川町 ナカガワマチ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				0				移動支援サービス イドウ シエン

		否 イナ		相談支援事業所大山田ノンフェール		0287-93-0660		0287-83-8182		324-0602		那珂川町大山田下郷955		那珂川町 ナカガワマチ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		1		0				0		1				2		平成27年度で相談支援事業を終了するため ヘイセイ ネンド ソウダン シエン ジギョウ シュウリョウ

		否 イナ		在宅サポートこころ		028-651-0780		028-651-0781		320-0042		宇都宮市材木町4-24				0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2

		否 イナ		相談支援事業所みらい ソウダン シエン ジギョウショ		0280-57-2673		0280-57-2673		329-0111		野木町丸林371-12		野木町、小山市 ノギマチ オヤマシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		0		1		しかるべき関係機関と連携して対応する カンケイ キカン レンケイ タイオウ		0		1				3		重症心身のノウハウがない ジュウショウ シンシン

		否 イナ		大田原市社会福祉協議会		0287-54-1849		0287-54-2745		324-0233		栃木県大田原市黒羽田町848 ３２４－０２３３		大田原市内 オオタワラシナイ		0		1		1		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0				2		1				0		1		0		0				0		1				2		職員が未熟なため ショクイン ミジュク		在宅医療の充実、居宅介護の２４時間対応（サービス事業所）の充実 ザイタク イリョウ ジュウジツ キョタク カイゴ ジカン タイオウ ジギョウショ ジュウジツ

		否 イナ		障がい者相談支援センターとまつり		028-680-5570		028-680-5271		320-0052		宇都宮市中戸祭町813		宇都宮市、近隣市町村 ウツノミヤシ キンリン シチョウソン		0		1		1		0		1		0		0		1		0		0		0		0		1		親子間の関わり オヤコ カン カカ		0		0		現在対応中 ゲンザイ タイオウチュウ		0		0		0		0				1		0		保護者との連携がとれない ホゴシャ レンケイ		0

		否 イナ		宇都宮市社会福祉協議会		028-636-1536		028-636-1537		320-0806		宇都宮市中央1-1-15		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		0				2		1		医療的ケアが必要な方が長時間外出したい。長時間支援者の拘束、移動手段（車の中での対応）、医療的ケアが必要な方が外出したいときに外出できる環境がすぐに整えられない、医療的けが必要な方で要介助であるが、歩行できる方が利用できる短期入所先はないか（アクセス時間も含む） イリョウテキ ヒツヨウ カタ チョウジカン ガイシュツ チョウジカン シエン シャ コウソク イドウ シュダン クルマ ナカ タイオウ イリョウテキ ヒツヨウ カタ ガイシュツ ガイシュツ カンキョウ トトノ イリョウテキ ヒツヨウ カタ ヨウ カイジョ ホコウ カタ リヨウ タンキ ニュウショ サキ ジカン フク		0		0		0		0				1		0		専門的（医療面）な知識がなく、専門用語が多く調べたり聞いたりしながら支援していくこと。長く関わらないと親の思いまで聞き出せないこと。 センモンテキ イリョウ メン チシキ センモン ヨウゴ オオ シラ キ シエン ナガ カカ オヤ オモ キ ダ		0				当事者が何歳になっても利用できるサービス環境（短期入所、訪問入浴など）。教育もほかのお子さん同様平等に受けられる機会（学校行事も含む）。相談対応できる人材の確保。緊急時でも利用できるサービスの調整・確保。直接支援できるサービス・人材を増やすこと。 トウジシャ ナンサイ リヨウ カンキョウ タンキ ニュウショ ホウモン ニュウヨク キョウイク コ ドウヨウ ビョウドウ ウ キカイ ガッコウ ギョウジ フク ソウダン タイオウ ジンザイ カクホ キンキュウジ リヨウ チョウセイ カクホ チョクセツ シエン ジンザイ フ

		承諾 ショウダク		ライフサポートセンターゆめ		0280-33-3624		0280-57-4624		329-0111		野木町丸林630-4		野木町、その周辺地域 ノギマチ シュウヘン チイキ		1		0		1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		1		福祉サービス利用に関する相談 フクシ リヨウ カン ソウダン		1		0				0		0		0		0				1		0		医療的な情報、知識に乏しくわからない用語などが数多く出てきた。医療的ケアの内容の聞き取り（どの部分を聞いていけばよいのか） イリョウテキ ジョウホウ チシキ トボ ヨウゴ カズオオ デ イリョウテキ ナイヨウ キ ト ブブン キ		0				Ｆａの負担軽減のためのレスパイト先（ＨＰ、ＳＳ機関等）。家族それぞれの訴え、希望を明確にしていく。関係機関がチームになりＦａの支え応援をしていく。 フタン ケイゲン サキ キカンナド カゾク ウッタ キボウ メイカク カンケイ キカン ササ オウエン

		承諾 ショウダク		足利ケアサービス		0284-21-7630		0284-21-3109		326-0843		足利市五十部町809-3		足利市、佐野市、太田市 アシカガシ サノシ オオタシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		0		1		ケースによって対応する タイオウ		0		1				3

		承諾 ショウダク		相談支援センターみさと		0285-72-9767				321-4104		芳賀郡益子町大沢2800-5		芳賀郡内（真岡市、益子町、市貝町、芳賀町、茂木町） ハガ グンナイ モオカシ マシコ チョウ イチ ガイ マチ ハガマチ モギマチ		1		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		資源が少ない、短期入所先の確保が難しかった。計画を作るのには、医療情報が難しく感じられた。 シゲン スク タンキ ニュウショ サキ カクホ ムズカ ケイカク ツク イリョウ ジョウホウ ムズカ カン		0				連携の取れる医療関係者がたくさん地域の中にいてくれると安心して生活できるかな。外出や余暇の充実を図るために医療の必要な人の生活が限られてしまっている（あきらめてしまっている） レンケイ ト イリョウ カンケイシャ チイキ ナカ アンシン セイカツ ガイシュツ ヨカ ジュウジツ ハカ イリョウ ヒツヨウ ヒト セイカツ カギ

		承諾 ショウダク		サポートセンターとみや生活支援センター		028-665-8230		028-665-8230		321-2116		宇都宮市徳次郎町540		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		0		1		0		0		0		0		1		1		1		1		1		0				0		1		医療的なケアが必要な利用者様の日中活動先が限られて利用できない人がいる。学校との連携が取りにくい。通勤手段・行事参加制限があり平等性が保たれない。学校はサービスで対応を望み、福祉行政は教育で何とかするべきとつねに折り合わない。 イリョウテキ ヒツヨウ リヨウシャサマ ニッチュウ カツドウ サキ カギ リヨウ ヒト ガッコウ レンケイ ト ツウキン シュダン ギョウジ サンカ セイゲン ビョウドウセイ タモ ガッコウ タイオウ ノゾ フクシ ギョウセイ キョウイク ナン オ ア		0		0		1		0		協力してほしい キョウリョク		1		0		利用できるサービスが限られている。社会参加できる機会が少なく、場が限られている。介護者の負担軽減が取りにくい。夢や希望を叶えるための資源が少ない。 リヨウ カギ シャカイ サンカ キカイ スク バ カギ カイゴシャ フタン ケイゲン ト ユメ キボウ カナ シゲン スク		0				通勤手段、保護者なくても教育が受けられる環境。常に親同行を求めるのでは、自立につながらず、いつになっても親の負担は軽減されない。親が安心して託せる日中活動の場。社会参加、役割を担える環境作り、職場。地域で生活していくための交流の機会や場があるといい。緊急的にレスパイトを受け入れてくれる場。 ツウキン シュダン ホゴシャ キョウイク ウ カンキョウ ツネ オヤ ドウコウ モト ジリツ オヤ フタン ケイゲン オヤ アンシン タク ニッチュウ カツドウ バ シャカイ サンカ ヤクワリ ニナ カンキョウ ヅク ショクバ チイキ セイカツ コウリュウ キカイ バ キンキュウテキ ウ イ バ

		承諾 ショウダク		社会就労センターえいぶるの里 シャカイ シュウロウ サト		0285-22-4561		0285-224581		323-0003		小山市東島田2403-2		小山市、下野市、上三川町、野木町、結城市、古河市、筑西市 オヤマシ シモノ シ カミノカワマチ ノギマチ ユウキシ コガシ ツク ニシ シ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				1		0		自己決定が難しいため、家族中心の考えになってしまうこと。また、利用できる社会資源が少ない。 ジコ ケッテイ ムズカ カゾク チュウシン カンガ リヨウ シャカイ シゲン スク		1				関係機関との連携、特に在宅が長い方は医療機関とのかかわりが家族も含め、希薄になってしまい、二次障害に対応できない。地域に総合的に支援でき、医療的ケアが受けられる場所、または訪問医療の充実が必要と思います。 カンケイ キカン レンケイ トク ザイタク ナガ カタ イリョウ キカン カゾク フク キハク ニジ ショウガイ タイオウ チイキ ソウゴウテキ シエン イリョウテキ ウ バショ ホウモン イリョウ ジュウジツ ヒツヨウ オモ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所「ピュア」		0282-31-3911		0282-31-3912		328-0133		栃木市大森町465		栃木市、鹿沼市、佐野市、小山市、壬生町 トチギシ カヌマシ サノシ オヤマシ ミブマチ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1

		承諾 ショウダク		社会福祉法人とちのみ会　こなかの森 シャカイ フクシ ホウジン カイ モリ		0283-24-5757		0283-24-6294		327-0001		佐野市小中町1280		佐野市、足利市 サノシ アシカガシ		1		0		1		0		1		0		0		1		0		1		0		0		0				1		2		通所型のため、短期入所の受け入れはサービスとして提供できず、他施設の紹介、相談支援事業につなげている。 ツウショ ガタ タンキ ニュウショ ウ イ テイキョウ タ シセツ ショウカイ ソウダン シエン ジギョウ		0		0		0		0				1		0		療養型短期入所ほかの施設への短期入所の受け入れ状況など、受け入れ場所を見つけるなど。短期入所時の発作発症時医療への繋ぎが困難。問題多（かかりつけ医への搬送） リョウヨウガタ タンキ ニュウショ シセツ タンキ ニュウショ ウ イ ジョウキョウ ウ イ バショ ミ タンキ ニュウショ ジ ホッサ ハッショウ ジ イリョウ ツナ コンナン モンダイ タ イ ハンソウ		0				佐野市には、身障（重心）短期入所施設がなく老人施設に佐野市が委託しているが、利用する人もいなく、サービスが使いづらい状態にある。短期入所受け入れ可能施設が増えることで、家族のほうも使いやすく利便性があがると考えます。 サノシ シンショウ ジュウシン タンキ ニュウショ シセツ ロウジン シセツ サノシ イタク リヨウ ヒト ツカ ジョウタイ タンキ ニュウショ ウ イ カノウ シセツ フ カゾク ツカ リベンセイ カンガ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所テトテ		0287-36-7171		0287-36-7181		329-2732		那須塩原市一区町251-1		那須塩原市（大田原、矢板、那須町、那珂川町、烏山） ナスシオバラ シ オオタワラ ヤイタ ナスマチ ナカガワマチ カラスヤマ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		0		1		委託の相談支援事業所や重心専門の事業所に相談する イタク ソウダン シエン ジギョウショ ジュウシン センモン ジギョウショ ソウダン		0		1				3		その方にとって、より専門性の高い方が対応することが望ましいと思いますので、作成が適するか否か周囲のサービス状況なども考慮して決めたいと思います。適切にアドバイスをいただける地域の環境が整っていれば、スキルアップ、経験の積み重ねのためにも作成したいです。 カタ センモンセイ タカ ホウ タイオウ ノゾ オモ サクセイ テキ イナ シュウイ ジョウキョウ コウリョ キ オモ テキセツ チイキ カンキョウ トトノ ケイケン ツ カサ サクセイ		相談支援専門員のスキルアップ。きめ細かい支援（サービスの充実）本人のニーズを正しく理解できる人材の育成と地域の理解。 ソウダン シエン センモンイン コマ シエン ジュウジツ ホンニン タダ リカイ ジンザイ イクセイ チイキ リカイ

		承諾 ショウダク		指定特定相談支援事業所あじさい		0287-60-3361		0287-60-3362		325-0034		那須塩原市東原166		那須塩原市、那須町 ナスシオバラ シ ナスマチ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2				訪問看護、訪問診療を行う医師が必要だと思います。 ホウモン カンゴ ホウモン シンリョウ オコナ イシ ヒツヨウ オモ

		承諾 ショウダク		障害者相談支援センターいぶき		028-678-3502		028-676-3501		329-1216		高根沢町桑窪2266-2		高根沢町 タカネザワマチ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1				短期入所など受け入れてくれる施設を増やしてほしい。県内で受け入れていただけない為、県外の施設を考えなくてはいけない方がいます。 タンキ ニュウショ ウ イ シセツ フ ケンナイ ウ イ タメ ケンガイ シセツ カンガ カタ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所わくわくおやま		0285-24-6575		0285-20-0255		323-0022		小山市駅東通り3-9-6		小山市 オヤマシ		1		0		1		0		1		1		1		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		関係事業所が多いことで情報収集連携等大変。医療機関とも連携を図る必要あり。レスパイト、ショートステイの受入困難。利用できる事業所が少ない。 カンケイ ジギョウショ オオ ジョウホウ シュウシュウ レンケイ ナド タイヘン イリョウ キカン レンケイ ハカ ヒツヨウ ウケイレ コンナン リヨウ ジギョウショ スク		0				重症心身障害児（者）を受け入れしてくれる事業所、施設がもっと多くあればよいと思われる。通所日中一時短期入所など。相談支援、計画作成についてもほかの事業所が受け入れてくれないとの理由で受け入れ可能事業所へ集中してしまう為、相談員への研修等を増やせばよいが。しかし日々の業務が多忙であるため、難しいのかな？ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ ウ イ ジギョウショ シセツ オオ オモ ツウショ ニッチュウ イチジ タンキ ニュウショ ソウダン シエン ケイカク サクセイ ジギョウショ ウ イ リユウ ウ イ カノウ ジギョウショ シュウチュウ タメ ソウダン イン ケンシュウ ナド フ ヒビ ギョウム タボウ ムズカ

		承諾 ショウダク		相談支援センターネクスト		080-8854-9551		0280-612-1558		320-0034		宇都宮市泉町6-25		宇都宮市 ウツノミヤシ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2

		承諾 ショウダク		相談支援事業のぞみ		0287-65-2288		0287-65-2282		329-3152		那須塩原市上中野53		那須塩原市、大田原市、那須町 ナスシオバラ シ オオタワラシ ナスマチ		1		0		1		0		0		0		1		1		1		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		現サービスでの医療ケアをふまえ、将来にむけて他事業との連携につなげるよう計画作成、調整に苦労した。 ゲン イリョウ ショウライ タ ジギョウ レンケイ ケイカク サクセイ チョウセイ クロウ		0				選択肢が増えるよう受け入れ可能な福祉サービス事業所の増加が必要だと思われます。 センタクシ フ ウ イ カノウ フクシ ジギョウショ ゾウカ ヒツヨウ オモ

		承諾 ショウダク		サポートセンターひばり		028-670-0330		028-667-7315		321-3236		宇都宮市竹下町435-159		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		苦労ではないが、お母様がとても一生懸命ですでにサービスも繋がっていたため、現状を計画にする形となったが、計画作成後のかかわりについて相談員としてどのようにすべきことが望ましいかと考える。 クロウ カアサマ イッショウケンメイ ツナ ゲンジョウ ケイカク カタチ ケイカク サクセイ ゴ ソウダン イン ノゾ カンガ		0				福祉サービスや医療、またボランティアが入室されるととてもよいと思います。また、介助者（家族）のケアも考えると気軽に参加できるようなイベント（医療が整っていたり、介助するボランティアさんがいたり）や、同じ重症心身障害児（者）をもつかたとのネットワークがあるといいのかなと思います。 フクシ イリョウ ニュウシツ オモ カイジョシャ カゾク カンガ キガル サンカ イリョウ トトノ カイジョ オナ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ オモ

		承諾 ショウダク		高根沢町障害児者生活支援センターすまいる タカネザワマチ		028-612-2751		028-612-2752		329-1225		栃木県塩谷郡高根沢町石末1825　福祉センター内 ３２９－１２２５ フクシ ナイ		高根沢町 タカネザワマチ		1		0		1		0		0		0		1		0		0		1		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		地元に使える資源がなく苦労した ジモト ツカ シゲン クロウ		0				①医療と福祉の連携ネットワーク②重心の方でも利用できるサービスが増えること③訪問診療医 イリョウ フクシ レンケイ ジュウシン カタ リヨウ フ ホウモン シンリョウ イ

		承諾 ショウダク		障害者相談支援センターフォレスト		0284-91-1816		0284-91-2867		326-0011		足利市大沼田町615		足利市及び近隣市町村 アシカガシ オヨ キンリン シチョウソン		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0				0

		承諾 ショウダク		障がい者相談支援事業所ケアサプライ		0287-73-5312		0287-73-5311		329-3221		栃木県那須郡那須町漆塚762-102 ３２９－３２２１		白河市、那須町、那須塩原市、大田原市 シラカワシ ナスマチ ナスシオバラシ オオタワラシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1				サービスを提供できる事業所の充実を図る テイキョウ ジギョウショ ジュウジツ ハカ

		承諾 ショウダク		南栃木支援センター相談支援		0285-44-6118		0285-44-7215		329-0412		下野市柴1432-105		下野市、小山市、壬生町 シモノ シ オヤマシ ミブマチ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		0		1		介護保険と併用する場合のみ対応する カイゴ ホケン ヘイヨウ バアイ タイオウ		0		1				3		介護保険と併用する場合のみ作成する カイゴ ホケン ヘイヨウ バアイ サクセイ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所とまり木		0287-54-2854		0287-54-2230		324-0231		大田原市北野上3952		大田原市、那須塩原市、那須町 オオタワラシ ナスシオバラシ ナスマチ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1				当事業所の対応範囲は現在、知的障害者特に中・軽度が主だが、精神（高次脳機能障害も含む）分野もやり始めている。今後重症心身障害者もほかの相談支援事業所の助けを得ながら、勉強しながら対応したいと考えている。そのために研修や見学の機会を多く作っていただきたい。今は、当事業所はその程度しか考えられない。 トウ ジギョウショ タイオウ ハンイ ゲンザイ チテキ ショウガイシャ トク チュウ ケイド オモ セイシン コウジ ノウ キノウ ショウガイ フク ブンヤ ハジ コンゴ ジュウショウ シンシン ショウガイシャ ソウダン シエン ジギョウショ タス エ ベンキョウ タイオウ カンガ ケンシュウ ケンガク キカイ オオ ツク イマ トウ ジギョウショ テイド カンガ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所ポンテ		028-652-7288		028-652-6355		321-0341		宇都宮市古賀志町1964-12		宇都宮、鹿沼、日光、壬生 ウツノミヤ カヌマ ニッコウ ミブ		0		1		1		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0				0				未就学児（3～5才）の方の医療型児童発達支援を分離で行う施設が数か所あると良いと思います。 ミシュウガクジ サイ カタ イリョウ ガタ ジドウ ハッタツ シエン ブンリ オコナ シセツ スウ ショ ヨ オモ

		承諾 ショウダク		相談支援センター光輝舎		0285-70-2020		0285-72-8222		321-4105		芳賀郡益子町北中1113-1		芳賀郡、真岡市等 ハガ グン モオカシ ナド		1		0		1		0		1		1		1		1		0		1		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		利用できるサービス事業所が少ない。重心児者に合わせたプログラムが見つからない（近隣で） リヨウ ジギョウショ スク ジュウシン ジ シャ ア ミ キンリン		0				本人の状態にもよるが、重度化する状況に対応できる事業所の確保。家族の負担が大きくなり在宅生活の継続が困難になることが予測されるので、在宅で支援が受けられるような体制の充実と、レスパイトサービスの拡大。 ホンニン ジョウタイ ジュウドカ ジョウキョウ タイオウ ジギョウショ カクホ カゾク フタン オオ ザイタク セイカツ ケイゾク コンナン ヨソク ザイタク シエン ウ タイセイ ジュウジツ カクダイ

		承諾 ショウダク		特定相談支援事業所やすらぎ		028-650-7727		028-650-7728		320-0011		宇都宮市富士見が丘3－19－20		宇都宮市 ウツノミヤシ		0		0		1		0		1		0		0		0		0		1		1		0		0				0		3		対応できるヘルパーがいれば支援する タイオウ シエン		0		0		0		0				0		1				3

		承諾 ショウダク		障がい者支援センターにんべん		028-686-2539		028-686-2584		329-1417		さくら市フィオーレ喜連川5-2-1　フィオーレガーデン1-102		さくら市 シ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1				地域資源アンケートをいただきありがとうございました。設問に対しまして知識不足にこれでいいのかという思いです。相談支援専門員として設問にありました「3」要望がでますれば、先輩相談員・各職種の方々に相談・指導をいただき、相談支援事業を行ってみたいと考えます。大島先生について学ばせて頂きました。 チイキ シゲン セツモン タイ チシキ ブソク オモ ソウダン シエン センモンイン セツモン ヨウボウ センパイ ソウダン イン カクショクシュ カタガタ ソウダン シドウ ソウダン シエン ジギョウ オコナ カンガ オオシマ センセイ マナ イタダ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所おやま		0285-22-1833		0285-228946		323-0014		小山市喜沢660		小山市、下野市 オヤマシ シモノ シ		1		0		1		0		1		1		0		0		0		0		0		1		0				2		3				0		0		0		0				1		0		本人の意思が明確でないので親の意向中心のものになってしまった。 ホンニン イシ メイカク オヤ イコウ チュウシン		0

		承諾 ショウダク		真岡介護センター		0285-80-5200		0285-80-5211		321-4361		真岡市並木町1-8-1　シティ並木102 ナミキ		真岡市、芳賀町南部、市貝町南部、益子町西部、上三川東部 モオカシ ハガマチ ナンブ イチ ガイ チョウ ナンブ マシコ チョウ セイブ カミノカワ トウブ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		0		1				0		1				3		担当者の受け持ちケースの状況など考慮し対応できるか検討したい タントウシャ ウ モ ジョウキョウ コウリョ タイオウ ケントウ

		承諾 ショウダク		さの社協相談支援センターほっぷ		0283-22-8152		0283-22-8199		327-0003		佐野市大橋町3212-27		佐野市全域 サノシ ゼンイキ		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2		現在相談支援専門員1名で行っているため ゲンザイ ソウダン シエン センモンイン メイ オコナ

		承諾 ショウダク		相談支援ウエイブ		0282-23-4465		0282-23-4465		328-0012		栃木市平柳町1-2-7		栃木市、壬生町 トチギシ ミブマチ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		1		0				0		1				2		指定特定相談支援事業で精神に対応しているため シテイ トクテイ ソウダン シエン ジギョウ セイシン タイオウ		ご家族の中だけでは生活がマンネリ化して単調になりかねないので、音楽、体を動かす、読み聞かせ麻痺・拘縮のマッサージなどのリハビリの頻度を高める。ご本人が楽しいと感じることを提供できる。ご家族が疲弊しないよう旅行や趣味などの充実した時間がもてるようサービスを利用していくこと。 カゾク ナカ セイカツ カ タンチョウ オンガク カラダ ウゴ ヨ キ マヒ コウシュク ヒンド タカ ホンニン タノ カン テイキョウ カゾク ヒヘイ リョコウ シュミ ジュウジツ ジカン リヨウ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所わらしべの家		0282-27-1627		0282-27-1675		328-0011		栃木市大宮町2708-3		栃木市 トチギシ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1		専門的な知識が不十分なため行政などの機関と相談しながらの対応となります センモンテキ チシキ フジュウブン ギョウセイ キカン ソウダン タイオウ		短期入所や移動支援などの福祉サービス利用時にお付き合いのある医療機関や訪問看護の看護師が同行でき緊急時の対応が迅速にとれる体制（すでにできていたらすみません） タンキ ニュウショ イドウ シエン フクシ リヨウ ジ ツ ア イリョウ キカン ホウモン カンゴ カンゴシ ドウコウ キンキュウジ タイオウ ジンソク タイセイ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所　空		0287-73-8165		0287-73-8165		329-3157		那須塩原市大原間西1-19-9		那須塩原市、大田原市、那須町 ナスシオバラ シ オオタワラシ ナスマチ		1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		重心のお子様の療育支援をやっていたので、苦労はありませんでしたが、医療（訪問看護）訪問リハ訪問入浴の制度を知らなかったので、その方々との連携が取れて大変勉強になりました。 ジュウシン コサマ リョウイク シエン クロウ イリョウ ホウモン カンゴ ホウモン ホウモン ニュウヨク セイド シ カタガタ レンケイ ト タイヘン ベンキョウ		0				医療的ケアの必要な方には支援スタッフ・必ず看護師の方が不在では双方安心したケアはできません。例）乳幼児の通所事業は保母と看護師さん。小学→高校までは義務教育がありますが事後に生活介護はもちろんですが、本当に重心の方の為の日中活動の場が不足しているとおもいますので重心の方の通所事業は必要と思います。家庭以外で通える場所→一時預かりや療育支援事業→高校卒業後は通所施設（一時預かりも含めて） イリョウテキ ヒツヨウ カタ シエン カナラ カンゴシ カタ フザイ ソウホウ アンシン レイ ニュウヨウジ ツウショ ジギョウ ホボ カンゴシ ショウガク コウコウ ギム キョウイク ジゴ セイカツ カイゴ ホントウ ジュウシン カタ タメ ニッチュウ カツドウ バ フソク ジュウシン カタ ツウショ ジギョウ ヒツヨウ オモ カテイ イガイ カヨ バショ イチジ アズ リョウイク シエン ジギョウ コウコウ ソツギョウゴ ツウショ シセツ イチジ アズ フク

		承諾 ショウダク		相談支援事業所みどり		0285-45-8362		0285-45-8397		329-0214		小山市乙女786-1		小山市、栃木市、古河市、結城市 オヤマシ トチギシ コガシ ユウキシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0		大人は対応可能 オトナ タイオウ カノウ		1		1		大人はあるが、こどもはない。先日訪問介護を事業所にお願いしたところどこの事業所も受けていただけなかった。 オトナ センジツ ホウモン カイゴ ジギョウショ ネガ ジギョウショ ウ		3		成人しか計画相談をしたことがないので不安である。当事業所は相談員が一名なので相談する相手がいない セイジン ケイカク ソウダン フアン トウ ジギョウショ ソウダン イン イチメイ ソウダン アイテ		サービス事業所で受けてもらえないケースがある。特に重心や精神知的等重複して疾患を持っていると問い合わせた時点でお断りされてします。 ジギョウショ ウ トク ジュウシン セイシン チテキ ナド チョウフク シッカン モ ト ア ジテン コトワ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所こころみ		0284-41-5039		0284-43-2665		326-0061		足利市田島町611-2				0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		1		0				0		1				3		これまで前例がなく、またこの障害について熟知した方（機関）があるならそちらでしていただいた方がご本人様にとってよい支援であると考えるから。※現在当法人の入所・通所等サービスを利用されている方の相談支援がほとんどの状況です。 ゼンレイ ショウガイ ジュクチ カタ キカン ホウ ホンニンサマ シエン カンガ ゲンザイ トウホウジン ニュウショ ツウショ ナド リヨウ カタ ソウダン シエン ジョウキョウ

		承諾 ショウダク		相談支援センターのどか　真岡センター		0285-81-5890		0285-85-8452		321-4305		真岡市荒町111-1		真岡市、芳賀町、市貝町、益子町、茂木町 モオカシ ハガマチ イチガイ マチ マシコ チョウ モギ マチ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1				在宅での生活では家族の介護負担の軽減が必要。フォーマルインフォーマルの枠にとらわれない福祉サービス。 ザイタク セイカツ カゾク カイゴ フタン ケイゲン ヒツヨウ ワク フクシ

		承諾 ショウダク		友井タクシー介護ステーションふれあい		0285-30-0840		0285-30-0844		323-0025		小山市城山町2丁目12-25		小山市 オヤマシ		1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		利用するサービスは多様で、施設・病院・学校など医療福祉事業所数も多く連携を図るのが困難。学校行事に参加するための会出自の支援サービスがない。 リヨウ タヨウ シセツ ビョウイン ガッコウ イリョウ フクシ ジギョウショ スウ オオ レンケイ ハカ コンナン ガッコウ ギョウジ サンカ カイ シュツジ シエン		0				ご家族様が安心して預けることができる施設と必要に預けられる施設の数は少ない。片道１時間以上かかるためとても不便に思います。呼吸器の方の預かり先は少ない。 カゾクサマ アンシン アズ シセツ ヒツヨウ アズ シセツ カズ スク カタミチ ジカン イジョウ フベン オモ コキュウキ カタ アズ サキ スク

		承諾 ショウダク		もくせいの里		0282-43-0593		0282-43-1387		329-4405		栃木市大平町西山田1198		栃木市内 トチギシナイ		0		1		1		0		1		0		0		1		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		ニーズにあてはまるサービスがなかった。例）①入浴支援②移送サービス　①自宅の浴槽では支援が入れず訪問入浴を検討。しかし、浴槽を置けるスペースがなく断念。②主たる介護者が入院。学校までの送迎ができず特例で市の移送サービスを利用するもかなり時間を要した。 レイ ニュウヨク シエン イソウ ジタク ヨクソウ シエン ハイ ホウモン ニュウヨク ケントウ ヨクソウ オ ダンネン シュ カイゴシャ ニュウイン ガッコウ ソウゲイ トクレイ シ イソウ リヨウ ジカン ヨウ		0				①地域の理解や協力②受け入れの拡大（重心の通所、24時間看護体制が整った短期入所）③デマンドタクシー等関係者の重心に対する理解（理解附属により資源として存在するが利用しがたい）④児童が入浴支援を受けられる環境（家族の身体的な介護負担軽減） チイキ リカイ キョウリョク ウ イ カクダイ ジュウシン ツウショ ジカン カンゴ タイセイ トトノ タンキ ニュウショ ナド カンケイシャ ジュウシン タイ リカイ リカイ フゾク シゲン ソンザイ リヨウ ジドウ ニュウヨク シエン ウ カンキョウ カゾク シンタイテキ カイゴ フタン ケイゲン

		承諾 ショウダク		足利障害者相談支援センター		0284-44-0307		0284-44-0318		326-0064		足利市東砂原後町1072		足利市、佐野市 アシカガシ サノシ		1		0		1		0		1		0		0		1		0		1		0		1		0				1		0				0		0		0		0				0		1				2		委託相談支援事業所のため イタク ソウダン シエン ジギョウショ		医療的ケアが整った施設のショートステイ充実が必要。また、特に呼吸器をつけた方のショート療養介護の利用とそれらを利用するための送迎体制の充実が必要。 イリョウテキ トトノ シセツ ジュウジツ ヒツヨウ トク コキュウキ カタ リョウヨウ カイゴ リヨウ リヨウ ソウゲイ タイセイ ジュウジツ ヒツヨウ

		承諾 ショウダク		指定障害者相談支援事業所あるしぇん		0282-86-7665		0282-21-7109		321-0201		栃木県下都賀郡壬生町安塚2032 ３２１－０２０１		壬生町 ミブマチ		1		0		1		0		1		0		0		1		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		①相談支援専門員として重症心身障害児（者）の方に対する支援の知識や経験が少ない②医療的ケアが必要となる方に対して対応できる福祉サービス（事業所）が少ない。 ソウダン シエン センモンイン ジュウショウシンシンショウガイジ シャ カタ タイ シエン チシキ ケイケン スク イリョウテキ ヒツヨウ カタ タイ タイオウ フクシ ジギョウショ スク		0				医療的ケアが必要な方に関して、福祉のサービスでは対応しきれない部分が多く、結果として家族が本人を抱え込まざるを得ない現状があるように感じます。家族の介護負担が少しでも軽減できるよう福祉サービスも柔軟な対応が出来るようになるといいなと思います。 イリョウテキ ヒツヨウ カタ カン フクシ タイオウ ブブン オオ ケッカ カゾク ホンニン カカ コ エ ゲンジョウ カン カゾク カイゴ フタン スコ ケイゲン フクシ ジュウナン タイオウ デキ オモ

		承諾 ショウダク		下野市相談支援事業所 こばと		0285-44-6783		0285-44-6783		329-0414		下野市小金井1146-6		下野市、上三川町 シモノ シ カミノカワマチ		1		0		1		0		0		0		1		1		0		1		1		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		医療的ケアが必要な乳幼児に対応できるヘルパー事業所。短期入所・日中一時支援事業所が近くにない（少ない）。 イリョウテキ ヒツヨウ ニュウヨウジ タイオウ ジギョウショ タンキ ニュウショ ニッチュウ イチジ シエン ジギョウショ チカ スク		0				設問5で回答した内容：外出可能な方は児童発達支援を利用可能であるが無理な方は外部との交流をもちにくい。訪問看護・訪問リハビリが入っているケースはいいがない場合母子で孤立しがち。幸いあそびの支援をしてくれるヘルパー事業所があり支援につながっている。ヘルパー利用を希望されない家庭、利用したくてもヘルパー事業所がない等支援に苦慮する。 セツモン カイトウ ナイヨウ ガイシュツ カノウ カタ ジドウ ハッタツ シエン リヨウ カノウ ムリ カタ ガイブ コウリュウ ホウモン カンゴ ホウモン ハイ バアイ ボシ コリツ サイワ シエン ジギョウショ シエン リヨウ キボウ カテイ リヨウ ジギョウショ ナド シエン クリョ

		承諾 ショウダク		相談支援センターぴあん ソウダン シエン		0282-31-1755		0282-31-2919		328-0067		栃木市皆川城内町333-2		栃木市、小山市 トチギシ オヤマシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1				これまで現場で関わったことがなく、事例検討でしか情報を把握しておらず不安はあります。でも関係機関やご家族様からいろいろなことを教えて頂きながら相談支援として専門性を活かせればと思っています。色々な立場の方からお話をお伺いしてもご家族や医療機関専門的な事業所の負担が大きく相談支援があまり役に立つことができていない（場合によっては自ら引いてしまう）今の現状を少しでも変えていければいいと思います。 ゲンバ カカ ジレイ ケントウ ジョウホウ ハアク フアン カンケイ キカン カゾクサマ オシ イタダ ソウダン シエン センモンセイ イ オモ イロイロ タチバ カタ ハナシ ウカガ カゾク イリョウ キカン センモンテキ ジギョウショ フタン オオ ソウダン シエン ヤク タ バアイ ミズカ ヒ イマ ゲンジョウ スコ カ オモ

		承諾 ショウダク		うつのみや		028-632-6074/090-4059-9728		028-632-6075		320-0861		宇都宮市西2-1-7		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				3		専門的な知識を社会資源のアドバイスを他相談支援事業所からいただきながらみずからの事業所で引き受けるという形が望ましい センモンテキ チシキ シャカイ シゲン ホカ ソウダン シエン ジギョウショ ジギョウショ ヒ ウ カタチ ノゾ

		承諾 ショウダク		サポートセンターきりん		028-612-3838		028-678-3257		321-0905		栃木県宇都宮市平出工業団地43-100 ３２１－０９０５		宇都宮市 ウツノミヤシ		0		1		1		0		1		0		0		1		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		療養介護に入所しているので他のサービスの利用が困難。そのための社会資源をつなげたり、活用したりするのが難しい。 リョウヨウ カイゴ ニュウショ ホカ リヨウ コンナン シャカイ シゲン カツヨウ ムズカ		0				今後、市町村などで展開されていく生活拠点に関する事業をうまく活用できればいいなと感じています。入所されている方々については地域とのつながり方が今後は重要になってくると思われますので、広く門扉を開けた活動などが多くなってくるといいなと思っています。 コンゴ シチョウソン テンカイ セイカツ キョテン カン ジギョウ カツヨウ カン ニュウショ カタガタ チイキ カタ コンゴ ジュウヨウ オモ ヒロ モンピ ア カツドウ オオ オモ

		承諾 ショウダク		さわやか相談支援センター		0280-57-4884		0280-57-4994		329-0112		野木町南赤塚1145-1		小山市、野木町、古河市、栃木市 オヤマシ ノギマチ コガシ トチギシ		0		1		1		0		0		0		1		0		0		1		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		現実的な目標の位置づけ ゲンジツテキ モクヒョウ イチ		0

		承諾 ショウダク		相談支援事業所つばさ		0287-53-7393		0287-53-7394		324-0044		大田原市親園824-1		大田原市、那須塩原市、那須烏山市、矢板市、さくら市、那須町、塩谷町、高根沢町 オオタワラシ ナスシオバラシ ナスカラスヤマシ ヤイタシ シ ナスマチ シオ タニ マチ タカネザワマチ		1		0		1		0		1		0		1		1		0		1		0		0		0				1		2		医療的なケアが必要なケース、将来的に短期入所につなげたいケースだった為、専門の事業所に依頼した イリョウテキ ヒツヨウ ショウライテキ タンキ ニュウショ タメ センモン ジギョウショ イライ		1		1		0		0				1		0		使えるサービスの少なさに調整が難しかった ツカ スク チョウセイ ムズカ		1				乳幼児期の受け入れ可能な福祉サービス等の社会資源が必要である。 ニュウヨウジ キ ウ イ カノウ フクシ ナド シャカイシゲン ヒツヨウ

		承諾 ショウダク		特定相談支援センターはじめ		0284-22-4561		0284-22-4562		326-0143		足利市葉鹿町735-1		足利市 アシカガシ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1

		承諾 ショウダク		上三川障がい児・者生活相談支援センター		0285-38-6854		0285-38-6841		329-0611		上三川町上三川5082-15		上三川町 カミノカワマチ		1		0		1		0		1		0		0		1		0		0		0		0		0				1		0				0		0		0		0				1		0				0

		承諾 ショウダク		はつらつサロン南天相談支援事業所		0285-22-4659		0285-38-6529		323-0027		小山市花垣町2-3-19		小山市、栃木市 オヤマシ トチギシ		0		0		1		0		1		1		0		1		1		1		1		1		0				0		0				0		0		0		0				1		0		利用したいサービス事業所が少なく生活改善、家族、支援者の負担軽減に繋がらない（訪問入浴、ショートステイ、生活介護などなど（就労Ａ型））医師によっては連携が困難。何処の精神科がよいかと利用者に問われるが答えは解らない。 リヨウ ジギョウショ スク セイカツ カイゼン カゾク シエンシャ フタン ケイゲン ツナ ホウモン ニュウヨク セイカツ カイゴ シュウロウ ガタ イシ レンケイ コンナン ドコ セイシンカ リヨウシャ ト コタ ワカ		0				本人の選択や受け入れ事業所の間口を広げる。例えば入浴はヘルパーの2人対応で行ているがヘルパー不足や腰痛の悪化などで対応が難しくなってくる。機会浴のできる生活介護を勧めるも本人の選択肢がない。自宅から出かける自由さのようなものが閉ざされているような気がする。反面高齢者のサービスは増加する一方で利用者が不足し閉鎖なども聞かれる。高齢者・障害者がともにデイサービスやショートステイを利用できるようにならないかと思う。障害児については働く両親をサポートすることで生活の安定や療育などへ通園のし易さを図り、送迎サービスの充実など。 ホンニン センタク ウ イ ジギョウショ マグチ ヒロ タト ニュウヨク ニン タイオウ オコナ ブソク ヨウツウ アッカ タイオウ ムズカ キカイ ヨク セイカツ カイゴ スス ホンニン センタクシ ジタク デ ジユウ ト キ ハンメン コウレイシャ ゾウカ イッポウ リヨウシャ フソク ヘイサ キ コウレイシャ ショウガイシャ リヨウ オモ ショウガイジ ハタラ リョウシン セイカツ アンテイ リョウイク ツウエン ヤス ハカ ソウゲイ ジュウジツ

		承諾 ショウダク		障がい者生活支援センターこぶし		028-680-5746		028-688-0214		321-0126		栃木県宇都宮市茂原町837-1		宇都宮市、上三川町 ウツノミヤシ カミノカワマチ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1				①医療機関との細かな連携体制②相談関係者を含め本人に関わり支援をするなかで即座に動きが取れるようなフットワークの軽いチーム作り イリョウ キカン コマ レンケイ タイセイ ソウダン カンケイシャ フク ホンニン カカ シエン ソクザ ウゴ ト カル ヅク
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								Ｑ3.重症心身障害児（者）の方（家族・関係機関等）からの相談を受けたことがありますか

						ある		35

						ない		43

										それは誰からの相談でしたか

								ａ.家族 カゾク		27

								ｂ.支援者 シエンシャ		6

								ｃ.関係機関 カンケイ キカン		12

										それはどんな相談でしたか

								生活上の相談 セイカツ ジョウ ソウダン		19

								医療的な相談 イリョウテキ ソウダン		7

								制度に関する相談 セイド カン ソウダン		15

								教育に関する相談 キョウイク カン ソウダン		5

								サービス等利用計画書作成に関する相談 ナド リヨウ ケイカクショ サクセイ カン ソウダン		26

								その他 タ		3

										それらの相談事業所として対応（解決）はできましたか

								ａ.できた		27

								ｂ.できなかった		4

								Ｑ4.Ｑ3-2「ない」→これから重症心身障害児（者）の方（本人・家族等）からの相談があればどのように対応されますか

						自分の事業所で対応する ジブン ジギョウショ タイオウ		17

						ほかの相談支援事業所へ依頼する ソウダン シエン ジギョウショ イライ		15

						行政に依頼する ギョウセイ イライ		8

						その他 タ		9

								Ｑ5.重症心身障害児（者）の方のサービス等利用計画書を作成したことがありますか

						ある		33

						ない		46

						今後依頼があれば作成する コンゴ イライ サクセイ		15

						他の相談支援事業所に依頼する ホカ ソウダン シエン ジギョウショ イライ		18

						作成するかどうかわからない サクセイ		14

										「ない」と回答 カイトウ
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　　 を作成したことがありますか

ない
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ある	今後依頼があれば作成する	他の相談支援事業所に依頼する	作成するかどうかわからない	33	15	18	14	

相談支援事業所 (2)

		Ｑ1.貴施設について、お伺いいたします キ シセツ ウカガ										事業所名とコメントをくっつけるで一表を作る ジギョウショ メイ イッピョウ ツク

		1		事業所名 ジギョウショ メイ								今月中 コンゲツ チュウ

		2		電話番号 デンワ バンゴウ								地図と一覧表をパワーポイント チズ イチラン ヒョウ

		3		FAX番号 バンゴウ								各項目ごとにページを作る カクコウモク ツク

		4		所在地 ショザイチ

		5		訪問可能な主な市町村 ホウモン カノウ オモ シチョウソン

		Ｑ2.重症心身障害児（者）の定義をご存知ですか ジュウショウシンシンショウガイジ シャ テイギ ゾンジ

		Ｑ2-1		知っている シ

		Ｑ2-2		知らない シ

		Ｑ3.重症心身障害児（者）の方（家族・関係機関等）からの相談を受けたことがありますか ジュウショウシンシンショウガイジ シャ カタ カゾク カンケイ キカン ナド ソウダン ウ

		Ｑ3-1		1		ある

		Ｑ3-2		2		ない

		Ｑ3-1-Ａ

				Ａ-1それは誰からの相談でしたか ダレ ソウダン

				1		ａ.家族 カゾク

				2		ｂ.支援者 シエンシャ

				3		ｃ.関係機関 カンケイ キカン

				Ａ-2それはどんな相談でしたか（複数回答可） ソウダン フクスウ カイトウ カ

				1		ａ.生活上の相談 セイカツ ジョウ ソウダン

				2		ｂ.医療的な相談 イリョウテキ ソウダン

				3		ｃ.制度に関する相談 セイド カン ソウダン

				4		ｄ.教育に関する相談 キョウイク カン ソウダン

				5		ｅ.サービス等利用計画書作成に関する相談 ナド リヨウ ケイカクショ サクセイ カン ソウダン

				6		ｆ.その他 タ

				Ａ-3それらの相談事業所として対応（解決）はできましたか ソウダン ジギョウショ タイオウ カイケツ

				1		ａ.できた

				2		ｂ.できなかった

				Ａ-3-1それはどうしてですか

				1		ａ解決手段・方法がなかった カイケツ シュダン ホウホウ

				2		ｂ.ほかの相談支援事業所に依頼した ソウダン シエン ジギョウショ イライ

				3		ｃ.行政に依頼した ギョウセイ イライ

				4		ｄ.その他 タ

		Ｑ4.Ｑ3-2「ない」→これから重症心身障害児（者）の方（本人・家族等）からの相談があればどのように対応されますか ジュウショウシンシンショウガイジ シャ カタ ホンニン カゾク ナド ソウダン タイオウ

				Ｑ4-1		自分の事業所で対応する ジブン ジギョウショ タイオウ

				Ｑ4-2		ほかの相談支援事業所へ依頼する ソウダン シエン ジギョウショ イライ

				Ｑ4-3		行政に依頼する ギョウセイ イライ

				Ｑ4-4		その他 タ

		Ｑ5.重症心身障害児（者）の方のサービス等利用計画書を作成したことがありますか ジュウショウシンシンショウガイジ シャ カタ ナド リヨウ ケイカクショ サクセイ

				Ｑ5-1		ある

				Ｑ5-2		ない

						Ｑ5-1-Ａ		「ある」と回答→作成にあたり、苦労したこと困ったことがありましたか カイトウ サクセイ クロウ コマ

						Ｑ5-2-Ａ		「ない」と回答 カイトウ

						1		ａ.今後依頼があれば作成する コンゴ イライ サクセイ

						2		ｂ.他の相談支援事業所に依頼する ホカ ソウダン シエン ジギョウショ イライ

						3		ｃ.作成するかどうかわからない サクセイ

						Ｑ5-2-Ａ-1		b.cを回答→それはどうしてですか カイトウ

		Q6.重症心身障害児（者）の方がより良い在宅生活をしていく上で何か必要だと思うことがあればご自由にお書きください ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ カタ ヨ ザイタク セイカツ ウエ ナニ ヒツヨウ オモ ジユウ カ



		承諾可否 ショウダク カヒ		Q1												Ｑ2.重症心身障害児（者）の定義をご存知ですか ジュウショウシンシンショウガイジ シャ テイギ ゾンジ				Ｑ3.重症心身障害児（者）の方（家族・関係機関等）からの相談を受けたことがありますか ジュウショウシンシンショウガイジ シャ カタ カゾク カンケイ キカン ナド ソウダン ウ																														Ｑ4.Ｑ3-2「ない」→これから重症心身障害児（者）の方（本人・家族等）からの相談があればどのように対応されますか ジュウショウシンシンショウガイジ シャ カタ ホンニン カゾク ナド ソウダン タイオウ										Ｑ5.重症心身障害児（者）の方のサービス等利用計画書を作成したことがありますか ジュウショウシンシンショウガイジ シャ カタ ナド リヨウ ケイカクショ サクセイ										Q6.重症心身障害児（者）の方がより良い在宅生活をしていく上で何か必要だと思うことがあればご自由にお書きください ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ カタ ヨ ザイタク セイカツ ウエ ナニ ヒツヨウ オモ ジユウ カ

				事業所名 ジギョウショ メイ		電話番号 デンワ バンゴウ		FAX番号 バンゴウ		郵便番号 ユウビンバンゴウ		所在地 ショザイチ		訪問可能な主な市町村 ホウモン カノウ オモ シチョウソン		知っている		知らない シ		ある		ない		それは誰からの相談でしたか						それはどんな相談でしたか														それらの相談事業所として対応（解決）はできましたか						自分の事業所で対応する ジブン ジギョウショ タイオウ		他の相談支援事業所へ依頼する ホカ ソウダン シエン ジギョウショ イライ		行政に依頼する ギョウセイ イライ		その他 タ				ある		ない		「ある」と回答		「ない」
と回答		b.c（23）を回答

																								家族 カゾク		支援者 シエンシャ		関係機関 カンケイ キカン		生活上の相談 セイカツ ジョウ ソウダン		医療的な相談 イリョウテキ ソウダン		制度に関する相談 セイド カン ソウダン		教育に関する相談 キョウイク カン ソウダン		サービス等利用計画書作成に関する相談 ナド リヨウ ケイカクショ サクセイ カン ソウダン		その他 タ		その他回答 タ カイトウ		それらの相談事業所として対応（解決）はできましたか		それはどうしてですか		それはどうしてですか

		否 イナ		手話通訳派遣協会相談支援事業所		0287-73-4422		0287-62-7776		325-0026		栃木県那須塩原市上厚崎431-17 ３２５－００２６				0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		0		1		本事業所と同様の地域で一般相談支援事業所と連携を図り対応する ホン ジギョウショ ドウヨウ チイキ イッパン ソウダン シエン ジギョウショ レンケイ ハカ タイオウ		0		1		0		2		当事業所は手話通訳派遣を主目的とする事業所であるため、聴覚障害に対するノウハウはあるがそれ以外の障害者に対応する専門性を有していない為 トウ ジギョウショ シュワ ツウヤク ハケン シュモクテキ ジギョウショ チョウカク ショウガイ タイ イガイ ショウガイシャ タイオウ センモンセイ ユウ タメ

		否 イナ		相談支援事業所すまいる		0285-45-7199		0285-45-8437		329-0205		小山市間々田750-1		小山市 オヤマシ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		1		0				0		1		0		3		現在担当させていただいているケースの他に受け入れる時間的余裕がないため。また専門的な知識や経験がなく自信がないため。 ゲンザイ タントウ ホカ ウ イ ジカンテキ ヨユウ センモンテキ チシキ ケイケン ジシン

		否 イナ		やまゆりの里		0284-90-2030		0284-90-2031		326-0011		足利市大沼田町525-1		足利市 アシカガシ		0		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		ショートステイの利用が可能かどうか リヨウ カノウ		2		1		ショートの利用を希望していたが、幼児で夜間に吸引が必要とのことだったので職員配置上困難と判断 リヨウ キボウ ヨウジ ヤカン キュウイン ヒツヨウ ショクイン ハイチ ジョウ コンナン ハンダン		0		0		0		0				0		1		0		2		あしかがの森さんが近くにあり専門性もあるため モリ チカ センモンセイ

		否 イナ		相談支援センターひかり		028-612-7717		028-612-7718		320-0072		宇都宮市若草4-20-7		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		0		1		0		1		0		0		1		0		1		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		居宅介護事業所とニーズのマッチング キョタク カイゴ ジギョウショ		0				短期入所事業所（医療的ケア対応型）の整備 タンキ ニュウショ ジギョウショ イリョウテキ タイオウガタ セイビ

		否 イナ		相談支援センター歩み		028-667-5151		028-667-5150		321-3233		宇都宮市上籠谷町3792		真岡市、芳賀町、宇都宮市 モオカシ ハガマチ ウツノミヤシ		0		1		1		0		0		1		0		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		毎日お会いしている方ではないしお話ができる方ではないので、計画書を作ることは少々戸惑いはありましたが、すべて療育指導室の先生にご指導いただき作成することができました。お幸せな時を過ごしてほしいという思いはいっぱいありますが、なにも出来ていない自分が申し訳ないような気持ちです。 マイニチ ア カタ ハナシ カタ ケイカクショ ツク ショウショウ トマド リョウイク シドウシツ センセイ シドウ サクセイ シアワ トキ ス オモ デキ ジブン モウ ワケ キモ		0				すみません。経験不足で在宅の方はよくわかりませんが、独立行政法人国立病院機構宇都宮病院にお伺いし行き届いた介護、職員の先生方の情熱にこういうところで重症心身障害者の方が過ごせることは幸せなのでは…としみじみ思いました。 ケイケン ブソク ザイタク カタ ドクリツ ギョウセイ ホウジン コクリツ ビョウイン キコウ ウツノミヤ ビョウイン ウカガ イ トド カイゴ ショクイン センセイガタ ジョウネツ ジュウショウ シンシン ショウガイシャ カタ ス シアワ オモ

		否 イナ		ワークス共育		0287-39-5593		0287-39-5630		329-2213		那須塩原市上大貫2028-2				1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		0		1		状況に応じて対応する ジョウキョウ オウ タイオウ		0		1				1				相談支援専門員のレベルアップが必要ではないかと思います ソウダン シエン センモンイン ヒツヨウ オモ

		否 イナ		指定特定相談支援センタードリーム		0288-32-2280		0288-32-2281		321-2341		日光市大沢町274		日光市、塩谷町、鹿沼市、宇都宮市 ニッコウシ シオヤ チョウ カヌマシ ウツノミヤ シ		0		1		1		0		1		0		0		1		1		1		0		0		0				1		0				0		0		0		0				1		0		計画を作成するにあたり医療機関との連携方法を具体化していくことに連絡調整に時間を要しました。また医師同士でのやりとりの方が早いように感じました。※解決できたと言っても施設の空き待ちで関係する病院で入院しております。 ケイカク サクセイ イリョウ キカン レンケイ ホウホウ グタイカ レンラク チョウセイ ジカン ヨウ イシ ドウシ ホウ ハヤ カン カイケツ イ シセツ ア マ カンケイ ビョウイン ニュウイン		0				入所ではなく、医療ケアのできる短期入所やグループホーム、日中一時、生活介護の拡充が必要であること。また重症心身障害児（者）への理解を広めていき、理解者を増やすこと、訪問看護、訪問医療、居宅介護も活用しやすい環境づくりを相談支援専門員はネットワークづくりに努めなければんらないと思います。 ニュウショ イリョウ タンキ ニュウショ ニッチュウ イチジ セイカツ カイゴ カクジュウ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ リカイ ヒロ リカイシャ フ ホウモン カンゴ ホウモン イリョウ キョタク カイゴ カツヨウ カンキョウ ソウダン シエン センモンイン ツト オモ

		否 イナ		ユーファーム支援センター		028-689-0070		028-680-0750		321-0972		宇都宮市下川俣町206-127		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2		これまでの実績として主に就労系の利用計画の作成を行っており重症心身障害児の方への支援については経験や人員の不足から対応が困難であると思われるため ジッセキ オモ シュウロウ ケイ リヨウ ケイカク サクセイ オコナ ジュウショウ シンシン ショウガイジ カタ シエン ケイケン ジンイン フソク タイオウ コンナン オモ

		否 イナ		障害者相談支援センターひびき		028-666-7601		028-666-7602		321-0403		宇都宮市下小倉町1536		宇都宮市、さくら市 ウツノミヤシ シ		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2		かつて受け入れたことがなく、またスタッフにも医療的ケアの知識や経験が乏しく、自信をもって迎え入れることができない ウ イ イリョウテキ チシキ ケイケン トボ ジシン ムカ イ		受け入れる施設が近辺にあること ウ イ シセツ キンペン

		否 イナ		相談支援事業ぴゅあ		028-611-1771		028-611-1772		321-0911		宇都宮市問屋町3426-46		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2

		否 イナ		指定特定相談支援事業所すえひろ		0287-23-3962		0287-24-1670		324-0042		大田原市末広1-2-5		大田原市、大田原市以外は交通費を受領 オオタワラシ オオタワラシ イガイ コウツウヒ ジュリョウ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2		事業所の対象を精神障害に限定し、市に申請しているため ジギョウショ タイショウ セイシン ショウガイ ゲンテイ シ シンセイ

		否 イナ		相談支援センターふじみだい		0285-44-0200		0285-44-4255		329-0412		下野市芝1123		下野市 シモノ シ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		0		1		ケースによって検討 ケントウ		0		1				2

		否 イナ		相談支援センターひゅーまにあ宇都宮		028-678-5385		028-678-5395		320-0802		宇都宮市江野町6-15大立ビル4階		宇都宮市（鹿沼市等近隣市町村） ウツノミヤシ カヌマシ ナド キンリン シチョウソン		0		1		1		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		あるではありますが、初めての作成でまた完成はしていない段階です。病院で実施されている活動医療等で自分自身が未熟で理解が足りていない為に苦労しています。 ハジ サクセイ カンセイ ダンカイ ビョウイン ジッシ カツドウ イリョウ ナド ジブン ジシン ミジュク リカイ タ タメ クロウ		0				①医療面での安心②外部と交流する機会③家族の方への支援 イリョウ メン アンシン ガイブ コウリュウ キカイ カゾク カタ シエン

		否 イナ		地域活動支援センターあしかが		0284-41-2643		0284-43-0463		326-0808		足利市本城1-1547		足利市 アシカガシ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0						0		1		0		0				0		1				2		専門外で知識等はなく、計画書の作成は難しいため センモンガイ チシキ トウ ケイカクショ サクセイ ムズカ

		否 イナ		南那須地区障害者相談支援センター		0287-80-1020		0287-80-1027		321-0624		那須烏山市旭1-18-8		那須烏山市、那珂川町 ナスカラスヤマシ ナカガワマチ		1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		アセスメント、院内での面会予定の調整、家族への説明など インナイ メンカイ ヨテイ チョウセイ カゾク セツメイ		0				在宅医療、訪問リハビリなど24時間対応出来る専門家チーム ザイタク イリョウ ホウモン ジカン タイオウ デキ センモンカ

		否 イナ		ワン・ハーモニー		0287-22-8255		0287-48-7225		324-0042		大田原市末広1-3618-13				0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				0

		否 イナ		ひまわり相談支援事業所		0282-20-5006		0282-23-4878		328-0052		栃木市祝町12－9				0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		1		0				0		1				3		意思伝達が自分にとって受け止められるかに不安があるため イシ デンタツ ジブン ウ ト フアン

		否 イナ		サンフラワーライフ		0285-22-1109		0285-22-1345		323-0808		小山市出井1936		小山市内 オヤマシナイ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				3		近隣に受け入れ施設が少なく在宅福祉サービスに向けるのが難しい キンリン ウ イ シセツ スク ザイタク フクシ ム ムズカ

		否 イナ		natu- la(ナチュラ)		0287-67-3115		0287-67-3115		329-3153		那須塩原市大原間239-1		那須塩原市、大田原市、那須町 ナスシオバラ シ オオタワラシ ナスマチ		0		1		1		0		1		0		0		1		1		1		0		0		0				1		0				0		0		0		0				1		0		サービス自体の幅がせまいため、本人が安全に安心した生活をうけられるためにどう組み合わせたら良いか。又、家族によっては苦手な事業所もあり限られた事業所を探すのが難しかった。 ジタイ ハバ ホンニン アンゼン アンシン セイカツ ク ア ヨ マタ カゾク ニガテ ジギョウショ カギ ジギョウショ サガ ムズカ		0				訪問系のサービスがもっと充実して欲しい ホウモン ケイ ジュウジツ ホ

		否 イナ		相談支援事業所ふるさとホーム那須		0287-98-3001		0287-98-8080		324-0414		大田原市片府田1301-59		大田原市、那須町、那須塩原市、周辺 オオタワラシ ナスマチ ナスシオバラ シ シュウヘン		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2		主な精神知的関係なので、今後はできるよう専門的な部分の勉強が必要です。 オモ セイシン チテキ カンケイ コンゴ センモンテキ ブブン ベンキョウ ヒツヨウ		①専門相談②居場所③地域の理解 センモン ソウダン イバショ チイキ リカイ

		否 イナ		特定相談支援事業所きのこ		028-635-8746		028-635-8778		320-0846		栃木県宇都宮市滝の原2-4-42 ３２０－０８４６		宇都宮市 ウツノミヤシ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		1		0				0		1				3		どのように作成したらいいか不安のため サクセイ フアン

		否 イナ		こども発達支援センター鹿沼市あおば園		0289-63-1745		0289-63-1745		322-0074		鹿沼市日吉町320－1				1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		1		0				0		1				2		相談支援専門員の不足、児童発達支援事業所利用のための計画書作成が主な業務になっている ソウダン シエン センモンイン フソク ジドウ ハッタツ シエン ジギョウショ リヨウ ケイカクショ サクセイ オモ ギョウム

		否 イナ		障害者相談支援センターみつか・Ｒｕ		028-648-3971		028-648-3936		321-0347		宇都宮市飯田町261		宇都宮市、鹿沼市 ウツノミヤシ カヌマシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		1		状況に応じして他機関と連携し判断する場合もある ジョウキョウ オウ ホカ キカン レンケイ ハンダン バアイ		0		1				1		計画依頼の状況に応じて対応できない月もある（モニタリング件数） ケイカク イライ ジョウキョウ オウ タイオウ ツキ ケンスウ

		否 イナ		工房つばさ		0285-40-0388		0285-40-6700		329-0401		下野市箕輪425-1		下野市、上三川町、壬生町、ただし状況に応じて対応することが難しい場合もある シモノ シ カミノカワマチ ミブマチ ジョウキョウ オウ タイオウ ムズカ バアイ		1		0		1		0		1		0		0		1		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		短期入所、ヘルパーなどの利用希望があっても受け入れてくれる事業所が見つからない タンキ ニュウショ リヨウ キボウ ウ イ ジギョウショ ミ		3		状況により作成することができない場合がある ジョウキョウ サクセイ バアイ		重心の方の短期入所等の利用ができるところが必要。在宅でのサービスの受入必要だと思われる。 ジュウシン カタ タンキ ニュウショ ナド リヨウ ヒツヨウ ザイタク ウケイレ ヒツヨウ オモ

		否 イナ		相談支援事業所グーフォ		028-673-0002		028-671-0785		329-1105		宇都宮市中岡本町3178-3				1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1				在宅生活を支える家族に負担が重くならないようにする。緊急時に対応してくれる医療ケア付きの宿泊施設を増やしてほしい ザイタク セイカツ ササ カゾク フタン オモ キンキュウジ タイオウ イリョウ ツ シュクハク シセツ フ

		否 イナ		那珂川町社協相談支援事業所		0287-92-1273		0287-92-1295		324-0613		那珂川町馬頭560-1		那珂川町 ナカガワマチ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				0				移動支援サービス イドウ シエン

		否 イナ		相談支援事業所大山田ノンフェール		0287-93-0660		0287-83-8182		324-0602		那珂川町大山田下郷955		那珂川町 ナカガワマチ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		1		0				0		1				2		平成27年度で相談支援事業を終了するため ヘイセイ ネンド ソウダン シエン ジギョウ シュウリョウ

		否 イナ		在宅サポートこころ		028-651-0780		028-651-0781		320-0042		宇都宮市材木町4-24				0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2

		否 イナ		相談支援事業所みらい ソウダン シエン ジギョウショ		0280-57-2673		0280-57-2673		329-0111		野木町丸林371-12		野木町、小山市 ノギマチ オヤマシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		0		1		しかるべき関係機関と連携して対応する カンケイ キカン レンケイ タイオウ		0		1				3		重症心身のノウハウがない ジュウショウ シンシン

		否 イナ		大田原市社会福祉協議会		0287-54-1849		0287-54-2745		324-0233		栃木県大田原市黒羽田町848 ３２４－０２３３		大田原市内 オオタワラシナイ		0		1		1		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0				2		1				0		1		0		0				0		1				2		職員が未熟なため ショクイン ミジュク		在宅医療の充実、居宅介護の２４時間対応（サービス事業所）の充実 ザイタク イリョウ ジュウジツ キョタク カイゴ ジカン タイオウ ジギョウショ ジュウジツ

		否 イナ		障がい者相談支援センターとまつり		028-680-5570		028-680-5271		320-0052		宇都宮市中戸祭町813		宇都宮市、近隣市町村 ウツノミヤシ キンリン シチョウソン		0		1		1		0		1		0		0		1		0		0		0		0		1		親子間の関わり オヤコ カン カカ		0		0		現在対応中 ゲンザイ タイオウチュウ		0		0		0		0				1		0		保護者との連携がとれない ホゴシャ レンケイ		0

		否 イナ		宇都宮市社会福祉協議会		028-636-1536		028-636-1537		320-0806		宇都宮市中央1-1-15		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		0				2		1		医療的ケアが必要な方が長時間外出したい。長時間支援者の拘束、移動手段（車の中での対応）、医療的ケアが必要な方が外出したいときに外出できる環境がすぐに整えられない、医療的けが必要な方で要介助であるが、歩行できる方が利用できる短期入所先はないか（アクセス時間も含む） イリョウテキ ヒツヨウ カタ チョウジカン ガイシュツ チョウジカン シエン シャ コウソク イドウ シュダン クルマ ナカ タイオウ イリョウテキ ヒツヨウ カタ ガイシュツ ガイシュツ カンキョウ トトノ イリョウテキ ヒツヨウ カタ ヨウ カイジョ ホコウ カタ リヨウ タンキ ニュウショ サキ ジカン フク		0		0		0		0				1		0		専門的（医療面）な知識がなく、専門用語が多く調べたり聞いたりしながら支援していくこと。長く関わらないと親の思いまで聞き出せないこと。 センモンテキ イリョウ メン チシキ センモン ヨウゴ オオ シラ キ シエン ナガ カカ オヤ オモ キ ダ		0				当事者が何歳になっても利用できるサービス環境（短期入所、訪問入浴など）。教育もほかのお子さん同様平等に受けられる機会（学校行事も含む）。相談対応できる人材の確保。緊急時でも利用できるサービスの調整・確保。直接支援できるサービス・人材を増やすこと。 トウジシャ ナンサイ リヨウ カンキョウ タンキ ニュウショ ホウモン ニュウヨク キョウイク コ ドウヨウ ビョウドウ ウ キカイ ガッコウ ギョウジ フク ソウダン タイオウ ジンザイ カクホ キンキュウジ リヨウ チョウセイ カクホ チョクセツ シエン ジンザイ フ

		承諾 ショウダク		ライフサポートセンターゆめ		0280-33-3624		0280-57-4624		329-0111		野木町丸林630-4		野木町、その周辺地域 ノギマチ シュウヘン チイキ		1		0		1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		1		福祉サービス利用に関する相談 フクシ リヨウ カン ソウダン		1		0				0		0		0		0				1		0		医療的な情報、知識に乏しくわからない用語などが数多く出てきた。医療的ケアの内容の聞き取り（どの部分を聞いていけばよいのか） イリョウテキ ジョウホウ チシキ トボ ヨウゴ カズオオ デ イリョウテキ ナイヨウ キ ト ブブン キ		0				Ｆａの負担軽減のためのレスパイト先（ＨＰ、ＳＳ機関等）。家族それぞれの訴え、希望を明確にしていく。関係機関がチームになりＦａの支え応援をしていく。 フタン ケイゲン サキ キカンナド カゾク ウッタ キボウ メイカク カンケイ キカン ササ オウエン

		承諾 ショウダク		足利ケアサービス		0284-21-7630		0284-21-3109		326-0843		足利市五十部町809-3		足利市、佐野市、太田市 アシカガシ サノシ オオタシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		0		1		ケースによって対応する タイオウ		0		1				3

		承諾 ショウダク		相談支援センターみさと		0285-72-9767				321-4104		芳賀郡益子町大沢2800-5		芳賀郡内（真岡市、益子町、市貝町、芳賀町、茂木町） ハガ グンナイ モオカシ マシコ チョウ イチ ガイ マチ ハガマチ モギマチ		1		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		資源が少ない、短期入所先の確保が難しかった。計画を作るのには、医療情報が難しく感じられた。 シゲン スク タンキ ニュウショ サキ カクホ ムズカ ケイカク ツク イリョウ ジョウホウ ムズカ カン		0				連携の取れる医療関係者がたくさん地域の中にいてくれると安心して生活できるかな。外出や余暇の充実を図るために医療の必要な人の生活が限られてしまっている（あきらめてしまっている） レンケイ ト イリョウ カンケイシャ チイキ ナカ アンシン セイカツ ガイシュツ ヨカ ジュウジツ ハカ イリョウ ヒツヨウ ヒト セイカツ カギ

		承諾 ショウダク		サポートセンターとみや生活支援センター		028-665-8230		028-665-8230		321-2116		宇都宮市徳次郎町540		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		0		1		0		0		0		0		1		1		1		1		1		0				0		1		医療的なケアが必要な利用者様の日中活動先が限られて利用できない人がいる。学校との連携が取りにくい。通勤手段・行事参加制限があり平等性が保たれない。学校はサービスで対応を望み、福祉行政は教育で何とかするべきとつねに折り合わない。 イリョウテキ ヒツヨウ リヨウシャサマ ニッチュウ カツドウ サキ カギ リヨウ ヒト ガッコウ レンケイ ト ツウキン シュダン ギョウジ サンカ セイゲン ビョウドウセイ タモ ガッコウ タイオウ ノゾ フクシ ギョウセイ キョウイク ナン オ ア		0		0		1		0		協力してほしい キョウリョク		1		0		利用できるサービスが限られている。社会参加できる機会が少なく、場が限られている。介護者の負担軽減が取りにくい。夢や希望を叶えるための資源が少ない。 リヨウ カギ シャカイ サンカ キカイ スク バ カギ カイゴシャ フタン ケイゲン ト ユメ キボウ カナ シゲン スク		0				通勤手段、保護者なくても教育が受けられる環境。常に親同行を求めるのでは、自立につながらず、いつになっても親の負担は軽減されない。親が安心して託せる日中活動の場。社会参加、役割を担える環境作り、職場。地域で生活していくための交流の機会や場があるといい。緊急的にレスパイトを受け入れてくれる場。 ツウキン シュダン ホゴシャ キョウイク ウ カンキョウ ツネ オヤ ドウコウ モト ジリツ オヤ フタン ケイゲン オヤ アンシン タク ニッチュウ カツドウ バ シャカイ サンカ ヤクワリ ニナ カンキョウ ヅク ショクバ チイキ セイカツ コウリュウ キカイ バ キンキュウテキ ウ イ バ

		承諾 ショウダク		社会就労センターえいぶるの里 シャカイ シュウロウ サト		0285-22-4561		0285-224581		323-0003		小山市東島田2403-2		小山市、下野市、上三川町、野木町、結城市、古河市、筑西市 オヤマシ シモノ シ カミノカワマチ ノギマチ ユウキシ コガシ ツク ニシ シ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				1		0		自己決定が難しいため、家族中心の考えになってしまうこと。また、利用できる社会資源が少ない。 ジコ ケッテイ ムズカ カゾク チュウシン カンガ リヨウ シャカイ シゲン スク		1				関係機関との連携、特に在宅が長い方は医療機関とのかかわりが家族も含め、希薄になってしまい、二次障害に対応できない。地域に総合的に支援でき、医療的ケアが受けられる場所、または訪問医療の充実が必要と思います。 カンケイ キカン レンケイ トク ザイタク ナガ カタ イリョウ キカン カゾク フク キハク ニジ ショウガイ タイオウ チイキ ソウゴウテキ シエン イリョウテキ ウ バショ ホウモン イリョウ ジュウジツ ヒツヨウ オモ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所「ピュア」		0282-31-3911		0282-31-3912		328-0133		栃木市大森町465		栃木市、鹿沼市、佐野市、小山市、壬生町 トチギシ カヌマシ サノシ オヤマシ ミブマチ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1

		承諾 ショウダク		社会福祉法人とちのみ会　こなかの森 シャカイ フクシ ホウジン カイ モリ		0283-24-5757		0283-24-6294		327-0001		佐野市小中町1280		佐野市、足利市 サノシ アシカガシ		1		0		1		0		1		0		0		1		0		1		0		0		0				1		2		通所型のため、短期入所の受け入れはサービスとして提供できず、他施設の紹介、相談支援事業につなげている。 ツウショ ガタ タンキ ニュウショ ウ イ テイキョウ タ シセツ ショウカイ ソウダン シエン ジギョウ		0		0		0		0				1		0		療養型短期入所ほかの施設への短期入所の受け入れ状況など、受け入れ場所を見つけるなど。短期入所時の発作発症時医療への繋ぎが困難。問題多（かかりつけ医への搬送） リョウヨウガタ タンキ ニュウショ シセツ タンキ ニュウショ ウ イ ジョウキョウ ウ イ バショ ミ タンキ ニュウショ ジ ホッサ ハッショウ ジ イリョウ ツナ コンナン モンダイ タ イ ハンソウ		0				佐野市には、身障（重心）短期入所施設がなく老人施設に佐野市が委託しているが、利用する人もいなく、サービスが使いづらい状態にある。短期入所受け入れ可能施設が増えることで、家族のほうも使いやすく利便性があがると考えます。 サノシ シンショウ ジュウシン タンキ ニュウショ シセツ ロウジン シセツ サノシ イタク リヨウ ヒト ツカ ジョウタイ タンキ ニュウショ ウ イ カノウ シセツ フ カゾク ツカ リベンセイ カンガ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所テトテ		0287-36-7171		0287-36-7181		329-2732		那須塩原市一区町251-1		那須塩原市（大田原、矢板、那須町、那珂川町、烏山） ナスシオバラ シ オオタワラ ヤイタ ナスマチ ナカガワマチ カラスヤマ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		0		1		委託の相談支援事業所や重心専門の事業所に相談する イタク ソウダン シエン ジギョウショ ジュウシン センモン ジギョウショ ソウダン		0		1				3		その方にとって、より専門性の高い方が対応することが望ましいと思いますので、作成が適するか否か周囲のサービス状況なども考慮して決めたいと思います。適切にアドバイスをいただける地域の環境が整っていれば、スキルアップ、経験の積み重ねのためにも作成したいです。 カタ センモンセイ タカ ホウ タイオウ ノゾ オモ サクセイ テキ イナ シュウイ ジョウキョウ コウリョ キ オモ テキセツ チイキ カンキョウ トトノ ケイケン ツ カサ サクセイ		相談支援専門員のスキルアップ。きめ細かい支援（サービスの充実）本人のニーズを正しく理解できる人材の育成と地域の理解。 ソウダン シエン センモンイン コマ シエン ジュウジツ ホンニン タダ リカイ ジンザイ イクセイ チイキ リカイ

		承諾 ショウダク		指定特定相談支援事業所あじさい		0287-60-3361		0287-60-3362		325-0034		那須塩原市東原166		那須塩原市、那須町 ナスシオバラ シ ナスマチ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2				訪問看護、訪問診療を行う医師が必要だと思います。 ホウモン カンゴ ホウモン シンリョウ オコナ イシ ヒツヨウ オモ

		承諾 ショウダク		障害者相談支援センターいぶき		028-678-3502		028-676-3501		329-1216		高根沢町桑窪2266-2		高根沢町 タカネザワマチ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1				短期入所など受け入れてくれる施設を増やしてほしい。県内で受け入れていただけない為、県外の施設を考えなくてはいけない方がいます。 タンキ ニュウショ ウ イ シセツ フ ケンナイ ウ イ タメ ケンガイ シセツ カンガ カタ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所わくわくおやま		0285-24-6575		0285-20-0255		323-0022		小山市駅東通り3-9-6		小山市 オヤマシ		1		0		1		0		1		1		1		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		関係事業所が多いことで情報収集連携等大変。医療機関とも連携を図る必要あり。レスパイト、ショートステイの受入困難。利用できる事業所が少ない。 カンケイ ジギョウショ オオ ジョウホウ シュウシュウ レンケイ ナド タイヘン イリョウ キカン レンケイ ハカ ヒツヨウ ウケイレ コンナン リヨウ ジギョウショ スク		0				重症心身障害児（者）を受け入れしてくれる事業所、施設がもっと多くあればよいと思われる。通所日中一時短期入所など。相談支援、計画作成についてもほかの事業所が受け入れてくれないとの理由で受け入れ可能事業所へ集中してしまう為、相談員への研修等を増やせばよいが。しかし日々の業務が多忙であるため、難しいのかな？ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ ウ イ ジギョウショ シセツ オオ オモ ツウショ ニッチュウ イチジ タンキ ニュウショ ソウダン シエン ケイカク サクセイ ジギョウショ ウ イ リユウ ウ イ カノウ ジギョウショ シュウチュウ タメ ソウダン イン ケンシュウ ナド フ ヒビ ギョウム タボウ ムズカ

		承諾 ショウダク		相談支援センターネクスト		080-8854-9551		0280-612-1558		320-0034		宇都宮市泉町6-25		宇都宮市 ウツノミヤシ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2

		承諾 ショウダク		相談支援事業のぞみ		0287-65-2288		0287-65-2282		329-3152		那須塩原市上中野53		那須塩原市、大田原市、那須町 ナスシオバラ シ オオタワラシ ナスマチ		1		0		1		0		0		0		1		1		1		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		現サービスでの医療ケアをふまえ、将来にむけて他事業との連携につなげるよう計画作成、調整に苦労した。 ゲン イリョウ ショウライ タ ジギョウ レンケイ ケイカク サクセイ チョウセイ クロウ		0				選択肢が増えるよう受け入れ可能な福祉サービス事業所の増加が必要だと思われます。 センタクシ フ ウ イ カノウ フクシ ジギョウショ ゾウカ ヒツヨウ オモ

		承諾 ショウダク		サポートセンターひばり		028-670-0330		028-667-7315		321-3236		宇都宮市竹下町435-159		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		苦労ではないが、お母様がとても一生懸命ですでにサービスも繋がっていたため、現状を計画にする形となったが、計画作成後のかかわりについて相談員としてどのようにすべきことが望ましいかと考える。 クロウ カアサマ イッショウケンメイ ツナ ゲンジョウ ケイカク カタチ ケイカク サクセイ ゴ ソウダン イン ノゾ カンガ		0				福祉サービスや医療、またボランティアが入室されるととてもよいと思います。また、介助者（家族）のケアも考えると気軽に参加できるようなイベント（医療が整っていたり、介助するボランティアさんがいたり）や、同じ重症心身障害児（者）をもつかたとのネットワークがあるといいのかなと思います。 フクシ イリョウ ニュウシツ オモ カイジョシャ カゾク カンガ キガル サンカ イリョウ トトノ カイジョ オナ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ オモ

		承諾 ショウダク		高根沢町障害児者生活支援センターすまいる タカネザワマチ		028-612-2751		028-612-2752		329-1225		栃木県塩谷郡高根沢町石末1825　福祉センター内 ３２９－１２２５ フクシ ナイ		高根沢町 タカネザワマチ		1		0		1		0		0		0		1		0		0		1		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		地元に使える資源がなく苦労した ジモト ツカ シゲン クロウ		0				①医療と福祉の連携ネットワーク②重心の方でも利用できるサービスが増えること③訪問診療医 イリョウ フクシ レンケイ ジュウシン カタ リヨウ フ ホウモン シンリョウ イ

		承諾 ショウダク		障害者相談支援センターフォレスト		0284-91-1816		0284-91-2867		326-0011		足利市大沼田町615		足利市及び近隣市町村 アシカガシ オヨ キンリン シチョウソン		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0				0

		承諾 ショウダク		障がい者相談支援事業所ケアサプライ		0287-73-5312		0287-73-5311		329-3221		栃木県那須郡那須町漆塚762-102 ３２９－３２２１		白河市、那須町、那須塩原市、大田原市 シラカワシ ナスマチ ナスシオバラシ オオタワラシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1				サービスを提供できる事業所の充実を図る テイキョウ ジギョウショ ジュウジツ ハカ

		承諾 ショウダク		南栃木支援センター相談支援		0285-44-6118		0285-44-7215		329-0412		下野市柴1432-105		下野市、小山市、壬生町 シモノ シ オヤマシ ミブマチ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		0		1		介護保険と併用する場合のみ対応する カイゴ ホケン ヘイヨウ バアイ タイオウ		0		1				3		介護保険と併用する場合のみ作成する カイゴ ホケン ヘイヨウ バアイ サクセイ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所とまり木		0287-54-2854		0287-54-2230		324-0231		大田原市北野上3952		大田原市、那須塩原市、那須町 オオタワラシ ナスシオバラシ ナスマチ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1				当事業所の対応範囲は現在、知的障害者特に中・軽度が主だが、精神（高次脳機能障害も含む）分野もやり始めている。今後重症心身障害者もほかの相談支援事業所の助けを得ながら、勉強しながら対応したいと考えている。そのために研修や見学の機会を多く作っていただきたい。今は、当事業所はその程度しか考えられない。 トウ ジギョウショ タイオウ ハンイ ゲンザイ チテキ ショウガイシャ トク チュウ ケイド オモ セイシン コウジ ノウ キノウ ショウガイ フク ブンヤ ハジ コンゴ ジュウショウ シンシン ショウガイシャ ソウダン シエン ジギョウショ タス エ ベンキョウ タイオウ カンガ ケンシュウ ケンガク キカイ オオ ツク イマ トウ ジギョウショ テイド カンガ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所ポンテ		028-652-7288		028-652-6355		321-0341		宇都宮市古賀志町1964-12		宇都宮、鹿沼、日光、壬生 ウツノミヤ カヌマ ニッコウ ミブ		0		1		1		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0				0				未就学児（3～5才）の方の医療型児童発達支援を分離で行う施設が数か所あると良いと思います。 ミシュウガクジ サイ カタ イリョウ ガタ ジドウ ハッタツ シエン ブンリ オコナ シセツ スウ ショ ヨ オモ

		承諾 ショウダク		相談支援センター光輝舎		0285-70-2020		0285-72-8222		321-4105		芳賀郡益子町北中1113-1		芳賀郡、真岡市等 ハガ グン モオカシ ナド		1		0		1		0		1		1		1		1		0		1		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		利用できるサービス事業所が少ない。重心児者に合わせたプログラムが見つからない（近隣で） リヨウ ジギョウショ スク ジュウシン ジ シャ ア ミ キンリン		0				本人の状態にもよるが、重度化する状況に対応できる事業所の確保。家族の負担が大きくなり在宅生活の継続が困難になることが予測されるので、在宅で支援が受けられるような体制の充実と、レスパイトサービスの拡大。 ホンニン ジョウタイ ジュウドカ ジョウキョウ タイオウ ジギョウショ カクホ カゾク フタン オオ ザイタク セイカツ ケイゾク コンナン ヨソク ザイタク シエン ウ タイセイ ジュウジツ カクダイ

		承諾 ショウダク		特定相談支援事業所やすらぎ		028-650-7727		028-650-7728		320-0011		宇都宮市富士見が丘3－19－20		宇都宮市 ウツノミヤシ		0		0		1		0		1		0		0		0		0		1		1		0		0				0		3		対応できるヘルパーがいれば支援する タイオウ シエン		0		0		0		0				0		1				3

		承諾 ショウダク		障がい者支援センターにんべん		028-686-2539		028-686-2584		329-1417		さくら市フィオーレ喜連川5-2-1　フィオーレガーデン1-102		さくら市 シ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1				地域資源アンケートをいただきありがとうございました。設問に対しまして知識不足にこれでいいのかという思いです。相談支援専門員として設問にありました「3」要望がでますれば、先輩相談員・各職種の方々に相談・指導をいただき、相談支援事業を行ってみたいと考えます。大島先生について学ばせて頂きました。 チイキ シゲン セツモン タイ チシキ ブソク オモ ソウダン シエン センモンイン セツモン ヨウボウ センパイ ソウダン イン カクショクシュ カタガタ ソウダン シドウ ソウダン シエン ジギョウ オコナ カンガ オオシマ センセイ マナ イタダ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所おやま		0285-22-1833		0285-228946		323-0014		小山市喜沢660		小山市、下野市 オヤマシ シモノ シ		1		0		1		0		1		1		0		0		0		0		0		1		0				2		3				0		0		0		0				1		0		本人の意思が明確でないので親の意向中心のものになってしまった。 ホンニン イシ メイカク オヤ イコウ チュウシン		0

		承諾 ショウダク		真岡介護センター		0285-80-5200		0285-80-5211		321-4361		真岡市並木町1-8-1　シティ並木102 ナミキ		真岡市、芳賀町南部、市貝町南部、益子町西部、上三川東部 モオカシ ハガマチ ナンブ イチ ガイ チョウ ナンブ マシコ チョウ セイブ カミノカワ トウブ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		0		1				0		1				3		担当者の受け持ちケースの状況など考慮し対応できるか検討したい タントウシャ ウ モ ジョウキョウ コウリョ タイオウ ケントウ

		承諾 ショウダク		さの社協相談支援センターほっぷ		0283-22-8152		0283-22-8199		327-0003		佐野市大橋町3212-27		佐野市全域 サノシ ゼンイキ		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2		現在相談支援専門員1名で行っているため ゲンザイ ソウダン シエン センモンイン メイ オコナ

		承諾 ショウダク		相談支援ウエイブ		0282-23-4465		0282-23-4465		328-0012		栃木市平柳町1-2-7		栃木市、壬生町 トチギシ ミブマチ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		1		0				0		1				2		指定特定相談支援事業で精神に対応しているため シテイ トクテイ ソウダン シエン ジギョウ セイシン タイオウ		ご家族の中だけでは生活がマンネリ化して単調になりかねないので、音楽、体を動かす、読み聞かせ麻痺・拘縮のマッサージなどのリハビリの頻度を高める。ご本人が楽しいと感じることを提供できる。ご家族が疲弊しないよう旅行や趣味などの充実した時間がもてるようサービスを利用していくこと。 カゾク ナカ セイカツ カ タンチョウ オンガク カラダ ウゴ ヨ キ マヒ コウシュク ヒンド タカ ホンニン タノ カン テイキョウ カゾク ヒヘイ リョコウ シュミ ジュウジツ ジカン リヨウ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所わらしべの家		0282-27-1627		0282-27-1675		328-0011		栃木市大宮町2708-3		栃木市 トチギシ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1		専門的な知識が不十分なため行政などの機関と相談しながらの対応となります センモンテキ チシキ フジュウブン ギョウセイ キカン ソウダン タイオウ		短期入所や移動支援などの福祉サービス利用時にお付き合いのある医療機関や訪問看護の看護師が同行でき緊急時の対応が迅速にとれる体制（すでにできていたらすみません） タンキ ニュウショ イドウ シエン フクシ リヨウ ジ ツ ア イリョウ キカン ホウモン カンゴ カンゴシ ドウコウ キンキュウジ タイオウ ジンソク タイセイ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所　空		0287-73-8165		0287-73-8165		329-3157		那須塩原市大原間西1-19-9		那須塩原市、大田原市、那須町 ナスシオバラ シ オオタワラシ ナスマチ		1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		重心のお子様の療育支援をやっていたので、苦労はありませんでしたが、医療（訪問看護）訪問リハ訪問入浴の制度を知らなかったので、その方々との連携が取れて大変勉強になりました。 ジュウシン コサマ リョウイク シエン クロウ イリョウ ホウモン カンゴ ホウモン ホウモン ニュウヨク セイド シ カタガタ レンケイ ト タイヘン ベンキョウ		0				医療的ケアの必要な方には支援スタッフ・必ず看護師の方が不在では双方安心したケアはできません。例）乳幼児の通所事業は保母と看護師さん。小学→高校までは義務教育がありますが事後に生活介護はもちろんですが、本当に重心の方の為の日中活動の場が不足しているとおもいますので重心の方の通所事業は必要と思います。家庭以外で通える場所→一時預かりや療育支援事業→高校卒業後は通所施設（一時預かりも含めて） イリョウテキ ヒツヨウ カタ シエン カナラ カンゴシ カタ フザイ ソウホウ アンシン レイ ニュウヨウジ ツウショ ジギョウ ホボ カンゴシ ショウガク コウコウ ギム キョウイク ジゴ セイカツ カイゴ ホントウ ジュウシン カタ タメ ニッチュウ カツドウ バ フソク ジュウシン カタ ツウショ ジギョウ ヒツヨウ オモ カテイ イガイ カヨ バショ イチジ アズ リョウイク シエン ジギョウ コウコウ ソツギョウゴ ツウショ シセツ イチジ アズ フク

		承諾 ショウダク		相談支援事業所みどり		0285-45-8362		0285-45-8397		329-0214		小山市乙女786-1		小山市、栃木市、古河市、結城市 オヤマシ トチギシ コガシ ユウキシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0		大人は対応可能 オトナ タイオウ カノウ		1		1		大人はあるが、こどもはない。先日訪問介護を事業所にお願いしたところどこの事業所も受けていただけなかった。 オトナ センジツ ホウモン カイゴ ジギョウショ ネガ ジギョウショ ウ		3		成人しか計画相談をしたことがないので不安である。当事業所は相談員が一名なので相談する相手がいない セイジン ケイカク ソウダン フアン トウ ジギョウショ ソウダン イン イチメイ ソウダン アイテ		サービス事業所で受けてもらえないケースがある。特に重心や精神知的等重複して疾患を持っていると問い合わせた時点でお断りされてします。 ジギョウショ ウ トク ジュウシン セイシン チテキ ナド チョウフク シッカン モ ト ア ジテン コトワ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所こころみ		0284-41-5039		0284-43-2665		326-0061		足利市田島町611-2				0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		1		0				0		1				3		これまで前例がなく、またこの障害について熟知した方（機関）があるならそちらでしていただいた方がご本人様にとってよい支援であると考えるから。※現在当法人の入所・通所等サービスを利用されている方の相談支援がほとんどの状況です。 ゼンレイ ショウガイ ジュクチ カタ キカン ホウ ホンニンサマ シエン カンガ ゲンザイ トウホウジン ニュウショ ツウショ ナド リヨウ カタ ソウダン シエン ジョウキョウ

		承諾 ショウダク		相談支援センターのどか　真岡センター		0285-81-5890		0285-85-8452		321-4305		真岡市荒町111-1		真岡市、芳賀町、市貝町、益子町、茂木町 モオカシ ハガマチ イチガイ マチ マシコ チョウ モギ マチ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1				在宅での生活では家族の介護負担の軽減が必要。フォーマルインフォーマルの枠にとらわれない福祉サービス。 ザイタク セイカツ カゾク カイゴ フタン ケイゲン ヒツヨウ ワク フクシ

		承諾 ショウダク		友井タクシー介護ステーションふれあい		0285-30-0840		0285-30-0844		323-0025		小山市城山町2丁目12-25		小山市 オヤマシ		1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		利用するサービスは多様で、施設・病院・学校など医療福祉事業所数も多く連携を図るのが困難。学校行事に参加するための会出自の支援サービスがない。 リヨウ タヨウ シセツ ビョウイン ガッコウ イリョウ フクシ ジギョウショ スウ オオ レンケイ ハカ コンナン ガッコウ ギョウジ サンカ カイ シュツジ シエン		0				ご家族様が安心して預けることができる施設と必要に預けられる施設の数は少ない。片道１時間以上かかるためとても不便に思います。呼吸器の方の預かり先は少ない。 カゾクサマ アンシン アズ シセツ ヒツヨウ アズ シセツ カズ スク カタミチ ジカン イジョウ フベン オモ コキュウキ カタ アズ サキ スク

		承諾 ショウダク		もくせいの里		0282-43-0593		0282-43-1387		329-4405		栃木市大平町西山田1198		栃木市内 トチギシナイ		0		1		1		0		1		0		0		1		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		ニーズにあてはまるサービスがなかった。例）①入浴支援②移送サービス　①自宅の浴槽では支援が入れず訪問入浴を検討。しかし、浴槽を置けるスペースがなく断念。②主たる介護者が入院。学校までの送迎ができず特例で市の移送サービスを利用するもかなり時間を要した。 レイ ニュウヨク シエン イソウ ジタク ヨクソウ シエン ハイ ホウモン ニュウヨク ケントウ ヨクソウ オ ダンネン シュ カイゴシャ ニュウイン ガッコウ ソウゲイ トクレイ シ イソウ リヨウ ジカン ヨウ		0				①地域の理解や協力②受け入れの拡大（重心の通所、24時間看護体制が整った短期入所）③デマンドタクシー等関係者の重心に対する理解（理解附属により資源として存在するが利用しがたい）④児童が入浴支援を受けられる環境（家族の身体的な介護負担軽減） チイキ リカイ キョウリョク ウ イ カクダイ ジュウシン ツウショ ジカン カンゴ タイセイ トトノ タンキ ニュウショ ナド カンケイシャ ジュウシン タイ リカイ リカイ フゾク シゲン ソンザイ リヨウ ジドウ ニュウヨク シエン ウ カンキョウ カゾク シンタイテキ カイゴ フタン ケイゲン

		承諾 ショウダク		足利障害者相談支援センター		0284-44-0307		0284-44-0318		326-0064		足利市東砂原後町1072		足利市、佐野市 アシカガシ サノシ		1		0		1		0		1		0		0		1		0		1		0		1		0				1		0				0		0		0		0				0		1				2		委託相談支援事業所のため イタク ソウダン シエン ジギョウショ		医療的ケアが整った施設のショートステイ充実が必要。また、特に呼吸器をつけた方のショート療養介護の利用とそれらを利用するための送迎体制の充実が必要。 イリョウテキ トトノ シセツ ジュウジツ ヒツヨウ トク コキュウキ カタ リョウヨウ カイゴ リヨウ リヨウ ソウゲイ タイセイ ジュウジツ ヒツヨウ

		承諾 ショウダク		指定障害者相談支援事業所あるしぇん		0282-86-7665		0282-21-7109		321-0201		栃木県下都賀郡壬生町安塚2032 ３２１－０２０１		壬生町 ミブマチ		1		0		1		0		1		0		0		1		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		①相談支援専門員として重症心身障害児（者）の方に対する支援の知識や経験が少ない②医療的ケアが必要となる方に対して対応できる福祉サービス（事業所）が少ない。 ソウダン シエン センモンイン ジュウショウシンシンショウガイジ シャ カタ タイ シエン チシキ ケイケン スク イリョウテキ ヒツヨウ カタ タイ タイオウ フクシ ジギョウショ スク		0				医療的ケアが必要な方に関して、福祉のサービスでは対応しきれない部分が多く、結果として家族が本人を抱え込まざるを得ない現状があるように感じます。家族の介護負担が少しでも軽減できるよう福祉サービスも柔軟な対応が出来るようになるといいなと思います。 イリョウテキ ヒツヨウ カタ カン フクシ タイオウ ブブン オオ ケッカ カゾク ホンニン カカ コ エ ゲンジョウ カン カゾク カイゴ フタン スコ ケイゲン フクシ ジュウナン タイオウ デキ オモ

		承諾 ショウダク		下野市相談支援事業所 こばと		0285-44-6783		0285-44-6783		329-0414		下野市小金井1146-6		下野市、上三川町 シモノ シ カミノカワマチ		1		0		1		0		0		0		1		1		0		1		1		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		医療的ケアが必要な乳幼児に対応できるヘルパー事業所。短期入所・日中一時支援事業所が近くにない（少ない）。 イリョウテキ ヒツヨウ ニュウヨウジ タイオウ ジギョウショ タンキ ニュウショ ニッチュウ イチジ シエン ジギョウショ チカ スク		0				設問5で回答した内容：外出可能な方は児童発達支援を利用可能であるが無理な方は外部との交流をもちにくい。訪問看護・訪問リハビリが入っているケースはいいがない場合母子で孤立しがち。幸いあそびの支援をしてくれるヘルパー事業所があり支援につながっている。ヘルパー利用を希望されない家庭、利用したくてもヘルパー事業所がない等支援に苦慮する。 セツモン カイトウ ナイヨウ ガイシュツ カノウ カタ ジドウ ハッタツ シエン リヨウ カノウ ムリ カタ ガイブ コウリュウ ホウモン カンゴ ホウモン ハイ バアイ ボシ コリツ サイワ シエン ジギョウショ シエン リヨウ キボウ カテイ リヨウ ジギョウショ ナド シエン クリョ

		承諾 ショウダク		相談支援センターぴあん ソウダン シエン		0282-31-1755		0282-31-2919		328-0067		栃木市皆川城内町333-2		栃木市、小山市 トチギシ オヤマシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1				これまで現場で関わったことがなく、事例検討でしか情報を把握しておらず不安はあります。でも関係機関やご家族様からいろいろなことを教えて頂きながら相談支援として専門性を活かせればと思っています。色々な立場の方からお話をお伺いしてもご家族や医療機関専門的な事業所の負担が大きく相談支援があまり役に立つことができていない（場合によっては自ら引いてしまう）今の現状を少しでも変えていければいいと思います。 ゲンバ カカ ジレイ ケントウ ジョウホウ ハアク フアン カンケイ キカン カゾクサマ オシ イタダ ソウダン シエン センモンセイ イ オモ イロイロ タチバ カタ ハナシ ウカガ カゾク イリョウ キカン センモンテキ ジギョウショ フタン オオ ソウダン シエン ヤク タ バアイ ミズカ ヒ イマ ゲンジョウ スコ カ オモ

		承諾 ショウダク		うつのみや		028-632-6074/090-4059-9728		028-632-6075		320-0861		宇都宮市西2-1-7		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				3		専門的な知識を社会資源のアドバイスを他相談支援事業所からいただきながらみずからの事業所で引き受けるという形が望ましい センモンテキ チシキ シャカイ シゲン ホカ ソウダン シエン ジギョウショ ジギョウショ ヒ ウ カタチ ノゾ

		承諾 ショウダク		サポートセンターきりん		028-612-3838		028-678-3257		321-0905		栃木県宇都宮市平出工業団地43-100 ３２１－０９０５		宇都宮市 ウツノミヤシ		0		1		1		0		1		0		0		1		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		療養介護に入所しているので他のサービスの利用が困難。そのための社会資源をつなげたり、活用したりするのが難しい。 リョウヨウ カイゴ ニュウショ ホカ リヨウ コンナン シャカイ シゲン カツヨウ ムズカ		0				今後、市町村などで展開されていく生活拠点に関する事業をうまく活用できればいいなと感じています。入所されている方々については地域とのつながり方が今後は重要になってくると思われますので、広く門扉を開けた活動などが多くなってくるといいなと思っています。 コンゴ シチョウソン テンカイ セイカツ キョテン カン ジギョウ カツヨウ カン ニュウショ カタガタ チイキ カタ コンゴ ジュウヨウ オモ ヒロ モンピ ア カツドウ オオ オモ

		承諾 ショウダク		さわやか相談支援センター		0280-57-4884		0280-57-4994		329-0112		野木町南赤塚1145-1		小山市、野木町、古河市、栃木市 オヤマシ ノギマチ コガシ トチギシ		0		1		1		0		0		0		1		0		0		1		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		現実的な目標の位置づけ ゲンジツテキ モクヒョウ イチ		0

		承諾 ショウダク		相談支援事業所つばさ		0287-53-7393		0287-53-7394		324-0044		大田原市親園824-1		大田原市、那須塩原市、那須烏山市、矢板市、さくら市、那須町、塩谷町、高根沢町 オオタワラシ ナスシオバラシ ナスカラスヤマシ ヤイタシ シ ナスマチ シオ タニ マチ タカネザワマチ		1		0		1		0		1		0		1		1		0		1		0		0		0				1		2		医療的なケアが必要なケース、将来的に短期入所につなげたいケースだった為、専門の事業所に依頼した イリョウテキ ヒツヨウ ショウライテキ タンキ ニュウショ タメ センモン ジギョウショ イライ		1		1		0		0				1		0		使えるサービスの少なさに調整が難しかった ツカ スク チョウセイ ムズカ		1				乳幼児期の受け入れ可能な福祉サービス等の社会資源が必要である。 ニュウヨウジ キ ウ イ カノウ フクシ ナド シャカイシゲン ヒツヨウ

		承諾 ショウダク		特定相談支援センターはじめ		0284-22-4561		0284-22-4562		326-0143		足利市葉鹿町735-1		足利市 アシカガシ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1

		承諾 ショウダク		上三川障がい児・者生活相談支援センター		0285-38-6854		0285-38-6841		329-0611		上三川町上三川5082-15		上三川町 カミノカワマチ		1		0		1		0		1		0		0		1		0		0		0		0		0				1		0				0		0		0		0				1		0				0

		承諾 ショウダク		はつらつサロン南天相談支援事業所		0285-22-4659		0285-38-6529		323-0027		小山市花垣町2-3-19		小山市、栃木市 オヤマシ トチギシ		0		0		1		0		1		1		0		1		1		1		1		1		0				0		0				0		0		0		0				1		0		利用したいサービス事業所が少なく生活改善、家族、支援者の負担軽減に繋がらない（訪問入浴、ショートステイ、生活介護などなど（就労Ａ型））医師によっては連携が困難。何処の精神科がよいかと利用者に問われるが答えは解らない。 リヨウ ジギョウショ スク セイカツ カイゼン カゾク シエンシャ フタン ケイゲン ツナ ホウモン ニュウヨク セイカツ カイゴ シュウロウ ガタ イシ レンケイ コンナン ドコ セイシンカ リヨウシャ ト コタ ワカ		0				本人の選択や受け入れ事業所の間口を広げる。例えば入浴はヘルパーの2人対応で行ているがヘルパー不足や腰痛の悪化などで対応が難しくなってくる。機会浴のできる生活介護を勧めるも本人の選択肢がない。自宅から出かける自由さのようなものが閉ざされているような気がする。反面高齢者のサービスは増加する一方で利用者が不足し閉鎖なども聞かれる。高齢者・障害者がともにデイサービスやショートステイを利用できるようにならないかと思う。障害児については働く両親をサポートすることで生活の安定や療育などへ通園のし易さを図り、送迎サービスの充実など。 ホンニン センタク ウ イ ジギョウショ マグチ ヒロ タト ニュウヨク ニン タイオウ オコナ ブソク ヨウツウ アッカ タイオウ ムズカ キカイ ヨク セイカツ カイゴ スス ホンニン センタクシ ジタク デ ジユウ ト キ ハンメン コウレイシャ ゾウカ イッポウ リヨウシャ フソク ヘイサ キ コウレイシャ ショウガイシャ リヨウ オモ ショウガイジ ハタラ リョウシン セイカツ アンテイ リョウイク ツウエン ヤス ハカ ソウゲイ ジュウジツ

		承諾 ショウダク		障がい者生活支援センターこぶし		028-680-5746		028-688-0214		321-0126		栃木県宇都宮市茂原町837-1		宇都宮市、上三川町 ウツノミヤシ カミノカワマチ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1				①医療機関との細かな連携体制②相談関係者を含め本人に関わり支援をするなかで即座に動きが取れるようなフットワークの軽いチーム作り イリョウ キカン コマ レンケイ タイセイ ソウダン カンケイシャ フク ホンニン カカ シエン ソクザ ウゴ ト カル ヅク

								Ｑ2.重症心身障害児（者）の定義をご存知ですか

				1		知っている シ		40

				2		知らない シ		33

								Ｑ3.重症心身障害児（者）の方（家族・関係機関等）からの相談を受けたことがありますか

						ある		35

						ない		43

										それは誰からの相談でしたか

								ａ.家族 カゾク		27

								ｂ.支援者 シエンシャ		6

								ｃ.関係機関 カンケイ キカン		12

										それはどんな相談でしたか

								生活上の相談 セイカツ ジョウ ソウダン		19

								医療的な相談 イリョウテキ ソウダン		7

								制度に関する相談 セイド カン ソウダン		15

								教育に関する相談 キョウイク カン ソウダン		5

								サービス等利用計画書作成に関する相談 ナド リヨウ ケイカクショ サクセイ カン ソウダン		26

								その他 タ		3

										それらの相談事業所として対応（解決）はできましたか

								ａ.できた		27

								ｂ.できなかった		4

								Ｑ4.Ｑ3-2「ない」→これから重症心身障害児（者）の方（本人・家族等）からの相談があればどのように対応されますか

						自分の事業所で対応する ジブン ジギョウショ タイオウ		17

						ほかの相談支援事業所へ依頼する ソウダン シエン ジギョウショ イライ		15

						行政に依頼する ギョウセイ イライ		8

						その他 タ		9

								Ｑ5.重症心身障害児（者）の方のサービス等利用計画書を作成したことがありますか

						ある		33

						ない		46

						今後依頼があれば作成する コンゴ イライ サクセイ		15

						他の相談支援事業所に依頼する ホカ ソウダン シエン ジギョウショ イライ		18

						作成するかどうかわからない サクセイ		14

										「ない」と回答 カイトウ



重症心身障害児（者）の定義をご存知ですか

Ｑ2.重症心身障害児（者）の定義をご存知ですか	Ｑ3.重症心身障害児（者）の方（家族・関係機関等）からの相談を受けたことがありますか	それは誰からの相談でしたか	それはどんな相談でしたか	それらの相談事業所として対応（解決）はできましたか	Ｑ5.重症心身障害児（者）の方のサービス等利用計画書を作成したことがありますか	Ｑ5.重症心身障害児（者）の方のサービス等利用計画書

　　 を作成したことがありますか

ない
59%



訪問看護事業所

		Ｑ1.貴施設について、お伺いいたします キ シセツ ウカガ

		1		事業所名 ジギョウショ メイ

		2		電話番号 デンワ バンゴウ

		3		FAX番号 バンゴウ

		4		所在地 ショザイチ

		5		職員構成（常勤・非常勤は問いません） ショクイン コウセイ ジョウキン ヒジョウキン ト

						看護師 カンゴシ

						作業療法士 サギョウ リョウホウシ

						准看護師 ジュンカンゴシ

						理学療法士 リガク リョウホウシ

						保健師 ホケンシ

						言語療法士 ゲンゴ リョウホウシ

						その他 タ

		6		訪問可能な主な市町村 ホウモン カノウ オモ シチョウソン

		Q2.いままでに以下の項目を在宅看護で行ったことがありますか（あるものすべてにチェックをしてください） イカ コウモク ザイタク カンゴ オコナ

								成人在宅 セイジン ザイタク				小児在宅 ショウニ ザイタク

				在宅人工呼吸器の管理 ザイタク ジンコウ コキュウキ カンリ

				気管カニューレの交換 キカン コウカン

				気管カニューレ部位のガーゼ交換 キカン ブイ コウカン

				気管内吸引 キカンナイ キュウイン

				食事介助 ショクジ カイジョ

				経鼻チューブの交換 ケイビ コウカン

				胃瘻の管理 イロウ カンリ

				経管栄養の注入 ケイカン エイヨウ チュウニュウ

				ストーマの管理 カンリ

				尿道カテーテルの管理 ニョウドウ カンリ

				導尿 ドウニョウ

				入浴介助 ニュウヨク カイジョ

				看護師によるリハビリテーション カンゴシ

				OTもしくはPTによるリハビリテーション

				中心静脈カテーテル管理 チュウシン ジョウミャク カンリ

				高カロリー輸液の管理 コウ ユエキ カンリ

				薬剤の静注（抗生物質や利尿剤など） ヤクザイ ジョウチュウ コウセイ ブッシツ リニョウザイ

				麻薬による疼痛コントロール マヤク ウズ ツウ

				終末期の医療的ケア シュウマツキ イリョウテキ

				在宅での看取り ザイタク ミト

				24時間対応 ジカン タイオウ

		Q3.現時点で、依頼のあった場合、重症心身障害児（者）の在宅医療を行うことはできますか ゲンジテン イライ バアイ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ ザイタク イリョウ オコナ

		1		できる

		2		できない

		3		要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン

		Q4.依頼があった場合に可能な医療的ケアと身体介護についてお答えください イライ バアイ カノウ イリョウテキ シンタイ カイゴ コタ

		※個別シートにて対応 コベツ タイオウ



				Ｑ1.貴施設について、お伺いいたします キ シセツ ウカガ																										Q2.いままでに以下の項目を在宅看護で行ったことがありますか（あるものすべてにチェックをしてください）【1.ある、0.ない】 イカ コウモク ザイタク カンゴ オコナ																																																																																				Q3		Q4.依頼があった場合に可能な医療的ケアと身体介護についてお答えください【1.できる、2.できない、3.要相談（条件による）】 イライ バアイ カノウ イリョウテキ シンタイ カイゴ コタ ヨウ ソウダン ジョウケン																																																																																																																																																																																																																		Q5.重症心身障害児（者）の方に対する医療、在宅生活等についてお気づきのことなど、ご自由にお書きください ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ カタ タイ イリョウ ザイタク セイカツナド キ ジユウ カ

				事業所名 ジギョウショ メイ		電話番号 デンワ バンゴウ		FAX番号 バンゴウ		郵便番号 ユウビンバンゴウ		所在地 ショザイチ		職員構成（常勤・非常勤は問いません）【人数：名】 ショクイン コウセイ ジョウキン ヒジョウキン ト ニンズウ メイ														訪問可能な主な市町村 ホウモン カノウ オモ シチョウソン		在宅人工呼吸器の管理 ザイタク ジンコウ コキュウキ カンリ				気管カニューレの交換 キカン コウカン				気管カニューレ部位のガーゼ交換 キカン ブイ コウカン				気管内吸引 キカンナイ キュウイン				食事介助 ショクジ カイジョ				経鼻チューブの交換 ケイビ コウカン				胃瘻の管理 イロウ カンリ				経管栄養の注入 ケイカン エイヨウ チュウニュウ				ストーマの管理 カンリ				尿道カテーテルの管理 ニョウドウ カンリ				導尿 ドウニョウ				入浴介助 ニュウヨク カイジョ				看護師によるリハビリテーション カンゴシ				OTもしくはPTによるリハビリテーション				中心静脈カテーテル管理 チュウシン ジョウミャク カンリ				高カロリー輸液の管理 コウ ユエキ カンリ				薬剤の静注（抗生物質や利尿剤など） ヤクザイ ジョウチュウ コウセイ ブッシツ リニョウザイ				麻薬による疼痛コントロール マヤク ウズ ツウ				終末期の医療的ケア シュウマツキ イリョウテキ				在宅での看取り ザイタク ミト				24時間対応 ジカン タイオウ						在宅人工呼吸器の管理 ザイタク ジンコウ コキュウキ カンリ										気管カニューレの交換 キカン コウカン										気管カニューレの管理（日常の交換以外の対応） キカン カンリ ニチジョウ コウカン イガイ タイオウ										気管内吸引 キカンナイ キュウイン										食事介助 ショクジ カイジョ										経鼻チューブの交換 ケイビ コウカン										ストーマの管理 カンリ										尿道カテーテルの管理 ニョウドウ カンリ										導尿 ドウニョウ										入浴介助 ニュウヨク カイジョ										看護師によるリハビリテーション カンゴシ										OTもしくはPTによるリハビリテーション										中心静脈カテーテル管理 チュウシン ジョウミャク カンリ										高カロリー輸液の管理 コウ ユエキ カンリ										薬剤の静注（抗生物質や利尿剤など） ヤクザイ ジョウチュウ コウセイ ブッシツ リニョウザイ										麻薬による疼痛コントロール マヤク トウツウ										終末期の医療的ケア シュウマツキ イリョウテキ										在宅での看取り ザイタク ミト										24時間対応 ジカン タイオウ										外出の介助 ガイシュツ カイジョ										通院の介助 ツウイン カイジョ

		承諾可否 ショウダク カヒ												看護師 カンゴシ		作業療法士 サギョウ リョウホウシ		准看護師 ジュンカンゴシ		理学療法士 リガク リョウホウシ		保健師 ホケンシ		言語療法士 ゲンゴ リョウホウシ		その他 タ				成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ				乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ

		否 ヒ		曙訪問看護ステーション アケボノ ホウモン カンゴ		028-660-7803		028-683-5306		321-0901		宇都宮市平出町413番地		8		3		0		3		0		1				宇都宮、高根沢 ウツノミヤ タカネザワ		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		3		2		2		2		2		3		2		2		2		2		2		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		1		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		1		1		1		3		3		3		1		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		2		2		2		2		2		いつも大変お世話になっております。当STでも数名の小児利用者をNS、PT、OTでサポートしています。又、貴院のショートステイを利用させて頂いております。ご利用者様、家族が安心して過ごせるよう地域でサポートできたらと考えています。どうぞよろしくお願い申し上げます。 タイヘン セワ トウ スウメイ ショウニ リヨウシャ マタ キ イン リヨウ イタダ リヨウシャサマ カゾク アンシン ス チイキ カンガ ネガ モウ ア

		否 ヒ		とちぎメディカルセンター		0282-22-5810		0282-225812		328-0043		栃木市境町27-21		9		0		4		1		0		1		2		栃木市、小山市、壬生町 トチギシ オヤマシ ミブマチ		1		1		1		0		1		1		1		1		1		0		1		0		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		0		1		1		3		2		1		1		1		1		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		2		2		2		1		1		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		1		1		1		1		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		2		2		2		2		2

		否 ヒ		あいケアステーション		0282-23-6221		0282-24-9850		328-0074		栃木市薗部町2-5-9		1		0		2		2		0		0				栃木市 トチギシ		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		3		2		2		2		2		3		2		2		2		2		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		3		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		3		2		2		2		2		3		2		2		2		2		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		2		2		2		2		3

		否 ヒ		訪問看護ステーションこすもす		0285-80-5511		0285-80-5512		321-4337		真岡市上高間木2-24-4		4		2		0		1		0		0						1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		3		2		2		2		3		3		2		2		2		3		3		2		2		2		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		3		3		3		3		3		3		3		2		2		2		3		3		2		2		2		3		3		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		2		2		2		2		3		2		2		2		2		3		2		2		2		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		1		3		3		3		3		3		2		2		2		2		2		緊急時に主治医又はバッックベットのある病院との連携がとれる体制が整っていないと、在宅での対応に不安があります。
現在のところ、小児科、精神科看護を経験したスタッフがいない為、受け入れに不安がありますので今回はガイドマップ等に公表することに同意する事は控えさせていただきたいと思います。 キンキュウジ シュジイ マタ ビョウイン レンケイ タイセイ トトノ ザイタク タイオウ フアン ゲンザイ ショウニカ セイシンカ カンゴ ケイケン タメ ウ イ フアン コンカイ ナド コウヒョウ ドウイ コト ヒカ オモ

		否 ヒ		訪問看護ステーションひばり		0289-64-7226		0289-64-2225		322-8550		鹿沼市下田町1-1033		6		1		0		1		0		0				市内及び近隣市 シナイ オヨ キンリン シ		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		0		1		1		2

chizuru_tanaka: 未記入		1		1		2		2		1		2		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		1		3		3		1		1		1		3		3		3		3		1		3		3		1		1		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		1		3		3		3		1		1		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1

		否 ヒ		訪問看護ステーション那須		0287-73-5048		0287-63-4566		325-0023		那須塩原市豊浦10-706		5		0		2		0		0		0				那須塩原市、大田原市、那須町 ナスシオバラ シ オオタワラシ ナスマチ		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		0		0		1		0		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		2

chizuru_tanaka: 未記入		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1

		承諾 ショウダク		さくら訪問看護ステーション		0287-29-3252		0287-29-3252		324-0058		大田原市紫塚3-2633-10		5		0		0		1		0		0				大田原市、那須塩原市、矢板市 オオタワラシ ナスシオバラ シ ヤイタ シ		1		0		1		1		1		1		1		1		1		0		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		0		1		1		3		3		3		3		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		小児の受入数（実績）が少ないので、実際依頼があった場合、入院中から手技等の指導を受けたいと思います。 ショウニ ウケイレスウ ジッセキ スク ジッサイ イライ バアイ ニュウインチュウ シュギ ナド シドウ ウ オモ

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションたんぽぽ		0280-57-1888		0280-57-3819		329-0101		下都賀郡野木町友沼5119-12		20		3		0		5		0		0		2		野木町、小山市、旧藤岡町 ノギマチ オヤマシ キュウ フジオカマチ		1		1		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		1		1		1		1		1		1		0		0		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		3		1		1		1		1		1		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		3		3		3		3		3		1		1		3		2		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		2		2		2		2		2		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		受け入れてくれる訪問看護Stの数が少ないと思います。研修会の機会を設けてサービス体制が構築できると良いと思います。 ウ イ ホウモン カンゴ カズ スク オモ ケンシュウカイ キカイ モウ タイセイ コウチク ヨ オモ

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションうつのみや		028-612-6103		028-612-6104		320-0852		宇都宮市下砥上町字並塚643番地1		11		0		0		0		0		0		1		宇都宮市、壬生町 ウツノミヤシ ミブマチ		1		1		0		0		1		1		1		1		1		0		0		0		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		2

chizuru_tanaka: 未記入		3		3		3		3		1		2		2		2		2		2		3		3		3		1		1		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		3		3		3		1		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		3		3		3		1		1		3		3		3		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーション石橋		0285-52-2293		0285-52-2268		329-0511		下野市石橋628番地		7		0		0		1		0		0		1		下野市、上三川町、壬生町、宇都宮市（部） シモノ シ カミノカワマチ ミブマチ ウツノミヤシ ブ		1		1		0		0		1		1		1		1		1		0		1		0		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		3		1		1		1		1		1		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		1		3		3		3		3		3		3		3		3		1		1		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		2		2		2		2		2		最近、訪問依頼が増えてきていますが、私たち看護師の力量不足から利用者家族へ満足のいく看護が提供できないように感じています。現在の、利用者家族から教わることが多くあり、私たちが勉強になります。ただ、訪問していて思うことは、ご両親の今までの経験でケアが進み危険であり、指導させていただいても理解が得られないこともあり、ジレンマとなっています。例）誤嚥性肺炎を繰り返している方にヘッドアップして食事を摂るよう説明してもフラットのままであったり、他の方でPEG造設されているので、栄養はPEGからにして経口からは楽しみ程度にしてと言っても、食事を経口から摂るなど。 サイキン ホウモン イライ フ ワタクシ カンゴシ リキリョウ ブソク リヨウシャ カゾク マンゾク カンゴ テイキョウ カン ゲンザイ リヨウシャ カゾク オソ オオ ワタシ ベンキョウ ホウモン オモ リョウシン イマ ケイケン スス キケン シドウ リカイ エ レイ ゴエンセイ ハイエン ク カエ カタ ショクジ ト セツメイ ホカ カタ ゾウ セツ エイヨウ ケイコウ タノ テイド イ ショクジ ケイコウ ト

		承諾 ショウダク		マロニエ訪問看護ステーション		0287-37-6322		0287-39-3305		329-2763		那須塩原市井口537-3 にしなすの総合在宅ｹｱｾﾝﾀｰ内		5		7		0		5		0		2		1		那須塩原市、那須町、大田原市　リハビリのみ→那珂川町訪問可能 ナスシオバラ シ ナスマチ オオタワラシ ナカガワ マチ ホウモン カノウ		1		1		1		0		1		1		1		1		0		0		0		1		1		1		1		1		1		0		1		1		1		1		1		1		0		0		1		1		1		0		1		0		0		0		1		0		1		1		1		1		1		1		3		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーション佐野		0283-86-7013		0283-86-7031		327-0847		佐野市天神町７７４－２２ メープルハイツ１０１号室		3		0		1		0		0		0		1		足利市、佐野市、栃木市（旧岩船市） アシカガシ サノシ トチギシ キュウ イワフネ シ		0		0		0		0		1		0		1		0		1		0		0		0		1		0		0		0		1		0		1		0		0		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		2		2		2		2		2		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1

		承諾 ショウダク		とちぎ訪問看護ステーションくろばね		0287-54-0507		0287-54-0580		324-0241		大田原市黒羽向町142番地		6		0		0		0		1		0		2		大田原市、那須塩原市、那須町、那珂川町 オオタワラシ ナスシオバラ シ ナスマチ ナカガワマチ		1		0		0		0		1		1		1		1		1		0		1		0		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		3		3		3		3		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		1		2		2		2		2		2		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3

		承諾 ショウダク		鹿沼訪問看護ステーション		0289-60-5650		0289-60-1687		322-0021		鹿沼市上野町320-3高橋ビル１階１０３号室		5		0		0		0		0		0				鹿沼市、旧宇都宮市、旧今市市、壬生町、西片町 カヌマシ キュウ ウツノミヤシ キュウ イマイチシ ミブマチ ニシカタマチ		0		0		0		0		0		0		1		0		1		0		0		0		1		0		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		2

chizuru_tanaka: 未記入		2		2		2		2		1		2		2		2		2		3		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションほっと		028-626-5739		028-625-8201		321-0974		宇都宮市竹林町958		11		0		0		2		0		0		0		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2

		承諾 ショウダク		芳賀赤十字訪問看護ステーション		0285-84-8266		0285-84-8266		321-4306		真岡市台町2461		6		0		0		0		0		0		0		芳賀郡全域（真岡市、益子町、芳賀町、茂木町） ハガ グン ゼンイキ モオカシ マシコマチ ハガマチ モギ マチ		1		1		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		3		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		当ステーションは今年度小児在宅医との連携を開始することができました。安心して在宅療養を継続できるよう、多職種と連携し、実施しています。高齢者が介護サービスを選択するように、サービスの充実は得られていません。現実は家族だけで利用者（児）のケアを実施しているケースもあり家族の介護負担は大きいと考えます。負担軽減のためには、スムーズなレスパイト入院や日中の一時お預かり等充実した施設が増えることでさらに安心した療養環境の提供ができると思います。よろしくお願いいたします。 トウ コンネンド ショウニ ザイタク イ レンケイ カイシ アンシン ザイタク リョウヨウ ケイゾク タ ショクシュ レンケイ ジッシ コウレイシャ カイゴ センタク ジュウジツ エ ゲンジツ カゾク リヨウシャ ジ ジッシ カゾク カイゴ フタン オオ カンガ フタン ケイゲン ニュウイン ニッチュウ イチジ アズ ナド ジュウジツ シセツ フ アンシン リョウヨウ カンキョウ テイキョウ オモ ネガ

		承諾 ショウダク		とちぎ訪問看護ステーションみぶ		0282-82-7262		0282-82-7260		321-0218		下都賀郡壬生町落合1-18-12		16		0		0		0		0		0		1		上三川町、下野市、壬生町、宇都宮 カミノカワマチ シモノ シ ミブ チョウ ウツノミヤ		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		1		0		1		1		1		1		1		1		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		病院との連携が大切。在宅生活を支援するためにチームで対応する（介護者の支援） ビョウイン レンケイ タイセツ ザイタク セイカツ シエン タイオウ カイゴシャ シエン

		承諾 ショウダク		ＷＡＤＥＷＡＤＥ訪問看護ステーション		028-666-5420		028-666-5460		321-0923		栃木県宇都宮市下栗町2913-1 ３２１－０９２３		12		0		0		0		0		0				宇都宮市、上三川町、 ウツノミヤシ カミノカワマチ		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		0		0		1		0		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		重心の方を看る側（介護者）の負担軽減の必要性を感じてしまいます。まだまだ「私がやらなければ」という気持ちが強く、様々な資源活用へと動きが進むような発信が大切だと思っています。 ジュウシン カタ ミ ガワ カイゴシャ フタン ケイゲン ヒツヨウセイ カン ワタシ キモ ツヨ サマザマ シゲン カツヨウ ウゴ スス ハッシン タイセツ オモ

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションあい		0287-83-8035		0287-83-8222		321-0628		那須烏山市金井2-5-9 ベンチャープラザ7号室 ゴウシツ		8		0		1		0		0		0		1		那須烏山市、那珂川町、茂木町、一貝町 ナスカラスヤマシ ナカガワマチ モギマチ イチ ガイ マチ		1		1		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		0		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		小児や重心など医療依存度が高い方には家族が安心して預けられる事業所とスタッフが必要です（レスパイトの本当の意味で）訪問看護スタッフが動きやすい仕組みがあればもっと介入できると思います。例えば在宅以外への支援での算定が可能になる。長時間支援が可能になるなど。在宅支援診療所が多ければ助かります。開業医で努力してくださる医師の力で乗り切っている地域は特にそう感じます。後方病院親元病院との連携、地域との調整などスムーズにシームレスに行われるとうれしいです。行政からの介入が少なく、制度のことなど知らないまま苦労されている方が多いので、窓口での丁寧かつタイミングよく助言をしていただくと嬉しいです。 ショウニ ジュウシン イリョウ イゾンド タカ カタ カゾク アンシン アズ ジギョウショ ヒツヨウ ホントウ イミ ホウモン カンゴ ウゴ シク カイニュウ オモ タト ザイタク イガイ シエン サンテイ カノウ チョウジカン シエン カノウ ザイタク シエン シンリョウジョ オオ タス カイギョウイ ドリョク イシ チカラ ノ キ チイキ トク カン コウホウ ビョウイン オヤモト ビョウイン レンケイ チイキ チョウセイ オコナ ギョウセイ カイニュウ スク セイド シ クロウ カタ オオ マドグチ テイネイ ジョゲン ウレ

		承諾 ショウダク		あおい訪問看護ステーション		0284-73-9456		0284-72-7600		326-0831		足利市堀込町2556 セレッソ・コート１階		16		0		0		4		0		0				足利市とその周辺（佐野市、館林市、巴楽町、太田市、桐生市） アシカガシ シュウヘン サノシ タテバヤシシ トモエ ラク マチ オオタシ キリュウシ		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1

		承諾 ショウダク		那須赤十字訪問看護ステーション		0287-23-8866		0287-23-8903		324-8686		大田原市中田原1081-4		8		1		0		0		0		0				大田原市、那須塩原市（一部を除く） オオタワラシ ナスシオバラ シ イチブ ノゾ		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		1		1		0		1		0		1		1		1		0		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションゆりの木		0287-47-5123		0287-47-5124		324-0028		大田原市山の手1-1-7 ヤマ テ		4		0		0		0		0		0				大田原市、那須塩原市、那珂川町 オオタワラシ ナスシオバラ シ ナカガワマチ		1		1		1		0		1		1		1		1		0		0		0		1		1		0		1		1		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		0		0		1		0		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		3		1		1		1		1		2		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		3		1		1		1		1		3		1		1		1		1		1		1		1		1		3		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		3		3		1		3		3		1		1		1		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		重症心身障害児施設で勤務したことのある看護師が2名いますので積極的に依頼があれば支援させていただきたいと思っています。こどもはやはり親元で成長発達できることが何よりも必要なことであると思っています。 ジュウショウ シンシン ショウガイ ジ シセツ キンム カンゴシ メイ セッキョクテキ イライ シエン オモ オヤモト セイチョウ ハッタツ ナニ ヒツヨウ オモ

		承諾 ショウダク		ライフ訪問看護リハビリテーション		0284-64-8799		0284-64-8335		326-0831		足利市堀込町2656-7　ASKビル３０１号		5		0		0		1		0		0		0		足利市、佐野市、館林市、邑楽郡、太田市、桐生市 アシカガシ サノシ タテバヤシシ オウラ グン オオタシ キリュウシ		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		この件に関する研修の案内が少ないため、学ぶ機会をもっと増やしてほしい ケン カン ケンシュウ アンナイ スク マナ キカイ フ

		承諾 ショウダク		わくわく訪問看護ステーションおやま		0285-24-6575		0285-20-0255		323-0022		小山市駅東通り3-9-6		11		0		0		5		0		0		0		小山市、結城市（茨城県）、下野市の一部、栃木市（PTのみ） オヤマシ ユウキシ イバラキケン シモノ シ イチブ トチギシ		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		1		1		1		1		3		3		3		1		1		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		自立支援のケアマネージャーがいるが、医療福祉行政をうまく連携してまとめる役割が果たせていない。それぞれが別々で動いており、介護者が困ったときの相談窓口に迷う。 ジリツ シエン イリョウ フクシ ギョウセイ レンケイ ヤクワリ ハ ベツベツ ウゴ カイゴシャ コマ ソウダン マドグチ マヨ

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーション風		028-612-1333		028-612-1384		321-0117		宇都宮市城南3丁目5-6		3		1		0		1		0		0				宇都宮、鹿沼、下野、壬生 ウツノミヤ カヌマ シモノ ミブ		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		1		1		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1

		承諾 ショウダク		宮の橋訪問看護ステーション		028-635-9839		028-635-9839		321-0963		宇都宮市南大通り1-1-23		7		0		0		1		0		0		0		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		1		1		0		1		1		1		1		1		0		0		0		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		レスパイト等受け入れ先が少ない。市のコーディネーター様がご多忙の様子であり、要望に対しての対応にかなりの時間を要する（対応されないこともある）。年度変わるときなど、担当者（市）の引き継ぎがされず、進んでいた調整も振り出しに戻ってしまうことがある。 トウ ウ イ サキ スク シ サマ タボウ ヨウス ヨウボウ タイ タイオウ ジカン ヨウ タイオウ ネンド カ タントウシャ シ ヒ ツ スス チョウセイ フ ダ モド

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションオリーブ		0282-27-8414		0282-27-8415		328-0027		栃木市今泉町1丁目17番29号		7		0		0		0		0		0				栃木市、小山市、下野市、壬生町 トチギシ オヤマシ シモノ シ ミブ マチ		1		1		1		0		1		1		1		1		0		0		0		0		1		1		1		1		0		0		1		1		1		0		1		1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションマザーの家		0283-85-7771		0283-85-7772		327-0504		佐野市中町942-1		2		0		3		0		0		0				佐野市 サノシ		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーション卯の郷		028-682-7770		028-682-7766		329-1311		さくら市氏家2650番地		3		0		0		0		0		0				さくら市（周辺15ｋｍ以内）、塩谷町、那須烏山市、宇都宮市、高根沢町 シ シュウヘン イナイ シオヤ マチ ナスカラスヤマシ ウツノミヤシ タカネザワ マチ		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		3		3		3		3		3		1		2		2		2		2		2		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		2		2		2		3		3		3		3		1		1		1		3		3		3		3		1		2		2		2		2		2		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		2		2		2		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションたかねざわ		028-680-1701		028-680-1702		329-1233		塩谷郡高根沢町宝積寺2426-8 		16		0		0		0		0		0				高根沢町、さくら市、那須烏山市、芳賀町、市貝町、茂木町、益子町、宇都宮市 タカネザワマチ シ ナスカラスヤマシ ハガ マチ イチ カイ チョウ モギマチ マシコ チョウ ウツノミヤシ		1		1		1		0		1		1		1		1		1		0		1		0		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		2		2		2		2		2

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションみどり		0285-45-8362		0285-45-8397		329-0214		小山市乙女786-1		3		0		1		0		0		0				小山市、栃木市、古河市、結城市 オヤマシ トチギシ コガシ ユウキシ		0		0		1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		1		0		1		0		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		3		2		2		2		3		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		1		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		1		1		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		訪問看護師がもっと社会資源として同行できるとよいと思う。在宅での療養はもっと看護師が活躍できる体制が整うとよいと思った。 ホウモン カンゴシ シャカイ シゲン ドウコウ オモ ザイタク リョウヨウ カンゴシ カツヤク タイセイ トトノ オモ

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションあるく		028-643-5586		028-678-8796		320-0036		宇都宮市小幡2-6-14 		5		0		1		0		0		0		1		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		0		1		0		1		0		1		0		0		1		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3

		承諾 ショウダク		とちぎ訪問看護ステーションおやま		0285-39-8602		0285-39-8607		323-0827		栃木県小山市神鳥谷2251-7 ３２３－０８２７		12		0		0		0		0		0		1		小山市、下野市（南部）、野木町（北部） オヤマシ シモノ シ ナンブ ノギ マチ ホクブ		1		1		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		1		1		1		0		0		1		0		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		3		3		1		1		1		3		1		1		1		1		小児の重症心身障害児の訪問看護を行っていく上で。たびたび感じるのが成長に伴った教育、就学が難しく親御さんの希望通りにいかないことが多く残念に思います。難しいところだと思いますが… ショウニ ジュウショウ シンシン ショウガイジ ホウモン カンゴ オコナ ウエ カン セイチョウ トモナ キョウイク シュウガク ムズカ オヤゴ キボウ ドオ オオ ザンネン オモ ムズカ オモ

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションここあ		028-600-3735		028-600-3736		321-2116		栃木県宇都宮市徳次郎町998-9 ３２１－２１１６		10		1		0		1		0		0		2		宇都宮市、日光市、 ウツノミヤシ ニッコウシ		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2

chizuru_tanaka: 未記入		

chizuru_tanaka: 未記入		

chizuru_tanaka: 未記入		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3















																														Q2.いままでに以下の項目を在宅看護で行ったことがありますか（あるものすべてにチェックをしてください）																																																																																						Q4.依頼があった場合に可能な医療的ケアと身体介護についてお答えください

				事業所名 ジギョウショ メイ		電話番号 デンワ バンゴウ		FAX番号 バンゴウ		郵便番号 ユウビンバンゴウ		所在地 ショザイチ		職員構成（常勤・非常勤は問いません）【人数：名】 ショクイン コウセイ ジョウキン ヒジョウキン ト ニンズウ メイ														訪問可能な主な市町村 ホウモン カノウ オモ シチョウソン		在宅人工呼吸器の管理 ザイタク ジンコウ コキュウキ カンリ				気管カニューレの交換 キカン コウカン				気管カニューレ部位のガーゼ交換 キカン ブイ コウカン				気管内吸引 キカンナイ キュウイン				食事介助 ショクジ カイジョ				経鼻チューブの交換 ケイビ コウカン				胃瘻の管理 イロウ カンリ				経管栄養の注入 ケイカン エイヨウ チュウニュウ				ストーマの管理 カンリ				尿道カテーテルの管理 ニョウドウ カンリ				導尿 ドウニョウ				入浴介助 ニュウヨク カイジョ				看護師によるリハビリテーション カンゴシ				OTもしくはPTによるリハビリテーション				中心静脈カテーテル管理 チュウシン ジョウミャク カンリ				高カロリー輸液の管理 コウ ユエキ カンリ				薬剤の静注（抗生物質や利尿剤など） ヤクザイ ジョウチュウ コウセイ ブッシツ リニョウザイ				麻薬による疼痛コントロール マヤク ウズ ツウ				終末期の医療的ケア シュウマツキ イリョウテキ				在宅での看取り ザイタク ミト				24時間対応 ジカン タイオウ						在宅人工呼吸器の管理 ザイタク ジンコウ コキュウキ カンリ										気管カニューレの交換 キカン コウカン										気管カニューレの管理（日常の交換以外の対応） キカン カンリ ニチジョウ コウカン イガイ タイオウ										気管内吸引 キカンナイ キュウイン										食事介助 ショクジ カイジョ										経鼻チューブの交換 ケイビ コウカン										ストーマの管理 カンリ										尿道カテーテルの管理 ニョウドウ カンリ										導尿 ドウニョウ										入浴介助 ニュウヨク カイジョ										看護師によるリハビリテーション カンゴシ										OTもしくはPTによるリハビリテーション										中心静脈カテーテル管理 チュウシン ジョウミャク カンリ										高カロリー輸液の管理 コウ ユエキ カンリ										薬剤の静注（抗生物質や利尿剤など） ヤクザイ ジョウチュウ コウセイ ブッシツ リニョウザイ										麻薬による疼痛コントロール マヤク トウツウ										終末期の医療的ケア シュウマツキ イリョウテキ										在宅での看取り ザイタク ミト										24時間対応 ジカン タイオウ										外出の介助 ガイシュツ カイジョ										通院の介助 ツウイン カイジョ

														看護師 カンゴシ		作業療法士 サギョウ リョウホウシ		准看護師 ジュンカンゴシ		理学療法士 リガク リョウホウシ		保健師 ホケンシ		言語療法士 ゲンゴ リョウホウシ		その他 タ				成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ				乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ

																																																																																																																		できる		18		20		19		20		27		9		11		13		13		18		22		22		22		24		30		25		25		26		29		34		25		25		26		27		31		16		17		19		21		27		21		22		23		26		32		16		18		22		25		33		16		18		22		24		32		26		25		29		30		31		18		20		22		23		30		9		10		9		9		12		20		20		23		25		31		21		22		24		27		32		14		14		16		18		27		12		12		13		15		25		18		17		19		20		28		19		18		19		21		29		23		23		24		25		33		7		7		9		10		14		5		6		7		8		11

																																																																																																																		できない		8		7		8		5		1		18		15		14		12		6		6		6		6		4		1		5		5		5		4		0		6		6		6		5		1		11		11		11		9		3		5		5		5		3		0		8		8		8		5		0		9		8		8		5		0		5		6		5		4		1		8		7		7		6		2		19		18		18		19		17		7		7		7		6		1		6		6		6		5		1		10		10		10		7		2		6		6		6		5		1		6		6		6		5		2		5		5		5		4		1		5		5		5		4		1		11		11		11		10		7		17		17		17		16		13

																																																																																																																		要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン		8		7		7		9		6		7		8		7		9		10		6		6		6		6		3		4		4		3		1		0		3		3		2		2		2		7		6		4		4		4		8		7		6		5		2		10		8		4		4		1		9		8		4		5		2		3		3		0		0		2		8		7		5		5		2		6		6		7		6		5		7		7		4		3		2		7		6		4		2		1		10		10		8		9		5		16		16		15		14		8		10		11		9		9		4		10		11		10		9		4		6		6		5		5		0		16		16		14		14		13		12		11		10		10		10



																																																																																																																		Ｑ4.できる

																																																																																																																				在宅人工呼吸器の管理		気管カニューレの交換		気管カニューレの管理（日常の交換以外の対応）		気管内吸引		食事介助		経鼻チューブの交換		ストーマの管理		尿道カテーテルの管理		導尿		入浴介助		看護師によるリハビリテーション		OTもしくはPTによるリハビリテーション		中心静脈カテーテル管理 チュウシン ジョウミャク カンリ		高カロリー輸液の管理 コウ ユエキ カンリ		薬剤の静注（抗生物質や利尿剤など） ヤクザイ ジョウチュウ コウセイ ブッシツ リニョウザイ		麻薬による疼痛コントロール マヤク トウツウ		終末期の医療的ケア シュウマツキ イリョウテキ		在宅での看取り ザイタク ミト		24時間対応 ジカン タイオウ		外出の介助		通院の介助

																																																																																																																		乳児～2歳 ニュウジ サイ		18		9		22		25		25		16		21		16		16		26		18		9		20		21		14		12		18		19		23		7		5

																																																																																																																		3～6歳 サイ		20		11		22		25		25		17		22		18		18		25		20		10		20		22		14		12		17		18		23		7		6

																																																																																																																		7歳～12歳 サイ サイ		19		13		22		26		26		19		23		22		22		29		22		9		23		24		16		13		19		19		24		9		7

																																																																																																																		13～17歳 サイ		20		13		24		29		24		21		26		25		24		30		23		9		25		27		18		15		20		21		25		10		8

																																																																																																																		18歳以上 サイイジョウ		27		18		30		34		31		27		32		33		32		31		30		12		31		32		27		25		28		29		33		14		11



																																																																																																																		Ｑ4.できない

																																																																																																																				在宅人工呼吸器の管理		気管カニューレの交換		気管カニューレの管理（日常の交換以外の対応）		気管内吸引		食事介助		経鼻チューブの交換		ストーマの管理		尿道カテーテルの管理		導尿		入浴介助		看護師によるリハビリテーション		OTもしくはPTによるリハビリテーション		中心静脈カテーテル管理 チュウシン ジョウミャク カンリ		高カロリー輸液の管理 コウ ユエキ カンリ		薬剤の静注（抗生物質や利尿剤など） ヤクザイ ジョウチュウ コウセイ ブッシツ リニョウザイ		麻薬による疼痛コントロール マヤク トウツウ		終末期の医療的ケア シュウマツキ イリョウテキ		在宅での看取り ザイタク ミト		24時間対応 ジカン タイオウ		外出の介助		通院の介助

																																																																																																																		乳児～2歳 ニュウジ サイ		8		18		6		5		6		11		5		8		9		5		8		19		7		6		10		6		6		5		5		11		17

																																																																																																																		3～6歳 サイ		7		15		6		5		6		11		5		8		8		6		7		18		7		6		10		6		6		5		5		11		17

																																																																																																																		7歳～12歳 サイ サイ		8		14		6		5		6		11		5		8		8		5		7		18		7		6		10		6		6		5		5		11		17

																																																																																																																		13～17歳 サイ		5		12		4		4		5		9		3		5		5		4		6		19		6		5		7		5		5		4		4		10		16

																																																																																																																		18歳以上 サイイジョウ		1		6		1		0		1		3		0		0		0		1		2		17		1		1		2		1		2		1		1		7		13



																																																																																																																		Ｑ4.要相談 ヨウ ソウダン

																																																																																																																				在宅人工呼吸器の管理		気管カニューレの交換		気管カニューレの管理（日常の交換以外の対応）		気管内吸引		食事介助		経鼻チューブの交換		ストーマの管理		尿道カテーテルの管理		導尿		入浴介助		看護師によるリハビリテーション		OTもしくはPTによるリハビリテーション		中心静脈カテーテル管理 チュウシン ジョウミャク カンリ		高カロリー輸液の管理 コウ ユエキ カンリ		薬剤の静注（抗生物質や利尿剤など） ヤクザイ ジョウチュウ コウセイ ブッシツ リニョウザイ		麻薬による疼痛コントロール マヤク トウツウ		終末期の医療的ケア シュウマツキ イリョウテキ		在宅での看取り ザイタク ミト		24時間対応 ジカン タイオウ		外出の介助		通院の介助

																																																																																																																		乳児～2歳 ニュウジ サイ		8		7		6		4		3		7		8		10		9		3		8		6		7		7		10		16		10		10		6		16		12

																																																																																																																		3～6歳 サイ		7		8		6		4		3		6		7		8		8		3		7		6		7		6		10		16		11		11		6		16		11

																																																																																																																		7歳～12歳 サイ サイ		7		7		6		3		2		4		6		4		4		0		5		7		4		4		8		15		9		10		5		14		10

																																Q3.現時点で、依頼のあった場合、重症心身障害児（者）の在宅医療を行うことはできますか ゲンジテン イライ バアイ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ ザイタク イリョウ オコナ																																																																																		13～17歳 サイ		9		9		6		1		2		4		5		4		5		0		5		6		3		2		9		14		9		9		5		14		10

																														できる		14																																																																																		18歳以上 サイイジョウ		6		10		3		0		2		4		2		1		2		2		2		5		2		1		5		8		4		4		0		13		10

																														できない		6

																														要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン		14



																														在宅人工呼吸器の管理 ザイタク ジンコウ コキュウキ カンリ		気管カニューレの交換 キカン コウカン		気管カニューレ部位のガーゼ交換 キカン ブイ コウカン		気管内吸引 キカンナイ キュウイン		食事介助 ショクジ カイジョ		経鼻チューブの交換 ケイビ コウカン		胃瘻の管理 イロウ カンリ		経管栄養の注入 ケイカン エイヨウ チュウニュウ		ストーマの管理 カンリ		尿道カテーテルの管理 ニョウドウ カンリ		導尿 ドウニョウ		入浴介助 ニュウヨク カイジョ		看護師によるリハビリテーション カンゴシ		OTもしくはPTによるリハビリテーション		中心静脈カテーテル管理 チュウシン ジョウミャク カンリ		高カロリー輸液の管理 コウ ユエキ カンリ		薬剤の静注（抗生物質や利尿剤など） ヤクザイ ジョウチュウ コウセイ ブッシツ リニョウザイ		麻薬による疼痛コントロール マヤク ウズ ツウ		終末期の医療的ケア シュウマツキ イリョウテキ		在宅での看取り ザイタク ミト		24時間対応 ジカン タイオウ

																												成人 セイジン		28		24		30		31		28		22		32		31		32		33		31		33		33		16		29		30		28		30		32		31		33

																												小児 ショウニ		21		11		23		24		14		17		21		19		6		7		8		20		18		9		2		4		3		3		6		4		22



成人	在宅人工呼吸器の管理	気管カニューレの交換	気管カニューレ部位のガーゼ交換	気管内吸引	食事介助	経鼻チューブの交換	胃瘻の管理	経管栄養の注入	ストーマの管理	尿道カテーテルの管理	導尿	入浴介助	看護師によるリハビリテーション	OTもしくはPTによるリハビリテ	ーション	中心静脈カテーテル管理	高カロリー輸液の管理	薬剤の静注（抗生物質や利尿剤など）	麻薬による疼痛コントロール	終末期の医療的ケア	在宅での看取り	24時間対応	28	24	30	31	28	22	32	31	32	33	31	33	33	16	29	30	28	30	32	31	33	小児	在宅人工呼吸器の管理	気管カニューレの交換	気管カニューレ部位のガーゼ交換	気管内吸引	食事介助	経鼻チュー	ブの交換	胃瘻の管理	経管栄養の注入	ストーマの管理	尿道カテーテルの管理	導尿	入浴介助	看護師によるリハビリテーション	OTもしくはPTによるリハビリテーション	中心静脈カテーテル管理	高カロリー輸液の管理	薬剤の静注（抗生物質や利尿剤など）	麻薬による疼痛コントロール	終末期の医療的ケア	在宅での看取り	24時間対応	21	11	23	24	14	17	21	19	6	7	8	20	18	9	2	4	3	3	6	4	22	Q3.現時点で、依頼のあった場合、重症心身障害児（者）の在宅医療を行うことはできますか

Q3.現時点で、依頼のあった場合、重症心身障害児（者）の在宅医療を行うことはできますか	できる	できない	要相談（条件による）	14	6	14	乳児～2歳	在宅人工呼吸器の管理	気管カニューレの交換	気管カニューレの管理（日常の交換以外の対応）	気管内吸引	食事介助	経鼻チューブの交換	ストーマの管理	尿道カテーテルの管理	導尿	入浴介助	看護師によるリハビリテーション	OTもしくはPTによるリハビリテーション	中心静脈カテーテル管理	高カロリー輸液の管理	薬剤の静注（抗生物質や利尿剤など）	麻薬による疼痛コント	ロール	終末期の医療的ケア	在宅での看取り	24時間対応	外出の介助	通院の介助	18	9	22	25	25	16	21	16	16	26	18	9	20	21	14	12	18	19	23	7	5	3～6歳	在宅人工呼吸器の管理	気管カニューレの交換	気管カニューレの管理（日常の交換以外の対応）	気管内吸引	食事介助	経鼻チューブの交換	ストーマの管理	尿道カテーテルの管理	導尿	入浴介助	看護師によるリハビリテーション	OTもしくはPTによるリハビリテーション	中心静脈カテーテル管理	高カロリー輸液の管理	薬剤の静注（抗生物質や利尿剤など）	麻薬による疼痛コントロール	終末期の医療的ケア	在宅での看取り	24時間対応	外出の介助	通院の介助	20	11	22	25	25	17	22	18	18	25	20	10	20	22	14	12	17	18	23	7	6	7歳～12歳	在宅人工呼吸	器の管理	気管カニューレの交換	気管カニューレの管理（日常の交換以外の対応）	気管内吸引	食事介助	経鼻チューブの交換	ストーマの管理	尿道カテーテルの管理	導尿	入浴介助	看護師によるリハビリテーション	OTもしくはPTによるリハビリテーション	中心静脈カテーテル管理	高カロリー輸液の管理	薬剤の静注（抗生物質や利尿剤など）	麻薬による疼痛コントロール	終末期の医療的ケア	在宅での看取り	24時間対応	外出の介助	通院の介助	19	13	22	26	26	19	23	22	22	29	22	9	23	24	16	13	19	19	24	9	7	13～17歳	在宅人工呼吸器の管理	気管カニューレの交換	気管カニューレの管理（日常の交換以外の対応）	気管内吸引	食事介助	経鼻チューブの交換	ストーマの管理	尿道カテーテルの管理	導尿	入浴介助	看護師によるリハビリテーション	OTもしくはPTによるリハビリテーション	中心静脈カテーテル管理	高カロリー輸液の管理	薬剤の静注（抗生物質や利尿剤など）	麻薬による疼痛コントロール	終末期の医療的ケア	在宅での看取り	24時間対応	外出の介助	通院の介助	20	13	24	29	24	21	26	25	24	30	23	9	25	27	18	15	20	21	25	10	8	18歳以上	在宅人工呼吸器の管理	気管カニューレの交換	気管カニューレの管理（日常の交換以外の対応）	気管内吸引	食事介助	経鼻チューブの交換	ストーマの管理	尿道カテーテルの管理	導尿	入浴介助	看護師によるリハビリテーション	OTもしくはPTによるリハビリテーション	中心静脈カテーテル管理	高カロリー輸液の管理	薬剤の静注（抗生物質や利尿剤など）	麻薬による疼痛コントロール	終末期の医療的ケア	在宅での看取り	24時間対応	外出の介助	通院の介助	27	18	30	34	31	27	32	33	32	31	30	12	31	32	27	25	28	29	33	14	11	乳児～2歳	在宅人工呼吸器の管理	気管カニューレの交換	気管カニューレの管理（日常の交換以外の対応）	気管内吸引	食事介助	経鼻チューブの交換	ストーマの管理	尿道カテーテルの管理	導尿	入浴介助	看護師によるリハビリテーション	OTもしくはPTによるリハビリテーション	中心静脈カテーテル	管理	高カロリー輸液の管理	薬剤の静注（抗生物質や利尿剤など）	麻薬による疼痛コントロール	終末期の医療的ケア	在宅での看取り	24時間対応	外出の介助	通院の介助	8	18	6	5	6	11	5	8	9	5	8	19	7	6	10	6	6	5	5	11	17	3～6歳	在宅人工呼吸器の管理	気管カニューレの交換	気管カニューレの管理（日常の交換以外の対応）	気管内吸引	食事介助	経鼻チューブの交換	ストーマの管理	尿道カテーテルの管理	導尿	入浴介助	看護師によるリハビリテーション	OTもしくはPTによるリハビリテーション	中心静脈カテーテル管理	高カロリー輸液の管理	薬剤の静注（抗生物質や利尿剤など）	麻薬による疼痛コントロール	終末期の医療的ケア	在宅での看取り	24時間対応	外出の介助	通院の介助	7	15	6	5	6	11	5	8	8	6	7	18	7	6	10	6	6	5	5	11	17	7歳～12歳	在宅人工呼吸器の管理	気管カニューレの交換	気管カニューレの管理（日常の交換以外の対応）	気管内吸引	食事介助	経鼻チューブの交換	ストーマの管理	尿道カテーテルの管理	導尿	入浴介助	看護師によるリハビリテーション	OTもしくはPTによるリハビリテーション	中心静脈カテーテル管理	高カロリー輸液の管理	薬剤の静注（抗生物質や利尿剤など）	麻薬による疼痛コントロール	終末期の医療的ケア	在宅での看取り	24時間対応	外出の介助	通院の介助	8	14	6	5	6	11	5	8	8	5	7	18	7	6	10	6	6	5	5	11	17	13～17歳	在宅人工呼吸器の管理	気管カニューレの交換	気管カニューレの管理（日常の交換以外の対応）	気管内吸引	食事介助	経鼻チューブの交換	ストーマの管理	尿道カテーテルの管理	導尿	入浴介助	看護師によるリハビリテーション	OTもしくはPTによるリハビリテーション	中心静脈カテーテル管理	高カロリー輸液の管理	薬剤の静注（抗生物質や利尿剤など）	麻薬による疼痛コントロール	終末期の医療的ケア	在宅での看取り	24時間対応	外出の介助	通院の介助	5	12	4	4	5	9	3	5	5	4	6	19	6	5	7	5	5	4	4	10	16	18歳以上	在宅人工呼吸器の管理	気管カニューレの交換	気管カニューレの管理（日常の交換以外の対応）	気管内吸引	食事介助	経鼻チューブの交換	ストーマの管理	尿道カテーテルの管理	導尿	入浴介助	看護師によるリハビリテーション	OTもしくはPTによるリハビリテーション	中心静脈カテーテル管理	高カロリー輸液の管理	薬剤の静注（抗生物質や利尿剤など）	麻薬による疼痛コントロール	終末期の医療的ケア	在宅での看取り	24時間対応	外出の介助	通院の介助	1	6	1	0	1	3	0	0	0	1	2	17	1	1	2	1	2	1	1	7	13	

乳児～2歳	在宅人工呼吸器の管理	気管カニューレの交換	気管カニューレの管理（日常の交換以外の対応）	気管内吸引	食事介助	経鼻チューブの交換	ストーマの管理	尿道カテーテルの管理	導尿	入浴介助	看護師によるリハビリテーション	OTもしくはPTによるリハビリテーション	中心静脈カテーテル	管理	高カロリー輸液の管理	薬剤の静注（抗生物質や利尿剤など）	麻薬による疼痛コントロール	終末期の医療的ケア	在宅での看取り	24時間対応	外出の介助	通院の介助	8	7	6	4	3	7	8	10	9	3	8	6	7	7	10	16	10	10	6	16	12	3～6歳	在宅人工呼吸器の管理	気管カニューレの交換	気管カニューレの管理（日常の交換以外の対応）	気管内吸引	食事介助	経鼻チューブの交換	ストーマの管理	尿道カテーテルの管理	導尿	入浴介助	看護師によるリハビリテーション	OTもしくはPTによるリハビリテーション	中心静脈カテーテル管理	高カロリー輸液の管理	薬剤の静注（抗生物質や利尿剤など）	麻薬による疼痛コントロール	終末期の医療的ケア	在宅での看取り	24時間対応	外出の介助	通院の介助	7	8	6	4	3	6	7	8	8	3	7	6	7	6	10	16	11	11	6	16	11	7歳～12歳	在宅人工呼吸器の管理	気管カニューレの交換	気管カニューレの管理（日常の交換以外の対応）	気管内吸引	食事介助	経鼻チューブの交換	ストーマの管理	尿道カテーテルの管理	導尿	入浴介助	看護師によるリハビリテーション	OTもしくはPTによるリハビリテーション	中心静脈カテーテル管理	高カロリー輸液の管理	薬剤の静注（抗生物質や利尿剤など）	麻薬による疼痛コントロール	終末期の医療的ケア	在宅での看取り	24時間対応	外出の介助	通院の介助	7	7	6	3	2	4	6	4	4	0	5	7	4	4	8	15	9	10	5	14	10	13～17歳	在宅人工呼吸器の管理	気管カニューレの交換	気管カニューレの管理（日常の交換以外の対応）	気管内吸引	食事介助	経鼻チューブの交換	ストーマの管理	尿道カテーテルの管理	導尿	入浴介助	看護師によるリハビリテーション	OTもしくはPTによるリハビリテーション	中心静脈カテーテル管理	高カロリー輸液の管理	薬剤の静注（抗生物質や利尿剤など）	麻薬による疼痛コントロール	終末期の医療的ケア	在宅での看取り	24時間対応	外出の介助	通院の介助	9	9	6	1	2	4	5	4	5	0	5	6	3	2	9	14	9	9	5	14	10	18歳以上	在宅人工呼吸器の管理	気管カニューレの交換	気管カニューレの管理（日常の交換以外の対応）	気管内吸引	食事介助	経鼻チューブの交換	ストーマの管理	尿道カテーテルの管理	導尿	入浴介助	看護師によるリハビリテーション	OTもしくはPTによるリハビリテーション	中心静脈カテーテル管理	高カロリー輸液の管理	薬剤の静注（抗生物質や利尿剤など）	麻薬による疼痛コントロール	終末期の医療的ケア	在宅での看取り	24時間対応	外出の介助	通院の介助	6	10	3	0	2	4	2	1	2	2	2	5	2	1	5	8	4	4	0	13	10	

訪問看護事業所 (2)

		Ｑ1.貴施設について、お伺いいたします キ シセツ ウカガ

		1		事業所名 ジギョウショ メイ

		2		電話番号 デンワ バンゴウ

		3		FAX番号 バンゴウ

		4		所在地 ショザイチ

		5		職員構成（常勤・非常勤は問いません） ショクイン コウセイ ジョウキン ヒジョウキン ト

						看護師 カンゴシ

						作業療法士 サギョウ リョウホウシ

						准看護師 ジュンカンゴシ

						理学療法士 リガク リョウホウシ

						保健師 ホケンシ

						言語療法士 ゲンゴ リョウホウシ

						その他 タ

		6		訪問可能な主な市町村 ホウモン カノウ オモ シチョウソン

		Q2.いままでに以下の項目を在宅看護で行ったことがありますか（あるものすべてにチェックをしてください） イカ コウモク ザイタク カンゴ オコナ

								成人在宅 セイジン ザイタク				小児在宅 ショウニ ザイタク

				在宅人工呼吸器の管理 ザイタク ジンコウ コキュウキ カンリ

				気管カニューレの交換 キカン コウカン

				気管カニューレ部位のガーゼ交換 キカン ブイ コウカン

				気管内吸引 キカンナイ キュウイン

				食事介助 ショクジ カイジョ

				経鼻チューブの交換 ケイビ コウカン

				胃瘻の管理 イロウ カンリ

				経管栄養の注入 ケイカン エイヨウ チュウニュウ

				ストーマの管理 カンリ

				尿道カテーテルの管理 ニョウドウ カンリ

				導尿 ドウニョウ

				入浴介助 ニュウヨク カイジョ

				看護師によるリハビリテーション カンゴシ

				OTもしくはPTによるリハビリテーション

				中心静脈カテーテル管理 チュウシン ジョウミャク カンリ

				高カロリー輸液の管理 コウ ユエキ カンリ

				薬剤の静注（抗生物質や利尿剤など） ヤクザイ ジョウチュウ コウセイ ブッシツ リニョウザイ

				麻薬による疼痛コントロール マヤク ウズ ツウ

				終末期の医療的ケア シュウマツキ イリョウテキ

				在宅での看取り ザイタク ミト

				24時間対応 ジカン タイオウ

		Q3.現時点で、依頼のあった場合、重症心身障害児（者）の在宅医療を行うことはできますか ゲンジテン イライ バアイ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ ザイタク イリョウ オコナ

		1		できる

		2		できない

		3		要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン

		Q4.依頼があった場合に可能な医療的ケアと身体介護についてお答えください イライ バアイ カノウ イリョウテキ シンタイ カイゴ コタ

		※個別シートにて対応 コベツ タイオウ



				Ｑ1.貴施設について、お伺いいたします キ シセツ ウカガ																										Q2.いままでに以下の項目を在宅看護で行ったことがありますか（あるものすべてにチェックをしてください）【1.ある、0.ない】 イカ コウモク ザイタク カンゴ オコナ																																																																																				Q3		Q4.依頼があった場合に可能な医療的ケアと身体介護についてお答えください【1.できる、2.できない、3.要相談（条件による）】 イライ バアイ カノウ イリョウテキ シンタイ カイゴ コタ ヨウ ソウダン ジョウケン																																																																																																																																																																																																																		Q5.重症心身障害児（者）の方に対する医療、在宅生活等についてお気づきのことなど、ご自由にお書きください ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ カタ タイ イリョウ ザイタク セイカツナド キ ジユウ カ

				事業所名 ジギョウショ メイ		電話番号 デンワ バンゴウ		FAX番号 バンゴウ		郵便番号 ユウビンバンゴウ		所在地 ショザイチ		職員構成（常勤・非常勤は問いません）【人数：名】 ショクイン コウセイ ジョウキン ヒジョウキン ト ニンズウ メイ														訪問可能な主な市町村 ホウモン カノウ オモ シチョウソン		在宅人工呼吸器の管理 ザイタク ジンコウ コキュウキ カンリ				気管カニューレの交換 キカン コウカン				気管カニューレ部位のガーゼ交換 キカン ブイ コウカン				気管内吸引 キカンナイ キュウイン				食事介助 ショクジ カイジョ				経鼻チューブの交換 ケイビ コウカン				胃瘻の管理 イロウ カンリ				経管栄養の注入 ケイカン エイヨウ チュウニュウ				ストーマの管理 カンリ				尿道カテーテルの管理 ニョウドウ カンリ				導尿 ドウニョウ				入浴介助 ニュウヨク カイジョ				看護師によるリハビリテーション カンゴシ				OTもしくはPTによるリハビリテーション				中心静脈カテーテル管理 チュウシン ジョウミャク カンリ				高カロリー輸液の管理 コウ ユエキ カンリ				薬剤の静注（抗生物質や利尿剤など） ヤクザイ ジョウチュウ コウセイ ブッシツ リニョウザイ				麻薬による疼痛コントロール マヤク ウズ ツウ				終末期の医療的ケア シュウマツキ イリョウテキ				在宅での看取り ザイタク ミト				24時間対応 ジカン タイオウ						在宅人工呼吸器の管理 ザイタク ジンコウ コキュウキ カンリ										気管カニューレの交換 キカン コウカン										気管カニューレの管理（日常の交換以外の対応） キカン カンリ ニチジョウ コウカン イガイ タイオウ										気管内吸引 キカンナイ キュウイン										食事介助 ショクジ カイジョ										経鼻チューブの交換 ケイビ コウカン										ストーマの管理 カンリ										尿道カテーテルの管理 ニョウドウ カンリ										導尿 ドウニョウ										入浴介助 ニュウヨク カイジョ										看護師によるリハビリテーション カンゴシ										OTもしくはPTによるリハビリテーション										中心静脈カテーテル管理 チュウシン ジョウミャク カンリ										高カロリー輸液の管理 コウ ユエキ カンリ										薬剤の静注（抗生物質や利尿剤など） ヤクザイ ジョウチュウ コウセイ ブッシツ リニョウザイ										麻薬による疼痛コントロール マヤク トウツウ										終末期の医療的ケア シュウマツキ イリョウテキ										在宅での看取り ザイタク ミト										24時間対応 ジカン タイオウ										外出の介助 ガイシュツ カイジョ										通院の介助 ツウイン カイジョ

		承諾可否 ショウダク カヒ												看護師 カンゴシ		作業療法士 サギョウ リョウホウシ		准看護師 ジュンカンゴシ		理学療法士 リガク リョウホウシ		保健師 ホケンシ		言語療法士 ゲンゴ リョウホウシ		その他 タ				成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ				乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ

		否 ヒ		曙訪問看護ステーション アケボノ ホウモン カンゴ		028-660-7803		028-683-5306		321-0901		宇都宮市平出町413番地		8		3		0		3		0		1				宇都宮、高根沢 ウツノミヤ タカネザワ		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		3		2		2		2		2		3		2		2		2		2		2		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		1		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		1		1		1		3		3		3		1		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		2		2		2		2		2		いつも大変お世話になっております。当STでも数名の小児利用者をNS、PT、OTでサポートしています。又、貴院のショートステイを利用させて頂いております。ご利用者様、家族が安心して過ごせるよう地域でサポートできたらと考えています。どうぞよろしくお願い申し上げます。 タイヘン セワ トウ スウメイ ショウニ リヨウシャ マタ キ イン リヨウ イタダ リヨウシャサマ カゾク アンシン ス チイキ カンガ ネガ モウ ア

		否 ヒ		とちぎメディカルセンター		0282-22-5810		0282-225812		328-0043		栃木市境町27-21		9		0		4		1		0		1		2		栃木市、小山市、壬生町 トチギシ オヤマシ ミブマチ		1		1		1		0		1		1		1		1		1		0		1		0		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		0		1		1		3		2		1		1		1		1		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		2		2		2		1		1		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		1		1		1		1		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		2		2		2		2		2

		否 ヒ		あいケアステーション		0282-23-6221		0282-24-9850		328-0074		栃木市薗部町2-5-9		1		0		2		2		0		0				栃木市 トチギシ		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		3		2		2		2		2		3		2		2		2		2		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		3		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		3		2		2		2		2		3		2		2		2		2		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		2		2		2		2		3

		否 ヒ		訪問看護ステーションこすもす		0285-80-5511		0285-80-5512		321-4337		真岡市上高間木2-24-4		4		2		0		1		0		0						1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		3		2		2		2		3		3		2		2		2		3		3		2		2		2		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		3		3		3		3		3		3		3		2		2		2		3		3		2		2		2		3		3		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		2		2		2		2		3		2		2		2		2		3		2		2		2		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		1		3		3		3		3		3		2		2		2		2		2		緊急時に主治医又はバッックベットのある病院との連携がとれる体制が整っていないと、在宅での対応に不安があります。
現在のところ、小児科、精神科看護を経験したスタッフがいない為、受け入れに不安がありますので今回はガイドマップ等に公表することに同意する事は控えさせていただきたいと思います。 キンキュウジ シュジイ マタ ビョウイン レンケイ タイセイ トトノ ザイタク タイオウ フアン ゲンザイ ショウニカ セイシンカ カンゴ ケイケン タメ ウ イ フアン コンカイ ナド コウヒョウ ドウイ コト ヒカ オモ

		否 ヒ		訪問看護ステーションひばり		0289-64-7226		0289-64-2225		322-8550		鹿沼市下田町1-1033		6		1		0		1		0		0				市内及び近隣市 シナイ オヨ キンリン シ		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		0		1		1		2

chizuru_tanaka: 未記入		1		1		2		2		1		2		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		1		3		3		1		1		1		3		3		3		3		1		3		3		1		1		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		1		3		3		3		1		1		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1

		否 ヒ		訪問看護ステーション那須		0287-73-5048		0287-63-4566		325-0023		那須塩原市豊浦10-706		5		0		2		0		0		0				那須塩原市、大田原市、那須町 ナスシオバラ シ オオタワラシ ナスマチ		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		0		0		1		0		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		2

chizuru_tanaka: 未記入		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1

		承諾 ショウダク		さくら訪問看護ステーション		0287-29-3252		0287-29-3252		324-0058		大田原市紫塚3-2633-10		5		0		0		1		0		0				大田原市、那須塩原市、矢板市 オオタワラシ ナスシオバラ シ ヤイタ シ		1		0		1		1		1		1		1		1		1		0		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		0		1		1		3		3		3		3		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		小児の受入数（実績）が少ないので、実際依頼があった場合、入院中から手技等の指導を受けたいと思います。 ショウニ ウケイレスウ ジッセキ スク ジッサイ イライ バアイ ニュウインチュウ シュギ ナド シドウ ウ オモ

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションたんぽぽ		0280-57-1888		0280-57-3819		329-0101		下都賀郡野木町友沼5119-12		20		3		0		5		0		0		2		野木町、小山市、旧藤岡町 ノギマチ オヤマシ キュウ フジオカマチ		1		1		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		1		1		1		1		1		1		0		0		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		3		1		1		1		1		1		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		3		3		3		3		3		1		1		3		2		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		2		2		2		2		2		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		受け入れてくれる訪問看護Stの数が少ないと思います。研修会の機会を設けてサービス体制が構築できると良いと思います。 ウ イ ホウモン カンゴ カズ スク オモ ケンシュウカイ キカイ モウ タイセイ コウチク ヨ オモ

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションうつのみや		028-612-6103		028-612-6104		320-0852		宇都宮市下砥上町字並塚643番地1		11		0		0		0		0		0		1		宇都宮市、壬生町 ウツノミヤシ ミブマチ		1		1		0		0		1		1		1		1		1		0		0		0		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		2

chizuru_tanaka: 未記入		3		3		3		3		1		2		2		2		2		2		3		3		3		1		1		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		3		3		3		1		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		3		3		3		1		1		3		3		3		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーション石橋		0285-52-2293		0285-52-2268		329-0511		下野市石橋628番地		7		0		0		1		0		0		1		下野市、上三川町、壬生町、宇都宮市（部） シモノ シ カミノカワマチ ミブマチ ウツノミヤシ ブ		1		1		0		0		1		1		1		1		1		0		1		0		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		3		1		1		1		1		1		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		1		3		3		3		3		3		3		3		3		1		1		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		2		2		2		2		2		最近、訪問依頼が増えてきていますが、私たち看護師の力量不足から利用者家族へ満足のいく看護が提供できないように感じています。現在の、利用者家族から教わることが多くあり、私たちが勉強になります。ただ、訪問していて思うことは、ご両親の今までの経験でケアが進み危険であり、指導させていただいても理解が得られないこともあり、ジレンマとなっています。例）誤嚥性肺炎を繰り返している方にヘッドアップして食事を摂るよう説明してもフラットのままであったり、他の方でPEG造設されているので、栄養はPEGからにして経口からは楽しみ程度にしてと言っても、食事を経口から摂るなど。 サイキン ホウモン イライ フ ワタクシ カンゴシ リキリョウ ブソク リヨウシャ カゾク マンゾク カンゴ テイキョウ カン ゲンザイ リヨウシャ カゾク オソ オオ ワタシ ベンキョウ ホウモン オモ リョウシン イマ ケイケン スス キケン シドウ リカイ エ レイ ゴエンセイ ハイエン ク カエ カタ ショクジ ト セツメイ ホカ カタ ゾウ セツ エイヨウ ケイコウ タノ テイド イ ショクジ ケイコウ ト

		承諾 ショウダク		マロニエ訪問看護ステーション		0287-37-6322		0287-39-3305		329-2763		那須塩原市井口537-3 にしなすの総合在宅ｹｱｾﾝﾀｰ内		5		7		0		5		0		2		1		那須塩原市、那須町、大田原市　リハビリのみ→那珂川町訪問可能 ナスシオバラ シ ナスマチ オオタワラシ ナカガワ マチ ホウモン カノウ		1		1		1		0		1		1		1		1		0		0		0		1		1		1		1		1		1		0		1		1		1		1		1		1		0		0		1		1		1		0		1		0		0		0		1		0		1		1		1		1		1		1		3		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーション佐野		0283-86-7013		0283-86-7031		327-0847		佐野市天神町７７４－２２ メープルハイツ１０１号室		3		0		1		0		0		0		1		足利市、佐野市、栃木市（旧岩船市） アシカガシ サノシ トチギシ キュウ イワフネ シ		0		0		0		0		1		0		1		0		1		0		0		0		1		0		0		0		1		0		1		0		0		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		2		2		2		2		2		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1

		承諾 ショウダク		とちぎ訪問看護ステーションくろばね		0287-54-0507		0287-54-0580		324-0241		大田原市黒羽向町142番地		6		0		0		0		1		0		2		大田原市、那須塩原市、那須町、那珂川町 オオタワラシ ナスシオバラ シ ナスマチ ナカガワマチ		1		0		0		0		1		1		1		1		1		0		1		0		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		3		3		3		3		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		1		2		2		2		2		2		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3

		承諾 ショウダク		鹿沼訪問看護ステーション		0289-60-5650		0289-60-1687		322-0021		鹿沼市上野町320-3高橋ビル１階１０３号室		5		0		0		0		0		0				鹿沼市、旧宇都宮市、旧今市市、壬生町、西片町 カヌマシ キュウ ウツノミヤシ キュウ イマイチシ ミブマチ ニシカタマチ		0		0		0		0		0		0		1		0		1		0		0		0		1		0		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		2

chizuru_tanaka: 未記入		2		2		2		2		1		2		2		2		2		3		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションほっと		028-626-5739		028-625-8201		321-0974		宇都宮市竹林町958		11		0		0		2		0		0		0		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2

		承諾 ショウダク		芳賀赤十字訪問看護ステーション		0285-84-8266		0285-84-8266		321-4306		真岡市台町2461		6		0		0		0		0		0		0		芳賀郡全域（真岡市、益子町、芳賀町、茂木町） ハガ グン ゼンイキ モオカシ マシコマチ ハガマチ モギ マチ		1		1		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		3		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		当ステーションは今年度小児在宅医との連携を開始することができました。安心して在宅療養を継続できるよう、多職種と連携し、実施しています。高齢者が介護サービスを選択するように、サービスの充実は得られていません。現実は家族だけで利用者（児）のケアを実施しているケースもあり家族の介護負担は大きいと考えます。負担軽減のためには、スムーズなレスパイト入院や日中の一時お預かり等充実した施設が増えることでさらに安心した療養環境の提供ができると思います。よろしくお願いいたします。 トウ コンネンド ショウニ ザイタク イ レンケイ カイシ アンシン ザイタク リョウヨウ ケイゾク タ ショクシュ レンケイ ジッシ コウレイシャ カイゴ センタク ジュウジツ エ ゲンジツ カゾク リヨウシャ ジ ジッシ カゾク カイゴ フタン オオ カンガ フタン ケイゲン ニュウイン ニッチュウ イチジ アズ ナド ジュウジツ シセツ フ アンシン リョウヨウ カンキョウ テイキョウ オモ ネガ

		承諾 ショウダク		とちぎ訪問看護ステーションみぶ		0282-82-7262		0282-82-7260		321-0218		下都賀郡壬生町落合1-18-12		16		0		0		0		0		0		1		上三川町、下野市、壬生町、宇都宮 カミノカワマチ シモノ シ ミブ チョウ ウツノミヤ		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		1		0		1		1		1		1		1		1		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		病院との連携が大切。在宅生活を支援するためにチームで対応する（介護者の支援） ビョウイン レンケイ タイセツ ザイタク セイカツ シエン タイオウ カイゴシャ シエン

		承諾 ショウダク		ＷＡＤＥＷＡＤＥ訪問看護ステーション		028-666-5420		028-666-5460		321-0923		栃木県宇都宮市下栗町2913-1 ３２１－０９２３		12		0		0		0		0		0				宇都宮市、上三川町、 ウツノミヤシ カミノカワマチ		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		0		0		1		0		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		重心の方を看る側（介護者）の負担軽減の必要性を感じてしまいます。まだまだ「私がやらなければ」という気持ちが強く、様々な資源活用へと動きが進むような発信が大切だと思っています。 ジュウシン カタ ミ ガワ カイゴシャ フタン ケイゲン ヒツヨウセイ カン ワタシ キモ ツヨ サマザマ シゲン カツヨウ ウゴ スス ハッシン タイセツ オモ

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションあい		0287-83-8035		0287-83-8222		321-0628		那須烏山市金井2-5-9 ベンチャープラザ7号室 ゴウシツ		8		0		1		0		0		0		1		那須烏山市、那珂川町、茂木町、一貝町 ナスカラスヤマシ ナカガワマチ モギマチ イチ ガイ マチ		1		1		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		0		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		小児や重心など医療依存度が高い方には家族が安心して預けられる事業所とスタッフが必要です（レスパイトの本当の意味で）訪問看護スタッフが動きやすい仕組みがあればもっと介入できると思います。例えば在宅以外への支援での算定が可能になる。長時間支援が可能になるなど。在宅支援診療所が多ければ助かります。開業医で努力してくださる医師の力で乗り切っている地域は特にそう感じます。後方病院親元病院との連携、地域との調整などスムーズにシームレスに行われるとうれしいです。行政からの介入が少なく、制度のことなど知らないまま苦労されている方が多いので、窓口での丁寧かつタイミングよく助言をしていただくと嬉しいです。 ショウニ ジュウシン イリョウ イゾンド タカ カタ カゾク アンシン アズ ジギョウショ ヒツヨウ ホントウ イミ ホウモン カンゴ ウゴ シク カイニュウ オモ タト ザイタク イガイ シエン サンテイ カノウ チョウジカン シエン カノウ ザイタク シエン シンリョウジョ オオ タス カイギョウイ ドリョク イシ チカラ ノ キ チイキ トク カン コウホウ ビョウイン オヤモト ビョウイン レンケイ チイキ チョウセイ オコナ ギョウセイ カイニュウ スク セイド シ クロウ カタ オオ マドグチ テイネイ ジョゲン ウレ

		承諾 ショウダク		あおい訪問看護ステーション		0284-73-9456		0284-72-7600		326-0831		足利市堀込町2556 セレッソ・コート１階		16		0		0		4		0		0				足利市とその周辺（佐野市、館林市、巴楽町、太田市、桐生市） アシカガシ シュウヘン サノシ タテバヤシシ トモエ ラク マチ オオタシ キリュウシ		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1

		承諾 ショウダク		那須赤十字訪問看護ステーション		0287-23-8866		0287-23-8903		324-8686		大田原市中田原1081-4		8		1		0		0		0		0				大田原市、那須塩原市（一部を除く） オオタワラシ ナスシオバラ シ イチブ ノゾ		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		1		1		0		1		0		1		1		1		0		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションゆりの木		0287-47-5123		0287-47-5124		324-0028		大田原市山の手1-1-7 ヤマ テ		4		0		0		0		0		0				大田原市、那須塩原市、那珂川町 オオタワラシ ナスシオバラ シ ナカガワマチ		1		1		1		0		1		1		1		1		0		0		0		1		1		0		1		1		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		0		0		1		0		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		3		1		1		1		1		2		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		3		1		1		1		1		3		1		1		1		1		1		1		1		1		3		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		3		3		1		3		3		1		1		1		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		重症心身障害児施設で勤務したことのある看護師が2名いますので積極的に依頼があれば支援させていただきたいと思っています。こどもはやはり親元で成長発達できることが何よりも必要なことであると思っています。 ジュウショウ シンシン ショウガイ ジ シセツ キンム カンゴシ メイ セッキョクテキ イライ シエン オモ オヤモト セイチョウ ハッタツ ナニ ヒツヨウ オモ

		承諾 ショウダク		ライフ訪問看護リハビリテーション		0284-64-8799		0284-64-8335		326-0831		足利市堀込町2656-7　ASKビル３０１号		5		0		0		1		0		0		0		足利市、佐野市、館林市、邑楽郡、太田市、桐生市 アシカガシ サノシ タテバヤシシ オウラ グン オオタシ キリュウシ		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		この件に関する研修の案内が少ないため、学ぶ機会をもっと増やしてほしい ケン カン ケンシュウ アンナイ スク マナ キカイ フ

		承諾 ショウダク		わくわく訪問看護ステーションおやま		0285-24-6575		0285-20-0255		323-0022		小山市駅東通り3-9-6		11		0		0		5		0		0		0		小山市、結城市（茨城県）、下野市の一部、栃木市（PTのみ） オヤマシ ユウキシ イバラキケン シモノ シ イチブ トチギシ		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		1		1		1		1		3		3		3		1		1		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		自立支援のケアマネージャーがいるが、医療福祉行政をうまく連携してまとめる役割が果たせていない。それぞれが別々で動いており、介護者が困ったときの相談窓口に迷う。 ジリツ シエン イリョウ フクシ ギョウセイ レンケイ ヤクワリ ハ ベツベツ ウゴ カイゴシャ コマ ソウダン マドグチ マヨ

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーション風		028-612-1333		028-612-1384		321-0117		宇都宮市城南3丁目5-6		3		1		0		1		0		0				宇都宮、鹿沼、下野、壬生 ウツノミヤ カヌマ シモノ ミブ		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		1		1		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1

		承諾 ショウダク		宮の橋訪問看護ステーション		028-635-9839		028-635-9839		321-0963		宇都宮市南大通り1-1-23		7		0		0		1		0		0		0		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		1		1		0		1		1		1		1		1		0		0		0		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		レスパイト等受け入れ先が少ない。市のコーディネーター様がご多忙の様子であり、要望に対しての対応にかなりの時間を要する（対応されないこともある）。年度変わるときなど、担当者（市）の引き継ぎがされず、進んでいた調整も振り出しに戻ってしまうことがある。 トウ ウ イ サキ スク シ サマ タボウ ヨウス ヨウボウ タイ タイオウ ジカン ヨウ タイオウ ネンド カ タントウシャ シ ヒ ツ スス チョウセイ フ ダ モド

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションオリーブ		0282-27-8414		0282-27-8415		328-0027		栃木市今泉町1丁目17番29号		7		0		0		0		0		0				栃木市、小山市、下野市、壬生町 トチギシ オヤマシ シモノ シ ミブ マチ		1		1		1		0		1		1		1		1		0		0		0		0		1		1		1		1		0		0		1		1		1		0		1		1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションマザーの家		0283-85-7771		0283-85-7772		327-0504		佐野市中町942-1		2		0		3		0		0		0				佐野市 サノシ		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーション卯の郷		028-682-7770		028-682-7766		329-1311		さくら市氏家2650番地		3		0		0		0		0		0				さくら市（周辺15ｋｍ以内）、塩谷町、那須烏山市、宇都宮市、高根沢町 シ シュウヘン イナイ シオヤ マチ ナスカラスヤマシ ウツノミヤシ タカネザワ マチ		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		3		3		3		3		3		1		2		2		2		2		2		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		2		2		2		3		3		3		3		1		1		1		3		3		3		3		1		2		2		2		2		2		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		2		2		2		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションたかねざわ		028-680-1701		028-680-1702		329-1233		塩谷郡高根沢町宝積寺2426-8 		16		0		0		0		0		0				高根沢町、さくら市、那須烏山市、芳賀町、市貝町、茂木町、益子町、宇都宮市 タカネザワマチ シ ナスカラスヤマシ ハガ マチ イチ カイ チョウ モギマチ マシコ チョウ ウツノミヤシ		1		1		1		0		1		1		1		1		1		0		1		0		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		2		2		2		2		2

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションみどり		0285-45-8362		0285-45-8397		329-0214		小山市乙女786-1		3		0		1		0		0		0				小山市、栃木市、古河市、結城市 オヤマシ トチギシ コガシ ユウキシ		0		0		1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		1		0		1		0		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		3		2		2		2		3		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		1		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		1		1		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		訪問看護師がもっと社会資源として同行できるとよいと思う。在宅での療養はもっと看護師が活躍できる体制が整うとよいと思った。 ホウモン カンゴシ シャカイ シゲン ドウコウ オモ ザイタク リョウヨウ カンゴシ カツヤク タイセイ トトノ オモ

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションあるく		028-643-5586		028-678-8796		320-0036		宇都宮市小幡2-6-14 		5		0		1		0		0		0		1		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		0		1		0		1		0		1		0		0		1		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3

		承諾 ショウダク		とちぎ訪問看護ステーションおやま		0285-39-8602		0285-39-8607		323-0827		栃木県小山市神鳥谷2251-7 ３２３－０８２７		12		0		0		0		0		0		1		小山市、下野市（南部）、野木町（北部） オヤマシ シモノ シ ナンブ ノギ マチ ホクブ		1		1		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		1		1		1		0		0		1		0		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		3		3		1		1		1		3		1		1		1		1		小児の重症心身障害児の訪問看護を行っていく上で。たびたび感じるのが成長に伴った教育、就学が難しく親御さんの希望通りにいかないことが多く残念に思います。難しいところだと思いますが… ショウニ ジュウショウ シンシン ショウガイジ ホウモン カンゴ オコナ ウエ カン セイチョウ トモナ キョウイク シュウガク ムズカ オヤゴ キボウ ドオ オオ ザンネン オモ ムズカ オモ

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションここあ		028-600-3735		028-600-3736		321-2116		栃木県宇都宮市徳次郎町998-9 ３２１－２１１６		10		1		0		1		0		0		2		宇都宮市、日光市、 ウツノミヤシ ニッコウシ		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2

chizuru_tanaka: 未記入		

chizuru_tanaka: 未記入		

chizuru_tanaka: 未記入		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3















																														Q2.いままでに以下の項目を在宅看護で行ったことがありますか（あるものすべてにチェックをしてください）																																																																																						Q4.依頼があった場合に可能な医療的ケアと身体介護についてお答えください

				事業所名 ジギョウショ メイ		電話番号 デンワ バンゴウ		FAX番号 バンゴウ		郵便番号 ユウビンバンゴウ		所在地 ショザイチ		職員構成（常勤・非常勤は問いません）【人数：名】 ショクイン コウセイ ジョウキン ヒジョウキン ト ニンズウ メイ														訪問可能な主な市町村 ホウモン カノウ オモ シチョウソン		在宅人工呼吸器の管理 ザイタク ジンコウ コキュウキ カンリ				気管カニューレの交換 キカン コウカン				気管カニューレ部位のガーゼ交換 キカン ブイ コウカン				気管内吸引 キカンナイ キュウイン				食事介助 ショクジ カイジョ				経鼻チューブの交換 ケイビ コウカン				胃瘻の管理 イロウ カンリ				経管栄養の注入 ケイカン エイヨウ チュウニュウ				ストーマの管理 カンリ				尿道カテーテルの管理 ニョウドウ カンリ				導尿 ドウニョウ				入浴介助 ニュウヨク カイジョ				看護師によるリハビリテーション カンゴシ				OTもしくはPTによるリハビリテーション				中心静脈カテーテル管理 チュウシン ジョウミャク カンリ				高カロリー輸液の管理 コウ ユエキ カンリ				薬剤の静注（抗生物質や利尿剤など） ヤクザイ ジョウチュウ コウセイ ブッシツ リニョウザイ				麻薬による疼痛コントロール マヤク ウズ ツウ				終末期の医療的ケア シュウマツキ イリョウテキ				在宅での看取り ザイタク ミト				24時間対応 ジカン タイオウ						在宅人工呼吸器の管理 ザイタク ジンコウ コキュウキ カンリ										気管カニューレの交換 キカン コウカン										気管カニューレの管理（日常の交換以外の対応） キカン カンリ ニチジョウ コウカン イガイ タイオウ										気管内吸引 キカンナイ キュウイン										食事介助 ショクジ カイジョ										経鼻チューブの交換 ケイビ コウカン										ストーマの管理 カンリ										尿道カテーテルの管理 ニョウドウ カンリ										導尿 ドウニョウ										入浴介助 ニュウヨク カイジョ										看護師によるリハビリテーション カンゴシ										OTもしくはPTによるリハビリテーション										中心静脈カテーテル管理 チュウシン ジョウミャク カンリ										高カロリー輸液の管理 コウ ユエキ カンリ										薬剤の静注（抗生物質や利尿剤など） ヤクザイ ジョウチュウ コウセイ ブッシツ リニョウザイ										麻薬による疼痛コントロール マヤク トウツウ										終末期の医療的ケア シュウマツキ イリョウテキ										在宅での看取り ザイタク ミト										24時間対応 ジカン タイオウ										外出の介助 ガイシュツ カイジョ										通院の介助 ツウイン カイジョ

														看護師 カンゴシ		作業療法士 サギョウ リョウホウシ		准看護師 ジュンカンゴシ		理学療法士 リガク リョウホウシ		保健師 ホケンシ		言語療法士 ゲンゴ リョウホウシ		その他 タ				成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ				乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ

																																																																																																																		できる		18		20		19		20		27		9		11		13		13		18		22		22		22		24		30		25		25		26		29		34		25		25		26		27		31		16		17		19		21		27		21		22		23		26		32		16		18		22		25		33		16		18		22		24		32		26		25		29		30		31		18		20		22		23		30		9		10		9		9		12		20		20		23		25		31		21		22		24		27		32		14		14		16		18		27		12		12		13		15		25		18		17		19		20		28		19		18		19		21		29		23		23		24		25		33		7		7		9		10		14		5		6		7		8		11

																																																																																																																		できない		8		7		8		5		1		18		15		14		12		6		6		6		6		4		1		5		5		5		4		0		6		6		6		5		1		11		11		11		9		3		5		5		5		3		0		8		8		8		5		0		9		8		8		5		0		5		6		5		4		1		8		7		7		6		2		19		18		18		19		17		7		7		7		6		1		6		6		6		5		1		10		10		10		7		2		6		6		6		5		1		6		6		6		5		2		5		5		5		4		1		5		5		5		4		1		11		11		11		10		7		17		17		17		16		13

																																																																																																																		要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン		8		7		7		9		6		7		8		7		9		10		6		6		6		6		3		4		4		3		1		0		3		3		2		2		2		7		6		4		4		4		8		7		6		5		2		10		8		4		4		1		9		8		4		5		2		3		3		0		0		2		8		7		5		5		2		6		6		7		6		5		7		7		4		3		2		7		6		4		2		1		10		10		8		9		5		16		16		15		14		8		10		11		9		9		4		10		11		10		9		4		6		6		5		5		0		16		16		14		14		13		12		11		10		10		10



																																																																																																																		Ｑ4.できる

																																																																																																																				在宅人工呼吸器の管理		気管カニューレの交換		気管カニューレの管理（日常の交換以外の対応）		気管内吸引		食事介助		経鼻チューブの交換		ストーマの管理		尿道カテーテルの管理		導尿		入浴介助		看護師によるリハビリテーション		OTもしくはPTによるリハビリテーション		中心静脈カテーテル管理 チュウシン ジョウミャク カンリ		高カロリー輸液の管理 コウ ユエキ カンリ		薬剤の静注（抗生物質や利尿剤など） ヤクザイ ジョウチュウ コウセイ ブッシツ リニョウザイ		麻薬による疼痛コントロール マヤク トウツウ		終末期の医療的ケア シュウマツキ イリョウテキ		在宅での看取り ザイタク ミト		24時間対応 ジカン タイオウ		外出の介助		通院の介助

																																																																																																																		乳児～2歳 ニュウジ サイ		18		9		22		25		25		16		21		16		16		26		18		9		20		21		14		12		18		19		23		7		5

																																																																																																																		3～6歳 サイ		20		11		22		25		25		17		22		18		18		25		20		10		20		22		14		12		17		18		23		7		6

																																																																																																																		7歳～12歳 サイ サイ		19		13		22		26		26		19		23		22		22		29		22		9		23		24		16		13		19		19		24		9		7

																																																																																																																		13～17歳 サイ		20		13		24		29		24		21		26		25		24		30		23		9		25		27		18		15		20		21		25		10		8

																																																																																																																		18歳以上 サイイジョウ		27		18		30		34		31		27		32		33		32		31		30		12		31		32		27		25		28		29		33		14		11



																																																																																																																		Ｑ4.できない

																																																																																																																				在宅人工呼吸器の管理		気管カニューレの交換		気管カニューレの管理（日常の交換以外の対応）		気管内吸引		食事介助		経鼻チューブの交換		ストーマの管理		尿道カテーテルの管理		導尿		入浴介助		看護師によるリハビリテーション		OTもしくはPTによるリハビリテーション		中心静脈カテーテル管理 チュウシン ジョウミャク カンリ		高カロリー輸液の管理 コウ ユエキ カンリ		薬剤の静注（抗生物質や利尿剤など） ヤクザイ ジョウチュウ コウセイ ブッシツ リニョウザイ		麻薬による疼痛コントロール マヤク トウツウ		終末期の医療的ケア シュウマツキ イリョウテキ		在宅での看取り ザイタク ミト		24時間対応 ジカン タイオウ		外出の介助		通院の介助

																																																																																																																		乳児～2歳 ニュウジ サイ		8		18		6		5		6		11		5		8		9		5		8		19		7		6		10		6		6		5		5		11		17

																																																																																																																		3～6歳 サイ		7		15		6		5		6		11		5		8		8		6		7		18		7		6		10		6		6		5		5		11		17

																																																																																																																		7歳～12歳 サイ サイ		8		14		6		5		6		11		5		8		8		5		7		18		7		6		10		6		6		5		5		11		17

																																																																																																																		13～17歳 サイ		5		12		4		4		5		9		3		5		5		4		6		19		6		5		7		5		5		4		4		10		16

																																																																																																																		18歳以上 サイイジョウ		1		6		1		0		1		3		0		0		0		1		2		17		1		1		2		1		2		1		1		7		13



																																																																																																																		Ｑ4.要相談 ヨウ ソウダン

																																																																																																																				在宅人工呼吸器の管理		気管カニューレの交換		気管カニューレの管理（日常の交換以外の対応）		気管内吸引		食事介助		経鼻チューブの交換		ストーマの管理		尿道カテーテルの管理		導尿		入浴介助		看護師によるリハビリテーション		OTもしくはPTによるリハビリテーション		中心静脈カテーテル管理 チュウシン ジョウミャク カンリ		高カロリー輸液の管理 コウ ユエキ カンリ		薬剤の静注（抗生物質や利尿剤など） ヤクザイ ジョウチュウ コウセイ ブッシツ リニョウザイ		麻薬による疼痛コントロール マヤク トウツウ		終末期の医療的ケア シュウマツキ イリョウテキ		在宅での看取り ザイタク ミト		24時間対応 ジカン タイオウ		外出の介助		通院の介助

																																																																																																																		乳児～2歳 ニュウジ サイ		8		7		6		4		3		7		8		10		9		3		8		6		7		7		10		16		10		10		6		16		12

																																																																																																																		3～6歳 サイ		7		8		6		4		3		6		7		8		8		3		7		6		7		6		10		16		11		11		6		16		11

																																																																																																																		7歳～12歳 サイ サイ		7		7		6		3		2		4		6		4		4		0		5		7		4		4		8		15		9		10		5		14		10

																																Q3.現時点で、依頼のあった場合、重症心身障害児（者）の在宅医療を行うことはできますか ゲンジテン イライ バアイ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ ザイタク イリョウ オコナ																																																																																		13～17歳 サイ		9		9		6		1		2		4		5		4		5		0		5		6		3		2		9		14		9		9		5		14		10

																														できる		14																																																																																		18歳以上 サイイジョウ		6		10		3		0		2		4		2		1		2		2		2		5		2		1		5		8		4		4		0		13		10

																														できない		6

																														要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン		14



																														在宅人工呼吸器の管理 ザイタク ジンコウ コキュウキ カンリ		気管カニューレの交換 キカン コウカン		気管カニューレ部位のガーゼ交換 キカン ブイ コウカン		気管内吸引 キカンナイ キュウイン		食事介助 ショクジ カイジョ		経鼻チューブの交換 ケイビ コウカン		胃瘻の管理 イロウ カンリ		経管栄養の注入 ケイカン エイヨウ チュウニュウ		ストーマの管理 カンリ		尿道カテーテルの管理 ニョウドウ カンリ		導尿 ドウニョウ		入浴介助 ニュウヨク カイジョ		看護師によるリハビリテーション カンゴシ		OTもしくはPTによるリハビリテーション		中心静脈カテーテル管理 チュウシン ジョウミャク カンリ		高カロリー輸液の管理 コウ ユエキ カンリ		薬剤の静注（抗生物質や利尿剤など） ヤクザイ ジョウチュウ コウセイ ブッシツ リニョウザイ		麻薬による疼痛コントロール マヤク ウズ ツウ		終末期の医療的ケア シュウマツキ イリョウテキ		在宅での看取り ザイタク ミト		24時間対応 ジカン タイオウ

																												成人 セイジン		28		24		30		31		28		22		32		31		32		33		31		33		33		16		29		30		28		30		32		31		33

																												小児 ショウニ		21		11		23		24		14		17		21		19		6		7		8		20		18		9		2		4		3		3		6		4		22



成人	小児	Q3.現時点で、依頼のあった場合、重症心身障害児（者）の在宅医療を行うことはできますか

Q3.現時点で、依頼のあった場合、重症心身障害児（者）の在宅医療を行うことはできますか	乳児～2歳	3～6歳	7歳～12歳	13～17歳	18歳以上	乳児～2歳	3～6歳	7歳～12歳	13～17歳	18歳以上	

乳児～2歳	3～6歳	7歳～12歳	13～17歳	18歳以上	

診療所

		Ｑ１		1.医療ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する外来診療について、以下の医療行為に対応できますか。 イリョウ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ガイライ シンリョウ イカ イリョウ コウイ タイオウ

				Ｑ1-1										予防接種 ヨボウ セッシュ

				Ｑ1-2										一次診療
（経過観察、栄養観察を含む） イチジ シンリョウ ケイカ カンサツ エイヨウ カンサツ フク

				Ｑ1-3										経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ

				Ｑ1-4										経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ

				Ｑ1-5										中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ

				Ｑ1-6										酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ

				Ｑ1-7										気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ

				Ｑ1-8										人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ

				Ｑ1-9										尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ

				Ｑ1-10										人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ

				Ｑ1-11										褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ

		Ｑ２		2.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する往診及び訪問診療について、以下の医療行為に対応できますか イリョウテキ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ オウシン オヨ ホウモン シンリョウ イカ イリョウ コウイ タイオウ

				Ｑ2-1										予防接種 ヨボウ セッシュ

				Ｑ2-2										一次診療
（経過観察、栄養観察を含む） イチジ シンリョウ ケイカ カンサツ エイヨウ カンサツ フク

				Ｑ2-3										経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ

				Ｑ2-4										経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ

				Ｑ2-5										中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ

				Ｑ2-6										酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ

				Ｑ2-7										気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ

				Ｑ2-8										人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ

				Ｑ2-9										尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ

				Ｑ2-10										人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ

				Ｑ2-11										褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ

		Ｑ3		3.24時間、重症心身障害児（18歳未満）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイジ サイ ミマン イリョウ タイオウ

				Ｑ3-1										できる

				Ｑ3-2										できない

				Ｑ3-3										要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン

		Ｑ4		4.24時間、重症心身障害者（18歳以上）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイシャ サイ イジョウ イリョウ タイオウ

				Ｑ4-1										できる

				Ｑ4-2										できない

				Ｑ4-3										要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン

		Ｑ5		5.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する訪問リハビリてーションを提供していますか イリョウテキ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ホウモン テイキョウ

				Ｑ5-1										提供している テイキョウ

				Ｑ5-2										提供していない テイキョウ

				Ｑ5-3										提供していないが対応は可能 テイキョウ タイオウ カノウ

				Ｑ5-4										要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン

		Ｑ6		6.重症心身障害児（者）在宅医療に対応できるようになるための条件はなんですか ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ ザイタク イリョウ タイオウ ジョウケン

				Ｑ6-1										診療報酬の点数が増えること シンリョウ ホウシュウ テンスウ フ

				Ｑ6-2										訪問看護尾の連携 ホウモン カンゴ オ レンケイ

				Ｑ6-3										病院との連携 ビョウイン レンケイ

				Ｑ6-4										在宅療養支援診療所と小児科医とのグループ診療 ザイタク リョウヨウ シエン シンリョウジョ ショウニ カ イ シンリョウ

				Ｑ6-5										在宅療養支援診療所に助言や相談を求めることができること ザイタク リョウヨウ シエン シンリョウジョ ジョゲン ソウダン モト

				Ｑ6-6										小児科医に助言や相談を求めることができること ショウニ カ イ ジョゲン ソウダン モト

				Ｑ6-7										経験のある医師がいること ケイケン イシ

				Ｑ6-8										研修などの自己のスキルアップ ケンシュウ ジコ

				Ｑ6-9										その他 タ

		Ｑ7		7.重症心身障害児（者）の方に対する医療、在宅生活等についてお気づきのことなど、ご自由にお書きください ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ カタ タイ イリョウ ザイタク セイカツ ナド キ ジユウ カ



		承諾可否 ショウダク カヒ		診療所名 シンリョウジョ メイ		電話番号 デンワ バンゴウ		郵便番号 ユウビンバンゴウ		所在地 ショザイチ		電話番号 デンワ バンゴウ		Ｑ１　1.医療ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する外来診療について、以下の医療行為に対応できますか。																								Ｑ２　2.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する往診及び訪問診療について、以下の医療行為に対応できますか																						Ｑ3		Ｑ4		Ｑ5		Ｑ6　6.重症心身障害児（者）在宅医療に対応できるようになるための条件はなんですか																		Ｑ7重症心身障害児（者）の方に対する医療、在宅生活等についてお気づきのことなど、ご自由にお書きください

														Ｑ1-1		Ｑ1-2		Ｑ1-3		Ｑ1-4		Ｑ1-5		Ｑ1-6		Ｑ1-7		Ｑ1-8		Ｑ1-9		Ｑ1-10		Ｑ1-11				Ｑ2-1		Ｑ2-2		Ｑ2-3		Ｑ2-4		Ｑ2-5		Ｑ2-6		Ｑ2-7		Ｑ2-8		Ｑ2-9		Ｑ2-10		Ｑ2-11								Ｑ6-1		Ｑ6-2		Ｑ6-3		Ｑ6-4		Ｑ6-5		Ｑ6-6		Ｑ6-7		Ｑ6-8		Ｑ6-9

		否 ヒ		不明 フメイ						不明 フメイ		不明 フメイ		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		7		0		0

		否 ヒ		不明 フメイ						不明 フメイ		不明 フメイ		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		1		1		0		0		0		1		0

		否 ヒ		不明 フメイ						不明 フメイ		不明 フメイ		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		不明 フメイ						不明 フメイ		不明 フメイ		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		0

		否 ヒ		不明 フメイ						不明 フメイ		不明 フメイ		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		否 ヒ		不明 フメイ						不明 フメイ		不明 フメイ		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		0		1		0

		否 ヒ		不明 フメイ						不明 フメイ		不明 フメイ		1		1		2		2		2		2		2		2		1		2		1				1		1		2		2		2		2		2		2		1		2		1		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		その他：各種の健康的処置の管理ができるかどうか。その訓練を受けているかどうかです。 タ カクシュ ケンコウテキ ショチ カンリ クンレン ウ

		否 ヒ		不明 フメイ						不明 フメイ		不明 フメイ		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		0		0		1		0		0

		否 ヒ		不明 フメイ						不明 フメイ		不明 フメイ		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		その他:スタッフ不足（医師、看護師、介助者）スペース不足 タ フソク イシ カンゴシ カイジョシャ フソク

		否 ヒ		宇都宮市保健所 ウツノミヤシ ホケンジョ				321-0974		宇都宮市竹林町972				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		その他：保健所は直接的な医療サービスを行っていないことから、今後も対応は行わない タ ホケンジョ チョクセツ テキ イリョウ オコナ コンゴ タイオウ オコナ

		承諾 ショウダク		深谷医院 フカヤ イイン		0285-75-0007 		321-4502		真岡市物井1268-7				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		1				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		1		2		2		2		0		0		1		1		0		0		0		0		0

		否 ヒ		こどもクリニックしまむら				326-0822		足利市田中町908-4				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		かしま産婦人科 サンフジンカ		0284-65-0341		326-0844		足利市鹿島町501-1				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		婦人科疾患（不正性器出血/帯下/外陰掻痒等）については外来対応させて頂いております フジンカ シッカン フセイ セイキ シュッケツ タイゲ ガイイン カ カユ ナド ガイライ タイオウ イタダ

		否 ヒ		医療法人雄仁会　奥山医院 イリョウ ホウジン ユウジン カイ オクヤマ イイン				322-0065		鹿沼市上材木町2320				1		3		3		3		3		3		1		3		3		2		2				1		3		2		3		2		3		1		3		3		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		1		1		0		0

		否 ヒ		水沼医院 ミズヌマ イイン				321-0628		那須烏山市金井1-14-8				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		3				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		飯野医院				321-4539		真岡市長沼730-1				3		2		2		2		2		3		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		おおきこどもクリニック		0285-41-0025 		329-0207		小山市美しが丘3-35-3				1		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		宇都宮市子ども発達センター診療所 ウツノミヤシ コ ハッタツ シンリョウジョ		028-647-4720		320-0851		栃木県宇都宮市鶴田町970-1				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		その他：子ども発達センター内の療育を利用する児の診療所であるため タ コ ハッタツ ナイ リョウイク リヨウ ジ シンリョウジョ

		承諾 ショウダク		中川医院 ナカガワ イイン		0287-62-0040		325-0057		那須塩原市黒磯幸町6-27				3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		1		0		1		0

		否 ヒ		ももやこどもクリニック				321-0118		宇都宮市インターパーク3-6-1				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		1		0		0		0		0		0

		否 ヒ		阿久津医院 アクツ イイン				329-1226		高根沢町大谷176-1 タカネザワマチ オオタニ				1		1		2		2		2		3		2		2		3		3		3				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		1		0		0		0		1		0		0

		否 ヒ		伊保内診療所 イホ ナイ シンリョウジョ				327-0034		佐野市伊保内町3841-1				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		1		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		にじいろこども診療所 シンリョウジョ		0285-44-7716		329-0414		下野市小金井4-1-1				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		0		1		1		0

		否 ヒ		戸野塚内科医院 トノヅカ ナイカ イイン				323-0064		小山市下石塚471				3		3		3		3		3		1		1		1		1		3		1				3		3		3		3		3		1		1		1		1		3		1		3		3		4		0		0		1		0		0		1		1		1		0

		否 ヒ		賀川診療所 カガワ シンリョウジョ				326-0843		足利市五十部町1785				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		1		0		1		0		0

		承諾 ショウダク		豊郷台クリニック ユタカ ゴウ ダイ		028-643-8998		320-0003		宇都宮市豊郷台2-21-3		028-643-8998（FAX8999）		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1				1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		2		0		1		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		いとうこどもクリニック		0289-63-5566		322-0025		鹿沼市緑町2-2-29				1		1		3		3		2		2		3		2		2		3		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		0		0		1		1		0

		承諾 ショウダク		清原台こどもクリニック キヨハラ ダイ		028-305-6017		321-3223		宇都宮市清原台2-4-14				1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		その他：医師、看護師の増員 タ イシ カンゴシ ゾウイン

		否 ヒ		阿部医院				324-0032		大田原市佐久山2018 オオタワラシ サクヤマ		0287-28-0053（FAX0287-28-2112）		1		1		2		2		2		2		1		2		1		2		1				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		4		0		1		1		0		1		0		0		1		0

		否 ヒ		中元内科医院 ナカモト ナイカ イイン				328-0027		栃木市今泉町2-10-18				1		3		2		2		2		3		2		2		3		2		3				3		3		2		2		2		3		2		2		3		2		3		2		2		2		0		0		1		0		1		0		0		1		0		①重症心身障害者の重症度の程度問題　②家庭の受け入れ問題、経済的負担 ジュウショウ シンシン ショウガイシャ ジュウショウ ド テイド モンダイ カテイ ウ イ モンダイ ケイザイテキ フタン

		否 ヒ		布川小児科 フカワ ショウニ カ				322-0036		鹿沼市下田町2-1099				1		1		3		3		2		3		2		2		2		3		3				1		1		3		3		2		3		2		2		2		2		3		2		2		2		0		1		1		1		0		0		1		1		0

		否 ヒ		ちづかクリニック				328-0133		栃木市大森町445-4		0282-31-3750		3		3		3		3		2		3		2		2		2		2		3				3		3		3		3		2		3		2		2		2		2		3		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		多島医院 タジマ イイン				321-1524		日光市足尾町赤沢21-28				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		否 ヒ		篠崎内科クリニック シノザキ ナイカ				321-3223		宇都宮市清原台6-1-13				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		否 ヒ		和久医院 ワク イイン				321-3324		芳賀町西水沼119-1				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		否 ヒ		近藤クリニック コンドウ				321-0634		那須烏山市野上町637-2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		0		0		0		0		1		0		0

		否 ヒ		高根沢内科クリニック タカネザワ ナイカ				321-4305		真岡市荒町2-11-1				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		岡田こどもクリニック オカダ				327-0832		佐野市植上町1408-2				1		3		3		3		3		2		3		2		3		3		3				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		0		0		0		0		0		往診医療ができたらと考えていた時もありましたが、現在は物理的に困難で申し訳ありません
重心のお子さんの通院所と個別の相談で応じる可能性はあります オウシン イリョウ カンガ トキ ゲンザイ ブツリテキ コンナン モウ ワケ ジュウシン コ ツウイン ジョ コベツ ソウダン オウ カノウセイ

		否 ヒ		真岡メディカルクリニック モオカ				321-4305		真岡市荒町3-49-6				3		3		3		3		3		3		3		3				3		3				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		0		0		0		1		1		0

		否 ヒ		いしだ整形外科 セイケイ ゲカ				321-0912		宇都宮市石井町3236-1				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		山中クリニック ヤマナカ				327-0835		佐野市植下町2468				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		1		1		0		0		1		0		0

		否 ヒ		医療法人　寿幸会　吉野医院 イリョウ ホウジン コトブキ サチ カイ ヨシノ イイン				320-0014		宇都宮市大曽4-9-11				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		1		1		0		0		1		0		0

		否 ヒ		柳田産婦人科・小児科医院 ヤナギダ サンフジンカ ショウニカ イイン				321-4361		真岡市並木町4-5-3				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		0

		否 ヒ		石田消化器科・内科クリニック イシダ ショウカキ カ ナイカ				321-0216		壬生町壬生丁259-7				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		1		0		0		0		0		0

		否 ヒ		赤羽胃腸科・外科・肛門科医院 アカバネ イチョウカ ゲカ コウモンカ イイン				324-0052		大田原市城山2-5-29				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		医療法人　文仁会　扶桑医院 イリョウ ホウジン ブン ジン カイ フソウ イイン				323-0016		小山市扶桑1-2-1				1		3		3		3		2		2		3		2		3		3		3				3		3		3		2		2		2		3		2		3		2		3		2		2		2		0		0		1		1		0		0		1		1		0

		否 ヒ		馬場医院 ババ イイン				327-0043		佐野市君田町35				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		否 ヒ		井戸川クリニック イドガワ				326-0331		足利市福富町2096-1				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		0		0		1		0		0		0

		否 ヒ		鎌田浅香医院 カマタ アサカ イイン				324-0043		大田原市浅香3-3-9				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		0		1		0		0		0		0		0		0		高額医療はひかえています。悪質ととらえられますので!! コウガク イリョウ アクシツ

		否 ヒ		山門クリニック ヤマカド				328-0031		栃木市日の出町6-35				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		0		0		0		1		0

		否 ヒ		新村ファミリークリニック ニイムラ				328-0011		栃木市大宮町2120-11				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		宇都宮東部クリニック ウツノミヤ トウブ				321-3223		宇都宮市清原台5-14-19				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1

		否 ヒ		車田医院 クルマダ イイン				324-0242		大田原市大豆田457-24				3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3				3		3		3		3		3		0		2		2		3		3		3		2		2		2		0		0		1		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		にがみどう内科クリニック ナイカ				322-0003		鹿沼市仁神堂町351-26				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		松谷内科胃腸科クリニック マツヤ ナイカ イチョウカ				321-3304		芳賀町祖母井1708-17				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		1		0		0

		否 ヒ		まなか医院 イイン				329-1225		高根沢町石末２０９３－１０				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		植木医院 ウエキ イイン				329-2224		塩谷町金枝950				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		1		2		2		2		2		3		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		0		0		0		0		0

		否 ヒ		大岡医院 オオオカ イイン				320-0047		宇都宮市一の沢274-7				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		川野クリニック カワノ				329-1112		宇都宮市上田原町660-6				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		0		1		0

		否 ヒ		陣内医院 ジンナイ イイン				321-0225		壬生町本丸1-7-10		0282-82-0242		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		1		0

		否 ヒ		船越医院 フナコシ イイン				328-0111		栃木市都賀町家中5986-6				1		1		2		2		2		2		2		2		3		2		3				1		1		2		2		2		2		2		2		3		2		3		2		2		2		0		1		1		0		1		1		0		1		0

		否 ヒ		林クリニック ハヤシ				321-0158		宇都宮市西川田本町1-8-29				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		0		0		0		0		0

		否 ヒ		河島医院 カワシマ イイン				329-3436		那須郡那須町伊王野1503				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		松本内科医院 マツモト ナイカ イイン				321-0226		壬生町中央町6-37				3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		否 ヒ		佐藤医院 サトウ イイン				329-2728		栃木県那須塩原市西栄町7-16 ３２９－２７２８		0287-36-0147		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1

		否 ヒ		渡部医院 ワタナベ イイン				329-3153		那須塩原市大原間140-1 ナスシオバラ シ オオハラマ				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		宇都宮市保健センター ウツノミヤシ ホケン				321-0964		宇都宮市駅前通り1-4-6				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		0

		否 ヒ		川村医院 カワムラ イイン				321-2522		日光市鬼怒川温泉大原1396-20				1		1		3		1		3		1		3		2		3		3		3				3		3		3		3		3		3		2		2		3		3		3		2		2		2		0		0		1		0		0		1		1		0		0

		否 ヒ		ほうずみ整形外科内科小児科医院				320-0047		宇都宮市一の沢2-1-43				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		小島内科医院 コジマ ナイカ イイン				321-0168		宇都宮市東原町5-3				3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		1		0		0		0		0

		否 ヒ		那須高原クリニック ナス コウゲン				329-3131		那須塩原市唐杉31-2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		サンフラワークリニック				323-0808		小山市出井1936				3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		昌平町こどもクリニック ショウヘイ マチ				326-0813		足利市昌平町2368				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		①中心となる施設へ患者が訪問するように、移動手段・補助（人、お金）を考えるべき。どうしても動けない、動かせない人のみ専門職（医者以外）が訪問しIT技術等で必要に応じてセンター施設のスペシャリストと連絡し治療（入院‥）の判断をし実行する。
②既存の人・技術・施設を日曜大工的発想で組み合わせて、システムを構築することには賛成できない。現状をどうにかするための方策でなく、医療の公正（正義）を行うためにどうすべきかを考えるべきだと思う チュウシン シセツ カンジャ ホウモン イドウ シュダン ホジョ ヒト カネ カンガ ウゴ ウゴ ヒト センモン ショク イシャ イガイ ホウモン ギジュツナド ヒツヨウ オウ シセツ レンラク チリョウ ニュウイン ハンダン ジッコウ キゾン ヒト ギジュツ シセツ ニチヨウ ダイク テキ ハッソウ ク ア コウチク サンセイ ゲンジョウ ホウサク イリョウ コウセイ セイギ オコナ カンガ オモ

		否 ヒ		赤田診療所 アカダ シンリョウジョ				329-2743		那須塩原市南赤田321-1192				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		手塚内科 テヅカ ナイカ				321-0966		宇都宮市今泉3-12-12				3		3		2		2		2		2		2		2		1		3		3				3		3		2		2		2		2		2		2		3		3		3		2		2		2		0		1		1		0		1		0		1		0		0		今まで具体的な症例に会っていません イマ グタイテキ ショウレイ ア

		否 ヒ		板橋医院 イタバシ イイン				327-0803		佐野市犬伏新町1308-2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		1		1		0

		否 ヒ		倉増医院 クラ マ イイン				320-0856		宇都宮市砥上町675-1				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		その他：人材の確保 タ ジンザイ カクホ

		否 ヒ		もてぎの森メディカルプラザ				321-3541		茂木町烏生田下郷330				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		宮澤クリニック ミヤザワ				329-0412		下野市柴291-2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		金澤医院 カナザワ イイン				325-0052		那須塩原市中央町1-8				1		1		2		2		2		1		2		2		2		2		2				1		1		2		2		2		1		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		つるたfamilyクリニック				320-0857		宇都宮市鶴田1-17-23				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		フォレストサイドクリニック				321-0152		宇都宮市西川田6-6-17		028-684-2775		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		今野内科胃腸科医院 コンノ ナイカ イチョウカ イイン				321-0151		宇都宮市西川田町933-1		028-645-6121		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		1		1		1		0

		否 ヒ		小島原医院 コジマ ハラ イイン				329-1104		宇都宮市下岡本町4075				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		1		0

		否 ヒ		永田内科眼科医院 ナガタ ナイカ ガンカイ イン				321-0982		宇都宮市御幸ヶ原町136-9		028-662-6774		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		1		0

		否 ヒ		大栗医院 オオクリ イイン				320-0034		宇都宮市泉町1-27				3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1

		否 ヒ		星小児科医院 ホシ ショウニカ イイン				321-0346		宇都宮市下荒針町3588-2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		金子内科医院 カネコ ナイカ イイン				320-0032		宇都宮市昭和1-1-31				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		否 ヒ		石川医院 イシカワ イイン				322-0015		栃木県鹿沼市上石川1-319 ３２２－００１５		0289-76-3145		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		当方では特別養護老人ホームの嘱託医を兼ねておりますため、24時間体制での診察となっております。今回のアンケートに対しましては、オーバーワークにつき協力いたしかねます。 トウホウ トクベツ ヨウゴ ロウジン ショクタクイ カ ジカン タイセイ シンサツ コンカイ タイ キョウリョク

		否 ヒ		しみずファミリークリニック				321-0951		宇都宮市越戸3-15-27				1		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		0		0		0		0		0

		否 ヒ		岡医院 オカ イイン				321-1403		日光市下鉢石町997-1				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		1		1		0		そもそも開業の小児科医が少ないうえに、在宅医療をやっている小児科はほとんどいないのが現状。以前、在宅の重症心身障害児の訪問診療を頼まれて行ったことがあるが、大人の訪問診療と勝手が違う為、内科医にはハードルが高いと感じた。是非、近くの小児科の先生に少しでも取り組んでもらうしかないかと思います。 カイギョウ ショウニ カ イ スク ザイタク イリョウ ショウニカ ゲンジョウ イゼン ザイタク ジュウショウ シンシン ショウガイジ ホウモン シンリョウ タノ オコナ オトナ ホウモン シンリョウ カッテ チガ タメ ナイカ イ タカ カン ゼヒ チカ ショウニカ センセイ スコ ト ク オモ

		否 ヒ		風見診療所 カザミ シンリョウジョ				329-2335		塩谷町上平27				3		3		1		3		2		3		3		2		1		3		3				3		1		1		3		2		2		3		3		2		1		3		3		2		2		0		1		1		0		1		0		1		1		0

		否 ヒ		土谷医院 ツチヤ イイン				321-0136		宇都宮市みどり野町14-3				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		1		0

		否 ヒ		遠藤小児科 エンドウ ショウニカ				321-0982		宇都宮市御幸ヶ原町224-10				1		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		1		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		油布医院 ユフ イイン				321-0414		宇都宮市中里町175-8				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		1		0

		承諾 ショウダク		さいとう小児科 ショウニカ		0282-22-0757 		328-0015		栃木市万町30番16号		0282-22-0757		1		1		3		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		1		0

		承諾 ショウダク		冨塚メデｲカルクリニック		028-666-2555		321-2116		宇都宮市徳次郎町888				1		1		2		2		2		2		2		2		1		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0		なるべく協力したいが、現在当院副院長が体調悪く、休養中のため困難となっています。 キョウリョク ゲンザイ トウイン フクインチョウ タイチョウ ワル キュウヨウチュウ コンナン

		承諾 ショウダク		山浦内科医院		0284-21-6653 		326-0843		足利市五十部町1256-5				1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3				1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		4		1		1		1		0		0		0		1		0		0

		承諾 ショウダク		小倉医院		0282-82-0057		321-0227		壬生町通町10-5				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		承諾 ショウダク		飯岡小児科		0289-65-3257		322-0074		鹿沼市日吉町569-2				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		3				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		3		2		2		2		0		0		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		角田内科医院		0285-53-5665 		329-0511		下野市石橋549				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		1		1		1		1		1		0		0

		承諾 ショウダク		おかべこどもクリニック		0285-40-7300 		329-0433		下野市緑5-17-12				3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		くろばね齋藤醫院		0287-54-0031		324-0233		大田原市黒羽田町612				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		1		0

		承諾 ショウダク		立花医院		0287-72-0311		325-0003		那須郡那須町寺子乙3967-190				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		その他：スタッフの充実　　1～9すべて当てはまります タ ジュウジツ ア

		承諾 ショウダク		さいとうハート＆キッズクリニック		0287-53-7979		324-0043		大田原市浅香1-4-3				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		1		0

		承諾 ショウダク		小山すぎの木クリニック		0285-30-3456		323-0806		小山市中久喜1131-1				1		1		1		1		1		1		2		2		2		1		1				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		4		1		1		0		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		有村小児科医院		028-656-7207		321-0912		宇都宮市石井町3128-11		028-656-7207		1		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		1		0		1		1		0		無床の診療所の小児科医としては、急性疾患（特に感染症が多く）への対応が中心です。時間に追われています。予防接種については、時間枠をとって対応できます。一次診療についても、訪問看護との連携等があれば対応可能な場合があります。（例えば点滴投薬等）現時点では往診は無理ですが。 ムショウ シンリョウジョ ショウニ カ イ キュウセイ シッカン トク カンセンショウ オオ タイオウ チュウシン ジカン オ ヨボウ セッシュ ジカンワク タイオウ イチジ シンリョウ ホウモン カンゴ レンケイ トウ タイオウ カノウ バアイ タト テンテキ トウヤク ナド ゲンジテン オウシン ムリ

		承諾 ショウダク		吉永医院		0285-63-2303		321-3564		茂木町増井190-1				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		1		1		0		0		0

		承諾 ショウダク		あさかクリニック		0287-22-2601		324-0043		大田原市浅香3-3711				1		1		2		2		2		2		1		1		2		2		2				1		1		2		2		2		2		1		1		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		坪水医院		0283-62-0265		327-0312		佐野市栃本町2241				1		1		3		3		3		3		3		3		1		3		3				1		1		3		3		3		3		3		3		1		3		3		3		3		3		0		1		1		0		0		0		0		1		0		若い頃、町田市にある重度心身障害者の施設にボランティアで行き、足で書いたお手紙をもらって感動しました。何かのお役にたてればと思いますが、現在実態がよく分かりません。 ワカ コロ マチダシ ジュウド シンシン ショウガイシャ シセツ イ アシ カ テガミ カンドウ ナニ ヤク オモ ゲンザイ ジッタイ ワ

		承諾 ショウダク		こどもヶ丘診療所		028-615-1077		321-0151		宇都宮市西川田町183-21				1		1		3		3		3		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		1		0		1		1		0

		承諾 ショウダク		竹田内科小児科クリニック		0282-29-1233		328-0011		栃木市大宮町52番地		0282-29-1233		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		0		1		1		1		0		0		1		0

		承諾 ショウダク		すながクリニック		0284-44-7211		326-0015		足利市八椚町494-1　				1		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		1		1		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		片山医院		028-661-9764		321-0944		宇都宮市東峰町3008-21				1		1		2		2		2		1		2		2		2		2		2				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		4		0		1		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		稲毛クリニック		0283-25-2566		327-0103		佐野市石塚町893-1				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		1		1		1		1		1		その他：当クリニックでは勤務医での診療のみを行っており、重症心身障害児に対応できるシステムはととのっておらず、申し訳ありません。 タ トウ キンムイ シンリョウ オコナ ジュウショウ シンシン ショウガイジ タイオウ モウ ワケ

		承諾 ショウダク		小川こどもクリニック		0289-74-5421		322-0027		鹿沼市貝島町5006-2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		くさの小児科		0284-73-7000		326-0335		足利市上渋垂町338-3				3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		みやの杜クリニック　		028-683-7811		321-0904		宇都宮市陽東2-4-5				1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1				3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		1		0		0		1		0		0		1		0		0		0		Q2訪問診療のみ対応可 ホウモン シンリョウ タイオウ カ

		承諾 ショウダク		にいたに内科　		028-675-6515		329-1231		塩谷郡高根沢町宝石台 3-3-19				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1

		承諾 ショウダク		よこやま内科小児科クリニック		0282-24-8102		328-0075		栃木市箱森町38-70				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		さいとうクリニック		0287-39-1805		329-2724		那須塩原市西幸町7-13				1		1		3		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		0		0		0		0		1		その他：現在の診療所での診療との兼ね合いが困難であり、複数の医師や看護師が必要 タ ゲンザイ シンリョウジョ シンリョウ カ ア コンナン フクスウ イシ カンゴシ ヒツヨウ

		承諾 ショウダク		桜井消化器科・内科		028-643-0870		320-0073		宇都宮市細谷1-7-38				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		承諾 ショウダク		佐藤医院		0287-96-2841		324-0501		那須郡那珂川町小川2960-1				1		1		3		3		2		3		3		2		1		1		1				1		1		3		3		2		3		3		2		1		1		1		3		3		4		0		1		1		1		0		1		0		0		0

		承諾 ショウダク		大根田内科医院		028-624-6322		320-0072		宇都宮市若草3-4-22				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		0		0		0		0		0		0		0		当方の医師が高齢であり、しかもスタッフがそろっていないので在宅医療は無理なので、ましてや重症心身障害者においておやです。 トウホウ イシ コウレイ ザイタク イリョウ ムリ ジュウショウ シンシン ショウガイシャ

		承諾 ショウダク		医療法人　赤羽病院		028-661-5446		321-0904		宇都宮市陽東7-2-2				1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3				3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		2		2		2		0		1		1		1		0		0		1		0		0

		承諾 ショウダク		田井の里クリニック		0285-81-6502		321-4301		真岡市西田井内外748-2				1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2				3		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		みずぬまクリニック		0287-39-1581		329-2751		那須塩原市東三島2-80-6				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		その他：在宅医療をやっていないので現状は無理である タ ザイタク イリョウ ゲンジョウ ムリ

		承諾 ショウダク		キッズクリニックはせがわ		0283-27-0200		327-0843		佐野市堀米町3946-6				1		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		その他：時間的余裕 タ ジカンテキ ヨユウ

		承諾 ショウダク		小森谷内科医院		0282-43-7327		329-4404		栃木市大平町富田4003-8				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		熊倉医院		0282-55-8425		329-4316		下都賀郡岩舟町新里180-1				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		いちはらファミリークリニック		028-612-8350		321-0414		宇都宮市中里町322				3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3				3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		1		2		0		1		1		1		0		1		0		1		0

		承諾 ショウダク		かとう小児科 ショウニカ		0282-82-7576		321-0218		壬生町落合3-7-30		 		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		福田こどもクリニック		028-659-8850		320-0852		栃木県宇都宮市下砥上町1545-20				1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3				1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		2		2		2		0		1		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		てらもと小児科		028-650-6636		321-0975		宇都宮市関堀町971-6				1		1		3		2		2		3		3		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		0		小児科医としてはもっと積極的に協力しなければいけないと思いますが、現在の我診療所の状態では不可能なことが多く残念です。 ショウニ カ イ セッキョクテキ キョウリョク オモ ゲンザイ ワガ シンリョウジョ ジョウタイ フカノウ オオ ザンネン

		承諾 ショウダク		木村内科医院		0288-22-7880		321-1264		日光市瀬尾497-1				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		承諾 ショウダク		こばやしファミリークリニック		0283-85-9900		327-0311		佐野市多田町566				1		1		1		1		3		1		1		2		1		1		1				1		1		1		1		3		1		1		3		1		1		1		3		3		2		0		1		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		あいファミリィクリニック足利 アシカガ		0284-22-3788		329-4213		足利市寺岡町505-1				1		1		1		1		1		1		1		3		1		1		1				1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		1		0		1		0		0		0		0		1		0

		承諾 ショウダク		腰塚医院		0282-62-2072		323-1104		栃木市藤岡町藤岡1845-10				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		1		1		1		1		0

		承諾 ショウダク		桜井こどもクリニック		0282-24-5987		328-0034		栃木市本町16-9				1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		承諾 ショウダク		神鳥谷クリニック		0285-22-7700		323-0827		小山市神鳥谷1-19-1		 		2		2		2		2		2		2		2		2		1		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		持田医院		0282-67-3661		329-0319		栃木市藤岡町中根115-5				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		4		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		田村医院		0282-43-3368		329-4423		栃木市大平町西水代1835-1				1		1		1		1		1		1		1		2		1		1		1				1		1		1		1		1		1		1		2		1		1		1		3		1		4		1		1		1		1		1		1		1		1		0		Q5.訪問看護、訪問リハビリテーションを利用 ホウモン カンゴ ホウモン リヨウ

		承諾 ショウダク		大橋内科クリニック		0282-82-8522		321-0219		壬生町福和田1003-1				1		1		2		2		2		3		2		2		2		2		3				1		1		2		2		2		3		2		2		2		2		3		3		3		2		0		1		1		0		0		0		0		1		0

		承諾 ショウダク		てらだファミリークリニック		028-654-2188		321-0132		宇都宮市雀の宮5-5-1				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		1		1		1		1		0

		承諾 ショウダク		あおい内科小児科ｸﾘﾆｯｸ		028-663-6000		321-0973		宇都宮市岩曽町1086-1				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		1		1		1		その他：往診時間の確保ができること タ オウシン ジカン カクホ

		承諾 ショウダク		飯塚医院		0287-92-2034		324-0613		那須郡那珂川町馬頭484-3				1		1		2		2		2		2		2		2		1		2		1				1		1		2		2		2		2		2		2		1		2		1		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		0

		承諾 ショウダク		やの小児科医院		0285-56-0280		329-0611		河内郡上三川町上三川3446-3				1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3				1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		2		2		2		0		1		1		1		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		仲嶋医院		028-681-7755		329-1311		さくら市氏家3245-17				3		3		3		3		2		3		3		3		3		2		3				3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		2		3		2		1		1		1		1		1		1		1		0		0		成人（18才以上）を対象に回答しました セイジン サイ イジョウ タイショウ カイトウ

		承諾 ショウダク		小林診療所		0285-82-3873		321-4369		真岡市熊倉3-10-7				1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		1				1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		1		2		2		2		0		1		0		0		0		1		0		0		0

		承諾 ショウダク		西真岡こどもクリニック		0285-81-7900		321-4341		真岡市高勢町3-205-1				1		1		1		3		1		1		1		1		1		3		3				1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		その他：現在おこなっています タ ゲンザイ

		承諾 ショウダク		鈴木医院		0285-72-2032		321-4217		益子町益子1747-2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		承諾 ショウダク		緑の屋根診療所		0283-20-2577		327-0843		佐野市堀米町1348-5				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		0		0		1		0		1		0		1		0		0		地域の社会資源が少ない。マンパワー不足 チイキ シャカイ シゲン スク ブソク

		承諾 ショウダク		ひがのクリニック		0285-74-0051 		321-4521		真岡市久下田941-1				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		豊郷中央渡辺内科　		028-622-8900		320-0004		宇都宮市長岡町1217-5				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		1				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		1		0		0

		承諾 ショウダク		きくちクリニック		028-683-3387		321-0903		宇都宮市下平出町614-2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		0		0

		承諾 ショウダク		サンレディースクリニック		0282-24-3541		328-0024		栃木市樋ノ口町504-1				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		医療法人　亀田内科		028-633-2884		320-0812		宇都宮市一番町1-28				1		1		1		2		2		1		2		2		2		2		1				1		1		1		2		2		1		2		2		2		2		1		3		3		3		0		0		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		越戸クリニック		028-660-6190		321-0951		宇都宮市越戸町139-6				1		1		2		2		2		3		2		2		2		2		3				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		佐藤内科		0285-53-1305		329-0511		下野市石橋839-14				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		承諾 ショウダク		グリムこどもクリニック		0285-51-1515		329-0502		下野市下古山2-6-17				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		事前連絡の上での一次診療、予防接種ですので、申し訳ありません。 ジゼン レンラク ウエ イチジ シンリョウ ヨボウ セッシュ モウ ワケ

		承諾 ショウダク		吉原医院		0288-21-0161		321-1261		日光市今市826-4				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		1		1		1		その他：設備 タ セツビ

		承諾 ショウダク		梅園医院		028-633-2869		320-0035		宇都宮市伝馬町3-28				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		1		0		0

		承諾 ショウダク		森田医院		028-633-1573		320-0861		宇都宮市西3-5-8				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		鈴木内科クリニック		028-655-1229		321-0139		宇都宮市若松原2-4-19				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		その他：24時間対応が必要となると考えますが、当院診療時間内の往診は難しいと考えます。 タ ジカン タイオウ ヒツヨウ カンガ トウイン シンリョウ ジカン ナイ オウシン ムズカ カンガ

		承諾 ショウダク		小松医院		0289-60-5515		322-0064		鹿沼市文化橋町2300-1				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		1		0		0		1		0



														1.医療ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する外来診療について、以下の医療行為に対応できますか。 イリョウ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ガイライ シンリョウ イカ イリョウ コウイ タイオウ																								2.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する往診及び訪問診療について、以下の医療行為に対応できますか イリョウテキ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ オウシン オヨ ホウモン シンリョウ イカ イリョウ コウイ タイオウ

														予防接種 ヨボウ セッシュ		一次診療
（経過観察、栄養観察を含む） イチジ シンリョウ ケイカ カンサツ エイヨウ カンサツ フク		経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ		経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ		中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ		酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ		気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ		人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ		尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ		人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ		褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ				予防接種 ヨボウ セッシュ		一次診療
（経過観察、栄養観察を含む） イチジ シンリョウ ケイカ カンサツ エイヨウ カンサツ フク		経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ		経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ		中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ		酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ		気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ		人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ		尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ		人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ		褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ

										1		できる		83		57		12		9		7		13		11		6		17		8		16		できる		39		29		8		6		5		9		9		6		10		7		12

										2		できない		55		80		127		134		142		130		136		146		131		137		124		できない		102		115		141		143		148		140		144		148		140		145		134

										3		要相談 ヨウ ソウダン		27		28		26		22		16		22		18		13		16		20		25		要相談 ヨウ ソウダン		24		21		16		16		12		15		12		11		15		13		19

																																																														0

														3.24時間、重症心身障害児（18歳未満）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイジ サイ ミマン イリョウ タイオウ

										1		できる		1

										2		できない		150

										3		要相談 ヨウ ソウダン		14

														4.24時間、重症心身障害者（18歳以上）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイシャ サイ イジョウ イリョウ タイオウ

										1		できる		3

										2		できない		150

										3		要相談 ヨウ ソウダン		12

														5.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する訪問リハビリてーションを提供していますか イリョウテキ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ホウモン テイキョウ

										1		提供している テイキョウ		1

										2		提供していない テイキョウ		152

										3		提供していないが対応は可能 テイキョウ タイオウ カノウ		4

										4		要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン		8

														6.重症心身障害児（者）在宅医療に対応できるようになるための条件はなんですか

										1		診療報酬の点数が増えること シンリョウ ホウシュウ テンスウ フ		24

										2		訪問看護尾の連携 ホウモン カンゴ オ レンケイ		73

										3		病院との連携 ビョウイン レンケイ		90

										4		在宅療養支援診療所と小児科医とのグループ診療 ザイタク リョウヨウ シエン シンリョウジョ ショウニ カ イ シンリョウ		43

										5		在宅療養支援診療所に助言や相談を求めることができること ザイタク リョウヨウ シエン シンリョウジョ ジョゲン ソウダン モト		28

										6		小児科医に助言や相談を求めることができること ショウニ カ イ ジョゲン ソウダン モト		26

										7		経験のある医師がいること ケイケン イシ		62

										8		研修などの自己のスキルアップ ケンシュウ ジコ		47

										9		その他 タ		21



できる	予防接種	一次診療	
（経過観察、栄養観察を含む）	経鼻経管栄養の管理	経皮経管栄養の管理	
（胃ろう）	中心静脈栄養の管理	酸素療法の管理	気管切開の管理	人工呼吸器の管理	尿道留置カテーテル	
の管理	人工肛門の管理	褥瘡の管理	83	57	12	9	7	13	11	6	17	8	16	できない	予防接種	一次診療	
（経過観察、栄養観察を含む）	経鼻経管栄養の管理	経皮経管栄養の管理	
（胃ろう）	中心静脈栄養の管理	酸素療法の管理	気管切開の管理	人工呼吸器の管理	尿道留置カテーテル	
の管理	人工肛門の管理	褥瘡の管理	55	80	127	134	142	130	136	146	131	137	124	要相談	予防接種	一次診療	
（経過観察、栄養観察を含む）	経鼻経管栄養の管理	経皮経管栄養の管理	
（胃ろう）	中心静脈栄養の管理	酸素療法の管理	気管切開の管理	人工呼吸器の管理	尿道留置カテーテル	
の管理	人工肛門の管理	褥瘡の管理	27	28	26	22	16	22	18	13	16	20	25	3.24時間、重症心身障害児（18歳未満）の医療に対応ができますか	できる	できない	要相談	1	150	14	4.24時間、重症心身障害者（18歳以上）の医療に対応ができますか	できる	できない	要相談	3	150	12	5.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する訪問リハビリてーションを提供していますか	提供している	提供していない	提供していないが対応は可能	要相談（条件による）	1	152	4	8	6.重症心身障害児（者）在宅医療に対応できるようになるための条件はなんですか	診療報酬の点数が増えること	訪問看護尾の連携	病院との連携	在宅療養支援診療所と小児科医とのグループ診療	在宅療養支援診療所に助言や相談を求めることができること	小児科医に	助言や相談を求めることができること	経験のある医師がいること	研修などの自己のスキルアップ	その他	24	73	90	43	28	26	62	47	21	できる	予防接種	一次診療	
（経過観察、栄養観察を含む）	経鼻経管栄養の管理	経皮経管栄養の管理	
（胃ろう）	中心静脈栄養の管理	酸素療法の管理	気管切開の管理	人工呼吸器の管理	尿道留置カテーテル	
の管理	人工肛門の管理	褥瘡の管理	39	29	8	6	5	9	9	6	10	7	12	できない	予防接種	一次診療	
（経過観察、栄養観察を含む）	経鼻経管栄養の管理	経皮経管栄養の管理	
（胃ろう）	中心静脈栄養の管理	酸素療法の管理	気管切開の管理	人工呼吸器の管理	尿道留置カテーテル	
の管理	人工肛門の管理	褥瘡の管理	102	115	141	143	148	140	144	148	140	145	134	要相談	予防接種	一次診療	
（経過観察、栄養観察を含む）	経鼻経管栄養の管理	経皮経管栄養の管理	
（胃ろう）	中心静脈栄養の管理	酸素療法の管理	気管切開の管理	人工呼吸器の管理	尿道留置カテーテル	
の管理	人工肛門の管理	褥瘡の管理	24	21	16	16	12	15	12	11	15	13	19	

診療所 (2)

		Ｑ１		1.医療ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する外来診療について、以下の医療行為に対応できますか。 イリョウ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ガイライ シンリョウ イカ イリョウ コウイ タイオウ

				Ｑ1-1										予防接種 ヨボウ セッシュ

				Ｑ1-2										一次診療
（経過観察、栄養観察を含む） イチジ シンリョウ ケイカ カンサツ エイヨウ カンサツ フク

				Ｑ1-3										経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ

				Ｑ1-4										経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ

				Ｑ1-5										中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ

				Ｑ1-6										酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ

				Ｑ1-7										気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ

				Ｑ1-8										人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ

				Ｑ1-9										尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ

				Ｑ1-10										人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ

				Ｑ1-11										褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ

		Ｑ２		2.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する往診及び訪問診療について、以下の医療行為に対応できますか イリョウテキ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ オウシン オヨ ホウモン シンリョウ イカ イリョウ コウイ タイオウ

				Ｑ2-1										予防接種 ヨボウ セッシュ

				Ｑ2-2										一次診療
（経過観察、栄養観察を含む） イチジ シンリョウ ケイカ カンサツ エイヨウ カンサツ フク

				Ｑ2-3										経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ

				Ｑ2-4										経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ

				Ｑ2-5										中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ

				Ｑ2-6										酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ

				Ｑ2-7										気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ

				Ｑ2-8										人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ

				Ｑ2-9										尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ

				Ｑ2-10										人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ

				Ｑ2-11										褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ

		Ｑ3		3.24時間、重症心身障害児（18歳未満）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイジ サイ ミマン イリョウ タイオウ

				Ｑ3-1										できる

				Ｑ3-2										できない

				Ｑ3-3										要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン

		Ｑ4		4.24時間、重症心身障害者（18歳以上）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイシャ サイ イジョウ イリョウ タイオウ

				Ｑ4-1										できる

				Ｑ4-2										できない

				Ｑ4-3										要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン

		Ｑ5		5.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する訪問リハビリてーションを提供していますか イリョウテキ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ホウモン テイキョウ

				Ｑ5-1										提供している テイキョウ

				Ｑ5-2										提供していない テイキョウ

				Ｑ5-3										提供していないが対応は可能 テイキョウ タイオウ カノウ

				Ｑ5-4										要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン

		Ｑ6		6.重症心身障害児（者）在宅医療に対応できるようになるための条件はなんですか ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ ザイタク イリョウ タイオウ ジョウケン

				Ｑ6-1										診療報酬の点数が増えること シンリョウ ホウシュウ テンスウ フ

				Ｑ6-2										訪問看護尾の連携 ホウモン カンゴ オ レンケイ

				Ｑ6-3										病院との連携 ビョウイン レンケイ

				Ｑ6-4										在宅療養支援診療所と小児科医とのグループ診療 ザイタク リョウヨウ シエン シンリョウジョ ショウニ カ イ シンリョウ

				Ｑ6-5										在宅療養支援診療所に助言や相談を求めることができること ザイタク リョウヨウ シエン シンリョウジョ ジョゲン ソウダン モト

				Ｑ6-6										小児科医に助言や相談を求めることができること ショウニ カ イ ジョゲン ソウダン モト

				Ｑ6-7										経験のある医師がいること ケイケン イシ

				Ｑ6-8										研修などの自己のスキルアップ ケンシュウ ジコ

				Ｑ6-9										その他 タ

		Ｑ7		7.重症心身障害児（者）の方に対する医療、在宅生活等についてお気づきのことなど、ご自由にお書きください ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ カタ タイ イリョウ ザイタク セイカツ ナド キ ジユウ カ



		承諾可否 ショウダク カヒ		診療所名 シンリョウジョ メイ		電話番号 デンワ バンゴウ		郵便番号 ユウビンバンゴウ		所在地 ショザイチ		電話番号 デンワ バンゴウ		Ｑ１　1.医療ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する外来診療について、以下の医療行為に対応できますか。																								Ｑ２　2.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する往診及び訪問診療について、以下の医療行為に対応できますか																						Ｑ3		Ｑ4		Ｑ5		Ｑ6　6.重症心身障害児（者）在宅医療に対応できるようになるための条件はなんですか																		Ｑ7重症心身障害児（者）の方に対する医療、在宅生活等についてお気づきのことなど、ご自由にお書きください

														Ｑ1-1		Ｑ1-2		Ｑ1-3		Ｑ1-4		Ｑ1-5		Ｑ1-6		Ｑ1-7		Ｑ1-8		Ｑ1-9		Ｑ1-10		Ｑ1-11				Ｑ2-1		Ｑ2-2		Ｑ2-3		Ｑ2-4		Ｑ2-5		Ｑ2-6		Ｑ2-7		Ｑ2-8		Ｑ2-9		Ｑ2-10		Ｑ2-11								Ｑ6-1		Ｑ6-2		Ｑ6-3		Ｑ6-4		Ｑ6-5		Ｑ6-6		Ｑ6-7		Ｑ6-8		Ｑ6-9

		否 ヒ		不明 フメイ						不明 フメイ		不明 フメイ		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		7		0		0

		否 ヒ		不明 フメイ						不明 フメイ		不明 フメイ		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		1		1		0		0		0		1		0

		否 ヒ		不明 フメイ						不明 フメイ		不明 フメイ		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		不明 フメイ						不明 フメイ		不明 フメイ		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		0

		否 ヒ		不明 フメイ						不明 フメイ		不明 フメイ		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		否 ヒ		不明 フメイ						不明 フメイ		不明 フメイ		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		0		1		0

		否 ヒ		不明 フメイ						不明 フメイ		不明 フメイ		1		1		2		2		2		2		2		2		1		2		1				1		1		2		2		2		2		2		2		1		2		1		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		その他：各種の健康的処置の管理ができるかどうか。その訓練を受けているかどうかです。 タ カクシュ ケンコウテキ ショチ カンリ クンレン ウ

		否 ヒ		不明 フメイ						不明 フメイ		不明 フメイ		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		0		0		1		0		0

		否 ヒ		不明 フメイ						不明 フメイ		不明 フメイ		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		その他:スタッフ不足（医師、看護師、介助者）スペース不足 タ フソク イシ カンゴシ カイジョシャ フソク

		否 ヒ		宇都宮市保健所 ウツノミヤシ ホケンジョ				321-0974		宇都宮市竹林町972				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		その他：保健所は直接的な医療サービスを行っていないことから、今後も対応は行わない タ ホケンジョ チョクセツ テキ イリョウ オコナ コンゴ タイオウ オコナ

		承諾 ショウダク		深谷医院 フカヤ イイン		0285-75-0007 		321-4502		真岡市物井1268-7				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		1				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		1		2		2		2		0		0		1		1		0		0		0		0		0

		否 ヒ		こどもクリニックしまむら				326-0822		足利市田中町908-4				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		かしま産婦人科 サンフジンカ		0284-65-0341		326-0844		足利市鹿島町501-1				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		婦人科疾患（不正性器出血/帯下/外陰掻痒等）については外来対応させて頂いております フジンカ シッカン フセイ セイキ シュッケツ タイゲ ガイイン カ カユ ナド ガイライ タイオウ イタダ

		否 ヒ		医療法人雄仁会　奥山医院 イリョウ ホウジン ユウジン カイ オクヤマ イイン				322-0065		鹿沼市上材木町2320				1		3		3		3		3		3		1		3		3		2		2				1		3		2		3		2		3		1		3		3		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		1		1		0		0

		否 ヒ		水沼医院 ミズヌマ イイン				321-0628		那須烏山市金井1-14-8				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		3				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		飯野医院				321-4539		真岡市長沼730-1				3		2		2		2		2		3		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		おおきこどもクリニック		0285-41-0025 		329-0207		小山市美しが丘3-35-3				1		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		宇都宮市子ども発達センター診療所 ウツノミヤシ コ ハッタツ シンリョウジョ		028-647-4720		320-0851		栃木県宇都宮市鶴田町970-1				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		その他：子ども発達センター内の療育を利用する児の診療所であるため タ コ ハッタツ ナイ リョウイク リヨウ ジ シンリョウジョ

		承諾 ショウダク		中川医院 ナカガワ イイン		0287-62-0040		325-0057		那須塩原市黒磯幸町6-27				3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		1		0		1		0

		否 ヒ		ももやこどもクリニック				321-0118		宇都宮市インターパーク3-6-1				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		1		0		0		0		0		0

		否 ヒ		阿久津医院 アクツ イイン				329-1226		高根沢町大谷176-1 タカネザワマチ オオタニ				1		1		2		2		2		3		2		2		3		3		3				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		1		0		0		0		1		0		0

		否 ヒ		伊保内診療所 イホ ナイ シンリョウジョ				327-0034		佐野市伊保内町3841-1				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		1		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		にじいろこども診療所 シンリョウジョ		0285-44-7716		329-0414		下野市小金井4-1-1				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		0		1		1		0

		否 ヒ		戸野塚内科医院 トノヅカ ナイカ イイン				323-0064		小山市下石塚471				3		3		3		3		3		1		1		1		1		3		1				3		3		3		3		3		1		1		1		1		3		1		3		3		4		0		0		1		0		0		1		1		1		0

		否 ヒ		賀川診療所 カガワ シンリョウジョ				326-0843		足利市五十部町1785				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		1		0		1		0		0

		承諾 ショウダク		豊郷台クリニック ユタカ ゴウ ダイ		028-643-8998		320-0003		宇都宮市豊郷台2-21-3		028-643-8998（FAX8999）		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1				1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		2		0		1		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		いとうこどもクリニック		0289-63-5566		322-0025		鹿沼市緑町2-2-29				1		1		3		3		2		2		3		2		2		3		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		0		0		1		1		0

		承諾 ショウダク		清原台こどもクリニック キヨハラ ダイ		028-305-6017		321-3223		宇都宮市清原台2-4-14				1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		その他：医師、看護師の増員 タ イシ カンゴシ ゾウイン

		否 ヒ		阿部医院				324-0032		大田原市佐久山2018 オオタワラシ サクヤマ		0287-28-0053（FAX0287-28-2112）		1		1		2		2		2		2		1		2		1		2		1				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		4		0		1		1		0		1		0		0		1		0

		否 ヒ		中元内科医院 ナカモト ナイカ イイン				328-0027		栃木市今泉町2-10-18				1		3		2		2		2		3		2		2		3		2		3				3		3		2		2		2		3		2		2		3		2		3		2		2		2		0		0		1		0		1		0		0		1		0		①重症心身障害者の重症度の程度問題　②家庭の受け入れ問題、経済的負担 ジュウショウ シンシン ショウガイシャ ジュウショウ ド テイド モンダイ カテイ ウ イ モンダイ ケイザイテキ フタン

		否 ヒ		布川小児科 フカワ ショウニ カ				322-0036		鹿沼市下田町2-1099				1		1		3		3		2		3		2		2		2		3		3				1		1		3		3		2		3		2		2		2		2		3		2		2		2		0		1		1		1		0		0		1		1		0

		否 ヒ		ちづかクリニック				328-0133		栃木市大森町445-4		0282-31-3750		3		3		3		3		2		3		2		2		2		2		3				3		3		3		3		2		3		2		2		2		2		3		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		多島医院 タジマ イイン				321-1524		日光市足尾町赤沢21-28				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		否 ヒ		篠崎内科クリニック シノザキ ナイカ				321-3223		宇都宮市清原台6-1-13				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		否 ヒ		和久医院 ワク イイン				321-3324		芳賀町西水沼119-1				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		否 ヒ		近藤クリニック コンドウ				321-0634		那須烏山市野上町637-2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		0		0		0		0		1		0		0

		否 ヒ		高根沢内科クリニック タカネザワ ナイカ				321-4305		真岡市荒町2-11-1				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		岡田こどもクリニック オカダ				327-0832		佐野市植上町1408-2				1		3		3		3		3		2		3		2		3		3		3				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		0		0		0		0		0		往診医療ができたらと考えていた時もありましたが、現在は物理的に困難で申し訳ありません
重心のお子さんの通院所と個別の相談で応じる可能性はあります オウシン イリョウ カンガ トキ ゲンザイ ブツリテキ コンナン モウ ワケ ジュウシン コ ツウイン ジョ コベツ ソウダン オウ カノウセイ

		否 ヒ		真岡メディカルクリニック モオカ				321-4305		真岡市荒町3-49-6				3		3		3		3		3		3		3		3				3		3				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		0		0		0		1		1		0

		否 ヒ		いしだ整形外科 セイケイ ゲカ				321-0912		宇都宮市石井町3236-1				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		山中クリニック ヤマナカ				327-0835		佐野市植下町2468				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		1		1		0		0		1		0		0

		否 ヒ		医療法人　寿幸会　吉野医院 イリョウ ホウジン コトブキ サチ カイ ヨシノ イイン				320-0014		宇都宮市大曽4-9-11				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		1		1		0		0		1		0		0

		否 ヒ		柳田産婦人科・小児科医院 ヤナギダ サンフジンカ ショウニカ イイン				321-4361		真岡市並木町4-5-3				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		0

		否 ヒ		石田消化器科・内科クリニック イシダ ショウカキ カ ナイカ				321-0216		壬生町壬生丁259-7				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		1		0		0		0		0		0

		否 ヒ		赤羽胃腸科・外科・肛門科医院 アカバネ イチョウカ ゲカ コウモンカ イイン				324-0052		大田原市城山2-5-29				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		医療法人　文仁会　扶桑医院 イリョウ ホウジン ブン ジン カイ フソウ イイン				323-0016		小山市扶桑1-2-1				1		3		3		3		2		2		3		2		3		3		3				3		3		3		2		2		2		3		2		3		2		3		2		2		2		0		0		1		1		0		0		1		1		0

		否 ヒ		馬場医院 ババ イイン				327-0043		佐野市君田町35				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		否 ヒ		井戸川クリニック イドガワ				326-0331		足利市福富町2096-1				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		0		0		1		0		0		0

		否 ヒ		鎌田浅香医院 カマタ アサカ イイン				324-0043		大田原市浅香3-3-9				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		0		1		0		0		0		0		0		0		高額医療はひかえています。悪質ととらえられますので!! コウガク イリョウ アクシツ

		否 ヒ		山門クリニック ヤマカド				328-0031		栃木市日の出町6-35				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		0		0		0		1		0

		否 ヒ		新村ファミリークリニック ニイムラ				328-0011		栃木市大宮町2120-11				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		宇都宮東部クリニック ウツノミヤ トウブ				321-3223		宇都宮市清原台5-14-19				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1

		否 ヒ		車田医院 クルマダ イイン				324-0242		大田原市大豆田457-24				3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3				3		3		3		3		3		0		2		2		3		3		3		2		2		2		0		0		1		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		にがみどう内科クリニック ナイカ				322-0003		鹿沼市仁神堂町351-26				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		松谷内科胃腸科クリニック マツヤ ナイカ イチョウカ				321-3304		芳賀町祖母井1708-17				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		1		0		0

		否 ヒ		まなか医院 イイン				329-1225		高根沢町石末２０９３－１０				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		植木医院 ウエキ イイン				329-2224		塩谷町金枝950				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		1		2		2		2		2		3		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		0		0		0		0		0

		否 ヒ		大岡医院 オオオカ イイン				320-0047		宇都宮市一の沢274-7				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		川野クリニック カワノ				329-1112		宇都宮市上田原町660-6				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		0		1		0

		否 ヒ		陣内医院 ジンナイ イイン				321-0225		壬生町本丸1-7-10		0282-82-0242		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		1		0

		否 ヒ		船越医院 フナコシ イイン				328-0111		栃木市都賀町家中5986-6				1		1		2		2		2		2		2		2		3		2		3				1		1		2		2		2		2		2		2		3		2		3		2		2		2		0		1		1		0		1		1		0		1		0

		否 ヒ		林クリニック ハヤシ				321-0158		宇都宮市西川田本町1-8-29				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		0		0		0		0		0

		否 ヒ		河島医院 カワシマ イイン				329-3436		那須郡那須町伊王野1503				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		松本内科医院 マツモト ナイカ イイン				321-0226		壬生町中央町6-37				3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		否 ヒ		佐藤医院 サトウ イイン				329-2728		栃木県那須塩原市西栄町7-16 ３２９－２７２８		0287-36-0147		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1

		否 ヒ		渡部医院 ワタナベ イイン				329-3153		那須塩原市大原間140-1 ナスシオバラ シ オオハラマ				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		宇都宮市保健センター ウツノミヤシ ホケン				321-0964		宇都宮市駅前通り1-4-6				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		0

		否 ヒ		川村医院 カワムラ イイン				321-2522		日光市鬼怒川温泉大原1396-20				1		1		3		1		3		1		3		2		3		3		3				3		3		3		3		3		3		2		2		3		3		3		2		2		2		0		0		1		0		0		1		1		0		0

		否 ヒ		ほうずみ整形外科内科小児科医院				320-0047		宇都宮市一の沢2-1-43				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		小島内科医院 コジマ ナイカ イイン				321-0168		宇都宮市東原町5-3				3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		1		0		0		0		0

		否 ヒ		那須高原クリニック ナス コウゲン				329-3131		那須塩原市唐杉31-2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		サンフラワークリニック				323-0808		小山市出井1936				3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		昌平町こどもクリニック ショウヘイ マチ				326-0813		足利市昌平町2368				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		①中心となる施設へ患者が訪問するように、移動手段・補助（人、お金）を考えるべき。どうしても動けない、動かせない人のみ専門職（医者以外）が訪問しIT技術等で必要に応じてセンター施設のスペシャリストと連絡し治療（入院‥）の判断をし実行する。
②既存の人・技術・施設を日曜大工的発想で組み合わせて、システムを構築することには賛成できない。現状をどうにかするための方策でなく、医療の公正（正義）を行うためにどうすべきかを考えるべきだと思う チュウシン シセツ カンジャ ホウモン イドウ シュダン ホジョ ヒト カネ カンガ ウゴ ウゴ ヒト センモン ショク イシャ イガイ ホウモン ギジュツナド ヒツヨウ オウ シセツ レンラク チリョウ ニュウイン ハンダン ジッコウ キゾン ヒト ギジュツ シセツ ニチヨウ ダイク テキ ハッソウ ク ア コウチク サンセイ ゲンジョウ ホウサク イリョウ コウセイ セイギ オコナ カンガ オモ

		否 ヒ		赤田診療所 アカダ シンリョウジョ				329-2743		那須塩原市南赤田321-1192				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		手塚内科 テヅカ ナイカ				321-0966		宇都宮市今泉3-12-12				3		3		2		2		2		2		2		2		1		3		3				3		3		2		2		2		2		2		2		3		3		3		2		2		2		0		1		1		0		1		0		1		0		0		今まで具体的な症例に会っていません イマ グタイテキ ショウレイ ア

		否 ヒ		板橋医院 イタバシ イイン				327-0803		佐野市犬伏新町1308-2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		1		1		0

		否 ヒ		倉増医院 クラ マ イイン				320-0856		宇都宮市砥上町675-1				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		その他：人材の確保 タ ジンザイ カクホ

		否 ヒ		もてぎの森メディカルプラザ				321-3541		茂木町烏生田下郷330				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		宮澤クリニック ミヤザワ				329-0412		下野市柴291-2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		金澤医院 カナザワ イイン				325-0052		那須塩原市中央町1-8				1		1		2		2		2		1		2		2		2		2		2				1		1		2		2		2		1		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		つるたfamilyクリニック				320-0857		宇都宮市鶴田1-17-23				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		フォレストサイドクリニック				321-0152		宇都宮市西川田6-6-17		028-684-2775		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		今野内科胃腸科医院 コンノ ナイカ イチョウカ イイン				321-0151		宇都宮市西川田町933-1		028-645-6121		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		1		1		1		0

		否 ヒ		小島原医院 コジマ ハラ イイン				329-1104		宇都宮市下岡本町4075				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		1		0

		否 ヒ		永田内科眼科医院 ナガタ ナイカ ガンカイ イン				321-0982		宇都宮市御幸ヶ原町136-9		028-662-6774		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		1		0

		否 ヒ		大栗医院 オオクリ イイン				320-0034		宇都宮市泉町1-27				3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1

		否 ヒ		星小児科医院 ホシ ショウニカ イイン				321-0346		宇都宮市下荒針町3588-2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		金子内科医院 カネコ ナイカ イイン				320-0032		宇都宮市昭和1-1-31				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		否 ヒ		石川医院 イシカワ イイン				322-0015		栃木県鹿沼市上石川1-319 ３２２－００１５		0289-76-3145		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		当方では特別養護老人ホームの嘱託医を兼ねておりますため、24時間体制での診察となっております。今回のアンケートに対しましては、オーバーワークにつき協力いたしかねます。 トウホウ トクベツ ヨウゴ ロウジン ショクタクイ カ ジカン タイセイ シンサツ コンカイ タイ キョウリョク

		否 ヒ		しみずファミリークリニック				321-0951		宇都宮市越戸3-15-27				1		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		0		0		0		0		0

		否 ヒ		岡医院 オカ イイン				321-1403		日光市下鉢石町997-1				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		1		1		0		そもそも開業の小児科医が少ないうえに、在宅医療をやっている小児科はほとんどいないのが現状。以前、在宅の重症心身障害児の訪問診療を頼まれて行ったことがあるが、大人の訪問診療と勝手が違う為、内科医にはハードルが高いと感じた。是非、近くの小児科の先生に少しでも取り組んでもらうしかないかと思います。 カイギョウ ショウニ カ イ スク ザイタク イリョウ ショウニカ ゲンジョウ イゼン ザイタク ジュウショウ シンシン ショウガイジ ホウモン シンリョウ タノ オコナ オトナ ホウモン シンリョウ カッテ チガ タメ ナイカ イ タカ カン ゼヒ チカ ショウニカ センセイ スコ ト ク オモ

		否 ヒ		風見診療所 カザミ シンリョウジョ				329-2335		塩谷町上平27				3		3		1		3		2		3		3		2		1		3		3				3		1		1		3		2		2		3		3		2		1		3		3		2		2		0		1		1		0		1		0		1		1		0

		否 ヒ		土谷医院 ツチヤ イイン				321-0136		宇都宮市みどり野町14-3				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		1		0

		否 ヒ		遠藤小児科 エンドウ ショウニカ				321-0982		宇都宮市御幸ヶ原町224-10				1		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		1		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		油布医院 ユフ イイン				321-0414		宇都宮市中里町175-8				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		1		0

		承諾 ショウダク		さいとう小児科 ショウニカ		0282-22-0757 		328-0015		栃木市万町30番16号		0282-22-0757		1		1		3		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		1		0

		承諾 ショウダク		冨塚メデｲカルクリニック		028-666-2555		321-2116		宇都宮市徳次郎町888				1		1		2		2		2		2		2		2		1		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0		なるべく協力したいが、現在当院副院長が体調悪く、休養中のため困難となっています。 キョウリョク ゲンザイ トウイン フクインチョウ タイチョウ ワル キュウヨウチュウ コンナン

		承諾 ショウダク		山浦内科医院		0284-21-6653 		326-0843		足利市五十部町1256-5				1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3				1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		4		1		1		1		0		0		0		1		0		0

		承諾 ショウダク		小倉医院		0282-82-0057		321-0227		壬生町通町10-5				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		承諾 ショウダク		飯岡小児科		0289-65-3257		322-0074		鹿沼市日吉町569-2				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		3				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		3		2		2		2		0		0		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		角田内科医院		0285-53-5665 		329-0511		下野市石橋549				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		1		1		1		1		1		0		0

		承諾 ショウダク		おかべこどもクリニック		0285-40-7300 		329-0433		下野市緑5-17-12				3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		くろばね齋藤醫院		0287-54-0031		324-0233		大田原市黒羽田町612				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		1		0

		承諾 ショウダク		立花医院		0287-72-0311		325-0003		那須郡那須町寺子乙3967-190				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		その他：スタッフの充実　　1～9すべて当てはまります タ ジュウジツ ア

		承諾 ショウダク		さいとうハート＆キッズクリニック		0287-53-7979		324-0043		大田原市浅香1-4-3				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		1		0

		承諾 ショウダク		小山すぎの木クリニック		0285-30-3456		323-0806		小山市中久喜1131-1				1		1		1		1		1		1		2		2		2		1		1				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		4		1		1		0		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		有村小児科医院		028-656-7207		321-0912		宇都宮市石井町3128-11		028-656-7207		1		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		1		0		1		1		0		無床の診療所の小児科医としては、急性疾患（特に感染症が多く）への対応が中心です。時間に追われています。予防接種については、時間枠をとって対応できます。一次診療についても、訪問看護との連携等があれば対応可能な場合があります。（例えば点滴投薬等）現時点では往診は無理ですが。 ムショウ シンリョウジョ ショウニ カ イ キュウセイ シッカン トク カンセンショウ オオ タイオウ チュウシン ジカン オ ヨボウ セッシュ ジカンワク タイオウ イチジ シンリョウ ホウモン カンゴ レンケイ トウ タイオウ カノウ バアイ タト テンテキ トウヤク ナド ゲンジテン オウシン ムリ

		承諾 ショウダク		吉永医院		0285-63-2303		321-3564		茂木町増井190-1				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		1		1		0		0		0

		承諾 ショウダク		あさかクリニック		0287-22-2601		324-0043		大田原市浅香3-3711				1		1		2		2		2		2		1		1		2		2		2				1		1		2		2		2		2		1		1		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		坪水医院		0283-62-0265		327-0312		佐野市栃本町2241				1		1		3		3		3		3		3		3		1		3		3				1		1		3		3		3		3		3		3		1		3		3		3		3		3		0		1		1		0		0		0		0		1		0		若い頃、町田市にある重度心身障害者の施設にボランティアで行き、足で書いたお手紙をもらって感動しました。何かのお役にたてればと思いますが、現在実態がよく分かりません。 ワカ コロ マチダシ ジュウド シンシン ショウガイシャ シセツ イ アシ カ テガミ カンドウ ナニ ヤク オモ ゲンザイ ジッタイ ワ

		承諾 ショウダク		こどもヶ丘診療所		028-615-1077		321-0151		宇都宮市西川田町183-21				1		1		3		3		3		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		1		0		1		1		0

		承諾 ショウダク		竹田内科小児科クリニック		0282-29-1233		328-0011		栃木市大宮町52番地		0282-29-1233		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		0		1		1		1		0		0		1		0

		承諾 ショウダク		すながクリニック		0284-44-7211		326-0015		足利市八椚町494-1　				1		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		1		1		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		片山医院		028-661-9764		321-0944		宇都宮市東峰町3008-21				1		1		2		2		2		1		2		2		2		2		2				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		4		0		1		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		稲毛クリニック		0283-25-2566		327-0103		佐野市石塚町893-1				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		1		1		1		1		1		その他：当クリニックでは勤務医での診療のみを行っており、重症心身障害児に対応できるシステムはととのっておらず、申し訳ありません。 タ トウ キンムイ シンリョウ オコナ ジュウショウ シンシン ショウガイジ タイオウ モウ ワケ

		承諾 ショウダク		小川こどもクリニック		0289-74-5421		322-0027		鹿沼市貝島町5006-2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		くさの小児科		0284-73-7000		326-0335		足利市上渋垂町338-3				3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		みやの杜クリニック　		028-683-7811		321-0904		宇都宮市陽東2-4-5				1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1				3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		1		0		0		1		0		0		1		0		0		0		Q2訪問診療のみ対応可 ホウモン シンリョウ タイオウ カ

		承諾 ショウダク		にいたに内科　		028-675-6515		329-1231		塩谷郡高根沢町宝石台 3-3-19				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1

		承諾 ショウダク		よこやま内科小児科クリニック		0282-24-8102		328-0075		栃木市箱森町38-70				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		さいとうクリニック		0287-39-1805		329-2724		那須塩原市西幸町7-13				1		1		3		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		0		0		0		0		1		その他：現在の診療所での診療との兼ね合いが困難であり、複数の医師や看護師が必要 タ ゲンザイ シンリョウジョ シンリョウ カ ア コンナン フクスウ イシ カンゴシ ヒツヨウ

		承諾 ショウダク		桜井消化器科・内科		028-643-0870		320-0073		宇都宮市細谷1-7-38				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		承諾 ショウダク		佐藤医院		0287-96-2841		324-0501		那須郡那珂川町小川2960-1				1		1		3		3		2		3		3		2		1		1		1				1		1		3		3		2		3		3		2		1		1		1		3		3		4		0		1		1		1		0		1		0		0		0

		承諾 ショウダク		大根田内科医院		028-624-6322		320-0072		宇都宮市若草3-4-22				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		0		0		0		0		0		0		0		当方の医師が高齢であり、しかもスタッフがそろっていないので在宅医療は無理なので、ましてや重症心身障害者においておやです。 トウホウ イシ コウレイ ザイタク イリョウ ムリ ジュウショウ シンシン ショウガイシャ

		承諾 ショウダク		医療法人　赤羽病院		028-661-5446		321-0904		宇都宮市陽東7-2-2				1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3				3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		2		2		2		0		1		1		1		0		0		1		0		0

		承諾 ショウダク		田井の里クリニック		0285-81-6502		321-4301		真岡市西田井内外748-2				1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2				3		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		みずぬまクリニック		0287-39-1581		329-2751		那須塩原市東三島2-80-6				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		その他：在宅医療をやっていないので現状は無理である タ ザイタク イリョウ ゲンジョウ ムリ

		承諾 ショウダク		キッズクリニックはせがわ		0283-27-0200		327-0843		佐野市堀米町3946-6				1		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		その他：時間的余裕 タ ジカンテキ ヨユウ

		承諾 ショウダク		小森谷内科医院		0282-43-7327		329-4404		栃木市大平町富田4003-8				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		熊倉医院		0282-55-8425		329-4316		下都賀郡岩舟町新里180-1				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		いちはらファミリークリニック		028-612-8350		321-0414		宇都宮市中里町322				3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3				3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		1		2		0		1		1		1		0		1		0		1		0

		承諾 ショウダク		かとう小児科 ショウニカ		0282-82-7576		321-0218		壬生町落合3-7-30		 		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		福田こどもクリニック		028-659-8850		320-0852		栃木県宇都宮市下砥上町1545-20				1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3				1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		2		2		2		0		1		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		てらもと小児科		028-650-6636		321-0975		宇都宮市関堀町971-6				1		1		3		2		2		3		3		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		0		小児科医としてはもっと積極的に協力しなければいけないと思いますが、現在の我診療所の状態では不可能なことが多く残念です。 ショウニ カ イ セッキョクテキ キョウリョク オモ ゲンザイ ワガ シンリョウジョ ジョウタイ フカノウ オオ ザンネン

		承諾 ショウダク		木村内科医院		0288-22-7880		321-1264		日光市瀬尾497-1				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		承諾 ショウダク		こばやしファミリークリニック		0283-85-9900		327-0311		佐野市多田町566				1		1		1		1		3		1		1		2		1		1		1				1		1		1		1		3		1		1		3		1		1		1		3		3		2		0		1		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		あいファミリィクリニック足利 アシカガ		0284-22-3788		329-4213		足利市寺岡町505-1				1		1		1		1		1		1		1		3		1		1		1				1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		1		0		1		0		0		0		0		1		0

		承諾 ショウダク		腰塚医院		0282-62-2072		323-1104		栃木市藤岡町藤岡1845-10				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		1		1		1		1		0

		承諾 ショウダク		桜井こどもクリニック		0282-24-5987		328-0034		栃木市本町16-9				1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		承諾 ショウダク		神鳥谷クリニック		0285-22-7700		323-0827		小山市神鳥谷1-19-1		 		2		2		2		2		2		2		2		2		1		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		持田医院		0282-67-3661		329-0319		栃木市藤岡町中根115-5				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		4		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		田村医院		0282-43-3368		329-4423		栃木市大平町西水代1835-1				1		1		1		1		1		1		1		2		1		1		1				1		1		1		1		1		1		1		2		1		1		1		3		1		4		1		1		1		1		1		1		1		1		0		Q5.訪問看護、訪問リハビリテーションを利用 ホウモン カンゴ ホウモン リヨウ

		承諾 ショウダク		大橋内科クリニック		0282-82-8522		321-0219		壬生町福和田1003-1				1		1		2		2		2		3		2		2		2		2		3				1		1		2		2		2		3		2		2		2		2		3		3		3		2		0		1		1		0		0		0		0		1		0

		承諾 ショウダク		てらだファミリークリニック		028-654-2188		321-0132		宇都宮市雀の宮5-5-1				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		1		1		1		1		0

		承諾 ショウダク		あおい内科小児科ｸﾘﾆｯｸ		028-663-6000		321-0973		宇都宮市岩曽町1086-1				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		1		1		1		その他：往診時間の確保ができること タ オウシン ジカン カクホ

		承諾 ショウダク		飯塚医院		0287-92-2034		324-0613		那須郡那珂川町馬頭484-3				1		1		2		2		2		2		2		2		1		2		1				1		1		2		2		2		2		2		2		1		2		1		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		0

		承諾 ショウダク		やの小児科医院		0285-56-0280		329-0611		河内郡上三川町上三川3446-3				1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3				1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		2		2		2		0		1		1		1		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		仲嶋医院		028-681-7755		329-1311		さくら市氏家3245-17				3		3		3		3		2		3		3		3		3		2		3				3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		2		3		2		1		1		1		1		1		1		1		0		0		成人（18才以上）を対象に回答しました セイジン サイ イジョウ タイショウ カイトウ

		承諾 ショウダク		小林診療所		0285-82-3873		321-4369		真岡市熊倉3-10-7				1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		1				1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		1		2		2		2		0		1		0		0		0		1		0		0		0

		承諾 ショウダク		西真岡こどもクリニック		0285-81-7900		321-4341		真岡市高勢町3-205-1				1		1		1		3		1		1		1		1		1		3		3				1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		その他：現在おこなっています タ ゲンザイ

		承諾 ショウダク		鈴木医院		0285-72-2032		321-4217		益子町益子1747-2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		承諾 ショウダク		緑の屋根診療所		0283-20-2577		327-0843		佐野市堀米町1348-5				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		0		0		1		0		1		0		1		0		0		地域の社会資源が少ない。マンパワー不足 チイキ シャカイ シゲン スク ブソク

		承諾 ショウダク		ひがのクリニック		0285-74-0051 		321-4521		真岡市久下田941-1				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		豊郷中央渡辺内科　		028-622-8900		320-0004		宇都宮市長岡町1217-5				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		1				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		1		0		0

		承諾 ショウダク		きくちクリニック		028-683-3387		321-0903		宇都宮市下平出町614-2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		0		0

		承諾 ショウダク		サンレディースクリニック		0282-24-3541		328-0024		栃木市樋ノ口町504-1				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		医療法人　亀田内科		028-633-2884		320-0812		宇都宮市一番町1-28				1		1		1		2		2		1		2		2		2		2		1				1		1		1		2		2		1		2		2		2		2		1		3		3		3		0		0		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		越戸クリニック		028-660-6190		321-0951		宇都宮市越戸町139-6				1		1		2		2		2		3		2		2		2		2		3				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		佐藤内科		0285-53-1305		329-0511		下野市石橋839-14				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		承諾 ショウダク		グリムこどもクリニック		0285-51-1515		329-0502		下野市下古山2-6-17				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		事前連絡の上での一次診療、予防接種ですので、申し訳ありません。 ジゼン レンラク ウエ イチジ シンリョウ ヨボウ セッシュ モウ ワケ

		承諾 ショウダク		吉原医院		0288-21-0161		321-1261		日光市今市826-4				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		1		1		1		その他：設備 タ セツビ

		承諾 ショウダク		梅園医院		028-633-2869		320-0035		宇都宮市伝馬町3-28				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		1		0		0

		承諾 ショウダク		森田医院		028-633-1573		320-0861		宇都宮市西3-5-8				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		鈴木内科クリニック		028-655-1229		321-0139		宇都宮市若松原2-4-19				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		その他：24時間対応が必要となると考えますが、当院診療時間内の往診は難しいと考えます。 タ ジカン タイオウ ヒツヨウ カンガ トウイン シンリョウ ジカン ナイ オウシン ムズカ カンガ

		承諾 ショウダク		小松医院		0289-60-5515		322-0064		鹿沼市文化橋町2300-1				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		1		0		0		1		0



														1.医療ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する外来診療について、以下の医療行為に対応できますか。 イリョウ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ガイライ シンリョウ イカ イリョウ コウイ タイオウ																								2.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する往診及び訪問診療について、以下の医療行為に対応できますか イリョウテキ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ オウシン オヨ ホウモン シンリョウ イカ イリョウ コウイ タイオウ

														予防接種 ヨボウ セッシュ		一次診療
（経過観察、栄養観察を含む） イチジ シンリョウ ケイカ カンサツ エイヨウ カンサツ フク		経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ		経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ		中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ		酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ		気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ		人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ		尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ		人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ		褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ				予防接種 ヨボウ セッシュ		一次診療
（経過観察、栄養観察を含む） イチジ シンリョウ ケイカ カンサツ エイヨウ カンサツ フク		経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ		経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ		中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ		酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ		気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ		人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ		尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ		人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ		褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ

										1		できる		83		57		12		9		7		13		11		6		17		8		16		できる		39		29		8		6		5		9		9		6		10		7		12

										2		できない		55		80		127		134		142		130		136		146		131		137		124		できない		102		115		141		143		148		140		144		148		140		145		134

										3		要相談 ヨウ ソウダン		27		28		26		22		16		22		18		13		16		20		25		要相談 ヨウ ソウダン		24		21		16		16		12		15		12		11		15		13		19

																																																														0

														3.24時間、重症心身障害児（18歳未満）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイジ サイ ミマン イリョウ タイオウ

										1		できる		1

										2		できない		150

										3		要相談 ヨウ ソウダン		14

														4.24時間、重症心身障害者（18歳以上）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイシャ サイ イジョウ イリョウ タイオウ

										1		できる		3

										2		できない		150

										3		要相談 ヨウ ソウダン		12

														5.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する訪問リハビリてーションを提供していますか イリョウテキ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ホウモン テイキョウ

										1		提供している テイキョウ		1

										2		提供していない テイキョウ		152

										3		提供していないが対応は可能 テイキョウ タイオウ カノウ		4

										4		要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン		8

														6.重症心身障害児（者）在宅医療に対応できるようになるための条件はなんですか

										1		診療報酬の点数が増えること シンリョウ ホウシュウ テンスウ フ		24

										2		訪問看護尾の連携 ホウモン カンゴ オ レンケイ		73

										3		病院との連携 ビョウイン レンケイ		90

										4		在宅療養支援診療所と小児科医とのグループ診療 ザイタク リョウヨウ シエン シンリョウジョ ショウニ カ イ シンリョウ		43

										5		在宅療養支援診療所に助言や相談を求めることができること ザイタク リョウヨウ シエン シンリョウジョ ジョゲン ソウダン モト		28

										6		小児科医に助言や相談を求めることができること ショウニ カ イ ジョゲン ソウダン モト		26

										7		経験のある医師がいること ケイケン イシ		62

										8		研修などの自己のスキルアップ ケンシュウ ジコ		47

										9		その他 タ		21



できる	できない	要相談	3.24時間、重症心身障害児（18歳未満）の医療に対応ができますか	4.24時間、重症心身障害者（18歳以上）の医療に対応ができますか	5.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する訪問リハビリてーションを提供していますか	6.重症心身障害児（者）在宅医療に対応できるようになるための条件はなんですか	できる	できない	要相談	

病院

		Ｑ１		1.医療ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する外来診療について、以下の医療行為に対応できますか。 イリョウ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ガイライ シンリョウ イカ イリョウ コウイ タイオウ						1.医療ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する外来診療について、以下の医療行為に対応できますか。 イリョウ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ガイライ シンリョウ イカ イリョウ コウイ タイオウ

				Ｑ1-1						Ｑ1-1		予防接種 ヨボウ セッシュ

				Ｑ1-2						Ｑ1-2		一次診療
（経過観察、栄養観察を含む） イチジ シンリョウ ケイカ カンサツ エイヨウ カンサツ フク

				Ｑ1-3						Ｑ1-3		経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ

				Ｑ1-4						Ｑ1-4		経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ

				Ｑ1-5						Ｑ1-5		中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ

				Ｑ1-6						Ｑ1-6		酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ

				Ｑ1-7						Ｑ1-7		気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ

				Ｑ1-8						Ｑ1-8		人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ

				Ｑ1-9						Ｑ1-9		尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ

				Ｑ1-10						Ｑ1-10		人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ

				Ｑ1-11						Ｑ1-11		褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ

		Ｑ２		2.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する往診及び訪問診療について、以下の医療行為に対応できますか イリョウテキ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ オウシン オヨ ホウモン シンリョウ イカ イリョウ コウイ タイオウ						2.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する往診及び訪問診療について、以下の医療行為に対応できますか イリョウテキ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ オウシン オヨ ホウモン シンリョウ イカ イリョウ コウイ タイオウ

				Ｑ2-1						Ｑ2-1		予防接種 ヨボウ セッシュ

				Ｑ2-2						Ｑ2-2		経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ

				Ｑ2-3						Ｑ2-3		経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ

				Ｑ2-4						Ｑ2-4		中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ

				Ｑ2-5						Ｑ2-5		酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ

				Ｑ2-6						Ｑ2-6		気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ

				Ｑ2-7						Ｑ2-7		人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ

				Ｑ2-8						Ｑ2-8		尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ

				Ｑ2-9						Ｑ2-9		人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ

				Ｑ2-10						Ｑ2-10		褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ

		Ｑ3		3.24時間、重症心身障害児（18歳未満）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイジ サイ ミマン イリョウ タイオウ						3.24時間、重症心身障害児（18歳未満）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイジ サイ ミマン イリョウ タイオウ

				Ｑ3-1						Ｑ3-1		できる

				Ｑ3-2						Ｑ3-2		できない

				Ｑ3-3						Ｑ3-3		要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン

		Ｑ4		4.24時間、重症心身障害者（18歳以上）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイシャ サイ イジョウ イリョウ タイオウ						4.24時間、重症心身障害者（18歳以上）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイシャ サイ イジョウ イリョウ タイオウ

				Ｑ4-1						Ｑ4-1		できる

				Ｑ4-2						Ｑ4-2		できない

				Ｑ4-3						Ｑ4-3		要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン

		Ｑ5		5.重症心身障害児（者）のレスパイト入院に対応できますか ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ ニュウイン タイオウ						5.重症心身障害児（者）のレスパイト入院に対応できますか ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ ニュウイン タイオウ

				Ｑ5-1						Ｑ5-1		できる

				Ｑ5-2						Ｑ5-2		できない

				Ｑ5-3						Ｑ5-3		要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン

		Ｑ6		6.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する訪問リハビリテーションを提供していますか イリョウテキ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ホウモン テイキョウ						6.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する訪問リハビリテーションを提供していますか イリョウテキ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ホウモン テイキョウ

				Ｑ6-1						Ｑ6-1		提供している テイキョウ

				Ｑ6-2						Ｑ6-2		提供していない テイキョウ

				Ｑ6-3						Ｑ6-3		提供していないが対応は可能 テイキョウ タイオウ カノウ

				Ｑ6-4						Ｑ6-4		要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン

		Ｑ7		7.平成26年度において、以下における長期入院児（6ヶ月以上）の患者数は何名ですか（「原疾患」及び「長期入院理由」について、複数の理由がある場合は、主な理由を選んでください） ヘイセイ ネンド イカ チョウキ ニュウイン ジ ゲツイジョウ カンジャスウ ナンメイ ゲンシッカン オヨ チョウキ ニュウイン リユウ フクスウ リユウ バアイ オモ リユウ エラ						7.平成26年度において、以下における長期入院児（6ヶ月以上）の患者数は何名ですか（「原疾患」及び「長期入院理由」について、複数の理由がある場合は、主な理由を選んでください） ヘイセイ ネンド イカ チョウキ ニュウイン ジ ゲツイジョウ カンジャスウ ナンメイ ゲンシッカン オヨ チョウキ ニュウイン リユウ フクスウ リユウ バアイ オモ リユウ エラ

				※個別シートにて対応 コベツ タイオウ						※個別シートにて対応 コベツ タイオウ

		Q8		8.重症心身障害児（者）に対する相談窓口はありますか ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ソウダン マドグチ

										1		ある

										2		ない

		Q9		9.重症心身障害児（者）の方に対する医療、在宅生活等についてお気づきのことなど、ご自由にお書きください。 ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ カタ タイ イリョウ ザイタク セイカツ ナド キ ジユウ カ

		承諾可否 ショウダク カヒ		診療所名 シンリョウジョ メイ		電話番号 デンワ バンゴウ		郵便番号 ユウビンバンゴウ		所在地 ショザイチ		Ｑ1.医療ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する外来診療について、以下の医療行為に対応できますか																						Ｑ２医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する往診及び訪問診療について、以下の医療行為に対応できますか																				Ｑ3		Ｑ4		Ｑ5		Q6		Ｑ7		8.重症心身障害児（者）に対する相談窓口はありますか										Q9

												予防接種 ヨボウ セッシュ		一次診療
（経過観察、栄養観察を含む） イチジ シンリョウ ケイカ カンサツ エイヨウ カンサツ フク		経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ		経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ		中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ		酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ		気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ		人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ		尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ		人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ		褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ		予防接種 ヨボウ セッシュ		経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ		経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ		中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ		酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ		気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ		人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ		尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ		人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ		褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ												有無 ウム		部署名・職名 ブショ メイ ショクメイ		ご担当者氏名 タントウシャ シメイ		連絡先TEL レンラクサキ		連絡先MAIL レンラクサキ

		否 イナ		野木病院		0280-57-1011		329-0101		下都賀郡野木町友沼5320-2		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		2

		否 イナ		今市病院		0288-22-2200		321-1261		日光市今市381		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		2

		否 イナ		黒須病院　		028-682-8811		329-1311		さくら市氏家2650		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		2		2		別紙参照 ベッシ サンショウ		1		病診連携室・社会福祉士 ビョウシンレンケイ シツ シャカイ フクシ シ		井上雅晶 イノウエ マサアキ		028-682-8811（代表）
028-681-5551（直通） ダイヒョウ チョクツウ		byo-renkei@kurosu-hospital.jp

		否 イナ		日光市民病院		0288-50-1188		321-1441		日光市清滝安良沢町1752-10		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		2										小児科常務医がいないため、小児科非常勤医師在院時のみ相談可能と考えます ショウニカ ジョウム イ ショウニカ ヒジョウキン イシ ザイイン ジ ソウダン カノウ カンガ

		否 イナ		国際医療福祉大学塩谷病院　		0287-44-1155		329-2145		矢板市富田77		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		2

		否 イナ		那須南病院		0287-84-3911		321-0621		栃木県那須烏山市中央3-2-13		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		2		2		なし		1		医療福祉相談医療連絡室 イリョウ フクシ ソウダン イリョウ レンラク シツ		原健二 ハラ ケンジ		0287-84-3911

		承諾 ショウダク		西方病院		0282-92-2323		322-0601		栃木県上都賀郡西方町金崎273-3		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		1		西方病院地域連携室 ニシカタ ビョウイン チイキ レンケイ シツ				0282-25-7310		nishikata-renkei@cc9.ne.jp

		承諾 ショウダク		新小山市民病院		0285-36-0200		323-0827		栃木県小山市神鳥谷2251-1 ３２３－０８２７		1		1		3		2		2		2		2		2		2		2		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		2		なし		1		医療相談室保健師 イリョウ ソウダンシツ ホケンシ		多賀谷邦子 タガヤ クニコ		0285-36-0256		soudan@hospital.oyama.tochigi.jp		重症心身障害児（者）の方々の外来診察は随時受け入れておりますが、特に障害児の入院についてはまだ十分に対応できる体制になっておりません。そのため、今回のガイドマップの内容で受け入れ可能な項目が少なく申し訳ありません。相談については、幅広く承っております。 ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ カタガタ ガイライ シンサツ ズイジ ウ イ トク ショウガイジ ニュウイン ジュウブン タイオウ タイセイ コンカイ ナイヨウ ウ イ カノウ コウモク スク モウ ワケ ソウダン ハバヒロ ウケタマワ

		承諾 ショウダク		小山厚生病院		0285-22-1105		323-0031		栃木県小山市八幡町2-10-6		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		2		なし		1		看護師長 カンゴシ チョウ		横家よね子 ヨコ イエ コ		0285-22-1105
0285-24-9890				在宅生活困難者につき当院では入院で対応させていただくことが多いです。 ザイタク セイカツ コンナン シャ トウイン ニュウイン タイオウ オオ

		承諾 ショウダク		石橋総合病院		0285-53-1134		329-0511		栃木県下野市石橋628		1		1		1		1		1		1		1		2		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		1		なし		1		地域医療連携部 チイキ イリョウ レンケイ ブ		（部長）岩崎さゆり ブチョウ イワサキ		0285-53-1134		ishibashi-renkei@yushikai.jp

		承諾 ショウダク		下都賀総合病院		0282-22-2551		328-0044		栃木県栃木市富士見町5-32		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		3		なし		1		医療福祉相談室 イリョウ フクシ ソウダンシツ		MSWが3人おります ニン		0282-22-2551

		承諾 ショウダク		とちの木病院		0282-22-7722		328-0071		栃木県栃木市大町39-5		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		2

		承諾 ショウダク		自治医科大学附属病院　		0285-44-2111		329-0498		下野市薬師寺3311-1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		2		3		2		別紙参照 ベッシ サンショウ		1		地域医療連携部（看護師） チイキ イリョウ レンケイ ブ カンゴシ		黒田　光恵 クロダ ミツエ		0285-44-2111		mazuek@jichi.ac.jp		在宅医療を充実させていただくうえで、往診医や地域の開業医の先生方との連携強化やスタッフの充実が望まれると思います。 ザイタク イリョウ ジュウジツ オウシン イ チイキ カイギョウイ センセイガタ レンケイ キョウカ ジュウジツ ノゾ オモ

		承諾 ショウダク		済生会宇都宮病院		028-626-5500		321-0974		宇都宮市竹林町911-1		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		2		別紙参照 ベッシ サンショウ		1		地域連携課 チイキ レンケイ カ		荻津　守 オギツ カミ		028-626-5500

		承諾 ショウダク		足利赤十字病院		0284-21-0121		326-0843		栃木県足利市五十部町284-1		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		3		1		2		別紙参照 ベッシ サンショウ		1		事務部医事課社会福祉士 ジム ブ イジ カ シャカイ フクシ シ		布施　麻由実 フセ マユミ		0284-20-1307				医療依存度の高い患者様が自宅へ退院する場合、利用できる社会資源が限られており、デイサービスやリハビリテーション、ショートステイなどのサービスを本人、ご家族様のニーズに合わせて利用していただくことが困難なケースが多々あります。（例：家族としては週２回以上リハビリに本人を通わせたいと考えているが、リハビリテーション事業所としては利用者数も多いため、週1回の対応が限度と考えている場合など）今回のアンケート調査を機に、各地域の社会資源の情報を整理し、なるべくニーズに合わせて、多くの方に適切にサービスを利用していただける環境を構築できればと思っております。よろしくお願いいたします。 イリョウ イゾンド タカ カンジャサマ ジタク タイイン バアイ リヨウ シャカイ シゲン カギ ホンニン カゾク サマ ア リヨウ コンナン タタ レイ カゾク シュウ カイイジョウ ホンニン カヨ カンガ ジギョウショ リヨウシャ スウ オオ シュウ カイ タイオウ ゲンド カンガ バアイ コンカイ チョウサ キ カクチイキ シャカイ シゲン ジョウホウ セイリ ア オオ カタ テキセツ リヨウ カンキョウ コウチク オモ ネガ

		承諾 ショウダク		獨協医科大学病院		0282-86-1111		321-0293		下都賀郡壬生町大字北小林880		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		3		2		別紙参照 ベッシ サンショウ		1		地域医療連携センター医療福祉相談室 チイキ イリョウ レンケイ イリョウ フクシ ソウダンシツ				0282-87-2185

		承諾 ショウダク		あしかがの森足利病院		0284-91-0611		326-0011		足利市大沼田町615		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		1		2		別紙参照 ベッシ サンショウ		1		メディカルソーシャルワーカー		福地　哲郎 フクチ テツロウ		0284-91-0611		soudan@hshikagu-hospital.or.jp

		承諾 ショウダク		JCHO　うつのみや病院		028-653-1001		321-0143		宇都宮市南高砂町11-17		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		2

		承諾 ショウダク		菅又病院　		028-676-0311		329-1207		塩谷郡高根沢町花岡2351		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		2										要相談の診療項目につきましては、病院にお電話で問い合わせていただければ対応いたします。小児科の入院対応はしておりません。外来診察につきましては、急性期の管理は困難であることもありますが、状態が安定している場合には相談いただければ可能な限り対応いたします。 ヨウ ソウダン シンリョウ コウモク ビョウイン デンワ ト ア タイオウ ショウニカ ニュウイン タイオウ ガイライ シンサツ キュウセイキ カンリ コンナン ジョウタイ アンテイ バアイ ソウダン カノウ カギ タイオウ

		承諾 ショウダク		那須赤十字病院		0287-23-1122		324-8686		栃木県大田原市中田原1081-4		1		1		3		3		3		1		3		1		3		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		1		4		なし		1		地域医療福祉連携課福祉係長 チイキ イリョウ フクシ レンケイ カ フクシ カカリチョウ		野中美希 ノナカ ミキ		0287-23-1122		renkeika@nasu.jrc.or.jp



												Ｑ1.医療ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する外来診療について、以下の医療行為に対応できますか

												予防接種 ヨボウ セッシュ		一次診療
（経過観察、栄養観察を含む） イチジ シンリョウ ケイカ カンサツ エイヨウ カンサツ フク		経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ		経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ		中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ		酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ		気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ		人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ		尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ		人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ		褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ

										できる		13		13		9		8		7		9		8		8		7		7		7

										できない		3		3		7		8		8		8		8		9		8		8		6

										要相談 ヨウ ソウダン		4		4		4		4		5		3		4		3		5		5		7



												Ｑ２医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する往診及び訪問診療について、以下の医療行為に対応できますか

												予防接種 ヨボウ セッシュ		経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ		経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ		中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ		酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ		気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ		人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ		尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ		人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ		褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ

										できる		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

										できない		19		20		20		20		20		20		20		20		20		20

										要相談 ヨウ ソウダン		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0



										Ｑ3		3.24時間、重症心身障害児（18歳未満）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイジ サイ ミマン イリョウ タイオウ				3.24時間、重症心身障害児（18歳未満）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイジ サイ ミマン イリョウ タイオウ

										できる		4

										できない		14

										要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン		2

										Ｑ4		4.24時間、重症心身障害者（18歳以上）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイシャ サイ イジョウ イリョウ タイオウ				4.24時間、重症心身障害者（18歳以上）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイシャ サイ イジョウ イリョウ タイオウ

										できる		3

										できない		9

										要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン		8

										Ｑ5		5.重症心身障害児（者）のレスパイト入院に対応できますか ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ ニュウイン タイオウ				5.重症心身障害児（者）のレスパイト入院に対応できますか ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ ニュウイン タイオウ

										できる		5

										できない		10

										要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン		5

										Ｑ6		6.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する訪問リハビリテーションを提供していますか イリョウテキ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ホウモン テイキョウ				6.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する訪問リハビリテーションを提供していますか イリョウテキ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ホウモン テイキョウ

										提供している テイキョウ		1

										提供していない テイキョウ		17

										提供していないが対応は可能 テイキョウ タイオウ カノウ		1

										要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン		1

										Ｑ7		7.平成26年度において、以下における長期入院児（6ヶ月以上）の患者数は何名ですか（「原疾患」及び「長期入院理由」について、複数の理由がある場合は、主な理由を選んでください） ヘイセイ ネンド イカ チョウキ ニュウイン ジ ゲツイジョウ カンジャスウ ナンメイ ゲンシッカン オヨ チョウキ ニュウイン リユウ フクスウ リユウ バアイ オモ リユウ エラ				7.平成26年度において、以下における長期入院児（6ヶ月以上）の患者数は何名ですか（「原疾患」及び「長期入院理由」について、複数の理由がある場合は、主な理由を選んでください） ヘイセイ ネンド イカ チョウキ ニュウイン ジ ゲツイジョウ カンジャスウ ナンメイ ゲンシッカン オヨ チョウキ ニュウイン リユウ フクスウ リユウ バアイ オモ リユウ エラ

										Q8		8.重症心身障害児（者）に対する相談窓口はありますか ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ソウダン マドグチ

																1		ある		13

																2		ない		7
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病院 作業

		Ｑ１		1.医療ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する外来診療について、以下の医療行為に対応できますか。 イリョウ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ガイライ シンリョウ イカ イリョウ コウイ タイオウ						1.医療ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する外来診療について、以下の医療行為に対応できますか。 イリョウ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ガイライ シンリョウ イカ イリョウ コウイ タイオウ

				Ｑ1-1						Ｑ1-1		予防接種 ヨボウ セッシュ

				Ｑ1-2						Ｑ1-2		一次診療
（経過観察、栄養観察を含む） イチジ シンリョウ ケイカ カンサツ エイヨウ カンサツ フク

				Ｑ1-3						Ｑ1-3		経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ

				Ｑ1-4						Ｑ1-4		経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ

				Ｑ1-5						Ｑ1-5		中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ

				Ｑ1-6						Ｑ1-6		酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ

				Ｑ1-7						Ｑ1-7		気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ

				Ｑ1-8						Ｑ1-8		人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ

				Ｑ1-9						Ｑ1-9		尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ

				Ｑ1-10						Ｑ1-10		人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ

				Ｑ1-11						Ｑ1-11		褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ

		Ｑ２		2.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する往診及び訪問診療について、以下の医療行為に対応できますか イリョウテキ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ オウシン オヨ ホウモン シンリョウ イカ イリョウ コウイ タイオウ						2.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する往診及び訪問診療について、以下の医療行為に対応できますか イリョウテキ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ オウシン オヨ ホウモン シンリョウ イカ イリョウ コウイ タイオウ

				Ｑ2-1						Ｑ2-1		予防接種 ヨボウ セッシュ

				Ｑ2-2						Ｑ2-2		経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ

				Ｑ2-3						Ｑ2-3		経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ

				Ｑ2-4						Ｑ2-4		中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ

				Ｑ2-5						Ｑ2-5		酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ

				Ｑ2-6						Ｑ2-6		気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ

				Ｑ2-7						Ｑ2-7		人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ

				Ｑ2-8						Ｑ2-8		尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ

				Ｑ2-9						Ｑ2-9		人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ

				Ｑ2-10						Ｑ2-10		褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ

		Ｑ3		3.24時間、重症心身障害児（18歳未満）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイジ サイ ミマン イリョウ タイオウ						3.24時間、重症心身障害児（18歳未満）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイジ サイ ミマン イリョウ タイオウ

				Ｑ3-1						Ｑ3-1		できる

				Ｑ3-2						Ｑ3-2		できない

				Ｑ3-3						Ｑ3-3		要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン

		Ｑ4		4.24時間、重症心身障害者（18歳以上）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイシャ サイ イジョウ イリョウ タイオウ						4.24時間、重症心身障害者（18歳以上）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイシャ サイ イジョウ イリョウ タイオウ

				Ｑ4-1						Ｑ4-1		できる

				Ｑ4-2						Ｑ4-2		できない

				Ｑ4-3						Ｑ4-3		要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン

		Ｑ5		5.重症心身障害児（者）のレスパイト入院に対応できますか ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ ニュウイン タイオウ						5.重症心身障害児（者）のレスパイト入院に対応できますか ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ ニュウイン タイオウ

				Ｑ5-1						Ｑ5-1		できる

				Ｑ5-2						Ｑ5-2		できない

				Ｑ5-3						Ｑ5-3		要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン

		Ｑ6		6.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する訪問リハビリテーションを提供していますか イリョウテキ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ホウモン テイキョウ						6.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する訪問リハビリテーションを提供していますか イリョウテキ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ホウモン テイキョウ

				Ｑ6-1						Ｑ6-1		提供している テイキョウ

				Ｑ6-2						Ｑ6-2		提供していない テイキョウ

				Ｑ6-3						Ｑ6-3		提供していないが対応は可能 テイキョウ タイオウ カノウ

				Ｑ6-4						Ｑ6-4		要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン

		Ｑ7		7.平成26年度において、以下における長期入院児（6ヶ月以上）の患者数は何名ですか（「原疾患」及び「長期入院理由」について、複数の理由がある場合は、主な理由を選んでください） ヘイセイ ネンド イカ チョウキ ニュウイン ジ ゲツイジョウ カンジャスウ ナンメイ ゲンシッカン オヨ チョウキ ニュウイン リユウ フクスウ リユウ バアイ オモ リユウ エラ						7.平成26年度において、以下における長期入院児（6ヶ月以上）の患者数は何名ですか（「原疾患」及び「長期入院理由」について、複数の理由がある場合は、主な理由を選んでください） ヘイセイ ネンド イカ チョウキ ニュウイン ジ ゲツイジョウ カンジャスウ ナンメイ ゲンシッカン オヨ チョウキ ニュウイン リユウ フクスウ リユウ バアイ オモ リユウ エラ

				※個別シートにて対応 コベツ タイオウ						※個別シートにて対応 コベツ タイオウ

		Q8		8.重症心身障害児（者）に対する相談窓口はありますか ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ソウダン マドグチ

										1		ある

										2		ない

		Q9		9.重症心身障害児（者）の方に対する医療、在宅生活等についてお気づきのことなど、ご自由にお書きください。 ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ カタ タイ イリョウ ザイタク セイカツ ナド キ ジユウ カ

		承諾可否 ショウダク カヒ		診療所名 シンリョウジョ メイ		電話番号 デンワ バンゴウ		郵便番号 ユウビンバンゴウ		所在地 ショザイチ		Ｑ1.医療ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する外来診療について、以下の医療行為に対応できますか																						Ｑ２医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する往診及び訪問診療について、以下の医療行為に対応できますか																				Ｑ3		Ｑ4		Ｑ5		Q6		Ｑ7		8.重症心身障害児（者）に対する相談窓口はありますか										Q9

												予防接種 ヨボウ セッシュ		一次診療
（経過観察、栄養観察を含む） イチジ シンリョウ ケイカ カンサツ エイヨウ カンサツ フク		経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ		経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ		中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ		酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ		気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ		人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ		尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ		人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ		褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ		予防接種 ヨボウ セッシュ		経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ		経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ		中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ		酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ		気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ		人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ		尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ		人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ		褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ												有無 ウム		部署名・職名 ブショ メイ ショクメイ		ご担当者氏名 タントウシャ シメイ		連絡先TEL レンラクサキ		連絡先MAIL レンラクサキ

		否 イナ		野木病院		0280-57-1011		329-0101		下都賀郡野木町友沼5320-2		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		2

		否 イナ		今市病院		0288-22-2200		321-1261		日光市今市381		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		2

		否 イナ		黒須病院　		028-682-8811		329-1311		さくら市氏家2650		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		2		2		別紙参照 ベッシ サンショウ		1		病診連携室・社会福祉士 ビョウシンレンケイ シツ シャカイ フクシ シ		井上雅晶 イノウエ マサアキ		028-682-8811（代表）
028-681-5551（直通） ダイヒョウ チョクツウ		byo-renkei@kurosu-hospital.jp

		否 イナ		日光市民病院		0288-50-1188		321-1441		日光市清滝安良沢町1752-10		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		2										小児科常務医がいないため、小児科非常勤医師在院時のみ相談可能と考えます ショウニカ ジョウム イ ショウニカ ヒジョウキン イシ ザイイン ジ ソウダン カノウ カンガ

		否 イナ		国際医療福祉大学塩谷病院　		0287-44-1155		329-2145		矢板市富田77		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		2

		否 イナ		那須南病院		0287-84-3911		321-0621		栃木県那須烏山市中央3-2-13		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		2		2		なし		1		医療福祉相談医療連絡室 イリョウ フクシ ソウダン イリョウ レンラク シツ		原健二 ハラ ケンジ		0287-84-3911

		承諾 ショウダク		西方病院		0282-92-2323		322-0601		栃木県上都賀郡西方町金崎273-3		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		1		西方病院地域連携室 ニシカタ ビョウイン チイキ レンケイ シツ				0282-25-7310		nishikata-renkei@cc9.ne.jp

		承諾 ショウダク		新小山市民病院		0285-36-0200		323-0827		栃木県小山市神鳥谷2251-1 ３２３－０８２７		1		1		3		2		2		2		2		2		2		2		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		2		なし		1		医療相談室保健師 イリョウ ソウダンシツ ホケンシ		多賀谷邦子 タガヤ クニコ		0285-36-0256		soudan@hospital.oyama.tochigi.jp		重症心身障害児（者）の方々の外来診察は随時受け入れておりますが、特に障害児の入院についてはまだ十分に対応できる体制になっておりません。そのため、今回のガイドマップの内容で受け入れ可能な項目が少なく申し訳ありません。相談については、幅広く承っております。 ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ カタガタ ガイライ シンサツ ズイジ ウ イ トク ショウガイジ ニュウイン ジュウブン タイオウ タイセイ コンカイ ナイヨウ ウ イ カノウ コウモク スク モウ ワケ ソウダン ハバヒロ ウケタマワ

		承諾 ショウダク		小山厚生病院		0285-22-1105		323-0031		栃木県小山市八幡町2-10-6		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		2		なし		1		看護師長 カンゴシ チョウ		横家よね子 ヨコ イエ コ		0285-22-1105
0285-24-9890				在宅生活困難者につき当院では入院で対応させていただくことが多いです。 ザイタク セイカツ コンナン シャ トウイン ニュウイン タイオウ オオ

		承諾 ショウダク		石橋総合病院		0285-53-1134		329-0511		栃木県下野市石橋628		1		1		1		1		1		1		1		2		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		1		なし		1		地域医療連携部 チイキ イリョウ レンケイ ブ		（部長）岩崎さゆり ブチョウ イワサキ		0285-53-1134		ishibashi-renkei@yushikai.jp

		承諾 ショウダク		下都賀総合病院		0282-22-2551		328-0044		栃木県栃木市富士見町5-32		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		3		なし		1		医療福祉相談室 イリョウ フクシ ソウダンシツ		MSWが3人おります ニン		0282-22-2551

		承諾 ショウダク		とちの木病院		0282-22-7722		328-0071		栃木県栃木市大町39-5		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		2

		承諾 ショウダク		自治医科大学附属病院　		0285-44-2111		329-0498		下野市薬師寺3311-1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		2		3		2		別紙参照 ベッシ サンショウ		1		地域医療連携部（看護師） チイキ イリョウ レンケイ ブ カンゴシ		黒田　光恵 クロダ ミツエ		0285-44-2111		mazuek@jichi.ac.jp		在宅医療を充実させていただくうえで、往診医や地域の開業医の先生方との連携強化やスタッフの充実が望まれると思います。 ザイタク イリョウ ジュウジツ オウシン イ チイキ カイギョウイ センセイガタ レンケイ キョウカ ジュウジツ ノゾ オモ

		承諾 ショウダク		済生会宇都宮病院		028-626-5500		321-0974		宇都宮市竹林町911-1		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		2		別紙参照 ベッシ サンショウ		1		地域連携課 チイキ レンケイ カ		荻津　守 オギツ カミ		028-626-5500

		承諾 ショウダク		足利赤十字病院		0284-21-0121		326-0843		栃木県足利市五十部町284-1		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		3		1		2		別紙参照 ベッシ サンショウ		1		事務部医事課社会福祉士 ジム ブ イジ カ シャカイ フクシ シ		布施　麻由実 フセ マユミ		0284-20-1307				医療依存度の高い患者様が自宅へ退院する場合、利用できる社会資源が限られており、デイサービスやリハビリテーション、ショートステイなどのサービスを本人、ご家族様のニーズに合わせて利用していただくことが困難なケースが多々あります。（例：家族としては週２回以上リハビリに本人を通わせたいと考えているが、リハビリテーション事業所としては利用者数も多いため、週1回の対応が限度と考えている場合など）今回のアンケート調査を機に、各地域の社会資源の情報を整理し、なるべくニーズに合わせて、多くの方に適切にサービスを利用していただける環境を構築できればと思っております。よろしくお願いいたします。 イリョウ イゾンド タカ カンジャサマ ジタク タイイン バアイ リヨウ シャカイ シゲン カギ ホンニン カゾク サマ ア リヨウ コンナン タタ レイ カゾク シュウ カイイジョウ ホンニン カヨ カンガ ジギョウショ リヨウシャ スウ オオ シュウ カイ タイオウ ゲンド カンガ バアイ コンカイ チョウサ キ カクチイキ シャカイ シゲン ジョウホウ セイリ ア オオ カタ テキセツ リヨウ カンキョウ コウチク オモ ネガ

		承諾 ショウダク		獨協医科大学病院		0282-86-1111		321-0293		下都賀郡壬生町大字北小林880		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		3		2		別紙参照 ベッシ サンショウ		1		地域医療連携センター医療福祉相談室 チイキ イリョウ レンケイ イリョウ フクシ ソウダンシツ				0282-87-2185

		承諾 ショウダク		あしかがの森足利病院		0284-91-0611		326-0011		足利市大沼田町615		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		1		2		別紙参照 ベッシ サンショウ		1		メディカルソーシャルワーカー		福地　哲郎 フクチ テツロウ		0284-91-0611		soudan@hshikagu-hospital.or.jp

		承諾 ショウダク		JCHO　うつのみや病院		028-653-1001		321-0143		宇都宮市南高砂町11-17		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		2

		承諾 ショウダク		菅又病院　		028-676-0311		329-1207		塩谷郡高根沢町花岡2351		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		2										要相談の診療項目につきましては、病院にお電話で問い合わせていただければ対応いたします。小児科の入院対応はしておりません。外来診察につきましては、急性期の管理は困難であることもありますが、状態が安定している場合には相談いただければ可能な限り対応いたします。 ヨウ ソウダン シンリョウ コウモク ビョウイン デンワ ト ア タイオウ ショウニカ ニュウイン タイオウ ガイライ シンサツ キュウセイキ カンリ コンナン ジョウタイ アンテイ バアイ ソウダン カノウ カギ タイオウ

		承諾 ショウダク		那須赤十字病院		0287-23-1122		324-8686		栃木県大田原市中田原1081-4		1		1		3		3		3		1		3		1		3		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		1		4		なし		1		地域医療福祉連携課福祉係長 チイキ イリョウ フクシ レンケイ カ フクシ カカリチョウ		野中美希 ノナカ ミキ		0287-23-1122		renkeika@nasu.jrc.or.jp



												Ｑ1.医療ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する外来診療について、以下の医療行為に対応できますか

												予防接種 ヨボウ セッシュ		一次診療
（経過観察、栄養観察を含む） イチジ シンリョウ ケイカ カンサツ エイヨウ カンサツ フク		経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ		経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ		中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ		酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ		気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ		人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ		尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ		人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ		褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ

										できる		13		13		9		8		7		9		8		8		7		7		7

										できない		3		3		7		8		8		8		8		9		8		8		6

										要相談 ヨウ ソウダン		4		4		4		4		5		3		4		3		5		5		7



												Ｑ２医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する往診及び訪問診療について、以下の医療行為に対応できますか

												予防接種 ヨボウ セッシュ		経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ		経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ		中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ		酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ		気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ		人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ		尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ		人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ		褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ

										できる		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

										できない		19		20		20		20		20		20		20		20		20		20

										要相談 ヨウ ソウダン		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0



										Ｑ3		3.24時間、重症心身障害児（18歳未満）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイジ サイ ミマン イリョウ タイオウ				3.24時間、重症心身障害児（18歳未満）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイジ サイ ミマン イリョウ タイオウ

										できる		4

										できない		14

										要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン		2

										Ｑ4		4.24時間、重症心身障害者（18歳以上）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイシャ サイ イジョウ イリョウ タイオウ				4.24時間、重症心身障害者（18歳以上）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイシャ サイ イジョウ イリョウ タイオウ

										できる		3

										できない		9

										要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン		8

										Ｑ5		5.重症心身障害児（者）のレスパイト入院に対応できますか ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ ニュウイン タイオウ				5.重症心身障害児（者）のレスパイト入院に対応できますか ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ ニュウイン タイオウ

										できる		5

										できない		10

										要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン		5

										Ｑ6		6.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する訪問リハビリテーションを提供していますか イリョウテキ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ホウモン テイキョウ				6.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する訪問リハビリテーションを提供していますか イリョウテキ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ホウモン テイキョウ

										提供している テイキョウ		1

										提供していない テイキョウ		17

										提供していないが対応は可能 テイキョウ タイオウ カノウ		1

										要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン		1

										Ｑ7		7.平成26年度において、以下における長期入院児（6ヶ月以上）の患者数は何名ですか（「原疾患」及び「長期入院理由」について、複数の理由がある場合は、主な理由を選んでください） ヘイセイ ネンド イカ チョウキ ニュウイン ジ ゲツイジョウ カンジャスウ ナンメイ ゲンシッカン オヨ チョウキ ニュウイン リユウ フクスウ リユウ バアイ オモ リユウ エラ				7.平成26年度において、以下における長期入院児（6ヶ月以上）の患者数は何名ですか（「原疾患」及び「長期入院理由」について、複数の理由がある場合は、主な理由を選んでください） ヘイセイ ネンド イカ チョウキ ニュウイン ジ ゲツイジョウ カンジャスウ ナンメイ ゲンシッカン オヨ チョウキ ニュウイン リユウ フクスウ リユウ バアイ オモ リユウ エラ

										Q8		8.重症心身障害児（者）に対する相談窓口はありますか ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ソウダン マドグチ

																1		ある		13

																2		ない		7

																														できる		できない		要相談 ヨウ ソウダン						できる		できない		要相談 ヨウ ソウダン

																												予防接種 ヨボウ セッシュ		13		3		4				18歳未満 サイ ミマン		4		14		2

																												一次診療
（経過観察、栄養観察を含む） イチジ シンリョウ ケイカ カンサツ エイヨウ カンサツ フク		13		3		4				18歳以上 サイ イジョウ		3		9		8

																												経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ		9		7		4

																												経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ		8		8		4						できる		できない		要相談 ヨウ ソウダン

																												中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ		7		8		5						5		10		5

																												酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ		9		8		3						3		9		8

																												気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ		8		8		4

																												人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ		8		9		3

																												尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ		7		8		5

																												人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ		7		8		5

																												褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ		7		6		7

																														できる		できない		要相談 ヨウ ソウダン

																												予防接種 ヨボウ セッシュ		0		19		1

																												経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ		0		20		0

																												経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ		0		20		0

																												中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ		0		20		0

																												酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ		0		20		0

																												気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ		0		20		0

																												人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ		0		20		0

																												尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ		0		20		0

																												人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ		0		20		0

																												褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ		0		20		0



																												24時間、重症心身障害児の医療に対応ができますか
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病院 (2)

		Ｑ１		1.医療ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する外来診療について、以下の医療行為に対応できますか。 イリョウ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ガイライ シンリョウ イカ イリョウ コウイ タイオウ						1.医療ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する外来診療について、以下の医療行為に対応できますか。 イリョウ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ガイライ シンリョウ イカ イリョウ コウイ タイオウ

				Ｑ1-1						Ｑ1-1		予防接種 ヨボウ セッシュ

				Ｑ1-2						Ｑ1-2		一次診療
（経過観察、栄養観察を含む） イチジ シンリョウ ケイカ カンサツ エイヨウ カンサツ フク

				Ｑ1-3						Ｑ1-3		経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ

				Ｑ1-4						Ｑ1-4		経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ

				Ｑ1-5						Ｑ1-5		中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ

				Ｑ1-6						Ｑ1-6		酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ

				Ｑ1-7						Ｑ1-7		気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ

				Ｑ1-8						Ｑ1-8		人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ

				Ｑ1-9						Ｑ1-9		尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ

				Ｑ1-10						Ｑ1-10		人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ

				Ｑ1-11						Ｑ1-11		褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ

		Ｑ２		2.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する往診及び訪問診療について、以下の医療行為に対応できますか イリョウテキ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ オウシン オヨ ホウモン シンリョウ イカ イリョウ コウイ タイオウ						2.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する往診及び訪問診療について、以下の医療行為に対応できますか イリョウテキ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ オウシン オヨ ホウモン シンリョウ イカ イリョウ コウイ タイオウ

				Ｑ2-1						Ｑ2-1		予防接種 ヨボウ セッシュ

				Ｑ2-2						Ｑ2-2		経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ

				Ｑ2-3						Ｑ2-3		経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ

				Ｑ2-4						Ｑ2-4		中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ

				Ｑ2-5						Ｑ2-5		酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ

				Ｑ2-6						Ｑ2-6		気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ

				Ｑ2-7						Ｑ2-7		人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ

				Ｑ2-8						Ｑ2-8		尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ

				Ｑ2-9						Ｑ2-9		人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ

				Ｑ2-10						Ｑ2-10		褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ

		Ｑ3		3.24時間、重症心身障害児（18歳未満）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイジ サイ ミマン イリョウ タイオウ						3.24時間、重症心身障害児（18歳未満）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイジ サイ ミマン イリョウ タイオウ

				Ｑ3-1						Ｑ3-1		できる

				Ｑ3-2						Ｑ3-2		できない

				Ｑ3-3						Ｑ3-3		要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン

		Ｑ4		4.24時間、重症心身障害者（18歳以上）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイシャ サイ イジョウ イリョウ タイオウ						4.24時間、重症心身障害者（18歳以上）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイシャ サイ イジョウ イリョウ タイオウ

				Ｑ4-1						Ｑ4-1		できる

				Ｑ4-2						Ｑ4-2		できない

				Ｑ4-3						Ｑ4-3		要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン

		Ｑ5		5.重症心身障害児（者）のレスパイト入院に対応できますか ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ ニュウイン タイオウ						5.重症心身障害児（者）のレスパイト入院に対応できますか ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ ニュウイン タイオウ

				Ｑ5-1						Ｑ5-1		できる

				Ｑ5-2						Ｑ5-2		できない

				Ｑ5-3						Ｑ5-3		要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン

		Ｑ6		6.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する訪問リハビリテーションを提供していますか イリョウテキ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ホウモン テイキョウ						6.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する訪問リハビリテーションを提供していますか イリョウテキ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ホウモン テイキョウ

				Ｑ6-1						Ｑ6-1		提供している テイキョウ

				Ｑ6-2						Ｑ6-2		提供していない テイキョウ

				Ｑ6-3						Ｑ6-3		提供していないが対応は可能 テイキョウ タイオウ カノウ

				Ｑ6-4						Ｑ6-4		要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン

		Ｑ7		7.平成26年度において、以下における長期入院児（6ヶ月以上）の患者数は何名ですか（「原疾患」及び「長期入院理由」について、複数の理由がある場合は、主な理由を選んでください） ヘイセイ ネンド イカ チョウキ ニュウイン ジ ゲツイジョウ カンジャスウ ナンメイ ゲンシッカン オヨ チョウキ ニュウイン リユウ フクスウ リユウ バアイ オモ リユウ エラ						7.平成26年度において、以下における長期入院児（6ヶ月以上）の患者数は何名ですか（「原疾患」及び「長期入院理由」について、複数の理由がある場合は、主な理由を選んでください） ヘイセイ ネンド イカ チョウキ ニュウイン ジ ゲツイジョウ カンジャスウ ナンメイ ゲンシッカン オヨ チョウキ ニュウイン リユウ フクスウ リユウ バアイ オモ リユウ エラ

				※個別シートにて対応 コベツ タイオウ						※個別シートにて対応 コベツ タイオウ

		Q8		8.重症心身障害児（者）に対する相談窓口はありますか ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ソウダン マドグチ

										1		ある

										2		ない

		Q9		9.重症心身障害児（者）の方に対する医療、在宅生活等についてお気づきのことなど、ご自由にお書きください。 ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ カタ タイ イリョウ ザイタク セイカツ ナド キ ジユウ カ

		承諾可否 ショウダク カヒ		診療所名 シンリョウジョ メイ		電話番号 デンワ バンゴウ		郵便番号 ユウビンバンゴウ		所在地 ショザイチ		Ｑ1.医療ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する外来診療について、以下の医療行為に対応できますか																						Ｑ２医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する往診及び訪問診療について、以下の医療行為に対応できますか																				Ｑ3		Ｑ4		Ｑ5		Q6		Ｑ7		8.重症心身障害児（者）に対する相談窓口はありますか										Q9

												予防接種 ヨボウ セッシュ		一次診療
（経過観察、栄養観察を含む） イチジ シンリョウ ケイカ カンサツ エイヨウ カンサツ フク		経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ		経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ		中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ		酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ		気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ		人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ		尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ		人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ		褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ		予防接種 ヨボウ セッシュ		経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ		経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ		中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ		酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ		気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ		人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ		尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ		人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ		褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ												有無 ウム		部署名・職名 ブショ メイ ショクメイ		ご担当者氏名 タントウシャ シメイ		連絡先TEL レンラクサキ		連絡先MAIL レンラクサキ

		否 イナ		野木病院		0280-57-1011		329-0101		下都賀郡野木町友沼5320-2		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		2

		否 イナ		今市病院		0288-22-2200		321-1261		日光市今市381		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		2

		否 イナ		黒須病院　		028-682-8811		329-1311		さくら市氏家2650		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		2		2		別紙参照 ベッシ サンショウ		1		病診連携室・社会福祉士 ビョウシンレンケイ シツ シャカイ フクシ シ		井上雅晶 イノウエ マサアキ		028-682-8811（代表）
028-681-5551（直通） ダイヒョウ チョクツウ		byo-renkei@kurosu-hospital.jp

		否 イナ		日光市民病院		0288-50-1188		321-1441		日光市清滝安良沢町1752-10		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		2										小児科常務医がいないため、小児科非常勤医師在院時のみ相談可能と考えます ショウニカ ジョウム イ ショウニカ ヒジョウキン イシ ザイイン ジ ソウダン カノウ カンガ

		否 イナ		国際医療福祉大学塩谷病院　		0287-44-1155		329-2145		矢板市富田77		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		2

		否 イナ		那須南病院		0287-84-3911		321-0621		栃木県那須烏山市中央3-2-13		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		2		2		なし		1		医療福祉相談医療連絡室 イリョウ フクシ ソウダン イリョウ レンラク シツ		原健二 ハラ ケンジ		0287-84-3911

		承諾 ショウダク		西方病院		0282-92-2323		322-0601		栃木県上都賀郡西方町金崎273-3		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		1		西方病院地域連携室 ニシカタ ビョウイン チイキ レンケイ シツ				0282-25-7310		nishikata-renkei@cc9.ne.jp

		承諾 ショウダク		新小山市民病院		0285-36-0200		323-0827		栃木県小山市神鳥谷2251-1 ３２３－０８２７		1		1		3		2		2		2		2		2		2		2		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		2		なし		1		医療相談室保健師 イリョウ ソウダンシツ ホケンシ		多賀谷邦子 タガヤ クニコ		0285-36-0256		soudan@hospital.oyama.tochigi.jp		重症心身障害児（者）の方々の外来診察は随時受け入れておりますが、特に障害児の入院についてはまだ十分に対応できる体制になっておりません。そのため、今回のガイドマップの内容で受け入れ可能な項目が少なく申し訳ありません。相談については、幅広く承っております。 ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ カタガタ ガイライ シンサツ ズイジ ウ イ トク ショウガイジ ニュウイン ジュウブン タイオウ タイセイ コンカイ ナイヨウ ウ イ カノウ コウモク スク モウ ワケ ソウダン ハバヒロ ウケタマワ

		承諾 ショウダク		小山厚生病院		0285-22-1105		323-0031		栃木県小山市八幡町2-10-6		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		2		なし		1		看護師長 カンゴシ チョウ		横家よね子 ヨコ イエ コ		0285-22-1105
0285-24-9890				在宅生活困難者につき当院では入院で対応させていただくことが多いです。 ザイタク セイカツ コンナン シャ トウイン ニュウイン タイオウ オオ

		承諾 ショウダク		石橋総合病院		0285-53-1134		329-0511		栃木県下野市石橋628		1		1		1		1		1		1		1		2		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		1		なし		1		地域医療連携部 チイキ イリョウ レンケイ ブ		（部長）岩崎さゆり ブチョウ イワサキ		0285-53-1134		ishibashi-renkei@yushikai.jp

		承諾 ショウダク		下都賀総合病院		0282-22-2551		328-0044		栃木県栃木市富士見町5-32		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		3		なし		1		医療福祉相談室 イリョウ フクシ ソウダンシツ		MSWが3人おります ニン		0282-22-2551

		承諾 ショウダク		とちの木病院		0282-22-7722		328-0071		栃木県栃木市大町39-5		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		2

		承諾 ショウダク		自治医科大学附属病院　		0285-44-2111		329-0498		下野市薬師寺3311-1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		2		3		2		別紙参照 ベッシ サンショウ		1		地域医療連携部（看護師） チイキ イリョウ レンケイ ブ カンゴシ		黒田　光恵 クロダ ミツエ		0285-44-2111		mazuek@jichi.ac.jp		在宅医療を充実させていただくうえで、往診医や地域の開業医の先生方との連携強化やスタッフの充実が望まれると思います。 ザイタク イリョウ ジュウジツ オウシン イ チイキ カイギョウイ センセイガタ レンケイ キョウカ ジュウジツ ノゾ オモ

		承諾 ショウダク		済生会宇都宮病院		028-626-5500		321-0974		宇都宮市竹林町911-1		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		2		別紙参照 ベッシ サンショウ		1		地域連携課 チイキ レンケイ カ		荻津　守 オギツ カミ		028-626-5500

		承諾 ショウダク		足利赤十字病院		0284-21-0121		326-0843		栃木県足利市五十部町284-1		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		3		1		2		別紙参照 ベッシ サンショウ		1		事務部医事課社会福祉士 ジム ブ イジ カ シャカイ フクシ シ		布施　麻由実 フセ マユミ		0284-20-1307				医療依存度の高い患者様が自宅へ退院する場合、利用できる社会資源が限られており、デイサービスやリハビリテーション、ショートステイなどのサービスを本人、ご家族様のニーズに合わせて利用していただくことが困難なケースが多々あります。（例：家族としては週２回以上リハビリに本人を通わせたいと考えているが、リハビリテーション事業所としては利用者数も多いため、週1回の対応が限度と考えている場合など）今回のアンケート調査を機に、各地域の社会資源の情報を整理し、なるべくニーズに合わせて、多くの方に適切にサービスを利用していただける環境を構築できればと思っております。よろしくお願いいたします。 イリョウ イゾンド タカ カンジャサマ ジタク タイイン バアイ リヨウ シャカイ シゲン カギ ホンニン カゾク サマ ア リヨウ コンナン タタ レイ カゾク シュウ カイイジョウ ホンニン カヨ カンガ ジギョウショ リヨウシャ スウ オオ シュウ カイ タイオウ ゲンド カンガ バアイ コンカイ チョウサ キ カクチイキ シャカイ シゲン ジョウホウ セイリ ア オオ カタ テキセツ リヨウ カンキョウ コウチク オモ ネガ

		承諾 ショウダク		獨協医科大学病院		0282-86-1111		321-0293		下都賀郡壬生町大字北小林880		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		3		2		別紙参照 ベッシ サンショウ		1		地域医療連携センター医療福祉相談室 チイキ イリョウ レンケイ イリョウ フクシ ソウダンシツ				0282-87-2185

		承諾 ショウダク		あしかがの森足利病院		0284-91-0611		326-0011		足利市大沼田町615		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		1		2		別紙参照 ベッシ サンショウ		1		メディカルソーシャルワーカー		福地　哲郎 フクチ テツロウ		0284-91-0611		soudan@hshikagu-hospital.or.jp

		承諾 ショウダク		JCHO　うつのみや病院		028-653-1001		321-0143		宇都宮市南高砂町11-17		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		2

		承諾 ショウダク		菅又病院　		028-676-0311		329-1207		塩谷郡高根沢町花岡2351		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		2										要相談の診療項目につきましては、病院にお電話で問い合わせていただければ対応いたします。小児科の入院対応はしておりません。外来診察につきましては、急性期の管理は困難であることもありますが、状態が安定している場合には相談いただければ可能な限り対応いたします。 ヨウ ソウダン シンリョウ コウモク ビョウイン デンワ ト ア タイオウ ショウニカ ニュウイン タイオウ ガイライ シンサツ キュウセイキ カンリ コンナン ジョウタイ アンテイ バアイ ソウダン カノウ カギ タイオウ

		承諾 ショウダク		那須赤十字病院		0287-23-1122		324-8686		栃木県大田原市中田原1081-4		1		1		3		3		3		1		3		1		3		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		1		4		なし		1		地域医療福祉連携課福祉係長 チイキ イリョウ フクシ レンケイ カ フクシ カカリチョウ		野中美希 ノナカ ミキ		0287-23-1122		renkeika@nasu.jrc.or.jp



												Ｑ1.医療ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する外来診療について、以下の医療行為に対応できますか

												予防接種 ヨボウ セッシュ		一次診療
（経過観察、栄養観察を含む） イチジ シンリョウ ケイカ カンサツ エイヨウ カンサツ フク		経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ		経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ		中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ		酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ		気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ		人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ		尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ		人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ		褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ

										できる		13		13		9		8		7		9		8		8		7		7		7

										できない		3		3		7		8		8		8		8		9		8		8		6

										要相談 ヨウ ソウダン		4		4		4		4		5		3		4		3		5		5		7



												Ｑ２医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する往診及び訪問診療について、以下の医療行為に対応できますか

												予防接種 ヨボウ セッシュ		経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ		経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ		中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ		酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ		気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ		人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ		尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ		人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ		褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ

										できる		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

										できない		19		20		20		20		20		20		20		20		20		20

										要相談 ヨウ ソウダン		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0

										Ｑ3		3.24時間、重症心身障害児（18歳未満）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイジ サイ ミマン イリョウ タイオウ				3.24時間、重症心身障害児（18歳未満）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイジ サイ ミマン イリョウ タイオウ

										できる		4

										できない		14

										要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン		2

										Ｑ4		4.24時間、重症心身障害者（18歳以上）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイシャ サイ イジョウ イリョウ タイオウ				4.24時間、重症心身障害者（18歳以上）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイシャ サイ イジョウ イリョウ タイオウ

										できる		3

										できない		9

										要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン		8

										Ｑ5		5.重症心身障害児（者）のレスパイト入院に対応できますか ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ ニュウイン タイオウ				5.重症心身障害児（者）のレスパイト入院に対応できますか ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ ニュウイン タイオウ

										できる		5

										できない		10

										要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン		5

										Ｑ6		6.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する訪問リハビリテーションを提供していますか イリョウテキ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ホウモン テイキョウ				6.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する訪問リハビリテーションを提供していますか イリョウテキ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ホウモン テイキョウ

										提供している テイキョウ		1

										提供していない テイキョウ		17

										提供していないが対応は可能 テイキョウ タイオウ カノウ		1

										要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン		1

										Ｑ7		7.平成26年度において、以下における長期入院児（6ヶ月以上）の患者数は何名ですか（「原疾患」及び「長期入院理由」について、複数の理由がある場合は、主な理由を選んでください） ヘイセイ ネンド イカ チョウキ ニュウイン ジ ゲツイジョウ カンジャスウ ナンメイ ゲンシッカン オヨ チョウキ ニュウイン リユウ フクスウ リユウ バアイ オモ リユウ エラ				7.平成26年度において、以下における長期入院児（6ヶ月以上）の患者数は何名ですか（「原疾患」及び「長期入院理由」について、複数の理由がある場合は、主な理由を選んでください） ヘイセイ ネンド イカ チョウキ ニュウイン ジ ゲツイジョウ カンジャスウ ナンメイ ゲンシッカン オヨ チョウキ ニュウイン リユウ フクスウ リユウ バアイ オモ リユウ エラ

										Q8		8.重症心身障害児（者）に対する相談窓口はありますか ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ソウダン マドグチ

																1		ある		13

																2		ない		7
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Ｑ7統計



				乳児～2歳 ニュウジ サイ		3歳～6歳 サイ サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13歳～17歳 サイ サイ		18歳以上 サイイジョウ

		気管切開人工呼吸患者 キカン セッカイ ジンコウ コキュウ カンジャ		11		4		8		5		12

		非気管切開人工呼吸患者（NPPV) ヒ キカン セッカイ ジンコウ コキュウ カンジャ		2		0		0		0		1

		気管切開患者 キカン セッカイ カンジャ		2		3		2		0		14

		その他 タ		4		2		2		0		1



		入院期間 ニュウイン キカン		NICU及びGCU オヨ		PICU		その他小児病棟 タ ショウニ ビョウトウ

		6ヶ月以上1年未満 ゲツイジョウ ネン ミマン		9		0		11

		1年以上2年未満 ネンイジョウ ネン ミマン		1		0		10

		2年以上 ネンイジョウ		4		0		154

		原疾患 ゲンシッカン		NICU及びGCU オヨ		PICU		その他小児病棟 タ ショウニ ビョウトウ

		新生児仮死 シンセイジ カシ		2		0		38

		仮死以外の神経、筋疾患 カシ イガイ シンケイ キン シッカン		3		0		48

		事故 ジコ		0		0		4

		先天異常症候群 センテン イジョウ ショウコウグン		11		0		22

		慢性肺疾患、気道病変 マンセイ ハイ シッカン キドウ ビョウヘン		1		0		0

		低出生体重児 テイ シュッセイ タイジュウ ジ		5		0		7

		社会的事情 シャカイテキ ジジョウ		0		0		2

		その他 タ		2		0		44

		長期入院理由 チョウキ ニュウイン リユウ		NICU及びGCU オヨ		PICU		その他小児病棟 タ ショウニ ビョウトウ

		病状が不安定 ビョウジョウ フアンテイ		6		0		30

		療育施設入所待ち リョウイク シセツ ニュウショ マ		0		0		18

		中間施設受入体制の不備 チュウカン シセツ ウケイレ タイセイ フビ		0		0		0

		地域サポートの不備 チイキ フビ		0		0		0

		病院の在宅医療フォロー体制不備 ビョウイン ザイタク イリョウ タイセイ フビ		0		0		0

		家族の受入困難 カゾク ウケイレ コンナン		4		0		127

		家庭環境、経済的理由 カテイ カンキョウ ケイザイテキ リユウ		1		0		5

		在宅準備中 ザイタク ジュンビチュウ		3		0		4

		その他 タ		0		0		1





黒須病院

				乳児～2歳 ニュウジ サイ		3歳～6歳 サイ サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13歳～17歳 サイ サイ		18歳以上 サイイジョウ

		気管切開人工呼吸患者 キカン セッカイ ジンコウ コキュウ カンジャ										1

		非気管切開人工呼吸患者（NPPV) ヒ キカン セッカイ ジンコウ コキュウ カンジャ										0

		気管切開患者 キカン セッカイ カンジャ										3

		その他 タ



		入院期間 ニュウイン キカン		NICU及びGCU オヨ		PICU		その他小児病棟 タ ショウニ ビョウトウ

		6ヶ月以上1年未満 ゲツイジョウ ネン ミマン

		1年以上2年未満 ネンイジョウ ネン ミマン

		2年以上 ネンイジョウ

		原疾患 ゲンシッカン

		新生児仮死 シンセイジ カシ

		仮死以外の神経、筋疾患 カシ イガイ シンケイ キン シッカン

		事故（溺水、交通事故、転落等） ジコ デキスイ コウツウ ジコ テンラク ナド

		先天異常症候群（染色体異常、欠乏奇形症候群、欠乏性代謝異常など） センテン イジョウ ショウコウグン センショクタイ イジョウ ケツボウ キケイ ショウコウグン ケツボウ セイ タイシャ イジョウ

		慢性肺疾患、気道病変 マンセイ ハイ シッカン キドウ ビョウヘン

		低出生体重児 テイ シュッセイ タイジュウ ジ

		社会的事情 シャカイテキ ジジョウ

		その他 タ

		長期入院理由 チョウキ ニュウイン リユウ

		病状が不安定 ビョウジョウ フアンテイ

		療育施設入所待ち リョウイク シセツ ニュウショ マ

		中間施設受入体制の不備 チュウカン シセツ ウケイレ タイセイ フビ

		地域サポートの不備 チイキ フビ

		病院の在宅医療フォロー体制不備 ビョウイン ザイタク イリョウ タイセイ フビ

		家族の受入困難 カゾク ウケイレ コンナン

		家庭環境、経済的理由 カテイ カンキョウ ケイザイテキ リユウ

		在宅準備中 ザイタク ジュンビチュウ

		その他 タ





自治医科大学附属病院

				乳児～2歳 ニュウジ サイ		3歳～6歳 サイ サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13歳～17歳 サイ サイ		18歳以上 サイイジョウ

		気管切開人工呼吸患者 キカン セッカイ ジンコウ コキュウ カンジャ		1

		非気管切開人工呼吸患者（NPPV) ヒ キカン セッカイ ジンコウ コキュウ カンジャ		1

		気管切開患者 キカン セッカイ カンジャ						1				1

		その他 タ		2		1



		入院期間 ニュウイン キカン		NICU及びGCU オヨ		PICU		その他小児病棟 タ ショウニ ビョウトウ

		6ヶ月以上1年未満 ゲツイジョウ ネン ミマン						4

		1年以上2年未満 ネンイジョウ ネン ミマン						2

		2年以上 ネンイジョウ						1

		原疾患 ゲンシッカン

		新生児仮死 シンセイジ カシ

		仮死以外の神経、筋疾患 カシ イガイ シンケイ キン シッカン						3

		事故（溺水、交通事故、転落等） ジコ デキスイ コウツウ ジコ テンラク ナド

		先天異常症候群（染色体異常、欠乏奇形症候群、欠乏性代謝異常など） センテン イジョウ ショウコウグン センショクタイ イジョウ ケツボウ キケイ ショウコウグン ケツボウ セイ タイシャ イジョウ						3

		慢性肺疾患、気道病変 マンセイ ハイ シッカン キドウ ビョウヘン

		低出生体重児 テイ シュッセイ タイジュウ ジ						1

		社会的事情 シャカイテキ ジジョウ

		その他 タ

		長期入院理由 チョウキ ニュウイン リユウ

		病状が不安定 ビョウジョウ フアンテイ						5

		療育施設入所待ち リョウイク シセツ ニュウショ マ						0

		中間施設受入体制の不備 チュウカン シセツ ウケイレ タイセイ フビ						0

		地域サポートの不備 チイキ フビ						0

		病院の在宅医療フォロー体制不備 ビョウイン ザイタク イリョウ タイセイ フビ						0

		家族の受入困難 カゾク ウケイレ コンナン						1

		家庭環境、経済的理由 カテイ カンキョウ ケイザイテキ リユウ						0

		在宅準備中 ザイタク ジュンビチュウ						1

		その他 タ						0





済生会宇都宮病院

				乳児～2歳 ニュウジ サイ		3歳～6歳 サイ サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13歳～17歳 サイ サイ		18歳以上 サイイジョウ

		気管切開人工呼吸患者 キカン セッカイ ジンコウ コキュウ カンジャ						1				2

		非気管切開人工呼吸患者（NPPV) ヒ キカン セッカイ ジンコウ コキュウ カンジャ

		気管切開患者 キカン セッカイ カンジャ

		その他 タ										1



		入院期間 ニュウイン キカン		NICU及びGCU オヨ		PICU		その他小児病棟 タ ショウニ ビョウトウ

		6ヶ月以上1年未満 ゲツイジョウ ネン ミマン						1

		1年以上2年未満 ネンイジョウ ネン ミマン

		2年以上 ネンイジョウ						3

		原疾患 ゲンシッカン

		新生児仮死 シンセイジ カシ						1

		仮死以外の神経、筋疾患 カシ イガイ シンケイ キン シッカン

		事故（溺水、交通事故、転落等） ジコ デキスイ コウツウ ジコ テンラク ナド

		先天異常症候群（染色体異常、欠乏奇形症候群、欠乏性代謝異常など） センテン イジョウ ショウコウグン センショクタイ イジョウ ケツボウ キケイ ショウコウグン ケツボウ セイ タイシャ イジョウ

		慢性肺疾患、気道病変 マンセイ ハイ シッカン キドウ ビョウヘン

		低出生体重児 テイ シュッセイ タイジュウ ジ

		社会的事情 シャカイテキ ジジョウ

		その他 タ						3

		長期入院理由 チョウキ ニュウイン リユウ

		病状が不安定 ビョウジョウ フアンテイ

		療育施設入所待ち リョウイク シセツ ニュウショ マ						3

		中間施設受入体制の不備 チュウカン シセツ ウケイレ タイセイ フビ

		地域サポートの不備 チイキ フビ

		病院の在宅医療フォロー体制不備 ビョウイン ザイタク イリョウ タイセイ フビ

		家族の受入困難 カゾク ウケイレ コンナン

		家庭環境、経済的理由 カテイ カンキョウ ケイザイテキ リユウ

		在宅準備中 ザイタク ジュンビチュウ

		その他 タ						1





足利赤十字病院

				乳児～2歳 ニュウジ サイ		3歳～6歳 サイ サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13歳～17歳 サイ サイ		18歳以上 サイイジョウ

		気管切開人工呼吸患者 キカン セッカイ ジンコウ コキュウ カンジャ

		非気管切開人工呼吸患者（NPPV) ヒ キカン セッカイ ジンコウ コキュウ カンジャ		1

		気管切開患者 キカン セッカイ カンジャ

		その他 タ



		入院期間 ニュウイン キカン		NICU及びGCU オヨ		PICU		その他小児病棟 タ ショウニ ビョウトウ

		6ヶ月以上1年未満 ゲツイジョウ ネン ミマン						1

		1年以上2年未満 ネンイジョウ ネン ミマン

		2年以上 ネンイジョウ

		原疾患 ゲンシッカン

		新生児仮死 シンセイジ カシ

		仮死以外の神経、筋疾患 カシ イガイ シンケイ キン シッカン

		事故（溺水、交通事故、転落等） ジコ デキスイ コウツウ ジコ テンラク ナド

		先天異常症候群（染色体異常、欠乏奇形症候群、欠乏性代謝異常など） センテン イジョウ ショウコウグン センショクタイ イジョウ ケツボウ キケイ ショウコウグン ケツボウ セイ タイシャ イジョウ

		慢性肺疾患、気道病変 マンセイ ハイ シッカン キドウ ビョウヘン

		低出生体重児 テイ シュッセイ タイジュウ ジ

		社会的事情 シャカイテキ ジジョウ

		その他 タ						1

		長期入院理由 チョウキ ニュウイン リユウ

		病状が不安定 ビョウジョウ フアンテイ

		療育施設入所待ち リョウイク シセツ ニュウショ マ

		中間施設受入体制の不備 チュウカン シセツ ウケイレ タイセイ フビ

		地域サポートの不備 チイキ フビ

		病院の在宅医療フォロー体制不備 ビョウイン ザイタク イリョウ タイセイ フビ

		家族の受入困難 カゾク ウケイレ コンナン

		家庭環境、経済的理由 カテイ カンキョウ ケイザイテキ リユウ						1

		在宅準備中 ザイタク ジュンビチュウ

		その他 タ





獨協医科大学病院

				乳児～2歳 ニュウジ サイ		3歳～6歳 サイ サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13歳～17歳 サイ サイ		18歳以上 サイイジョウ

		気管切開人工呼吸患者 キカン セッカイ ジンコウ コキュウ カンジャ		10		1		3

		非気管切開人工呼吸患者（NPPV) ヒ キカン セッカイ ジンコウ コキュウ カンジャ

		気管切開患者 キカン セッカイ カンジャ		2

		その他 タ		2				1



		入院期間 ニュウイン キカン		NICU及びGCU オヨ		PICU		その他小児病棟 タ ショウニ ビョウトウ

		6ヶ月以上1年未満 ゲツイジョウ ネン ミマン		9				4

		1年以上2年未満 ネンイジョウ ネン ミマン						2

		2年以上 ネンイジョウ						4

		原疾患 ゲンシッカン

		新生児仮死 シンセイジ カシ

		仮死以外の神経、筋疾患 カシ イガイ シンケイ キン シッカン		2

		事故（溺水、交通事故、転落等） ジコ デキスイ コウツウ ジコ テンラク ナド

		先天異常症候群（染色体異常、欠乏奇形症候群、欠乏性代謝異常など） センテン イジョウ ショウコウグン センショクタイ イジョウ ケツボウ キケイ ショウコウグン ケツボウ セイ タイシャ イジョウ		10

		慢性肺疾患、気道病変 マンセイ ハイ シッカン キドウ ビョウヘン

		低出生体重児 テイ シュッセイ タイジュウ ジ		5

		社会的事情 シャカイテキ ジジョウ

		その他 タ		2

		長期入院理由 チョウキ ニュウイン リユウ

		病状が不安定 ビョウジョウ フアンテイ		6				2

		療育施設入所待ち リョウイク シセツ ニュウショ マ						15

		中間施設受入体制の不備 チュウカン シセツ ウケイレ タイセイ フビ

		地域サポートの不備 チイキ フビ

		病院の在宅医療フォロー体制不備 ビョウイン ザイタク イリョウ タイセイ フビ

		家族の受入困難 カゾク ウケイレ コンナン

		家庭環境、経済的理由 カテイ カンキョウ ケイザイテキ リユウ		1

		在宅準備中 ザイタク ジュンビチュウ		2				3

		その他 タ





あしかがの森足利病院

				乳児～2歳 ニュウジ サイ		3歳～6歳 サイ サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13歳～17歳 サイ サイ		18歳以上 サイイジョウ

		気管切開人工呼吸患者 キカン セッカイ ジンコウ コキュウ カンジャ				3		4		5		9

		非気管切開人工呼吸患者（NPPV) ヒ キカン セッカイ ジンコウ コキュウ カンジャ										1

		気管切開患者 キカン セッカイ カンジャ				3		1				10

		その他 タ				1		1



		入院期間 ニュウイン キカン		NICU及びGCU オヨ		PICU		その他小児病棟 タ ショウニ ビョウトウ

		6ヶ月以上1年未満 ゲツイジョウ ネン ミマン						1

		1年以上2年未満 ネンイジョウ ネン ミマン		1				6

		2年以上 ネンイジョウ		4				146

		原疾患 ゲンシッカン

		新生児仮死 シンセイジ カシ		2				37

		仮死以外の神経、筋疾患 カシ イガイ シンケイ キン シッカン		1				45

		事故（溺水、交通事故、転落等） ジコ デキスイ コウツウ ジコ テンラク ナド						4

		先天異常症候群（染色体異常、欠乏奇形症候群、欠乏性代謝異常など） センテン イジョウ ショウコウグン センショクタイ イジョウ ケツボウ キケイ ショウコウグン ケツボウ セイ タイシャ イジョウ		1				19

		慢性肺疾患、気道病変 マンセイ ハイ シッカン キドウ ビョウヘン		1

		低出生体重児 テイ シュッセイ タイジュウ ジ						6

		社会的事情 シャカイテキ ジジョウ						2

		その他 タ						40

		長期入院理由 チョウキ ニュウイン リユウ

		病状が不安定 ビョウジョウ フアンテイ						23

		療育施設入所待ち リョウイク シセツ ニュウショ マ

		中間施設受入体制の不備 チュウカン シセツ ウケイレ タイセイ フビ

		地域サポートの不備 チイキ フビ

		病院の在宅医療フォロー体制不備 ビョウイン ザイタク イリョウ タイセイ フビ

		家族の受入困難 カゾク ウケイレ コンナン		4				126

		家庭環境、経済的理由 カテイ カンキョウ ケイザイテキ リユウ						4

		在宅準備中 ザイタク ジュンビチュウ		1

		その他 タ





管理

		1/15/16		09:30～11:30		120

		1/16/16		19:30～22:00		150

		1/19/16		16:20～17：30		70

		1/28/16		17：30～18:30		60

				22:30～23：30		60

				11：30～13:30		120

		1/30/16		12:00～14：30		150

		1/31/16		15：30～17：45		135

		2/1/16		16：00～18：00		120

		2/1/16		23：30～0：40		70
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相談支援事業所一覧表

		市区郡 シク グン		事業所名 ジギョウショ メイ		電話番号 デンワ バンゴウ		FAX番号 バンゴウ		郵便番号 ユウビンバンゴウ		所在地 ショザイチ		訪問可能な主な市町村 ホウモン カノウ オモ シチョウソン

		足利市 アシカガシ		特定相談支援センターはじめ		0284-22-4561		0284-22-4562		326-0143		足利市葉鹿町735-1		足利市 アシカガシ

		足利市 アシカガシ		足利障害者相談支援センター		0284-44-0307		0284-44-0318		326-0064		足利市東砂原後町1072		足利市、佐野市 アシカガシ サノシ

		足利市 アシカガシ		足利ケアサービス		0284-21-7630		0284-21-3109		326-0843		足利市五十部町809-3		足利市、佐野市、太田市 アシカガシ サノシ オオタシ

		足利市 アシカガシ		障害者相談支援センターフォレスト		0284-91-1816		0284-91-2867		326-0011		足利市大沼田町615		足利市及び近隣市町村 アシカガシ オヨ キンリン シチョウソン

		足利市 アシカガシ		相談支援事業所こころみ		0284-41-5039		0284-43-2665		326-0061		足利市田島町611-2

		宇都宮市 ウツノミヤシ		相談支援事業所ポンテ		028-652-7288		028-652-6355		321-0341		宇都宮市古賀志町1964-12		宇都宮、鹿沼、日光、壬生 ウツノミヤ カヌマ ニッコウ ミブ

		宇都宮市 ウツノミヤシ		うつのみや		028-632-6074		028-632-6075		320-0861		宇都宮市西2-1-7		宇都宮市 ウツノミヤシ

		宇都宮市 ウツノミヤシ		サポートセンターきりん		028-612-3838		028-678-3257		321-0905		宇都宮市平出工業団地43-100 ウツノミヤシ ヒライデコウギョウダンチ		宇都宮市 ウツノミヤシ

		宇都宮市 ウツノミヤシ		サポートセンターとみや生活支援センター		028-665-8230		028-665-8230		321-2116		宇都宮市徳次郎町540		宇都宮市 ウツノミヤシ

		宇都宮市 ウツノミヤシ		サポートセンターひばり		028-670-0330		028-667-7315		321-3236		宇都宮市竹下町435-159		宇都宮市 ウツノミヤシ

		宇都宮市 ウツノミヤシ		相談支援センターネクスト		080-8854-9551		028-612-7174		320-0034		宇都宮市泉町6-25		宇都宮市 ウツノミヤシ

		宇都宮市 ウツノミヤシ		特定相談支援事業所やすらぎ		028-650-7727		028-650-7728		320-0011		宇都宮市富士見が丘3－19－20		宇都宮市 ウツノミヤシ

		宇都宮市 ウツノミヤシ		障がい者生活支援センターこぶし		028-680-5746		028-688-0214		321-0126		宇都宮市茂原町837-1		宇都宮市、上三川町 ウツノミヤシ カミノカワマチ

		大田原市 オオタワラシ		相談支援事業所つばさ		0287-53-7393		0287-53-7394		324-0044		大田原市親園824-1		大田原市、那須塩原市、那須烏山市、矢板市、さくら市、那須町、塩谷町、高根沢町 オオタワラシ ナスシオバラシ ナスカラスヤマシ ヤイタシ シ ナスマチ シオ タニ マチ タカネザワマチ

		大田原市 オオタワラシ		相談支援事業所とまり木		0287-54-2854		0287-54-2230		324-0231		大田原市北野上3952		大田原市、那須塩原市、那須町 オオタワラシ ナスシオバラシ ナスマチ

		小山市 オヤマシ		相談支援事業所わくわくおやま		0285-24-6575		0285-20-0255		323-0022		小山市駅東通り3-9-6		小山市 オヤマシ

		小山市 オヤマシ		友井タクシー介護ステーションふれあい		0285-30-0840		0285-30-0844		323-0025		小山市城山町2丁目12-25		小山市 オヤマシ

		小山市 オヤマシ		相談支援事業所おやま		0285-22-1833		0285-22-8946		323-0014		小山市喜沢660		小山市、下野市 オヤマシ シモノ シ

		小山市 オヤマシ		社会就労センターえいぶるの里 シャカイ シュウロウ サト		0285-22-4561		0285-22-4581		323-0003		小山市東島田2403-2		小山市、下野市、上三川町、野木町、結城市、古河市、筑西市 オヤマシ シモノ シ カミノカワマチ ノギマチ ユウキシ コガシ ツク ニシ シ

		小山市 オヤマシ		はつらつサロン南天相談支援事業所		0285-22-4659		0285-38-6529		323-0027		小山市花垣町2-3-19		小山市、栃木市 オヤマシ トチギシ

		小山市 オヤマシ		相談支援事業所みどり		0285-45-8362		0285-45-8397		329-0214		小山市乙女786-1		小山市、栃木市、古河市、結城市 オヤマシ トチギシ コガシ ユウキシ

		上三川町 カミノカワマチ		上三川障がい児・者生活相談支援センター		0285-38-6854		0285-38-6841		329-0611		上三川町上三川5082-15		上三川町 カミノカワマチ

		さくら市 シ		障がい者支援センターにんべん		028-686-2539		028-686-2584		329-1417		さくら市フィオーレ喜連川5-2-1　フィオーレガーデン1-102		さくら市 シ

		佐野市 サノシ		社会福祉法人とちのみ会　こなかの森 シャカイ フクシ ホウジン カイ モリ		0283-24-5757		0283-24-6294		327-0001		佐野市小中町1280		佐野市、足利市 サノシ アシカガシ

		佐野市 サノシ		さの社協相談支援センターほっぷ		0283-22-8152		0283-22-8199		327-0003		佐野市大橋町3212-27		佐野市全域 サノシ ゼンイキ

		下野市 シモノ シ		南栃木支援センター相談支援		0285-44-6118		0285-44-7215		329-0412		下野市柴1432-105		下野市、小山市、壬生町 シモノ シ オヤマシ ミブマチ

		下野市 シモノ シ		下野市相談支援事業所 こばと		0285-44-6783		0285-44-6783		329-0414		下野市小金井1146-6		下野市、上三川町 シモノ シ カミノカワマチ

		高根沢町 タカネザワマチ		高根沢町障害児者生活支援センターすまいる タカネザワマチ		028-612-2751		028-612-2752		329-1225		塩谷郡高根沢町石末1825　福祉センター内 シオヤグン タカネザワマチ イシヅエ フクシ ナイ		高根沢町 タカネザワマチ

		高根沢町 タカネザワマチ		障害者相談支援センターいぶき		028-678-3502		028-676-3501		329-1216		塩谷郡高根沢町桑窪2266-2		高根沢町 タカネザワマチ

		栃木市 トチギシ		相談支援事業所わらしべの家		0282-27-1627		0282-27-1675		328-0011		栃木市大宮町2708-3		栃木市 トチギシ

		栃木市 トチギシ		相談支援センターぴあん ソウダン シエン		0282-31-1755		0282-31-2919		328-0067		栃木市皆川城内町333-2		栃木市、小山市 トチギシ オヤマシ

		栃木市 トチギシ		相談支援事業所「ピュア」		0282-31-3911		0282-31-3912		328-0133		栃木市大森町465		栃木市、鹿沼市、佐野市、小山市、壬生町 トチギシ カヌマシ サノシ オヤマシ ミブマチ

		栃木市 トチギシ		相談支援ウエイブ		0282-23-4465		0282-23-4465		328-0012		栃木市平柳町1-2-7		栃木市、壬生町 トチギシ ミブマチ

		栃木市 トチギシ		もくせいの里		0282-43-0593		0282-43-1387		329-4405		栃木市大平町西山田1198		栃木市内 トチギシナイ

		那須町 ナスマチ		障がい者相談支援事業所ケアサプライ		0287-73-5312		0287-73-5311		329-3221		那須郡那須町漆塚762-102 ナスグン ナスマチ ウルシツカ		白河市、那須町、那須塩原市、大田原市 シラカワシ ナスマチ ナスシオバラシ オオタワラシ

		那須塩原市 ナスシオバラ シ		相談支援事業所テトテ		0287-36-7171		0287-36-7181		329-2732		那須塩原市一区町251-1		那須塩原市（大田原、矢板、那須町、那珂川町、烏山） ナスシオバラ シ オオタワラ ヤイタ ナスマチ ナカガワマチ カラスヤマ

		那須塩原市 ナスシオバラ シ		相談支援事業のぞみ		0287-65-2288		0287-65-2282		329-3152		那須塩原市上中野53		那須塩原市、大田原市、那須町 ナスシオバラ シ オオタワラシ ナスマチ

		那須塩原市 ナスシオバラ シ		相談支援事業所　空		0287-73-8165		0287-73-8165		329-3157		那須塩原市大原間西1-19-9		那須塩原市、大田原市、那須町 ナスシオバラ シ オオタワラシ ナスマチ

		那須塩原市 ナスシオバラ シ		指定特定相談支援事業所あじさい		0287-60-3361		0287-60-3362		325-0034		那須塩原市東原166		那須塩原市、那須町 ナスシオバラ シ ナスマチ

		野木町 ノギマチ		さわやか相談支援センター		0280-57-4884		0280-57-4994		329-0112		野木町南赤塚1145-1		小山市、野木町、古河市、栃木市 オヤマシ ノギマチ コガシ トチギシ

		芳賀郡 ハガ グン		相談支援センター光輝舎		0285-70-2020		0285-72-8222		321-4105		芳賀郡益子町北中1113-1		芳賀郡、真岡市等 ハガ グン モオカシ ナド

		芳賀郡 ハガ グン		相談支援センターみさと		0285-72-9767				321-4104		芳賀郡益子町大沢2800-5		芳賀郡内（真岡市、益子町、市貝町、芳賀町、茂木町） ハガ グンナイ モオカシ マシコ チョウ イチ ガイ マチ ハガマチ モギマチ

		真岡市 モオカシ		相談支援センターのどか　真岡センター		0285-81-5890		0285-85-8452		321-4305		真岡市荒町111-1		真岡市、芳賀町、市貝町、益子町、茂木町 モオカシ ハガマチ イチガイ マチ マシコ チョウ モギ マチ

		真岡市 モオカシ		真岡介護センター		0285-80-5200		0285-80-5211		321-4361		真岡市並木町1-8-1　シティ並木102 ナミキ		真岡市、芳賀町南部、市貝町南部、益子町西部、上三川東部 モオカシ ハガマチ ナンブ イチ ガイ チョウ ナンブ マシコ チョウ セイブ カミノカワ トウブ

		壬生町 ミブマチ		指定障害者相談支援事業所あるしぇん		0282-86-7665		0282-21-7109		321-0201		下都賀郡壬生町安塚2032 シモツガグン ミブマチ ヤスヅカ		壬生町 ミブマチ





訪問看護事業所一覧表

		市区郡 シク グン		事業所名 ジギョウショ メイ		電話番号 デンワ バンゴウ		FAX番号 バンゴウ		郵便番号 ユウビンバンゴウ		所在地 ショザイチ		訪問可能な主な市町村 ホウモン カノウ オモ シチョウソン

		足利市 アシカガシ		あおい訪問看護ステーション		0284-73-9456		0284-72-7600		326-0831		足利市堀込町2556 セレッソ・コート1階		足利市とその周辺（佐野市、館林市、巴楽町、太田市、桐生市） アシカガシ シュウヘン サノシ タテバヤシシ トモエ ラク マチ オオタシ キリュウシ				足利市 アシカガシ		2

		足利市 アシカガシ		ライフ訪問看護リハビリテーション		0284-64-8799		0284-64-8335		326-0831		足利市堀込町2656-7　ASKビル301号		足利市、佐野市、館林市、邑楽郡、太田市、桐生市 アシカガシ サノシ タテバヤシシ オウラ グン オオタシ キリュウシ				宇都宮市 ウツノミヤシ		7

		宇都宮市 ウツノミヤシ		ＷＡＤＥＷＡＤＥ訪問看護ステーション		028-666-5420		028-666-5460		321-0923		宇都宮市下栗町2913-1 ウツノミヤシ シモグリマチ		宇都宮市、上三川町、 ウツノミヤシ カミノカワマチ				大田原市 オオタワラシ		4

		宇都宮市 ウツノミヤシ		訪問看護ステーションここあ		028-600-3735		028-600-3736		321-2116		宇都宮市徳次郎町998-9 ウツノミヤシ トクジロウマチ		宇都宮市、日光市、 ウツノミヤシ ニッコウシ				小山市 オヤマシ		3

		宇都宮市 ウツノミヤシ		訪問看護ステーションうつのみや		028-612-6103		028-612-6104		320-0852		宇都宮市下砥上町字並塚643番地1		宇都宮市、壬生町 ウツノミヤシ ミブマチ				鹿沼市 カヌマシ		1

		宇都宮市 ウツノミヤシ		訪問看護ステーションあるく		028-643-5586		028-678-8796		320-0036		宇都宮市小幡2-6-14 		宇都宮市 ウツノミヤシ				さくら市 シ		1

		宇都宮市 ウツノミヤシ		訪問看護ステーション風		028-612-1333		028-612-1384		321-0117		宇都宮市城南3丁目5-6		宇都宮、鹿沼、下野、壬生 ウツノミヤ カヌマ シモノ ミブ				佐野市 サノシ		2

		宇都宮市 ウツノミヤシ		訪問看護ステーションほっと		028-626-5739		028-625-8201		321-0974		宇都宮市竹林町958		宇都宮市 ウツノミヤシ				下野市 シモツケシ		1

		宇都宮市 ウツノミヤシ		宮の橋訪問看護ステーション		028-635-9839		028-635-9839		321-0963		宇都宮市南大通り1-1-23		宇都宮市 ウツノミヤシ				高根沢町 タカネザワマチ		1

		大田原市 オオタワラシ		訪問看護ステーションゆりの木		0287-47-5123		0287-47-5124		324-0028		大田原市山の手1-1-7 ヤマ テ		大田原市、那須塩原市、那珂川町 オオタワラシ ナスシオバラ シ ナカガワマチ				栃木市 トチギシ		1

		大田原市 オオタワラシ		とちぎ訪問看護ステーションくろばね		0287-54-0507		0287-54-0580		324-0241		大田原市黒羽向町142番地		大田原市、那須塩原市、那須町、那珂川町 オオタワラシ ナスシオバラ シ ナスマチ ナカガワマチ				那須烏山市 ナスカラスヤマシ		1

		大田原市 オオタワラシ		さくら訪問看護ステーション		0287-29-3252		0287-29-3252		324-0058		大田原市紫塚3-2633-10		大田原市、那須塩原市、矢板市 オオタワラシ ナスシオバラ シ ヤイタ シ				那須塩原市 ナスシオバラ シ		1

		大田原市 オオタワラシ		那須赤十字訪問看護ステーション		0287-23-8866		0287-23-8903		324-8686		大田原市中田原1081-4		大田原市、那須塩原市（一部を除く） オオタワラシ ナスシオバラ シ イチブ ノゾ				野木町 ノギマチ		1

		小山市 オヤマシ		とちぎ訪問看護ステーションおやま		0285-39-8602		0285-39-8607		323-0827		小山市神鳥谷2251-7 オヤマシ ヒトトノヤ		小山市、下野市（南部）、野木町（北部） オヤマシ シモノ シ ナンブ ノギ マチ ホクブ				壬生町 ミブマチ		1

		小山市 オヤマシ		わくわく訪問看護ステーションおやま		0285-24-6575		0285-20-0255		323-0022		小山市駅東通り3-9-6		小山市、結城市（茨城県）、下野市の一部、栃木市（PTのみ） オヤマシ ユウキシ イバラキケン シモノ シ イチブ トチギシ				真岡市 モオカシ		1

		小山市 オヤマシ		訪問看護ステーションみどり		0285-45-8362		0285-45-8397		329-0214		小山市乙女786-1		小山市、栃木市、古河市、結城市 オヤマシ トチギシ コガシ ユウキシ						28

		鹿沼市 カヌマシ		鹿沼訪問看護ステーション		0289-60-5650		0289-60-1687		322-0021		鹿沼市上野町320-3高橋ビル1階103号室		鹿沼市、旧宇都宮市、旧今市市、壬生町、西片町 カヌマシ キュウ ウツノミヤシ キュウ イマイチシ ミブマチ ニシカタマチ

		さくら市 シ		訪問看護ステーション卯の郷		028-682-7770		028-682-7766		329-1311		さくら市氏家2650番地		さくら市（周辺15ｋｍ以内）、塩谷町、那須烏山市、宇都宮市、高根沢町 シ シュウヘン イナイ シオヤ マチ ナスカラスヤマシ ウツノミヤシ タカネザワ マチ

		佐野市 サノシ		訪問看護ステーションマザーの家		0283-85-7771		0283-85-7772		327-0504		佐野市中町942-1		佐野市 サノシ

		佐野市 サノシ		訪問看護ステーション佐野		0283-86-7013		0283-86-7031		327-0847		佐野市天神町774-22 メープルハイツ101号室		足利市、佐野市、栃木市（旧岩船市） アシカガシ サノシ トチギシ キュウ イワフネ シ

		下野市 シモツケシ		訪問看護ステーション石橋		0285-52-2293		0285-52-2268		329-0511		下野市石橋628番地		下野市、上三川町、壬生町、宇都宮市（部） シモノ シ カミノカワマチ ミブマチ ウツノミヤシ ブ

		高根沢町 タカネザワ マチ		訪問看護ステーションたかねざわ		028-680-1701		028-680-1702		329-1233		塩谷郡高根沢町宝積寺2426-8 		高根沢町、さくら市、那須烏山市、芳賀町、市貝町、茂木町、益子町、宇都宮市 タカネザワマチ シ ナスカラスヤマシ ハガ マチ イチ カイ チョウ モギマチ マシコ チョウ ウツノミヤシ

		栃木市 トチギシ		訪問看護ステーションオリーブ		0282-27-8414		0282-27-8415		328-0027		栃木市今泉町1丁目17番29号		栃木市、小山市、下野市、壬生町 トチギシ オヤマシ シモノ シ ミブ マチ

		那須烏山市 ナスカラスヤマシ		訪問看護ステーションあい		0287-83-8035		0287-83-8222		321-0628		那須烏山市金井2-5-9 ベンチャープラザ7号室 ゴウシツ		那須烏山市、那珂川町、茂木町、一貝町 ナスカラスヤマシ ナカガワマチ モギマチ イチ ガイ マチ

		那須塩原市 ナスシオバラ シ		マロニエ訪問看護ステーション		0287-37-6322		0287-39-3305		329-2763		那須塩原市井口537-3 にしなすの総合在宅ケアセンター内		那須塩原市、那須町、大田原市　リハビリのみ→那珂川町訪問可能 ナスシオバラ シ ナスマチ オオタワラシ ナカガワ マチ ホウモン カノウ

		野木町 ノギマチ		訪問看護ステーションたんぽぽ		0280-57-1888		0280-57-3819		329-0101		下都賀郡野木町友沼5119-12		野木町、小山市、旧藤岡町 ノギマチ オヤマシ キュウ フジオカマチ

		壬生町 ミブマチ		とちぎ訪問看護ステーションみぶ		0282-82-7262		0282-82-7260		321-0218		下都賀郡壬生町落合1-18-12		上三川町、下野市、壬生町、宇都宮 カミノカワマチ シモノ シ ミブ チョウ ウツノミヤ

		真岡市 モオカシ		芳賀赤十字訪問看護ステーション		0285-84-8266		0285-84-8266		321-4306		真岡市台町2461		芳賀郡全域（真岡市、益子町、芳賀町、茂木町） ハガ グン ゼンイキ モオカシ マシコマチ ハガマチ モギ マチ





診療所一覧表

		市区郡 シク グン		診療所名 シンリョウジョ メイ		電話番号 デンワ バンゴウ		郵便番号 ユウビンバンゴウ		所在地 ショザイチ

		足利市 アシカガシ		山浦内科医院		0284-21-6653 		326-0843		足利市五十部町1256-5

		足利市 アシカガシ		あいファミリィクリニック足利 アシカガ		0284-22-3788		329-4213		足利市寺岡町505-1

		足利市 アシカガシ		かしま産婦人科 サンフジンカ		0284-65-0341		326-0844		足利市鹿島町501-1

		足利市 アシカガシ		くさの小児科		0284-73-7000		326-0335		足利市上渋垂町338-3

		足利市 アシカガシ		すながクリニック		0284-44-7211		326-0015		足利市八椚町494-1　

		宇都宮市 ウツノミヤシ		医療法人　亀田内科		028-633-2884		320-0812		宇都宮市一番町1-28

		宇都宮市 ウツノミヤシ		越戸クリニック		028-660-6190		321-0951		宇都宮市越戸町139-6

		宇都宮市 ウツノミヤシ		福田こどもクリニック		028-659-8850		320-0852		宇都宮市下砥上町1545-20

		宇都宮市 ウツノミヤシ		きくちクリニック		028-683-3387		321-0903		宇都宮市下平出町614-2

		宇都宮市 ウツノミヤシ		てらもと小児科		028-650-6636		321-0975		宇都宮市関堀町971-6

		宇都宮市 ウツノミヤシ		あおい内科小児科ｸﾘﾆｯｸ		028-663-6000		321-0973		宇都宮市岩曽町1086-1

		宇都宮市 ウツノミヤシ		桜井消化器科・内科		028-643-0870		320-0073		宇都宮市細谷1-7-38

		宇都宮市 ウツノミヤシ		鈴木内科クリニック		028-655-1229		321-0139		宇都宮市若松原2-4-19

		宇都宮市 ウツノミヤシ		大根田内科医院		028-624-6322		320-0072		宇都宮市若草3-4-22

		宇都宮市 ウツノミヤシ		てらだファミリークリニック		028-654-2188		321-0132		宇都宮市雀の宮5-5-1

		宇都宮市 ウツノミヤシ		清原台こどもクリニック キヨハラ ダイ		028-305-6017		321-3223		宇都宮市清原台2-4-14

		宇都宮市 ウツノミヤシ		森田医院		028-633-1573		320-0861		宇都宮市西3-5-8

		宇都宮市 ウツノミヤシ		こどもヶ丘診療所		028-615-1077		321-0151		宇都宮市西川田町183-21

		宇都宮市 ウツノミヤシ		有村小児科医院		028-656-7207		321-0912		宇都宮市石井町3128-11

		宇都宮市 ウツノミヤシ		いちはらファミリークリニック		028-612-8350		321-0414		宇都宮市中里町322

		宇都宮市 ウツノミヤシ		豊郷中央渡辺内科　		028-622-8900		320-0004		宇都宮市長岡町1217-5

		宇都宮市 ウツノミヤシ		宇都宮市子ども発達センター診療所 ウツノミヤシ コ ハッタツ シンリョウジョ		028-647-4720		320-0851		宇都宮市鶴田町970-1

		宇都宮市 ウツノミヤシ		梅園医院		028-633-2869		320-0035		宇都宮市伝馬町3-28

		宇都宮市 ウツノミヤシ		片山医院		028-661-9764		321-0944		宇都宮市東峰町3008-21

		宇都宮市 ウツノミヤシ		冨塚メデｲカルクリニック		028-666-2555		321-2116		宇都宮市徳次郎町888

		宇都宮市 ウツノミヤシ		豊郷台クリニック ユタカ ゴウ ダイ		028-643-8998		320-0003		宇都宮市豊郷台2-21-3

		宇都宮市 ウツノミヤシ		みやの杜クリニック　		028-683-7811		321-0904		宇都宮市陽東2-4-5

		宇都宮市 ウツノミヤシ		医療法人　赤羽病院		028-661-5446		321-0904		宇都宮市陽東7-2-2

		大田原市 オオタワラシ		くろばね齋藤醫院		0287-54-0031		324-0233		大田原市黒羽田町612

		大田原市 オオタワラシ		さいとうハート＆キッズクリニック		0287-53-7979		324-0043		大田原市浅香1-4-3

		大田原市 オオタワラシ		あさかクリニック		0287-22-2601		324-0043		大田原市浅香3-3711

		小山市 オヤマシ		神鳥谷クリニック		0285-22-7700		323-0827		小山市神鳥谷1-19-1

		小山市 オヤマシ		小山すぎの木クリニック		0285-30-3456		323-0806		小山市中久喜1131-1

		小山市 オヤマシ		おおきこどもクリニック		0285-41-0025 		329-0207		小山市美しが丘3-35-3

		鹿沼市 カヌマシ		小川こどもクリニック		0289-74-5421		322-0027		鹿沼市貝島町5006-2

		鹿沼市 カヌマシ		飯岡小児科		0289-65-3257		322-0074		鹿沼市日吉町569-2

		鹿沼市 カヌマシ		小松医院		0289-60-5515		322-0064		鹿沼市文化橋町2300-1

		鹿沼市 カヌマシ		いとうこどもクリニック		0289-63-5566		322-0025		鹿沼市緑町2-2-29

		上三川 カミノカワ		やの小児科医院		0285-56-0280		329-0611		河内郡上三川町上三川3446-3

		さくら市 シ		仲嶋医院		028-681-7755		329-1311		さくら市氏家3245-17

		佐野市 サノシ		稲毛クリニック		0283-25-2566		327-0103		佐野市石塚町893-1

		佐野市 サノシ		こばやしファミリークリニック		0283-85-9900		327-0311		佐野市多田町566

		佐野市 サノシ		坪水医院		0283-62-0265		327-0312		佐野市栃本町2241

		佐野市 サノシ		緑の屋根診療所		0283-20-2577		327-0843		佐野市堀米町1348-5

		佐野市 サノシ		キッズクリニックはせがわ		0283-27-0200		327-0843		佐野市堀米町3946-6

		下野市 シモノ シ		グリムこどもクリニック		0285-51-1515		329-0502		下野市下古山2-6-17

		下野市 シモノ シ		にじいろこども診療所 シンリョウジョ		0285-44-7716		329-0414		下野市小金井4-1-1

		下野市 シモノ シ		角田内科医院		0285-53-5665 		329-0511		下野市石橋549

		下野市 シモノ シ		佐藤内科		0285-53-1305		329-0511		下野市石橋839-14

		下野市 シモノ シ		おかべこどもクリニック		0285-40-7300 		329-0433		下野市緑5-17-12

		高根沢町 タカネザワマチ		にいたに内科　		028-675-6515		329-1231		塩谷郡高根沢町宝石台 3-3-19

		栃木市 トチギシ		熊倉医院		0282-55-8425		329-4316		栃木市岩舟町新里180-1 トチギシ

		栃木市 トチギシ		竹田内科小児科クリニック		0282-29-1233		328-0011		栃木市大宮町52番地

		栃木市 トチギシ		田村医院		0282-43-3368		329-4423		栃木市大平町西水代1835-1

		栃木市 トチギシ		小森谷内科医院		0282-43-7327		329-4404		栃木市大平町富田4003-8

		栃木市 トチギシ		持田医院		0282-67-3661		329-0319		栃木市藤岡町中根115-5

		栃木市 トチギシ		腰塚医院		0282-62-2072		323-1104		栃木市藤岡町藤岡1845-10

		栃木市 トチギシ		よこやま内科小児科クリニック		0282-24-8102		328-0075		栃木市箱森町38-70

		栃木市 トチギシ		サンレディースクリニック		0282-24-3541		328-0024		栃木市樋ノ口町504-1

		栃木市 トチギシ		桜井こどもクリニック		0282-24-5987		328-0034		栃木市本町16-9

		栃木市 トチギシ		さいとう小児科 ショウニカ		0282-22-0757 		328-0015		栃木市万町30番16号

		那珂川町 ナカガワマチ		佐藤医院		0287-96-2841		324-0501		那須郡那珂川町小川2960-1

		那珂川町 ナカガワマチ		飯塚医院		0287-92-2034		324-0613		那須郡那珂川町馬頭484-3

		那珂川町 ナカガワマチ		立花医院		0287-72-0311		325-0003		那須郡那須町寺子乙3967-190

		那須塩原市 ナスシオバラ シ		中川医院 ナカガワ イイン		0287-62-0040		325-0057		那須塩原市黒磯幸町6-27

		那須塩原市 ナスシオバラ シ		さいとうクリニック		0287-39-1805		329-2724		那須塩原市西幸町7-13

		那須塩原市 ナスシオバラ シ		みずぬまクリニック		0287-39-1581		329-2751		那須塩原市東三島2-80-6

		日光市 ニッコウシ		吉原医院		0288-21-0161		321-1261		日光市今市826-4

		日光市 ニッコウシ		木村内科医院		0288-22-7880		321-1264		日光市瀬尾497-1

		益子町 マシコマチ		鈴木医院		0285-72-2032		321-4217		益子町益子1747-2

		壬生町 ミブマチ		小倉医院		0282-82-0057		321-0227		壬生町通町10-5

		壬生町 ミブマチ		大橋内科クリニック		0282-82-8522		321-0219		壬生町福和田1003-1

		壬生町 ミブマチ		かとう小児科 ショウニカ		0282-82-7576		321-0218		壬生町落合3-7-30

		真岡市 モオカシ		ひがのクリニック		0285-74-0051 		321-4521		真岡市久下田941-1

		真岡市 モオカシ		小林診療所		0285-82-3873		321-4369		真岡市熊倉3-10-7

		真岡市 モオカシ		西真岡こどもクリニック		0285-81-7900		321-4341		真岡市高勢町3-205-1

		真岡市 モオカシ		田井の里クリニック		0285-81-6502		321-4301		真岡市西田井内外748-2

		真岡市 モオカシ		深谷医院 フカヤ イイン		0285-75-0007 		321-4502		真岡市物井1268-7

		茂木町 モギマチ		吉永医院		0285-63-2303		321-3564		茂木町増井190-1





病院一覧表

		市区郡 シク グン		診療所名 シンリョウジョ メイ		電話番号 デンワ バンゴウ		郵便番号 ユウビンバンゴウ		所在地 ショザイチ																																																						相談窓口 ソウダン マドグチ		部署名・職名 ブショ メイ ショクメイ		ご担当者氏名 タントウシャ シメイ		連絡先TEL レンラクサキ		連絡先MAIL レンラクサキ

		足利市 アシカガシ		あしかがの森足利病院		0284-91-0611		326-0011		足利市大沼田町615		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		1		2		別紙参照 ベッシ サンショウ		有		メディカルソーシャルワーカー		福地　哲郎 フクチ テツロウ		0284-91-0611		soudan@hshikagu-hospital.or.jp

		足利市 アシカガシ		足利赤十字病院		0284-21-0121		326-0843		足利市五十部町284-1		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		3		1		2		別紙参照 ベッシ サンショウ		有		事務部医事課社会福祉士 ジム ブ イジ カ シャカイ フクシ シ		布施　麻由実 フセ マユミ		0284-20-1307

		宇都宮市 ウツノミヤシ		済生会宇都宮病院		028-626-5500		321-0974		宇都宮市竹林町911-1		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		2		別紙参照 ベッシ サンショウ		有		地域連携課 チイキ レンケイ カ		荻津　守 オギツ カミ		028-626-5500

		宇都宮市 ウツノミヤシ		JCHO　うつのみや病院		028-653-1001		321-0143		宇都宮市南高砂町11-17		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		無

		大田原市 オオタワラシ		那須赤十字病院		0287-23-1122		324-8686		大田原市中田原1081-4		1		1		3		3		3		1		3		1		3		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		1		4		なし		有		地域医療福祉連携課福祉係長 チイキ イリョウ フクシ レンケイ カ フクシ カカリチョウ		野中 美希 ノナカ ミキ		0287-23-1122		renkeika@nasu.jrc.or.jp

		小山市 オヤマシ		新小山市民病院		0285-36-0200		323-0827		小山市神鳥谷2251-1 オヤマシ ヒトトノヤ		1		1		3		2		2		2		2		2		2		2		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		2		なし		有		医療相談室保健師 イリョウ ソウダンシツ ホケンシ		多賀谷 邦子 タガヤ クニコ		0285-36-0256		soudan@hospital.oyama.tochigi.jp

		小山市 オヤマシ		小山厚生病院		0285-22-1105		323-0031		小山市八幡町2-10-6		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		2		なし		有		看護師長 カンゴシ チョウ		横家 よね子 ヨコ イエ コ		0285-22-1105
0285-24-9890

		下野市 シモツケシ		自治医科大学附属病院　		0285-44-2111		329-0498		下野市薬師寺3311-1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		2		3		2		別紙参照 ベッシ サンショウ		有		地域医療連携部（看護師） チイキ イリョウ レンケイ ブ カンゴシ		黒田　光恵 クロダ ミツエ		0285-44-2111		mazuek@jichi.ac.jp

		下野市 シモツケシ		石橋総合病院		0285-53-1134		329-0511		下野市石橋628		1		1		1		1		1		1		1		2		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		1		なし		有		地域医療連携部 チイキ イリョウ レンケイ ブ		(部長)岩崎 さゆり ブチョウ イワサキ		0285-53-1134		ishibashi-renkei@yushikai.jp

		高根沢町 タカネザワマチ		菅又病院　		028-676-0311		329-1207		塩谷郡高根沢町花岡2351		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		無

		栃木市 トチギシ		とちの木病院		0282-22-7722		328-0071		栃木市大町39-5		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		無

		栃木市 トチギシ		下都賀総合病院		0282-22-2551		328-0044		栃木市富士見町5-32		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		3		なし		有		医療福祉相談室 イリョウ フクシ ソウダンシツ		MSWが3人おります ニン		0282-22-2551

		栃木市 トチギシ		西方病院		0282-92-2323		322-0601		栃木市西方町金崎273-3 トチギシ		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		有		西方病院地域連携室 ニシカタ ビョウイン チイキ レンケイ シツ				0282-25-7310		nishikata-renkei@cc9.ne.jp

		壬生町 ミブマチ		獨協医科大学病院		0282-86-1111		321-0293		下都賀郡壬生町大字北小林880		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		3		2		別紙参照 ベッシ サンショウ		有		地域医療連携センター医療福祉相談室 チイキ イリョウ レンケイ イリョウ フクシ ソウダンシツ				0282-87-2185
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相談支援事業所

		Ｑ1.貴施設について、お伺いいたします キ シセツ ウカガ										事業所名とコメントをくっつけるで一表を作る ジギョウショ メイ イッピョウ ツク

		1		事業所名 ジギョウショ メイ								今月中 コンゲツ チュウ

		2		電話番号 デンワ バンゴウ								地図と一覧表をパワーポイント チズ イチラン ヒョウ

		3		FAX番号 バンゴウ								各項目ごとにページを作る カクコウモク ツク

		4		所在地 ショザイチ

		5		訪問可能な主な市町村 ホウモン カノウ オモ シチョウソン

		Ｑ2.重症心身障害児（者）の定義をご存知ですか ジュウショウシンシンショウガイジ シャ テイギ ゾンジ

		Ｑ2-1		知っている シ

		Ｑ2-2		知らない シ

		Ｑ3.重症心身障害児（者）の方（家族・関係機関等）からの相談を受けたことがありますか ジュウショウシンシンショウガイジ シャ カタ カゾク カンケイ キカン ナド ソウダン ウ

		Ｑ3-1		1		ある

		Ｑ3-2		2		ない

		Ｑ3-1-Ａ

				Ａ-1それは誰からの相談でしたか ダレ ソウダン

				1		ａ.家族 カゾク

				2		ｂ.支援者 シエンシャ

				3		ｃ.関係機関 カンケイ キカン

				Ａ-2それはどんな相談でしたか（複数回答可） ソウダン フクスウ カイトウ カ

				1		ａ.生活上の相談 セイカツ ジョウ ソウダン

				2		ｂ.医療的な相談 イリョウテキ ソウダン

				3		ｃ.制度に関する相談 セイド カン ソウダン

				4		ｄ.教育に関する相談 キョウイク カン ソウダン

				5		ｅ.サービス等利用計画書作成に関する相談 ナド リヨウ ケイカクショ サクセイ カン ソウダン

				6		ｆ.その他 タ

				Ａ-3それらの相談事業所として対応（解決）はできましたか ソウダン ジギョウショ タイオウ カイケツ

				1		ａ.できた

				2		ｂ.できなかった

				Ａ-3-1それはどうしてですか

				1		ａ解決手段・方法がなかった カイケツ シュダン ホウホウ

				2		ｂ.ほかの相談支援事業所に依頼した ソウダン シエン ジギョウショ イライ

				3		ｃ.行政に依頼した ギョウセイ イライ

				4		ｄ.その他 タ

		Ｑ4.Ｑ3-2「ない」→これから重症心身障害児（者）の方（本人・家族等）からの相談があればどのように対応されますか ジュウショウシンシンショウガイジ シャ カタ ホンニン カゾク ナド ソウダン タイオウ

				Ｑ4-1		自分の事業所で対応する ジブン ジギョウショ タイオウ

				Ｑ4-2		ほかの相談支援事業所へ依頼する ソウダン シエン ジギョウショ イライ

				Ｑ4-3		行政に依頼する ギョウセイ イライ

				Ｑ4-4		その他 タ

		Ｑ5.重症心身障害児（者）の方のサービス等利用計画書を作成したことがありますか ジュウショウシンシンショウガイジ シャ カタ ナド リヨウ ケイカクショ サクセイ

				Ｑ5-1		ある

				Ｑ5-2		ない

						Ｑ5-1-Ａ		「ある」と回答→作成にあたり、苦労したこと困ったことがありましたか カイトウ サクセイ クロウ コマ

						Ｑ5-2-Ａ		「ない」と回答 カイトウ

						1		ａ.今後依頼があれば作成する コンゴ イライ サクセイ

						2		ｂ.他の相談支援事業所に依頼する ホカ ソウダン シエン ジギョウショ イライ

						3		ｃ.作成するかどうかわからない サクセイ

						Ｑ5-2-Ａ-1		b.cを回答→それはどうしてですか カイトウ

		Q6.重症心身障害児（者）の方がより良い在宅生活をしていく上で何か必要だと思うことがあればご自由にお書きください ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ カタ ヨ ザイタク セイカツ ウエ ナニ ヒツヨウ オモ ジユウ カ



		承諾可否 ショウダク カヒ		Q1												Ｑ2.重症心身障害児（者）の定義をご存知ですか ジュウショウシンシンショウガイジ シャ テイギ ゾンジ				Ｑ3.重症心身障害児（者）の方（家族・関係機関等）からの相談を受けたことがありますか ジュウショウシンシンショウガイジ シャ カタ カゾク カンケイ キカン ナド ソウダン ウ																														Ｑ4.Ｑ3-2「ない」→これから重症心身障害児（者）の方（本人・家族等）からの相談があればどのように対応されますか ジュウショウシンシンショウガイジ シャ カタ ホンニン カゾク ナド ソウダン タイオウ										Ｑ5.重症心身障害児（者）の方のサービス等利用計画書を作成したことがありますか ジュウショウシンシンショウガイジ シャ カタ ナド リヨウ ケイカクショ サクセイ										Q6.重症心身障害児（者）の方がより良い在宅生活をしていく上で何か必要だと思うことがあればご自由にお書きください ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ カタ ヨ ザイタク セイカツ ウエ ナニ ヒツヨウ オモ ジユウ カ

				事業所名 ジギョウショ メイ		電話番号 デンワ バンゴウ		FAX番号 バンゴウ		郵便番号 ユウビンバンゴウ		所在地 ショザイチ		訪問可能な主な市町村 ホウモン カノウ オモ シチョウソン		知っている		知らない シ		ある		ない		それは誰からの相談でしたか						それはどんな相談でしたか														それらの相談事業所として対応（解決）はできましたか						自分の事業所で対応する ジブン ジギョウショ タイオウ		他の相談支援事業所へ依頼する ホカ ソウダン シエン ジギョウショ イライ		行政に依頼する ギョウセイ イライ		その他 タ				ある		ない		「ある」と回答		「ない」
と回答		b.c（23）を回答

																								家族 カゾク		支援者 シエンシャ		関係機関 カンケイ キカン		生活上の相談 セイカツ ジョウ ソウダン		医療的な相談 イリョウテキ ソウダン		制度に関する相談 セイド カン ソウダン		教育に関する相談 キョウイク カン ソウダン		サービス等利用計画書作成に関する相談 ナド リヨウ ケイカクショ サクセイ カン ソウダン		その他 タ		その他回答 タ カイトウ		それらの相談事業所として対応（解決）はできましたか		それはどうしてですか		それはどうしてですか

		否 イナ		手話通訳派遣協会相談支援事業所		0287-73-4422		0287-62-7776		325-0026		栃木県那須塩原市上厚崎431-17 ３２５－００２６				0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		0		1		本事業所と同様の地域で一般相談支援事業所と連携を図り対応する ホン ジギョウショ ドウヨウ チイキ イッパン ソウダン シエン ジギョウショ レンケイ ハカ タイオウ		0		1		0		2		当事業所は手話通訳派遣を主目的とする事業所であるため、聴覚障害に対するノウハウはあるがそれ以外の障害者に対応する専門性を有していない為 トウ ジギョウショ シュワ ツウヤク ハケン シュモクテキ ジギョウショ チョウカク ショウガイ タイ イガイ ショウガイシャ タイオウ センモンセイ ユウ タメ

		否 イナ		相談支援事業所すまいる		0285-45-7199		0285-45-8437		329-0205		小山市間々田750-1		小山市 オヤマシ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		1		0				0		1		0		3		現在担当させていただいているケースの他に受け入れる時間的余裕がないため。また専門的な知識や経験がなく自信がないため。 ゲンザイ タントウ ホカ ウ イ ジカンテキ ヨユウ センモンテキ チシキ ケイケン ジシン

		否 イナ		やまゆりの里		0284-90-2030		0284-90-2031		326-0011		足利市大沼田町525-1		足利市 アシカガシ		0		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		ショートステイの利用が可能かどうか リヨウ カノウ		2		1		ショートの利用を希望していたが、幼児で夜間に吸引が必要とのことだったので職員配置上困難と判断 リヨウ キボウ ヨウジ ヤカン キュウイン ヒツヨウ ショクイン ハイチ ジョウ コンナン ハンダン		0		0		0		0				0		1		0		2		あしかがの森さんが近くにあり専門性もあるため モリ チカ センモンセイ

		否 イナ		相談支援センターひかり		028-612-7717		028-612-7718		320-0072		宇都宮市若草4-20-7		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		0		1		0		1		0		0		1		0		1		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		居宅介護事業所とニーズのマッチング キョタク カイゴ ジギョウショ		0				短期入所事業所（医療的ケア対応型）の整備 タンキ ニュウショ ジギョウショ イリョウテキ タイオウガタ セイビ

		否 イナ		相談支援センター歩み		028-667-5151		028-667-5150		321-3233		宇都宮市上籠谷町3792		真岡市、芳賀町、宇都宮市 モオカシ ハガマチ ウツノミヤシ		0		1		1		0		0		1		0		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		毎日お会いしている方ではないしお話ができる方ではないので、計画書を作ることは少々戸惑いはありましたが、すべて療育指導室の先生にご指導いただき作成することができました。お幸せな時を過ごしてほしいという思いはいっぱいありますが、なにも出来ていない自分が申し訳ないような気持ちです。 マイニチ ア カタ ハナシ カタ ケイカクショ ツク ショウショウ トマド リョウイク シドウシツ センセイ シドウ サクセイ シアワ トキ ス オモ デキ ジブン モウ ワケ キモ		0				すみません。経験不足で在宅の方はよくわかりませんが、独立行政法人国立病院機構宇都宮病院にお伺いし行き届いた介護、職員の先生方の情熱にこういうところで重症心身障害者の方が過ごせることは幸せなのでは…としみじみ思いました。 ケイケン ブソク ザイタク カタ ドクリツ ギョウセイ ホウジン コクリツ ビョウイン キコウ ウツノミヤ ビョウイン ウカガ イ トド カイゴ ショクイン センセイガタ ジョウネツ ジュウショウ シンシン ショウガイシャ カタ ス シアワ オモ

		否 イナ		ワークス共育		0287-39-5593		0287-39-5630		329-2213		那須塩原市上大貫2028-2				1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		0		1		状況に応じて対応する ジョウキョウ オウ タイオウ		0		1				1				相談支援専門員のレベルアップが必要ではないかと思います ソウダン シエン センモンイン ヒツヨウ オモ

		否 イナ		指定特定相談支援センタードリーム		0288-32-2280		0288-32-2281		321-2341		日光市大沢町274		日光市、塩谷町、鹿沼市、宇都宮市 ニッコウシ シオヤ チョウ カヌマシ ウツノミヤ シ		0		1		1		0		1		0		0		1		1		1		0		0		0				1		0				0		0		0		0				1		0		計画を作成するにあたり医療機関との連携方法を具体化していくことに連絡調整に時間を要しました。また医師同士でのやりとりの方が早いように感じました。※解決できたと言っても施設の空き待ちで関係する病院で入院しております。 ケイカク サクセイ イリョウ キカン レンケイ ホウホウ グタイカ レンラク チョウセイ ジカン ヨウ イシ ドウシ ホウ ハヤ カン カイケツ イ シセツ ア マ カンケイ ビョウイン ニュウイン		0				入所ではなく、医療ケアのできる短期入所やグループホーム、日中一時、生活介護の拡充が必要であること。また重症心身障害児（者）への理解を広めていき、理解者を増やすこと、訪問看護、訪問医療、居宅介護も活用しやすい環境づくりを相談支援専門員はネットワークづくりに努めなければんらないと思います。 ニュウショ イリョウ タンキ ニュウショ ニッチュウ イチジ セイカツ カイゴ カクジュウ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ リカイ ヒロ リカイシャ フ ホウモン カンゴ ホウモン イリョウ キョタク カイゴ カツヨウ カンキョウ ソウダン シエン センモンイン ツト オモ

		否 イナ		ユーファーム支援センター		028-689-0070		028-680-0750		321-0972		宇都宮市下川俣町206-127		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2		これまでの実績として主に就労系の利用計画の作成を行っており重症心身障害児の方への支援については経験や人員の不足から対応が困難であると思われるため ジッセキ オモ シュウロウ ケイ リヨウ ケイカク サクセイ オコナ ジュウショウ シンシン ショウガイジ カタ シエン ケイケン ジンイン フソク タイオウ コンナン オモ

		否 イナ		障害者相談支援センターひびき		028-666-7601		028-666-7602		321-0403		宇都宮市下小倉町1536		宇都宮市、さくら市 ウツノミヤシ シ		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2		かつて受け入れたことがなく、またスタッフにも医療的ケアの知識や経験が乏しく、自信をもって迎え入れることができない ウ イ イリョウテキ チシキ ケイケン トボ ジシン ムカ イ		受け入れる施設が近辺にあること ウ イ シセツ キンペン

		否 イナ		相談支援事業ぴゅあ		028-611-1771		028-611-1772		321-0911		宇都宮市問屋町3426-46		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2

		否 イナ		指定特定相談支援事業所すえひろ		0287-23-3962		0287-24-1670		324-0042		大田原市末広1-2-5		大田原市、大田原市以外は交通費を受領 オオタワラシ オオタワラシ イガイ コウツウヒ ジュリョウ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2		事業所の対象を精神障害に限定し、市に申請しているため ジギョウショ タイショウ セイシン ショウガイ ゲンテイ シ シンセイ

		否 イナ		相談支援センターふじみだい		0285-44-0200		0285-44-4255		329-0412		下野市芝1123		下野市 シモノ シ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		0		1		ケースによって検討 ケントウ		0		1				2

		否 イナ		相談支援センターひゅーまにあ宇都宮		028-678-5385		028-678-5395		320-0802		宇都宮市江野町6-15大立ビル4階		宇都宮市（鹿沼市等近隣市町村） ウツノミヤシ カヌマシ ナド キンリン シチョウソン		0		1		1		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		あるではありますが、初めての作成でまた完成はしていない段階です。病院で実施されている活動医療等で自分自身が未熟で理解が足りていない為に苦労しています。 ハジ サクセイ カンセイ ダンカイ ビョウイン ジッシ カツドウ イリョウ ナド ジブン ジシン ミジュク リカイ タ タメ クロウ		0				①医療面での安心②外部と交流する機会③家族の方への支援 イリョウ メン アンシン ガイブ コウリュウ キカイ カゾク カタ シエン

		否 イナ		地域活動支援センターあしかが		0284-41-2643		0284-43-0463		326-0808		足利市本城1-1547		足利市 アシカガシ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0						0		1		0		0				0		1				2		専門外で知識等はなく、計画書の作成は難しいため センモンガイ チシキ トウ ケイカクショ サクセイ ムズカ

		否 イナ		南那須地区障害者相談支援センター		0287-80-1020		0287-80-1027		321-0624		那須烏山市旭1-18-8		那須烏山市、那珂川町 ナスカラスヤマシ ナカガワマチ		1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		アセスメント、院内での面会予定の調整、家族への説明など インナイ メンカイ ヨテイ チョウセイ カゾク セツメイ		0				在宅医療、訪問リハビリなど24時間対応出来る専門家チーム ザイタク イリョウ ホウモン ジカン タイオウ デキ センモンカ

		否 イナ		ワン・ハーモニー		0287-22-8255		0287-48-7225		324-0042		大田原市末広1-3618-13				0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				0

		否 イナ		ひまわり相談支援事業所		0282-20-5006		0282-23-4878		328-0052		栃木市祝町12－9				0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		1		0				0		1				3		意思伝達が自分にとって受け止められるかに不安があるため イシ デンタツ ジブン ウ ト フアン

		否 イナ		サンフラワーライフ		0285-22-1109		0285-22-1345		323-0808		小山市出井1936		小山市内 オヤマシナイ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				3		近隣に受け入れ施設が少なく在宅福祉サービスに向けるのが難しい キンリン ウ イ シセツ スク ザイタク フクシ ム ムズカ

		否 イナ		natu- la(ナチュラ)		0287-67-3115		0287-67-3115		329-3153		那須塩原市大原間239-1		那須塩原市、大田原市、那須町 ナスシオバラ シ オオタワラシ ナスマチ		0		1		1		0		1		0		0		1		1		1		0		0		0				1		0				0		0		0		0				1		0		サービス自体の幅がせまいため、本人が安全に安心した生活をうけられるためにどう組み合わせたら良いか。又、家族によっては苦手な事業所もあり限られた事業所を探すのが難しかった。 ジタイ ハバ ホンニン アンゼン アンシン セイカツ ク ア ヨ マタ カゾク ニガテ ジギョウショ カギ ジギョウショ サガ ムズカ		0				訪問系のサービスがもっと充実して欲しい ホウモン ケイ ジュウジツ ホ

		否 イナ		相談支援事業所ふるさとホーム那須		0287-98-3001		0287-98-8080		324-0414		大田原市片府田1301-59		大田原市、那須町、那須塩原市、周辺 オオタワラシ ナスマチ ナスシオバラ シ シュウヘン		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2		主な精神知的関係なので、今後はできるよう専門的な部分の勉強が必要です。 オモ セイシン チテキ カンケイ コンゴ センモンテキ ブブン ベンキョウ ヒツヨウ		①専門相談②居場所③地域の理解 センモン ソウダン イバショ チイキ リカイ

		否 イナ		特定相談支援事業所きのこ		028-635-8746		028-635-8778		320-0846		栃木県宇都宮市滝の原2-4-42 ３２０－０８４６		宇都宮市 ウツノミヤシ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		1		0				0		1				3		どのように作成したらいいか不安のため サクセイ フアン

		否 イナ		こども発達支援センター鹿沼市あおば園		0289-63-1745		0289-63-1745		322-0074		鹿沼市日吉町320－1				1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		1		0				0		1				2		相談支援専門員の不足、児童発達支援事業所利用のための計画書作成が主な業務になっている ソウダン シエン センモンイン フソク ジドウ ハッタツ シエン ジギョウショ リヨウ ケイカクショ サクセイ オモ ギョウム

		否 イナ		障害者相談支援センターみつか・Ｒｕ		028-648-3971		028-648-3936		321-0347		宇都宮市飯田町261		宇都宮市、鹿沼市 ウツノミヤシ カヌマシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		1		状況に応じして他機関と連携し判断する場合もある ジョウキョウ オウ ホカ キカン レンケイ ハンダン バアイ		0		1				1		計画依頼の状況に応じて対応できない月もある（モニタリング件数） ケイカク イライ ジョウキョウ オウ タイオウ ツキ ケンスウ

		否 イナ		工房つばさ		0285-40-0388		0285-40-6700		329-0401		下野市箕輪425-1		下野市、上三川町、壬生町、ただし状況に応じて対応することが難しい場合もある シモノ シ カミノカワマチ ミブマチ ジョウキョウ オウ タイオウ ムズカ バアイ		1		0		1		0		1		0		0		1		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		短期入所、ヘルパーなどの利用希望があっても受け入れてくれる事業所が見つからない タンキ ニュウショ リヨウ キボウ ウ イ ジギョウショ ミ		3		状況により作成することができない場合がある ジョウキョウ サクセイ バアイ		重心の方の短期入所等の利用ができるところが必要。在宅でのサービスの受入必要だと思われる。 ジュウシン カタ タンキ ニュウショ ナド リヨウ ヒツヨウ ザイタク ウケイレ ヒツヨウ オモ

		否 イナ		相談支援事業所グーフォ		028-673-0002		028-671-0785		329-1105		宇都宮市中岡本町3178-3				1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1				在宅生活を支える家族に負担が重くならないようにする。緊急時に対応してくれる医療ケア付きの宿泊施設を増やしてほしい ザイタク セイカツ ササ カゾク フタン オモ キンキュウジ タイオウ イリョウ ツ シュクハク シセツ フ

		否 イナ		那珂川町社協相談支援事業所		0287-92-1273		0287-92-1295		324-0613		那珂川町馬頭560-1		那珂川町 ナカガワマチ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				0				移動支援サービス イドウ シエン

		否 イナ		相談支援事業所大山田ノンフェール		0287-93-0660		0287-83-8182		324-0602		那珂川町大山田下郷955		那珂川町 ナカガワマチ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		1		0				0		1				2		平成27年度で相談支援事業を終了するため ヘイセイ ネンド ソウダン シエン ジギョウ シュウリョウ

		否 イナ		在宅サポートこころ		028-651-0780		028-651-0781		320-0042		宇都宮市材木町4-24				0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2

		否 イナ		相談支援事業所みらい ソウダン シエン ジギョウショ		0280-57-2673		0280-57-2673		329-0111		野木町丸林371-12		野木町、小山市 ノギマチ オヤマシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		0		1		しかるべき関係機関と連携して対応する カンケイ キカン レンケイ タイオウ		0		1				3		重症心身のノウハウがない ジュウショウ シンシン

		否 イナ		大田原市社会福祉協議会		0287-54-1849		0287-54-2745		324-0233		栃木県大田原市黒羽田町848 ３２４－０２３３		大田原市内 オオタワラシナイ		0		1		1		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0				2		1				0		1		0		0				0		1				2		職員が未熟なため ショクイン ミジュク		在宅医療の充実、居宅介護の２４時間対応（サービス事業所）の充実 ザイタク イリョウ ジュウジツ キョタク カイゴ ジカン タイオウ ジギョウショ ジュウジツ

		否 イナ		障がい者相談支援センターとまつり		028-680-5570		028-680-5271		320-0052		宇都宮市中戸祭町813		宇都宮市、近隣市町村 ウツノミヤシ キンリン シチョウソン		0		1		1		0		1		0		0		1		0		0		0		0		1		親子間の関わり オヤコ カン カカ		0		0		現在対応中 ゲンザイ タイオウチュウ		0		0		0		0				1		0		保護者との連携がとれない ホゴシャ レンケイ		0

		否 イナ		宇都宮市社会福祉協議会		028-636-1536		028-636-1537		320-0806		宇都宮市中央1-1-15		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		0				2		1		医療的ケアが必要な方が長時間外出したい。長時間支援者の拘束、移動手段（車の中での対応）、医療的ケアが必要な方が外出したいときに外出できる環境がすぐに整えられない、医療的けが必要な方で要介助であるが、歩行できる方が利用できる短期入所先はないか（アクセス時間も含む） イリョウテキ ヒツヨウ カタ チョウジカン ガイシュツ チョウジカン シエン シャ コウソク イドウ シュダン クルマ ナカ タイオウ イリョウテキ ヒツヨウ カタ ガイシュツ ガイシュツ カンキョウ トトノ イリョウテキ ヒツヨウ カタ ヨウ カイジョ ホコウ カタ リヨウ タンキ ニュウショ サキ ジカン フク		0		0		0		0				1		0		専門的（医療面）な知識がなく、専門用語が多く調べたり聞いたりしながら支援していくこと。長く関わらないと親の思いまで聞き出せないこと。 センモンテキ イリョウ メン チシキ センモン ヨウゴ オオ シラ キ シエン ナガ カカ オヤ オモ キ ダ		0				当事者が何歳になっても利用できるサービス環境（短期入所、訪問入浴など）。教育もほかのお子さん同様平等に受けられる機会（学校行事も含む）。相談対応できる人材の確保。緊急時でも利用できるサービスの調整・確保。直接支援できるサービス・人材を増やすこと。 トウジシャ ナンサイ リヨウ カンキョウ タンキ ニュウショ ホウモン ニュウヨク キョウイク コ ドウヨウ ビョウドウ ウ キカイ ガッコウ ギョウジ フク ソウダン タイオウ ジンザイ カクホ キンキュウジ リヨウ チョウセイ カクホ チョクセツ シエン ジンザイ フ

		承諾 ショウダク		ライフサポートセンターゆめ		0280-33-3624		0280-57-4624		329-0111		野木町丸林630-4		野木町、その周辺地域 ノギマチ シュウヘン チイキ		1		0		1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		1		福祉サービス利用に関する相談 フクシ リヨウ カン ソウダン		1		0				0		0		0		0				1		0		医療的な情報、知識に乏しくわからない用語などが数多く出てきた。医療的ケアの内容の聞き取り（どの部分を聞いていけばよいのか） イリョウテキ ジョウホウ チシキ トボ ヨウゴ カズオオ デ イリョウテキ ナイヨウ キ ト ブブン キ		0				Ｆａの負担軽減のためのレスパイト先（ＨＰ、ＳＳ機関等）。家族それぞれの訴え、希望を明確にしていく。関係機関がチームになりＦａの支え応援をしていく。 フタン ケイゲン サキ キカンナド カゾク ウッタ キボウ メイカク カンケイ キカン ササ オウエン

		承諾 ショウダク		足利ケアサービス		0284-21-7630		0284-21-3109		326-0843		足利市五十部町809-3		足利市、佐野市、太田市 アシカガシ サノシ オオタシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		0		1		ケースによって対応する タイオウ		0		1				3

		承諾 ショウダク		相談支援センターみさと		0285-72-9767				321-4104		芳賀郡益子町大沢2800-5		芳賀郡内（真岡市、益子町、市貝町、芳賀町、茂木町） ハガ グンナイ モオカシ マシコ チョウ イチ ガイ マチ ハガマチ モギマチ		1		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		資源が少ない、短期入所先の確保が難しかった。計画を作るのには、医療情報が難しく感じられた。 シゲン スク タンキ ニュウショ サキ カクホ ムズカ ケイカク ツク イリョウ ジョウホウ ムズカ カン		0				連携の取れる医療関係者がたくさん地域の中にいてくれると安心して生活できるかな。外出や余暇の充実を図るために医療の必要な人の生活が限られてしまっている（あきらめてしまっている） レンケイ ト イリョウ カンケイシャ チイキ ナカ アンシン セイカツ ガイシュツ ヨカ ジュウジツ ハカ イリョウ ヒツヨウ ヒト セイカツ カギ

		承諾 ショウダク		サポートセンターとみや生活支援センター		028-665-8230		028-665-8230		321-2116		宇都宮市徳次郎町540		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		0		1		0		0		0		0		1		1		1		1		1		0				0		1		医療的なケアが必要な利用者様の日中活動先が限られて利用できない人がいる。学校との連携が取りにくい。通勤手段・行事参加制限があり平等性が保たれない。学校はサービスで対応を望み、福祉行政は教育で何とかするべきとつねに折り合わない。 イリョウテキ ヒツヨウ リヨウシャサマ ニッチュウ カツドウ サキ カギ リヨウ ヒト ガッコウ レンケイ ト ツウキン シュダン ギョウジ サンカ セイゲン ビョウドウセイ タモ ガッコウ タイオウ ノゾ フクシ ギョウセイ キョウイク ナン オ ア		0		0		1		0		協力してほしい キョウリョク		1		0		利用できるサービスが限られている。社会参加できる機会が少なく、場が限られている。介護者の負担軽減が取りにくい。夢や希望を叶えるための資源が少ない。 リヨウ カギ シャカイ サンカ キカイ スク バ カギ カイゴシャ フタン ケイゲン ト ユメ キボウ カナ シゲン スク		0				通勤手段、保護者なくても教育が受けられる環境。常に親同行を求めるのでは、自立につながらず、いつになっても親の負担は軽減されない。親が安心して託せる日中活動の場。社会参加、役割を担える環境作り、職場。地域で生活していくための交流の機会や場があるといい。緊急的にレスパイトを受け入れてくれる場。 ツウキン シュダン ホゴシャ キョウイク ウ カンキョウ ツネ オヤ ドウコウ モト ジリツ オヤ フタン ケイゲン オヤ アンシン タク ニッチュウ カツドウ バ シャカイ サンカ ヤクワリ ニナ カンキョウ ヅク ショクバ チイキ セイカツ コウリュウ キカイ バ キンキュウテキ ウ イ バ

		承諾 ショウダク		社会就労センターえいぶるの里 シャカイ シュウロウ サト		0285-22-4561		0285-224581		323-0003		小山市東島田2403-2		小山市、下野市、上三川町、野木町、結城市、古河市、筑西市 オヤマシ シモノ シ カミノカワマチ ノギマチ ユウキシ コガシ ツク ニシ シ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				1		0		自己決定が難しいため、家族中心の考えになってしまうこと。また、利用できる社会資源が少ない。 ジコ ケッテイ ムズカ カゾク チュウシン カンガ リヨウ シャカイ シゲン スク		1				関係機関との連携、特に在宅が長い方は医療機関とのかかわりが家族も含め、希薄になってしまい、二次障害に対応できない。地域に総合的に支援でき、医療的ケアが受けられる場所、または訪問医療の充実が必要と思います。 カンケイ キカン レンケイ トク ザイタク ナガ カタ イリョウ キカン カゾク フク キハク ニジ ショウガイ タイオウ チイキ ソウゴウテキ シエン イリョウテキ ウ バショ ホウモン イリョウ ジュウジツ ヒツヨウ オモ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所「ピュア」		0282-31-3911		0282-31-3912		328-0133		栃木市大森町465		栃木市、鹿沼市、佐野市、小山市、壬生町 トチギシ カヌマシ サノシ オヤマシ ミブマチ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1

		承諾 ショウダク		社会福祉法人とちのみ会　こなかの森 シャカイ フクシ ホウジン カイ モリ		0283-24-5757		0283-24-6294		327-0001		佐野市小中町1280		佐野市、足利市 サノシ アシカガシ		1		0		1		0		1		0		0		1		0		1		0		0		0				1		2		通所型のため、短期入所の受け入れはサービスとして提供できず、他施設の紹介、相談支援事業につなげている。 ツウショ ガタ タンキ ニュウショ ウ イ テイキョウ タ シセツ ショウカイ ソウダン シエン ジギョウ		0		0		0		0				1		0		療養型短期入所ほかの施設への短期入所の受け入れ状況など、受け入れ場所を見つけるなど。短期入所時の発作発症時医療への繋ぎが困難。問題多（かかりつけ医への搬送） リョウヨウガタ タンキ ニュウショ シセツ タンキ ニュウショ ウ イ ジョウキョウ ウ イ バショ ミ タンキ ニュウショ ジ ホッサ ハッショウ ジ イリョウ ツナ コンナン モンダイ タ イ ハンソウ		0				佐野市には、身障（重心）短期入所施設がなく老人施設に佐野市が委託しているが、利用する人もいなく、サービスが使いづらい状態にある。短期入所受け入れ可能施設が増えることで、家族のほうも使いやすく利便性があがると考えます。 サノシ シンショウ ジュウシン タンキ ニュウショ シセツ ロウジン シセツ サノシ イタク リヨウ ヒト ツカ ジョウタイ タンキ ニュウショ ウ イ カノウ シセツ フ カゾク ツカ リベンセイ カンガ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所テトテ		0287-36-7171		0287-36-7181		329-2732		那須塩原市一区町251-1		那須塩原市（大田原、矢板、那須町、那珂川町、烏山） ナスシオバラ シ オオタワラ ヤイタ ナスマチ ナカガワマチ カラスヤマ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		0		1		委託の相談支援事業所や重心専門の事業所に相談する イタク ソウダン シエン ジギョウショ ジュウシン センモン ジギョウショ ソウダン		0		1				3		その方にとって、より専門性の高い方が対応することが望ましいと思いますので、作成が適するか否か周囲のサービス状況なども考慮して決めたいと思います。適切にアドバイスをいただける地域の環境が整っていれば、スキルアップ、経験の積み重ねのためにも作成したいです。 カタ センモンセイ タカ ホウ タイオウ ノゾ オモ サクセイ テキ イナ シュウイ ジョウキョウ コウリョ キ オモ テキセツ チイキ カンキョウ トトノ ケイケン ツ カサ サクセイ		相談支援専門員のスキルアップ。きめ細かい支援（サービスの充実）本人のニーズを正しく理解できる人材の育成と地域の理解。 ソウダン シエン センモンイン コマ シエン ジュウジツ ホンニン タダ リカイ ジンザイ イクセイ チイキ リカイ

		承諾 ショウダク		指定特定相談支援事業所あじさい		0287-60-3361		0287-60-3362		325-0034		那須塩原市東原166		那須塩原市、那須町 ナスシオバラ シ ナスマチ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2				訪問看護、訪問診療を行う医師が必要だと思います。 ホウモン カンゴ ホウモン シンリョウ オコナ イシ ヒツヨウ オモ

		承諾 ショウダク		障害者相談支援センターいぶき		028-678-3502		028-676-3501		329-1216		高根沢町桑窪2266-2		高根沢町 タカネザワマチ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1				短期入所など受け入れてくれる施設を増やしてほしい。県内で受け入れていただけない為、県外の施設を考えなくてはいけない方がいます。 タンキ ニュウショ ウ イ シセツ フ ケンナイ ウ イ タメ ケンガイ シセツ カンガ カタ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所わくわくおやま		0285-24-6575		0285-20-0255		323-0022		小山市駅東通り3-9-6		小山市 オヤマシ		1		0		1		0		1		1		1		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		関係事業所が多いことで情報収集連携等大変。医療機関とも連携を図る必要あり。レスパイト、ショートステイの受入困難。利用できる事業所が少ない。 カンケイ ジギョウショ オオ ジョウホウ シュウシュウ レンケイ ナド タイヘン イリョウ キカン レンケイ ハカ ヒツヨウ ウケイレ コンナン リヨウ ジギョウショ スク		0				重症心身障害児（者）を受け入れしてくれる事業所、施設がもっと多くあればよいと思われる。通所日中一時短期入所など。相談支援、計画作成についてもほかの事業所が受け入れてくれないとの理由で受け入れ可能事業所へ集中してしまう為、相談員への研修等を増やせばよいが。しかし日々の業務が多忙であるため、難しいのかな？ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ ウ イ ジギョウショ シセツ オオ オモ ツウショ ニッチュウ イチジ タンキ ニュウショ ソウダン シエン ケイカク サクセイ ジギョウショ ウ イ リユウ ウ イ カノウ ジギョウショ シュウチュウ タメ ソウダン イン ケンシュウ ナド フ ヒビ ギョウム タボウ ムズカ

		承諾 ショウダク		相談支援センターネクスト		080-8854-9551		0280-612-1558		320-0034		宇都宮市泉町6-25		宇都宮市 ウツノミヤシ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2

		承諾 ショウダク		相談支援事業のぞみ		0287-65-2288		0287-65-2282		329-3152		那須塩原市上中野53		那須塩原市、大田原市、那須町 ナスシオバラ シ オオタワラシ ナスマチ		1		0		1		0		0		0		1		1		1		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		現サービスでの医療ケアをふまえ、将来にむけて他事業との連携につなげるよう計画作成、調整に苦労した。 ゲン イリョウ ショウライ タ ジギョウ レンケイ ケイカク サクセイ チョウセイ クロウ		0				選択肢が増えるよう受け入れ可能な福祉サービス事業所の増加が必要だと思われます。 センタクシ フ ウ イ カノウ フクシ ジギョウショ ゾウカ ヒツヨウ オモ

		承諾 ショウダク		サポートセンターひばり		028-670-0330		028-667-7315		321-3236		宇都宮市竹下町435-159		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		苦労ではないが、お母様がとても一生懸命ですでにサービスも繋がっていたため、現状を計画にする形となったが、計画作成後のかかわりについて相談員としてどのようにすべきことが望ましいかと考える。 クロウ カアサマ イッショウケンメイ ツナ ゲンジョウ ケイカク カタチ ケイカク サクセイ ゴ ソウダン イン ノゾ カンガ		0				福祉サービスや医療、またボランティアが入室されるととてもよいと思います。また、介助者（家族）のケアも考えると気軽に参加できるようなイベント（医療が整っていたり、介助するボランティアさんがいたり）や、同じ重症心身障害児（者）をもつかたとのネットワークがあるといいのかなと思います。 フクシ イリョウ ニュウシツ オモ カイジョシャ カゾク カンガ キガル サンカ イリョウ トトノ カイジョ オナ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ オモ

		承諾 ショウダク		高根沢町障害児者生活支援センターすまいる タカネザワマチ		028-612-2751		028-612-2752		329-1225		栃木県塩谷郡高根沢町石末1825　福祉センター内 ３２９－１２２５ フクシ ナイ		高根沢町 タカネザワマチ		1		0		1		0		0		0		1		0		0		1		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		地元に使える資源がなく苦労した ジモト ツカ シゲン クロウ		0				①医療と福祉の連携ネットワーク②重心の方でも利用できるサービスが増えること③訪問診療医 イリョウ フクシ レンケイ ジュウシン カタ リヨウ フ ホウモン シンリョウ イ

		承諾 ショウダク		障害者相談支援センターフォレスト		0284-91-1816		0284-91-2867		326-0011		足利市大沼田町615		足利市及び近隣市町村 アシカガシ オヨ キンリン シチョウソン		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0				0

		承諾 ショウダク		障がい者相談支援事業所ケアサプライ		0287-73-5312		0287-73-5311		329-3221		栃木県那須郡那須町漆塚762-102 ３２９－３２２１		白河市、那須町、那須塩原市、大田原市 シラカワシ ナスマチ ナスシオバラシ オオタワラシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1				サービスを提供できる事業所の充実を図る テイキョウ ジギョウショ ジュウジツ ハカ

		承諾 ショウダク		南栃木支援センター相談支援		0285-44-6118		0285-44-7215		329-0412		下野市柴1432-105		下野市、小山市、壬生町 シモノ シ オヤマシ ミブマチ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		0		1		介護保険と併用する場合のみ対応する カイゴ ホケン ヘイヨウ バアイ タイオウ		0		1				3		介護保険と併用する場合のみ作成する カイゴ ホケン ヘイヨウ バアイ サクセイ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所とまり木		0287-54-2854		0287-54-2230		324-0231		大田原市北野上3952		大田原市、那須塩原市、那須町 オオタワラシ ナスシオバラシ ナスマチ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1				当事業所の対応範囲は現在、知的障害者特に中・軽度が主だが、精神（高次脳機能障害も含む）分野もやり始めている。今後重症心身障害者もほかの相談支援事業所の助けを得ながら、勉強しながら対応したいと考えている。そのために研修や見学の機会を多く作っていただきたい。今は、当事業所はその程度しか考えられない。 トウ ジギョウショ タイオウ ハンイ ゲンザイ チテキ ショウガイシャ トク チュウ ケイド オモ セイシン コウジ ノウ キノウ ショウガイ フク ブンヤ ハジ コンゴ ジュウショウ シンシン ショウガイシャ ソウダン シエン ジギョウショ タス エ ベンキョウ タイオウ カンガ ケンシュウ ケンガク キカイ オオ ツク イマ トウ ジギョウショ テイド カンガ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所ポンテ		028-652-7288		028-652-6355		321-0341		宇都宮市古賀志町1964-12		宇都宮、鹿沼、日光、壬生 ウツノミヤ カヌマ ニッコウ ミブ		0		1		1		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0				0				未就学児（3～5才）の方の医療型児童発達支援を分離で行う施設が数か所あると良いと思います。 ミシュウガクジ サイ カタ イリョウ ガタ ジドウ ハッタツ シエン ブンリ オコナ シセツ スウ ショ ヨ オモ

		承諾 ショウダク		相談支援センター光輝舎		0285-70-2020		0285-72-8222		321-4105		芳賀郡益子町北中1113-1		芳賀郡、真岡市等 ハガ グン モオカシ ナド		1		0		1		0		1		1		1		1		0		1		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		利用できるサービス事業所が少ない。重心児者に合わせたプログラムが見つからない（近隣で） リヨウ ジギョウショ スク ジュウシン ジ シャ ア ミ キンリン		0				本人の状態にもよるが、重度化する状況に対応できる事業所の確保。家族の負担が大きくなり在宅生活の継続が困難になることが予測されるので、在宅で支援が受けられるような体制の充実と、レスパイトサービスの拡大。 ホンニン ジョウタイ ジュウドカ ジョウキョウ タイオウ ジギョウショ カクホ カゾク フタン オオ ザイタク セイカツ ケイゾク コンナン ヨソク ザイタク シエン ウ タイセイ ジュウジツ カクダイ

		承諾 ショウダク		特定相談支援事業所やすらぎ		028-650-7727		028-650-7728		320-0011		宇都宮市富士見が丘3－19－20		宇都宮市 ウツノミヤシ		0		0		1		0		1		0		0		0		0		1		1		0		0				0		3		対応できるヘルパーがいれば支援する タイオウ シエン		0		0		0		0				0		1				3

		承諾 ショウダク		障がい者支援センターにんべん		028-686-2539		028-686-2584		329-1417		さくら市フィオーレ喜連川5-2-1　フィオーレガーデン1-102		さくら市 シ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1				地域資源アンケートをいただきありがとうございました。設問に対しまして知識不足にこれでいいのかという思いです。相談支援専門員として設問にありました「3」要望がでますれば、先輩相談員・各職種の方々に相談・指導をいただき、相談支援事業を行ってみたいと考えます。大島先生について学ばせて頂きました。 チイキ シゲン セツモン タイ チシキ ブソク オモ ソウダン シエン センモンイン セツモン ヨウボウ センパイ ソウダン イン カクショクシュ カタガタ ソウダン シドウ ソウダン シエン ジギョウ オコナ カンガ オオシマ センセイ マナ イタダ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所おやま		0285-22-1833		0285-228946		323-0014		小山市喜沢660		小山市、下野市 オヤマシ シモノ シ		1		0		1		0		1		1		0		0		0		0		0		1		0				2		3				0		0		0		0				1		0		本人の意思が明確でないので親の意向中心のものになってしまった。 ホンニン イシ メイカク オヤ イコウ チュウシン		0

		承諾 ショウダク		真岡介護センター		0285-80-5200		0285-80-5211		321-4361		真岡市並木町1-8-1　シティ並木102 ナミキ		真岡市、芳賀町南部、市貝町南部、益子町西部、上三川東部 モオカシ ハガマチ ナンブ イチ ガイ チョウ ナンブ マシコ チョウ セイブ カミノカワ トウブ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		0		1				0		1				3		担当者の受け持ちケースの状況など考慮し対応できるか検討したい タントウシャ ウ モ ジョウキョウ コウリョ タイオウ ケントウ

		承諾 ショウダク		さの社協相談支援センターほっぷ		0283-22-8152		0283-22-8199		327-0003		佐野市大橋町3212-27		佐野市全域 サノシ ゼンイキ		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2		現在相談支援専門員1名で行っているため ゲンザイ ソウダン シエン センモンイン メイ オコナ

		承諾 ショウダク		相談支援ウエイブ		0282-23-4465		0282-23-4465		328-0012		栃木市平柳町1-2-7		栃木市、壬生町 トチギシ ミブマチ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		1		0				0		1				2		指定特定相談支援事業で精神に対応しているため シテイ トクテイ ソウダン シエン ジギョウ セイシン タイオウ		ご家族の中だけでは生活がマンネリ化して単調になりかねないので、音楽、体を動かす、読み聞かせ麻痺・拘縮のマッサージなどのリハビリの頻度を高める。ご本人が楽しいと感じることを提供できる。ご家族が疲弊しないよう旅行や趣味などの充実した時間がもてるようサービスを利用していくこと。 カゾク ナカ セイカツ カ タンチョウ オンガク カラダ ウゴ ヨ キ マヒ コウシュク ヒンド タカ ホンニン タノ カン テイキョウ カゾク ヒヘイ リョコウ シュミ ジュウジツ ジカン リヨウ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所わらしべの家		0282-27-1627		0282-27-1675		328-0011		栃木市大宮町2708-3		栃木市 トチギシ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1		専門的な知識が不十分なため行政などの機関と相談しながらの対応となります センモンテキ チシキ フジュウブン ギョウセイ キカン ソウダン タイオウ		短期入所や移動支援などの福祉サービス利用時にお付き合いのある医療機関や訪問看護の看護師が同行でき緊急時の対応が迅速にとれる体制（すでにできていたらすみません） タンキ ニュウショ イドウ シエン フクシ リヨウ ジ ツ ア イリョウ キカン ホウモン カンゴ カンゴシ ドウコウ キンキュウジ タイオウ ジンソク タイセイ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所　空		0287-73-8165		0287-73-8165		329-3157		那須塩原市大原間西1-19-9		那須塩原市、大田原市、那須町 ナスシオバラ シ オオタワラシ ナスマチ		1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		重心のお子様の療育支援をやっていたので、苦労はありませんでしたが、医療（訪問看護）訪問リハ訪問入浴の制度を知らなかったので、その方々との連携が取れて大変勉強になりました。 ジュウシン コサマ リョウイク シエン クロウ イリョウ ホウモン カンゴ ホウモン ホウモン ニュウヨク セイド シ カタガタ レンケイ ト タイヘン ベンキョウ		0				医療的ケアの必要な方には支援スタッフ・必ず看護師の方が不在では双方安心したケアはできません。例）乳幼児の通所事業は保母と看護師さん。小学→高校までは義務教育がありますが事後に生活介護はもちろんですが、本当に重心の方の為の日中活動の場が不足しているとおもいますので重心の方の通所事業は必要と思います。家庭以外で通える場所→一時預かりや療育支援事業→高校卒業後は通所施設（一時預かりも含めて） イリョウテキ ヒツヨウ カタ シエン カナラ カンゴシ カタ フザイ ソウホウ アンシン レイ ニュウヨウジ ツウショ ジギョウ ホボ カンゴシ ショウガク コウコウ ギム キョウイク ジゴ セイカツ カイゴ ホントウ ジュウシン カタ タメ ニッチュウ カツドウ バ フソク ジュウシン カタ ツウショ ジギョウ ヒツヨウ オモ カテイ イガイ カヨ バショ イチジ アズ リョウイク シエン ジギョウ コウコウ ソツギョウゴ ツウショ シセツ イチジ アズ フク

		承諾 ショウダク		相談支援事業所みどり		0285-45-8362		0285-45-8397		329-0214		小山市乙女786-1		小山市、栃木市、古河市、結城市 オヤマシ トチギシ コガシ ユウキシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0		大人は対応可能 オトナ タイオウ カノウ		1		1		大人はあるが、こどもはない。先日訪問介護を事業所にお願いしたところどこの事業所も受けていただけなかった。 オトナ センジツ ホウモン カイゴ ジギョウショ ネガ ジギョウショ ウ		3		成人しか計画相談をしたことがないので不安である。当事業所は相談員が一名なので相談する相手がいない セイジン ケイカク ソウダン フアン トウ ジギョウショ ソウダン イン イチメイ ソウダン アイテ		サービス事業所で受けてもらえないケースがある。特に重心や精神知的等重複して疾患を持っていると問い合わせた時点でお断りされてします。 ジギョウショ ウ トク ジュウシン セイシン チテキ ナド チョウフク シッカン モ ト ア ジテン コトワ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所こころみ		0284-41-5039		0284-43-2665		326-0061		足利市田島町611-2				0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		1		0				0		1				3		これまで前例がなく、またこの障害について熟知した方（機関）があるならそちらでしていただいた方がご本人様にとってよい支援であると考えるから。※現在当法人の入所・通所等サービスを利用されている方の相談支援がほとんどの状況です。 ゼンレイ ショウガイ ジュクチ カタ キカン ホウ ホンニンサマ シエン カンガ ゲンザイ トウホウジン ニュウショ ツウショ ナド リヨウ カタ ソウダン シエン ジョウキョウ

		承諾 ショウダク		相談支援センターのどか　真岡センター		0285-81-5890		0285-85-8452		321-4305		真岡市荒町111-1		真岡市、芳賀町、市貝町、益子町、茂木町 モオカシ ハガマチ イチガイ マチ マシコ チョウ モギ マチ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1				在宅での生活では家族の介護負担の軽減が必要。フォーマルインフォーマルの枠にとらわれない福祉サービス。 ザイタク セイカツ カゾク カイゴ フタン ケイゲン ヒツヨウ ワク フクシ

		承諾 ショウダク		友井タクシー介護ステーションふれあい		0285-30-0840		0285-30-0844		323-0025		小山市城山町2丁目12-25		小山市 オヤマシ		1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		利用するサービスは多様で、施設・病院・学校など医療福祉事業所数も多く連携を図るのが困難。学校行事に参加するための会出自の支援サービスがない。 リヨウ タヨウ シセツ ビョウイン ガッコウ イリョウ フクシ ジギョウショ スウ オオ レンケイ ハカ コンナン ガッコウ ギョウジ サンカ カイ シュツジ シエン		0				ご家族様が安心して預けることができる施設と必要に預けられる施設の数は少ない。片道１時間以上かかるためとても不便に思います。呼吸器の方の預かり先は少ない。 カゾクサマ アンシン アズ シセツ ヒツヨウ アズ シセツ カズ スク カタミチ ジカン イジョウ フベン オモ コキュウキ カタ アズ サキ スク

		承諾 ショウダク		もくせいの里		0282-43-0593		0282-43-1387		329-4405		栃木市大平町西山田1198		栃木市内 トチギシナイ		0		1		1		0		1		0		0		1		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		ニーズにあてはまるサービスがなかった。例）①入浴支援②移送サービス　①自宅の浴槽では支援が入れず訪問入浴を検討。しかし、浴槽を置けるスペースがなく断念。②主たる介護者が入院。学校までの送迎ができず特例で市の移送サービスを利用するもかなり時間を要した。 レイ ニュウヨク シエン イソウ ジタク ヨクソウ シエン ハイ ホウモン ニュウヨク ケントウ ヨクソウ オ ダンネン シュ カイゴシャ ニュウイン ガッコウ ソウゲイ トクレイ シ イソウ リヨウ ジカン ヨウ		0				①地域の理解や協力②受け入れの拡大（重心の通所、24時間看護体制が整った短期入所）③デマンドタクシー等関係者の重心に対する理解（理解附属により資源として存在するが利用しがたい）④児童が入浴支援を受けられる環境（家族の身体的な介護負担軽減） チイキ リカイ キョウリョク ウ イ カクダイ ジュウシン ツウショ ジカン カンゴ タイセイ トトノ タンキ ニュウショ ナド カンケイシャ ジュウシン タイ リカイ リカイ フゾク シゲン ソンザイ リヨウ ジドウ ニュウヨク シエン ウ カンキョウ カゾク シンタイテキ カイゴ フタン ケイゲン

		承諾 ショウダク		足利障害者相談支援センター		0284-44-0307		0284-44-0318		326-0064		足利市東砂原後町1072		足利市、佐野市 アシカガシ サノシ		1		0		1		0		1		0		0		1		0		1		0		1		0				1		0				0		0		0		0				0		1				2		委託相談支援事業所のため イタク ソウダン シエン ジギョウショ		医療的ケアが整った施設のショートステイ充実が必要。また、特に呼吸器をつけた方のショート療養介護の利用とそれらを利用するための送迎体制の充実が必要。 イリョウテキ トトノ シセツ ジュウジツ ヒツヨウ トク コキュウキ カタ リョウヨウ カイゴ リヨウ リヨウ ソウゲイ タイセイ ジュウジツ ヒツヨウ

		承諾 ショウダク		指定障害者相談支援事業所あるしぇん		0282-86-7665		0282-21-7109		321-0201		栃木県下都賀郡壬生町安塚2032 ３２１－０２０１		壬生町 ミブマチ		1		0		1		0		1		0		0		1		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		①相談支援専門員として重症心身障害児（者）の方に対する支援の知識や経験が少ない②医療的ケアが必要となる方に対して対応できる福祉サービス（事業所）が少ない。 ソウダン シエン センモンイン ジュウショウシンシンショウガイジ シャ カタ タイ シエン チシキ ケイケン スク イリョウテキ ヒツヨウ カタ タイ タイオウ フクシ ジギョウショ スク		0				医療的ケアが必要な方に関して、福祉のサービスでは対応しきれない部分が多く、結果として家族が本人を抱え込まざるを得ない現状があるように感じます。家族の介護負担が少しでも軽減できるよう福祉サービスも柔軟な対応が出来るようになるといいなと思います。 イリョウテキ ヒツヨウ カタ カン フクシ タイオウ ブブン オオ ケッカ カゾク ホンニン カカ コ エ ゲンジョウ カン カゾク カイゴ フタン スコ ケイゲン フクシ ジュウナン タイオウ デキ オモ

		承諾 ショウダク		下野市相談支援事業所 こばと		0285-44-6783		0285-44-6783		329-0414		下野市小金井1146-6		下野市、上三川町 シモノ シ カミノカワマチ		1		0		1		0		0		0		1		1		0		1		1		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		医療的ケアが必要な乳幼児に対応できるヘルパー事業所。短期入所・日中一時支援事業所が近くにない（少ない）。 イリョウテキ ヒツヨウ ニュウヨウジ タイオウ ジギョウショ タンキ ニュウショ ニッチュウ イチジ シエン ジギョウショ チカ スク		0				設問5で回答した内容：外出可能な方は児童発達支援を利用可能であるが無理な方は外部との交流をもちにくい。訪問看護・訪問リハビリが入っているケースはいいがない場合母子で孤立しがち。幸いあそびの支援をしてくれるヘルパー事業所があり支援につながっている。ヘルパー利用を希望されない家庭、利用したくてもヘルパー事業所がない等支援に苦慮する。 セツモン カイトウ ナイヨウ ガイシュツ カノウ カタ ジドウ ハッタツ シエン リヨウ カノウ ムリ カタ ガイブ コウリュウ ホウモン カンゴ ホウモン ハイ バアイ ボシ コリツ サイワ シエン ジギョウショ シエン リヨウ キボウ カテイ リヨウ ジギョウショ ナド シエン クリョ

		承諾 ショウダク		相談支援センターぴあん ソウダン シエン		0282-31-1755		0282-31-2919		328-0067		栃木市皆川城内町333-2		栃木市、小山市 トチギシ オヤマシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1				これまで現場で関わったことがなく、事例検討でしか情報を把握しておらず不安はあります。でも関係機関やご家族様からいろいろなことを教えて頂きながら相談支援として専門性を活かせればと思っています。色々な立場の方からお話をお伺いしてもご家族や医療機関専門的な事業所の負担が大きく相談支援があまり役に立つことができていない（場合によっては自ら引いてしまう）今の現状を少しでも変えていければいいと思います。 ゲンバ カカ ジレイ ケントウ ジョウホウ ハアク フアン カンケイ キカン カゾクサマ オシ イタダ ソウダン シエン センモンセイ イ オモ イロイロ タチバ カタ ハナシ ウカガ カゾク イリョウ キカン センモンテキ ジギョウショ フタン オオ ソウダン シエン ヤク タ バアイ ミズカ ヒ イマ ゲンジョウ スコ カ オモ

		承諾 ショウダク		うつのみや		028-632-6074/090-4059-9728		028-632-6075		320-0861		宇都宮市西2-1-7		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				3		専門的な知識を社会資源のアドバイスを他相談支援事業所からいただきながらみずからの事業所で引き受けるという形が望ましい センモンテキ チシキ シャカイ シゲン ホカ ソウダン シエン ジギョウショ ジギョウショ ヒ ウ カタチ ノゾ

		承諾 ショウダク		サポートセンターきりん		028-612-3838		028-678-3257		321-0905		栃木県宇都宮市平出工業団地43-100 ３２１－０９０５		宇都宮市 ウツノミヤシ		0		1		1		0		1		0		0		1		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		療養介護に入所しているので他のサービスの利用が困難。そのための社会資源をつなげたり、活用したりするのが難しい。 リョウヨウ カイゴ ニュウショ ホカ リヨウ コンナン シャカイ シゲン カツヨウ ムズカ		0				今後、市町村などで展開されていく生活拠点に関する事業をうまく活用できればいいなと感じています。入所されている方々については地域とのつながり方が今後は重要になってくると思われますので、広く門扉を開けた活動などが多くなってくるといいなと思っています。 コンゴ シチョウソン テンカイ セイカツ キョテン カン ジギョウ カツヨウ カン ニュウショ カタガタ チイキ カタ コンゴ ジュウヨウ オモ ヒロ モンピ ア カツドウ オオ オモ

		承諾 ショウダク		さわやか相談支援センター		0280-57-4884		0280-57-4994		329-0112		野木町南赤塚1145-1		小山市、野木町、古河市、栃木市 オヤマシ ノギマチ コガシ トチギシ		0		1		1		0		0		0		1		0		0		1		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		現実的な目標の位置づけ ゲンジツテキ モクヒョウ イチ		0

		承諾 ショウダク		相談支援事業所つばさ		0287-53-7393		0287-53-7394		324-0044		大田原市親園824-1		大田原市、那須塩原市、那須烏山市、矢板市、さくら市、那須町、塩谷町、高根沢町 オオタワラシ ナスシオバラシ ナスカラスヤマシ ヤイタシ シ ナスマチ シオ タニ マチ タカネザワマチ		1		0		1		0		1		0		1		1		0		1		0		0		0				1		2		医療的なケアが必要なケース、将来的に短期入所につなげたいケースだった為、専門の事業所に依頼した イリョウテキ ヒツヨウ ショウライテキ タンキ ニュウショ タメ センモン ジギョウショ イライ		1		1		0		0				1		0		使えるサービスの少なさに調整が難しかった ツカ スク チョウセイ ムズカ		1				乳幼児期の受け入れ可能な福祉サービス等の社会資源が必要である。 ニュウヨウジ キ ウ イ カノウ フクシ ナド シャカイシゲン ヒツヨウ

		承諾 ショウダク		特定相談支援センターはじめ		0284-22-4561		0284-22-4562		326-0143		足利市葉鹿町735-1		足利市 アシカガシ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1

		承諾 ショウダク		上三川障がい児・者生活相談支援センター		0285-38-6854		0285-38-6841		329-0611		上三川町上三川5082-15		上三川町 カミノカワマチ		1		0		1		0		1		0		0		1		0		0		0		0		0				1		0				0		0		0		0				1		0				0

		承諾 ショウダク		はつらつサロン南天相談支援事業所		0285-22-4659		0285-38-6529		323-0027		小山市花垣町2-3-19		小山市、栃木市 オヤマシ トチギシ		0		0		1		0		1		1		0		1		1		1		1		1		0				0		0				0		0		0		0				1		0		利用したいサービス事業所が少なく生活改善、家族、支援者の負担軽減に繋がらない（訪問入浴、ショートステイ、生活介護などなど（就労Ａ型））医師によっては連携が困難。何処の精神科がよいかと利用者に問われるが答えは解らない。 リヨウ ジギョウショ スク セイカツ カイゼン カゾク シエンシャ フタン ケイゲン ツナ ホウモン ニュウヨク セイカツ カイゴ シュウロウ ガタ イシ レンケイ コンナン ドコ セイシンカ リヨウシャ ト コタ ワカ		0				本人の選択や受け入れ事業所の間口を広げる。例えば入浴はヘルパーの2人対応で行ているがヘルパー不足や腰痛の悪化などで対応が難しくなってくる。機会浴のできる生活介護を勧めるも本人の選択肢がない。自宅から出かける自由さのようなものが閉ざされているような気がする。反面高齢者のサービスは増加する一方で利用者が不足し閉鎖なども聞かれる。高齢者・障害者がともにデイサービスやショートステイを利用できるようにならないかと思う。障害児については働く両親をサポートすることで生活の安定や療育などへ通園のし易さを図り、送迎サービスの充実など。 ホンニン センタク ウ イ ジギョウショ マグチ ヒロ タト ニュウヨク ニン タイオウ オコナ ブソク ヨウツウ アッカ タイオウ ムズカ キカイ ヨク セイカツ カイゴ スス ホンニン センタクシ ジタク デ ジユウ ト キ ハンメン コウレイシャ ゾウカ イッポウ リヨウシャ フソク ヘイサ キ コウレイシャ ショウガイシャ リヨウ オモ ショウガイジ ハタラ リョウシン セイカツ アンテイ リョウイク ツウエン ヤス ハカ ソウゲイ ジュウジツ

		承諾 ショウダク		障がい者生活支援センターこぶし		028-680-5746		028-688-0214		321-0126		栃木県宇都宮市茂原町837-1		宇都宮市、上三川町 ウツノミヤシ カミノカワマチ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1				①医療機関との細かな連携体制②相談関係者を含め本人に関わり支援をするなかで即座に動きが取れるようなフットワークの軽いチーム作り イリョウ キカン コマ レンケイ タイセイ ソウダン カンケイシャ フク ホンニン カカ シエン ソクザ ウゴ ト カル ヅク
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Ｑ2.重症心身障害児（者）の定義をご存知ですか	知っている	知らない	40	33	Ｑ3.重症心身障害児（者）の方（家族・関係機関等）からの相談を受けたことがありますか	ある	ない	35	43	それは誰からの相談でしたか	ａ.家族	ｂ.支援者	ｃ.関係機関	27	6	12	それはどんな相談でしたか	生活上の相談	医療的な相談	制度に関する相談	教育に関する相談	サービス等利用計画書作成に関する相談	その他	19	7	15	5	26	3	それらの相談事業所として対応（解決）はできましたか	ａ.できた	ｂ.できなかった	27	4	自分の事業所で対応する	ほかの相談支援事業所へ依頼する	行政に依頼する	その他	17	15	8	9	Ｑ5.重症心身障害児（者）の方のサービス等利用計画書を作成したことがありますか	ある	ない	33	46	Ｑ5.重症心身障害児（者）の方のサービス等利用計画書

　　 を作成したことがありますか

ない
59%

ある	今後依頼があれば作成する	他の相談支援事業所に依頼する	作成するかどうかわからない	33	15	18	14	

相談支援事業所 (2)

		Ｑ1.貴施設について、お伺いいたします キ シセツ ウカガ										事業所名とコメントをくっつけるで一表を作る ジギョウショ メイ イッピョウ ツク

		1		事業所名 ジギョウショ メイ								今月中 コンゲツ チュウ

		2		電話番号 デンワ バンゴウ								地図と一覧表をパワーポイント チズ イチラン ヒョウ

		3		FAX番号 バンゴウ								各項目ごとにページを作る カクコウモク ツク

		4		所在地 ショザイチ

		5		訪問可能な主な市町村 ホウモン カノウ オモ シチョウソン

		Ｑ2.重症心身障害児（者）の定義をご存知ですか ジュウショウシンシンショウガイジ シャ テイギ ゾンジ

		Ｑ2-1		知っている シ

		Ｑ2-2		知らない シ

		Ｑ3.重症心身障害児（者）の方（家族・関係機関等）からの相談を受けたことがありますか ジュウショウシンシンショウガイジ シャ カタ カゾク カンケイ キカン ナド ソウダン ウ

		Ｑ3-1		1		ある

		Ｑ3-2		2		ない

		Ｑ3-1-Ａ

				Ａ-1それは誰からの相談でしたか ダレ ソウダン

				1		ａ.家族 カゾク

				2		ｂ.支援者 シエンシャ

				3		ｃ.関係機関 カンケイ キカン

				Ａ-2それはどんな相談でしたか（複数回答可） ソウダン フクスウ カイトウ カ

				1		ａ.生活上の相談 セイカツ ジョウ ソウダン

				2		ｂ.医療的な相談 イリョウテキ ソウダン

				3		ｃ.制度に関する相談 セイド カン ソウダン

				4		ｄ.教育に関する相談 キョウイク カン ソウダン

				5		ｅ.サービス等利用計画書作成に関する相談 ナド リヨウ ケイカクショ サクセイ カン ソウダン

				6		ｆ.その他 タ

				Ａ-3それらの相談事業所として対応（解決）はできましたか ソウダン ジギョウショ タイオウ カイケツ

				1		ａ.できた

				2		ｂ.できなかった

				Ａ-3-1それはどうしてですか

				1		ａ解決手段・方法がなかった カイケツ シュダン ホウホウ

				2		ｂ.ほかの相談支援事業所に依頼した ソウダン シエン ジギョウショ イライ

				3		ｃ.行政に依頼した ギョウセイ イライ

				4		ｄ.その他 タ

		Ｑ4.Ｑ3-2「ない」→これから重症心身障害児（者）の方（本人・家族等）からの相談があればどのように対応されますか ジュウショウシンシンショウガイジ シャ カタ ホンニン カゾク ナド ソウダン タイオウ

				Ｑ4-1		自分の事業所で対応する ジブン ジギョウショ タイオウ

				Ｑ4-2		ほかの相談支援事業所へ依頼する ソウダン シエン ジギョウショ イライ

				Ｑ4-3		行政に依頼する ギョウセイ イライ

				Ｑ4-4		その他 タ

		Ｑ5.重症心身障害児（者）の方のサービス等利用計画書を作成したことがありますか ジュウショウシンシンショウガイジ シャ カタ ナド リヨウ ケイカクショ サクセイ

				Ｑ5-1		ある

				Ｑ5-2		ない

						Ｑ5-1-Ａ		「ある」と回答→作成にあたり、苦労したこと困ったことがありましたか カイトウ サクセイ クロウ コマ

						Ｑ5-2-Ａ		「ない」と回答 カイトウ

						1		ａ.今後依頼があれば作成する コンゴ イライ サクセイ

						2		ｂ.他の相談支援事業所に依頼する ホカ ソウダン シエン ジギョウショ イライ

						3		ｃ.作成するかどうかわからない サクセイ

						Ｑ5-2-Ａ-1		b.cを回答→それはどうしてですか カイトウ

		Q6.重症心身障害児（者）の方がより良い在宅生活をしていく上で何か必要だと思うことがあればご自由にお書きください ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ カタ ヨ ザイタク セイカツ ウエ ナニ ヒツヨウ オモ ジユウ カ



		承諾可否 ショウダク カヒ		Q1												Ｑ2.重症心身障害児（者）の定義をご存知ですか ジュウショウシンシンショウガイジ シャ テイギ ゾンジ				Ｑ3.重症心身障害児（者）の方（家族・関係機関等）からの相談を受けたことがありますか ジュウショウシンシンショウガイジ シャ カタ カゾク カンケイ キカン ナド ソウダン ウ																														Ｑ4.Ｑ3-2「ない」→これから重症心身障害児（者）の方（本人・家族等）からの相談があればどのように対応されますか ジュウショウシンシンショウガイジ シャ カタ ホンニン カゾク ナド ソウダン タイオウ										Ｑ5.重症心身障害児（者）の方のサービス等利用計画書を作成したことがありますか ジュウショウシンシンショウガイジ シャ カタ ナド リヨウ ケイカクショ サクセイ										Q6.重症心身障害児（者）の方がより良い在宅生活をしていく上で何か必要だと思うことがあればご自由にお書きください ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ カタ ヨ ザイタク セイカツ ウエ ナニ ヒツヨウ オモ ジユウ カ

				事業所名 ジギョウショ メイ		電話番号 デンワ バンゴウ		FAX番号 バンゴウ		郵便番号 ユウビンバンゴウ		所在地 ショザイチ		訪問可能な主な市町村 ホウモン カノウ オモ シチョウソン		知っている		知らない シ		ある		ない		それは誰からの相談でしたか						それはどんな相談でしたか														それらの相談事業所として対応（解決）はできましたか						自分の事業所で対応する ジブン ジギョウショ タイオウ		他の相談支援事業所へ依頼する ホカ ソウダン シエン ジギョウショ イライ		行政に依頼する ギョウセイ イライ		その他 タ				ある		ない		「ある」と回答		「ない」
と回答		b.c（23）を回答

																								家族 カゾク		支援者 シエンシャ		関係機関 カンケイ キカン		生活上の相談 セイカツ ジョウ ソウダン		医療的な相談 イリョウテキ ソウダン		制度に関する相談 セイド カン ソウダン		教育に関する相談 キョウイク カン ソウダン		サービス等利用計画書作成に関する相談 ナド リヨウ ケイカクショ サクセイ カン ソウダン		その他 タ		その他回答 タ カイトウ		それらの相談事業所として対応（解決）はできましたか		それはどうしてですか		それはどうしてですか

		否 イナ		手話通訳派遣協会相談支援事業所		0287-73-4422		0287-62-7776		325-0026		栃木県那須塩原市上厚崎431-17 ３２５－００２６				0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		0		1		本事業所と同様の地域で一般相談支援事業所と連携を図り対応する ホン ジギョウショ ドウヨウ チイキ イッパン ソウダン シエン ジギョウショ レンケイ ハカ タイオウ		0		1		0		2		当事業所は手話通訳派遣を主目的とする事業所であるため、聴覚障害に対するノウハウはあるがそれ以外の障害者に対応する専門性を有していない為 トウ ジギョウショ シュワ ツウヤク ハケン シュモクテキ ジギョウショ チョウカク ショウガイ タイ イガイ ショウガイシャ タイオウ センモンセイ ユウ タメ

		否 イナ		相談支援事業所すまいる		0285-45-7199		0285-45-8437		329-0205		小山市間々田750-1		小山市 オヤマシ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		1		0				0		1		0		3		現在担当させていただいているケースの他に受け入れる時間的余裕がないため。また専門的な知識や経験がなく自信がないため。 ゲンザイ タントウ ホカ ウ イ ジカンテキ ヨユウ センモンテキ チシキ ケイケン ジシン

		否 イナ		やまゆりの里		0284-90-2030		0284-90-2031		326-0011		足利市大沼田町525-1		足利市 アシカガシ		0		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		ショートステイの利用が可能かどうか リヨウ カノウ		2		1		ショートの利用を希望していたが、幼児で夜間に吸引が必要とのことだったので職員配置上困難と判断 リヨウ キボウ ヨウジ ヤカン キュウイン ヒツヨウ ショクイン ハイチ ジョウ コンナン ハンダン		0		0		0		0				0		1		0		2		あしかがの森さんが近くにあり専門性もあるため モリ チカ センモンセイ

		否 イナ		相談支援センターひかり		028-612-7717		028-612-7718		320-0072		宇都宮市若草4-20-7		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		0		1		0		1		0		0		1		0		1		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		居宅介護事業所とニーズのマッチング キョタク カイゴ ジギョウショ		0				短期入所事業所（医療的ケア対応型）の整備 タンキ ニュウショ ジギョウショ イリョウテキ タイオウガタ セイビ

		否 イナ		相談支援センター歩み		028-667-5151		028-667-5150		321-3233		宇都宮市上籠谷町3792		真岡市、芳賀町、宇都宮市 モオカシ ハガマチ ウツノミヤシ		0		1		1		0		0		1		0		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		毎日お会いしている方ではないしお話ができる方ではないので、計画書を作ることは少々戸惑いはありましたが、すべて療育指導室の先生にご指導いただき作成することができました。お幸せな時を過ごしてほしいという思いはいっぱいありますが、なにも出来ていない自分が申し訳ないような気持ちです。 マイニチ ア カタ ハナシ カタ ケイカクショ ツク ショウショウ トマド リョウイク シドウシツ センセイ シドウ サクセイ シアワ トキ ス オモ デキ ジブン モウ ワケ キモ		0				すみません。経験不足で在宅の方はよくわかりませんが、独立行政法人国立病院機構宇都宮病院にお伺いし行き届いた介護、職員の先生方の情熱にこういうところで重症心身障害者の方が過ごせることは幸せなのでは…としみじみ思いました。 ケイケン ブソク ザイタク カタ ドクリツ ギョウセイ ホウジン コクリツ ビョウイン キコウ ウツノミヤ ビョウイン ウカガ イ トド カイゴ ショクイン センセイガタ ジョウネツ ジュウショウ シンシン ショウガイシャ カタ ス シアワ オモ

		否 イナ		ワークス共育		0287-39-5593		0287-39-5630		329-2213		那須塩原市上大貫2028-2				1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		0		1		状況に応じて対応する ジョウキョウ オウ タイオウ		0		1				1				相談支援専門員のレベルアップが必要ではないかと思います ソウダン シエン センモンイン ヒツヨウ オモ

		否 イナ		指定特定相談支援センタードリーム		0288-32-2280		0288-32-2281		321-2341		日光市大沢町274		日光市、塩谷町、鹿沼市、宇都宮市 ニッコウシ シオヤ チョウ カヌマシ ウツノミヤ シ		0		1		1		0		1		0		0		1		1		1		0		0		0				1		0				0		0		0		0				1		0		計画を作成するにあたり医療機関との連携方法を具体化していくことに連絡調整に時間を要しました。また医師同士でのやりとりの方が早いように感じました。※解決できたと言っても施設の空き待ちで関係する病院で入院しております。 ケイカク サクセイ イリョウ キカン レンケイ ホウホウ グタイカ レンラク チョウセイ ジカン ヨウ イシ ドウシ ホウ ハヤ カン カイケツ イ シセツ ア マ カンケイ ビョウイン ニュウイン		0				入所ではなく、医療ケアのできる短期入所やグループホーム、日中一時、生活介護の拡充が必要であること。また重症心身障害児（者）への理解を広めていき、理解者を増やすこと、訪問看護、訪問医療、居宅介護も活用しやすい環境づくりを相談支援専門員はネットワークづくりに努めなければんらないと思います。 ニュウショ イリョウ タンキ ニュウショ ニッチュウ イチジ セイカツ カイゴ カクジュウ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ リカイ ヒロ リカイシャ フ ホウモン カンゴ ホウモン イリョウ キョタク カイゴ カツヨウ カンキョウ ソウダン シエン センモンイン ツト オモ

		否 イナ		ユーファーム支援センター		028-689-0070		028-680-0750		321-0972		宇都宮市下川俣町206-127		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2		これまでの実績として主に就労系の利用計画の作成を行っており重症心身障害児の方への支援については経験や人員の不足から対応が困難であると思われるため ジッセキ オモ シュウロウ ケイ リヨウ ケイカク サクセイ オコナ ジュウショウ シンシン ショウガイジ カタ シエン ケイケン ジンイン フソク タイオウ コンナン オモ

		否 イナ		障害者相談支援センターひびき		028-666-7601		028-666-7602		321-0403		宇都宮市下小倉町1536		宇都宮市、さくら市 ウツノミヤシ シ		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2		かつて受け入れたことがなく、またスタッフにも医療的ケアの知識や経験が乏しく、自信をもって迎え入れることができない ウ イ イリョウテキ チシキ ケイケン トボ ジシン ムカ イ		受け入れる施設が近辺にあること ウ イ シセツ キンペン

		否 イナ		相談支援事業ぴゅあ		028-611-1771		028-611-1772		321-0911		宇都宮市問屋町3426-46		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2

		否 イナ		指定特定相談支援事業所すえひろ		0287-23-3962		0287-24-1670		324-0042		大田原市末広1-2-5		大田原市、大田原市以外は交通費を受領 オオタワラシ オオタワラシ イガイ コウツウヒ ジュリョウ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2		事業所の対象を精神障害に限定し、市に申請しているため ジギョウショ タイショウ セイシン ショウガイ ゲンテイ シ シンセイ

		否 イナ		相談支援センターふじみだい		0285-44-0200		0285-44-4255		329-0412		下野市芝1123		下野市 シモノ シ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		0		1		ケースによって検討 ケントウ		0		1				2

		否 イナ		相談支援センターひゅーまにあ宇都宮		028-678-5385		028-678-5395		320-0802		宇都宮市江野町6-15大立ビル4階		宇都宮市（鹿沼市等近隣市町村） ウツノミヤシ カヌマシ ナド キンリン シチョウソン		0		1		1		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		あるではありますが、初めての作成でまた完成はしていない段階です。病院で実施されている活動医療等で自分自身が未熟で理解が足りていない為に苦労しています。 ハジ サクセイ カンセイ ダンカイ ビョウイン ジッシ カツドウ イリョウ ナド ジブン ジシン ミジュク リカイ タ タメ クロウ		0				①医療面での安心②外部と交流する機会③家族の方への支援 イリョウ メン アンシン ガイブ コウリュウ キカイ カゾク カタ シエン

		否 イナ		地域活動支援センターあしかが		0284-41-2643		0284-43-0463		326-0808		足利市本城1-1547		足利市 アシカガシ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0						0		1		0		0				0		1				2		専門外で知識等はなく、計画書の作成は難しいため センモンガイ チシキ トウ ケイカクショ サクセイ ムズカ

		否 イナ		南那須地区障害者相談支援センター		0287-80-1020		0287-80-1027		321-0624		那須烏山市旭1-18-8		那須烏山市、那珂川町 ナスカラスヤマシ ナカガワマチ		1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		アセスメント、院内での面会予定の調整、家族への説明など インナイ メンカイ ヨテイ チョウセイ カゾク セツメイ		0				在宅医療、訪問リハビリなど24時間対応出来る専門家チーム ザイタク イリョウ ホウモン ジカン タイオウ デキ センモンカ

		否 イナ		ワン・ハーモニー		0287-22-8255		0287-48-7225		324-0042		大田原市末広1-3618-13				0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				0

		否 イナ		ひまわり相談支援事業所		0282-20-5006		0282-23-4878		328-0052		栃木市祝町12－9				0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		1		0				0		1				3		意思伝達が自分にとって受け止められるかに不安があるため イシ デンタツ ジブン ウ ト フアン

		否 イナ		サンフラワーライフ		0285-22-1109		0285-22-1345		323-0808		小山市出井1936		小山市内 オヤマシナイ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				3		近隣に受け入れ施設が少なく在宅福祉サービスに向けるのが難しい キンリン ウ イ シセツ スク ザイタク フクシ ム ムズカ

		否 イナ		natu- la(ナチュラ)		0287-67-3115		0287-67-3115		329-3153		那須塩原市大原間239-1		那須塩原市、大田原市、那須町 ナスシオバラ シ オオタワラシ ナスマチ		0		1		1		0		1		0		0		1		1		1		0		0		0				1		0				0		0		0		0				1		0		サービス自体の幅がせまいため、本人が安全に安心した生活をうけられるためにどう組み合わせたら良いか。又、家族によっては苦手な事業所もあり限られた事業所を探すのが難しかった。 ジタイ ハバ ホンニン アンゼン アンシン セイカツ ク ア ヨ マタ カゾク ニガテ ジギョウショ カギ ジギョウショ サガ ムズカ		0				訪問系のサービスがもっと充実して欲しい ホウモン ケイ ジュウジツ ホ

		否 イナ		相談支援事業所ふるさとホーム那須		0287-98-3001		0287-98-8080		324-0414		大田原市片府田1301-59		大田原市、那須町、那須塩原市、周辺 オオタワラシ ナスマチ ナスシオバラ シ シュウヘン		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2		主な精神知的関係なので、今後はできるよう専門的な部分の勉強が必要です。 オモ セイシン チテキ カンケイ コンゴ センモンテキ ブブン ベンキョウ ヒツヨウ		①専門相談②居場所③地域の理解 センモン ソウダン イバショ チイキ リカイ

		否 イナ		特定相談支援事業所きのこ		028-635-8746		028-635-8778		320-0846		栃木県宇都宮市滝の原2-4-42 ３２０－０８４６		宇都宮市 ウツノミヤシ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		1		0				0		1				3		どのように作成したらいいか不安のため サクセイ フアン

		否 イナ		こども発達支援センター鹿沼市あおば園		0289-63-1745		0289-63-1745		322-0074		鹿沼市日吉町320－1				1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		1		0				0		1				2		相談支援専門員の不足、児童発達支援事業所利用のための計画書作成が主な業務になっている ソウダン シエン センモンイン フソク ジドウ ハッタツ シエン ジギョウショ リヨウ ケイカクショ サクセイ オモ ギョウム

		否 イナ		障害者相談支援センターみつか・Ｒｕ		028-648-3971		028-648-3936		321-0347		宇都宮市飯田町261		宇都宮市、鹿沼市 ウツノミヤシ カヌマシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		1		状況に応じして他機関と連携し判断する場合もある ジョウキョウ オウ ホカ キカン レンケイ ハンダン バアイ		0		1				1		計画依頼の状況に応じて対応できない月もある（モニタリング件数） ケイカク イライ ジョウキョウ オウ タイオウ ツキ ケンスウ

		否 イナ		工房つばさ		0285-40-0388		0285-40-6700		329-0401		下野市箕輪425-1		下野市、上三川町、壬生町、ただし状況に応じて対応することが難しい場合もある シモノ シ カミノカワマチ ミブマチ ジョウキョウ オウ タイオウ ムズカ バアイ		1		0		1		0		1		0		0		1		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		短期入所、ヘルパーなどの利用希望があっても受け入れてくれる事業所が見つからない タンキ ニュウショ リヨウ キボウ ウ イ ジギョウショ ミ		3		状況により作成することができない場合がある ジョウキョウ サクセイ バアイ		重心の方の短期入所等の利用ができるところが必要。在宅でのサービスの受入必要だと思われる。 ジュウシン カタ タンキ ニュウショ ナド リヨウ ヒツヨウ ザイタク ウケイレ ヒツヨウ オモ

		否 イナ		相談支援事業所グーフォ		028-673-0002		028-671-0785		329-1105		宇都宮市中岡本町3178-3				1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1				在宅生活を支える家族に負担が重くならないようにする。緊急時に対応してくれる医療ケア付きの宿泊施設を増やしてほしい ザイタク セイカツ ササ カゾク フタン オモ キンキュウジ タイオウ イリョウ ツ シュクハク シセツ フ

		否 イナ		那珂川町社協相談支援事業所		0287-92-1273		0287-92-1295		324-0613		那珂川町馬頭560-1		那珂川町 ナカガワマチ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				0				移動支援サービス イドウ シエン

		否 イナ		相談支援事業所大山田ノンフェール		0287-93-0660		0287-83-8182		324-0602		那珂川町大山田下郷955		那珂川町 ナカガワマチ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		1		0				0		1				2		平成27年度で相談支援事業を終了するため ヘイセイ ネンド ソウダン シエン ジギョウ シュウリョウ

		否 イナ		在宅サポートこころ		028-651-0780		028-651-0781		320-0042		宇都宮市材木町4-24				0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2

		否 イナ		相談支援事業所みらい ソウダン シエン ジギョウショ		0280-57-2673		0280-57-2673		329-0111		野木町丸林371-12		野木町、小山市 ノギマチ オヤマシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		0		1		しかるべき関係機関と連携して対応する カンケイ キカン レンケイ タイオウ		0		1				3		重症心身のノウハウがない ジュウショウ シンシン

		否 イナ		大田原市社会福祉協議会		0287-54-1849		0287-54-2745		324-0233		栃木県大田原市黒羽田町848 ３２４－０２３３		大田原市内 オオタワラシナイ		0		1		1		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0				2		1				0		1		0		0				0		1				2		職員が未熟なため ショクイン ミジュク		在宅医療の充実、居宅介護の２４時間対応（サービス事業所）の充実 ザイタク イリョウ ジュウジツ キョタク カイゴ ジカン タイオウ ジギョウショ ジュウジツ

		否 イナ		障がい者相談支援センターとまつり		028-680-5570		028-680-5271		320-0052		宇都宮市中戸祭町813		宇都宮市、近隣市町村 ウツノミヤシ キンリン シチョウソン		0		1		1		0		1		0		0		1		0		0		0		0		1		親子間の関わり オヤコ カン カカ		0		0		現在対応中 ゲンザイ タイオウチュウ		0		0		0		0				1		0		保護者との連携がとれない ホゴシャ レンケイ		0

		否 イナ		宇都宮市社会福祉協議会		028-636-1536		028-636-1537		320-0806		宇都宮市中央1-1-15		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		0				2		1		医療的ケアが必要な方が長時間外出したい。長時間支援者の拘束、移動手段（車の中での対応）、医療的ケアが必要な方が外出したいときに外出できる環境がすぐに整えられない、医療的けが必要な方で要介助であるが、歩行できる方が利用できる短期入所先はないか（アクセス時間も含む） イリョウテキ ヒツヨウ カタ チョウジカン ガイシュツ チョウジカン シエン シャ コウソク イドウ シュダン クルマ ナカ タイオウ イリョウテキ ヒツヨウ カタ ガイシュツ ガイシュツ カンキョウ トトノ イリョウテキ ヒツヨウ カタ ヨウ カイジョ ホコウ カタ リヨウ タンキ ニュウショ サキ ジカン フク		0		0		0		0				1		0		専門的（医療面）な知識がなく、専門用語が多く調べたり聞いたりしながら支援していくこと。長く関わらないと親の思いまで聞き出せないこと。 センモンテキ イリョウ メン チシキ センモン ヨウゴ オオ シラ キ シエン ナガ カカ オヤ オモ キ ダ		0				当事者が何歳になっても利用できるサービス環境（短期入所、訪問入浴など）。教育もほかのお子さん同様平等に受けられる機会（学校行事も含む）。相談対応できる人材の確保。緊急時でも利用できるサービスの調整・確保。直接支援できるサービス・人材を増やすこと。 トウジシャ ナンサイ リヨウ カンキョウ タンキ ニュウショ ホウモン ニュウヨク キョウイク コ ドウヨウ ビョウドウ ウ キカイ ガッコウ ギョウジ フク ソウダン タイオウ ジンザイ カクホ キンキュウジ リヨウ チョウセイ カクホ チョクセツ シエン ジンザイ フ

		承諾 ショウダク		ライフサポートセンターゆめ		0280-33-3624		0280-57-4624		329-0111		野木町丸林630-4		野木町、その周辺地域 ノギマチ シュウヘン チイキ		1		0		1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		1		福祉サービス利用に関する相談 フクシ リヨウ カン ソウダン		1		0				0		0		0		0				1		0		医療的な情報、知識に乏しくわからない用語などが数多く出てきた。医療的ケアの内容の聞き取り（どの部分を聞いていけばよいのか） イリョウテキ ジョウホウ チシキ トボ ヨウゴ カズオオ デ イリョウテキ ナイヨウ キ ト ブブン キ		0				Ｆａの負担軽減のためのレスパイト先（ＨＰ、ＳＳ機関等）。家族それぞれの訴え、希望を明確にしていく。関係機関がチームになりＦａの支え応援をしていく。 フタン ケイゲン サキ キカンナド カゾク ウッタ キボウ メイカク カンケイ キカン ササ オウエン

		承諾 ショウダク		足利ケアサービス		0284-21-7630		0284-21-3109		326-0843		足利市五十部町809-3		足利市、佐野市、太田市 アシカガシ サノシ オオタシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		0		1		ケースによって対応する タイオウ		0		1				3

		承諾 ショウダク		相談支援センターみさと		0285-72-9767				321-4104		芳賀郡益子町大沢2800-5		芳賀郡内（真岡市、益子町、市貝町、芳賀町、茂木町） ハガ グンナイ モオカシ マシコ チョウ イチ ガイ マチ ハガマチ モギマチ		1		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		資源が少ない、短期入所先の確保が難しかった。計画を作るのには、医療情報が難しく感じられた。 シゲン スク タンキ ニュウショ サキ カクホ ムズカ ケイカク ツク イリョウ ジョウホウ ムズカ カン		0				連携の取れる医療関係者がたくさん地域の中にいてくれると安心して生活できるかな。外出や余暇の充実を図るために医療の必要な人の生活が限られてしまっている（あきらめてしまっている） レンケイ ト イリョウ カンケイシャ チイキ ナカ アンシン セイカツ ガイシュツ ヨカ ジュウジツ ハカ イリョウ ヒツヨウ ヒト セイカツ カギ

		承諾 ショウダク		サポートセンターとみや生活支援センター		028-665-8230		028-665-8230		321-2116		宇都宮市徳次郎町540		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		0		1		0		0		0		0		1		1		1		1		1		0				0		1		医療的なケアが必要な利用者様の日中活動先が限られて利用できない人がいる。学校との連携が取りにくい。通勤手段・行事参加制限があり平等性が保たれない。学校はサービスで対応を望み、福祉行政は教育で何とかするべきとつねに折り合わない。 イリョウテキ ヒツヨウ リヨウシャサマ ニッチュウ カツドウ サキ カギ リヨウ ヒト ガッコウ レンケイ ト ツウキン シュダン ギョウジ サンカ セイゲン ビョウドウセイ タモ ガッコウ タイオウ ノゾ フクシ ギョウセイ キョウイク ナン オ ア		0		0		1		0		協力してほしい キョウリョク		1		0		利用できるサービスが限られている。社会参加できる機会が少なく、場が限られている。介護者の負担軽減が取りにくい。夢や希望を叶えるための資源が少ない。 リヨウ カギ シャカイ サンカ キカイ スク バ カギ カイゴシャ フタン ケイゲン ト ユメ キボウ カナ シゲン スク		0				通勤手段、保護者なくても教育が受けられる環境。常に親同行を求めるのでは、自立につながらず、いつになっても親の負担は軽減されない。親が安心して託せる日中活動の場。社会参加、役割を担える環境作り、職場。地域で生活していくための交流の機会や場があるといい。緊急的にレスパイトを受け入れてくれる場。 ツウキン シュダン ホゴシャ キョウイク ウ カンキョウ ツネ オヤ ドウコウ モト ジリツ オヤ フタン ケイゲン オヤ アンシン タク ニッチュウ カツドウ バ シャカイ サンカ ヤクワリ ニナ カンキョウ ヅク ショクバ チイキ セイカツ コウリュウ キカイ バ キンキュウテキ ウ イ バ

		承諾 ショウダク		社会就労センターえいぶるの里 シャカイ シュウロウ サト		0285-22-4561		0285-224581		323-0003		小山市東島田2403-2		小山市、下野市、上三川町、野木町、結城市、古河市、筑西市 オヤマシ シモノ シ カミノカワマチ ノギマチ ユウキシ コガシ ツク ニシ シ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				1		0		自己決定が難しいため、家族中心の考えになってしまうこと。また、利用できる社会資源が少ない。 ジコ ケッテイ ムズカ カゾク チュウシン カンガ リヨウ シャカイ シゲン スク		1				関係機関との連携、特に在宅が長い方は医療機関とのかかわりが家族も含め、希薄になってしまい、二次障害に対応できない。地域に総合的に支援でき、医療的ケアが受けられる場所、または訪問医療の充実が必要と思います。 カンケイ キカン レンケイ トク ザイタク ナガ カタ イリョウ キカン カゾク フク キハク ニジ ショウガイ タイオウ チイキ ソウゴウテキ シエン イリョウテキ ウ バショ ホウモン イリョウ ジュウジツ ヒツヨウ オモ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所「ピュア」		0282-31-3911		0282-31-3912		328-0133		栃木市大森町465		栃木市、鹿沼市、佐野市、小山市、壬生町 トチギシ カヌマシ サノシ オヤマシ ミブマチ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1

		承諾 ショウダク		社会福祉法人とちのみ会　こなかの森 シャカイ フクシ ホウジン カイ モリ		0283-24-5757		0283-24-6294		327-0001		佐野市小中町1280		佐野市、足利市 サノシ アシカガシ		1		0		1		0		1		0		0		1		0		1		0		0		0				1		2		通所型のため、短期入所の受け入れはサービスとして提供できず、他施設の紹介、相談支援事業につなげている。 ツウショ ガタ タンキ ニュウショ ウ イ テイキョウ タ シセツ ショウカイ ソウダン シエン ジギョウ		0		0		0		0				1		0		療養型短期入所ほかの施設への短期入所の受け入れ状況など、受け入れ場所を見つけるなど。短期入所時の発作発症時医療への繋ぎが困難。問題多（かかりつけ医への搬送） リョウヨウガタ タンキ ニュウショ シセツ タンキ ニュウショ ウ イ ジョウキョウ ウ イ バショ ミ タンキ ニュウショ ジ ホッサ ハッショウ ジ イリョウ ツナ コンナン モンダイ タ イ ハンソウ		0				佐野市には、身障（重心）短期入所施設がなく老人施設に佐野市が委託しているが、利用する人もいなく、サービスが使いづらい状態にある。短期入所受け入れ可能施設が増えることで、家族のほうも使いやすく利便性があがると考えます。 サノシ シンショウ ジュウシン タンキ ニュウショ シセツ ロウジン シセツ サノシ イタク リヨウ ヒト ツカ ジョウタイ タンキ ニュウショ ウ イ カノウ シセツ フ カゾク ツカ リベンセイ カンガ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所テトテ		0287-36-7171		0287-36-7181		329-2732		那須塩原市一区町251-1		那須塩原市（大田原、矢板、那須町、那珂川町、烏山） ナスシオバラ シ オオタワラ ヤイタ ナスマチ ナカガワマチ カラスヤマ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		0		1		委託の相談支援事業所や重心専門の事業所に相談する イタク ソウダン シエン ジギョウショ ジュウシン センモン ジギョウショ ソウダン		0		1				3		その方にとって、より専門性の高い方が対応することが望ましいと思いますので、作成が適するか否か周囲のサービス状況なども考慮して決めたいと思います。適切にアドバイスをいただける地域の環境が整っていれば、スキルアップ、経験の積み重ねのためにも作成したいです。 カタ センモンセイ タカ ホウ タイオウ ノゾ オモ サクセイ テキ イナ シュウイ ジョウキョウ コウリョ キ オモ テキセツ チイキ カンキョウ トトノ ケイケン ツ カサ サクセイ		相談支援専門員のスキルアップ。きめ細かい支援（サービスの充実）本人のニーズを正しく理解できる人材の育成と地域の理解。 ソウダン シエン センモンイン コマ シエン ジュウジツ ホンニン タダ リカイ ジンザイ イクセイ チイキ リカイ

		承諾 ショウダク		指定特定相談支援事業所あじさい		0287-60-3361		0287-60-3362		325-0034		那須塩原市東原166		那須塩原市、那須町 ナスシオバラ シ ナスマチ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2				訪問看護、訪問診療を行う医師が必要だと思います。 ホウモン カンゴ ホウモン シンリョウ オコナ イシ ヒツヨウ オモ

		承諾 ショウダク		障害者相談支援センターいぶき		028-678-3502		028-676-3501		329-1216		高根沢町桑窪2266-2		高根沢町 タカネザワマチ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1				短期入所など受け入れてくれる施設を増やしてほしい。県内で受け入れていただけない為、県外の施設を考えなくてはいけない方がいます。 タンキ ニュウショ ウ イ シセツ フ ケンナイ ウ イ タメ ケンガイ シセツ カンガ カタ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所わくわくおやま		0285-24-6575		0285-20-0255		323-0022		小山市駅東通り3-9-6		小山市 オヤマシ		1		0		1		0		1		1		1		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		関係事業所が多いことで情報収集連携等大変。医療機関とも連携を図る必要あり。レスパイト、ショートステイの受入困難。利用できる事業所が少ない。 カンケイ ジギョウショ オオ ジョウホウ シュウシュウ レンケイ ナド タイヘン イリョウ キカン レンケイ ハカ ヒツヨウ ウケイレ コンナン リヨウ ジギョウショ スク		0				重症心身障害児（者）を受け入れしてくれる事業所、施設がもっと多くあればよいと思われる。通所日中一時短期入所など。相談支援、計画作成についてもほかの事業所が受け入れてくれないとの理由で受け入れ可能事業所へ集中してしまう為、相談員への研修等を増やせばよいが。しかし日々の業務が多忙であるため、難しいのかな？ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ ウ イ ジギョウショ シセツ オオ オモ ツウショ ニッチュウ イチジ タンキ ニュウショ ソウダン シエン ケイカク サクセイ ジギョウショ ウ イ リユウ ウ イ カノウ ジギョウショ シュウチュウ タメ ソウダン イン ケンシュウ ナド フ ヒビ ギョウム タボウ ムズカ

		承諾 ショウダク		相談支援センターネクスト		080-8854-9551		0280-612-1558		320-0034		宇都宮市泉町6-25		宇都宮市 ウツノミヤシ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2

		承諾 ショウダク		相談支援事業のぞみ		0287-65-2288		0287-65-2282		329-3152		那須塩原市上中野53		那須塩原市、大田原市、那須町 ナスシオバラ シ オオタワラシ ナスマチ		1		0		1		0		0		0		1		1		1		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		現サービスでの医療ケアをふまえ、将来にむけて他事業との連携につなげるよう計画作成、調整に苦労した。 ゲン イリョウ ショウライ タ ジギョウ レンケイ ケイカク サクセイ チョウセイ クロウ		0				選択肢が増えるよう受け入れ可能な福祉サービス事業所の増加が必要だと思われます。 センタクシ フ ウ イ カノウ フクシ ジギョウショ ゾウカ ヒツヨウ オモ

		承諾 ショウダク		サポートセンターひばり		028-670-0330		028-667-7315		321-3236		宇都宮市竹下町435-159		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		苦労ではないが、お母様がとても一生懸命ですでにサービスも繋がっていたため、現状を計画にする形となったが、計画作成後のかかわりについて相談員としてどのようにすべきことが望ましいかと考える。 クロウ カアサマ イッショウケンメイ ツナ ゲンジョウ ケイカク カタチ ケイカク サクセイ ゴ ソウダン イン ノゾ カンガ		0				福祉サービスや医療、またボランティアが入室されるととてもよいと思います。また、介助者（家族）のケアも考えると気軽に参加できるようなイベント（医療が整っていたり、介助するボランティアさんがいたり）や、同じ重症心身障害児（者）をもつかたとのネットワークがあるといいのかなと思います。 フクシ イリョウ ニュウシツ オモ カイジョシャ カゾク カンガ キガル サンカ イリョウ トトノ カイジョ オナ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ オモ

		承諾 ショウダク		高根沢町障害児者生活支援センターすまいる タカネザワマチ		028-612-2751		028-612-2752		329-1225		栃木県塩谷郡高根沢町石末1825　福祉センター内 ３２９－１２２５ フクシ ナイ		高根沢町 タカネザワマチ		1		0		1		0		0		0		1		0		0		1		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		地元に使える資源がなく苦労した ジモト ツカ シゲン クロウ		0				①医療と福祉の連携ネットワーク②重心の方でも利用できるサービスが増えること③訪問診療医 イリョウ フクシ レンケイ ジュウシン カタ リヨウ フ ホウモン シンリョウ イ

		承諾 ショウダク		障害者相談支援センターフォレスト		0284-91-1816		0284-91-2867		326-0011		足利市大沼田町615		足利市及び近隣市町村 アシカガシ オヨ キンリン シチョウソン		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0				0

		承諾 ショウダク		障がい者相談支援事業所ケアサプライ		0287-73-5312		0287-73-5311		329-3221		栃木県那須郡那須町漆塚762-102 ３２９－３２２１		白河市、那須町、那須塩原市、大田原市 シラカワシ ナスマチ ナスシオバラシ オオタワラシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1				サービスを提供できる事業所の充実を図る テイキョウ ジギョウショ ジュウジツ ハカ

		承諾 ショウダク		南栃木支援センター相談支援		0285-44-6118		0285-44-7215		329-0412		下野市柴1432-105		下野市、小山市、壬生町 シモノ シ オヤマシ ミブマチ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		0		1		介護保険と併用する場合のみ対応する カイゴ ホケン ヘイヨウ バアイ タイオウ		0		1				3		介護保険と併用する場合のみ作成する カイゴ ホケン ヘイヨウ バアイ サクセイ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所とまり木		0287-54-2854		0287-54-2230		324-0231		大田原市北野上3952		大田原市、那須塩原市、那須町 オオタワラシ ナスシオバラシ ナスマチ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1				当事業所の対応範囲は現在、知的障害者特に中・軽度が主だが、精神（高次脳機能障害も含む）分野もやり始めている。今後重症心身障害者もほかの相談支援事業所の助けを得ながら、勉強しながら対応したいと考えている。そのために研修や見学の機会を多く作っていただきたい。今は、当事業所はその程度しか考えられない。 トウ ジギョウショ タイオウ ハンイ ゲンザイ チテキ ショウガイシャ トク チュウ ケイド オモ セイシン コウジ ノウ キノウ ショウガイ フク ブンヤ ハジ コンゴ ジュウショウ シンシン ショウガイシャ ソウダン シエン ジギョウショ タス エ ベンキョウ タイオウ カンガ ケンシュウ ケンガク キカイ オオ ツク イマ トウ ジギョウショ テイド カンガ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所ポンテ		028-652-7288		028-652-6355		321-0341		宇都宮市古賀志町1964-12		宇都宮、鹿沼、日光、壬生 ウツノミヤ カヌマ ニッコウ ミブ		0		1		1		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0				0				未就学児（3～5才）の方の医療型児童発達支援を分離で行う施設が数か所あると良いと思います。 ミシュウガクジ サイ カタ イリョウ ガタ ジドウ ハッタツ シエン ブンリ オコナ シセツ スウ ショ ヨ オモ

		承諾 ショウダク		相談支援センター光輝舎		0285-70-2020		0285-72-8222		321-4105		芳賀郡益子町北中1113-1		芳賀郡、真岡市等 ハガ グン モオカシ ナド		1		0		1		0		1		1		1		1		0		1		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		利用できるサービス事業所が少ない。重心児者に合わせたプログラムが見つからない（近隣で） リヨウ ジギョウショ スク ジュウシン ジ シャ ア ミ キンリン		0				本人の状態にもよるが、重度化する状況に対応できる事業所の確保。家族の負担が大きくなり在宅生活の継続が困難になることが予測されるので、在宅で支援が受けられるような体制の充実と、レスパイトサービスの拡大。 ホンニン ジョウタイ ジュウドカ ジョウキョウ タイオウ ジギョウショ カクホ カゾク フタン オオ ザイタク セイカツ ケイゾク コンナン ヨソク ザイタク シエン ウ タイセイ ジュウジツ カクダイ

		承諾 ショウダク		特定相談支援事業所やすらぎ		028-650-7727		028-650-7728		320-0011		宇都宮市富士見が丘3－19－20		宇都宮市 ウツノミヤシ		0		0		1		0		1		0		0		0		0		1		1		0		0				0		3		対応できるヘルパーがいれば支援する タイオウ シエン		0		0		0		0				0		1				3

		承諾 ショウダク		障がい者支援センターにんべん		028-686-2539		028-686-2584		329-1417		さくら市フィオーレ喜連川5-2-1　フィオーレガーデン1-102		さくら市 シ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1				地域資源アンケートをいただきありがとうございました。設問に対しまして知識不足にこれでいいのかという思いです。相談支援専門員として設問にありました「3」要望がでますれば、先輩相談員・各職種の方々に相談・指導をいただき、相談支援事業を行ってみたいと考えます。大島先生について学ばせて頂きました。 チイキ シゲン セツモン タイ チシキ ブソク オモ ソウダン シエン センモンイン セツモン ヨウボウ センパイ ソウダン イン カクショクシュ カタガタ ソウダン シドウ ソウダン シエン ジギョウ オコナ カンガ オオシマ センセイ マナ イタダ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所おやま		0285-22-1833		0285-228946		323-0014		小山市喜沢660		小山市、下野市 オヤマシ シモノ シ		1		0		1		0		1		1		0		0		0		0		0		1		0				2		3				0		0		0		0				1		0		本人の意思が明確でないので親の意向中心のものになってしまった。 ホンニン イシ メイカク オヤ イコウ チュウシン		0

		承諾 ショウダク		真岡介護センター		0285-80-5200		0285-80-5211		321-4361		真岡市並木町1-8-1　シティ並木102 ナミキ		真岡市、芳賀町南部、市貝町南部、益子町西部、上三川東部 モオカシ ハガマチ ナンブ イチ ガイ チョウ ナンブ マシコ チョウ セイブ カミノカワ トウブ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		0		1				0		1				3		担当者の受け持ちケースの状況など考慮し対応できるか検討したい タントウシャ ウ モ ジョウキョウ コウリョ タイオウ ケントウ

		承諾 ショウダク		さの社協相談支援センターほっぷ		0283-22-8152		0283-22-8199		327-0003		佐野市大橋町3212-27		佐野市全域 サノシ ゼンイキ		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2		現在相談支援専門員1名で行っているため ゲンザイ ソウダン シエン センモンイン メイ オコナ

		承諾 ショウダク		相談支援ウエイブ		0282-23-4465		0282-23-4465		328-0012		栃木市平柳町1-2-7		栃木市、壬生町 トチギシ ミブマチ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		1		0				0		1				2		指定特定相談支援事業で精神に対応しているため シテイ トクテイ ソウダン シエン ジギョウ セイシン タイオウ		ご家族の中だけでは生活がマンネリ化して単調になりかねないので、音楽、体を動かす、読み聞かせ麻痺・拘縮のマッサージなどのリハビリの頻度を高める。ご本人が楽しいと感じることを提供できる。ご家族が疲弊しないよう旅行や趣味などの充実した時間がもてるようサービスを利用していくこと。 カゾク ナカ セイカツ カ タンチョウ オンガク カラダ ウゴ ヨ キ マヒ コウシュク ヒンド タカ ホンニン タノ カン テイキョウ カゾク ヒヘイ リョコウ シュミ ジュウジツ ジカン リヨウ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所わらしべの家		0282-27-1627		0282-27-1675		328-0011		栃木市大宮町2708-3		栃木市 トチギシ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1		専門的な知識が不十分なため行政などの機関と相談しながらの対応となります センモンテキ チシキ フジュウブン ギョウセイ キカン ソウダン タイオウ		短期入所や移動支援などの福祉サービス利用時にお付き合いのある医療機関や訪問看護の看護師が同行でき緊急時の対応が迅速にとれる体制（すでにできていたらすみません） タンキ ニュウショ イドウ シエン フクシ リヨウ ジ ツ ア イリョウ キカン ホウモン カンゴ カンゴシ ドウコウ キンキュウジ タイオウ ジンソク タイセイ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所　空		0287-73-8165		0287-73-8165		329-3157		那須塩原市大原間西1-19-9		那須塩原市、大田原市、那須町 ナスシオバラ シ オオタワラシ ナスマチ		1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		重心のお子様の療育支援をやっていたので、苦労はありませんでしたが、医療（訪問看護）訪問リハ訪問入浴の制度を知らなかったので、その方々との連携が取れて大変勉強になりました。 ジュウシン コサマ リョウイク シエン クロウ イリョウ ホウモン カンゴ ホウモン ホウモン ニュウヨク セイド シ カタガタ レンケイ ト タイヘン ベンキョウ		0				医療的ケアの必要な方には支援スタッフ・必ず看護師の方が不在では双方安心したケアはできません。例）乳幼児の通所事業は保母と看護師さん。小学→高校までは義務教育がありますが事後に生活介護はもちろんですが、本当に重心の方の為の日中活動の場が不足しているとおもいますので重心の方の通所事業は必要と思います。家庭以外で通える場所→一時預かりや療育支援事業→高校卒業後は通所施設（一時預かりも含めて） イリョウテキ ヒツヨウ カタ シエン カナラ カンゴシ カタ フザイ ソウホウ アンシン レイ ニュウヨウジ ツウショ ジギョウ ホボ カンゴシ ショウガク コウコウ ギム キョウイク ジゴ セイカツ カイゴ ホントウ ジュウシン カタ タメ ニッチュウ カツドウ バ フソク ジュウシン カタ ツウショ ジギョウ ヒツヨウ オモ カテイ イガイ カヨ バショ イチジ アズ リョウイク シエン ジギョウ コウコウ ソツギョウゴ ツウショ シセツ イチジ アズ フク

		承諾 ショウダク		相談支援事業所みどり		0285-45-8362		0285-45-8397		329-0214		小山市乙女786-1		小山市、栃木市、古河市、結城市 オヤマシ トチギシ コガシ ユウキシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0		大人は対応可能 オトナ タイオウ カノウ		1		1		大人はあるが、こどもはない。先日訪問介護を事業所にお願いしたところどこの事業所も受けていただけなかった。 オトナ センジツ ホウモン カイゴ ジギョウショ ネガ ジギョウショ ウ		3		成人しか計画相談をしたことがないので不安である。当事業所は相談員が一名なので相談する相手がいない セイジン ケイカク ソウダン フアン トウ ジギョウショ ソウダン イン イチメイ ソウダン アイテ		サービス事業所で受けてもらえないケースがある。特に重心や精神知的等重複して疾患を持っていると問い合わせた時点でお断りされてします。 ジギョウショ ウ トク ジュウシン セイシン チテキ ナド チョウフク シッカン モ ト ア ジテン コトワ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所こころみ		0284-41-5039		0284-43-2665		326-0061		足利市田島町611-2				0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		1		0				0		1				3		これまで前例がなく、またこの障害について熟知した方（機関）があるならそちらでしていただいた方がご本人様にとってよい支援であると考えるから。※現在当法人の入所・通所等サービスを利用されている方の相談支援がほとんどの状況です。 ゼンレイ ショウガイ ジュクチ カタ キカン ホウ ホンニンサマ シエン カンガ ゲンザイ トウホウジン ニュウショ ツウショ ナド リヨウ カタ ソウダン シエン ジョウキョウ

		承諾 ショウダク		相談支援センターのどか　真岡センター		0285-81-5890		0285-85-8452		321-4305		真岡市荒町111-1		真岡市、芳賀町、市貝町、益子町、茂木町 モオカシ ハガマチ イチガイ マチ マシコ チョウ モギ マチ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1				在宅での生活では家族の介護負担の軽減が必要。フォーマルインフォーマルの枠にとらわれない福祉サービス。 ザイタク セイカツ カゾク カイゴ フタン ケイゲン ヒツヨウ ワク フクシ

		承諾 ショウダク		友井タクシー介護ステーションふれあい		0285-30-0840		0285-30-0844		323-0025		小山市城山町2丁目12-25		小山市 オヤマシ		1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		利用するサービスは多様で、施設・病院・学校など医療福祉事業所数も多く連携を図るのが困難。学校行事に参加するための会出自の支援サービスがない。 リヨウ タヨウ シセツ ビョウイン ガッコウ イリョウ フクシ ジギョウショ スウ オオ レンケイ ハカ コンナン ガッコウ ギョウジ サンカ カイ シュツジ シエン		0				ご家族様が安心して預けることができる施設と必要に預けられる施設の数は少ない。片道１時間以上かかるためとても不便に思います。呼吸器の方の預かり先は少ない。 カゾクサマ アンシン アズ シセツ ヒツヨウ アズ シセツ カズ スク カタミチ ジカン イジョウ フベン オモ コキュウキ カタ アズ サキ スク

		承諾 ショウダク		もくせいの里		0282-43-0593		0282-43-1387		329-4405		栃木市大平町西山田1198		栃木市内 トチギシナイ		0		1		1		0		1		0		0		1		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		ニーズにあてはまるサービスがなかった。例）①入浴支援②移送サービス　①自宅の浴槽では支援が入れず訪問入浴を検討。しかし、浴槽を置けるスペースがなく断念。②主たる介護者が入院。学校までの送迎ができず特例で市の移送サービスを利用するもかなり時間を要した。 レイ ニュウヨク シエン イソウ ジタク ヨクソウ シエン ハイ ホウモン ニュウヨク ケントウ ヨクソウ オ ダンネン シュ カイゴシャ ニュウイン ガッコウ ソウゲイ トクレイ シ イソウ リヨウ ジカン ヨウ		0				①地域の理解や協力②受け入れの拡大（重心の通所、24時間看護体制が整った短期入所）③デマンドタクシー等関係者の重心に対する理解（理解附属により資源として存在するが利用しがたい）④児童が入浴支援を受けられる環境（家族の身体的な介護負担軽減） チイキ リカイ キョウリョク ウ イ カクダイ ジュウシン ツウショ ジカン カンゴ タイセイ トトノ タンキ ニュウショ ナド カンケイシャ ジュウシン タイ リカイ リカイ フゾク シゲン ソンザイ リヨウ ジドウ ニュウヨク シエン ウ カンキョウ カゾク シンタイテキ カイゴ フタン ケイゲン

		承諾 ショウダク		足利障害者相談支援センター		0284-44-0307		0284-44-0318		326-0064		足利市東砂原後町1072		足利市、佐野市 アシカガシ サノシ		1		0		1		0		1		0		0		1		0		1		0		1		0				1		0				0		0		0		0				0		1				2		委託相談支援事業所のため イタク ソウダン シエン ジギョウショ		医療的ケアが整った施設のショートステイ充実が必要。また、特に呼吸器をつけた方のショート療養介護の利用とそれらを利用するための送迎体制の充実が必要。 イリョウテキ トトノ シセツ ジュウジツ ヒツヨウ トク コキュウキ カタ リョウヨウ カイゴ リヨウ リヨウ ソウゲイ タイセイ ジュウジツ ヒツヨウ

		承諾 ショウダク		指定障害者相談支援事業所あるしぇん		0282-86-7665		0282-21-7109		321-0201		栃木県下都賀郡壬生町安塚2032 ３２１－０２０１		壬生町 ミブマチ		1		0		1		0		1		0		0		1		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		①相談支援専門員として重症心身障害児（者）の方に対する支援の知識や経験が少ない②医療的ケアが必要となる方に対して対応できる福祉サービス（事業所）が少ない。 ソウダン シエン センモンイン ジュウショウシンシンショウガイジ シャ カタ タイ シエン チシキ ケイケン スク イリョウテキ ヒツヨウ カタ タイ タイオウ フクシ ジギョウショ スク		0				医療的ケアが必要な方に関して、福祉のサービスでは対応しきれない部分が多く、結果として家族が本人を抱え込まざるを得ない現状があるように感じます。家族の介護負担が少しでも軽減できるよう福祉サービスも柔軟な対応が出来るようになるといいなと思います。 イリョウテキ ヒツヨウ カタ カン フクシ タイオウ ブブン オオ ケッカ カゾク ホンニン カカ コ エ ゲンジョウ カン カゾク カイゴ フタン スコ ケイゲン フクシ ジュウナン タイオウ デキ オモ

		承諾 ショウダク		下野市相談支援事業所 こばと		0285-44-6783		0285-44-6783		329-0414		下野市小金井1146-6		下野市、上三川町 シモノ シ カミノカワマチ		1		0		1		0		0		0		1		1		0		1		1		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		医療的ケアが必要な乳幼児に対応できるヘルパー事業所。短期入所・日中一時支援事業所が近くにない（少ない）。 イリョウテキ ヒツヨウ ニュウヨウジ タイオウ ジギョウショ タンキ ニュウショ ニッチュウ イチジ シエン ジギョウショ チカ スク		0				設問5で回答した内容：外出可能な方は児童発達支援を利用可能であるが無理な方は外部との交流をもちにくい。訪問看護・訪問リハビリが入っているケースはいいがない場合母子で孤立しがち。幸いあそびの支援をしてくれるヘルパー事業所があり支援につながっている。ヘルパー利用を希望されない家庭、利用したくてもヘルパー事業所がない等支援に苦慮する。 セツモン カイトウ ナイヨウ ガイシュツ カノウ カタ ジドウ ハッタツ シエン リヨウ カノウ ムリ カタ ガイブ コウリュウ ホウモン カンゴ ホウモン ハイ バアイ ボシ コリツ サイワ シエン ジギョウショ シエン リヨウ キボウ カテイ リヨウ ジギョウショ ナド シエン クリョ

		承諾 ショウダク		相談支援センターぴあん ソウダン シエン		0282-31-1755		0282-31-2919		328-0067		栃木市皆川城内町333-2		栃木市、小山市 トチギシ オヤマシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1				これまで現場で関わったことがなく、事例検討でしか情報を把握しておらず不安はあります。でも関係機関やご家族様からいろいろなことを教えて頂きながら相談支援として専門性を活かせればと思っています。色々な立場の方からお話をお伺いしてもご家族や医療機関専門的な事業所の負担が大きく相談支援があまり役に立つことができていない（場合によっては自ら引いてしまう）今の現状を少しでも変えていければいいと思います。 ゲンバ カカ ジレイ ケントウ ジョウホウ ハアク フアン カンケイ キカン カゾクサマ オシ イタダ ソウダン シエン センモンセイ イ オモ イロイロ タチバ カタ ハナシ ウカガ カゾク イリョウ キカン センモンテキ ジギョウショ フタン オオ ソウダン シエン ヤク タ バアイ ミズカ ヒ イマ ゲンジョウ スコ カ オモ

		承諾 ショウダク		うつのみや		028-632-6074/090-4059-9728		028-632-6075		320-0861		宇都宮市西2-1-7		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				3		専門的な知識を社会資源のアドバイスを他相談支援事業所からいただきながらみずからの事業所で引き受けるという形が望ましい センモンテキ チシキ シャカイ シゲン ホカ ソウダン シエン ジギョウショ ジギョウショ ヒ ウ カタチ ノゾ

		承諾 ショウダク		サポートセンターきりん		028-612-3838		028-678-3257		321-0905		栃木県宇都宮市平出工業団地43-100 ３２１－０９０５		宇都宮市 ウツノミヤシ		0		1		1		0		1		0		0		1		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		療養介護に入所しているので他のサービスの利用が困難。そのための社会資源をつなげたり、活用したりするのが難しい。 リョウヨウ カイゴ ニュウショ ホカ リヨウ コンナン シャカイ シゲン カツヨウ ムズカ		0				今後、市町村などで展開されていく生活拠点に関する事業をうまく活用できればいいなと感じています。入所されている方々については地域とのつながり方が今後は重要になってくると思われますので、広く門扉を開けた活動などが多くなってくるといいなと思っています。 コンゴ シチョウソン テンカイ セイカツ キョテン カン ジギョウ カツヨウ カン ニュウショ カタガタ チイキ カタ コンゴ ジュウヨウ オモ ヒロ モンピ ア カツドウ オオ オモ

		承諾 ショウダク		さわやか相談支援センター		0280-57-4884		0280-57-4994		329-0112		野木町南赤塚1145-1		小山市、野木町、古河市、栃木市 オヤマシ ノギマチ コガシ トチギシ		0		1		1		0		0		0		1		0		0		1		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		現実的な目標の位置づけ ゲンジツテキ モクヒョウ イチ		0

		承諾 ショウダク		相談支援事業所つばさ		0287-53-7393		0287-53-7394		324-0044		大田原市親園824-1		大田原市、那須塩原市、那須烏山市、矢板市、さくら市、那須町、塩谷町、高根沢町 オオタワラシ ナスシオバラシ ナスカラスヤマシ ヤイタシ シ ナスマチ シオ タニ マチ タカネザワマチ		1		0		1		0		1		0		1		1		0		1		0		0		0				1		2		医療的なケアが必要なケース、将来的に短期入所につなげたいケースだった為、専門の事業所に依頼した イリョウテキ ヒツヨウ ショウライテキ タンキ ニュウショ タメ センモン ジギョウショ イライ		1		1		0		0				1		0		使えるサービスの少なさに調整が難しかった ツカ スク チョウセイ ムズカ		1				乳幼児期の受け入れ可能な福祉サービス等の社会資源が必要である。 ニュウヨウジ キ ウ イ カノウ フクシ ナド シャカイシゲン ヒツヨウ

		承諾 ショウダク		特定相談支援センターはじめ		0284-22-4561		0284-22-4562		326-0143		足利市葉鹿町735-1		足利市 アシカガシ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1

		承諾 ショウダク		上三川障がい児・者生活相談支援センター		0285-38-6854		0285-38-6841		329-0611		上三川町上三川5082-15		上三川町 カミノカワマチ		1		0		1		0		1		0		0		1		0		0		0		0		0				1		0				0		0		0		0				1		0				0

		承諾 ショウダク		はつらつサロン南天相談支援事業所		0285-22-4659		0285-38-6529		323-0027		小山市花垣町2-3-19		小山市、栃木市 オヤマシ トチギシ		0		0		1		0		1		1		0		1		1		1		1		1		0				0		0				0		0		0		0				1		0		利用したいサービス事業所が少なく生活改善、家族、支援者の負担軽減に繋がらない（訪問入浴、ショートステイ、生活介護などなど（就労Ａ型））医師によっては連携が困難。何処の精神科がよいかと利用者に問われるが答えは解らない。 リヨウ ジギョウショ スク セイカツ カイゼン カゾク シエンシャ フタン ケイゲン ツナ ホウモン ニュウヨク セイカツ カイゴ シュウロウ ガタ イシ レンケイ コンナン ドコ セイシンカ リヨウシャ ト コタ ワカ		0				本人の選択や受け入れ事業所の間口を広げる。例えば入浴はヘルパーの2人対応で行ているがヘルパー不足や腰痛の悪化などで対応が難しくなってくる。機会浴のできる生活介護を勧めるも本人の選択肢がない。自宅から出かける自由さのようなものが閉ざされているような気がする。反面高齢者のサービスは増加する一方で利用者が不足し閉鎖なども聞かれる。高齢者・障害者がともにデイサービスやショートステイを利用できるようにならないかと思う。障害児については働く両親をサポートすることで生活の安定や療育などへ通園のし易さを図り、送迎サービスの充実など。 ホンニン センタク ウ イ ジギョウショ マグチ ヒロ タト ニュウヨク ニン タイオウ オコナ ブソク ヨウツウ アッカ タイオウ ムズカ キカイ ヨク セイカツ カイゴ スス ホンニン センタクシ ジタク デ ジユウ ト キ ハンメン コウレイシャ ゾウカ イッポウ リヨウシャ フソク ヘイサ キ コウレイシャ ショウガイシャ リヨウ オモ ショウガイジ ハタラ リョウシン セイカツ アンテイ リョウイク ツウエン ヤス ハカ ソウゲイ ジュウジツ

		承諾 ショウダク		障がい者生活支援センターこぶし		028-680-5746		028-688-0214		321-0126		栃木県宇都宮市茂原町837-1		宇都宮市、上三川町 ウツノミヤシ カミノカワマチ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1				①医療機関との細かな連携体制②相談関係者を含め本人に関わり支援をするなかで即座に動きが取れるようなフットワークの軽いチーム作り イリョウ キカン コマ レンケイ タイセイ ソウダン カンケイシャ フク ホンニン カカ シエン ソクザ ウゴ ト カル ヅク

								Ｑ2.重症心身障害児（者）の定義をご存知ですか

				1		知っている シ		40

				2		知らない シ		33

								Ｑ3.重症心身障害児（者）の方（家族・関係機関等）からの相談を受けたことがありますか

						ある		35

						ない		43

										それは誰からの相談でしたか

								ａ.家族 カゾク		27

								ｂ.支援者 シエンシャ		6

								ｃ.関係機関 カンケイ キカン		12

										それはどんな相談でしたか

								生活上の相談 セイカツ ジョウ ソウダン		19

								医療的な相談 イリョウテキ ソウダン		7

								制度に関する相談 セイド カン ソウダン		15

								教育に関する相談 キョウイク カン ソウダン		5

								サービス等利用計画書作成に関する相談 ナド リヨウ ケイカクショ サクセイ カン ソウダン		26

								その他 タ		3

										それらの相談事業所として対応（解決）はできましたか

								ａ.できた		27

								ｂ.できなかった		4

								Ｑ4.Ｑ3-2「ない」→これから重症心身障害児（者）の方（本人・家族等）からの相談があればどのように対応されますか

						自分の事業所で対応する ジブン ジギョウショ タイオウ		17

						ほかの相談支援事業所へ依頼する ソウダン シエン ジギョウショ イライ		15

						行政に依頼する ギョウセイ イライ		8

						その他 タ		9

								Ｑ5.重症心身障害児（者）の方のサービス等利用計画書を作成したことがありますか

						ある		33

						ない		46

						今後依頼があれば作成する コンゴ イライ サクセイ		15

						他の相談支援事業所に依頼する ホカ ソウダン シエン ジギョウショ イライ		18

						作成するかどうかわからない サクセイ		14

										「ない」と回答 カイトウ



重症心身障害児（者）の定義をご存知ですか

Ｑ2.重症心身障害児（者）の定義をご存知ですか	Ｑ3.重症心身障害児（者）の方（家族・関係機関等）からの相談を受けたことがありますか	それは誰からの相談でしたか	それはどんな相談でしたか	それらの相談事業所として対応（解決）はできましたか	Ｑ5.重症心身障害児（者）の方のサービス等利用計画書を作成したことがありますか	Ｑ5.重症心身障害児（者）の方のサービス等利用計画書

　　 を作成したことがありますか

ない
59%



訪問看護事業所

		Ｑ1.貴施設について、お伺いいたします キ シセツ ウカガ

		1		事業所名 ジギョウショ メイ

		2		電話番号 デンワ バンゴウ

		3		FAX番号 バンゴウ

		4		所在地 ショザイチ

		5		職員構成（常勤・非常勤は問いません） ショクイン コウセイ ジョウキン ヒジョウキン ト

						看護師 カンゴシ

						作業療法士 サギョウ リョウホウシ

						准看護師 ジュンカンゴシ

						理学療法士 リガク リョウホウシ

						保健師 ホケンシ

						言語療法士 ゲンゴ リョウホウシ

						その他 タ

		6		訪問可能な主な市町村 ホウモン カノウ オモ シチョウソン

		Q2.いままでに以下の項目を在宅看護で行ったことがありますか（あるものすべてにチェックをしてください） イカ コウモク ザイタク カンゴ オコナ

								成人在宅 セイジン ザイタク				小児在宅 ショウニ ザイタク

				在宅人工呼吸器の管理 ザイタク ジンコウ コキュウキ カンリ

				気管カニューレの交換 キカン コウカン

				気管カニューレ部位のガーゼ交換 キカン ブイ コウカン

				気管内吸引 キカンナイ キュウイン

				食事介助 ショクジ カイジョ

				経鼻チューブの交換 ケイビ コウカン

				胃瘻の管理 イロウ カンリ

				経管栄養の注入 ケイカン エイヨウ チュウニュウ

				ストーマの管理 カンリ

				尿道カテーテルの管理 ニョウドウ カンリ

				導尿 ドウニョウ

				入浴介助 ニュウヨク カイジョ

				看護師によるリハビリテーション カンゴシ

				OTもしくはPTによるリハビリテーション

				中心静脈カテーテル管理 チュウシン ジョウミャク カンリ

				高カロリー輸液の管理 コウ ユエキ カンリ

				薬剤の静注（抗生物質や利尿剤など） ヤクザイ ジョウチュウ コウセイ ブッシツ リニョウザイ

				麻薬による疼痛コントロール マヤク ウズ ツウ

				終末期の医療的ケア シュウマツキ イリョウテキ

				在宅での看取り ザイタク ミト

				24時間対応 ジカン タイオウ

		Q3.現時点で、依頼のあった場合、重症心身障害児（者）の在宅医療を行うことはできますか ゲンジテン イライ バアイ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ ザイタク イリョウ オコナ

		1		できる

		2		できない

		3		要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン

		Q4.依頼があった場合に可能な医療的ケアと身体介護についてお答えください イライ バアイ カノウ イリョウテキ シンタイ カイゴ コタ

		※個別シートにて対応 コベツ タイオウ



				Ｑ1.貴施設について、お伺いいたします キ シセツ ウカガ																										Q2.いままでに以下の項目を在宅看護で行ったことがありますか（あるものすべてにチェックをしてください）【1.ある、0.ない】 イカ コウモク ザイタク カンゴ オコナ																																																																																				Q3		Q4.依頼があった場合に可能な医療的ケアと身体介護についてお答えください【1.できる、2.できない、3.要相談（条件による）】 イライ バアイ カノウ イリョウテキ シンタイ カイゴ コタ ヨウ ソウダン ジョウケン																																																																																																																																																																																																																		Q5.重症心身障害児（者）の方に対する医療、在宅生活等についてお気づきのことなど、ご自由にお書きください ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ カタ タイ イリョウ ザイタク セイカツナド キ ジユウ カ

				事業所名 ジギョウショ メイ		電話番号 デンワ バンゴウ		FAX番号 バンゴウ		郵便番号 ユウビンバンゴウ		所在地 ショザイチ		職員構成（常勤・非常勤は問いません）【人数：名】 ショクイン コウセイ ジョウキン ヒジョウキン ト ニンズウ メイ														訪問可能な主な市町村 ホウモン カノウ オモ シチョウソン		在宅人工呼吸器の管理 ザイタク ジンコウ コキュウキ カンリ				気管カニューレの交換 キカン コウカン				気管カニューレ部位のガーゼ交換 キカン ブイ コウカン				気管内吸引 キカンナイ キュウイン				食事介助 ショクジ カイジョ				経鼻チューブの交換 ケイビ コウカン				胃瘻の管理 イロウ カンリ				経管栄養の注入 ケイカン エイヨウ チュウニュウ				ストーマの管理 カンリ				尿道カテーテルの管理 ニョウドウ カンリ				導尿 ドウニョウ				入浴介助 ニュウヨク カイジョ				看護師によるリハビリテーション カンゴシ				OTもしくはPTによるリハビリテーション				中心静脈カテーテル管理 チュウシン ジョウミャク カンリ				高カロリー輸液の管理 コウ ユエキ カンリ				薬剤の静注（抗生物質や利尿剤など） ヤクザイ ジョウチュウ コウセイ ブッシツ リニョウザイ				麻薬による疼痛コントロール マヤク ウズ ツウ				終末期の医療的ケア シュウマツキ イリョウテキ				在宅での看取り ザイタク ミト				24時間対応 ジカン タイオウ						在宅人工呼吸器の管理 ザイタク ジンコウ コキュウキ カンリ										気管カニューレの交換 キカン コウカン										気管カニューレの管理（日常の交換以外の対応） キカン カンリ ニチジョウ コウカン イガイ タイオウ										気管内吸引 キカンナイ キュウイン										食事介助 ショクジ カイジョ										経鼻チューブの交換 ケイビ コウカン										ストーマの管理 カンリ										尿道カテーテルの管理 ニョウドウ カンリ										導尿 ドウニョウ										入浴介助 ニュウヨク カイジョ										看護師によるリハビリテーション カンゴシ										OTもしくはPTによるリハビリテーション										中心静脈カテーテル管理 チュウシン ジョウミャク カンリ										高カロリー輸液の管理 コウ ユエキ カンリ										薬剤の静注（抗生物質や利尿剤など） ヤクザイ ジョウチュウ コウセイ ブッシツ リニョウザイ										麻薬による疼痛コントロール マヤク トウツウ										終末期の医療的ケア シュウマツキ イリョウテキ										在宅での看取り ザイタク ミト										24時間対応 ジカン タイオウ										外出の介助 ガイシュツ カイジョ										通院の介助 ツウイン カイジョ

		承諾可否 ショウダク カヒ												看護師 カンゴシ		作業療法士 サギョウ リョウホウシ		准看護師 ジュンカンゴシ		理学療法士 リガク リョウホウシ		保健師 ホケンシ		言語療法士 ゲンゴ リョウホウシ		その他 タ				成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ				乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ

		否 ヒ		曙訪問看護ステーション アケボノ ホウモン カンゴ		028-660-7803		028-683-5306		321-0901		宇都宮市平出町413番地		8		3		0		3		0		1				宇都宮、高根沢 ウツノミヤ タカネザワ		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		3		2		2		2		2		3		2		2		2		2		2		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		1		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		1		1		1		3		3		3		1		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		2		2		2		2		2		いつも大変お世話になっております。当STでも数名の小児利用者をNS、PT、OTでサポートしています。又、貴院のショートステイを利用させて頂いております。ご利用者様、家族が安心して過ごせるよう地域でサポートできたらと考えています。どうぞよろしくお願い申し上げます。 タイヘン セワ トウ スウメイ ショウニ リヨウシャ マタ キ イン リヨウ イタダ リヨウシャサマ カゾク アンシン ス チイキ カンガ ネガ モウ ア

		否 ヒ		とちぎメディカルセンター		0282-22-5810		0282-225812		328-0043		栃木市境町27-21		9		0		4		1		0		1		2		栃木市、小山市、壬生町 トチギシ オヤマシ ミブマチ		1		1		1		0		1		1		1		1		1		0		1		0		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		0		1		1		3		2		1		1		1		1		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		2		2		2		1		1		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		1		1		1		1		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		2		2		2		2		2

		否 ヒ		あいケアステーション		0282-23-6221		0282-24-9850		328-0074		栃木市薗部町2-5-9		1		0		2		2		0		0				栃木市 トチギシ		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		3		2		2		2		2		3		2		2		2		2		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		3		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		3		2		2		2		2		3		2		2		2		2		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		2		2		2		2		3

		否 ヒ		訪問看護ステーションこすもす		0285-80-5511		0285-80-5512		321-4337		真岡市上高間木2-24-4		4		2		0		1		0		0						1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		3		2		2		2		3		3		2		2		2		3		3		2		2		2		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		3		3		3		3		3		3		3		2		2		2		3		3		2		2		2		3		3		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		2		2		2		2		3		2		2		2		2		3		2		2		2		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		1		3		3		3		3		3		2		2		2		2		2		緊急時に主治医又はバッックベットのある病院との連携がとれる体制が整っていないと、在宅での対応に不安があります。
現在のところ、小児科、精神科看護を経験したスタッフがいない為、受け入れに不安がありますので今回はガイドマップ等に公表することに同意する事は控えさせていただきたいと思います。 キンキュウジ シュジイ マタ ビョウイン レンケイ タイセイ トトノ ザイタク タイオウ フアン ゲンザイ ショウニカ セイシンカ カンゴ ケイケン タメ ウ イ フアン コンカイ ナド コウヒョウ ドウイ コト ヒカ オモ

		否 ヒ		訪問看護ステーションひばり		0289-64-7226		0289-64-2225		322-8550		鹿沼市下田町1-1033		6		1		0		1		0		0				市内及び近隣市 シナイ オヨ キンリン シ		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		0		1		1		2

chizuru_tanaka: 未記入		1		1		2		2		1		2		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		1		3		3		1		1		1		3		3		3		3		1		3		3		1		1		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		1		3		3		3		1		1		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1

		否 ヒ		訪問看護ステーション那須		0287-73-5048		0287-63-4566		325-0023		那須塩原市豊浦10-706		5		0		2		0		0		0				那須塩原市、大田原市、那須町 ナスシオバラ シ オオタワラシ ナスマチ		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		0		0		1		0		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		2

chizuru_tanaka: 未記入		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1

		承諾 ショウダク		さくら訪問看護ステーション		0287-29-3252		0287-29-3252		324-0058		大田原市紫塚3-2633-10		5		0		0		1		0		0				大田原市、那須塩原市、矢板市 オオタワラシ ナスシオバラ シ ヤイタ シ		1		0		1		1		1		1		1		1		1		0		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		0		1		1		3		3		3		3		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		小児の受入数（実績）が少ないので、実際依頼があった場合、入院中から手技等の指導を受けたいと思います。 ショウニ ウケイレスウ ジッセキ スク ジッサイ イライ バアイ ニュウインチュウ シュギ ナド シドウ ウ オモ

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションたんぽぽ		0280-57-1888		0280-57-3819		329-0101		下都賀郡野木町友沼5119-12		20		3		0		5		0		0		2		野木町、小山市、旧藤岡町 ノギマチ オヤマシ キュウ フジオカマチ		1		1		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		1		1		1		1		1		1		0		0		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		3		1		1		1		1		1		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		3		3		3		3		3		1		1		3		2		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		2		2		2		2		2		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		受け入れてくれる訪問看護Stの数が少ないと思います。研修会の機会を設けてサービス体制が構築できると良いと思います。 ウ イ ホウモン カンゴ カズ スク オモ ケンシュウカイ キカイ モウ タイセイ コウチク ヨ オモ

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションうつのみや		028-612-6103		028-612-6104		320-0852		宇都宮市下砥上町字並塚643番地1		11		0		0		0		0		0		1		宇都宮市、壬生町 ウツノミヤシ ミブマチ		1		1		0		0		1		1		1		1		1		0		0		0		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		2

chizuru_tanaka: 未記入		3		3		3		3		1		2		2		2		2		2		3		3		3		1		1		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		3		3		3		1		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		3		3		3		1		1		3		3		3		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーション石橋		0285-52-2293		0285-52-2268		329-0511		下野市石橋628番地		7		0		0		1		0		0		1		下野市、上三川町、壬生町、宇都宮市（部） シモノ シ カミノカワマチ ミブマチ ウツノミヤシ ブ		1		1		0		0		1		1		1		1		1		0		1		0		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		3		1		1		1		1		1		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		1		3		3		3		3		3		3		3		3		1		1		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		2		2		2		2		2		最近、訪問依頼が増えてきていますが、私たち看護師の力量不足から利用者家族へ満足のいく看護が提供できないように感じています。現在の、利用者家族から教わることが多くあり、私たちが勉強になります。ただ、訪問していて思うことは、ご両親の今までの経験でケアが進み危険であり、指導させていただいても理解が得られないこともあり、ジレンマとなっています。例）誤嚥性肺炎を繰り返している方にヘッドアップして食事を摂るよう説明してもフラットのままであったり、他の方でPEG造設されているので、栄養はPEGからにして経口からは楽しみ程度にしてと言っても、食事を経口から摂るなど。 サイキン ホウモン イライ フ ワタクシ カンゴシ リキリョウ ブソク リヨウシャ カゾク マンゾク カンゴ テイキョウ カン ゲンザイ リヨウシャ カゾク オソ オオ ワタシ ベンキョウ ホウモン オモ リョウシン イマ ケイケン スス キケン シドウ リカイ エ レイ ゴエンセイ ハイエン ク カエ カタ ショクジ ト セツメイ ホカ カタ ゾウ セツ エイヨウ ケイコウ タノ テイド イ ショクジ ケイコウ ト

		承諾 ショウダク		マロニエ訪問看護ステーション		0287-37-6322		0287-39-3305		329-2763		那須塩原市井口537-3 にしなすの総合在宅ｹｱｾﾝﾀｰ内		5		7		0		5		0		2		1		那須塩原市、那須町、大田原市　リハビリのみ→那珂川町訪問可能 ナスシオバラ シ ナスマチ オオタワラシ ナカガワ マチ ホウモン カノウ		1		1		1		0		1		1		1		1		0		0		0		1		1		1		1		1		1		0		1		1		1		1		1		1		0		0		1		1		1		0		1		0		0		0		1		0		1		1		1		1		1		1		3		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーション佐野		0283-86-7013		0283-86-7031		327-0847		佐野市天神町７７４－２２ メープルハイツ１０１号室		3		0		1		0		0		0		1		足利市、佐野市、栃木市（旧岩船市） アシカガシ サノシ トチギシ キュウ イワフネ シ		0		0		0		0		1		0		1		0		1		0		0		0		1		0		0		0		1		0		1		0		0		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		2		2		2		2		2		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1

		承諾 ショウダク		とちぎ訪問看護ステーションくろばね		0287-54-0507		0287-54-0580		324-0241		大田原市黒羽向町142番地		6		0		0		0		1		0		2		大田原市、那須塩原市、那須町、那珂川町 オオタワラシ ナスシオバラ シ ナスマチ ナカガワマチ		1		0		0		0		1		1		1		1		1		0		1		0		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		3		3		3		3		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		1		2		2		2		2		2		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3

		承諾 ショウダク		鹿沼訪問看護ステーション		0289-60-5650		0289-60-1687		322-0021		鹿沼市上野町320-3高橋ビル１階１０３号室		5		0		0		0		0		0				鹿沼市、旧宇都宮市、旧今市市、壬生町、西片町 カヌマシ キュウ ウツノミヤシ キュウ イマイチシ ミブマチ ニシカタマチ		0		0		0		0		0		0		1		0		1		0		0		0		1		0		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		2

chizuru_tanaka: 未記入		2		2		2		2		1		2		2		2		2		3		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションほっと		028-626-5739		028-625-8201		321-0974		宇都宮市竹林町958		11		0		0		2		0		0		0		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2

		承諾 ショウダク		芳賀赤十字訪問看護ステーション		0285-84-8266		0285-84-8266		321-4306		真岡市台町2461		6		0		0		0		0		0		0		芳賀郡全域（真岡市、益子町、芳賀町、茂木町） ハガ グン ゼンイキ モオカシ マシコマチ ハガマチ モギ マチ		1		1		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		3		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		当ステーションは今年度小児在宅医との連携を開始することができました。安心して在宅療養を継続できるよう、多職種と連携し、実施しています。高齢者が介護サービスを選択するように、サービスの充実は得られていません。現実は家族だけで利用者（児）のケアを実施しているケースもあり家族の介護負担は大きいと考えます。負担軽減のためには、スムーズなレスパイト入院や日中の一時お預かり等充実した施設が増えることでさらに安心した療養環境の提供ができると思います。よろしくお願いいたします。 トウ コンネンド ショウニ ザイタク イ レンケイ カイシ アンシン ザイタク リョウヨウ ケイゾク タ ショクシュ レンケイ ジッシ コウレイシャ カイゴ センタク ジュウジツ エ ゲンジツ カゾク リヨウシャ ジ ジッシ カゾク カイゴ フタン オオ カンガ フタン ケイゲン ニュウイン ニッチュウ イチジ アズ ナド ジュウジツ シセツ フ アンシン リョウヨウ カンキョウ テイキョウ オモ ネガ

		承諾 ショウダク		とちぎ訪問看護ステーションみぶ		0282-82-7262		0282-82-7260		321-0218		下都賀郡壬生町落合1-18-12		16		0		0		0		0		0		1		上三川町、下野市、壬生町、宇都宮 カミノカワマチ シモノ シ ミブ チョウ ウツノミヤ		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		1		0		1		1		1		1		1		1		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		病院との連携が大切。在宅生活を支援するためにチームで対応する（介護者の支援） ビョウイン レンケイ タイセツ ザイタク セイカツ シエン タイオウ カイゴシャ シエン

		承諾 ショウダク		ＷＡＤＥＷＡＤＥ訪問看護ステーション		028-666-5420		028-666-5460		321-0923		栃木県宇都宮市下栗町2913-1 ３２１－０９２３		12		0		0		0		0		0				宇都宮市、上三川町、 ウツノミヤシ カミノカワマチ		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		0		0		1		0		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		重心の方を看る側（介護者）の負担軽減の必要性を感じてしまいます。まだまだ「私がやらなければ」という気持ちが強く、様々な資源活用へと動きが進むような発信が大切だと思っています。 ジュウシン カタ ミ ガワ カイゴシャ フタン ケイゲン ヒツヨウセイ カン ワタシ キモ ツヨ サマザマ シゲン カツヨウ ウゴ スス ハッシン タイセツ オモ

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションあい		0287-83-8035		0287-83-8222		321-0628		那須烏山市金井2-5-9 ベンチャープラザ7号室 ゴウシツ		8		0		1		0		0		0		1		那須烏山市、那珂川町、茂木町、一貝町 ナスカラスヤマシ ナカガワマチ モギマチ イチ ガイ マチ		1		1		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		0		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		小児や重心など医療依存度が高い方には家族が安心して預けられる事業所とスタッフが必要です（レスパイトの本当の意味で）訪問看護スタッフが動きやすい仕組みがあればもっと介入できると思います。例えば在宅以外への支援での算定が可能になる。長時間支援が可能になるなど。在宅支援診療所が多ければ助かります。開業医で努力してくださる医師の力で乗り切っている地域は特にそう感じます。後方病院親元病院との連携、地域との調整などスムーズにシームレスに行われるとうれしいです。行政からの介入が少なく、制度のことなど知らないまま苦労されている方が多いので、窓口での丁寧かつタイミングよく助言をしていただくと嬉しいです。 ショウニ ジュウシン イリョウ イゾンド タカ カタ カゾク アンシン アズ ジギョウショ ヒツヨウ ホントウ イミ ホウモン カンゴ ウゴ シク カイニュウ オモ タト ザイタク イガイ シエン サンテイ カノウ チョウジカン シエン カノウ ザイタク シエン シンリョウジョ オオ タス カイギョウイ ドリョク イシ チカラ ノ キ チイキ トク カン コウホウ ビョウイン オヤモト ビョウイン レンケイ チイキ チョウセイ オコナ ギョウセイ カイニュウ スク セイド シ クロウ カタ オオ マドグチ テイネイ ジョゲン ウレ

		承諾 ショウダク		あおい訪問看護ステーション		0284-73-9456		0284-72-7600		326-0831		足利市堀込町2556 セレッソ・コート１階		16		0		0		4		0		0				足利市とその周辺（佐野市、館林市、巴楽町、太田市、桐生市） アシカガシ シュウヘン サノシ タテバヤシシ トモエ ラク マチ オオタシ キリュウシ		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1

		承諾 ショウダク		那須赤十字訪問看護ステーション		0287-23-8866		0287-23-8903		324-8686		大田原市中田原1081-4		8		1		0		0		0		0				大田原市、那須塩原市（一部を除く） オオタワラシ ナスシオバラ シ イチブ ノゾ		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		1		1		0		1		0		1		1		1		0		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションゆりの木		0287-47-5123		0287-47-5124		324-0028		大田原市山の手1-1-7 ヤマ テ		4		0		0		0		0		0				大田原市、那須塩原市、那珂川町 オオタワラシ ナスシオバラ シ ナカガワマチ		1		1		1		0		1		1		1		1		0		0		0		1		1		0		1		1		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		0		0		1		0		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		3		1		1		1		1		2		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		3		1		1		1		1		3		1		1		1		1		1		1		1		1		3		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		3		3		1		3		3		1		1		1		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		重症心身障害児施設で勤務したことのある看護師が2名いますので積極的に依頼があれば支援させていただきたいと思っています。こどもはやはり親元で成長発達できることが何よりも必要なことであると思っています。 ジュウショウ シンシン ショウガイ ジ シセツ キンム カンゴシ メイ セッキョクテキ イライ シエン オモ オヤモト セイチョウ ハッタツ ナニ ヒツヨウ オモ

		承諾 ショウダク		ライフ訪問看護リハビリテーション		0284-64-8799		0284-64-8335		326-0831		足利市堀込町2656-7　ASKビル３０１号		5		0		0		1		0		0		0		足利市、佐野市、館林市、邑楽郡、太田市、桐生市 アシカガシ サノシ タテバヤシシ オウラ グン オオタシ キリュウシ		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		この件に関する研修の案内が少ないため、学ぶ機会をもっと増やしてほしい ケン カン ケンシュウ アンナイ スク マナ キカイ フ

		承諾 ショウダク		わくわく訪問看護ステーションおやま		0285-24-6575		0285-20-0255		323-0022		小山市駅東通り3-9-6		11		0		0		5		0		0		0		小山市、結城市（茨城県）、下野市の一部、栃木市（PTのみ） オヤマシ ユウキシ イバラキケン シモノ シ イチブ トチギシ		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		1		1		1		1		3		3		3		1		1		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		自立支援のケアマネージャーがいるが、医療福祉行政をうまく連携してまとめる役割が果たせていない。それぞれが別々で動いており、介護者が困ったときの相談窓口に迷う。 ジリツ シエン イリョウ フクシ ギョウセイ レンケイ ヤクワリ ハ ベツベツ ウゴ カイゴシャ コマ ソウダン マドグチ マヨ

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーション風		028-612-1333		028-612-1384		321-0117		宇都宮市城南3丁目5-6		3		1		0		1		0		0				宇都宮、鹿沼、下野、壬生 ウツノミヤ カヌマ シモノ ミブ		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		1		1		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1

		承諾 ショウダク		宮の橋訪問看護ステーション		028-635-9839		028-635-9839		321-0963		宇都宮市南大通り1-1-23		7		0		0		1		0		0		0		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		1		1		0		1		1		1		1		1		0		0		0		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		レスパイト等受け入れ先が少ない。市のコーディネーター様がご多忙の様子であり、要望に対しての対応にかなりの時間を要する（対応されないこともある）。年度変わるときなど、担当者（市）の引き継ぎがされず、進んでいた調整も振り出しに戻ってしまうことがある。 トウ ウ イ サキ スク シ サマ タボウ ヨウス ヨウボウ タイ タイオウ ジカン ヨウ タイオウ ネンド カ タントウシャ シ ヒ ツ スス チョウセイ フ ダ モド

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションオリーブ		0282-27-8414		0282-27-8415		328-0027		栃木市今泉町1丁目17番29号		7		0		0		0		0		0				栃木市、小山市、下野市、壬生町 トチギシ オヤマシ シモノ シ ミブ マチ		1		1		1		0		1		1		1		1		0		0		0		0		1		1		1		1		0		0		1		1		1		0		1		1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションマザーの家		0283-85-7771		0283-85-7772		327-0504		佐野市中町942-1		2		0		3		0		0		0				佐野市 サノシ		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーション卯の郷		028-682-7770		028-682-7766		329-1311		さくら市氏家2650番地		3		0		0		0		0		0				さくら市（周辺15ｋｍ以内）、塩谷町、那須烏山市、宇都宮市、高根沢町 シ シュウヘン イナイ シオヤ マチ ナスカラスヤマシ ウツノミヤシ タカネザワ マチ		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		3		3		3		3		3		1		2		2		2		2		2		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		2		2		2		3		3		3		3		1		1		1		3		3		3		3		1		2		2		2		2		2		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		2		2		2		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションたかねざわ		028-680-1701		028-680-1702		329-1233		塩谷郡高根沢町宝積寺2426-8 		16		0		0		0		0		0				高根沢町、さくら市、那須烏山市、芳賀町、市貝町、茂木町、益子町、宇都宮市 タカネザワマチ シ ナスカラスヤマシ ハガ マチ イチ カイ チョウ モギマチ マシコ チョウ ウツノミヤシ		1		1		1		0		1		1		1		1		1		0		1		0		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		2		2		2		2		2

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションみどり		0285-45-8362		0285-45-8397		329-0214		小山市乙女786-1		3		0		1		0		0		0				小山市、栃木市、古河市、結城市 オヤマシ トチギシ コガシ ユウキシ		0		0		1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		1		0		1		0		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		3		2		2		2		3		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		1		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		1		1		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		訪問看護師がもっと社会資源として同行できるとよいと思う。在宅での療養はもっと看護師が活躍できる体制が整うとよいと思った。 ホウモン カンゴシ シャカイ シゲン ドウコウ オモ ザイタク リョウヨウ カンゴシ カツヤク タイセイ トトノ オモ

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションあるく		028-643-5586		028-678-8796		320-0036		宇都宮市小幡2-6-14 		5		0		1		0		0		0		1		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		0		1		0		1		0		1		0		0		1		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3

		承諾 ショウダク		とちぎ訪問看護ステーションおやま		0285-39-8602		0285-39-8607		323-0827		栃木県小山市神鳥谷2251-7 ３２３－０８２７		12		0		0		0		0		0		1		小山市、下野市（南部）、野木町（北部） オヤマシ シモノ シ ナンブ ノギ マチ ホクブ		1		1		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		1		1		1		0		0		1		0		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		3		3		1		1		1		3		1		1		1		1		小児の重症心身障害児の訪問看護を行っていく上で。たびたび感じるのが成長に伴った教育、就学が難しく親御さんの希望通りにいかないことが多く残念に思います。難しいところだと思いますが… ショウニ ジュウショウ シンシン ショウガイジ ホウモン カンゴ オコナ ウエ カン セイチョウ トモナ キョウイク シュウガク ムズカ オヤゴ キボウ ドオ オオ ザンネン オモ ムズカ オモ

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションここあ		028-600-3735		028-600-3736		321-2116		栃木県宇都宮市徳次郎町998-9 ３２１－２１１６		10		1		0		1		0		0		2		宇都宮市、日光市、 ウツノミヤシ ニッコウシ		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2

chizuru_tanaka: 未記入		

chizuru_tanaka: 未記入		

chizuru_tanaka: 未記入		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3















																														Q2.いままでに以下の項目を在宅看護で行ったことがありますか（あるものすべてにチェックをしてください）																																																																																						Q4.依頼があった場合に可能な医療的ケアと身体介護についてお答えください

				事業所名 ジギョウショ メイ		電話番号 デンワ バンゴウ		FAX番号 バンゴウ		郵便番号 ユウビンバンゴウ		所在地 ショザイチ		職員構成（常勤・非常勤は問いません）【人数：名】 ショクイン コウセイ ジョウキン ヒジョウキン ト ニンズウ メイ														訪問可能な主な市町村 ホウモン カノウ オモ シチョウソン		在宅人工呼吸器の管理 ザイタク ジンコウ コキュウキ カンリ				気管カニューレの交換 キカン コウカン				気管カニューレ部位のガーゼ交換 キカン ブイ コウカン				気管内吸引 キカンナイ キュウイン				食事介助 ショクジ カイジョ				経鼻チューブの交換 ケイビ コウカン				胃瘻の管理 イロウ カンリ				経管栄養の注入 ケイカン エイヨウ チュウニュウ				ストーマの管理 カンリ				尿道カテーテルの管理 ニョウドウ カンリ				導尿 ドウニョウ				入浴介助 ニュウヨク カイジョ				看護師によるリハビリテーション カンゴシ				OTもしくはPTによるリハビリテーション				中心静脈カテーテル管理 チュウシン ジョウミャク カンリ				高カロリー輸液の管理 コウ ユエキ カンリ				薬剤の静注（抗生物質や利尿剤など） ヤクザイ ジョウチュウ コウセイ ブッシツ リニョウザイ				麻薬による疼痛コントロール マヤク ウズ ツウ				終末期の医療的ケア シュウマツキ イリョウテキ				在宅での看取り ザイタク ミト				24時間対応 ジカン タイオウ						在宅人工呼吸器の管理 ザイタク ジンコウ コキュウキ カンリ										気管カニューレの交換 キカン コウカン										気管カニューレの管理（日常の交換以外の対応） キカン カンリ ニチジョウ コウカン イガイ タイオウ										気管内吸引 キカンナイ キュウイン										食事介助 ショクジ カイジョ										経鼻チューブの交換 ケイビ コウカン										ストーマの管理 カンリ										尿道カテーテルの管理 ニョウドウ カンリ										導尿 ドウニョウ										入浴介助 ニュウヨク カイジョ										看護師によるリハビリテーション カンゴシ										OTもしくはPTによるリハビリテーション										中心静脈カテーテル管理 チュウシン ジョウミャク カンリ										高カロリー輸液の管理 コウ ユエキ カンリ										薬剤の静注（抗生物質や利尿剤など） ヤクザイ ジョウチュウ コウセイ ブッシツ リニョウザイ										麻薬による疼痛コントロール マヤク トウツウ										終末期の医療的ケア シュウマツキ イリョウテキ										在宅での看取り ザイタク ミト										24時間対応 ジカン タイオウ										外出の介助 ガイシュツ カイジョ										通院の介助 ツウイン カイジョ

														看護師 カンゴシ		作業療法士 サギョウ リョウホウシ		准看護師 ジュンカンゴシ		理学療法士 リガク リョウホウシ		保健師 ホケンシ		言語療法士 ゲンゴ リョウホウシ		その他 タ				成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ				乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ

																																																																																																																		できる		18		20		19		20		27		9		11		13		13		18		22		22		22		24		30		25		25		26		29		34		25		25		26		27		31		16		17		19		21		27		21		22		23		26		32		16		18		22		25		33		16		18		22		24		32		26		25		29		30		31		18		20		22		23		30		9		10		9		9		12		20		20		23		25		31		21		22		24		27		32		14		14		16		18		27		12		12		13		15		25		18		17		19		20		28		19		18		19		21		29		23		23		24		25		33		7		7		9		10		14		5		6		7		8		11

																																																																																																																		できない		8		7		8		5		1		18		15		14		12		6		6		6		6		4		1		5		5		5		4		0		6		6		6		5		1		11		11		11		9		3		5		5		5		3		0		8		8		8		5		0		9		8		8		5		0		5		6		5		4		1		8		7		7		6		2		19		18		18		19		17		7		7		7		6		1		6		6		6		5		1		10		10		10		7		2		6		6		6		5		1		6		6		6		5		2		5		5		5		4		1		5		5		5		4		1		11		11		11		10		7		17		17		17		16		13

																																																																																																																		要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン		8		7		7		9		6		7		8		7		9		10		6		6		6		6		3		4		4		3		1		0		3		3		2		2		2		7		6		4		4		4		8		7		6		5		2		10		8		4		4		1		9		8		4		5		2		3		3		0		0		2		8		7		5		5		2		6		6		7		6		5		7		7		4		3		2		7		6		4		2		1		10		10		8		9		5		16		16		15		14		8		10		11		9		9		4		10		11		10		9		4		6		6		5		5		0		16		16		14		14		13		12		11		10		10		10



																																																																																																																		Ｑ4.できる

																																																																																																																				在宅人工呼吸器の管理		気管カニューレの交換		気管カニューレの管理（日常の交換以外の対応）		気管内吸引		食事介助		経鼻チューブの交換		ストーマの管理		尿道カテーテルの管理		導尿		入浴介助		看護師によるリハビリテーション		OTもしくはPTによるリハビリテーション		中心静脈カテーテル管理 チュウシン ジョウミャク カンリ		高カロリー輸液の管理 コウ ユエキ カンリ		薬剤の静注（抗生物質や利尿剤など） ヤクザイ ジョウチュウ コウセイ ブッシツ リニョウザイ		麻薬による疼痛コントロール マヤク トウツウ		終末期の医療的ケア シュウマツキ イリョウテキ		在宅での看取り ザイタク ミト		24時間対応 ジカン タイオウ		外出の介助		通院の介助

																																																																																																																		乳児～2歳 ニュウジ サイ		18		9		22		25		25		16		21		16		16		26		18		9		20		21		14		12		18		19		23		7		5

																																																																																																																		3～6歳 サイ		20		11		22		25		25		17		22		18		18		25		20		10		20		22		14		12		17		18		23		7		6

																																																																																																																		7歳～12歳 サイ サイ		19		13		22		26		26		19		23		22		22		29		22		9		23		24		16		13		19		19		24		9		7

																																																																																																																		13～17歳 サイ		20		13		24		29		24		21		26		25		24		30		23		9		25		27		18		15		20		21		25		10		8

																																																																																																																		18歳以上 サイイジョウ		27		18		30		34		31		27		32		33		32		31		30		12		31		32		27		25		28		29		33		14		11



																																																																																																																		Ｑ4.できない

																																																																																																																				在宅人工呼吸器の管理		気管カニューレの交換		気管カニューレの管理（日常の交換以外の対応）		気管内吸引		食事介助		経鼻チューブの交換		ストーマの管理		尿道カテーテルの管理		導尿		入浴介助		看護師によるリハビリテーション		OTもしくはPTによるリハビリテーション		中心静脈カテーテル管理 チュウシン ジョウミャク カンリ		高カロリー輸液の管理 コウ ユエキ カンリ		薬剤の静注（抗生物質や利尿剤など） ヤクザイ ジョウチュウ コウセイ ブッシツ リニョウザイ		麻薬による疼痛コントロール マヤク トウツウ		終末期の医療的ケア シュウマツキ イリョウテキ		在宅での看取り ザイタク ミト		24時間対応 ジカン タイオウ		外出の介助		通院の介助

																																																																																																																		乳児～2歳 ニュウジ サイ		8		18		6		5		6		11		5		8		9		5		8		19		7		6		10		6		6		5		5		11		17

																																																																																																																		3～6歳 サイ		7		15		6		5		6		11		5		8		8		6		7		18		7		6		10		6		6		5		5		11		17

																																																																																																																		7歳～12歳 サイ サイ		8		14		6		5		6		11		5		8		8		5		7		18		7		6		10		6		6		5		5		11		17

																																																																																																																		13～17歳 サイ		5		12		4		4		5		9		3		5		5		4		6		19		6		5		7		5		5		4		4		10		16

																																																																																																																		18歳以上 サイイジョウ		1		6		1		0		1		3		0		0		0		1		2		17		1		1		2		1		2		1		1		7		13



																																																																																																																		Ｑ4.要相談 ヨウ ソウダン

																																																																																																																				在宅人工呼吸器の管理		気管カニューレの交換		気管カニューレの管理（日常の交換以外の対応）		気管内吸引		食事介助		経鼻チューブの交換		ストーマの管理		尿道カテーテルの管理		導尿		入浴介助		看護師によるリハビリテーション		OTもしくはPTによるリハビリテーション		中心静脈カテーテル管理 チュウシン ジョウミャク カンリ		高カロリー輸液の管理 コウ ユエキ カンリ		薬剤の静注（抗生物質や利尿剤など） ヤクザイ ジョウチュウ コウセイ ブッシツ リニョウザイ		麻薬による疼痛コントロール マヤク トウツウ		終末期の医療的ケア シュウマツキ イリョウテキ		在宅での看取り ザイタク ミト		24時間対応 ジカン タイオウ		外出の介助		通院の介助

																																																																																																																		乳児～2歳 ニュウジ サイ		8		7		6		4		3		7		8		10		9		3		8		6		7		7		10		16		10		10		6		16		12

																																																																																																																		3～6歳 サイ		7		8		6		4		3		6		7		8		8		3		7		6		7		6		10		16		11		11		6		16		11

																																																																																																																		7歳～12歳 サイ サイ		7		7		6		3		2		4		6		4		4		0		5		7		4		4		8		15		9		10		5		14		10

																																Q3.現時点で、依頼のあった場合、重症心身障害児（者）の在宅医療を行うことはできますか ゲンジテン イライ バアイ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ ザイタク イリョウ オコナ																																																																																		13～17歳 サイ		9		9		6		1		2		4		5		4		5		0		5		6		3		2		9		14		9		9		5		14		10

																														できる		14																																																																																		18歳以上 サイイジョウ		6		10		3		0		2		4		2		1		2		2		2		5		2		1		5		8		4		4		0		13		10

																														できない		6

																														要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン		14



																														在宅人工呼吸器の管理 ザイタク ジンコウ コキュウキ カンリ		気管カニューレの交換 キカン コウカン		気管カニューレ部位のガーゼ交換 キカン ブイ コウカン		気管内吸引 キカンナイ キュウイン		食事介助 ショクジ カイジョ		経鼻チューブの交換 ケイビ コウカン		胃瘻の管理 イロウ カンリ		経管栄養の注入 ケイカン エイヨウ チュウニュウ		ストーマの管理 カンリ		尿道カテーテルの管理 ニョウドウ カンリ		導尿 ドウニョウ		入浴介助 ニュウヨク カイジョ		看護師によるリハビリテーション カンゴシ		OTもしくはPTによるリハビリテーション		中心静脈カテーテル管理 チュウシン ジョウミャク カンリ		高カロリー輸液の管理 コウ ユエキ カンリ		薬剤の静注（抗生物質や利尿剤など） ヤクザイ ジョウチュウ コウセイ ブッシツ リニョウザイ		麻薬による疼痛コントロール マヤク ウズ ツウ		終末期の医療的ケア シュウマツキ イリョウテキ		在宅での看取り ザイタク ミト		24時間対応 ジカン タイオウ

																												成人 セイジン		28		24		30		31		28		22		32		31		32		33		31		33		33		16		29		30		28		30		32		31		33

																												小児 ショウニ		21		11		23		24		14		17		21		19		6		7		8		20		18		9		2		4		3		3		6		4		22



成人	在宅人工呼吸器の管理	気管カニューレの交換	気管カニューレ部位のガーゼ交換	気管内吸引	食事介助	経鼻チューブの交換	胃瘻の管理	経管栄養の注入	ストーマの管理	尿道カテーテルの管理	導尿	入浴介助	看護師によるリハビリテーション	OTもしくはPTによるリハビリテ	ーション	中心静脈カテーテル管理	高カロリー輸液の管理	薬剤の静注（抗生物質や利尿剤など）	麻薬による疼痛コントロール	終末期の医療的ケア	在宅での看取り	24時間対応	28	24	30	31	28	22	32	31	32	33	31	33	33	16	29	30	28	30	32	31	33	小児	在宅人工呼吸器の管理	気管カニューレの交換	気管カニューレ部位のガーゼ交換	気管内吸引	食事介助	経鼻チュー	ブの交換	胃瘻の管理	経管栄養の注入	ストーマの管理	尿道カテーテルの管理	導尿	入浴介助	看護師によるリハビリテーション	OTもしくはPTによるリハビリテーション	中心静脈カテーテル管理	高カロリー輸液の管理	薬剤の静注（抗生物質や利尿剤など）	麻薬による疼痛コントロール	終末期の医療的ケア	在宅での看取り	24時間対応	21	11	23	24	14	17	21	19	6	7	8	20	18	9	2	4	3	3	6	4	22	Q3.現時点で、依頼のあった場合、重症心身障害児（者）の在宅医療を行うことはできますか

Q3.現時点で、依頼のあった場合、重症心身障害児（者）の在宅医療を行うことはできますか	できる	できない	要相談（条件による）	14	6	14	乳児～2歳	在宅人工呼吸器の管理	気管カニューレの交換	気管カニューレの管理（日常の交換以外の対応）	気管内吸引	食事介助	経鼻チューブの交換	ストーマの管理	尿道カテーテルの管理	導尿	入浴介助	看護師によるリハビリテーション	OTもしくはPTによるリハビリテーション	中心静脈カテーテル管理	高カロリー輸液の管理	薬剤の静注（抗生物質や利尿剤など）	麻薬による疼痛コント	ロール	終末期の医療的ケア	在宅での看取り	24時間対応	外出の介助	通院の介助	18	9	22	25	25	16	21	16	16	26	18	9	20	21	14	12	18	19	23	7	5	3～6歳	在宅人工呼吸器の管理	気管カニューレの交換	気管カニューレの管理（日常の交換以外の対応）	気管内吸引	食事介助	経鼻チューブの交換	ストーマの管理	尿道カテーテルの管理	導尿	入浴介助	看護師によるリハビリテーション	OTもしくはPTによるリハビリテーション	中心静脈カテーテル管理	高カロリー輸液の管理	薬剤の静注（抗生物質や利尿剤など）	麻薬による疼痛コントロール	終末期の医療的ケア	在宅での看取り	24時間対応	外出の介助	通院の介助	20	11	22	25	25	17	22	18	18	25	20	10	20	22	14	12	17	18	23	7	6	7歳～12歳	在宅人工呼吸	器の管理	気管カニューレの交換	気管カニューレの管理（日常の交換以外の対応）	気管内吸引	食事介助	経鼻チューブの交換	ストーマの管理	尿道カテーテルの管理	導尿	入浴介助	看護師によるリハビリテーション	OTもしくはPTによるリハビリテーション	中心静脈カテーテル管理	高カロリー輸液の管理	薬剤の静注（抗生物質や利尿剤など）	麻薬による疼痛コントロール	終末期の医療的ケア	在宅での看取り	24時間対応	外出の介助	通院の介助	19	13	22	26	26	19	23	22	22	29	22	9	23	24	16	13	19	19	24	9	7	13～17歳	在宅人工呼吸器の管理	気管カニューレの交換	気管カニューレの管理（日常の交換以外の対応）	気管内吸引	食事介助	経鼻チューブの交換	ストーマの管理	尿道カテーテルの管理	導尿	入浴介助	看護師によるリハビリテーション	OTもしくはPTによるリハビリテーション	中心静脈カテーテル管理	高カロリー輸液の管理	薬剤の静注（抗生物質や利尿剤など）	麻薬による疼痛コントロール	終末期の医療的ケア	在宅での看取り	24時間対応	外出の介助	通院の介助	20	13	24	29	24	21	26	25	24	30	23	9	25	27	18	15	20	21	25	10	8	18歳以上	在宅人工呼吸器の管理	気管カニューレの交換	気管カニューレの管理（日常の交換以外の対応）	気管内吸引	食事介助	経鼻チューブの交換	ストーマの管理	尿道カテーテルの管理	導尿	入浴介助	看護師によるリハビリテーション	OTもしくはPTによるリハビリテーション	中心静脈カテーテル管理	高カロリー輸液の管理	薬剤の静注（抗生物質や利尿剤など）	麻薬による疼痛コントロール	終末期の医療的ケア	在宅での看取り	24時間対応	外出の介助	通院の介助	27	18	30	34	31	27	32	33	32	31	30	12	31	32	27	25	28	29	33	14	11	乳児～2歳	在宅人工呼吸器の管理	気管カニューレの交換	気管カニューレの管理（日常の交換以外の対応）	気管内吸引	食事介助	経鼻チューブの交換	ストーマの管理	尿道カテーテルの管理	導尿	入浴介助	看護師によるリハビリテーション	OTもしくはPTによるリハビリテーション	中心静脈カテーテル	管理	高カロリー輸液の管理	薬剤の静注（抗生物質や利尿剤など）	麻薬による疼痛コントロール	終末期の医療的ケア	在宅での看取り	24時間対応	外出の介助	通院の介助	8	18	6	5	6	11	5	8	9	5	8	19	7	6	10	6	6	5	5	11	17	3～6歳	在宅人工呼吸器の管理	気管カニューレの交換	気管カニューレの管理（日常の交換以外の対応）	気管内吸引	食事介助	経鼻チューブの交換	ストーマの管理	尿道カテーテルの管理	導尿	入浴介助	看護師によるリハビリテーション	OTもしくはPTによるリハビリテーション	中心静脈カテーテル管理	高カロリー輸液の管理	薬剤の静注（抗生物質や利尿剤など）	麻薬による疼痛コントロール	終末期の医療的ケア	在宅での看取り	24時間対応	外出の介助	通院の介助	7	15	6	5	6	11	5	8	8	6	7	18	7	6	10	6	6	5	5	11	17	7歳～12歳	在宅人工呼吸器の管理	気管カニューレの交換	気管カニューレの管理（日常の交換以外の対応）	気管内吸引	食事介助	経鼻チューブの交換	ストーマの管理	尿道カテーテルの管理	導尿	入浴介助	看護師によるリハビリテーション	OTもしくはPTによるリハビリテーション	中心静脈カテーテル管理	高カロリー輸液の管理	薬剤の静注（抗生物質や利尿剤など）	麻薬による疼痛コントロール	終末期の医療的ケア	在宅での看取り	24時間対応	外出の介助	通院の介助	8	14	6	5	6	11	5	8	8	5	7	18	7	6	10	6	6	5	5	11	17	13～17歳	在宅人工呼吸器の管理	気管カニューレの交換	気管カニューレの管理（日常の交換以外の対応）	気管内吸引	食事介助	経鼻チューブの交換	ストーマの管理	尿道カテーテルの管理	導尿	入浴介助	看護師によるリハビリテーション	OTもしくはPTによるリハビリテーション	中心静脈カテーテル管理	高カロリー輸液の管理	薬剤の静注（抗生物質や利尿剤など）	麻薬による疼痛コントロール	終末期の医療的ケア	在宅での看取り	24時間対応	外出の介助	通院の介助	5	12	4	4	5	9	3	5	5	4	6	19	6	5	7	5	5	4	4	10	16	18歳以上	在宅人工呼吸器の管理	気管カニューレの交換	気管カニューレの管理（日常の交換以外の対応）	気管内吸引	食事介助	経鼻チューブの交換	ストーマの管理	尿道カテーテルの管理	導尿	入浴介助	看護師によるリハビリテーション	OTもしくはPTによるリハビリテーション	中心静脈カテーテル管理	高カロリー輸液の管理	薬剤の静注（抗生物質や利尿剤など）	麻薬による疼痛コントロール	終末期の医療的ケア	在宅での看取り	24時間対応	外出の介助	通院の介助	1	6	1	0	1	3	0	0	0	1	2	17	1	1	2	1	2	1	1	7	13	

乳児～2歳	在宅人工呼吸器の管理	気管カニューレの交換	気管カニューレの管理（日常の交換以外の対応）	気管内吸引	食事介助	経鼻チューブの交換	ストーマの管理	尿道カテーテルの管理	導尿	入浴介助	看護師によるリハビリテーション	OTもしくはPTによるリハビリテーション	中心静脈カテーテル	管理	高カロリー輸液の管理	薬剤の静注（抗生物質や利尿剤など）	麻薬による疼痛コントロール	終末期の医療的ケア	在宅での看取り	24時間対応	外出の介助	通院の介助	8	7	6	4	3	7	8	10	9	3	8	6	7	7	10	16	10	10	6	16	12	3～6歳	在宅人工呼吸器の管理	気管カニューレの交換	気管カニューレの管理（日常の交換以外の対応）	気管内吸引	食事介助	経鼻チューブの交換	ストーマの管理	尿道カテーテルの管理	導尿	入浴介助	看護師によるリハビリテーション	OTもしくはPTによるリハビリテーション	中心静脈カテーテル管理	高カロリー輸液の管理	薬剤の静注（抗生物質や利尿剤など）	麻薬による疼痛コントロール	終末期の医療的ケア	在宅での看取り	24時間対応	外出の介助	通院の介助	7	8	6	4	3	6	7	8	8	3	7	6	7	6	10	16	11	11	6	16	11	7歳～12歳	在宅人工呼吸器の管理	気管カニューレの交換	気管カニューレの管理（日常の交換以外の対応）	気管内吸引	食事介助	経鼻チューブの交換	ストーマの管理	尿道カテーテルの管理	導尿	入浴介助	看護師によるリハビリテーション	OTもしくはPTによるリハビリテーション	中心静脈カテーテル管理	高カロリー輸液の管理	薬剤の静注（抗生物質や利尿剤など）	麻薬による疼痛コントロール	終末期の医療的ケア	在宅での看取り	24時間対応	外出の介助	通院の介助	7	7	6	3	2	4	6	4	4	0	5	7	4	4	8	15	9	10	5	14	10	13～17歳	在宅人工呼吸器の管理	気管カニューレの交換	気管カニューレの管理（日常の交換以外の対応）	気管内吸引	食事介助	経鼻チューブの交換	ストーマの管理	尿道カテーテルの管理	導尿	入浴介助	看護師によるリハビリテーション	OTもしくはPTによるリハビリテーション	中心静脈カテーテル管理	高カロリー輸液の管理	薬剤の静注（抗生物質や利尿剤など）	麻薬による疼痛コントロール	終末期の医療的ケア	在宅での看取り	24時間対応	外出の介助	通院の介助	9	9	6	1	2	4	5	4	5	0	5	6	3	2	9	14	9	9	5	14	10	18歳以上	在宅人工呼吸器の管理	気管カニューレの交換	気管カニューレの管理（日常の交換以外の対応）	気管内吸引	食事介助	経鼻チューブの交換	ストーマの管理	尿道カテーテルの管理	導尿	入浴介助	看護師によるリハビリテーション	OTもしくはPTによるリハビリテーション	中心静脈カテーテル管理	高カロリー輸液の管理	薬剤の静注（抗生物質や利尿剤など）	麻薬による疼痛コントロール	終末期の医療的ケア	在宅での看取り	24時間対応	外出の介助	通院の介助	6	10	3	0	2	4	2	1	2	2	2	5	2	1	5	8	4	4	0	13	10	

訪問看護事業所 (2)

		Ｑ1.貴施設について、お伺いいたします キ シセツ ウカガ

		1		事業所名 ジギョウショ メイ

		2		電話番号 デンワ バンゴウ

		3		FAX番号 バンゴウ

		4		所在地 ショザイチ

		5		職員構成（常勤・非常勤は問いません） ショクイン コウセイ ジョウキン ヒジョウキン ト

						看護師 カンゴシ

						作業療法士 サギョウ リョウホウシ

						准看護師 ジュンカンゴシ

						理学療法士 リガク リョウホウシ

						保健師 ホケンシ

						言語療法士 ゲンゴ リョウホウシ

						その他 タ

		6		訪問可能な主な市町村 ホウモン カノウ オモ シチョウソン

		Q2.いままでに以下の項目を在宅看護で行ったことがありますか（あるものすべてにチェックをしてください） イカ コウモク ザイタク カンゴ オコナ

								成人在宅 セイジン ザイタク				小児在宅 ショウニ ザイタク

				在宅人工呼吸器の管理 ザイタク ジンコウ コキュウキ カンリ

				気管カニューレの交換 キカン コウカン

				気管カニューレ部位のガーゼ交換 キカン ブイ コウカン

				気管内吸引 キカンナイ キュウイン

				食事介助 ショクジ カイジョ

				経鼻チューブの交換 ケイビ コウカン

				胃瘻の管理 イロウ カンリ

				経管栄養の注入 ケイカン エイヨウ チュウニュウ

				ストーマの管理 カンリ

				尿道カテーテルの管理 ニョウドウ カンリ

				導尿 ドウニョウ

				入浴介助 ニュウヨク カイジョ

				看護師によるリハビリテーション カンゴシ

				OTもしくはPTによるリハビリテーション

				中心静脈カテーテル管理 チュウシン ジョウミャク カンリ

				高カロリー輸液の管理 コウ ユエキ カンリ

				薬剤の静注（抗生物質や利尿剤など） ヤクザイ ジョウチュウ コウセイ ブッシツ リニョウザイ

				麻薬による疼痛コントロール マヤク ウズ ツウ

				終末期の医療的ケア シュウマツキ イリョウテキ

				在宅での看取り ザイタク ミト

				24時間対応 ジカン タイオウ

		Q3.現時点で、依頼のあった場合、重症心身障害児（者）の在宅医療を行うことはできますか ゲンジテン イライ バアイ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ ザイタク イリョウ オコナ

		1		できる

		2		できない

		3		要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン

		Q4.依頼があった場合に可能な医療的ケアと身体介護についてお答えください イライ バアイ カノウ イリョウテキ シンタイ カイゴ コタ

		※個別シートにて対応 コベツ タイオウ



				Ｑ1.貴施設について、お伺いいたします キ シセツ ウカガ																										Q2.いままでに以下の項目を在宅看護で行ったことがありますか（あるものすべてにチェックをしてください）【1.ある、0.ない】 イカ コウモク ザイタク カンゴ オコナ																																																																																				Q3		Q4.依頼があった場合に可能な医療的ケアと身体介護についてお答えください【1.できる、2.できない、3.要相談（条件による）】 イライ バアイ カノウ イリョウテキ シンタイ カイゴ コタ ヨウ ソウダン ジョウケン																																																																																																																																																																																																																		Q5.重症心身障害児（者）の方に対する医療、在宅生活等についてお気づきのことなど、ご自由にお書きください ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ カタ タイ イリョウ ザイタク セイカツナド キ ジユウ カ

				事業所名 ジギョウショ メイ		電話番号 デンワ バンゴウ		FAX番号 バンゴウ		郵便番号 ユウビンバンゴウ		所在地 ショザイチ		職員構成（常勤・非常勤は問いません）【人数：名】 ショクイン コウセイ ジョウキン ヒジョウキン ト ニンズウ メイ														訪問可能な主な市町村 ホウモン カノウ オモ シチョウソン		在宅人工呼吸器の管理 ザイタク ジンコウ コキュウキ カンリ				気管カニューレの交換 キカン コウカン				気管カニューレ部位のガーゼ交換 キカン ブイ コウカン				気管内吸引 キカンナイ キュウイン				食事介助 ショクジ カイジョ				経鼻チューブの交換 ケイビ コウカン				胃瘻の管理 イロウ カンリ				経管栄養の注入 ケイカン エイヨウ チュウニュウ				ストーマの管理 カンリ				尿道カテーテルの管理 ニョウドウ カンリ				導尿 ドウニョウ				入浴介助 ニュウヨク カイジョ				看護師によるリハビリテーション カンゴシ				OTもしくはPTによるリハビリテーション				中心静脈カテーテル管理 チュウシン ジョウミャク カンリ				高カロリー輸液の管理 コウ ユエキ カンリ				薬剤の静注（抗生物質や利尿剤など） ヤクザイ ジョウチュウ コウセイ ブッシツ リニョウザイ				麻薬による疼痛コントロール マヤク ウズ ツウ				終末期の医療的ケア シュウマツキ イリョウテキ				在宅での看取り ザイタク ミト				24時間対応 ジカン タイオウ						在宅人工呼吸器の管理 ザイタク ジンコウ コキュウキ カンリ										気管カニューレの交換 キカン コウカン										気管カニューレの管理（日常の交換以外の対応） キカン カンリ ニチジョウ コウカン イガイ タイオウ										気管内吸引 キカンナイ キュウイン										食事介助 ショクジ カイジョ										経鼻チューブの交換 ケイビ コウカン										ストーマの管理 カンリ										尿道カテーテルの管理 ニョウドウ カンリ										導尿 ドウニョウ										入浴介助 ニュウヨク カイジョ										看護師によるリハビリテーション カンゴシ										OTもしくはPTによるリハビリテーション										中心静脈カテーテル管理 チュウシン ジョウミャク カンリ										高カロリー輸液の管理 コウ ユエキ カンリ										薬剤の静注（抗生物質や利尿剤など） ヤクザイ ジョウチュウ コウセイ ブッシツ リニョウザイ										麻薬による疼痛コントロール マヤク トウツウ										終末期の医療的ケア シュウマツキ イリョウテキ										在宅での看取り ザイタク ミト										24時間対応 ジカン タイオウ										外出の介助 ガイシュツ カイジョ										通院の介助 ツウイン カイジョ

		承諾可否 ショウダク カヒ												看護師 カンゴシ		作業療法士 サギョウ リョウホウシ		准看護師 ジュンカンゴシ		理学療法士 リガク リョウホウシ		保健師 ホケンシ		言語療法士 ゲンゴ リョウホウシ		その他 タ				成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ				乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ

		否 ヒ		曙訪問看護ステーション アケボノ ホウモン カンゴ		028-660-7803		028-683-5306		321-0901		宇都宮市平出町413番地		8		3		0		3		0		1				宇都宮、高根沢 ウツノミヤ タカネザワ		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		3		2		2		2		2		3		2		2		2		2		2		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		1		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		1		1		1		3		3		3		1		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		2		2		2		2		2		いつも大変お世話になっております。当STでも数名の小児利用者をNS、PT、OTでサポートしています。又、貴院のショートステイを利用させて頂いております。ご利用者様、家族が安心して過ごせるよう地域でサポートできたらと考えています。どうぞよろしくお願い申し上げます。 タイヘン セワ トウ スウメイ ショウニ リヨウシャ マタ キ イン リヨウ イタダ リヨウシャサマ カゾク アンシン ス チイキ カンガ ネガ モウ ア

		否 ヒ		とちぎメディカルセンター		0282-22-5810		0282-225812		328-0043		栃木市境町27-21		9		0		4		1		0		1		2		栃木市、小山市、壬生町 トチギシ オヤマシ ミブマチ		1		1		1		0		1		1		1		1		1		0		1		0		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		0		1		1		3		2		1		1		1		1		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		2		2		2		1		1		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		1		1		1		1		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		2		2		2		2		2

		否 ヒ		あいケアステーション		0282-23-6221		0282-24-9850		328-0074		栃木市薗部町2-5-9		1		0		2		2		0		0				栃木市 トチギシ		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		3		2		2		2		2		3		2		2		2		2		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		3		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		3		2		2		2		2		3		2		2		2		2		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		2		2		2		2		3

		否 ヒ		訪問看護ステーションこすもす		0285-80-5511		0285-80-5512		321-4337		真岡市上高間木2-24-4		4		2		0		1		0		0						1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		3		2		2		2		3		3		2		2		2		3		3		2		2		2		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		3		3		3		3		3		3		3		2		2		2		3		3		2		2		2		3		3		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		2		2		2		2		3		2		2		2		2		3		2		2		2		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		1		3		3		3		3		3		2		2		2		2		2		緊急時に主治医又はバッックベットのある病院との連携がとれる体制が整っていないと、在宅での対応に不安があります。
現在のところ、小児科、精神科看護を経験したスタッフがいない為、受け入れに不安がありますので今回はガイドマップ等に公表することに同意する事は控えさせていただきたいと思います。 キンキュウジ シュジイ マタ ビョウイン レンケイ タイセイ トトノ ザイタク タイオウ フアン ゲンザイ ショウニカ セイシンカ カンゴ ケイケン タメ ウ イ フアン コンカイ ナド コウヒョウ ドウイ コト ヒカ オモ

		否 ヒ		訪問看護ステーションひばり		0289-64-7226		0289-64-2225		322-8550		鹿沼市下田町1-1033		6		1		0		1		0		0				市内及び近隣市 シナイ オヨ キンリン シ		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		0		1		1		2

chizuru_tanaka: 未記入		1		1		2		2		1		2		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		1		3		3		1		1		1		3		3		3		3		1		3		3		1		1		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		1		3		3		3		1		1		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1

		否 ヒ		訪問看護ステーション那須		0287-73-5048		0287-63-4566		325-0023		那須塩原市豊浦10-706		5		0		2		0		0		0				那須塩原市、大田原市、那須町 ナスシオバラ シ オオタワラシ ナスマチ		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		0		0		1		0		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		2

chizuru_tanaka: 未記入		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1

		承諾 ショウダク		さくら訪問看護ステーション		0287-29-3252		0287-29-3252		324-0058		大田原市紫塚3-2633-10		5		0		0		1		0		0				大田原市、那須塩原市、矢板市 オオタワラシ ナスシオバラ シ ヤイタ シ		1		0		1		1		1		1		1		1		1		0		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		0		1		1		3		3		3		3		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		小児の受入数（実績）が少ないので、実際依頼があった場合、入院中から手技等の指導を受けたいと思います。 ショウニ ウケイレスウ ジッセキ スク ジッサイ イライ バアイ ニュウインチュウ シュギ ナド シドウ ウ オモ

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションたんぽぽ		0280-57-1888		0280-57-3819		329-0101		下都賀郡野木町友沼5119-12		20		3		0		5		0		0		2		野木町、小山市、旧藤岡町 ノギマチ オヤマシ キュウ フジオカマチ		1		1		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		1		1		1		1		1		1		0		0		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		3		1		1		1		1		1		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		3		3		3		3		3		1		1		3		2		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		2		2		2		2		2		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		受け入れてくれる訪問看護Stの数が少ないと思います。研修会の機会を設けてサービス体制が構築できると良いと思います。 ウ イ ホウモン カンゴ カズ スク オモ ケンシュウカイ キカイ モウ タイセイ コウチク ヨ オモ

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションうつのみや		028-612-6103		028-612-6104		320-0852		宇都宮市下砥上町字並塚643番地1		11		0		0		0		0		0		1		宇都宮市、壬生町 ウツノミヤシ ミブマチ		1		1		0		0		1		1		1		1		1		0		0		0		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		2

chizuru_tanaka: 未記入		3		3		3		3		1		2		2		2		2		2		3		3		3		1		1		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		3		3		3		1		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		3		3		3		1		1		3		3		3		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーション石橋		0285-52-2293		0285-52-2268		329-0511		下野市石橋628番地		7		0		0		1		0		0		1		下野市、上三川町、壬生町、宇都宮市（部） シモノ シ カミノカワマチ ミブマチ ウツノミヤシ ブ		1		1		0		0		1		1		1		1		1		0		1		0		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		3		1		1		1		1		1		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		1		3		3		3		3		3		3		3		3		1		1		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		2		2		2		2		2		最近、訪問依頼が増えてきていますが、私たち看護師の力量不足から利用者家族へ満足のいく看護が提供できないように感じています。現在の、利用者家族から教わることが多くあり、私たちが勉強になります。ただ、訪問していて思うことは、ご両親の今までの経験でケアが進み危険であり、指導させていただいても理解が得られないこともあり、ジレンマとなっています。例）誤嚥性肺炎を繰り返している方にヘッドアップして食事を摂るよう説明してもフラットのままであったり、他の方でPEG造設されているので、栄養はPEGからにして経口からは楽しみ程度にしてと言っても、食事を経口から摂るなど。 サイキン ホウモン イライ フ ワタクシ カンゴシ リキリョウ ブソク リヨウシャ カゾク マンゾク カンゴ テイキョウ カン ゲンザイ リヨウシャ カゾク オソ オオ ワタシ ベンキョウ ホウモン オモ リョウシン イマ ケイケン スス キケン シドウ リカイ エ レイ ゴエンセイ ハイエン ク カエ カタ ショクジ ト セツメイ ホカ カタ ゾウ セツ エイヨウ ケイコウ タノ テイド イ ショクジ ケイコウ ト

		承諾 ショウダク		マロニエ訪問看護ステーション		0287-37-6322		0287-39-3305		329-2763		那須塩原市井口537-3 にしなすの総合在宅ｹｱｾﾝﾀｰ内		5		7		0		5		0		2		1		那須塩原市、那須町、大田原市　リハビリのみ→那珂川町訪問可能 ナスシオバラ シ ナスマチ オオタワラシ ナカガワ マチ ホウモン カノウ		1		1		1		0		1		1		1		1		0		0		0		1		1		1		1		1		1		0		1		1		1		1		1		1		0		0		1		1		1		0		1		0		0		0		1		0		1		1		1		1		1		1		3		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーション佐野		0283-86-7013		0283-86-7031		327-0847		佐野市天神町７７４－２２ メープルハイツ１０１号室		3		0		1		0		0		0		1		足利市、佐野市、栃木市（旧岩船市） アシカガシ サノシ トチギシ キュウ イワフネ シ		0		0		0		0		1		0		1		0		1		0		0		0		1		0		0		0		1		0		1		0		0		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		2		2		2		2		2		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1

		承諾 ショウダク		とちぎ訪問看護ステーションくろばね		0287-54-0507		0287-54-0580		324-0241		大田原市黒羽向町142番地		6		0		0		0		1		0		2		大田原市、那須塩原市、那須町、那珂川町 オオタワラシ ナスシオバラ シ ナスマチ ナカガワマチ		1		0		0		0		1		1		1		1		1		0		1		0		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		3		3		3		3		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		1		2		2		2		2		2		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3

		承諾 ショウダク		鹿沼訪問看護ステーション		0289-60-5650		0289-60-1687		322-0021		鹿沼市上野町320-3高橋ビル１階１０３号室		5		0		0		0		0		0				鹿沼市、旧宇都宮市、旧今市市、壬生町、西片町 カヌマシ キュウ ウツノミヤシ キュウ イマイチシ ミブマチ ニシカタマチ		0		0		0		0		0		0		1		0		1		0		0		0		1		0		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		2

chizuru_tanaka: 未記入		2		2		2		2		1		2		2		2		2		3		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションほっと		028-626-5739		028-625-8201		321-0974		宇都宮市竹林町958		11		0		0		2		0		0		0		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2

		承諾 ショウダク		芳賀赤十字訪問看護ステーション		0285-84-8266		0285-84-8266		321-4306		真岡市台町2461		6		0		0		0		0		0		0		芳賀郡全域（真岡市、益子町、芳賀町、茂木町） ハガ グン ゼンイキ モオカシ マシコマチ ハガマチ モギ マチ		1		1		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		3		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		当ステーションは今年度小児在宅医との連携を開始することができました。安心して在宅療養を継続できるよう、多職種と連携し、実施しています。高齢者が介護サービスを選択するように、サービスの充実は得られていません。現実は家族だけで利用者（児）のケアを実施しているケースもあり家族の介護負担は大きいと考えます。負担軽減のためには、スムーズなレスパイト入院や日中の一時お預かり等充実した施設が増えることでさらに安心した療養環境の提供ができると思います。よろしくお願いいたします。 トウ コンネンド ショウニ ザイタク イ レンケイ カイシ アンシン ザイタク リョウヨウ ケイゾク タ ショクシュ レンケイ ジッシ コウレイシャ カイゴ センタク ジュウジツ エ ゲンジツ カゾク リヨウシャ ジ ジッシ カゾク カイゴ フタン オオ カンガ フタン ケイゲン ニュウイン ニッチュウ イチジ アズ ナド ジュウジツ シセツ フ アンシン リョウヨウ カンキョウ テイキョウ オモ ネガ

		承諾 ショウダク		とちぎ訪問看護ステーションみぶ		0282-82-7262		0282-82-7260		321-0218		下都賀郡壬生町落合1-18-12		16		0		0		0		0		0		1		上三川町、下野市、壬生町、宇都宮 カミノカワマチ シモノ シ ミブ チョウ ウツノミヤ		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		1		0		1		1		1		1		1		1		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		病院との連携が大切。在宅生活を支援するためにチームで対応する（介護者の支援） ビョウイン レンケイ タイセツ ザイタク セイカツ シエン タイオウ カイゴシャ シエン

		承諾 ショウダク		ＷＡＤＥＷＡＤＥ訪問看護ステーション		028-666-5420		028-666-5460		321-0923		栃木県宇都宮市下栗町2913-1 ３２１－０９２３		12		0		0		0		0		0				宇都宮市、上三川町、 ウツノミヤシ カミノカワマチ		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		0		0		1		0		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		重心の方を看る側（介護者）の負担軽減の必要性を感じてしまいます。まだまだ「私がやらなければ」という気持ちが強く、様々な資源活用へと動きが進むような発信が大切だと思っています。 ジュウシン カタ ミ ガワ カイゴシャ フタン ケイゲン ヒツヨウセイ カン ワタシ キモ ツヨ サマザマ シゲン カツヨウ ウゴ スス ハッシン タイセツ オモ

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションあい		0287-83-8035		0287-83-8222		321-0628		那須烏山市金井2-5-9 ベンチャープラザ7号室 ゴウシツ		8		0		1		0		0		0		1		那須烏山市、那珂川町、茂木町、一貝町 ナスカラスヤマシ ナカガワマチ モギマチ イチ ガイ マチ		1		1		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		0		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		小児や重心など医療依存度が高い方には家族が安心して預けられる事業所とスタッフが必要です（レスパイトの本当の意味で）訪問看護スタッフが動きやすい仕組みがあればもっと介入できると思います。例えば在宅以外への支援での算定が可能になる。長時間支援が可能になるなど。在宅支援診療所が多ければ助かります。開業医で努力してくださる医師の力で乗り切っている地域は特にそう感じます。後方病院親元病院との連携、地域との調整などスムーズにシームレスに行われるとうれしいです。行政からの介入が少なく、制度のことなど知らないまま苦労されている方が多いので、窓口での丁寧かつタイミングよく助言をしていただくと嬉しいです。 ショウニ ジュウシン イリョウ イゾンド タカ カタ カゾク アンシン アズ ジギョウショ ヒツヨウ ホントウ イミ ホウモン カンゴ ウゴ シク カイニュウ オモ タト ザイタク イガイ シエン サンテイ カノウ チョウジカン シエン カノウ ザイタク シエン シンリョウジョ オオ タス カイギョウイ ドリョク イシ チカラ ノ キ チイキ トク カン コウホウ ビョウイン オヤモト ビョウイン レンケイ チイキ チョウセイ オコナ ギョウセイ カイニュウ スク セイド シ クロウ カタ オオ マドグチ テイネイ ジョゲン ウレ

		承諾 ショウダク		あおい訪問看護ステーション		0284-73-9456		0284-72-7600		326-0831		足利市堀込町2556 セレッソ・コート１階		16		0		0		4		0		0				足利市とその周辺（佐野市、館林市、巴楽町、太田市、桐生市） アシカガシ シュウヘン サノシ タテバヤシシ トモエ ラク マチ オオタシ キリュウシ		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1

		承諾 ショウダク		那須赤十字訪問看護ステーション		0287-23-8866		0287-23-8903		324-8686		大田原市中田原1081-4		8		1		0		0		0		0				大田原市、那須塩原市（一部を除く） オオタワラシ ナスシオバラ シ イチブ ノゾ		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		1		1		0		1		0		1		1		1		0		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションゆりの木		0287-47-5123		0287-47-5124		324-0028		大田原市山の手1-1-7 ヤマ テ		4		0		0		0		0		0				大田原市、那須塩原市、那珂川町 オオタワラシ ナスシオバラ シ ナカガワマチ		1		1		1		0		1		1		1		1		0		0		0		1		1		0		1		1		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		0		0		1		0		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		3		1		1		1		1		2		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		3		1		1		1		1		3		1		1		1		1		1		1		1		1		3		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		3		3		1		3		3		1		1		1		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		重症心身障害児施設で勤務したことのある看護師が2名いますので積極的に依頼があれば支援させていただきたいと思っています。こどもはやはり親元で成長発達できることが何よりも必要なことであると思っています。 ジュウショウ シンシン ショウガイ ジ シセツ キンム カンゴシ メイ セッキョクテキ イライ シエン オモ オヤモト セイチョウ ハッタツ ナニ ヒツヨウ オモ

		承諾 ショウダク		ライフ訪問看護リハビリテーション		0284-64-8799		0284-64-8335		326-0831		足利市堀込町2656-7　ASKビル３０１号		5		0		0		1		0		0		0		足利市、佐野市、館林市、邑楽郡、太田市、桐生市 アシカガシ サノシ タテバヤシシ オウラ グン オオタシ キリュウシ		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		この件に関する研修の案内が少ないため、学ぶ機会をもっと増やしてほしい ケン カン ケンシュウ アンナイ スク マナ キカイ フ

		承諾 ショウダク		わくわく訪問看護ステーションおやま		0285-24-6575		0285-20-0255		323-0022		小山市駅東通り3-9-6		11		0		0		5		0		0		0		小山市、結城市（茨城県）、下野市の一部、栃木市（PTのみ） オヤマシ ユウキシ イバラキケン シモノ シ イチブ トチギシ		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		1		1		1		1		3		3		3		1		1		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		自立支援のケアマネージャーがいるが、医療福祉行政をうまく連携してまとめる役割が果たせていない。それぞれが別々で動いており、介護者が困ったときの相談窓口に迷う。 ジリツ シエン イリョウ フクシ ギョウセイ レンケイ ヤクワリ ハ ベツベツ ウゴ カイゴシャ コマ ソウダン マドグチ マヨ

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーション風		028-612-1333		028-612-1384		321-0117		宇都宮市城南3丁目5-6		3		1		0		1		0		0				宇都宮、鹿沼、下野、壬生 ウツノミヤ カヌマ シモノ ミブ		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		1		1		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1

		承諾 ショウダク		宮の橋訪問看護ステーション		028-635-9839		028-635-9839		321-0963		宇都宮市南大通り1-1-23		7		0		0		1		0		0		0		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		1		1		0		1		1		1		1		1		0		0		0		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		レスパイト等受け入れ先が少ない。市のコーディネーター様がご多忙の様子であり、要望に対しての対応にかなりの時間を要する（対応されないこともある）。年度変わるときなど、担当者（市）の引き継ぎがされず、進んでいた調整も振り出しに戻ってしまうことがある。 トウ ウ イ サキ スク シ サマ タボウ ヨウス ヨウボウ タイ タイオウ ジカン ヨウ タイオウ ネンド カ タントウシャ シ ヒ ツ スス チョウセイ フ ダ モド

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションオリーブ		0282-27-8414		0282-27-8415		328-0027		栃木市今泉町1丁目17番29号		7		0		0		0		0		0				栃木市、小山市、下野市、壬生町 トチギシ オヤマシ シモノ シ ミブ マチ		1		1		1		0		1		1		1		1		0		0		0		0		1		1		1		1		0		0		1		1		1		0		1		1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションマザーの家		0283-85-7771		0283-85-7772		327-0504		佐野市中町942-1		2		0		3		0		0		0				佐野市 サノシ		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーション卯の郷		028-682-7770		028-682-7766		329-1311		さくら市氏家2650番地		3		0		0		0		0		0				さくら市（周辺15ｋｍ以内）、塩谷町、那須烏山市、宇都宮市、高根沢町 シ シュウヘン イナイ シオヤ マチ ナスカラスヤマシ ウツノミヤシ タカネザワ マチ		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		3		3		3		3		3		1		2		2		2		2		2		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		2		2		2		3		3		3		3		1		1		1		3		3		3		3		1		2		2		2		2		2		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		2		2		2		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションたかねざわ		028-680-1701		028-680-1702		329-1233		塩谷郡高根沢町宝積寺2426-8 		16		0		0		0		0		0				高根沢町、さくら市、那須烏山市、芳賀町、市貝町、茂木町、益子町、宇都宮市 タカネザワマチ シ ナスカラスヤマシ ハガ マチ イチ カイ チョウ モギマチ マシコ チョウ ウツノミヤシ		1		1		1		0		1		1		1		1		1		0		1		0		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		2		2		2		2		2

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションみどり		0285-45-8362		0285-45-8397		329-0214		小山市乙女786-1		3		0		1		0		0		0				小山市、栃木市、古河市、結城市 オヤマシ トチギシ コガシ ユウキシ		0		0		1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		1		0		1		0		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		3		2		2		2		3		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		1		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		1		1		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		訪問看護師がもっと社会資源として同行できるとよいと思う。在宅での療養はもっと看護師が活躍できる体制が整うとよいと思った。 ホウモン カンゴシ シャカイ シゲン ドウコウ オモ ザイタク リョウヨウ カンゴシ カツヤク タイセイ トトノ オモ

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションあるく		028-643-5586		028-678-8796		320-0036		宇都宮市小幡2-6-14 		5		0		1		0		0		0		1		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		0		1		0		1		0		1		0		0		1		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3

		承諾 ショウダク		とちぎ訪問看護ステーションおやま		0285-39-8602		0285-39-8607		323-0827		栃木県小山市神鳥谷2251-7 ３２３－０８２７		12		0		0		0		0		0		1		小山市、下野市（南部）、野木町（北部） オヤマシ シモノ シ ナンブ ノギ マチ ホクブ		1		1		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		1		1		1		0		0		1		0		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		3		3		1		1		1		3		1		1		1		1		小児の重症心身障害児の訪問看護を行っていく上で。たびたび感じるのが成長に伴った教育、就学が難しく親御さんの希望通りにいかないことが多く残念に思います。難しいところだと思いますが… ショウニ ジュウショウ シンシン ショウガイジ ホウモン カンゴ オコナ ウエ カン セイチョウ トモナ キョウイク シュウガク ムズカ オヤゴ キボウ ドオ オオ ザンネン オモ ムズカ オモ

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションここあ		028-600-3735		028-600-3736		321-2116		栃木県宇都宮市徳次郎町998-9 ３２１－２１１６		10		1		0		1		0		0		2		宇都宮市、日光市、 ウツノミヤシ ニッコウシ		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2

chizuru_tanaka: 未記入		

chizuru_tanaka: 未記入		

chizuru_tanaka: 未記入		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3















																														Q2.いままでに以下の項目を在宅看護で行ったことがありますか（あるものすべてにチェックをしてください）																																																																																						Q4.依頼があった場合に可能な医療的ケアと身体介護についてお答えください

				事業所名 ジギョウショ メイ		電話番号 デンワ バンゴウ		FAX番号 バンゴウ		郵便番号 ユウビンバンゴウ		所在地 ショザイチ		職員構成（常勤・非常勤は問いません）【人数：名】 ショクイン コウセイ ジョウキン ヒジョウキン ト ニンズウ メイ														訪問可能な主な市町村 ホウモン カノウ オモ シチョウソン		在宅人工呼吸器の管理 ザイタク ジンコウ コキュウキ カンリ				気管カニューレの交換 キカン コウカン				気管カニューレ部位のガーゼ交換 キカン ブイ コウカン				気管内吸引 キカンナイ キュウイン				食事介助 ショクジ カイジョ				経鼻チューブの交換 ケイビ コウカン				胃瘻の管理 イロウ カンリ				経管栄養の注入 ケイカン エイヨウ チュウニュウ				ストーマの管理 カンリ				尿道カテーテルの管理 ニョウドウ カンリ				導尿 ドウニョウ				入浴介助 ニュウヨク カイジョ				看護師によるリハビリテーション カンゴシ				OTもしくはPTによるリハビリテーション				中心静脈カテーテル管理 チュウシン ジョウミャク カンリ				高カロリー輸液の管理 コウ ユエキ カンリ				薬剤の静注（抗生物質や利尿剤など） ヤクザイ ジョウチュウ コウセイ ブッシツ リニョウザイ				麻薬による疼痛コントロール マヤク ウズ ツウ				終末期の医療的ケア シュウマツキ イリョウテキ				在宅での看取り ザイタク ミト				24時間対応 ジカン タイオウ						在宅人工呼吸器の管理 ザイタク ジンコウ コキュウキ カンリ										気管カニューレの交換 キカン コウカン										気管カニューレの管理（日常の交換以外の対応） キカン カンリ ニチジョウ コウカン イガイ タイオウ										気管内吸引 キカンナイ キュウイン										食事介助 ショクジ カイジョ										経鼻チューブの交換 ケイビ コウカン										ストーマの管理 カンリ										尿道カテーテルの管理 ニョウドウ カンリ										導尿 ドウニョウ										入浴介助 ニュウヨク カイジョ										看護師によるリハビリテーション カンゴシ										OTもしくはPTによるリハビリテーション										中心静脈カテーテル管理 チュウシン ジョウミャク カンリ										高カロリー輸液の管理 コウ ユエキ カンリ										薬剤の静注（抗生物質や利尿剤など） ヤクザイ ジョウチュウ コウセイ ブッシツ リニョウザイ										麻薬による疼痛コントロール マヤク トウツウ										終末期の医療的ケア シュウマツキ イリョウテキ										在宅での看取り ザイタク ミト										24時間対応 ジカン タイオウ										外出の介助 ガイシュツ カイジョ										通院の介助 ツウイン カイジョ

														看護師 カンゴシ		作業療法士 サギョウ リョウホウシ		准看護師 ジュンカンゴシ		理学療法士 リガク リョウホウシ		保健師 ホケンシ		言語療法士 ゲンゴ リョウホウシ		その他 タ				成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ				乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ

																																																																																																																		できる		18		20		19		20		27		9		11		13		13		18		22		22		22		24		30		25		25		26		29		34		25		25		26		27		31		16		17		19		21		27		21		22		23		26		32		16		18		22		25		33		16		18		22		24		32		26		25		29		30		31		18		20		22		23		30		9		10		9		9		12		20		20		23		25		31		21		22		24		27		32		14		14		16		18		27		12		12		13		15		25		18		17		19		20		28		19		18		19		21		29		23		23		24		25		33		7		7		9		10		14		5		6		7		8		11

																																																																																																																		できない		8		7		8		5		1		18		15		14		12		6		6		6		6		4		1		5		5		5		4		0		6		6		6		5		1		11		11		11		9		3		5		5		5		3		0		8		8		8		5		0		9		8		8		5		0		5		6		5		4		1		8		7		7		6		2		19		18		18		19		17		7		7		7		6		1		6		6		6		5		1		10		10		10		7		2		6		6		6		5		1		6		6		6		5		2		5		5		5		4		1		5		5		5		4		1		11		11		11		10		7		17		17		17		16		13

																																																																																																																		要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン		8		7		7		9		6		7		8		7		9		10		6		6		6		6		3		4		4		3		1		0		3		3		2		2		2		7		6		4		4		4		8		7		6		5		2		10		8		4		4		1		9		8		4		5		2		3		3		0		0		2		8		7		5		5		2		6		6		7		6		5		7		7		4		3		2		7		6		4		2		1		10		10		8		9		5		16		16		15		14		8		10		11		9		9		4		10		11		10		9		4		6		6		5		5		0		16		16		14		14		13		12		11		10		10		10



																																																																																																																		Ｑ4.できる

																																																																																																																				在宅人工呼吸器の管理		気管カニューレの交換		気管カニューレの管理（日常の交換以外の対応）		気管内吸引		食事介助		経鼻チューブの交換		ストーマの管理		尿道カテーテルの管理		導尿		入浴介助		看護師によるリハビリテーション		OTもしくはPTによるリハビリテーション		中心静脈カテーテル管理 チュウシン ジョウミャク カンリ		高カロリー輸液の管理 コウ ユエキ カンリ		薬剤の静注（抗生物質や利尿剤など） ヤクザイ ジョウチュウ コウセイ ブッシツ リニョウザイ		麻薬による疼痛コントロール マヤク トウツウ		終末期の医療的ケア シュウマツキ イリョウテキ		在宅での看取り ザイタク ミト		24時間対応 ジカン タイオウ		外出の介助		通院の介助

																																																																																																																		乳児～2歳 ニュウジ サイ		18		9		22		25		25		16		21		16		16		26		18		9		20		21		14		12		18		19		23		7		5

																																																																																																																		3～6歳 サイ		20		11		22		25		25		17		22		18		18		25		20		10		20		22		14		12		17		18		23		7		6

																																																																																																																		7歳～12歳 サイ サイ		19		13		22		26		26		19		23		22		22		29		22		9		23		24		16		13		19		19		24		9		7

																																																																																																																		13～17歳 サイ		20		13		24		29		24		21		26		25		24		30		23		9		25		27		18		15		20		21		25		10		8

																																																																																																																		18歳以上 サイイジョウ		27		18		30		34		31		27		32		33		32		31		30		12		31		32		27		25		28		29		33		14		11



																																																																																																																		Ｑ4.できない

																																																																																																																				在宅人工呼吸器の管理		気管カニューレの交換		気管カニューレの管理（日常の交換以外の対応）		気管内吸引		食事介助		経鼻チューブの交換		ストーマの管理		尿道カテーテルの管理		導尿		入浴介助		看護師によるリハビリテーション		OTもしくはPTによるリハビリテーション		中心静脈カテーテル管理 チュウシン ジョウミャク カンリ		高カロリー輸液の管理 コウ ユエキ カンリ		薬剤の静注（抗生物質や利尿剤など） ヤクザイ ジョウチュウ コウセイ ブッシツ リニョウザイ		麻薬による疼痛コントロール マヤク トウツウ		終末期の医療的ケア シュウマツキ イリョウテキ		在宅での看取り ザイタク ミト		24時間対応 ジカン タイオウ		外出の介助		通院の介助

																																																																																																																		乳児～2歳 ニュウジ サイ		8		18		6		5		6		11		5		8		9		5		8		19		7		6		10		6		6		5		5		11		17

																																																																																																																		3～6歳 サイ		7		15		6		5		6		11		5		8		8		6		7		18		7		6		10		6		6		5		5		11		17

																																																																																																																		7歳～12歳 サイ サイ		8		14		6		5		6		11		5		8		8		5		7		18		7		6		10		6		6		5		5		11		17

																																																																																																																		13～17歳 サイ		5		12		4		4		5		9		3		5		5		4		6		19		6		5		7		5		5		4		4		10		16

																																																																																																																		18歳以上 サイイジョウ		1		6		1		0		1		3		0		0		0		1		2		17		1		1		2		1		2		1		1		7		13



																																																																																																																		Ｑ4.要相談 ヨウ ソウダン

																																																																																																																				在宅人工呼吸器の管理		気管カニューレの交換		気管カニューレの管理（日常の交換以外の対応）		気管内吸引		食事介助		経鼻チューブの交換		ストーマの管理		尿道カテーテルの管理		導尿		入浴介助		看護師によるリハビリテーション		OTもしくはPTによるリハビリテーション		中心静脈カテーテル管理 チュウシン ジョウミャク カンリ		高カロリー輸液の管理 コウ ユエキ カンリ		薬剤の静注（抗生物質や利尿剤など） ヤクザイ ジョウチュウ コウセイ ブッシツ リニョウザイ		麻薬による疼痛コントロール マヤク トウツウ		終末期の医療的ケア シュウマツキ イリョウテキ		在宅での看取り ザイタク ミト		24時間対応 ジカン タイオウ		外出の介助		通院の介助

																																																																																																																		乳児～2歳 ニュウジ サイ		8		7		6		4		3		7		8		10		9		3		8		6		7		7		10		16		10		10		6		16		12

																																																																																																																		3～6歳 サイ		7		8		6		4		3		6		7		8		8		3		7		6		7		6		10		16		11		11		6		16		11

																																																																																																																		7歳～12歳 サイ サイ		7		7		6		3		2		4		6		4		4		0		5		7		4		4		8		15		9		10		5		14		10

																																Q3.現時点で、依頼のあった場合、重症心身障害児（者）の在宅医療を行うことはできますか ゲンジテン イライ バアイ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ ザイタク イリョウ オコナ																																																																																		13～17歳 サイ		9		9		6		1		2		4		5		4		5		0		5		6		3		2		9		14		9		9		5		14		10

																														できる		14																																																																																		18歳以上 サイイジョウ		6		10		3		0		2		4		2		1		2		2		2		5		2		1		5		8		4		4		0		13		10

																														できない		6

																														要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン		14



																														在宅人工呼吸器の管理 ザイタク ジンコウ コキュウキ カンリ		気管カニューレの交換 キカン コウカン		気管カニューレ部位のガーゼ交換 キカン ブイ コウカン		気管内吸引 キカンナイ キュウイン		食事介助 ショクジ カイジョ		経鼻チューブの交換 ケイビ コウカン		胃瘻の管理 イロウ カンリ		経管栄養の注入 ケイカン エイヨウ チュウニュウ		ストーマの管理 カンリ		尿道カテーテルの管理 ニョウドウ カンリ		導尿 ドウニョウ		入浴介助 ニュウヨク カイジョ		看護師によるリハビリテーション カンゴシ		OTもしくはPTによるリハビリテーション		中心静脈カテーテル管理 チュウシン ジョウミャク カンリ		高カロリー輸液の管理 コウ ユエキ カンリ		薬剤の静注（抗生物質や利尿剤など） ヤクザイ ジョウチュウ コウセイ ブッシツ リニョウザイ		麻薬による疼痛コントロール マヤク ウズ ツウ		終末期の医療的ケア シュウマツキ イリョウテキ		在宅での看取り ザイタク ミト		24時間対応 ジカン タイオウ

																												成人 セイジン		28		24		30		31		28		22		32		31		32		33		31		33		33		16		29		30		28		30		32		31		33

																												小児 ショウニ		21		11		23		24		14		17		21		19		6		7		8		20		18		9		2		4		3		3		6		4		22



成人	小児	Q3.現時点で、依頼のあった場合、重症心身障害児（者）の在宅医療を行うことはできますか

Q3.現時点で、依頼のあった場合、重症心身障害児（者）の在宅医療を行うことはできますか	乳児～2歳	3～6歳	7歳～12歳	13～17歳	18歳以上	乳児～2歳	3～6歳	7歳～12歳	13～17歳	18歳以上	

乳児～2歳	3～6歳	7歳～12歳	13～17歳	18歳以上	

診療所

		Ｑ１		1.医療ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する外来診療について、以下の医療行為に対応できますか。 イリョウ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ガイライ シンリョウ イカ イリョウ コウイ タイオウ

				Ｑ1-1										予防接種 ヨボウ セッシュ

				Ｑ1-2										一次診療
（経過観察、栄養観察を含む） イチジ シンリョウ ケイカ カンサツ エイヨウ カンサツ フク

				Ｑ1-3										経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ

				Ｑ1-4										経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ

				Ｑ1-5										中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ

				Ｑ1-6										酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ

				Ｑ1-7										気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ

				Ｑ1-8										人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ

				Ｑ1-9										尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ

				Ｑ1-10										人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ

				Ｑ1-11										褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ

		Ｑ２		2.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する往診及び訪問診療について、以下の医療行為に対応できますか イリョウテキ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ オウシン オヨ ホウモン シンリョウ イカ イリョウ コウイ タイオウ

				Ｑ2-1										予防接種 ヨボウ セッシュ

				Ｑ2-2										一次診療
（経過観察、栄養観察を含む） イチジ シンリョウ ケイカ カンサツ エイヨウ カンサツ フク

				Ｑ2-3										経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ

				Ｑ2-4										経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ

				Ｑ2-5										中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ

				Ｑ2-6										酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ

				Ｑ2-7										気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ

				Ｑ2-8										人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ

				Ｑ2-9										尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ

				Ｑ2-10										人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ

				Ｑ2-11										褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ

		Ｑ3		3.24時間、重症心身障害児（18歳未満）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイジ サイ ミマン イリョウ タイオウ

				Ｑ3-1										できる

				Ｑ3-2										できない

				Ｑ3-3										要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン

		Ｑ4		4.24時間、重症心身障害者（18歳以上）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイシャ サイ イジョウ イリョウ タイオウ

				Ｑ4-1										できる

				Ｑ4-2										できない

				Ｑ4-3										要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン

		Ｑ5		5.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する訪問リハビリてーションを提供していますか イリョウテキ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ホウモン テイキョウ

				Ｑ5-1										提供している テイキョウ

				Ｑ5-2										提供していない テイキョウ

				Ｑ5-3										提供していないが対応は可能 テイキョウ タイオウ カノウ

				Ｑ5-4										要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン

		Ｑ6		6.重症心身障害児（者）在宅医療に対応できるようになるための条件はなんですか ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ ザイタク イリョウ タイオウ ジョウケン

				Ｑ6-1										診療報酬の点数が増えること シンリョウ ホウシュウ テンスウ フ

				Ｑ6-2										訪問看護尾の連携 ホウモン カンゴ オ レンケイ

				Ｑ6-3										病院との連携 ビョウイン レンケイ

				Ｑ6-4										在宅療養支援診療所と小児科医とのグループ診療 ザイタク リョウヨウ シエン シンリョウジョ ショウニ カ イ シンリョウ

				Ｑ6-5										在宅療養支援診療所に助言や相談を求めることができること ザイタク リョウヨウ シエン シンリョウジョ ジョゲン ソウダン モト

				Ｑ6-6										小児科医に助言や相談を求めることができること ショウニ カ イ ジョゲン ソウダン モト

				Ｑ6-7										経験のある医師がいること ケイケン イシ

				Ｑ6-8										研修などの自己のスキルアップ ケンシュウ ジコ

				Ｑ6-9										その他 タ

		Ｑ7		7.重症心身障害児（者）の方に対する医療、在宅生活等についてお気づきのことなど、ご自由にお書きください ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ カタ タイ イリョウ ザイタク セイカツ ナド キ ジユウ カ



		承諾可否 ショウダク カヒ		診療所名 シンリョウジョ メイ		電話番号 デンワ バンゴウ		郵便番号 ユウビンバンゴウ		所在地 ショザイチ		電話番号 デンワ バンゴウ		Ｑ１　1.医療ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する外来診療について、以下の医療行為に対応できますか。																								Ｑ２　2.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する往診及び訪問診療について、以下の医療行為に対応できますか																						Ｑ3		Ｑ4		Ｑ5		Ｑ6　6.重症心身障害児（者）在宅医療に対応できるようになるための条件はなんですか																		Ｑ7重症心身障害児（者）の方に対する医療、在宅生活等についてお気づきのことなど、ご自由にお書きください

														Ｑ1-1		Ｑ1-2		Ｑ1-3		Ｑ1-4		Ｑ1-5		Ｑ1-6		Ｑ1-7		Ｑ1-8		Ｑ1-9		Ｑ1-10		Ｑ1-11				Ｑ2-1		Ｑ2-2		Ｑ2-3		Ｑ2-4		Ｑ2-5		Ｑ2-6		Ｑ2-7		Ｑ2-8		Ｑ2-9		Ｑ2-10		Ｑ2-11								Ｑ6-1		Ｑ6-2		Ｑ6-3		Ｑ6-4		Ｑ6-5		Ｑ6-6		Ｑ6-7		Ｑ6-8		Ｑ6-9

		否 ヒ		不明 フメイ						不明 フメイ		不明 フメイ		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		7		0		0

		否 ヒ		不明 フメイ						不明 フメイ		不明 フメイ		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		1		1		0		0		0		1		0

		否 ヒ		不明 フメイ						不明 フメイ		不明 フメイ		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		不明 フメイ						不明 フメイ		不明 フメイ		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		0

		否 ヒ		不明 フメイ						不明 フメイ		不明 フメイ		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		否 ヒ		不明 フメイ						不明 フメイ		不明 フメイ		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		0		1		0

		否 ヒ		不明 フメイ						不明 フメイ		不明 フメイ		1		1		2		2		2		2		2		2		1		2		1				1		1		2		2		2		2		2		2		1		2		1		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		その他：各種の健康的処置の管理ができるかどうか。その訓練を受けているかどうかです。 タ カクシュ ケンコウテキ ショチ カンリ クンレン ウ

		否 ヒ		不明 フメイ						不明 フメイ		不明 フメイ		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		0		0		1		0		0

		否 ヒ		不明 フメイ						不明 フメイ		不明 フメイ		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		その他:スタッフ不足（医師、看護師、介助者）スペース不足 タ フソク イシ カンゴシ カイジョシャ フソク

		否 ヒ		宇都宮市保健所 ウツノミヤシ ホケンジョ				321-0974		宇都宮市竹林町972				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		その他：保健所は直接的な医療サービスを行っていないことから、今後も対応は行わない タ ホケンジョ チョクセツ テキ イリョウ オコナ コンゴ タイオウ オコナ

		承諾 ショウダク		深谷医院 フカヤ イイン		0285-75-0007 		321-4502		真岡市物井1268-7				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		1				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		1		2		2		2		0		0		1		1		0		0		0		0		0

		否 ヒ		こどもクリニックしまむら				326-0822		足利市田中町908-4				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		かしま産婦人科 サンフジンカ		0284-65-0341		326-0844		足利市鹿島町501-1				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		婦人科疾患（不正性器出血/帯下/外陰掻痒等）については外来対応させて頂いております フジンカ シッカン フセイ セイキ シュッケツ タイゲ ガイイン カ カユ ナド ガイライ タイオウ イタダ

		否 ヒ		医療法人雄仁会　奥山医院 イリョウ ホウジン ユウジン カイ オクヤマ イイン				322-0065		鹿沼市上材木町2320				1		3		3		3		3		3		1		3		3		2		2				1		3		2		3		2		3		1		3		3		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		1		1		0		0

		否 ヒ		水沼医院 ミズヌマ イイン				321-0628		那須烏山市金井1-14-8				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		3				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		飯野医院				321-4539		真岡市長沼730-1				3		2		2		2		2		3		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		おおきこどもクリニック		0285-41-0025 		329-0207		小山市美しが丘3-35-3				1		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		宇都宮市子ども発達センター診療所 ウツノミヤシ コ ハッタツ シンリョウジョ		028-647-4720		320-0851		栃木県宇都宮市鶴田町970-1				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		その他：子ども発達センター内の療育を利用する児の診療所であるため タ コ ハッタツ ナイ リョウイク リヨウ ジ シンリョウジョ

		承諾 ショウダク		中川医院 ナカガワ イイン		0287-62-0040		325-0057		那須塩原市黒磯幸町6-27				3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		1		0		1		0

		否 ヒ		ももやこどもクリニック				321-0118		宇都宮市インターパーク3-6-1				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		1		0		0		0		0		0

		否 ヒ		阿久津医院 アクツ イイン				329-1226		高根沢町大谷176-1 タカネザワマチ オオタニ				1		1		2		2		2		3		2		2		3		3		3				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		1		0		0		0		1		0		0

		否 ヒ		伊保内診療所 イホ ナイ シンリョウジョ				327-0034		佐野市伊保内町3841-1				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		1		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		にじいろこども診療所 シンリョウジョ		0285-44-7716		329-0414		下野市小金井4-1-1				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		0		1		1		0

		否 ヒ		戸野塚内科医院 トノヅカ ナイカ イイン				323-0064		小山市下石塚471				3		3		3		3		3		1		1		1		1		3		1				3		3		3		3		3		1		1		1		1		3		1		3		3		4		0		0		1		0		0		1		1		1		0

		否 ヒ		賀川診療所 カガワ シンリョウジョ				326-0843		足利市五十部町1785				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		1		0		1		0		0

		承諾 ショウダク		豊郷台クリニック ユタカ ゴウ ダイ		028-643-8998		320-0003		宇都宮市豊郷台2-21-3		028-643-8998（FAX8999）		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1				1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		2		0		1		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		いとうこどもクリニック		0289-63-5566		322-0025		鹿沼市緑町2-2-29				1		1		3		3		2		2		3		2		2		3		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		0		0		1		1		0

		承諾 ショウダク		清原台こどもクリニック キヨハラ ダイ		028-305-6017		321-3223		宇都宮市清原台2-4-14				1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		その他：医師、看護師の増員 タ イシ カンゴシ ゾウイン

		否 ヒ		阿部医院				324-0032		大田原市佐久山2018 オオタワラシ サクヤマ		0287-28-0053（FAX0287-28-2112）		1		1		2		2		2		2		1		2		1		2		1				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		4		0		1		1		0		1		0		0		1		0

		否 ヒ		中元内科医院 ナカモト ナイカ イイン				328-0027		栃木市今泉町2-10-18				1		3		2		2		2		3		2		2		3		2		3				3		3		2		2		2		3		2		2		3		2		3		2		2		2		0		0		1		0		1		0		0		1		0		①重症心身障害者の重症度の程度問題　②家庭の受け入れ問題、経済的負担 ジュウショウ シンシン ショウガイシャ ジュウショウ ド テイド モンダイ カテイ ウ イ モンダイ ケイザイテキ フタン

		否 ヒ		布川小児科 フカワ ショウニ カ				322-0036		鹿沼市下田町2-1099				1		1		3		3		2		3		2		2		2		3		3				1		1		3		3		2		3		2		2		2		2		3		2		2		2		0		1		1		1		0		0		1		1		0

		否 ヒ		ちづかクリニック				328-0133		栃木市大森町445-4		0282-31-3750		3		3		3		3		2		3		2		2		2		2		3				3		3		3		3		2		3		2		2		2		2		3		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		多島医院 タジマ イイン				321-1524		日光市足尾町赤沢21-28				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		否 ヒ		篠崎内科クリニック シノザキ ナイカ				321-3223		宇都宮市清原台6-1-13				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		否 ヒ		和久医院 ワク イイン				321-3324		芳賀町西水沼119-1				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		否 ヒ		近藤クリニック コンドウ				321-0634		那須烏山市野上町637-2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		0		0		0		0		1		0		0

		否 ヒ		高根沢内科クリニック タカネザワ ナイカ				321-4305		真岡市荒町2-11-1				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		岡田こどもクリニック オカダ				327-0832		佐野市植上町1408-2				1		3		3		3		3		2		3		2		3		3		3				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		0		0		0		0		0		往診医療ができたらと考えていた時もありましたが、現在は物理的に困難で申し訳ありません
重心のお子さんの通院所と個別の相談で応じる可能性はあります オウシン イリョウ カンガ トキ ゲンザイ ブツリテキ コンナン モウ ワケ ジュウシン コ ツウイン ジョ コベツ ソウダン オウ カノウセイ

		否 ヒ		真岡メディカルクリニック モオカ				321-4305		真岡市荒町3-49-6				3		3		3		3		3		3		3		3				3		3				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		0		0		0		1		1		0

		否 ヒ		いしだ整形外科 セイケイ ゲカ				321-0912		宇都宮市石井町3236-1				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		山中クリニック ヤマナカ				327-0835		佐野市植下町2468				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		1		1		0		0		1		0		0

		否 ヒ		医療法人　寿幸会　吉野医院 イリョウ ホウジン コトブキ サチ カイ ヨシノ イイン				320-0014		宇都宮市大曽4-9-11				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		1		1		0		0		1		0		0

		否 ヒ		柳田産婦人科・小児科医院 ヤナギダ サンフジンカ ショウニカ イイン				321-4361		真岡市並木町4-5-3				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		0

		否 ヒ		石田消化器科・内科クリニック イシダ ショウカキ カ ナイカ				321-0216		壬生町壬生丁259-7				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		1		0		0		0		0		0

		否 ヒ		赤羽胃腸科・外科・肛門科医院 アカバネ イチョウカ ゲカ コウモンカ イイン				324-0052		大田原市城山2-5-29				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		医療法人　文仁会　扶桑医院 イリョウ ホウジン ブン ジン カイ フソウ イイン				323-0016		小山市扶桑1-2-1				1		3		3		3		2		2		3		2		3		3		3				3		3		3		2		2		2		3		2		3		2		3		2		2		2		0		0		1		1		0		0		1		1		0

		否 ヒ		馬場医院 ババ イイン				327-0043		佐野市君田町35				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		否 ヒ		井戸川クリニック イドガワ				326-0331		足利市福富町2096-1				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		0		0		1		0		0		0

		否 ヒ		鎌田浅香医院 カマタ アサカ イイン				324-0043		大田原市浅香3-3-9				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		0		1		0		0		0		0		0		0		高額医療はひかえています。悪質ととらえられますので!! コウガク イリョウ アクシツ

		否 ヒ		山門クリニック ヤマカド				328-0031		栃木市日の出町6-35				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		0		0		0		1		0

		否 ヒ		新村ファミリークリニック ニイムラ				328-0011		栃木市大宮町2120-11				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		宇都宮東部クリニック ウツノミヤ トウブ				321-3223		宇都宮市清原台5-14-19				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1

		否 ヒ		車田医院 クルマダ イイン				324-0242		大田原市大豆田457-24				3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3				3		3		3		3		3		0		2		2		3		3		3		2		2		2		0		0		1		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		にがみどう内科クリニック ナイカ				322-0003		鹿沼市仁神堂町351-26				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		松谷内科胃腸科クリニック マツヤ ナイカ イチョウカ				321-3304		芳賀町祖母井1708-17				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		1		0		0

		否 ヒ		まなか医院 イイン				329-1225		高根沢町石末２０９３－１０				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		植木医院 ウエキ イイン				329-2224		塩谷町金枝950				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		1		2		2		2		2		3		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		0		0		0		0		0

		否 ヒ		大岡医院 オオオカ イイン				320-0047		宇都宮市一の沢274-7				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		川野クリニック カワノ				329-1112		宇都宮市上田原町660-6				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		0		1		0

		否 ヒ		陣内医院 ジンナイ イイン				321-0225		壬生町本丸1-7-10		0282-82-0242		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		1		0

		否 ヒ		船越医院 フナコシ イイン				328-0111		栃木市都賀町家中5986-6				1		1		2		2		2		2		2		2		3		2		3				1		1		2		2		2		2		2		2		3		2		3		2		2		2		0		1		1		0		1		1		0		1		0

		否 ヒ		林クリニック ハヤシ				321-0158		宇都宮市西川田本町1-8-29				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		0		0		0		0		0

		否 ヒ		河島医院 カワシマ イイン				329-3436		那須郡那須町伊王野1503				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		松本内科医院 マツモト ナイカ イイン				321-0226		壬生町中央町6-37				3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		否 ヒ		佐藤医院 サトウ イイン				329-2728		栃木県那須塩原市西栄町7-16 ３２９－２７２８		0287-36-0147		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1

		否 ヒ		渡部医院 ワタナベ イイン				329-3153		那須塩原市大原間140-1 ナスシオバラ シ オオハラマ				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		宇都宮市保健センター ウツノミヤシ ホケン				321-0964		宇都宮市駅前通り1-4-6				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		0

		否 ヒ		川村医院 カワムラ イイン				321-2522		日光市鬼怒川温泉大原1396-20				1		1		3		1		3		1		3		2		3		3		3				3		3		3		3		3		3		2		2		3		3		3		2		2		2		0		0		1		0		0		1		1		0		0

		否 ヒ		ほうずみ整形外科内科小児科医院				320-0047		宇都宮市一の沢2-1-43				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		小島内科医院 コジマ ナイカ イイン				321-0168		宇都宮市東原町5-3				3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		1		0		0		0		0

		否 ヒ		那須高原クリニック ナス コウゲン				329-3131		那須塩原市唐杉31-2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		サンフラワークリニック				323-0808		小山市出井1936				3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		昌平町こどもクリニック ショウヘイ マチ				326-0813		足利市昌平町2368				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		①中心となる施設へ患者が訪問するように、移動手段・補助（人、お金）を考えるべき。どうしても動けない、動かせない人のみ専門職（医者以外）が訪問しIT技術等で必要に応じてセンター施設のスペシャリストと連絡し治療（入院‥）の判断をし実行する。
②既存の人・技術・施設を日曜大工的発想で組み合わせて、システムを構築することには賛成できない。現状をどうにかするための方策でなく、医療の公正（正義）を行うためにどうすべきかを考えるべきだと思う チュウシン シセツ カンジャ ホウモン イドウ シュダン ホジョ ヒト カネ カンガ ウゴ ウゴ ヒト センモン ショク イシャ イガイ ホウモン ギジュツナド ヒツヨウ オウ シセツ レンラク チリョウ ニュウイン ハンダン ジッコウ キゾン ヒト ギジュツ シセツ ニチヨウ ダイク テキ ハッソウ ク ア コウチク サンセイ ゲンジョウ ホウサク イリョウ コウセイ セイギ オコナ カンガ オモ

		否 ヒ		赤田診療所 アカダ シンリョウジョ				329-2743		那須塩原市南赤田321-1192				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		手塚内科 テヅカ ナイカ				321-0966		宇都宮市今泉3-12-12				3		3		2		2		2		2		2		2		1		3		3				3		3		2		2		2		2		2		2		3		3		3		2		2		2		0		1		1		0		1		0		1		0		0		今まで具体的な症例に会っていません イマ グタイテキ ショウレイ ア

		否 ヒ		板橋医院 イタバシ イイン				327-0803		佐野市犬伏新町1308-2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		1		1		0

		否 ヒ		倉増医院 クラ マ イイン				320-0856		宇都宮市砥上町675-1				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		その他：人材の確保 タ ジンザイ カクホ

		否 ヒ		もてぎの森メディカルプラザ				321-3541		茂木町烏生田下郷330				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		宮澤クリニック ミヤザワ				329-0412		下野市柴291-2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		金澤医院 カナザワ イイン				325-0052		那須塩原市中央町1-8				1		1		2		2		2		1		2		2		2		2		2				1		1		2		2		2		1		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		つるたfamilyクリニック				320-0857		宇都宮市鶴田1-17-23				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		フォレストサイドクリニック				321-0152		宇都宮市西川田6-6-17		028-684-2775		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		今野内科胃腸科医院 コンノ ナイカ イチョウカ イイン				321-0151		宇都宮市西川田町933-1		028-645-6121		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		1		1		1		0

		否 ヒ		小島原医院 コジマ ハラ イイン				329-1104		宇都宮市下岡本町4075				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		1		0

		否 ヒ		永田内科眼科医院 ナガタ ナイカ ガンカイ イン				321-0982		宇都宮市御幸ヶ原町136-9		028-662-6774		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		1		0

		否 ヒ		大栗医院 オオクリ イイン				320-0034		宇都宮市泉町1-27				3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1

		否 ヒ		星小児科医院 ホシ ショウニカ イイン				321-0346		宇都宮市下荒針町3588-2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		金子内科医院 カネコ ナイカ イイン				320-0032		宇都宮市昭和1-1-31				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		否 ヒ		石川医院 イシカワ イイン				322-0015		栃木県鹿沼市上石川1-319 ３２２－００１５		0289-76-3145		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		当方では特別養護老人ホームの嘱託医を兼ねておりますため、24時間体制での診察となっております。今回のアンケートに対しましては、オーバーワークにつき協力いたしかねます。 トウホウ トクベツ ヨウゴ ロウジン ショクタクイ カ ジカン タイセイ シンサツ コンカイ タイ キョウリョク

		否 ヒ		しみずファミリークリニック				321-0951		宇都宮市越戸3-15-27				1		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		0		0		0		0		0

		否 ヒ		岡医院 オカ イイン				321-1403		日光市下鉢石町997-1				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		1		1		0		そもそも開業の小児科医が少ないうえに、在宅医療をやっている小児科はほとんどいないのが現状。以前、在宅の重症心身障害児の訪問診療を頼まれて行ったことがあるが、大人の訪問診療と勝手が違う為、内科医にはハードルが高いと感じた。是非、近くの小児科の先生に少しでも取り組んでもらうしかないかと思います。 カイギョウ ショウニ カ イ スク ザイタク イリョウ ショウニカ ゲンジョウ イゼン ザイタク ジュウショウ シンシン ショウガイジ ホウモン シンリョウ タノ オコナ オトナ ホウモン シンリョウ カッテ チガ タメ ナイカ イ タカ カン ゼヒ チカ ショウニカ センセイ スコ ト ク オモ

		否 ヒ		風見診療所 カザミ シンリョウジョ				329-2335		塩谷町上平27				3		3		1		3		2		3		3		2		1		3		3				3		1		1		3		2		2		3		3		2		1		3		3		2		2		0		1		1		0		1		0		1		1		0

		否 ヒ		土谷医院 ツチヤ イイン				321-0136		宇都宮市みどり野町14-3				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		1		0

		否 ヒ		遠藤小児科 エンドウ ショウニカ				321-0982		宇都宮市御幸ヶ原町224-10				1		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		1		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		油布医院 ユフ イイン				321-0414		宇都宮市中里町175-8				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		1		0

		承諾 ショウダク		さいとう小児科 ショウニカ		0282-22-0757 		328-0015		栃木市万町30番16号		0282-22-0757		1		1		3		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		1		0

		承諾 ショウダク		冨塚メデｲカルクリニック		028-666-2555		321-2116		宇都宮市徳次郎町888				1		1		2		2		2		2		2		2		1		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0		なるべく協力したいが、現在当院副院長が体調悪く、休養中のため困難となっています。 キョウリョク ゲンザイ トウイン フクインチョウ タイチョウ ワル キュウヨウチュウ コンナン

		承諾 ショウダク		山浦内科医院		0284-21-6653 		326-0843		足利市五十部町1256-5				1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3				1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		4		1		1		1		0		0		0		1		0		0

		承諾 ショウダク		小倉医院		0282-82-0057		321-0227		壬生町通町10-5				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		承諾 ショウダク		飯岡小児科		0289-65-3257		322-0074		鹿沼市日吉町569-2				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		3				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		3		2		2		2		0		0		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		角田内科医院		0285-53-5665 		329-0511		下野市石橋549				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		1		1		1		1		1		0		0

		承諾 ショウダク		おかべこどもクリニック		0285-40-7300 		329-0433		下野市緑5-17-12				3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		くろばね齋藤醫院		0287-54-0031		324-0233		大田原市黒羽田町612				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		1		0

		承諾 ショウダク		立花医院		0287-72-0311		325-0003		那須郡那須町寺子乙3967-190				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		その他：スタッフの充実　　1～9すべて当てはまります タ ジュウジツ ア

		承諾 ショウダク		さいとうハート＆キッズクリニック		0287-53-7979		324-0043		大田原市浅香1-4-3				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		1		0

		承諾 ショウダク		小山すぎの木クリニック		0285-30-3456		323-0806		小山市中久喜1131-1				1		1		1		1		1		1		2		2		2		1		1				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		4		1		1		0		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		有村小児科医院		028-656-7207		321-0912		宇都宮市石井町3128-11		028-656-7207		1		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		1		0		1		1		0		無床の診療所の小児科医としては、急性疾患（特に感染症が多く）への対応が中心です。時間に追われています。予防接種については、時間枠をとって対応できます。一次診療についても、訪問看護との連携等があれば対応可能な場合があります。（例えば点滴投薬等）現時点では往診は無理ですが。 ムショウ シンリョウジョ ショウニ カ イ キュウセイ シッカン トク カンセンショウ オオ タイオウ チュウシン ジカン オ ヨボウ セッシュ ジカンワク タイオウ イチジ シンリョウ ホウモン カンゴ レンケイ トウ タイオウ カノウ バアイ タト テンテキ トウヤク ナド ゲンジテン オウシン ムリ

		承諾 ショウダク		吉永医院		0285-63-2303		321-3564		茂木町増井190-1				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		1		1		0		0		0

		承諾 ショウダク		あさかクリニック		0287-22-2601		324-0043		大田原市浅香3-3711				1		1		2		2		2		2		1		1		2		2		2				1		1		2		2		2		2		1		1		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		坪水医院		0283-62-0265		327-0312		佐野市栃本町2241				1		1		3		3		3		3		3		3		1		3		3				1		1		3		3		3		3		3		3		1		3		3		3		3		3		0		1		1		0		0		0		0		1		0		若い頃、町田市にある重度心身障害者の施設にボランティアで行き、足で書いたお手紙をもらって感動しました。何かのお役にたてればと思いますが、現在実態がよく分かりません。 ワカ コロ マチダシ ジュウド シンシン ショウガイシャ シセツ イ アシ カ テガミ カンドウ ナニ ヤク オモ ゲンザイ ジッタイ ワ

		承諾 ショウダク		こどもヶ丘診療所		028-615-1077		321-0151		宇都宮市西川田町183-21				1		1		3		3		3		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		1		0		1		1		0

		承諾 ショウダク		竹田内科小児科クリニック		0282-29-1233		328-0011		栃木市大宮町52番地		0282-29-1233		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		0		1		1		1		0		0		1		0

		承諾 ショウダク		すながクリニック		0284-44-7211		326-0015		足利市八椚町494-1　				1		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		1		1		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		片山医院		028-661-9764		321-0944		宇都宮市東峰町3008-21				1		1		2		2		2		1		2		2		2		2		2				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		4		0		1		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		稲毛クリニック		0283-25-2566		327-0103		佐野市石塚町893-1				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		1		1		1		1		1		その他：当クリニックでは勤務医での診療のみを行っており、重症心身障害児に対応できるシステムはととのっておらず、申し訳ありません。 タ トウ キンムイ シンリョウ オコナ ジュウショウ シンシン ショウガイジ タイオウ モウ ワケ

		承諾 ショウダク		小川こどもクリニック		0289-74-5421		322-0027		鹿沼市貝島町5006-2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		くさの小児科		0284-73-7000		326-0335		足利市上渋垂町338-3				3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		みやの杜クリニック　		028-683-7811		321-0904		宇都宮市陽東2-4-5				1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1				3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		1		0		0		1		0		0		1		0		0		0		Q2訪問診療のみ対応可 ホウモン シンリョウ タイオウ カ

		承諾 ショウダク		にいたに内科　		028-675-6515		329-1231		塩谷郡高根沢町宝石台 3-3-19				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1

		承諾 ショウダク		よこやま内科小児科クリニック		0282-24-8102		328-0075		栃木市箱森町38-70				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		さいとうクリニック		0287-39-1805		329-2724		那須塩原市西幸町7-13				1		1		3		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		0		0		0		0		1		その他：現在の診療所での診療との兼ね合いが困難であり、複数の医師や看護師が必要 タ ゲンザイ シンリョウジョ シンリョウ カ ア コンナン フクスウ イシ カンゴシ ヒツヨウ

		承諾 ショウダク		桜井消化器科・内科		028-643-0870		320-0073		宇都宮市細谷1-7-38				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		承諾 ショウダク		佐藤医院		0287-96-2841		324-0501		那須郡那珂川町小川2960-1				1		1		3		3		2		3		3		2		1		1		1				1		1		3		3		2		3		3		2		1		1		1		3		3		4		0		1		1		1		0		1		0		0		0

		承諾 ショウダク		大根田内科医院		028-624-6322		320-0072		宇都宮市若草3-4-22				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		0		0		0		0		0		0		0		当方の医師が高齢であり、しかもスタッフがそろっていないので在宅医療は無理なので、ましてや重症心身障害者においておやです。 トウホウ イシ コウレイ ザイタク イリョウ ムリ ジュウショウ シンシン ショウガイシャ

		承諾 ショウダク		医療法人　赤羽病院		028-661-5446		321-0904		宇都宮市陽東7-2-2				1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3				3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		2		2		2		0		1		1		1		0		0		1		0		0

		承諾 ショウダク		田井の里クリニック		0285-81-6502		321-4301		真岡市西田井内外748-2				1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2				3		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		みずぬまクリニック		0287-39-1581		329-2751		那須塩原市東三島2-80-6				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		その他：在宅医療をやっていないので現状は無理である タ ザイタク イリョウ ゲンジョウ ムリ

		承諾 ショウダク		キッズクリニックはせがわ		0283-27-0200		327-0843		佐野市堀米町3946-6				1		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		その他：時間的余裕 タ ジカンテキ ヨユウ

		承諾 ショウダク		小森谷内科医院		0282-43-7327		329-4404		栃木市大平町富田4003-8				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		熊倉医院		0282-55-8425		329-4316		下都賀郡岩舟町新里180-1				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		いちはらファミリークリニック		028-612-8350		321-0414		宇都宮市中里町322				3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3				3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		1		2		0		1		1		1		0		1		0		1		0

		承諾 ショウダク		かとう小児科 ショウニカ		0282-82-7576		321-0218		壬生町落合3-7-30		 		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		福田こどもクリニック		028-659-8850		320-0852		栃木県宇都宮市下砥上町1545-20				1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3				1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		2		2		2		0		1		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		てらもと小児科		028-650-6636		321-0975		宇都宮市関堀町971-6				1		1		3		2		2		3		3		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		0		小児科医としてはもっと積極的に協力しなければいけないと思いますが、現在の我診療所の状態では不可能なことが多く残念です。 ショウニ カ イ セッキョクテキ キョウリョク オモ ゲンザイ ワガ シンリョウジョ ジョウタイ フカノウ オオ ザンネン

		承諾 ショウダク		木村内科医院		0288-22-7880		321-1264		日光市瀬尾497-1				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		承諾 ショウダク		こばやしファミリークリニック		0283-85-9900		327-0311		佐野市多田町566				1		1		1		1		3		1		1		2		1		1		1				1		1		1		1		3		1		1		3		1		1		1		3		3		2		0		1		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		あいファミリィクリニック足利 アシカガ		0284-22-3788		329-4213		足利市寺岡町505-1				1		1		1		1		1		1		1		3		1		1		1				1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		1		0		1		0		0		0		0		1		0

		承諾 ショウダク		腰塚医院		0282-62-2072		323-1104		栃木市藤岡町藤岡1845-10				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		1		1		1		1		0

		承諾 ショウダク		桜井こどもクリニック		0282-24-5987		328-0034		栃木市本町16-9				1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		承諾 ショウダク		神鳥谷クリニック		0285-22-7700		323-0827		小山市神鳥谷1-19-1		 		2		2		2		2		2		2		2		2		1		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		持田医院		0282-67-3661		329-0319		栃木市藤岡町中根115-5				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		4		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		田村医院		0282-43-3368		329-4423		栃木市大平町西水代1835-1				1		1		1		1		1		1		1		2		1		1		1				1		1		1		1		1		1		1		2		1		1		1		3		1		4		1		1		1		1		1		1		1		1		0		Q5.訪問看護、訪問リハビリテーションを利用 ホウモン カンゴ ホウモン リヨウ

		承諾 ショウダク		大橋内科クリニック		0282-82-8522		321-0219		壬生町福和田1003-1				1		1		2		2		2		3		2		2		2		2		3				1		1		2		2		2		3		2		2		2		2		3		3		3		2		0		1		1		0		0		0		0		1		0

		承諾 ショウダク		てらだファミリークリニック		028-654-2188		321-0132		宇都宮市雀の宮5-5-1				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		1		1		1		1		0

		承諾 ショウダク		あおい内科小児科ｸﾘﾆｯｸ		028-663-6000		321-0973		宇都宮市岩曽町1086-1				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		1		1		1		その他：往診時間の確保ができること タ オウシン ジカン カクホ

		承諾 ショウダク		飯塚医院		0287-92-2034		324-0613		那須郡那珂川町馬頭484-3				1		1		2		2		2		2		2		2		1		2		1				1		1		2		2		2		2		2		2		1		2		1		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		0

		承諾 ショウダク		やの小児科医院		0285-56-0280		329-0611		河内郡上三川町上三川3446-3				1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3				1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		2		2		2		0		1		1		1		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		仲嶋医院		028-681-7755		329-1311		さくら市氏家3245-17				3		3		3		3		2		3		3		3		3		2		3				3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		2		3		2		1		1		1		1		1		1		1		0		0		成人（18才以上）を対象に回答しました セイジン サイ イジョウ タイショウ カイトウ

		承諾 ショウダク		小林診療所		0285-82-3873		321-4369		真岡市熊倉3-10-7				1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		1				1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		1		2		2		2		0		1		0		0		0		1		0		0		0

		承諾 ショウダク		西真岡こどもクリニック		0285-81-7900		321-4341		真岡市高勢町3-205-1				1		1		1		3		1		1		1		1		1		3		3				1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		その他：現在おこなっています タ ゲンザイ

		承諾 ショウダク		鈴木医院		0285-72-2032		321-4217		益子町益子1747-2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		承諾 ショウダク		緑の屋根診療所		0283-20-2577		327-0843		佐野市堀米町1348-5				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		0		0		1		0		1		0		1		0		0		地域の社会資源が少ない。マンパワー不足 チイキ シャカイ シゲン スク ブソク

		承諾 ショウダク		ひがのクリニック		0285-74-0051 		321-4521		真岡市久下田941-1				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		豊郷中央渡辺内科　		028-622-8900		320-0004		宇都宮市長岡町1217-5				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		1				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		1		0		0

		承諾 ショウダク		きくちクリニック		028-683-3387		321-0903		宇都宮市下平出町614-2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		0		0

		承諾 ショウダク		サンレディースクリニック		0282-24-3541		328-0024		栃木市樋ノ口町504-1				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		医療法人　亀田内科		028-633-2884		320-0812		宇都宮市一番町1-28				1		1		1		2		2		1		2		2		2		2		1				1		1		1		2		2		1		2		2		2		2		1		3		3		3		0		0		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		越戸クリニック		028-660-6190		321-0951		宇都宮市越戸町139-6				1		1		2		2		2		3		2		2		2		2		3				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		佐藤内科		0285-53-1305		329-0511		下野市石橋839-14				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		承諾 ショウダク		グリムこどもクリニック		0285-51-1515		329-0502		下野市下古山2-6-17				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		事前連絡の上での一次診療、予防接種ですので、申し訳ありません。 ジゼン レンラク ウエ イチジ シンリョウ ヨボウ セッシュ モウ ワケ

		承諾 ショウダク		吉原医院		0288-21-0161		321-1261		日光市今市826-4				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		1		1		1		その他：設備 タ セツビ

		承諾 ショウダク		梅園医院		028-633-2869		320-0035		宇都宮市伝馬町3-28				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		1		0		0

		承諾 ショウダク		森田医院		028-633-1573		320-0861		宇都宮市西3-5-8				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		鈴木内科クリニック		028-655-1229		321-0139		宇都宮市若松原2-4-19				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		その他：24時間対応が必要となると考えますが、当院診療時間内の往診は難しいと考えます。 タ ジカン タイオウ ヒツヨウ カンガ トウイン シンリョウ ジカン ナイ オウシン ムズカ カンガ

		承諾 ショウダク		小松医院		0289-60-5515		322-0064		鹿沼市文化橋町2300-1				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		1		0		0		1		0



														1.医療ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する外来診療について、以下の医療行為に対応できますか。 イリョウ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ガイライ シンリョウ イカ イリョウ コウイ タイオウ																								2.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する往診及び訪問診療について、以下の医療行為に対応できますか イリョウテキ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ オウシン オヨ ホウモン シンリョウ イカ イリョウ コウイ タイオウ

														予防接種 ヨボウ セッシュ		一次診療
（経過観察、栄養観察を含む） イチジ シンリョウ ケイカ カンサツ エイヨウ カンサツ フク		経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ		経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ		中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ		酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ		気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ		人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ		尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ		人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ		褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ				予防接種 ヨボウ セッシュ		一次診療
（経過観察、栄養観察を含む） イチジ シンリョウ ケイカ カンサツ エイヨウ カンサツ フク		経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ		経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ		中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ		酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ		気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ		人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ		尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ		人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ		褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ

										1		できる		83		57		12		9		7		13		11		6		17		8		16		できる		39		29		8		6		5		9		9		6		10		7		12

										2		できない		55		80		127		134		142		130		136		146		131		137		124		できない		102		115		141		143		148		140		144		148		140		145		134

										3		要相談 ヨウ ソウダン		27		28		26		22		16		22		18		13		16		20		25		要相談 ヨウ ソウダン		24		21		16		16		12		15		12		11		15		13		19

																																																														0

														3.24時間、重症心身障害児（18歳未満）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイジ サイ ミマン イリョウ タイオウ

										1		できる		1

										2		できない		150

										3		要相談 ヨウ ソウダン		14

														4.24時間、重症心身障害者（18歳以上）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイシャ サイ イジョウ イリョウ タイオウ

										1		できる		3

										2		できない		150

										3		要相談 ヨウ ソウダン		12

														5.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する訪問リハビリてーションを提供していますか イリョウテキ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ホウモン テイキョウ

										1		提供している テイキョウ		1

										2		提供していない テイキョウ		152

										3		提供していないが対応は可能 テイキョウ タイオウ カノウ		4

										4		要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン		8

														6.重症心身障害児（者）在宅医療に対応できるようになるための条件はなんですか

										1		診療報酬の点数が増えること シンリョウ ホウシュウ テンスウ フ		24

										2		訪問看護尾の連携 ホウモン カンゴ オ レンケイ		73

										3		病院との連携 ビョウイン レンケイ		90

										4		在宅療養支援診療所と小児科医とのグループ診療 ザイタク リョウヨウ シエン シンリョウジョ ショウニ カ イ シンリョウ		43

										5		在宅療養支援診療所に助言や相談を求めることができること ザイタク リョウヨウ シエン シンリョウジョ ジョゲン ソウダン モト		28

										6		小児科医に助言や相談を求めることができること ショウニ カ イ ジョゲン ソウダン モト		26

										7		経験のある医師がいること ケイケン イシ		62

										8		研修などの自己のスキルアップ ケンシュウ ジコ		47

										9		その他 タ		21



できる	予防接種	一次診療	
（経過観察、栄養観察を含む）	経鼻経管栄養の管理	経皮経管栄養の管理	
（胃ろう）	中心静脈栄養の管理	酸素療法の管理	気管切開の管理	人工呼吸器の管理	尿道留置カテーテル	
の管理	人工肛門の管理	褥瘡の管理	83	57	12	9	7	13	11	6	17	8	16	できない	予防接種	一次診療	
（経過観察、栄養観察を含む）	経鼻経管栄養の管理	経皮経管栄養の管理	
（胃ろう）	中心静脈栄養の管理	酸素療法の管理	気管切開の管理	人工呼吸器の管理	尿道留置カテーテル	
の管理	人工肛門の管理	褥瘡の管理	55	80	127	134	142	130	136	146	131	137	124	要相談	予防接種	一次診療	
（経過観察、栄養観察を含む）	経鼻経管栄養の管理	経皮経管栄養の管理	
（胃ろう）	中心静脈栄養の管理	酸素療法の管理	気管切開の管理	人工呼吸器の管理	尿道留置カテーテル	
の管理	人工肛門の管理	褥瘡の管理	27	28	26	22	16	22	18	13	16	20	25	3.24時間、重症心身障害児（18歳未満）の医療に対応ができますか	できる	できない	要相談	1	150	14	4.24時間、重症心身障害者（18歳以上）の医療に対応ができますか	できる	できない	要相談	3	150	12	5.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する訪問リハビリてーションを提供していますか	提供している	提供していない	提供していないが対応は可能	要相談（条件による）	1	152	4	8	6.重症心身障害児（者）在宅医療に対応できるようになるための条件はなんですか	診療報酬の点数が増えること	訪問看護尾の連携	病院との連携	在宅療養支援診療所と小児科医とのグループ診療	在宅療養支援診療所に助言や相談を求めることができること	小児科医に	助言や相談を求めることができること	経験のある医師がいること	研修などの自己のスキルアップ	その他	24	73	90	43	28	26	62	47	21	できる	予防接種	一次診療	
（経過観察、栄養観察を含む）	経鼻経管栄養の管理	経皮経管栄養の管理	
（胃ろう）	中心静脈栄養の管理	酸素療法の管理	気管切開の管理	人工呼吸器の管理	尿道留置カテーテル	
の管理	人工肛門の管理	褥瘡の管理	39	29	8	6	5	9	9	6	10	7	12	できない	予防接種	一次診療	
（経過観察、栄養観察を含む）	経鼻経管栄養の管理	経皮経管栄養の管理	
（胃ろう）	中心静脈栄養の管理	酸素療法の管理	気管切開の管理	人工呼吸器の管理	尿道留置カテーテル	
の管理	人工肛門の管理	褥瘡の管理	102	115	141	143	148	140	144	148	140	145	134	要相談	予防接種	一次診療	
（経過観察、栄養観察を含む）	経鼻経管栄養の管理	経皮経管栄養の管理	
（胃ろう）	中心静脈栄養の管理	酸素療法の管理	気管切開の管理	人工呼吸器の管理	尿道留置カテーテル	
の管理	人工肛門の管理	褥瘡の管理	24	21	16	16	12	15	12	11	15	13	19	

診療所 (2)

		Ｑ１		1.医療ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する外来診療について、以下の医療行為に対応できますか。 イリョウ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ガイライ シンリョウ イカ イリョウ コウイ タイオウ

				Ｑ1-1										予防接種 ヨボウ セッシュ

				Ｑ1-2										一次診療
（経過観察、栄養観察を含む） イチジ シンリョウ ケイカ カンサツ エイヨウ カンサツ フク

				Ｑ1-3										経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ

				Ｑ1-4										経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ

				Ｑ1-5										中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ

				Ｑ1-6										酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ

				Ｑ1-7										気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ

				Ｑ1-8										人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ

				Ｑ1-9										尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ

				Ｑ1-10										人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ

				Ｑ1-11										褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ

		Ｑ２		2.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する往診及び訪問診療について、以下の医療行為に対応できますか イリョウテキ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ オウシン オヨ ホウモン シンリョウ イカ イリョウ コウイ タイオウ

				Ｑ2-1										予防接種 ヨボウ セッシュ

				Ｑ2-2										一次診療
（経過観察、栄養観察を含む） イチジ シンリョウ ケイカ カンサツ エイヨウ カンサツ フク

				Ｑ2-3										経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ

				Ｑ2-4										経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ

				Ｑ2-5										中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ

				Ｑ2-6										酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ

				Ｑ2-7										気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ

				Ｑ2-8										人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ

				Ｑ2-9										尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ

				Ｑ2-10										人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ

				Ｑ2-11										褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ

		Ｑ3		3.24時間、重症心身障害児（18歳未満）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイジ サイ ミマン イリョウ タイオウ

				Ｑ3-1										できる

				Ｑ3-2										できない

				Ｑ3-3										要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン

		Ｑ4		4.24時間、重症心身障害者（18歳以上）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイシャ サイ イジョウ イリョウ タイオウ

				Ｑ4-1										できる

				Ｑ4-2										できない

				Ｑ4-3										要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン

		Ｑ5		5.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する訪問リハビリてーションを提供していますか イリョウテキ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ホウモン テイキョウ

				Ｑ5-1										提供している テイキョウ

				Ｑ5-2										提供していない テイキョウ

				Ｑ5-3										提供していないが対応は可能 テイキョウ タイオウ カノウ

				Ｑ5-4										要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン

		Ｑ6		6.重症心身障害児（者）在宅医療に対応できるようになるための条件はなんですか ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ ザイタク イリョウ タイオウ ジョウケン

				Ｑ6-1										診療報酬の点数が増えること シンリョウ ホウシュウ テンスウ フ

				Ｑ6-2										訪問看護尾の連携 ホウモン カンゴ オ レンケイ

				Ｑ6-3										病院との連携 ビョウイン レンケイ

				Ｑ6-4										在宅療養支援診療所と小児科医とのグループ診療 ザイタク リョウヨウ シエン シンリョウジョ ショウニ カ イ シンリョウ

				Ｑ6-5										在宅療養支援診療所に助言や相談を求めることができること ザイタク リョウヨウ シエン シンリョウジョ ジョゲン ソウダン モト

				Ｑ6-6										小児科医に助言や相談を求めることができること ショウニ カ イ ジョゲン ソウダン モト

				Ｑ6-7										経験のある医師がいること ケイケン イシ

				Ｑ6-8										研修などの自己のスキルアップ ケンシュウ ジコ

				Ｑ6-9										その他 タ

		Ｑ7		7.重症心身障害児（者）の方に対する医療、在宅生活等についてお気づきのことなど、ご自由にお書きください ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ カタ タイ イリョウ ザイタク セイカツ ナド キ ジユウ カ
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		否 ヒ		不明 フメイ						不明 フメイ		不明 フメイ		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		7		0		0

		否 ヒ		不明 フメイ						不明 フメイ		不明 フメイ		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		1		1		0		0		0		1		0

		否 ヒ		不明 フメイ						不明 フメイ		不明 フメイ		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		不明 フメイ						不明 フメイ		不明 フメイ		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		0

		否 ヒ		不明 フメイ						不明 フメイ		不明 フメイ		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		否 ヒ		不明 フメイ						不明 フメイ		不明 フメイ		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		0		1		0

		否 ヒ		不明 フメイ						不明 フメイ		不明 フメイ		1		1		2		2		2		2		2		2		1		2		1				1		1		2		2		2		2		2		2		1		2		1		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		その他：各種の健康的処置の管理ができるかどうか。その訓練を受けているかどうかです。 タ カクシュ ケンコウテキ ショチ カンリ クンレン ウ

		否 ヒ		不明 フメイ						不明 フメイ		不明 フメイ		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		0		0		1		0		0

		否 ヒ		不明 フメイ						不明 フメイ		不明 フメイ		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		その他:スタッフ不足（医師、看護師、介助者）スペース不足 タ フソク イシ カンゴシ カイジョシャ フソク

		否 ヒ		宇都宮市保健所 ウツノミヤシ ホケンジョ				321-0974		宇都宮市竹林町972				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		その他：保健所は直接的な医療サービスを行っていないことから、今後も対応は行わない タ ホケンジョ チョクセツ テキ イリョウ オコナ コンゴ タイオウ オコナ

		承諾 ショウダク		深谷医院 フカヤ イイン		0285-75-0007 		321-4502		真岡市物井1268-7				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		1				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		1		2		2		2		0		0		1		1		0		0		0		0		0

		否 ヒ		こどもクリニックしまむら				326-0822		足利市田中町908-4				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		かしま産婦人科 サンフジンカ		0284-65-0341		326-0844		足利市鹿島町501-1				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		婦人科疾患（不正性器出血/帯下/外陰掻痒等）については外来対応させて頂いております フジンカ シッカン フセイ セイキ シュッケツ タイゲ ガイイン カ カユ ナド ガイライ タイオウ イタダ

		否 ヒ		医療法人雄仁会　奥山医院 イリョウ ホウジン ユウジン カイ オクヤマ イイン				322-0065		鹿沼市上材木町2320				1		3		3		3		3		3		1		3		3		2		2				1		3		2		3		2		3		1		3		3		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		1		1		0		0

		否 ヒ		水沼医院 ミズヌマ イイン				321-0628		那須烏山市金井1-14-8				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		3				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		飯野医院				321-4539		真岡市長沼730-1				3		2		2		2		2		3		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		おおきこどもクリニック		0285-41-0025 		329-0207		小山市美しが丘3-35-3				1		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		宇都宮市子ども発達センター診療所 ウツノミヤシ コ ハッタツ シンリョウジョ		028-647-4720		320-0851		栃木県宇都宮市鶴田町970-1				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		その他：子ども発達センター内の療育を利用する児の診療所であるため タ コ ハッタツ ナイ リョウイク リヨウ ジ シンリョウジョ

		承諾 ショウダク		中川医院 ナカガワ イイン		0287-62-0040		325-0057		那須塩原市黒磯幸町6-27				3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		1		0		1		0

		否 ヒ		ももやこどもクリニック				321-0118		宇都宮市インターパーク3-6-1				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		1		0		0		0		0		0

		否 ヒ		阿久津医院 アクツ イイン				329-1226		高根沢町大谷176-1 タカネザワマチ オオタニ				1		1		2		2		2		3		2		2		3		3		3				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		1		0		0		0		1		0		0

		否 ヒ		伊保内診療所 イホ ナイ シンリョウジョ				327-0034		佐野市伊保内町3841-1				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		1		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		にじいろこども診療所 シンリョウジョ		0285-44-7716		329-0414		下野市小金井4-1-1				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		0		1		1		0

		否 ヒ		戸野塚内科医院 トノヅカ ナイカ イイン				323-0064		小山市下石塚471				3		3		3		3		3		1		1		1		1		3		1				3		3		3		3		3		1		1		1		1		3		1		3		3		4		0		0		1		0		0		1		1		1		0

		否 ヒ		賀川診療所 カガワ シンリョウジョ				326-0843		足利市五十部町1785				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		1		0		1		0		0

		承諾 ショウダク		豊郷台クリニック ユタカ ゴウ ダイ		028-643-8998		320-0003		宇都宮市豊郷台2-21-3		028-643-8998（FAX8999）		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1				1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		2		0		1		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		いとうこどもクリニック		0289-63-5566		322-0025		鹿沼市緑町2-2-29				1		1		3		3		2		2		3		2		2		3		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		0		0		1		1		0

		承諾 ショウダク		清原台こどもクリニック キヨハラ ダイ		028-305-6017		321-3223		宇都宮市清原台2-4-14				1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		その他：医師、看護師の増員 タ イシ カンゴシ ゾウイン

		否 ヒ		阿部医院				324-0032		大田原市佐久山2018 オオタワラシ サクヤマ		0287-28-0053（FAX0287-28-2112）		1		1		2		2		2		2		1		2		1		2		1				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		4		0		1		1		0		1		0		0		1		0

		否 ヒ		中元内科医院 ナカモト ナイカ イイン				328-0027		栃木市今泉町2-10-18				1		3		2		2		2		3		2		2		3		2		3				3		3		2		2		2		3		2		2		3		2		3		2		2		2		0		0		1		0		1		0		0		1		0		①重症心身障害者の重症度の程度問題　②家庭の受け入れ問題、経済的負担 ジュウショウ シンシン ショウガイシャ ジュウショウ ド テイド モンダイ カテイ ウ イ モンダイ ケイザイテキ フタン

		否 ヒ		布川小児科 フカワ ショウニ カ				322-0036		鹿沼市下田町2-1099				1		1		3		3		2		3		2		2		2		3		3				1		1		3		3		2		3		2		2		2		2		3		2		2		2		0		1		1		1		0		0		1		1		0

		否 ヒ		ちづかクリニック				328-0133		栃木市大森町445-4		0282-31-3750		3		3		3		3		2		3		2		2		2		2		3				3		3		3		3		2		3		2		2		2		2		3		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		多島医院 タジマ イイン				321-1524		日光市足尾町赤沢21-28				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		否 ヒ		篠崎内科クリニック シノザキ ナイカ				321-3223		宇都宮市清原台6-1-13				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		否 ヒ		和久医院 ワク イイン				321-3324		芳賀町西水沼119-1				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		否 ヒ		近藤クリニック コンドウ				321-0634		那須烏山市野上町637-2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		0		0		0		0		1		0		0

		否 ヒ		高根沢内科クリニック タカネザワ ナイカ				321-4305		真岡市荒町2-11-1				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		岡田こどもクリニック オカダ				327-0832		佐野市植上町1408-2				1		3		3		3		3		2		3		2		3		3		3				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		0		0		0		0		0		往診医療ができたらと考えていた時もありましたが、現在は物理的に困難で申し訳ありません
重心のお子さんの通院所と個別の相談で応じる可能性はあります オウシン イリョウ カンガ トキ ゲンザイ ブツリテキ コンナン モウ ワケ ジュウシン コ ツウイン ジョ コベツ ソウダン オウ カノウセイ

		否 ヒ		真岡メディカルクリニック モオカ				321-4305		真岡市荒町3-49-6				3		3		3		3		3		3		3		3				3		3				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		0		0		0		1		1		0

		否 ヒ		いしだ整形外科 セイケイ ゲカ				321-0912		宇都宮市石井町3236-1				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		山中クリニック ヤマナカ				327-0835		佐野市植下町2468				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		1		1		0		0		1		0		0

		否 ヒ		医療法人　寿幸会　吉野医院 イリョウ ホウジン コトブキ サチ カイ ヨシノ イイン				320-0014		宇都宮市大曽4-9-11				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		1		1		0		0		1		0		0

		否 ヒ		柳田産婦人科・小児科医院 ヤナギダ サンフジンカ ショウニカ イイン				321-4361		真岡市並木町4-5-3				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		0

		否 ヒ		石田消化器科・内科クリニック イシダ ショウカキ カ ナイカ				321-0216		壬生町壬生丁259-7				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		1		0		0		0		0		0

		否 ヒ		赤羽胃腸科・外科・肛門科医院 アカバネ イチョウカ ゲカ コウモンカ イイン				324-0052		大田原市城山2-5-29				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		医療法人　文仁会　扶桑医院 イリョウ ホウジン ブン ジン カイ フソウ イイン				323-0016		小山市扶桑1-2-1				1		3		3		3		2		2		3		2		3		3		3				3		3		3		2		2		2		3		2		3		2		3		2		2		2		0		0		1		1		0		0		1		1		0

		否 ヒ		馬場医院 ババ イイン				327-0043		佐野市君田町35				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		否 ヒ		井戸川クリニック イドガワ				326-0331		足利市福富町2096-1				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		0		0		1		0		0		0

		否 ヒ		鎌田浅香医院 カマタ アサカ イイン				324-0043		大田原市浅香3-3-9				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		0		1		0		0		0		0		0		0		高額医療はひかえています。悪質ととらえられますので!! コウガク イリョウ アクシツ

		否 ヒ		山門クリニック ヤマカド				328-0031		栃木市日の出町6-35				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		0		0		0		1		0

		否 ヒ		新村ファミリークリニック ニイムラ				328-0011		栃木市大宮町2120-11				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		宇都宮東部クリニック ウツノミヤ トウブ				321-3223		宇都宮市清原台5-14-19				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1

		否 ヒ		車田医院 クルマダ イイン				324-0242		大田原市大豆田457-24				3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3				3		3		3		3		3		0		2		2		3		3		3		2		2		2		0		0		1		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		にがみどう内科クリニック ナイカ				322-0003		鹿沼市仁神堂町351-26				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		松谷内科胃腸科クリニック マツヤ ナイカ イチョウカ				321-3304		芳賀町祖母井1708-17				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		1		0		0

		否 ヒ		まなか医院 イイン				329-1225		高根沢町石末２０９３－１０				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		植木医院 ウエキ イイン				329-2224		塩谷町金枝950				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		1		2		2		2		2		3		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		0		0		0		0		0

		否 ヒ		大岡医院 オオオカ イイン				320-0047		宇都宮市一の沢274-7				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		川野クリニック カワノ				329-1112		宇都宮市上田原町660-6				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		0		1		0

		否 ヒ		陣内医院 ジンナイ イイン				321-0225		壬生町本丸1-7-10		0282-82-0242		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		1		0

		否 ヒ		船越医院 フナコシ イイン				328-0111		栃木市都賀町家中5986-6				1		1		2		2		2		2		2		2		3		2		3				1		1		2		2		2		2		2		2		3		2		3		2		2		2		0		1		1		0		1		1		0		1		0

		否 ヒ		林クリニック ハヤシ				321-0158		宇都宮市西川田本町1-8-29				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		0		0		0		0		0

		否 ヒ		河島医院 カワシマ イイン				329-3436		那須郡那須町伊王野1503				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		松本内科医院 マツモト ナイカ イイン				321-0226		壬生町中央町6-37				3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		否 ヒ		佐藤医院 サトウ イイン				329-2728		栃木県那須塩原市西栄町7-16 ３２９－２７２８		0287-36-0147		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1

		否 ヒ		渡部医院 ワタナベ イイン				329-3153		那須塩原市大原間140-1 ナスシオバラ シ オオハラマ				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		宇都宮市保健センター ウツノミヤシ ホケン				321-0964		宇都宮市駅前通り1-4-6				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		0

		否 ヒ		川村医院 カワムラ イイン				321-2522		日光市鬼怒川温泉大原1396-20				1		1		3		1		3		1		3		2		3		3		3				3		3		3		3		3		3		2		2		3		3		3		2		2		2		0		0		1		0		0		1		1		0		0

		否 ヒ		ほうずみ整形外科内科小児科医院				320-0047		宇都宮市一の沢2-1-43				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		小島内科医院 コジマ ナイカ イイン				321-0168		宇都宮市東原町5-3				3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		1		0		0		0		0

		否 ヒ		那須高原クリニック ナス コウゲン				329-3131		那須塩原市唐杉31-2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		サンフラワークリニック				323-0808		小山市出井1936				3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		昌平町こどもクリニック ショウヘイ マチ				326-0813		足利市昌平町2368				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		①中心となる施設へ患者が訪問するように、移動手段・補助（人、お金）を考えるべき。どうしても動けない、動かせない人のみ専門職（医者以外）が訪問しIT技術等で必要に応じてセンター施設のスペシャリストと連絡し治療（入院‥）の判断をし実行する。
②既存の人・技術・施設を日曜大工的発想で組み合わせて、システムを構築することには賛成できない。現状をどうにかするための方策でなく、医療の公正（正義）を行うためにどうすべきかを考えるべきだと思う チュウシン シセツ カンジャ ホウモン イドウ シュダン ホジョ ヒト カネ カンガ ウゴ ウゴ ヒト センモン ショク イシャ イガイ ホウモン ギジュツナド ヒツヨウ オウ シセツ レンラク チリョウ ニュウイン ハンダン ジッコウ キゾン ヒト ギジュツ シセツ ニチヨウ ダイク テキ ハッソウ ク ア コウチク サンセイ ゲンジョウ ホウサク イリョウ コウセイ セイギ オコナ カンガ オモ

		否 ヒ		赤田診療所 アカダ シンリョウジョ				329-2743		那須塩原市南赤田321-1192				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		手塚内科 テヅカ ナイカ				321-0966		宇都宮市今泉3-12-12				3		3		2		2		2		2		2		2		1		3		3				3		3		2		2		2		2		2		2		3		3		3		2		2		2		0		1		1		0		1		0		1		0		0		今まで具体的な症例に会っていません イマ グタイテキ ショウレイ ア

		否 ヒ		板橋医院 イタバシ イイン				327-0803		佐野市犬伏新町1308-2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		1		1		0

		否 ヒ		倉増医院 クラ マ イイン				320-0856		宇都宮市砥上町675-1				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		その他：人材の確保 タ ジンザイ カクホ

		否 ヒ		もてぎの森メディカルプラザ				321-3541		茂木町烏生田下郷330				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		宮澤クリニック ミヤザワ				329-0412		下野市柴291-2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		金澤医院 カナザワ イイン				325-0052		那須塩原市中央町1-8				1		1		2		2		2		1		2		2		2		2		2				1		1		2		2		2		1		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		つるたfamilyクリニック				320-0857		宇都宮市鶴田1-17-23				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		フォレストサイドクリニック				321-0152		宇都宮市西川田6-6-17		028-684-2775		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		今野内科胃腸科医院 コンノ ナイカ イチョウカ イイン				321-0151		宇都宮市西川田町933-1		028-645-6121		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		1		1		1		0

		否 ヒ		小島原医院 コジマ ハラ イイン				329-1104		宇都宮市下岡本町4075				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		1		0

		否 ヒ		永田内科眼科医院 ナガタ ナイカ ガンカイ イン				321-0982		宇都宮市御幸ヶ原町136-9		028-662-6774		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		1		0

		否 ヒ		大栗医院 オオクリ イイン				320-0034		宇都宮市泉町1-27				3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1

		否 ヒ		星小児科医院 ホシ ショウニカ イイン				321-0346		宇都宮市下荒針町3588-2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		金子内科医院 カネコ ナイカ イイン				320-0032		宇都宮市昭和1-1-31				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		否 ヒ		石川医院 イシカワ イイン				322-0015		栃木県鹿沼市上石川1-319 ３２２－００１５		0289-76-3145		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		当方では特別養護老人ホームの嘱託医を兼ねておりますため、24時間体制での診察となっております。今回のアンケートに対しましては、オーバーワークにつき協力いたしかねます。 トウホウ トクベツ ヨウゴ ロウジン ショクタクイ カ ジカン タイセイ シンサツ コンカイ タイ キョウリョク

		否 ヒ		しみずファミリークリニック				321-0951		宇都宮市越戸3-15-27				1		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		0		0		0		0		0

		否 ヒ		岡医院 オカ イイン				321-1403		日光市下鉢石町997-1				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		1		1		0		そもそも開業の小児科医が少ないうえに、在宅医療をやっている小児科はほとんどいないのが現状。以前、在宅の重症心身障害児の訪問診療を頼まれて行ったことがあるが、大人の訪問診療と勝手が違う為、内科医にはハードルが高いと感じた。是非、近くの小児科の先生に少しでも取り組んでもらうしかないかと思います。 カイギョウ ショウニ カ イ スク ザイタク イリョウ ショウニカ ゲンジョウ イゼン ザイタク ジュウショウ シンシン ショウガイジ ホウモン シンリョウ タノ オコナ オトナ ホウモン シンリョウ カッテ チガ タメ ナイカ イ タカ カン ゼヒ チカ ショウニカ センセイ スコ ト ク オモ

		否 ヒ		風見診療所 カザミ シンリョウジョ				329-2335		塩谷町上平27				3		3		1		3		2		3		3		2		1		3		3				3		1		1		3		2		2		3		3		2		1		3		3		2		2		0		1		1		0		1		0		1		1		0

		否 ヒ		土谷医院 ツチヤ イイン				321-0136		宇都宮市みどり野町14-3				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		1		0

		否 ヒ		遠藤小児科 エンドウ ショウニカ				321-0982		宇都宮市御幸ヶ原町224-10				1		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		1		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		油布医院 ユフ イイン				321-0414		宇都宮市中里町175-8				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		1		0

		承諾 ショウダク		さいとう小児科 ショウニカ		0282-22-0757 		328-0015		栃木市万町30番16号		0282-22-0757		1		1		3		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		1		0

		承諾 ショウダク		冨塚メデｲカルクリニック		028-666-2555		321-2116		宇都宮市徳次郎町888				1		1		2		2		2		2		2		2		1		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0		なるべく協力したいが、現在当院副院長が体調悪く、休養中のため困難となっています。 キョウリョク ゲンザイ トウイン フクインチョウ タイチョウ ワル キュウヨウチュウ コンナン

		承諾 ショウダク		山浦内科医院		0284-21-6653 		326-0843		足利市五十部町1256-5				1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3				1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		4		1		1		1		0		0		0		1		0		0

		承諾 ショウダク		小倉医院		0282-82-0057		321-0227		壬生町通町10-5				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		承諾 ショウダク		飯岡小児科		0289-65-3257		322-0074		鹿沼市日吉町569-2				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		3				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		3		2		2		2		0		0		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		角田内科医院		0285-53-5665 		329-0511		下野市石橋549				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		1		1		1		1		1		0		0

		承諾 ショウダク		おかべこどもクリニック		0285-40-7300 		329-0433		下野市緑5-17-12				3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		くろばね齋藤醫院		0287-54-0031		324-0233		大田原市黒羽田町612				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		1		0

		承諾 ショウダク		立花医院		0287-72-0311		325-0003		那須郡那須町寺子乙3967-190				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		その他：スタッフの充実　　1～9すべて当てはまります タ ジュウジツ ア

		承諾 ショウダク		さいとうハート＆キッズクリニック		0287-53-7979		324-0043		大田原市浅香1-4-3				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		1		0

		承諾 ショウダク		小山すぎの木クリニック		0285-30-3456		323-0806		小山市中久喜1131-1				1		1		1		1		1		1		2		2		2		1		1				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		4		1		1		0		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		有村小児科医院		028-656-7207		321-0912		宇都宮市石井町3128-11		028-656-7207		1		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		1		0		1		1		0		無床の診療所の小児科医としては、急性疾患（特に感染症が多く）への対応が中心です。時間に追われています。予防接種については、時間枠をとって対応できます。一次診療についても、訪問看護との連携等があれば対応可能な場合があります。（例えば点滴投薬等）現時点では往診は無理ですが。 ムショウ シンリョウジョ ショウニ カ イ キュウセイ シッカン トク カンセンショウ オオ タイオウ チュウシン ジカン オ ヨボウ セッシュ ジカンワク タイオウ イチジ シンリョウ ホウモン カンゴ レンケイ トウ タイオウ カノウ バアイ タト テンテキ トウヤク ナド ゲンジテン オウシン ムリ

		承諾 ショウダク		吉永医院		0285-63-2303		321-3564		茂木町増井190-1				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		1		1		0		0		0

		承諾 ショウダク		あさかクリニック		0287-22-2601		324-0043		大田原市浅香3-3711				1		1		2		2		2		2		1		1		2		2		2				1		1		2		2		2		2		1		1		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		坪水医院		0283-62-0265		327-0312		佐野市栃本町2241				1		1		3		3		3		3		3		3		1		3		3				1		1		3		3		3		3		3		3		1		3		3		3		3		3		0		1		1		0		0		0		0		1		0		若い頃、町田市にある重度心身障害者の施設にボランティアで行き、足で書いたお手紙をもらって感動しました。何かのお役にたてればと思いますが、現在実態がよく分かりません。 ワカ コロ マチダシ ジュウド シンシン ショウガイシャ シセツ イ アシ カ テガミ カンドウ ナニ ヤク オモ ゲンザイ ジッタイ ワ

		承諾 ショウダク		こどもヶ丘診療所		028-615-1077		321-0151		宇都宮市西川田町183-21				1		1		3		3		3		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		1		0		1		1		0

		承諾 ショウダク		竹田内科小児科クリニック		0282-29-1233		328-0011		栃木市大宮町52番地		0282-29-1233		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		0		1		1		1		0		0		1		0

		承諾 ショウダク		すながクリニック		0284-44-7211		326-0015		足利市八椚町494-1　				1		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		1		1		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		片山医院		028-661-9764		321-0944		宇都宮市東峰町3008-21				1		1		2		2		2		1		2		2		2		2		2				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		4		0		1		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		稲毛クリニック		0283-25-2566		327-0103		佐野市石塚町893-1				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		1		1		1		1		1		その他：当クリニックでは勤務医での診療のみを行っており、重症心身障害児に対応できるシステムはととのっておらず、申し訳ありません。 タ トウ キンムイ シンリョウ オコナ ジュウショウ シンシン ショウガイジ タイオウ モウ ワケ

		承諾 ショウダク		小川こどもクリニック		0289-74-5421		322-0027		鹿沼市貝島町5006-2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		くさの小児科		0284-73-7000		326-0335		足利市上渋垂町338-3				3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		みやの杜クリニック　		028-683-7811		321-0904		宇都宮市陽東2-4-5				1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1				3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		1		0		0		1		0		0		1		0		0		0		Q2訪問診療のみ対応可 ホウモン シンリョウ タイオウ カ

		承諾 ショウダク		にいたに内科　		028-675-6515		329-1231		塩谷郡高根沢町宝石台 3-3-19				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1

		承諾 ショウダク		よこやま内科小児科クリニック		0282-24-8102		328-0075		栃木市箱森町38-70				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		さいとうクリニック		0287-39-1805		329-2724		那須塩原市西幸町7-13				1		1		3		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		0		0		0		0		1		その他：現在の診療所での診療との兼ね合いが困難であり、複数の医師や看護師が必要 タ ゲンザイ シンリョウジョ シンリョウ カ ア コンナン フクスウ イシ カンゴシ ヒツヨウ

		承諾 ショウダク		桜井消化器科・内科		028-643-0870		320-0073		宇都宮市細谷1-7-38				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		承諾 ショウダク		佐藤医院		0287-96-2841		324-0501		那須郡那珂川町小川2960-1				1		1		3		3		2		3		3		2		1		1		1				1		1		3		3		2		3		3		2		1		1		1		3		3		4		0		1		1		1		0		1		0		0		0

		承諾 ショウダク		大根田内科医院		028-624-6322		320-0072		宇都宮市若草3-4-22				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		0		0		0		0		0		0		0		当方の医師が高齢であり、しかもスタッフがそろっていないので在宅医療は無理なので、ましてや重症心身障害者においておやです。 トウホウ イシ コウレイ ザイタク イリョウ ムリ ジュウショウ シンシン ショウガイシャ

		承諾 ショウダク		医療法人　赤羽病院		028-661-5446		321-0904		宇都宮市陽東7-2-2				1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3				3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		2		2		2		0		1		1		1		0		0		1		0		0

		承諾 ショウダク		田井の里クリニック		0285-81-6502		321-4301		真岡市西田井内外748-2				1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2				3		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		みずぬまクリニック		0287-39-1581		329-2751		那須塩原市東三島2-80-6				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		その他：在宅医療をやっていないので現状は無理である タ ザイタク イリョウ ゲンジョウ ムリ

		承諾 ショウダク		キッズクリニックはせがわ		0283-27-0200		327-0843		佐野市堀米町3946-6				1		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		その他：時間的余裕 タ ジカンテキ ヨユウ

		承諾 ショウダク		小森谷内科医院		0282-43-7327		329-4404		栃木市大平町富田4003-8				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		熊倉医院		0282-55-8425		329-4316		下都賀郡岩舟町新里180-1				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		いちはらファミリークリニック		028-612-8350		321-0414		宇都宮市中里町322				3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3				3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		1		2		0		1		1		1		0		1		0		1		0

		承諾 ショウダク		かとう小児科 ショウニカ		0282-82-7576		321-0218		壬生町落合3-7-30		 		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		福田こどもクリニック		028-659-8850		320-0852		栃木県宇都宮市下砥上町1545-20				1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3				1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		2		2		2		0		1		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		てらもと小児科		028-650-6636		321-0975		宇都宮市関堀町971-6				1		1		3		2		2		3		3		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		0		小児科医としてはもっと積極的に協力しなければいけないと思いますが、現在の我診療所の状態では不可能なことが多く残念です。 ショウニ カ イ セッキョクテキ キョウリョク オモ ゲンザイ ワガ シンリョウジョ ジョウタイ フカノウ オオ ザンネン

		承諾 ショウダク		木村内科医院		0288-22-7880		321-1264		日光市瀬尾497-1				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		承諾 ショウダク		こばやしファミリークリニック		0283-85-9900		327-0311		佐野市多田町566				1		1		1		1		3		1		1		2		1		1		1				1		1		1		1		3		1		1		3		1		1		1		3		3		2		0		1		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		あいファミリィクリニック足利 アシカガ		0284-22-3788		329-4213		足利市寺岡町505-1				1		1		1		1		1		1		1		3		1		1		1				1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		1		0		1		0		0		0		0		1		0

		承諾 ショウダク		腰塚医院		0282-62-2072		323-1104		栃木市藤岡町藤岡1845-10				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		1		1		1		1		0

		承諾 ショウダク		桜井こどもクリニック		0282-24-5987		328-0034		栃木市本町16-9				1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		承諾 ショウダク		神鳥谷クリニック		0285-22-7700		323-0827		小山市神鳥谷1-19-1		 		2		2		2		2		2		2		2		2		1		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		持田医院		0282-67-3661		329-0319		栃木市藤岡町中根115-5				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		4		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		田村医院		0282-43-3368		329-4423		栃木市大平町西水代1835-1				1		1		1		1		1		1		1		2		1		1		1				1		1		1		1		1		1		1		2		1		1		1		3		1		4		1		1		1		1		1		1		1		1		0		Q5.訪問看護、訪問リハビリテーションを利用 ホウモン カンゴ ホウモン リヨウ

		承諾 ショウダク		大橋内科クリニック		0282-82-8522		321-0219		壬生町福和田1003-1				1		1		2		2		2		3		2		2		2		2		3				1		1		2		2		2		3		2		2		2		2		3		3		3		2		0		1		1		0		0		0		0		1		0

		承諾 ショウダク		てらだファミリークリニック		028-654-2188		321-0132		宇都宮市雀の宮5-5-1				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		1		1		1		1		0

		承諾 ショウダク		あおい内科小児科ｸﾘﾆｯｸ		028-663-6000		321-0973		宇都宮市岩曽町1086-1				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		1		1		1		その他：往診時間の確保ができること タ オウシン ジカン カクホ

		承諾 ショウダク		飯塚医院		0287-92-2034		324-0613		那須郡那珂川町馬頭484-3				1		1		2		2		2		2		2		2		1		2		1				1		1		2		2		2		2		2		2		1		2		1		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		0

		承諾 ショウダク		やの小児科医院		0285-56-0280		329-0611		河内郡上三川町上三川3446-3				1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3				1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		2		2		2		0		1		1		1		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		仲嶋医院		028-681-7755		329-1311		さくら市氏家3245-17				3		3		3		3		2		3		3		3		3		2		3				3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		2		3		2		1		1		1		1		1		1		1		0		0		成人（18才以上）を対象に回答しました セイジン サイ イジョウ タイショウ カイトウ

		承諾 ショウダク		小林診療所		0285-82-3873		321-4369		真岡市熊倉3-10-7				1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		1				1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		1		2		2		2		0		1		0		0		0		1		0		0		0

		承諾 ショウダク		西真岡こどもクリニック		0285-81-7900		321-4341		真岡市高勢町3-205-1				1		1		1		3		1		1		1		1		1		3		3				1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		その他：現在おこなっています タ ゲンザイ

		承諾 ショウダク		鈴木医院		0285-72-2032		321-4217		益子町益子1747-2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		承諾 ショウダク		緑の屋根診療所		0283-20-2577		327-0843		佐野市堀米町1348-5				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		0		0		1		0		1		0		1		0		0		地域の社会資源が少ない。マンパワー不足 チイキ シャカイ シゲン スク ブソク

		承諾 ショウダク		ひがのクリニック		0285-74-0051 		321-4521		真岡市久下田941-1				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		豊郷中央渡辺内科　		028-622-8900		320-0004		宇都宮市長岡町1217-5				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		1				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		1		0		0

		承諾 ショウダク		きくちクリニック		028-683-3387		321-0903		宇都宮市下平出町614-2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		0		0

		承諾 ショウダク		サンレディースクリニック		0282-24-3541		328-0024		栃木市樋ノ口町504-1				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		医療法人　亀田内科		028-633-2884		320-0812		宇都宮市一番町1-28				1		1		1		2		2		1		2		2		2		2		1				1		1		1		2		2		1		2		2		2		2		1		3		3		3		0		0		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		越戸クリニック		028-660-6190		321-0951		宇都宮市越戸町139-6				1		1		2		2		2		3		2		2		2		2		3				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		佐藤内科		0285-53-1305		329-0511		下野市石橋839-14				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		承諾 ショウダク		グリムこどもクリニック		0285-51-1515		329-0502		下野市下古山2-6-17				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		事前連絡の上での一次診療、予防接種ですので、申し訳ありません。 ジゼン レンラク ウエ イチジ シンリョウ ヨボウ セッシュ モウ ワケ

		承諾 ショウダク		吉原医院		0288-21-0161		321-1261		日光市今市826-4				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		1		1		1		その他：設備 タ セツビ

		承諾 ショウダク		梅園医院		028-633-2869		320-0035		宇都宮市伝馬町3-28				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		1		0		0

		承諾 ショウダク		森田医院		028-633-1573		320-0861		宇都宮市西3-5-8				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		鈴木内科クリニック		028-655-1229		321-0139		宇都宮市若松原2-4-19				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		その他：24時間対応が必要となると考えますが、当院診療時間内の往診は難しいと考えます。 タ ジカン タイオウ ヒツヨウ カンガ トウイン シンリョウ ジカン ナイ オウシン ムズカ カンガ

		承諾 ショウダク		小松医院		0289-60-5515		322-0064		鹿沼市文化橋町2300-1				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		1		0		0		1		0



														1.医療ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する外来診療について、以下の医療行為に対応できますか。 イリョウ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ガイライ シンリョウ イカ イリョウ コウイ タイオウ																								2.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する往診及び訪問診療について、以下の医療行為に対応できますか イリョウテキ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ オウシン オヨ ホウモン シンリョウ イカ イリョウ コウイ タイオウ

														予防接種 ヨボウ セッシュ		一次診療
（経過観察、栄養観察を含む） イチジ シンリョウ ケイカ カンサツ エイヨウ カンサツ フク		経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ		経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ		中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ		酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ		気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ		人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ		尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ		人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ		褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ				予防接種 ヨボウ セッシュ		一次診療
（経過観察、栄養観察を含む） イチジ シンリョウ ケイカ カンサツ エイヨウ カンサツ フク		経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ		経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ		中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ		酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ		気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ		人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ		尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ		人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ		褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ

										1		できる		83		57		12		9		7		13		11		6		17		8		16		できる		39		29		8		6		5		9		9		6		10		7		12

										2		できない		55		80		127		134		142		130		136		146		131		137		124		できない		102		115		141		143		148		140		144		148		140		145		134

										3		要相談 ヨウ ソウダン		27		28		26		22		16		22		18		13		16		20		25		要相談 ヨウ ソウダン		24		21		16		16		12		15		12		11		15		13		19

																																																														0

														3.24時間、重症心身障害児（18歳未満）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイジ サイ ミマン イリョウ タイオウ

										1		できる		1

										2		できない		150

										3		要相談 ヨウ ソウダン		14

														4.24時間、重症心身障害者（18歳以上）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイシャ サイ イジョウ イリョウ タイオウ

										1		できる		3

										2		できない		150

										3		要相談 ヨウ ソウダン		12

														5.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する訪問リハビリてーションを提供していますか イリョウテキ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ホウモン テイキョウ

										1		提供している テイキョウ		1

										2		提供していない テイキョウ		152

										3		提供していないが対応は可能 テイキョウ タイオウ カノウ		4

										4		要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン		8

														6.重症心身障害児（者）在宅医療に対応できるようになるための条件はなんですか

										1		診療報酬の点数が増えること シンリョウ ホウシュウ テンスウ フ		24

										2		訪問看護尾の連携 ホウモン カンゴ オ レンケイ		73

										3		病院との連携 ビョウイン レンケイ		90

										4		在宅療養支援診療所と小児科医とのグループ診療 ザイタク リョウヨウ シエン シンリョウジョ ショウニ カ イ シンリョウ		43

										5		在宅療養支援診療所に助言や相談を求めることができること ザイタク リョウヨウ シエン シンリョウジョ ジョゲン ソウダン モト		28

										6		小児科医に助言や相談を求めることができること ショウニ カ イ ジョゲン ソウダン モト		26

										7		経験のある医師がいること ケイケン イシ		62

										8		研修などの自己のスキルアップ ケンシュウ ジコ		47

										9		その他 タ		21



できる	できない	要相談	3.24時間、重症心身障害児（18歳未満）の医療に対応ができますか	4.24時間、重症心身障害者（18歳以上）の医療に対応ができますか	5.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する訪問リハビリてーションを提供していますか	6.重症心身障害児（者）在宅医療に対応できるようになるための条件はなんですか	できる	できない	要相談	

病院

		Ｑ１		1.医療ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する外来診療について、以下の医療行為に対応できますか。 イリョウ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ガイライ シンリョウ イカ イリョウ コウイ タイオウ						1.医療ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する外来診療について、以下の医療行為に対応できますか。 イリョウ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ガイライ シンリョウ イカ イリョウ コウイ タイオウ

				Ｑ1-1						Ｑ1-1		予防接種 ヨボウ セッシュ

				Ｑ1-2						Ｑ1-2		一次診療
（経過観察、栄養観察を含む） イチジ シンリョウ ケイカ カンサツ エイヨウ カンサツ フク

				Ｑ1-3						Ｑ1-3		経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ

				Ｑ1-4						Ｑ1-4		経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ

				Ｑ1-5						Ｑ1-5		中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ

				Ｑ1-6						Ｑ1-6		酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ

				Ｑ1-7						Ｑ1-7		気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ

				Ｑ1-8						Ｑ1-8		人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ

				Ｑ1-9						Ｑ1-9		尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ

				Ｑ1-10						Ｑ1-10		人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ

				Ｑ1-11						Ｑ1-11		褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ

		Ｑ２		2.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する往診及び訪問診療について、以下の医療行為に対応できますか イリョウテキ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ オウシン オヨ ホウモン シンリョウ イカ イリョウ コウイ タイオウ						2.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する往診及び訪問診療について、以下の医療行為に対応できますか イリョウテキ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ オウシン オヨ ホウモン シンリョウ イカ イリョウ コウイ タイオウ

				Ｑ2-1						Ｑ2-1		予防接種 ヨボウ セッシュ

				Ｑ2-2						Ｑ2-2		経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ

				Ｑ2-3						Ｑ2-3		経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ

				Ｑ2-4						Ｑ2-4		中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ

				Ｑ2-5						Ｑ2-5		酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ

				Ｑ2-6						Ｑ2-6		気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ

				Ｑ2-7						Ｑ2-7		人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ

				Ｑ2-8						Ｑ2-8		尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ

				Ｑ2-9						Ｑ2-9		人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ

				Ｑ2-10						Ｑ2-10		褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ

		Ｑ3		3.24時間、重症心身障害児（18歳未満）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイジ サイ ミマン イリョウ タイオウ						3.24時間、重症心身障害児（18歳未満）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイジ サイ ミマン イリョウ タイオウ

				Ｑ3-1						Ｑ3-1		できる

				Ｑ3-2						Ｑ3-2		できない

				Ｑ3-3						Ｑ3-3		要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン

		Ｑ4		4.24時間、重症心身障害者（18歳以上）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイシャ サイ イジョウ イリョウ タイオウ						4.24時間、重症心身障害者（18歳以上）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイシャ サイ イジョウ イリョウ タイオウ

				Ｑ4-1						Ｑ4-1		できる

				Ｑ4-2						Ｑ4-2		できない

				Ｑ4-3						Ｑ4-3		要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン

		Ｑ5		5.重症心身障害児（者）のレスパイト入院に対応できますか ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ ニュウイン タイオウ						5.重症心身障害児（者）のレスパイト入院に対応できますか ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ ニュウイン タイオウ

				Ｑ5-1						Ｑ5-1		できる

				Ｑ5-2						Ｑ5-2		できない

				Ｑ5-3						Ｑ5-3		要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン

		Ｑ6		6.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する訪問リハビリテーションを提供していますか イリョウテキ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ホウモン テイキョウ						6.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する訪問リハビリテーションを提供していますか イリョウテキ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ホウモン テイキョウ

				Ｑ6-1						Ｑ6-1		提供している テイキョウ

				Ｑ6-2						Ｑ6-2		提供していない テイキョウ

				Ｑ6-3						Ｑ6-3		提供していないが対応は可能 テイキョウ タイオウ カノウ

				Ｑ6-4						Ｑ6-4		要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン

		Ｑ7		7.平成26年度において、以下における長期入院児（6ヶ月以上）の患者数は何名ですか（「原疾患」及び「長期入院理由」について、複数の理由がある場合は、主な理由を選んでください） ヘイセイ ネンド イカ チョウキ ニュウイン ジ ゲツイジョウ カンジャスウ ナンメイ ゲンシッカン オヨ チョウキ ニュウイン リユウ フクスウ リユウ バアイ オモ リユウ エラ						7.平成26年度において、以下における長期入院児（6ヶ月以上）の患者数は何名ですか（「原疾患」及び「長期入院理由」について、複数の理由がある場合は、主な理由を選んでください） ヘイセイ ネンド イカ チョウキ ニュウイン ジ ゲツイジョウ カンジャスウ ナンメイ ゲンシッカン オヨ チョウキ ニュウイン リユウ フクスウ リユウ バアイ オモ リユウ エラ

				※個別シートにて対応 コベツ タイオウ						※個別シートにて対応 コベツ タイオウ

		Q8		8.重症心身障害児（者）に対する相談窓口はありますか ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ソウダン マドグチ

										1		ある

										2		ない

		Q9		9.重症心身障害児（者）の方に対する医療、在宅生活等についてお気づきのことなど、ご自由にお書きください。 ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ カタ タイ イリョウ ザイタク セイカツ ナド キ ジユウ カ

		承諾可否 ショウダク カヒ		診療所名 シンリョウジョ メイ		電話番号 デンワ バンゴウ		郵便番号 ユウビンバンゴウ		所在地 ショザイチ		Ｑ1.医療ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する外来診療について、以下の医療行為に対応できますか																						Ｑ２医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する往診及び訪問診療について、以下の医療行為に対応できますか																				Ｑ3		Ｑ4		Ｑ5		Q6		Ｑ7		8.重症心身障害児（者）に対する相談窓口はありますか										Q9

												予防接種 ヨボウ セッシュ		一次診療
（経過観察、栄養観察を含む） イチジ シンリョウ ケイカ カンサツ エイヨウ カンサツ フク		経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ		経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ		中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ		酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ		気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ		人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ		尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ		人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ		褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ		予防接種 ヨボウ セッシュ		経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ		経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ		中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ		酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ		気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ		人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ		尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ		人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ		褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ												有無 ウム		部署名・職名 ブショ メイ ショクメイ		ご担当者氏名 タントウシャ シメイ		連絡先TEL レンラクサキ		連絡先MAIL レンラクサキ

		否 イナ		野木病院		0280-57-1011		329-0101		下都賀郡野木町友沼5320-2		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		2

		否 イナ		今市病院		0288-22-2200		321-1261		日光市今市381		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		2

		否 イナ		黒須病院　		028-682-8811		329-1311		さくら市氏家2650		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		2		2		別紙参照 ベッシ サンショウ		1		病診連携室・社会福祉士 ビョウシンレンケイ シツ シャカイ フクシ シ		井上雅晶 イノウエ マサアキ		028-682-8811（代表）
028-681-5551（直通） ダイヒョウ チョクツウ		byo-renkei@kurosu-hospital.jp

		否 イナ		日光市民病院		0288-50-1188		321-1441		日光市清滝安良沢町1752-10		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		2										小児科常務医がいないため、小児科非常勤医師在院時のみ相談可能と考えます ショウニカ ジョウム イ ショウニカ ヒジョウキン イシ ザイイン ジ ソウダン カノウ カンガ

		否 イナ		国際医療福祉大学塩谷病院　		0287-44-1155		329-2145		矢板市富田77		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		2

		否 イナ		那須南病院		0287-84-3911		321-0621		栃木県那須烏山市中央3-2-13		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		2		2		なし		1		医療福祉相談医療連絡室 イリョウ フクシ ソウダン イリョウ レンラク シツ		原健二 ハラ ケンジ		0287-84-3911

		承諾 ショウダク		西方病院		0282-92-2323		322-0601		栃木県上都賀郡西方町金崎273-3		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		1		西方病院地域連携室 ニシカタ ビョウイン チイキ レンケイ シツ				0282-25-7310		nishikata-renkei@cc9.ne.jp

		承諾 ショウダク		新小山市民病院		0285-36-0200		323-0827		栃木県小山市神鳥谷2251-1 ３２３－０８２７		1		1		3		2		2		2		2		2		2		2		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		2		なし		1		医療相談室保健師 イリョウ ソウダンシツ ホケンシ		多賀谷邦子 タガヤ クニコ		0285-36-0256		soudan@hospital.oyama.tochigi.jp		重症心身障害児（者）の方々の外来診察は随時受け入れておりますが、特に障害児の入院についてはまだ十分に対応できる体制になっておりません。そのため、今回のガイドマップの内容で受け入れ可能な項目が少なく申し訳ありません。相談については、幅広く承っております。 ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ カタガタ ガイライ シンサツ ズイジ ウ イ トク ショウガイジ ニュウイン ジュウブン タイオウ タイセイ コンカイ ナイヨウ ウ イ カノウ コウモク スク モウ ワケ ソウダン ハバヒロ ウケタマワ

		承諾 ショウダク		小山厚生病院		0285-22-1105		323-0031		栃木県小山市八幡町2-10-6		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		2		なし		1		看護師長 カンゴシ チョウ		横家よね子 ヨコ イエ コ		0285-22-1105
0285-24-9890				在宅生活困難者につき当院では入院で対応させていただくことが多いです。 ザイタク セイカツ コンナン シャ トウイン ニュウイン タイオウ オオ

		承諾 ショウダク		石橋総合病院		0285-53-1134		329-0511		栃木県下野市石橋628		1		1		1		1		1		1		1		2		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		1		なし		1		地域医療連携部 チイキ イリョウ レンケイ ブ		（部長）岩崎さゆり ブチョウ イワサキ		0285-53-1134		ishibashi-renkei@yushikai.jp

		承諾 ショウダク		下都賀総合病院		0282-22-2551		328-0044		栃木県栃木市富士見町5-32		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		3		なし		1		医療福祉相談室 イリョウ フクシ ソウダンシツ		MSWが3人おります ニン		0282-22-2551

		承諾 ショウダク		とちの木病院		0282-22-7722		328-0071		栃木県栃木市大町39-5		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		2

		承諾 ショウダク		自治医科大学附属病院　		0285-44-2111		329-0498		下野市薬師寺3311-1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		2		3		2		別紙参照 ベッシ サンショウ		1		地域医療連携部（看護師） チイキ イリョウ レンケイ ブ カンゴシ		黒田　光恵 クロダ ミツエ		0285-44-2111		mazuek@jichi.ac.jp		在宅医療を充実させていただくうえで、往診医や地域の開業医の先生方との連携強化やスタッフの充実が望まれると思います。 ザイタク イリョウ ジュウジツ オウシン イ チイキ カイギョウイ センセイガタ レンケイ キョウカ ジュウジツ ノゾ オモ

		承諾 ショウダク		済生会宇都宮病院		028-626-5500		321-0974		宇都宮市竹林町911-1		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		2		別紙参照 ベッシ サンショウ		1		地域連携課 チイキ レンケイ カ		荻津　守 オギツ カミ		028-626-5500

		承諾 ショウダク		足利赤十字病院		0284-21-0121		326-0843		栃木県足利市五十部町284-1		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		3		1		2		別紙参照 ベッシ サンショウ		1		事務部医事課社会福祉士 ジム ブ イジ カ シャカイ フクシ シ		布施　麻由実 フセ マユミ		0284-20-1307				医療依存度の高い患者様が自宅へ退院する場合、利用できる社会資源が限られており、デイサービスやリハビリテーション、ショートステイなどのサービスを本人、ご家族様のニーズに合わせて利用していただくことが困難なケースが多々あります。（例：家族としては週２回以上リハビリに本人を通わせたいと考えているが、リハビリテーション事業所としては利用者数も多いため、週1回の対応が限度と考えている場合など）今回のアンケート調査を機に、各地域の社会資源の情報を整理し、なるべくニーズに合わせて、多くの方に適切にサービスを利用していただける環境を構築できればと思っております。よろしくお願いいたします。 イリョウ イゾンド タカ カンジャサマ ジタク タイイン バアイ リヨウ シャカイ シゲン カギ ホンニン カゾク サマ ア リヨウ コンナン タタ レイ カゾク シュウ カイイジョウ ホンニン カヨ カンガ ジギョウショ リヨウシャ スウ オオ シュウ カイ タイオウ ゲンド カンガ バアイ コンカイ チョウサ キ カクチイキ シャカイ シゲン ジョウホウ セイリ ア オオ カタ テキセツ リヨウ カンキョウ コウチク オモ ネガ

		承諾 ショウダク		獨協医科大学病院		0282-86-1111		321-0293		下都賀郡壬生町大字北小林880		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		3		2		別紙参照 ベッシ サンショウ		1		地域医療連携センター医療福祉相談室 チイキ イリョウ レンケイ イリョウ フクシ ソウダンシツ				0282-87-2185

		承諾 ショウダク		あしかがの森足利病院		0284-91-0611		326-0011		足利市大沼田町615		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		1		2		別紙参照 ベッシ サンショウ		1		メディカルソーシャルワーカー		福地　哲郎 フクチ テツロウ		0284-91-0611		soudan@hshikagu-hospital.or.jp

		承諾 ショウダク		JCHO　うつのみや病院		028-653-1001		321-0143		宇都宮市南高砂町11-17		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		2

		承諾 ショウダク		菅又病院　		028-676-0311		329-1207		塩谷郡高根沢町花岡2351		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		2										要相談の診療項目につきましては、病院にお電話で問い合わせていただければ対応いたします。小児科の入院対応はしておりません。外来診察につきましては、急性期の管理は困難であることもありますが、状態が安定している場合には相談いただければ可能な限り対応いたします。 ヨウ ソウダン シンリョウ コウモク ビョウイン デンワ ト ア タイオウ ショウニカ ニュウイン タイオウ ガイライ シンサツ キュウセイキ カンリ コンナン ジョウタイ アンテイ バアイ ソウダン カノウ カギ タイオウ

		承諾 ショウダク		那須赤十字病院		0287-23-1122		324-8686		栃木県大田原市中田原1081-4		1		1		3		3		3		1		3		1		3		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		1		4		なし		1		地域医療福祉連携課福祉係長 チイキ イリョウ フクシ レンケイ カ フクシ カカリチョウ		野中美希 ノナカ ミキ		0287-23-1122		renkeika@nasu.jrc.or.jp



												Ｑ1.医療ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する外来診療について、以下の医療行為に対応できますか

												予防接種 ヨボウ セッシュ		一次診療
（経過観察、栄養観察を含む） イチジ シンリョウ ケイカ カンサツ エイヨウ カンサツ フク		経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ		経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ		中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ		酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ		気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ		人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ		尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ		人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ		褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ

										できる		13		13		9		8		7		9		8		8		7		7		7

										できない		3		3		7		8		8		8		8		9		8		8		6

										要相談 ヨウ ソウダン		4		4		4		4		5		3		4		3		5		5		7



												Ｑ２医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する往診及び訪問診療について、以下の医療行為に対応できますか

												予防接種 ヨボウ セッシュ		経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ		経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ		中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ		酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ		気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ		人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ		尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ		人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ		褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ

										できる		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

										できない		19		20		20		20		20		20		20		20		20		20

										要相談 ヨウ ソウダン		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0



										Ｑ3		3.24時間、重症心身障害児（18歳未満）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイジ サイ ミマン イリョウ タイオウ				3.24時間、重症心身障害児（18歳未満）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイジ サイ ミマン イリョウ タイオウ

										できる		4

										できない		14

										要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン		2

										Ｑ4		4.24時間、重症心身障害者（18歳以上）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイシャ サイ イジョウ イリョウ タイオウ				4.24時間、重症心身障害者（18歳以上）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイシャ サイ イジョウ イリョウ タイオウ

										できる		3

										できない		9

										要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン		8

										Ｑ5		5.重症心身障害児（者）のレスパイト入院に対応できますか ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ ニュウイン タイオウ				5.重症心身障害児（者）のレスパイト入院に対応できますか ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ ニュウイン タイオウ

										できる		5

										できない		10

										要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン		5

										Ｑ6		6.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する訪問リハビリテーションを提供していますか イリョウテキ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ホウモン テイキョウ				6.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する訪問リハビリテーションを提供していますか イリョウテキ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ホウモン テイキョウ

										提供している テイキョウ		1

										提供していない テイキョウ		17

										提供していないが対応は可能 テイキョウ タイオウ カノウ		1

										要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン		1

										Ｑ7		7.平成26年度において、以下における長期入院児（6ヶ月以上）の患者数は何名ですか（「原疾患」及び「長期入院理由」について、複数の理由がある場合は、主な理由を選んでください） ヘイセイ ネンド イカ チョウキ ニュウイン ジ ゲツイジョウ カンジャスウ ナンメイ ゲンシッカン オヨ チョウキ ニュウイン リユウ フクスウ リユウ バアイ オモ リユウ エラ				7.平成26年度において、以下における長期入院児（6ヶ月以上）の患者数は何名ですか（「原疾患」及び「長期入院理由」について、複数の理由がある場合は、主な理由を選んでください） ヘイセイ ネンド イカ チョウキ ニュウイン ジ ゲツイジョウ カンジャスウ ナンメイ ゲンシッカン オヨ チョウキ ニュウイン リユウ フクスウ リユウ バアイ オモ リユウ エラ

										Q8		8.重症心身障害児（者）に対する相談窓口はありますか ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ソウダン マドグチ

																1		ある		13

																2		ない		7
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病院 作業

		Ｑ１		1.医療ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する外来診療について、以下の医療行為に対応できますか。 イリョウ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ガイライ シンリョウ イカ イリョウ コウイ タイオウ						1.医療ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する外来診療について、以下の医療行為に対応できますか。 イリョウ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ガイライ シンリョウ イカ イリョウ コウイ タイオウ

				Ｑ1-1						Ｑ1-1		予防接種 ヨボウ セッシュ

				Ｑ1-2						Ｑ1-2		一次診療
（経過観察、栄養観察を含む） イチジ シンリョウ ケイカ カンサツ エイヨウ カンサツ フク

				Ｑ1-3						Ｑ1-3		経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ

				Ｑ1-4						Ｑ1-4		経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ

				Ｑ1-5						Ｑ1-5		中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ

				Ｑ1-6						Ｑ1-6		酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ

				Ｑ1-7						Ｑ1-7		気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ

				Ｑ1-8						Ｑ1-8		人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ

				Ｑ1-9						Ｑ1-9		尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ

				Ｑ1-10						Ｑ1-10		人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ

				Ｑ1-11						Ｑ1-11		褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ

		Ｑ２		2.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する往診及び訪問診療について、以下の医療行為に対応できますか イリョウテキ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ オウシン オヨ ホウモン シンリョウ イカ イリョウ コウイ タイオウ						2.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する往診及び訪問診療について、以下の医療行為に対応できますか イリョウテキ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ オウシン オヨ ホウモン シンリョウ イカ イリョウ コウイ タイオウ

				Ｑ2-1						Ｑ2-1		予防接種 ヨボウ セッシュ

				Ｑ2-2						Ｑ2-2		経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ

				Ｑ2-3						Ｑ2-3		経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ

				Ｑ2-4						Ｑ2-4		中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ

				Ｑ2-5						Ｑ2-5		酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ

				Ｑ2-6						Ｑ2-6		気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ

				Ｑ2-7						Ｑ2-7		人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ

				Ｑ2-8						Ｑ2-8		尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ

				Ｑ2-9						Ｑ2-9		人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ

				Ｑ2-10						Ｑ2-10		褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ

		Ｑ3		3.24時間、重症心身障害児（18歳未満）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイジ サイ ミマン イリョウ タイオウ						3.24時間、重症心身障害児（18歳未満）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイジ サイ ミマン イリョウ タイオウ

				Ｑ3-1						Ｑ3-1		できる

				Ｑ3-2						Ｑ3-2		できない

				Ｑ3-3						Ｑ3-3		要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン

		Ｑ4		4.24時間、重症心身障害者（18歳以上）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイシャ サイ イジョウ イリョウ タイオウ						4.24時間、重症心身障害者（18歳以上）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイシャ サイ イジョウ イリョウ タイオウ

				Ｑ4-1						Ｑ4-1		できる

				Ｑ4-2						Ｑ4-2		できない

				Ｑ4-3						Ｑ4-3		要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン

		Ｑ5		5.重症心身障害児（者）のレスパイト入院に対応できますか ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ ニュウイン タイオウ						5.重症心身障害児（者）のレスパイト入院に対応できますか ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ ニュウイン タイオウ

				Ｑ5-1						Ｑ5-1		できる

				Ｑ5-2						Ｑ5-2		できない

				Ｑ5-3						Ｑ5-3		要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン

		Ｑ6		6.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する訪問リハビリテーションを提供していますか イリョウテキ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ホウモン テイキョウ						6.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する訪問リハビリテーションを提供していますか イリョウテキ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ホウモン テイキョウ

				Ｑ6-1						Ｑ6-1		提供している テイキョウ

				Ｑ6-2						Ｑ6-2		提供していない テイキョウ

				Ｑ6-3						Ｑ6-3		提供していないが対応は可能 テイキョウ タイオウ カノウ

				Ｑ6-4						Ｑ6-4		要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン

		Ｑ7		7.平成26年度において、以下における長期入院児（6ヶ月以上）の患者数は何名ですか（「原疾患」及び「長期入院理由」について、複数の理由がある場合は、主な理由を選んでください） ヘイセイ ネンド イカ チョウキ ニュウイン ジ ゲツイジョウ カンジャスウ ナンメイ ゲンシッカン オヨ チョウキ ニュウイン リユウ フクスウ リユウ バアイ オモ リユウ エラ						7.平成26年度において、以下における長期入院児（6ヶ月以上）の患者数は何名ですか（「原疾患」及び「長期入院理由」について、複数の理由がある場合は、主な理由を選んでください） ヘイセイ ネンド イカ チョウキ ニュウイン ジ ゲツイジョウ カンジャスウ ナンメイ ゲンシッカン オヨ チョウキ ニュウイン リユウ フクスウ リユウ バアイ オモ リユウ エラ

				※個別シートにて対応 コベツ タイオウ						※個別シートにて対応 コベツ タイオウ

		Q8		8.重症心身障害児（者）に対する相談窓口はありますか ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ソウダン マドグチ

										1		ある

										2		ない

		Q9		9.重症心身障害児（者）の方に対する医療、在宅生活等についてお気づきのことなど、ご自由にお書きください。 ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ カタ タイ イリョウ ザイタク セイカツ ナド キ ジユウ カ

		承諾可否 ショウダク カヒ		診療所名 シンリョウジョ メイ		電話番号 デンワ バンゴウ		郵便番号 ユウビンバンゴウ		所在地 ショザイチ		Ｑ1.医療ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する外来診療について、以下の医療行為に対応できますか																						Ｑ２医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する往診及び訪問診療について、以下の医療行為に対応できますか																				Ｑ3		Ｑ4		Ｑ5		Q6		Ｑ7		8.重症心身障害児（者）に対する相談窓口はありますか										Q9

												予防接種 ヨボウ セッシュ		一次診療
（経過観察、栄養観察を含む） イチジ シンリョウ ケイカ カンサツ エイヨウ カンサツ フク		経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ		経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ		中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ		酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ		気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ		人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ		尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ		人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ		褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ		予防接種 ヨボウ セッシュ		経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ		経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ		中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ		酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ		気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ		人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ		尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ		人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ		褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ												有無 ウム		部署名・職名 ブショ メイ ショクメイ		ご担当者氏名 タントウシャ シメイ		連絡先TEL レンラクサキ		連絡先MAIL レンラクサキ

		否 イナ		野木病院		0280-57-1011		329-0101		下都賀郡野木町友沼5320-2		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		2

		否 イナ		今市病院		0288-22-2200		321-1261		日光市今市381		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		2

		否 イナ		黒須病院　		028-682-8811		329-1311		さくら市氏家2650		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		2		2		別紙参照 ベッシ サンショウ		1		病診連携室・社会福祉士 ビョウシンレンケイ シツ シャカイ フクシ シ		井上雅晶 イノウエ マサアキ		028-682-8811（代表）
028-681-5551（直通） ダイヒョウ チョクツウ		byo-renkei@kurosu-hospital.jp

		否 イナ		日光市民病院		0288-50-1188		321-1441		日光市清滝安良沢町1752-10		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		2										小児科常務医がいないため、小児科非常勤医師在院時のみ相談可能と考えます ショウニカ ジョウム イ ショウニカ ヒジョウキン イシ ザイイン ジ ソウダン カノウ カンガ

		否 イナ		国際医療福祉大学塩谷病院　		0287-44-1155		329-2145		矢板市富田77		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		2

		否 イナ		那須南病院		0287-84-3911		321-0621		栃木県那須烏山市中央3-2-13		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		2		2		なし		1		医療福祉相談医療連絡室 イリョウ フクシ ソウダン イリョウ レンラク シツ		原健二 ハラ ケンジ		0287-84-3911

		承諾 ショウダク		西方病院		0282-92-2323		322-0601		栃木県上都賀郡西方町金崎273-3		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		1		西方病院地域連携室 ニシカタ ビョウイン チイキ レンケイ シツ				0282-25-7310		nishikata-renkei@cc9.ne.jp

		承諾 ショウダク		新小山市民病院		0285-36-0200		323-0827		栃木県小山市神鳥谷2251-1 ３２３－０８２７		1		1		3		2		2		2		2		2		2		2		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		2		なし		1		医療相談室保健師 イリョウ ソウダンシツ ホケンシ		多賀谷邦子 タガヤ クニコ		0285-36-0256		soudan@hospital.oyama.tochigi.jp		重症心身障害児（者）の方々の外来診察は随時受け入れておりますが、特に障害児の入院についてはまだ十分に対応できる体制になっておりません。そのため、今回のガイドマップの内容で受け入れ可能な項目が少なく申し訳ありません。相談については、幅広く承っております。 ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ カタガタ ガイライ シンサツ ズイジ ウ イ トク ショウガイジ ニュウイン ジュウブン タイオウ タイセイ コンカイ ナイヨウ ウ イ カノウ コウモク スク モウ ワケ ソウダン ハバヒロ ウケタマワ

		承諾 ショウダク		小山厚生病院		0285-22-1105		323-0031		栃木県小山市八幡町2-10-6		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		2		なし		1		看護師長 カンゴシ チョウ		横家よね子 ヨコ イエ コ		0285-22-1105
0285-24-9890				在宅生活困難者につき当院では入院で対応させていただくことが多いです。 ザイタク セイカツ コンナン シャ トウイン ニュウイン タイオウ オオ

		承諾 ショウダク		石橋総合病院		0285-53-1134		329-0511		栃木県下野市石橋628		1		1		1		1		1		1		1		2		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		1		なし		1		地域医療連携部 チイキ イリョウ レンケイ ブ		（部長）岩崎さゆり ブチョウ イワサキ		0285-53-1134		ishibashi-renkei@yushikai.jp

		承諾 ショウダク		下都賀総合病院		0282-22-2551		328-0044		栃木県栃木市富士見町5-32		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		3		なし		1		医療福祉相談室 イリョウ フクシ ソウダンシツ		MSWが3人おります ニン		0282-22-2551

		承諾 ショウダク		とちの木病院		0282-22-7722		328-0071		栃木県栃木市大町39-5		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		2

		承諾 ショウダク		自治医科大学附属病院　		0285-44-2111		329-0498		下野市薬師寺3311-1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		2		3		2		別紙参照 ベッシ サンショウ		1		地域医療連携部（看護師） チイキ イリョウ レンケイ ブ カンゴシ		黒田　光恵 クロダ ミツエ		0285-44-2111		mazuek@jichi.ac.jp		在宅医療を充実させていただくうえで、往診医や地域の開業医の先生方との連携強化やスタッフの充実が望まれると思います。 ザイタク イリョウ ジュウジツ オウシン イ チイキ カイギョウイ センセイガタ レンケイ キョウカ ジュウジツ ノゾ オモ

		承諾 ショウダク		済生会宇都宮病院		028-626-5500		321-0974		宇都宮市竹林町911-1		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		2		別紙参照 ベッシ サンショウ		1		地域連携課 チイキ レンケイ カ		荻津　守 オギツ カミ		028-626-5500

		承諾 ショウダク		足利赤十字病院		0284-21-0121		326-0843		栃木県足利市五十部町284-1		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		3		1		2		別紙参照 ベッシ サンショウ		1		事務部医事課社会福祉士 ジム ブ イジ カ シャカイ フクシ シ		布施　麻由実 フセ マユミ		0284-20-1307				医療依存度の高い患者様が自宅へ退院する場合、利用できる社会資源が限られており、デイサービスやリハビリテーション、ショートステイなどのサービスを本人、ご家族様のニーズに合わせて利用していただくことが困難なケースが多々あります。（例：家族としては週２回以上リハビリに本人を通わせたいと考えているが、リハビリテーション事業所としては利用者数も多いため、週1回の対応が限度と考えている場合など）今回のアンケート調査を機に、各地域の社会資源の情報を整理し、なるべくニーズに合わせて、多くの方に適切にサービスを利用していただける環境を構築できればと思っております。よろしくお願いいたします。 イリョウ イゾンド タカ カンジャサマ ジタク タイイン バアイ リヨウ シャカイ シゲン カギ ホンニン カゾク サマ ア リヨウ コンナン タタ レイ カゾク シュウ カイイジョウ ホンニン カヨ カンガ ジギョウショ リヨウシャ スウ オオ シュウ カイ タイオウ ゲンド カンガ バアイ コンカイ チョウサ キ カクチイキ シャカイ シゲン ジョウホウ セイリ ア オオ カタ テキセツ リヨウ カンキョウ コウチク オモ ネガ

		承諾 ショウダク		獨協医科大学病院		0282-86-1111		321-0293		下都賀郡壬生町大字北小林880		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		3		2		別紙参照 ベッシ サンショウ		1		地域医療連携センター医療福祉相談室 チイキ イリョウ レンケイ イリョウ フクシ ソウダンシツ				0282-87-2185

		承諾 ショウダク		あしかがの森足利病院		0284-91-0611		326-0011		足利市大沼田町615		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		1		2		別紙参照 ベッシ サンショウ		1		メディカルソーシャルワーカー		福地　哲郎 フクチ テツロウ		0284-91-0611		soudan@hshikagu-hospital.or.jp

		承諾 ショウダク		JCHO　うつのみや病院		028-653-1001		321-0143		宇都宮市南高砂町11-17		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		2

		承諾 ショウダク		菅又病院　		028-676-0311		329-1207		塩谷郡高根沢町花岡2351		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		2										要相談の診療項目につきましては、病院にお電話で問い合わせていただければ対応いたします。小児科の入院対応はしておりません。外来診察につきましては、急性期の管理は困難であることもありますが、状態が安定している場合には相談いただければ可能な限り対応いたします。 ヨウ ソウダン シンリョウ コウモク ビョウイン デンワ ト ア タイオウ ショウニカ ニュウイン タイオウ ガイライ シンサツ キュウセイキ カンリ コンナン ジョウタイ アンテイ バアイ ソウダン カノウ カギ タイオウ

		承諾 ショウダク		那須赤十字病院		0287-23-1122		324-8686		栃木県大田原市中田原1081-4		1		1		3		3		3		1		3		1		3		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		1		4		なし		1		地域医療福祉連携課福祉係長 チイキ イリョウ フクシ レンケイ カ フクシ カカリチョウ		野中美希 ノナカ ミキ		0287-23-1122		renkeika@nasu.jrc.or.jp



												Ｑ1.医療ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する外来診療について、以下の医療行為に対応できますか

												予防接種 ヨボウ セッシュ		一次診療
（経過観察、栄養観察を含む） イチジ シンリョウ ケイカ カンサツ エイヨウ カンサツ フク		経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ		経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ		中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ		酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ		気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ		人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ		尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ		人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ		褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ

										できる		13		13		9		8		7		9		8		8		7		7		7

										できない		3		3		7		8		8		8		8		9		8		8		6

										要相談 ヨウ ソウダン		4		4		4		4		5		3		4		3		5		5		7



												Ｑ２医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する往診及び訪問診療について、以下の医療行為に対応できますか

												予防接種 ヨボウ セッシュ		経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ		経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ		中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ		酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ		気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ		人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ		尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ		人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ		褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ

										できる		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

										できない		19		20		20		20		20		20		20		20		20		20

										要相談 ヨウ ソウダン		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0



										Ｑ3		3.24時間、重症心身障害児（18歳未満）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイジ サイ ミマン イリョウ タイオウ				3.24時間、重症心身障害児（18歳未満）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイジ サイ ミマン イリョウ タイオウ

										できる		4

										できない		14

										要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン		2

										Ｑ4		4.24時間、重症心身障害者（18歳以上）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイシャ サイ イジョウ イリョウ タイオウ				4.24時間、重症心身障害者（18歳以上）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイシャ サイ イジョウ イリョウ タイオウ

										できる		3

										できない		9

										要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン		8

										Ｑ5		5.重症心身障害児（者）のレスパイト入院に対応できますか ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ ニュウイン タイオウ				5.重症心身障害児（者）のレスパイト入院に対応できますか ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ ニュウイン タイオウ

										できる		5

										できない		10

										要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン		5

										Ｑ6		6.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する訪問リハビリテーションを提供していますか イリョウテキ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ホウモン テイキョウ				6.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する訪問リハビリテーションを提供していますか イリョウテキ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ホウモン テイキョウ

										提供している テイキョウ		1

										提供していない テイキョウ		17

										提供していないが対応は可能 テイキョウ タイオウ カノウ		1

										要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン		1

										Ｑ7		7.平成26年度において、以下における長期入院児（6ヶ月以上）の患者数は何名ですか（「原疾患」及び「長期入院理由」について、複数の理由がある場合は、主な理由を選んでください） ヘイセイ ネンド イカ チョウキ ニュウイン ジ ゲツイジョウ カンジャスウ ナンメイ ゲンシッカン オヨ チョウキ ニュウイン リユウ フクスウ リユウ バアイ オモ リユウ エラ				7.平成26年度において、以下における長期入院児（6ヶ月以上）の患者数は何名ですか（「原疾患」及び「長期入院理由」について、複数の理由がある場合は、主な理由を選んでください） ヘイセイ ネンド イカ チョウキ ニュウイン ジ ゲツイジョウ カンジャスウ ナンメイ ゲンシッカン オヨ チョウキ ニュウイン リユウ フクスウ リユウ バアイ オモ リユウ エラ

										Q8		8.重症心身障害児（者）に対する相談窓口はありますか ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ソウダン マドグチ

																1		ある		13

																2		ない		7

																														できる		できない		要相談 ヨウ ソウダン						できる		できない		要相談 ヨウ ソウダン						提供している テイキョウ		提供していない テイキョウ		提供していないが対応は可能 テイキョウ タイオウ カノウ		要相談 ヨウ ソウダン

																												予防接種 ヨボウ セッシュ		13		3		4				18歳未満 サイ ミマン		4		14		2						5		10		5		5

																												一次診療
（経過観察、栄養観察を含む） イチジ シンリョウ ケイカ カンサツ エイヨウ カンサツ フク		13		3		4				18歳以上 サイ イジョウ		3		9		8

																												経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ		9		7		4																提供している テイキョウ		5

																												経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ		8		8		4						できる		できない		要相談 ヨウ ソウダン						提供していない テイキョウ		10

																												中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ		7		8		5						5		10		5						提供していないが対応は可能 テイキョウ タイオウ カノウ		5

																												酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ		9		8		3						3		9		8						要相談 ヨウ ソウダン		5

																												気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ		8		8		4

																												人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ		8		9		3

																												尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ		7		8		5

																												人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ		7		8		5

																												褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ		7		6		7

																														できる		できない		要相談 ヨウ ソウダン

																												予防接種 ヨボウ セッシュ		0		19		1

																												経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ		0		20		0

																												経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ		0		20		0

																												中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ		0		20		0

																												酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ		0		20		0

																												気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ		0		20		0

																												人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ		0		20		0

																												尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ		0		20		0

																												人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ		0		20		0

																												褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ		0		20		0



																												24時間、重症心身障害児の医療に対応ができますか
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病院 (2)

		Ｑ１		1.医療ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する外来診療について、以下の医療行為に対応できますか。 イリョウ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ガイライ シンリョウ イカ イリョウ コウイ タイオウ						1.医療ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する外来診療について、以下の医療行為に対応できますか。 イリョウ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ガイライ シンリョウ イカ イリョウ コウイ タイオウ

				Ｑ1-1						Ｑ1-1		予防接種 ヨボウ セッシュ

				Ｑ1-2						Ｑ1-2		一次診療
（経過観察、栄養観察を含む） イチジ シンリョウ ケイカ カンサツ エイヨウ カンサツ フク

				Ｑ1-3						Ｑ1-3		経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ

				Ｑ1-4						Ｑ1-4		経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ

				Ｑ1-5						Ｑ1-5		中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ

				Ｑ1-6						Ｑ1-6		酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ

				Ｑ1-7						Ｑ1-7		気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ

				Ｑ1-8						Ｑ1-8		人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ

				Ｑ1-9						Ｑ1-9		尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ

				Ｑ1-10						Ｑ1-10		人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ

				Ｑ1-11						Ｑ1-11		褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ

		Ｑ２		2.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する往診及び訪問診療について、以下の医療行為に対応できますか イリョウテキ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ オウシン オヨ ホウモン シンリョウ イカ イリョウ コウイ タイオウ						2.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する往診及び訪問診療について、以下の医療行為に対応できますか イリョウテキ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ オウシン オヨ ホウモン シンリョウ イカ イリョウ コウイ タイオウ

				Ｑ2-1						Ｑ2-1		予防接種 ヨボウ セッシュ

				Ｑ2-2						Ｑ2-2		経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ

				Ｑ2-3						Ｑ2-3		経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ

				Ｑ2-4						Ｑ2-4		中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ

				Ｑ2-5						Ｑ2-5		酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ

				Ｑ2-6						Ｑ2-6		気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ

				Ｑ2-7						Ｑ2-7		人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ

				Ｑ2-8						Ｑ2-8		尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ

				Ｑ2-9						Ｑ2-9		人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ

				Ｑ2-10						Ｑ2-10		褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ

		Ｑ3		3.24時間、重症心身障害児（18歳未満）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイジ サイ ミマン イリョウ タイオウ						3.24時間、重症心身障害児（18歳未満）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイジ サイ ミマン イリョウ タイオウ

				Ｑ3-1						Ｑ3-1		できる

				Ｑ3-2						Ｑ3-2		できない

				Ｑ3-3						Ｑ3-3		要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン

		Ｑ4		4.24時間、重症心身障害者（18歳以上）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイシャ サイ イジョウ イリョウ タイオウ						4.24時間、重症心身障害者（18歳以上）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイシャ サイ イジョウ イリョウ タイオウ

				Ｑ4-1						Ｑ4-1		できる

				Ｑ4-2						Ｑ4-2		できない

				Ｑ4-3						Ｑ4-3		要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン

		Ｑ5		5.重症心身障害児（者）のレスパイト入院に対応できますか ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ ニュウイン タイオウ						5.重症心身障害児（者）のレスパイト入院に対応できますか ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ ニュウイン タイオウ

				Ｑ5-1						Ｑ5-1		できる

				Ｑ5-2						Ｑ5-2		できない

				Ｑ5-3						Ｑ5-3		要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン

		Ｑ6		6.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する訪問リハビリテーションを提供していますか イリョウテキ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ホウモン テイキョウ						6.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する訪問リハビリテーションを提供していますか イリョウテキ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ホウモン テイキョウ

				Ｑ6-1						Ｑ6-1		提供している テイキョウ

				Ｑ6-2						Ｑ6-2		提供していない テイキョウ

				Ｑ6-3						Ｑ6-3		提供していないが対応は可能 テイキョウ タイオウ カノウ

				Ｑ6-4						Ｑ6-4		要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン

		Ｑ7		7.平成26年度において、以下における長期入院児（6ヶ月以上）の患者数は何名ですか（「原疾患」及び「長期入院理由」について、複数の理由がある場合は、主な理由を選んでください） ヘイセイ ネンド イカ チョウキ ニュウイン ジ ゲツイジョウ カンジャスウ ナンメイ ゲンシッカン オヨ チョウキ ニュウイン リユウ フクスウ リユウ バアイ オモ リユウ エラ						7.平成26年度において、以下における長期入院児（6ヶ月以上）の患者数は何名ですか（「原疾患」及び「長期入院理由」について、複数の理由がある場合は、主な理由を選んでください） ヘイセイ ネンド イカ チョウキ ニュウイン ジ ゲツイジョウ カンジャスウ ナンメイ ゲンシッカン オヨ チョウキ ニュウイン リユウ フクスウ リユウ バアイ オモ リユウ エラ

				※個別シートにて対応 コベツ タイオウ						※個別シートにて対応 コベツ タイオウ

		Q8		8.重症心身障害児（者）に対する相談窓口はありますか ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ソウダン マドグチ

										1		ある

										2		ない

		Q9		9.重症心身障害児（者）の方に対する医療、在宅生活等についてお気づきのことなど、ご自由にお書きください。 ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ カタ タイ イリョウ ザイタク セイカツ ナド キ ジユウ カ

		承諾可否 ショウダク カヒ		診療所名 シンリョウジョ メイ		電話番号 デンワ バンゴウ		郵便番号 ユウビンバンゴウ		所在地 ショザイチ		Ｑ1.医療ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する外来診療について、以下の医療行為に対応できますか																						Ｑ２医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する往診及び訪問診療について、以下の医療行為に対応できますか																				Ｑ3		Ｑ4		Ｑ5		Q6		Ｑ7		8.重症心身障害児（者）に対する相談窓口はありますか										Q9

												予防接種 ヨボウ セッシュ		一次診療
（経過観察、栄養観察を含む） イチジ シンリョウ ケイカ カンサツ エイヨウ カンサツ フク		経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ		経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ		中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ		酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ		気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ		人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ		尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ		人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ		褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ		予防接種 ヨボウ セッシュ		経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ		経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ		中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ		酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ		気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ		人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ		尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ		人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ		褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ												有無 ウム		部署名・職名 ブショ メイ ショクメイ		ご担当者氏名 タントウシャ シメイ		連絡先TEL レンラクサキ		連絡先MAIL レンラクサキ

		否 イナ		野木病院		0280-57-1011		329-0101		下都賀郡野木町友沼5320-2		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		2

		否 イナ		今市病院		0288-22-2200		321-1261		日光市今市381		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		2

		否 イナ		黒須病院　		028-682-8811		329-1311		さくら市氏家2650		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		2		2		別紙参照 ベッシ サンショウ		1		病診連携室・社会福祉士 ビョウシンレンケイ シツ シャカイ フクシ シ		井上雅晶 イノウエ マサアキ		028-682-8811（代表）
028-681-5551（直通） ダイヒョウ チョクツウ		byo-renkei@kurosu-hospital.jp

		否 イナ		日光市民病院		0288-50-1188		321-1441		日光市清滝安良沢町1752-10		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		2										小児科常務医がいないため、小児科非常勤医師在院時のみ相談可能と考えます ショウニカ ジョウム イ ショウニカ ヒジョウキン イシ ザイイン ジ ソウダン カノウ カンガ

		否 イナ		国際医療福祉大学塩谷病院　		0287-44-1155		329-2145		矢板市富田77		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		2

		否 イナ		那須南病院		0287-84-3911		321-0621		栃木県那須烏山市中央3-2-13		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		2		2		なし		1		医療福祉相談医療連絡室 イリョウ フクシ ソウダン イリョウ レンラク シツ		原健二 ハラ ケンジ		0287-84-3911

		承諾 ショウダク		西方病院		0282-92-2323		322-0601		栃木県上都賀郡西方町金崎273-3		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		1		西方病院地域連携室 ニシカタ ビョウイン チイキ レンケイ シツ				0282-25-7310		nishikata-renkei@cc9.ne.jp

		承諾 ショウダク		新小山市民病院		0285-36-0200		323-0827		栃木県小山市神鳥谷2251-1 ３２３－０８２７		1		1		3		2		2		2		2		2		2		2		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		2		なし		1		医療相談室保健師 イリョウ ソウダンシツ ホケンシ		多賀谷邦子 タガヤ クニコ		0285-36-0256		soudan@hospital.oyama.tochigi.jp		重症心身障害児（者）の方々の外来診察は随時受け入れておりますが、特に障害児の入院についてはまだ十分に対応できる体制になっておりません。そのため、今回のガイドマップの内容で受け入れ可能な項目が少なく申し訳ありません。相談については、幅広く承っております。 ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ カタガタ ガイライ シンサツ ズイジ ウ イ トク ショウガイジ ニュウイン ジュウブン タイオウ タイセイ コンカイ ナイヨウ ウ イ カノウ コウモク スク モウ ワケ ソウダン ハバヒロ ウケタマワ

		承諾 ショウダク		小山厚生病院		0285-22-1105		323-0031		栃木県小山市八幡町2-10-6		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		2		なし		1		看護師長 カンゴシ チョウ		横家よね子 ヨコ イエ コ		0285-22-1105
0285-24-9890				在宅生活困難者につき当院では入院で対応させていただくことが多いです。 ザイタク セイカツ コンナン シャ トウイン ニュウイン タイオウ オオ

		承諾 ショウダク		石橋総合病院		0285-53-1134		329-0511		栃木県下野市石橋628		1		1		1		1		1		1		1		2		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		1		なし		1		地域医療連携部 チイキ イリョウ レンケイ ブ		（部長）岩崎さゆり ブチョウ イワサキ		0285-53-1134		ishibashi-renkei@yushikai.jp

		承諾 ショウダク		下都賀総合病院		0282-22-2551		328-0044		栃木県栃木市富士見町5-32		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		3		なし		1		医療福祉相談室 イリョウ フクシ ソウダンシツ		MSWが3人おります ニン		0282-22-2551

		承諾 ショウダク		とちの木病院		0282-22-7722		328-0071		栃木県栃木市大町39-5		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		2

		承諾 ショウダク		自治医科大学附属病院　		0285-44-2111		329-0498		下野市薬師寺3311-1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		2		3		2		別紙参照 ベッシ サンショウ		1		地域医療連携部（看護師） チイキ イリョウ レンケイ ブ カンゴシ		黒田　光恵 クロダ ミツエ		0285-44-2111		mazuek@jichi.ac.jp		在宅医療を充実させていただくうえで、往診医や地域の開業医の先生方との連携強化やスタッフの充実が望まれると思います。 ザイタク イリョウ ジュウジツ オウシン イ チイキ カイギョウイ センセイガタ レンケイ キョウカ ジュウジツ ノゾ オモ

		承諾 ショウダク		済生会宇都宮病院		028-626-5500		321-0974		宇都宮市竹林町911-1		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		2		別紙参照 ベッシ サンショウ		1		地域連携課 チイキ レンケイ カ		荻津　守 オギツ カミ		028-626-5500

		承諾 ショウダク		足利赤十字病院		0284-21-0121		326-0843		栃木県足利市五十部町284-1		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		3		1		2		別紙参照 ベッシ サンショウ		1		事務部医事課社会福祉士 ジム ブ イジ カ シャカイ フクシ シ		布施　麻由実 フセ マユミ		0284-20-1307				医療依存度の高い患者様が自宅へ退院する場合、利用できる社会資源が限られており、デイサービスやリハビリテーション、ショートステイなどのサービスを本人、ご家族様のニーズに合わせて利用していただくことが困難なケースが多々あります。（例：家族としては週２回以上リハビリに本人を通わせたいと考えているが、リハビリテーション事業所としては利用者数も多いため、週1回の対応が限度と考えている場合など）今回のアンケート調査を機に、各地域の社会資源の情報を整理し、なるべくニーズに合わせて、多くの方に適切にサービスを利用していただける環境を構築できればと思っております。よろしくお願いいたします。 イリョウ イゾンド タカ カンジャサマ ジタク タイイン バアイ リヨウ シャカイ シゲン カギ ホンニン カゾク サマ ア リヨウ コンナン タタ レイ カゾク シュウ カイイジョウ ホンニン カヨ カンガ ジギョウショ リヨウシャ スウ オオ シュウ カイ タイオウ ゲンド カンガ バアイ コンカイ チョウサ キ カクチイキ シャカイ シゲン ジョウホウ セイリ ア オオ カタ テキセツ リヨウ カンキョウ コウチク オモ ネガ

		承諾 ショウダク		獨協医科大学病院		0282-86-1111		321-0293		下都賀郡壬生町大字北小林880		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		3		2		別紙参照 ベッシ サンショウ		1		地域医療連携センター医療福祉相談室 チイキ イリョウ レンケイ イリョウ フクシ ソウダンシツ				0282-87-2185

		承諾 ショウダク		あしかがの森足利病院		0284-91-0611		326-0011		足利市大沼田町615		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		1		2		別紙参照 ベッシ サンショウ		1		メディカルソーシャルワーカー		福地　哲郎 フクチ テツロウ		0284-91-0611		soudan@hshikagu-hospital.or.jp

		承諾 ショウダク		JCHO　うつのみや病院		028-653-1001		321-0143		宇都宮市南高砂町11-17		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		2

		承諾 ショウダク		菅又病院　		028-676-0311		329-1207		塩谷郡高根沢町花岡2351		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		2										要相談の診療項目につきましては、病院にお電話で問い合わせていただければ対応いたします。小児科の入院対応はしておりません。外来診察につきましては、急性期の管理は困難であることもありますが、状態が安定している場合には相談いただければ可能な限り対応いたします。 ヨウ ソウダン シンリョウ コウモク ビョウイン デンワ ト ア タイオウ ショウニカ ニュウイン タイオウ ガイライ シンサツ キュウセイキ カンリ コンナン ジョウタイ アンテイ バアイ ソウダン カノウ カギ タイオウ

		承諾 ショウダク		那須赤十字病院		0287-23-1122		324-8686		栃木県大田原市中田原1081-4		1		1		3		3		3		1		3		1		3		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		1		4		なし		1		地域医療福祉連携課福祉係長 チイキ イリョウ フクシ レンケイ カ フクシ カカリチョウ		野中美希 ノナカ ミキ		0287-23-1122		renkeika@nasu.jrc.or.jp



												Ｑ1.医療ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する外来診療について、以下の医療行為に対応できますか

												予防接種 ヨボウ セッシュ		一次診療
（経過観察、栄養観察を含む） イチジ シンリョウ ケイカ カンサツ エイヨウ カンサツ フク		経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ		経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ		中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ		酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ		気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ		人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ		尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ		人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ		褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ

										できる		13		13		9		8		7		9		8		8		7		7		7

										できない		3		3		7		8		8		8		8		9		8		8		6

										要相談 ヨウ ソウダン		4		4		4		4		5		3		4		3		5		5		7



												Ｑ２医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する往診及び訪問診療について、以下の医療行為に対応できますか

												予防接種 ヨボウ セッシュ		経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ		経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ		中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ		酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ		気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ		人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ		尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ		人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ		褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ

										できる		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

										できない		19		20		20		20		20		20		20		20		20		20

										要相談 ヨウ ソウダン		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0

										Ｑ3		3.24時間、重症心身障害児（18歳未満）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイジ サイ ミマン イリョウ タイオウ				3.24時間、重症心身障害児（18歳未満）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイジ サイ ミマン イリョウ タイオウ

										できる		4

										できない		14

										要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン		2

										Ｑ4		4.24時間、重症心身障害者（18歳以上）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイシャ サイ イジョウ イリョウ タイオウ				4.24時間、重症心身障害者（18歳以上）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイシャ サイ イジョウ イリョウ タイオウ

										できる		3

										できない		9

										要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン		8

										Ｑ5		5.重症心身障害児（者）のレスパイト入院に対応できますか ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ ニュウイン タイオウ				5.重症心身障害児（者）のレスパイト入院に対応できますか ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ ニュウイン タイオウ

										できる		5

										できない		10

										要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン		5

										Ｑ6		6.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する訪問リハビリテーションを提供していますか イリョウテキ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ホウモン テイキョウ				6.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する訪問リハビリテーションを提供していますか イリョウテキ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ホウモン テイキョウ

										提供している テイキョウ		1

										提供していない テイキョウ		17

										提供していないが対応は可能 テイキョウ タイオウ カノウ		1

										要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン		1

										Ｑ7		7.平成26年度において、以下における長期入院児（6ヶ月以上）の患者数は何名ですか（「原疾患」及び「長期入院理由」について、複数の理由がある場合は、主な理由を選んでください） ヘイセイ ネンド イカ チョウキ ニュウイン ジ ゲツイジョウ カンジャスウ ナンメイ ゲンシッカン オヨ チョウキ ニュウイン リユウ フクスウ リユウ バアイ オモ リユウ エラ				7.平成26年度において、以下における長期入院児（6ヶ月以上）の患者数は何名ですか（「原疾患」及び「長期入院理由」について、複数の理由がある場合は、主な理由を選んでください） ヘイセイ ネンド イカ チョウキ ニュウイン ジ ゲツイジョウ カンジャスウ ナンメイ ゲンシッカン オヨ チョウキ ニュウイン リユウ フクスウ リユウ バアイ オモ リユウ エラ

										Q8		8.重症心身障害児（者）に対する相談窓口はありますか ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ソウダン マドグチ

																1		ある		13

																2		ない		7
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Ｑ7統計



				乳児～2歳 ニュウジ サイ		3歳～6歳 サイ サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13歳～17歳 サイ サイ		18歳以上 サイイジョウ

		気管切開人工呼吸患者 キカン セッカイ ジンコウ コキュウ カンジャ		11		4		8		5		12

		非気管切開人工呼吸患者（NPPV) ヒ キカン セッカイ ジンコウ コキュウ カンジャ		2		0		0		0		1

		気管切開患者 キカン セッカイ カンジャ		2		3		2		0		14

		その他 タ		4		2		2		0		1



		入院期間 ニュウイン キカン		NICU及びGCU オヨ		PICU		その他小児病棟 タ ショウニ ビョウトウ

		6ヶ月以上1年未満 ゲツイジョウ ネン ミマン		9		0		11

		1年以上2年未満 ネンイジョウ ネン ミマン		1		0		10

		2年以上 ネンイジョウ		4		0		154

		原疾患 ゲンシッカン		NICU及びGCU オヨ		PICU		その他小児病棟 タ ショウニ ビョウトウ

		新生児仮死 シンセイジ カシ		2		0		38

		仮死以外の神経、筋疾患 カシ イガイ シンケイ キン シッカン		3		0		48

		事故 ジコ		0		0		4

		先天異常症候群 センテン イジョウ ショウコウグン		11		0		22

		慢性肺疾患、気道病変 マンセイ ハイ シッカン キドウ ビョウヘン		1		0		0

		低出生体重児 テイ シュッセイ タイジュウ ジ		5		0		7

		社会的事情 シャカイテキ ジジョウ		0		0		2

		その他 タ		2		0		44

		長期入院理由 チョウキ ニュウイン リユウ		NICU及びGCU オヨ		PICU		その他小児病棟 タ ショウニ ビョウトウ

		病状が不安定 ビョウジョウ フアンテイ		6		0		30

		療育施設入所待ち リョウイク シセツ ニュウショ マ		0		0		18

		中間施設受入体制の不備 チュウカン シセツ ウケイレ タイセイ フビ		0		0		0

		地域サポートの不備 チイキ フビ		0		0		0

		病院の在宅医療フォロー体制不備 ビョウイン ザイタク イリョウ タイセイ フビ		0		0		0

		家族の受入困難 カゾク ウケイレ コンナン		4		0		127

		家庭環境、経済的理由 カテイ カンキョウ ケイザイテキ リユウ		1		0		5

		在宅準備中 ザイタク ジュンビチュウ		3		0		4

		その他 タ		0		0		1





黒須病院

				乳児～2歳 ニュウジ サイ		3歳～6歳 サイ サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13歳～17歳 サイ サイ		18歳以上 サイイジョウ

		気管切開人工呼吸患者 キカン セッカイ ジンコウ コキュウ カンジャ										1

		非気管切開人工呼吸患者（NPPV) ヒ キカン セッカイ ジンコウ コキュウ カンジャ										0

		気管切開患者 キカン セッカイ カンジャ										3

		その他 タ



		入院期間 ニュウイン キカン		NICU及びGCU オヨ		PICU		その他小児病棟 タ ショウニ ビョウトウ

		6ヶ月以上1年未満 ゲツイジョウ ネン ミマン

		1年以上2年未満 ネンイジョウ ネン ミマン

		2年以上 ネンイジョウ

		原疾患 ゲンシッカン

		新生児仮死 シンセイジ カシ

		仮死以外の神経、筋疾患 カシ イガイ シンケイ キン シッカン

		事故（溺水、交通事故、転落等） ジコ デキスイ コウツウ ジコ テンラク ナド

		先天異常症候群（染色体異常、欠乏奇形症候群、欠乏性代謝異常など） センテン イジョウ ショウコウグン センショクタイ イジョウ ケツボウ キケイ ショウコウグン ケツボウ セイ タイシャ イジョウ

		慢性肺疾患、気道病変 マンセイ ハイ シッカン キドウ ビョウヘン

		低出生体重児 テイ シュッセイ タイジュウ ジ

		社会的事情 シャカイテキ ジジョウ

		その他 タ

		長期入院理由 チョウキ ニュウイン リユウ

		病状が不安定 ビョウジョウ フアンテイ

		療育施設入所待ち リョウイク シセツ ニュウショ マ

		中間施設受入体制の不備 チュウカン シセツ ウケイレ タイセイ フビ

		地域サポートの不備 チイキ フビ

		病院の在宅医療フォロー体制不備 ビョウイン ザイタク イリョウ タイセイ フビ

		家族の受入困難 カゾク ウケイレ コンナン

		家庭環境、経済的理由 カテイ カンキョウ ケイザイテキ リユウ

		在宅準備中 ザイタク ジュンビチュウ

		その他 タ





自治医科大学附属病院

				乳児～2歳 ニュウジ サイ		3歳～6歳 サイ サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13歳～17歳 サイ サイ		18歳以上 サイイジョウ

		気管切開人工呼吸患者 キカン セッカイ ジンコウ コキュウ カンジャ		1

		非気管切開人工呼吸患者（NPPV) ヒ キカン セッカイ ジンコウ コキュウ カンジャ		1

		気管切開患者 キカン セッカイ カンジャ						1				1

		その他 タ		2		1



		入院期間 ニュウイン キカン		NICU及びGCU オヨ		PICU		その他小児病棟 タ ショウニ ビョウトウ

		6ヶ月以上1年未満 ゲツイジョウ ネン ミマン						4

		1年以上2年未満 ネンイジョウ ネン ミマン						2

		2年以上 ネンイジョウ						1

		原疾患 ゲンシッカン

		新生児仮死 シンセイジ カシ

		仮死以外の神経、筋疾患 カシ イガイ シンケイ キン シッカン						3

		事故（溺水、交通事故、転落等） ジコ デキスイ コウツウ ジコ テンラク ナド

		先天異常症候群（染色体異常、欠乏奇形症候群、欠乏性代謝異常など） センテン イジョウ ショウコウグン センショクタイ イジョウ ケツボウ キケイ ショウコウグン ケツボウ セイ タイシャ イジョウ						3

		慢性肺疾患、気道病変 マンセイ ハイ シッカン キドウ ビョウヘン

		低出生体重児 テイ シュッセイ タイジュウ ジ						1

		社会的事情 シャカイテキ ジジョウ

		その他 タ

		長期入院理由 チョウキ ニュウイン リユウ

		病状が不安定 ビョウジョウ フアンテイ						5

		療育施設入所待ち リョウイク シセツ ニュウショ マ						0

		中間施設受入体制の不備 チュウカン シセツ ウケイレ タイセイ フビ						0

		地域サポートの不備 チイキ フビ						0

		病院の在宅医療フォロー体制不備 ビョウイン ザイタク イリョウ タイセイ フビ						0

		家族の受入困難 カゾク ウケイレ コンナン						1

		家庭環境、経済的理由 カテイ カンキョウ ケイザイテキ リユウ						0

		在宅準備中 ザイタク ジュンビチュウ						1

		その他 タ						0





済生会宇都宮病院

				乳児～2歳 ニュウジ サイ		3歳～6歳 サイ サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13歳～17歳 サイ サイ		18歳以上 サイイジョウ

		気管切開人工呼吸患者 キカン セッカイ ジンコウ コキュウ カンジャ						1				2

		非気管切開人工呼吸患者（NPPV) ヒ キカン セッカイ ジンコウ コキュウ カンジャ

		気管切開患者 キカン セッカイ カンジャ

		その他 タ										1



		入院期間 ニュウイン キカン		NICU及びGCU オヨ		PICU		その他小児病棟 タ ショウニ ビョウトウ

		6ヶ月以上1年未満 ゲツイジョウ ネン ミマン						1

		1年以上2年未満 ネンイジョウ ネン ミマン

		2年以上 ネンイジョウ						3

		原疾患 ゲンシッカン

		新生児仮死 シンセイジ カシ						1

		仮死以外の神経、筋疾患 カシ イガイ シンケイ キン シッカン

		事故（溺水、交通事故、転落等） ジコ デキスイ コウツウ ジコ テンラク ナド

		先天異常症候群（染色体異常、欠乏奇形症候群、欠乏性代謝異常など） センテン イジョウ ショウコウグン センショクタイ イジョウ ケツボウ キケイ ショウコウグン ケツボウ セイ タイシャ イジョウ

		慢性肺疾患、気道病変 マンセイ ハイ シッカン キドウ ビョウヘン

		低出生体重児 テイ シュッセイ タイジュウ ジ

		社会的事情 シャカイテキ ジジョウ

		その他 タ						3

		長期入院理由 チョウキ ニュウイン リユウ

		病状が不安定 ビョウジョウ フアンテイ

		療育施設入所待ち リョウイク シセツ ニュウショ マ						3

		中間施設受入体制の不備 チュウカン シセツ ウケイレ タイセイ フビ

		地域サポートの不備 チイキ フビ

		病院の在宅医療フォロー体制不備 ビョウイン ザイタク イリョウ タイセイ フビ

		家族の受入困難 カゾク ウケイレ コンナン

		家庭環境、経済的理由 カテイ カンキョウ ケイザイテキ リユウ

		在宅準備中 ザイタク ジュンビチュウ

		その他 タ						1





足利赤十字病院

				乳児～2歳 ニュウジ サイ		3歳～6歳 サイ サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13歳～17歳 サイ サイ		18歳以上 サイイジョウ

		気管切開人工呼吸患者 キカン セッカイ ジンコウ コキュウ カンジャ

		非気管切開人工呼吸患者（NPPV) ヒ キカン セッカイ ジンコウ コキュウ カンジャ		1

		気管切開患者 キカン セッカイ カンジャ

		その他 タ



		入院期間 ニュウイン キカン		NICU及びGCU オヨ		PICU		その他小児病棟 タ ショウニ ビョウトウ

		6ヶ月以上1年未満 ゲツイジョウ ネン ミマン						1

		1年以上2年未満 ネンイジョウ ネン ミマン

		2年以上 ネンイジョウ

		原疾患 ゲンシッカン

		新生児仮死 シンセイジ カシ

		仮死以外の神経、筋疾患 カシ イガイ シンケイ キン シッカン

		事故（溺水、交通事故、転落等） ジコ デキスイ コウツウ ジコ テンラク ナド

		先天異常症候群（染色体異常、欠乏奇形症候群、欠乏性代謝異常など） センテン イジョウ ショウコウグン センショクタイ イジョウ ケツボウ キケイ ショウコウグン ケツボウ セイ タイシャ イジョウ

		慢性肺疾患、気道病変 マンセイ ハイ シッカン キドウ ビョウヘン

		低出生体重児 テイ シュッセイ タイジュウ ジ

		社会的事情 シャカイテキ ジジョウ

		その他 タ						1

		長期入院理由 チョウキ ニュウイン リユウ

		病状が不安定 ビョウジョウ フアンテイ

		療育施設入所待ち リョウイク シセツ ニュウショ マ

		中間施設受入体制の不備 チュウカン シセツ ウケイレ タイセイ フビ

		地域サポートの不備 チイキ フビ

		病院の在宅医療フォロー体制不備 ビョウイン ザイタク イリョウ タイセイ フビ

		家族の受入困難 カゾク ウケイレ コンナン

		家庭環境、経済的理由 カテイ カンキョウ ケイザイテキ リユウ						1

		在宅準備中 ザイタク ジュンビチュウ

		その他 タ





獨協医科大学病院

				乳児～2歳 ニュウジ サイ		3歳～6歳 サイ サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13歳～17歳 サイ サイ		18歳以上 サイイジョウ

		気管切開人工呼吸患者 キカン セッカイ ジンコウ コキュウ カンジャ		10		1		3

		非気管切開人工呼吸患者（NPPV) ヒ キカン セッカイ ジンコウ コキュウ カンジャ

		気管切開患者 キカン セッカイ カンジャ		2

		その他 タ		2				1



		入院期間 ニュウイン キカン		NICU及びGCU オヨ		PICU		その他小児病棟 タ ショウニ ビョウトウ

		6ヶ月以上1年未満 ゲツイジョウ ネン ミマン		9				4

		1年以上2年未満 ネンイジョウ ネン ミマン						2

		2年以上 ネンイジョウ						4

		原疾患 ゲンシッカン

		新生児仮死 シンセイジ カシ

		仮死以外の神経、筋疾患 カシ イガイ シンケイ キン シッカン		2

		事故（溺水、交通事故、転落等） ジコ デキスイ コウツウ ジコ テンラク ナド

		先天異常症候群（染色体異常、欠乏奇形症候群、欠乏性代謝異常など） センテン イジョウ ショウコウグン センショクタイ イジョウ ケツボウ キケイ ショウコウグン ケツボウ セイ タイシャ イジョウ		10

		慢性肺疾患、気道病変 マンセイ ハイ シッカン キドウ ビョウヘン

		低出生体重児 テイ シュッセイ タイジュウ ジ		5

		社会的事情 シャカイテキ ジジョウ

		その他 タ		2

		長期入院理由 チョウキ ニュウイン リユウ

		病状が不安定 ビョウジョウ フアンテイ		6				2

		療育施設入所待ち リョウイク シセツ ニュウショ マ						15

		中間施設受入体制の不備 チュウカン シセツ ウケイレ タイセイ フビ

		地域サポートの不備 チイキ フビ

		病院の在宅医療フォロー体制不備 ビョウイン ザイタク イリョウ タイセイ フビ

		家族の受入困難 カゾク ウケイレ コンナン

		家庭環境、経済的理由 カテイ カンキョウ ケイザイテキ リユウ		1

		在宅準備中 ザイタク ジュンビチュウ		2				3

		その他 タ





あしかがの森足利病院

				乳児～2歳 ニュウジ サイ		3歳～6歳 サイ サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13歳～17歳 サイ サイ		18歳以上 サイイジョウ

		気管切開人工呼吸患者 キカン セッカイ ジンコウ コキュウ カンジャ				3		4		5		9

		非気管切開人工呼吸患者（NPPV) ヒ キカン セッカイ ジンコウ コキュウ カンジャ										1

		気管切開患者 キカン セッカイ カンジャ				3		1				10

		その他 タ				1		1



		入院期間 ニュウイン キカン		NICU及びGCU オヨ		PICU		その他小児病棟 タ ショウニ ビョウトウ

		6ヶ月以上1年未満 ゲツイジョウ ネン ミマン						1

		1年以上2年未満 ネンイジョウ ネン ミマン		1				6

		2年以上 ネンイジョウ		4				146

		原疾患 ゲンシッカン

		新生児仮死 シンセイジ カシ		2				37

		仮死以外の神経、筋疾患 カシ イガイ シンケイ キン シッカン		1				45

		事故（溺水、交通事故、転落等） ジコ デキスイ コウツウ ジコ テンラク ナド						4

		先天異常症候群（染色体異常、欠乏奇形症候群、欠乏性代謝異常など） センテン イジョウ ショウコウグン センショクタイ イジョウ ケツボウ キケイ ショウコウグン ケツボウ セイ タイシャ イジョウ		1				19

		慢性肺疾患、気道病変 マンセイ ハイ シッカン キドウ ビョウヘン		1

		低出生体重児 テイ シュッセイ タイジュウ ジ						6

		社会的事情 シャカイテキ ジジョウ						2

		その他 タ						40

		長期入院理由 チョウキ ニュウイン リユウ

		病状が不安定 ビョウジョウ フアンテイ						23

		療育施設入所待ち リョウイク シセツ ニュウショ マ

		中間施設受入体制の不備 チュウカン シセツ ウケイレ タイセイ フビ

		地域サポートの不備 チイキ フビ

		病院の在宅医療フォロー体制不備 ビョウイン ザイタク イリョウ タイセイ フビ

		家族の受入困難 カゾク ウケイレ コンナン		4				126

		家庭環境、経済的理由 カテイ カンキョウ ケイザイテキ リユウ						4

		在宅準備中 ザイタク ジュンビチュウ		1

		その他 タ





管理

		1/15/16		09:30～11:30		120

		1/16/16		19:30～22:00		150

		1/19/16		16:20～17：30		70

		1/28/16		17：30～18:30		60

				22:30～23：30		60

				11：30～13:30		120

		1/30/16		12:00～14：30		150

		1/31/16		15：30～17：45		135

		2/1/16		16：00～18：00		120

		2/1/16		23：30～0：40		70
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乳児～2歳 3歳～6歳 7歳～12歳 13歳～17歳 18歳以上

気管切開人工呼吸患者 11 4 8 5 12
非気管切開人工呼吸患者（NPPV) 2 0 0 0 1
気管切開患者 2 3 2 0 14
その他 4 2 2 0 1

7.平成26年度において、以下の長期入院児（6ヶ月以上）の患者数は何名ですか
（「原疾患」及び「長期入院理由」について、複数の理由がある場合は、主な理由を選んでください
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6ヶ月以上1年未満 9 0 11
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Ⅰ．病院


相談支援事業所一覧表

		市区郡 シク グン		事業所名 ジギョウショ メイ		電話番号 デンワ バンゴウ		FAX番号 バンゴウ		郵便番号 ユウビンバンゴウ		所在地 ショザイチ		訪問可能な主な市町村 ホウモン カノウ オモ シチョウソン

		足利市 アシカガシ		特定相談支援センターはじめ		0284-22-4561		0284-22-4562		326-0143		足利市葉鹿町735-1		足利市 アシカガシ

		足利市 アシカガシ		足利障害者相談支援センター		0284-44-0307		0284-44-0318		326-0064		足利市東砂原後町1072		足利市、佐野市 アシカガシ サノシ

		足利市 アシカガシ		足利ケアサービス		0284-21-7630		0284-21-3109		326-0843		足利市五十部町809-3		足利市、佐野市、太田市 アシカガシ サノシ オオタシ

		足利市 アシカガシ		障害者相談支援センターフォレスト		0284-91-1816		0284-91-2867		326-0011		足利市大沼田町615		足利市及び近隣市町村 アシカガシ オヨ キンリン シチョウソン

		足利市 アシカガシ		相談支援事業所こころみ		0284-41-5039		0284-43-2665		326-0061		足利市田島町611-2

		宇都宮市 ウツノミヤシ		相談支援事業所ポンテ		028-652-7288		028-652-6355		321-0341		宇都宮市古賀志町1964-12		宇都宮、鹿沼、日光、壬生 ウツノミヤ カヌマ ニッコウ ミブ

		宇都宮市 ウツノミヤシ		うつのみや		028-632-6074		028-632-6075		320-0861		宇都宮市西2-1-7		宇都宮市 ウツノミヤシ

		宇都宮市 ウツノミヤシ		サポートセンターきりん		028-612-3838		028-678-3257		321-0905		宇都宮市平出工業団地43-100 ウツノミヤシ ヒライデコウギョウダンチ		宇都宮市 ウツノミヤシ

		宇都宮市 ウツノミヤシ		サポートセンターとみや生活支援センター		028-665-8230		028-665-8230		321-2116		宇都宮市徳次郎町540		宇都宮市 ウツノミヤシ

		宇都宮市 ウツノミヤシ		サポートセンターひばり		028-670-0330		028-667-7315		321-3236		宇都宮市竹下町435-159		宇都宮市 ウツノミヤシ

		宇都宮市 ウツノミヤシ		相談支援センターネクスト		080-8854-9551		028-612-7174		320-0034		宇都宮市泉町6-25		宇都宮市 ウツノミヤシ

		宇都宮市 ウツノミヤシ		特定相談支援事業所やすらぎ		028-650-7727		028-650-7728		320-0011		宇都宮市富士見が丘3－19－20		宇都宮市 ウツノミヤシ

		宇都宮市 ウツノミヤシ		障がい者生活支援センターこぶし		028-680-5746		028-688-0214		321-0126		宇都宮市茂原町837-1		宇都宮市、上三川町 ウツノミヤシ カミノカワマチ

		大田原市 オオタワラシ		相談支援事業所つばさ		0287-53-7393		0287-53-7394		324-0044		大田原市親園824-1		大田原市、那須塩原市、那須烏山市、矢板市、さくら市、那須町、塩谷町、高根沢町 オオタワラシ ナスシオバラシ ナスカラスヤマシ ヤイタシ シ ナスマチ シオ タニ マチ タカネザワマチ

		大田原市 オオタワラシ		相談支援事業所とまり木		0287-54-2854		0287-54-2230		324-0231		大田原市北野上3952		大田原市、那須塩原市、那須町 オオタワラシ ナスシオバラシ ナスマチ

		小山市 オヤマシ		相談支援事業所わくわくおやま		0285-24-6575		0285-20-0255		323-0022		小山市駅東通り3-9-6		小山市 オヤマシ

		小山市 オヤマシ		友井タクシー介護ステーションふれあい		0285-30-0840		0285-30-0844		323-0025		小山市城山町2丁目12-25		小山市 オヤマシ

		小山市 オヤマシ		相談支援事業所おやま		0285-22-1833		0285-22-8946		323-0014		小山市喜沢660		小山市、下野市 オヤマシ シモノ シ

		小山市 オヤマシ		社会就労センターえいぶるの里 シャカイ シュウロウ サト		0285-22-4561		0285-22-4581		323-0003		小山市東島田2403-2		小山市、下野市、上三川町、野木町、結城市、古河市、筑西市 オヤマシ シモノ シ カミノカワマチ ノギマチ ユウキシ コガシ ツク ニシ シ

		小山市 オヤマシ		はつらつサロン南天相談支援事業所		0285-22-4659		0285-38-6529		323-0027		小山市花垣町2-3-19		小山市、栃木市 オヤマシ トチギシ

		小山市 オヤマシ		相談支援事業所みどり		0285-45-8362		0285-45-8397		329-0214		小山市乙女786-1		小山市、栃木市、古河市、結城市 オヤマシ トチギシ コガシ ユウキシ

		上三川町 カミノカワマチ		上三川障がい児・者生活相談支援センター		0285-38-6854		0285-38-6841		329-0611		上三川町上三川5082-15		上三川町 カミノカワマチ

		さくら市 シ		障がい者支援センターにんべん		028-686-2539		028-686-2584		329-1417		さくら市フィオーレ喜連川5-2-1　フィオーレガーデン1-102		さくら市 シ

		佐野市 サノシ		社会福祉法人とちのみ会　こなかの森 シャカイ フクシ ホウジン カイ モリ		0283-24-5757		0283-24-6294		327-0001		佐野市小中町1280		佐野市、足利市 サノシ アシカガシ

		佐野市 サノシ		さの社協相談支援センターほっぷ		0283-22-8152		0283-22-8199		327-0003		佐野市大橋町3212-27		佐野市全域 サノシ ゼンイキ

		下野市 シモノ シ		南栃木支援センター相談支援		0285-44-6118		0285-44-7215		329-0412		下野市柴1432-105		下野市、小山市、壬生町 シモノ シ オヤマシ ミブマチ

		下野市 シモノ シ		下野市相談支援事業所 こばと		0285-44-6783		0285-44-6783		329-0414		下野市小金井1146-6		下野市、上三川町 シモノ シ カミノカワマチ

		高根沢町 タカネザワマチ		高根沢町障害児者生活支援センターすまいる タカネザワマチ		028-612-2751		028-612-2752		329-1225		塩谷郡高根沢町石末1825　福祉センター内 シオヤグン タカネザワマチ イシヅエ フクシ ナイ		高根沢町 タカネザワマチ

		高根沢町 タカネザワマチ		障害者相談支援センターいぶき		028-678-3502		028-676-3501		329-1216		塩谷郡高根沢町桑窪2266-2		高根沢町 タカネザワマチ

		栃木市 トチギシ		相談支援事業所わらしべの家		0282-27-1627		0282-27-1675		328-0011		栃木市大宮町2708-3		栃木市 トチギシ

		栃木市 トチギシ		相談支援センターぴあん ソウダン シエン		0282-31-1755		0282-31-2919		328-0067		栃木市皆川城内町333-2		栃木市、小山市 トチギシ オヤマシ

		栃木市 トチギシ		相談支援事業所「ピュア」		0282-31-3911		0282-31-3912		328-0133		栃木市大森町465		栃木市、鹿沼市、佐野市、小山市、壬生町 トチギシ カヌマシ サノシ オヤマシ ミブマチ

		栃木市 トチギシ		相談支援ウエイブ		0282-23-4465		0282-23-4465		328-0012		栃木市平柳町1-2-7		栃木市、壬生町 トチギシ ミブマチ

		栃木市 トチギシ		もくせいの里		0282-43-0593		0282-43-1387		329-4405		栃木市大平町西山田1198		栃木市内 トチギシナイ

		那須町 ナスマチ		障がい者相談支援事業所ケアサプライ		0287-73-5312		0287-73-5311		329-3221		那須郡那須町漆塚762-102 ナスグン ナスマチ ウルシツカ		白河市、那須町、那須塩原市、大田原市 シラカワシ ナスマチ ナスシオバラシ オオタワラシ

		那須塩原市 ナスシオバラ シ		相談支援事業所テトテ		0287-36-7171		0287-36-7181		329-2732		那須塩原市一区町251-1		那須塩原市（大田原、矢板、那須町、那珂川町、烏山） ナスシオバラ シ オオタワラ ヤイタ ナスマチ ナカガワマチ カラスヤマ

		那須塩原市 ナスシオバラ シ		相談支援事業のぞみ		0287-65-2288		0287-65-2282		329-3152		那須塩原市上中野53		那須塩原市、大田原市、那須町 ナスシオバラ シ オオタワラシ ナスマチ

		那須塩原市 ナスシオバラ シ		相談支援事業所　空		0287-73-8165		0287-73-8165		329-3157		那須塩原市大原間西1-19-9		那須塩原市、大田原市、那須町 ナスシオバラ シ オオタワラシ ナスマチ

		那須塩原市 ナスシオバラ シ		指定特定相談支援事業所あじさい		0287-60-3361		0287-60-3362		325-0034		那須塩原市東原166		那須塩原市、那須町 ナスシオバラ シ ナスマチ

		野木町 ノギマチ		さわやか相談支援センター		0280-57-4884		0280-57-4994		329-0112		野木町南赤塚1145-1		小山市、野木町、古河市、栃木市 オヤマシ ノギマチ コガシ トチギシ

		芳賀郡 ハガ グン		相談支援センター光輝舎		0285-70-2020		0285-72-8222		321-4105		芳賀郡益子町北中1113-1		芳賀郡、真岡市等 ハガ グン モオカシ ナド

		芳賀郡 ハガ グン		相談支援センターみさと		0285-72-9767				321-4104		芳賀郡益子町大沢2800-5		芳賀郡内（真岡市、益子町、市貝町、芳賀町、茂木町） ハガ グンナイ モオカシ マシコ チョウ イチ ガイ マチ ハガマチ モギマチ

		真岡市 モオカシ		相談支援センターのどか　真岡センター		0285-81-5890		0285-85-8452		321-4305		真岡市荒町111-1		真岡市、芳賀町、市貝町、益子町、茂木町 モオカシ ハガマチ イチガイ マチ マシコ チョウ モギ マチ

		真岡市 モオカシ		真岡介護センター		0285-80-5200		0285-80-5211		321-4361		真岡市並木町1-8-1　シティ並木102 ナミキ		真岡市、芳賀町南部、市貝町南部、益子町西部、上三川東部 モオカシ ハガマチ ナンブ イチ ガイ チョウ ナンブ マシコ チョウ セイブ カミノカワ トウブ

		壬生町 ミブマチ		指定障害者相談支援事業所あるしぇん		0282-86-7665		0282-21-7109		321-0201		下都賀郡壬生町安塚2032 シモツガグン ミブマチ ヤスヅカ		壬生町 ミブマチ





訪問看護事業所一覧表

		市区郡 シク グン		事業所名 ジギョウショ メイ		電話番号 デンワ バンゴウ		FAX番号 バンゴウ		郵便番号 ユウビンバンゴウ		所在地 ショザイチ		訪問可能な主な市町村 ホウモン カノウ オモ シチョウソン

		足利市 アシカガシ		あおい訪問看護ステーション		0284-73-9456		0284-72-7600		326-0831		足利市堀込町2556 セレッソ・コート1階		足利市とその周辺（佐野市、館林市、巴楽町、太田市、桐生市） アシカガシ シュウヘン サノシ タテバヤシシ トモエ ラク マチ オオタシ キリュウシ				足利市 アシカガシ		2

		足利市 アシカガシ		ライフ訪問看護リハビリテーション		0284-64-8799		0284-64-8335		326-0831		足利市堀込町2656-7　ASKビル301号		足利市、佐野市、館林市、邑楽郡、太田市、桐生市 アシカガシ サノシ タテバヤシシ オウラ グン オオタシ キリュウシ				宇都宮市 ウツノミヤシ		7

		宇都宮市 ウツノミヤシ		ＷＡＤＥＷＡＤＥ訪問看護ステーション		028-666-5420		028-666-5460		321-0923		宇都宮市下栗町2913-1 ウツノミヤシ シモグリマチ		宇都宮市、上三川町、 ウツノミヤシ カミノカワマチ				大田原市 オオタワラシ		4

		宇都宮市 ウツノミヤシ		訪問看護ステーションここあ		028-600-3735		028-600-3736		321-2116		宇都宮市徳次郎町998-9 ウツノミヤシ トクジロウマチ		宇都宮市、日光市、 ウツノミヤシ ニッコウシ				小山市 オヤマシ		3

		宇都宮市 ウツノミヤシ		訪問看護ステーションうつのみや		028-612-6103		028-612-6104		320-0852		宇都宮市下砥上町字並塚643番地1		宇都宮市、壬生町 ウツノミヤシ ミブマチ				鹿沼市 カヌマシ		1

		宇都宮市 ウツノミヤシ		訪問看護ステーションあるく		028-643-5586		028-678-8796		320-0036		宇都宮市小幡2-6-14 		宇都宮市 ウツノミヤシ				さくら市 シ		1

		宇都宮市 ウツノミヤシ		訪問看護ステーション風		028-612-1333		028-612-1384		321-0117		宇都宮市城南3丁目5-6		宇都宮、鹿沼、下野、壬生 ウツノミヤ カヌマ シモノ ミブ				佐野市 サノシ		2

		宇都宮市 ウツノミヤシ		訪問看護ステーションほっと		028-626-5739		028-625-8201		321-0974		宇都宮市竹林町958		宇都宮市 ウツノミヤシ				下野市 シモツケシ		1

		宇都宮市 ウツノミヤシ		宮の橋訪問看護ステーション		028-635-9839		028-635-9839		321-0963		宇都宮市南大通り1-1-23		宇都宮市 ウツノミヤシ				高根沢町 タカネザワマチ		1

		大田原市 オオタワラシ		訪問看護ステーションゆりの木		0287-47-5123		0287-47-5124		324-0028		大田原市山の手1-1-7 ヤマ テ		大田原市、那須塩原市、那珂川町 オオタワラシ ナスシオバラ シ ナカガワマチ				栃木市 トチギシ		1

		大田原市 オオタワラシ		とちぎ訪問看護ステーションくろばね		0287-54-0507		0287-54-0580		324-0241		大田原市黒羽向町142番地		大田原市、那須塩原市、那須町、那珂川町 オオタワラシ ナスシオバラ シ ナスマチ ナカガワマチ				那須烏山市 ナスカラスヤマシ		1

		大田原市 オオタワラシ		さくら訪問看護ステーション		0287-29-3252		0287-29-3252		324-0058		大田原市紫塚3-2633-10		大田原市、那須塩原市、矢板市 オオタワラシ ナスシオバラ シ ヤイタ シ				那須塩原市 ナスシオバラ シ		1

		大田原市 オオタワラシ		那須赤十字訪問看護ステーション		0287-23-8866		0287-23-8903		324-8686		大田原市中田原1081-4		大田原市、那須塩原市（一部を除く） オオタワラシ ナスシオバラ シ イチブ ノゾ				野木町 ノギマチ		1

		小山市 オヤマシ		とちぎ訪問看護ステーションおやま		0285-39-8602		0285-39-8607		323-0827		小山市神鳥谷2251-7 オヤマシ ヒトトノヤ		小山市、下野市（南部）、野木町（北部） オヤマシ シモノ シ ナンブ ノギ マチ ホクブ				壬生町 ミブマチ		1

		小山市 オヤマシ		わくわく訪問看護ステーションおやま		0285-24-6575		0285-20-0255		323-0022		小山市駅東通り3-9-6		小山市、結城市（茨城県）、下野市の一部、栃木市（PTのみ） オヤマシ ユウキシ イバラキケン シモノ シ イチブ トチギシ				真岡市 モオカシ		1

		小山市 オヤマシ		訪問看護ステーションみどり		0285-45-8362		0285-45-8397		329-0214		小山市乙女786-1		小山市、栃木市、古河市、結城市 オヤマシ トチギシ コガシ ユウキシ						28

		鹿沼市 カヌマシ		鹿沼訪問看護ステーション		0289-60-5650		0289-60-1687		322-0021		鹿沼市上野町320-3高橋ビル1階103号室		鹿沼市、旧宇都宮市、旧今市市、壬生町、西片町 カヌマシ キュウ ウツノミヤシ キュウ イマイチシ ミブマチ ニシカタマチ

		さくら市 シ		訪問看護ステーション卯の郷		028-682-7770		028-682-7766		329-1311		さくら市氏家2650番地		さくら市（周辺15ｋｍ以内）、塩谷町、那須烏山市、宇都宮市、高根沢町 シ シュウヘン イナイ シオヤ マチ ナスカラスヤマシ ウツノミヤシ タカネザワ マチ

		佐野市 サノシ		訪問看護ステーションマザーの家		0283-85-7771		0283-85-7772		327-0504		佐野市中町942-1		佐野市 サノシ

		佐野市 サノシ		訪問看護ステーション佐野		0283-86-7013		0283-86-7031		327-0847		佐野市天神町774-22 メープルハイツ101号室		足利市、佐野市、栃木市（旧岩船市） アシカガシ サノシ トチギシ キュウ イワフネ シ

		下野市 シモツケシ		訪問看護ステーション石橋		0285-52-2293		0285-52-2268		329-0511		下野市石橋628番地		下野市、上三川町、壬生町、宇都宮市（部） シモノ シ カミノカワマチ ミブマチ ウツノミヤシ ブ

		高根沢町 タカネザワ マチ		訪問看護ステーションたかねざわ		028-680-1701		028-680-1702		329-1233		塩谷郡高根沢町宝積寺2426-8 		高根沢町、さくら市、那須烏山市、芳賀町、市貝町、茂木町、益子町、宇都宮市 タカネザワマチ シ ナスカラスヤマシ ハガ マチ イチ カイ チョウ モギマチ マシコ チョウ ウツノミヤシ

		栃木市 トチギシ		訪問看護ステーションオリーブ		0282-27-8414		0282-27-8415		328-0027		栃木市今泉町1丁目17番29号		栃木市、小山市、下野市、壬生町 トチギシ オヤマシ シモノ シ ミブ マチ

		那須烏山市 ナスカラスヤマシ		訪問看護ステーションあい		0287-83-8035		0287-83-8222		321-0628		那須烏山市金井2-5-9 ベンチャープラザ7号室 ゴウシツ		那須烏山市、那珂川町、茂木町、一貝町 ナスカラスヤマシ ナカガワマチ モギマチ イチ ガイ マチ

		那須塩原市 ナスシオバラ シ		マロニエ訪問看護ステーション		0287-37-6322		0287-39-3305		329-2763		那須塩原市井口537-3 にしなすの総合在宅ケアセンター内		那須塩原市、那須町、大田原市　リハビリのみ→那珂川町訪問可能 ナスシオバラ シ ナスマチ オオタワラシ ナカガワ マチ ホウモン カノウ

		野木町 ノギマチ		訪問看護ステーションたんぽぽ		0280-57-1888		0280-57-3819		329-0101		下都賀郡野木町友沼5119-12		野木町、小山市、旧藤岡町 ノギマチ オヤマシ キュウ フジオカマチ

		壬生町 ミブマチ		とちぎ訪問看護ステーションみぶ		0282-82-7262		0282-82-7260		321-0218		下都賀郡壬生町落合1-18-12		上三川町、下野市、壬生町、宇都宮 カミノカワマチ シモノ シ ミブ チョウ ウツノミヤ

		真岡市 モオカシ		芳賀赤十字訪問看護ステーション		0285-84-8266		0285-84-8266		321-4306		真岡市台町2461		芳賀郡全域（真岡市、益子町、芳賀町、茂木町） ハガ グン ゼンイキ モオカシ マシコマチ ハガマチ モギ マチ





診療所一覧表

		市区郡 シク グン		診療所名 シンリョウジョ メイ		電話番号 デンワ バンゴウ		郵便番号 ユウビンバンゴウ		所在地 ショザイチ

		足利市 アシカガシ		山浦内科医院		0284-21-6653 		326-0843		足利市五十部町1256-5

		足利市 アシカガシ		あいファミリィクリニック足利 アシカガ		0284-22-3788		329-4213		足利市寺岡町505-1

		足利市 アシカガシ		かしま産婦人科 サンフジンカ		0284-65-0341		326-0844		足利市鹿島町501-1

		足利市 アシカガシ		くさの小児科		0284-73-7000		326-0335		足利市上渋垂町338-3

		足利市 アシカガシ		すながクリニック		0284-44-7211		326-0015		足利市八椚町494-1　

		宇都宮市 ウツノミヤシ		医療法人　亀田内科		028-633-2884		320-0812		宇都宮市一番町1-28

		宇都宮市 ウツノミヤシ		越戸クリニック		028-660-6190		321-0951		宇都宮市越戸町139-6

		宇都宮市 ウツノミヤシ		福田こどもクリニック		028-659-8850		320-0852		宇都宮市下砥上町1545-20

		宇都宮市 ウツノミヤシ		きくちクリニック		028-683-3387		321-0903		宇都宮市下平出町614-2

		宇都宮市 ウツノミヤシ		てらもと小児科		028-650-6636		321-0975		宇都宮市関堀町971-6

		宇都宮市 ウツノミヤシ		あおい内科小児科ｸﾘﾆｯｸ		028-663-6000		321-0973		宇都宮市岩曽町1086-1

		宇都宮市 ウツノミヤシ		桜井消化器科・内科		028-643-0870		320-0073		宇都宮市細谷1-7-38

		宇都宮市 ウツノミヤシ		鈴木内科クリニック		028-655-1229		321-0139		宇都宮市若松原2-4-19

		宇都宮市 ウツノミヤシ		大根田内科医院		028-624-6322		320-0072		宇都宮市若草3-4-22

		宇都宮市 ウツノミヤシ		てらだファミリークリニック		028-654-2188		321-0132		宇都宮市雀の宮5-5-1

		宇都宮市 ウツノミヤシ		清原台こどもクリニック キヨハラ ダイ		028-305-6017		321-3223		宇都宮市清原台2-4-14

		宇都宮市 ウツノミヤシ		森田医院		028-633-1573		320-0861		宇都宮市西3-5-8

		宇都宮市 ウツノミヤシ		こどもヶ丘診療所		028-615-1077		321-0151		宇都宮市西川田町183-21

		宇都宮市 ウツノミヤシ		有村小児科医院		028-656-7207		321-0912		宇都宮市石井町3128-11

		宇都宮市 ウツノミヤシ		いちはらファミリークリニック		028-612-8350		321-0414		宇都宮市中里町322

		宇都宮市 ウツノミヤシ		豊郷中央渡辺内科　		028-622-8900		320-0004		宇都宮市長岡町1217-5

		宇都宮市 ウツノミヤシ		宇都宮市子ども発達センター診療所 ウツノミヤシ コ ハッタツ シンリョウジョ		028-647-4720		320-0851		宇都宮市鶴田町970-1

		宇都宮市 ウツノミヤシ		梅園医院		028-633-2869		320-0035		宇都宮市伝馬町3-28

		宇都宮市 ウツノミヤシ		片山医院		028-661-9764		321-0944		宇都宮市東峰町3008-21

		宇都宮市 ウツノミヤシ		冨塚メデｲカルクリニック		028-666-2555		321-2116		宇都宮市徳次郎町888

		宇都宮市 ウツノミヤシ		豊郷台クリニック ユタカ ゴウ ダイ		028-643-8998		320-0003		宇都宮市豊郷台2-21-3

		宇都宮市 ウツノミヤシ		みやの杜クリニック　		028-683-7811		321-0904		宇都宮市陽東2-4-5

		宇都宮市 ウツノミヤシ		医療法人　赤羽病院		028-661-5446		321-0904		宇都宮市陽東7-2-2

		大田原市 オオタワラシ		くろばね齋藤醫院		0287-54-0031		324-0233		大田原市黒羽田町612

		大田原市 オオタワラシ		さいとうハート＆キッズクリニック		0287-53-7979		324-0043		大田原市浅香1-4-3

		大田原市 オオタワラシ		あさかクリニック		0287-22-2601		324-0043		大田原市浅香3-3711

		小山市 オヤマシ		神鳥谷クリニック		0285-22-7700		323-0827		小山市神鳥谷1-19-1

		小山市 オヤマシ		小山すぎの木クリニック		0285-30-3456		323-0806		小山市中久喜1131-1

		小山市 オヤマシ		おおきこどもクリニック		0285-41-0025 		329-0207		小山市美しが丘3-35-3

		鹿沼市 カヌマシ		小川こどもクリニック		0289-74-5421		322-0027		鹿沼市貝島町5006-2

		鹿沼市 カヌマシ		飯岡小児科		0289-65-3257		322-0074		鹿沼市日吉町569-2

		鹿沼市 カヌマシ		小松医院		0289-60-5515		322-0064		鹿沼市文化橋町2300-1

		鹿沼市 カヌマシ		いとうこどもクリニック		0289-63-5566		322-0025		鹿沼市緑町2-2-29

		上三川 カミノカワ		やの小児科医院		0285-56-0280		329-0611		河内郡上三川町上三川3446-3

		さくら市 シ		仲嶋医院		028-681-7755		329-1311		さくら市氏家3245-17

		佐野市 サノシ		稲毛クリニック		0283-25-2566		327-0103		佐野市石塚町893-1

		佐野市 サノシ		こばやしファミリークリニック		0283-85-9900		327-0311		佐野市多田町566

		佐野市 サノシ		坪水医院		0283-62-0265		327-0312		佐野市栃本町2241

		佐野市 サノシ		緑の屋根診療所		0283-20-2577		327-0843		佐野市堀米町1348-5

		佐野市 サノシ		キッズクリニックはせがわ		0283-27-0200		327-0843		佐野市堀米町3946-6

		下野市 シモノ シ		グリムこどもクリニック		0285-51-1515		329-0502		下野市下古山2-6-17

		下野市 シモノ シ		にじいろこども診療所 シンリョウジョ		0285-44-7716		329-0414		下野市小金井4-1-1

		下野市 シモノ シ		角田内科医院		0285-53-5665 		329-0511		下野市石橋549

		下野市 シモノ シ		佐藤内科		0285-53-1305		329-0511		下野市石橋839-14

		下野市 シモノ シ		おかべこどもクリニック		0285-40-7300 		329-0433		下野市緑5-17-12

		高根沢町 タカネザワマチ		にいたに内科　		028-675-6515		329-1231		塩谷郡高根沢町宝石台 3-3-19

		栃木市 トチギシ		熊倉医院		0282-55-8425		329-4316		栃木市岩舟町新里180-1 トチギシ

		栃木市 トチギシ		竹田内科小児科クリニック		0282-29-1233		328-0011		栃木市大宮町52番地

		栃木市 トチギシ		田村医院		0282-43-3368		329-4423		栃木市大平町西水代1835-1

		栃木市 トチギシ		小森谷内科医院		0282-43-7327		329-4404		栃木市大平町富田4003-8

		栃木市 トチギシ		持田医院		0282-67-3661		329-0319		栃木市藤岡町中根115-5

		栃木市 トチギシ		腰塚医院		0282-62-2072		323-1104		栃木市藤岡町藤岡1845-10

		栃木市 トチギシ		よこやま内科小児科クリニック		0282-24-8102		328-0075		栃木市箱森町38-70

		栃木市 トチギシ		サンレディースクリニック		0282-24-3541		328-0024		栃木市樋ノ口町504-1

		栃木市 トチギシ		桜井こどもクリニック		0282-24-5987		328-0034		栃木市本町16-9

		栃木市 トチギシ		さいとう小児科 ショウニカ		0282-22-0757 		328-0015		栃木市万町30番16号

		那珂川町 ナカガワマチ		佐藤医院		0287-96-2841		324-0501		那須郡那珂川町小川2960-1

		那珂川町 ナカガワマチ		飯塚医院		0287-92-2034		324-0613		那須郡那珂川町馬頭484-3

		那珂川町 ナカガワマチ		立花医院		0287-72-0311		325-0003		那須郡那須町寺子乙3967-190

		那須塩原市 ナスシオバラ シ		中川医院 ナカガワ イイン		0287-62-0040		325-0057		那須塩原市黒磯幸町6-27

		那須塩原市 ナスシオバラ シ		さいとうクリニック		0287-39-1805		329-2724		那須塩原市西幸町7-13

		那須塩原市 ナスシオバラ シ		みずぬまクリニック		0287-39-1581		329-2751		那須塩原市東三島2-80-6

		日光市 ニッコウシ		吉原医院		0288-21-0161		321-1261		日光市今市826-4

		日光市 ニッコウシ		木村内科医院		0288-22-7880		321-1264		日光市瀬尾497-1

		益子町 マシコマチ		鈴木医院		0285-72-2032		321-4217		益子町益子1747-2

		壬生町 ミブマチ		小倉医院		0282-82-0057		321-0227		壬生町通町10-5

		壬生町 ミブマチ		大橋内科クリニック		0282-82-8522		321-0219		壬生町福和田1003-1

		壬生町 ミブマチ		かとう小児科 ショウニカ		0282-82-7576		321-0218		壬生町落合3-7-30

		真岡市 モオカシ		ひがのクリニック		0285-74-0051 		321-4521		真岡市久下田941-1

		真岡市 モオカシ		小林診療所		0285-82-3873		321-4369		真岡市熊倉3-10-7

		真岡市 モオカシ		西真岡こどもクリニック		0285-81-7900		321-4341		真岡市高勢町3-205-1

		真岡市 モオカシ		田井の里クリニック		0285-81-6502		321-4301		真岡市西田井内外748-2

		真岡市 モオカシ		深谷医院 フカヤ イイン		0285-75-0007 		321-4502		真岡市物井1268-7

		茂木町 モギマチ		吉永医院		0285-63-2303		321-3564		茂木町増井190-1





病院一覧表

		市区郡 シク グン		診療所名 シンリョウジョ メイ		電話番号 デンワ バンゴウ		郵便番号 ユウビンバンゴウ		所在地 ショザイチ																																																						相談窓口 ソウダン マドグチ		部署名・職名 ブショ メイ ショクメイ		ご担当者氏名 タントウシャ シメイ		連絡先TEL レンラクサキ		連絡先MAIL レンラクサキ

		足利市 アシカガシ		あしかがの森足利病院		0284-91-0611		326-0011		足利市大沼田町615		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		1		2		別紙参照 ベッシ サンショウ		有		メディカルソーシャルワーカー		福地　哲郎 フクチ テツロウ		0284-91-0611		soudan@hshikagu-hospital.or.jp

		足利市 アシカガシ		足利赤十字病院		0284-21-0121		326-0843		足利市五十部町284-1		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		3		1		2		別紙参照 ベッシ サンショウ		有		事務部医事課社会福祉士 ジム ブ イジ カ シャカイ フクシ シ		布施　麻由実 フセ マユミ		0284-20-1307

		宇都宮市 ウツノミヤシ		済生会宇都宮病院		028-626-5500		321-0974		宇都宮市竹林町911-1		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		2		別紙参照 ベッシ サンショウ		有		地域連携課 チイキ レンケイ カ		荻津　守 オギツ カミ		028-626-5500

		宇都宮市 ウツノミヤシ		JCHO　うつのみや病院		028-653-1001		321-0143		宇都宮市南高砂町11-17		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		無

		大田原市 オオタワラシ		那須赤十字病院		0287-23-1122		324-8686		大田原市中田原1081-4		1		1		3		3		3		1		3		1		3		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		1		4		なし		有		地域医療福祉連携課福祉係長 チイキ イリョウ フクシ レンケイ カ フクシ カカリチョウ		野中 美希 ノナカ ミキ		0287-23-1122		renkeika@nasu.jrc.or.jp

		小山市 オヤマシ		新小山市民病院		0285-36-0200		323-0827		小山市神鳥谷2251-1 オヤマシ ヒトトノヤ		1		1		3		2		2		2		2		2		2		2		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		2		なし		有		医療相談室保健師 イリョウ ソウダンシツ ホケンシ		多賀谷 邦子 タガヤ クニコ		0285-36-0256		soudan@hospital.oyama.tochigi.jp

		小山市 オヤマシ		小山厚生病院		0285-22-1105		323-0031		小山市八幡町2-10-6		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		2		なし		有		看護師長 カンゴシ チョウ		横家 よね子 ヨコ イエ コ		0285-22-1105
0285-24-9890

		下野市 シモツケシ		自治医科大学附属病院　		0285-44-2111		329-0498		下野市薬師寺3311-1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		2		3		2		別紙参照 ベッシ サンショウ		有		地域医療連携部（看護師） チイキ イリョウ レンケイ ブ カンゴシ		黒田　光恵 クロダ ミツエ		0285-44-2111		mazuek@jichi.ac.jp

		下野市 シモツケシ		石橋総合病院		0285-53-1134		329-0511		下野市石橋628		1		1		1		1		1		1		1		2		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		1		なし		有		地域医療連携部 チイキ イリョウ レンケイ ブ		(部長)岩崎 さゆり ブチョウ イワサキ		0285-53-1134		ishibashi-renkei@yushikai.jp

		高根沢町 タカネザワマチ		菅又病院　		028-676-0311		329-1207		塩谷郡高根沢町花岡2351		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		無

		栃木市 トチギシ		とちの木病院		0282-22-7722		328-0071		栃木市大町39-5		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		無

		栃木市 トチギシ		下都賀総合病院		0282-22-2551		328-0044		栃木市富士見町5-32		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		3		なし		有		医療福祉相談室 イリョウ フクシ ソウダンシツ		MSWが3人おります ニン		0282-22-2551

		栃木市 トチギシ		西方病院		0282-92-2323		322-0601		栃木市西方町金崎273-3 トチギシ		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		有		西方病院地域連携室 ニシカタ ビョウイン チイキ レンケイ シツ				0282-25-7310		nishikata-renkei@cc9.ne.jp

		壬生町 ミブマチ		獨協医科大学病院		0282-86-1111		321-0293		下都賀郡壬生町大字北小林880		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		3		2		別紙参照 ベッシ サンショウ		有		地域医療連携センター医療福祉相談室 チイキ イリョウ レンケイ イリョウ フクシ ソウダンシツ				0282-87-2185
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相談支援事業所

		Ｑ1.貴施設について、お伺いいたします キ シセツ ウカガ										事業所名とコメントをくっつけるで一表を作る ジギョウショ メイ イッピョウ ツク

		1		事業所名 ジギョウショ メイ								今月中 コンゲツ チュウ

		2		電話番号 デンワ バンゴウ								地図と一覧表をパワーポイント チズ イチラン ヒョウ

		3		FAX番号 バンゴウ								各項目ごとにページを作る カクコウモク ツク

		4		所在地 ショザイチ

		5		訪問可能な主な市町村 ホウモン カノウ オモ シチョウソン

		Ｑ2.重症心身障害児（者）の定義をご存知ですか ジュウショウシンシンショウガイジ シャ テイギ ゾンジ

		Ｑ2-1		知っている シ

		Ｑ2-2		知らない シ

		Ｑ3.重症心身障害児（者）の方（家族・関係機関等）からの相談を受けたことがありますか ジュウショウシンシンショウガイジ シャ カタ カゾク カンケイ キカン ナド ソウダン ウ

		Ｑ3-1		1		ある

		Ｑ3-2		2		ない

		Ｑ3-1-Ａ

				Ａ-1それは誰からの相談でしたか ダレ ソウダン

				1		ａ.家族 カゾク

				2		ｂ.支援者 シエンシャ

				3		ｃ.関係機関 カンケイ キカン

				Ａ-2それはどんな相談でしたか（複数回答可） ソウダン フクスウ カイトウ カ

				1		ａ.生活上の相談 セイカツ ジョウ ソウダン

				2		ｂ.医療的な相談 イリョウテキ ソウダン

				3		ｃ.制度に関する相談 セイド カン ソウダン

				4		ｄ.教育に関する相談 キョウイク カン ソウダン

				5		ｅ.サービス等利用計画書作成に関する相談 ナド リヨウ ケイカクショ サクセイ カン ソウダン

				6		ｆ.その他 タ

				Ａ-3それらの相談事業所として対応（解決）はできましたか ソウダン ジギョウショ タイオウ カイケツ

				1		ａ.できた

				2		ｂ.できなかった

				Ａ-3-1それはどうしてですか

				1		ａ解決手段・方法がなかった カイケツ シュダン ホウホウ

				2		ｂ.ほかの相談支援事業所に依頼した ソウダン シエン ジギョウショ イライ

				3		ｃ.行政に依頼した ギョウセイ イライ

				4		ｄ.その他 タ

		Ｑ4.Ｑ3-2「ない」→これから重症心身障害児（者）の方（本人・家族等）からの相談があればどのように対応されますか ジュウショウシンシンショウガイジ シャ カタ ホンニン カゾク ナド ソウダン タイオウ

				Ｑ4-1		自分の事業所で対応する ジブン ジギョウショ タイオウ

				Ｑ4-2		ほかの相談支援事業所へ依頼する ソウダン シエン ジギョウショ イライ

				Ｑ4-3		行政に依頼する ギョウセイ イライ

				Ｑ4-4		その他 タ

		Ｑ5.重症心身障害児（者）の方のサービス等利用計画書を作成したことがありますか ジュウショウシンシンショウガイジ シャ カタ ナド リヨウ ケイカクショ サクセイ

				Ｑ5-1		ある

				Ｑ5-2		ない

						Ｑ5-1-Ａ		「ある」と回答→作成にあたり、苦労したこと困ったことがありましたか カイトウ サクセイ クロウ コマ

						Ｑ5-2-Ａ		「ない」と回答 カイトウ

						1		ａ.今後依頼があれば作成する コンゴ イライ サクセイ

						2		ｂ.他の相談支援事業所に依頼する ホカ ソウダン シエン ジギョウショ イライ

						3		ｃ.作成するかどうかわからない サクセイ

						Ｑ5-2-Ａ-1		b.cを回答→それはどうしてですか カイトウ

		Q6.重症心身障害児（者）の方がより良い在宅生活をしていく上で何か必要だと思うことがあればご自由にお書きください ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ カタ ヨ ザイタク セイカツ ウエ ナニ ヒツヨウ オモ ジユウ カ



		承諾可否 ショウダク カヒ		Q1												Ｑ2.重症心身障害児（者）の定義をご存知ですか ジュウショウシンシンショウガイジ シャ テイギ ゾンジ				Ｑ3.重症心身障害児（者）の方（家族・関係機関等）からの相談を受けたことがありますか ジュウショウシンシンショウガイジ シャ カタ カゾク カンケイ キカン ナド ソウダン ウ																														Ｑ4.Ｑ3-2「ない」→これから重症心身障害児（者）の方（本人・家族等）からの相談があればどのように対応されますか ジュウショウシンシンショウガイジ シャ カタ ホンニン カゾク ナド ソウダン タイオウ										Ｑ5.重症心身障害児（者）の方のサービス等利用計画書を作成したことがありますか ジュウショウシンシンショウガイジ シャ カタ ナド リヨウ ケイカクショ サクセイ										Q6.重症心身障害児（者）の方がより良い在宅生活をしていく上で何か必要だと思うことがあればご自由にお書きください ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ カタ ヨ ザイタク セイカツ ウエ ナニ ヒツヨウ オモ ジユウ カ

				事業所名 ジギョウショ メイ		電話番号 デンワ バンゴウ		FAX番号 バンゴウ		郵便番号 ユウビンバンゴウ		所在地 ショザイチ		訪問可能な主な市町村 ホウモン カノウ オモ シチョウソン		知っている		知らない シ		ある		ない		それは誰からの相談でしたか						それはどんな相談でしたか														それらの相談事業所として対応（解決）はできましたか						自分の事業所で対応する ジブン ジギョウショ タイオウ		他の相談支援事業所へ依頼する ホカ ソウダン シエン ジギョウショ イライ		行政に依頼する ギョウセイ イライ		その他 タ				ある		ない		「ある」と回答		「ない」
と回答		b.c（23）を回答

																								家族 カゾク		支援者 シエンシャ		関係機関 カンケイ キカン		生活上の相談 セイカツ ジョウ ソウダン		医療的な相談 イリョウテキ ソウダン		制度に関する相談 セイド カン ソウダン		教育に関する相談 キョウイク カン ソウダン		サービス等利用計画書作成に関する相談 ナド リヨウ ケイカクショ サクセイ カン ソウダン		その他 タ		その他回答 タ カイトウ		それらの相談事業所として対応（解決）はできましたか		それはどうしてですか		それはどうしてですか

		否 イナ		手話通訳派遣協会相談支援事業所		0287-73-4422		0287-62-7776		325-0026		栃木県那須塩原市上厚崎431-17 ３２５－００２６				0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		0		1		本事業所と同様の地域で一般相談支援事業所と連携を図り対応する ホン ジギョウショ ドウヨウ チイキ イッパン ソウダン シエン ジギョウショ レンケイ ハカ タイオウ		0		1		0		2		当事業所は手話通訳派遣を主目的とする事業所であるため、聴覚障害に対するノウハウはあるがそれ以外の障害者に対応する専門性を有していない為 トウ ジギョウショ シュワ ツウヤク ハケン シュモクテキ ジギョウショ チョウカク ショウガイ タイ イガイ ショウガイシャ タイオウ センモンセイ ユウ タメ

		否 イナ		相談支援事業所すまいる		0285-45-7199		0285-45-8437		329-0205		小山市間々田750-1		小山市 オヤマシ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		1		0				0		1		0		3		現在担当させていただいているケースの他に受け入れる時間的余裕がないため。また専門的な知識や経験がなく自信がないため。 ゲンザイ タントウ ホカ ウ イ ジカンテキ ヨユウ センモンテキ チシキ ケイケン ジシン

		否 イナ		やまゆりの里		0284-90-2030		0284-90-2031		326-0011		足利市大沼田町525-1		足利市 アシカガシ		0		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		ショートステイの利用が可能かどうか リヨウ カノウ		2		1		ショートの利用を希望していたが、幼児で夜間に吸引が必要とのことだったので職員配置上困難と判断 リヨウ キボウ ヨウジ ヤカン キュウイン ヒツヨウ ショクイン ハイチ ジョウ コンナン ハンダン		0		0		0		0				0		1		0		2		あしかがの森さんが近くにあり専門性もあるため モリ チカ センモンセイ

		否 イナ		相談支援センターひかり		028-612-7717		028-612-7718		320-0072		宇都宮市若草4-20-7		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		0		1		0		1		0		0		1		0		1		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		居宅介護事業所とニーズのマッチング キョタク カイゴ ジギョウショ		0				短期入所事業所（医療的ケア対応型）の整備 タンキ ニュウショ ジギョウショ イリョウテキ タイオウガタ セイビ

		否 イナ		相談支援センター歩み		028-667-5151		028-667-5150		321-3233		宇都宮市上籠谷町3792		真岡市、芳賀町、宇都宮市 モオカシ ハガマチ ウツノミヤシ		0		1		1		0		0		1		0		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		毎日お会いしている方ではないしお話ができる方ではないので、計画書を作ることは少々戸惑いはありましたが、すべて療育指導室の先生にご指導いただき作成することができました。お幸せな時を過ごしてほしいという思いはいっぱいありますが、なにも出来ていない自分が申し訳ないような気持ちです。 マイニチ ア カタ ハナシ カタ ケイカクショ ツク ショウショウ トマド リョウイク シドウシツ センセイ シドウ サクセイ シアワ トキ ス オモ デキ ジブン モウ ワケ キモ		0				すみません。経験不足で在宅の方はよくわかりませんが、独立行政法人国立病院機構宇都宮病院にお伺いし行き届いた介護、職員の先生方の情熱にこういうところで重症心身障害者の方が過ごせることは幸せなのでは…としみじみ思いました。 ケイケン ブソク ザイタク カタ ドクリツ ギョウセイ ホウジン コクリツ ビョウイン キコウ ウツノミヤ ビョウイン ウカガ イ トド カイゴ ショクイン センセイガタ ジョウネツ ジュウショウ シンシン ショウガイシャ カタ ス シアワ オモ

		否 イナ		ワークス共育		0287-39-5593		0287-39-5630		329-2213		那須塩原市上大貫2028-2				1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		0		1		状況に応じて対応する ジョウキョウ オウ タイオウ		0		1				1				相談支援専門員のレベルアップが必要ではないかと思います ソウダン シエン センモンイン ヒツヨウ オモ

		否 イナ		指定特定相談支援センタードリーム		0288-32-2280		0288-32-2281		321-2341		日光市大沢町274		日光市、塩谷町、鹿沼市、宇都宮市 ニッコウシ シオヤ チョウ カヌマシ ウツノミヤ シ		0		1		1		0		1		0		0		1		1		1		0		0		0				1		0				0		0		0		0				1		0		計画を作成するにあたり医療機関との連携方法を具体化していくことに連絡調整に時間を要しました。また医師同士でのやりとりの方が早いように感じました。※解決できたと言っても施設の空き待ちで関係する病院で入院しております。 ケイカク サクセイ イリョウ キカン レンケイ ホウホウ グタイカ レンラク チョウセイ ジカン ヨウ イシ ドウシ ホウ ハヤ カン カイケツ イ シセツ ア マ カンケイ ビョウイン ニュウイン		0				入所ではなく、医療ケアのできる短期入所やグループホーム、日中一時、生活介護の拡充が必要であること。また重症心身障害児（者）への理解を広めていき、理解者を増やすこと、訪問看護、訪問医療、居宅介護も活用しやすい環境づくりを相談支援専門員はネットワークづくりに努めなければんらないと思います。 ニュウショ イリョウ タンキ ニュウショ ニッチュウ イチジ セイカツ カイゴ カクジュウ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ リカイ ヒロ リカイシャ フ ホウモン カンゴ ホウモン イリョウ キョタク カイゴ カツヨウ カンキョウ ソウダン シエン センモンイン ツト オモ

		否 イナ		ユーファーム支援センター		028-689-0070		028-680-0750		321-0972		宇都宮市下川俣町206-127		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2		これまでの実績として主に就労系の利用計画の作成を行っており重症心身障害児の方への支援については経験や人員の不足から対応が困難であると思われるため ジッセキ オモ シュウロウ ケイ リヨウ ケイカク サクセイ オコナ ジュウショウ シンシン ショウガイジ カタ シエン ケイケン ジンイン フソク タイオウ コンナン オモ

		否 イナ		障害者相談支援センターひびき		028-666-7601		028-666-7602		321-0403		宇都宮市下小倉町1536		宇都宮市、さくら市 ウツノミヤシ シ		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2		かつて受け入れたことがなく、またスタッフにも医療的ケアの知識や経験が乏しく、自信をもって迎え入れることができない ウ イ イリョウテキ チシキ ケイケン トボ ジシン ムカ イ		受け入れる施設が近辺にあること ウ イ シセツ キンペン

		否 イナ		相談支援事業ぴゅあ		028-611-1771		028-611-1772		321-0911		宇都宮市問屋町3426-46		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2

		否 イナ		指定特定相談支援事業所すえひろ		0287-23-3962		0287-24-1670		324-0042		大田原市末広1-2-5		大田原市、大田原市以外は交通費を受領 オオタワラシ オオタワラシ イガイ コウツウヒ ジュリョウ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2		事業所の対象を精神障害に限定し、市に申請しているため ジギョウショ タイショウ セイシン ショウガイ ゲンテイ シ シンセイ

		否 イナ		相談支援センターふじみだい		0285-44-0200		0285-44-4255		329-0412		下野市芝1123		下野市 シモノ シ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		0		1		ケースによって検討 ケントウ		0		1				2

		否 イナ		相談支援センターひゅーまにあ宇都宮		028-678-5385		028-678-5395		320-0802		宇都宮市江野町6-15大立ビル4階		宇都宮市（鹿沼市等近隣市町村） ウツノミヤシ カヌマシ ナド キンリン シチョウソン		0		1		1		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		あるではありますが、初めての作成でまた完成はしていない段階です。病院で実施されている活動医療等で自分自身が未熟で理解が足りていない為に苦労しています。 ハジ サクセイ カンセイ ダンカイ ビョウイン ジッシ カツドウ イリョウ ナド ジブン ジシン ミジュク リカイ タ タメ クロウ		0				①医療面での安心②外部と交流する機会③家族の方への支援 イリョウ メン アンシン ガイブ コウリュウ キカイ カゾク カタ シエン

		否 イナ		地域活動支援センターあしかが		0284-41-2643		0284-43-0463		326-0808		足利市本城1-1547		足利市 アシカガシ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0						0		1		0		0				0		1				2		専門外で知識等はなく、計画書の作成は難しいため センモンガイ チシキ トウ ケイカクショ サクセイ ムズカ

		否 イナ		南那須地区障害者相談支援センター		0287-80-1020		0287-80-1027		321-0624		那須烏山市旭1-18-8		那須烏山市、那珂川町 ナスカラスヤマシ ナカガワマチ		1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		アセスメント、院内での面会予定の調整、家族への説明など インナイ メンカイ ヨテイ チョウセイ カゾク セツメイ		0				在宅医療、訪問リハビリなど24時間対応出来る専門家チーム ザイタク イリョウ ホウモン ジカン タイオウ デキ センモンカ

		否 イナ		ワン・ハーモニー		0287-22-8255		0287-48-7225		324-0042		大田原市末広1-3618-13				0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				0

		否 イナ		ひまわり相談支援事業所		0282-20-5006		0282-23-4878		328-0052		栃木市祝町12－9				0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		1		0				0		1				3		意思伝達が自分にとって受け止められるかに不安があるため イシ デンタツ ジブン ウ ト フアン

		否 イナ		サンフラワーライフ		0285-22-1109		0285-22-1345		323-0808		小山市出井1936		小山市内 オヤマシナイ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				3		近隣に受け入れ施設が少なく在宅福祉サービスに向けるのが難しい キンリン ウ イ シセツ スク ザイタク フクシ ム ムズカ

		否 イナ		natu- la(ナチュラ)		0287-67-3115		0287-67-3115		329-3153		那須塩原市大原間239-1		那須塩原市、大田原市、那須町 ナスシオバラ シ オオタワラシ ナスマチ		0		1		1		0		1		0		0		1		1		1		0		0		0				1		0				0		0		0		0				1		0		サービス自体の幅がせまいため、本人が安全に安心した生活をうけられるためにどう組み合わせたら良いか。又、家族によっては苦手な事業所もあり限られた事業所を探すのが難しかった。 ジタイ ハバ ホンニン アンゼン アンシン セイカツ ク ア ヨ マタ カゾク ニガテ ジギョウショ カギ ジギョウショ サガ ムズカ		0				訪問系のサービスがもっと充実して欲しい ホウモン ケイ ジュウジツ ホ

		否 イナ		相談支援事業所ふるさとホーム那須		0287-98-3001		0287-98-8080		324-0414		大田原市片府田1301-59		大田原市、那須町、那須塩原市、周辺 オオタワラシ ナスマチ ナスシオバラ シ シュウヘン		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2		主な精神知的関係なので、今後はできるよう専門的な部分の勉強が必要です。 オモ セイシン チテキ カンケイ コンゴ センモンテキ ブブン ベンキョウ ヒツヨウ		①専門相談②居場所③地域の理解 センモン ソウダン イバショ チイキ リカイ

		否 イナ		特定相談支援事業所きのこ		028-635-8746		028-635-8778		320-0846		栃木県宇都宮市滝の原2-4-42 ３２０－０８４６		宇都宮市 ウツノミヤシ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		1		0				0		1				3		どのように作成したらいいか不安のため サクセイ フアン

		否 イナ		こども発達支援センター鹿沼市あおば園		0289-63-1745		0289-63-1745		322-0074		鹿沼市日吉町320－1				1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		1		0				0		1				2		相談支援専門員の不足、児童発達支援事業所利用のための計画書作成が主な業務になっている ソウダン シエン センモンイン フソク ジドウ ハッタツ シエン ジギョウショ リヨウ ケイカクショ サクセイ オモ ギョウム

		否 イナ		障害者相談支援センターみつか・Ｒｕ		028-648-3971		028-648-3936		321-0347		宇都宮市飯田町261		宇都宮市、鹿沼市 ウツノミヤシ カヌマシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		1		状況に応じして他機関と連携し判断する場合もある ジョウキョウ オウ ホカ キカン レンケイ ハンダン バアイ		0		1				1		計画依頼の状況に応じて対応できない月もある（モニタリング件数） ケイカク イライ ジョウキョウ オウ タイオウ ツキ ケンスウ

		否 イナ		工房つばさ		0285-40-0388		0285-40-6700		329-0401		下野市箕輪425-1		下野市、上三川町、壬生町、ただし状況に応じて対応することが難しい場合もある シモノ シ カミノカワマチ ミブマチ ジョウキョウ オウ タイオウ ムズカ バアイ		1		0		1		0		1		0		0		1		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		短期入所、ヘルパーなどの利用希望があっても受け入れてくれる事業所が見つからない タンキ ニュウショ リヨウ キボウ ウ イ ジギョウショ ミ		3		状況により作成することができない場合がある ジョウキョウ サクセイ バアイ		重心の方の短期入所等の利用ができるところが必要。在宅でのサービスの受入必要だと思われる。 ジュウシン カタ タンキ ニュウショ ナド リヨウ ヒツヨウ ザイタク ウケイレ ヒツヨウ オモ

		否 イナ		相談支援事業所グーフォ		028-673-0002		028-671-0785		329-1105		宇都宮市中岡本町3178-3				1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1				在宅生活を支える家族に負担が重くならないようにする。緊急時に対応してくれる医療ケア付きの宿泊施設を増やしてほしい ザイタク セイカツ ササ カゾク フタン オモ キンキュウジ タイオウ イリョウ ツ シュクハク シセツ フ

		否 イナ		那珂川町社協相談支援事業所		0287-92-1273		0287-92-1295		324-0613		那珂川町馬頭560-1		那珂川町 ナカガワマチ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				0				移動支援サービス イドウ シエン

		否 イナ		相談支援事業所大山田ノンフェール		0287-93-0660		0287-83-8182		324-0602		那珂川町大山田下郷955		那珂川町 ナカガワマチ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		1		0				0		1				2		平成27年度で相談支援事業を終了するため ヘイセイ ネンド ソウダン シエン ジギョウ シュウリョウ

		否 イナ		在宅サポートこころ		028-651-0780		028-651-0781		320-0042		宇都宮市材木町4-24				0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2

		否 イナ		相談支援事業所みらい ソウダン シエン ジギョウショ		0280-57-2673		0280-57-2673		329-0111		野木町丸林371-12		野木町、小山市 ノギマチ オヤマシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		0		1		しかるべき関係機関と連携して対応する カンケイ キカン レンケイ タイオウ		0		1				3		重症心身のノウハウがない ジュウショウ シンシン

		否 イナ		大田原市社会福祉協議会		0287-54-1849		0287-54-2745		324-0233		栃木県大田原市黒羽田町848 ３２４－０２３３		大田原市内 オオタワラシナイ		0		1		1		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0				2		1				0		1		0		0				0		1				2		職員が未熟なため ショクイン ミジュク		在宅医療の充実、居宅介護の２４時間対応（サービス事業所）の充実 ザイタク イリョウ ジュウジツ キョタク カイゴ ジカン タイオウ ジギョウショ ジュウジツ

		否 イナ		障がい者相談支援センターとまつり		028-680-5570		028-680-5271		320-0052		宇都宮市中戸祭町813		宇都宮市、近隣市町村 ウツノミヤシ キンリン シチョウソン		0		1		1		0		1		0		0		1		0		0		0		0		1		親子間の関わり オヤコ カン カカ		0		0		現在対応中 ゲンザイ タイオウチュウ		0		0		0		0				1		0		保護者との連携がとれない ホゴシャ レンケイ		0

		否 イナ		宇都宮市社会福祉協議会		028-636-1536		028-636-1537		320-0806		宇都宮市中央1-1-15		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		0				2		1		医療的ケアが必要な方が長時間外出したい。長時間支援者の拘束、移動手段（車の中での対応）、医療的ケアが必要な方が外出したいときに外出できる環境がすぐに整えられない、医療的けが必要な方で要介助であるが、歩行できる方が利用できる短期入所先はないか（アクセス時間も含む） イリョウテキ ヒツヨウ カタ チョウジカン ガイシュツ チョウジカン シエン シャ コウソク イドウ シュダン クルマ ナカ タイオウ イリョウテキ ヒツヨウ カタ ガイシュツ ガイシュツ カンキョウ トトノ イリョウテキ ヒツヨウ カタ ヨウ カイジョ ホコウ カタ リヨウ タンキ ニュウショ サキ ジカン フク		0		0		0		0				1		0		専門的（医療面）な知識がなく、専門用語が多く調べたり聞いたりしながら支援していくこと。長く関わらないと親の思いまで聞き出せないこと。 センモンテキ イリョウ メン チシキ センモン ヨウゴ オオ シラ キ シエン ナガ カカ オヤ オモ キ ダ		0				当事者が何歳になっても利用できるサービス環境（短期入所、訪問入浴など）。教育もほかのお子さん同様平等に受けられる機会（学校行事も含む）。相談対応できる人材の確保。緊急時でも利用できるサービスの調整・確保。直接支援できるサービス・人材を増やすこと。 トウジシャ ナンサイ リヨウ カンキョウ タンキ ニュウショ ホウモン ニュウヨク キョウイク コ ドウヨウ ビョウドウ ウ キカイ ガッコウ ギョウジ フク ソウダン タイオウ ジンザイ カクホ キンキュウジ リヨウ チョウセイ カクホ チョクセツ シエン ジンザイ フ

		承諾 ショウダク		ライフサポートセンターゆめ		0280-33-3624		0280-57-4624		329-0111		野木町丸林630-4		野木町、その周辺地域 ノギマチ シュウヘン チイキ		1		0		1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		1		福祉サービス利用に関する相談 フクシ リヨウ カン ソウダン		1		0				0		0		0		0				1		0		医療的な情報、知識に乏しくわからない用語などが数多く出てきた。医療的ケアの内容の聞き取り（どの部分を聞いていけばよいのか） イリョウテキ ジョウホウ チシキ トボ ヨウゴ カズオオ デ イリョウテキ ナイヨウ キ ト ブブン キ		0				Ｆａの負担軽減のためのレスパイト先（ＨＰ、ＳＳ機関等）。家族それぞれの訴え、希望を明確にしていく。関係機関がチームになりＦａの支え応援をしていく。 フタン ケイゲン サキ キカンナド カゾク ウッタ キボウ メイカク カンケイ キカン ササ オウエン

		承諾 ショウダク		足利ケアサービス		0284-21-7630		0284-21-3109		326-0843		足利市五十部町809-3		足利市、佐野市、太田市 アシカガシ サノシ オオタシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		0		1		ケースによって対応する タイオウ		0		1				3

		承諾 ショウダク		相談支援センターみさと		0285-72-9767				321-4104		芳賀郡益子町大沢2800-5		芳賀郡内（真岡市、益子町、市貝町、芳賀町、茂木町） ハガ グンナイ モオカシ マシコ チョウ イチ ガイ マチ ハガマチ モギマチ		1		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		資源が少ない、短期入所先の確保が難しかった。計画を作るのには、医療情報が難しく感じられた。 シゲン スク タンキ ニュウショ サキ カクホ ムズカ ケイカク ツク イリョウ ジョウホウ ムズカ カン		0				連携の取れる医療関係者がたくさん地域の中にいてくれると安心して生活できるかな。外出や余暇の充実を図るために医療の必要な人の生活が限られてしまっている（あきらめてしまっている） レンケイ ト イリョウ カンケイシャ チイキ ナカ アンシン セイカツ ガイシュツ ヨカ ジュウジツ ハカ イリョウ ヒツヨウ ヒト セイカツ カギ

		承諾 ショウダク		サポートセンターとみや生活支援センター		028-665-8230		028-665-8230		321-2116		宇都宮市徳次郎町540		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		0		1		0		0		0		0		1		1		1		1		1		0				0		1		医療的なケアが必要な利用者様の日中活動先が限られて利用できない人がいる。学校との連携が取りにくい。通勤手段・行事参加制限があり平等性が保たれない。学校はサービスで対応を望み、福祉行政は教育で何とかするべきとつねに折り合わない。 イリョウテキ ヒツヨウ リヨウシャサマ ニッチュウ カツドウ サキ カギ リヨウ ヒト ガッコウ レンケイ ト ツウキン シュダン ギョウジ サンカ セイゲン ビョウドウセイ タモ ガッコウ タイオウ ノゾ フクシ ギョウセイ キョウイク ナン オ ア		0		0		1		0		協力してほしい キョウリョク		1		0		利用できるサービスが限られている。社会参加できる機会が少なく、場が限られている。介護者の負担軽減が取りにくい。夢や希望を叶えるための資源が少ない。 リヨウ カギ シャカイ サンカ キカイ スク バ カギ カイゴシャ フタン ケイゲン ト ユメ キボウ カナ シゲン スク		0				通勤手段、保護者なくても教育が受けられる環境。常に親同行を求めるのでは、自立につながらず、いつになっても親の負担は軽減されない。親が安心して託せる日中活動の場。社会参加、役割を担える環境作り、職場。地域で生活していくための交流の機会や場があるといい。緊急的にレスパイトを受け入れてくれる場。 ツウキン シュダン ホゴシャ キョウイク ウ カンキョウ ツネ オヤ ドウコウ モト ジリツ オヤ フタン ケイゲン オヤ アンシン タク ニッチュウ カツドウ バ シャカイ サンカ ヤクワリ ニナ カンキョウ ヅク ショクバ チイキ セイカツ コウリュウ キカイ バ キンキュウテキ ウ イ バ

		承諾 ショウダク		社会就労センターえいぶるの里 シャカイ シュウロウ サト		0285-22-4561		0285-224581		323-0003		小山市東島田2403-2		小山市、下野市、上三川町、野木町、結城市、古河市、筑西市 オヤマシ シモノ シ カミノカワマチ ノギマチ ユウキシ コガシ ツク ニシ シ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				1		0		自己決定が難しいため、家族中心の考えになってしまうこと。また、利用できる社会資源が少ない。 ジコ ケッテイ ムズカ カゾク チュウシン カンガ リヨウ シャカイ シゲン スク		1				関係機関との連携、特に在宅が長い方は医療機関とのかかわりが家族も含め、希薄になってしまい、二次障害に対応できない。地域に総合的に支援でき、医療的ケアが受けられる場所、または訪問医療の充実が必要と思います。 カンケイ キカン レンケイ トク ザイタク ナガ カタ イリョウ キカン カゾク フク キハク ニジ ショウガイ タイオウ チイキ ソウゴウテキ シエン イリョウテキ ウ バショ ホウモン イリョウ ジュウジツ ヒツヨウ オモ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所「ピュア」		0282-31-3911		0282-31-3912		328-0133		栃木市大森町465		栃木市、鹿沼市、佐野市、小山市、壬生町 トチギシ カヌマシ サノシ オヤマシ ミブマチ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1

		承諾 ショウダク		社会福祉法人とちのみ会　こなかの森 シャカイ フクシ ホウジン カイ モリ		0283-24-5757		0283-24-6294		327-0001		佐野市小中町1280		佐野市、足利市 サノシ アシカガシ		1		0		1		0		1		0		0		1		0		1		0		0		0				1		2		通所型のため、短期入所の受け入れはサービスとして提供できず、他施設の紹介、相談支援事業につなげている。 ツウショ ガタ タンキ ニュウショ ウ イ テイキョウ タ シセツ ショウカイ ソウダン シエン ジギョウ		0		0		0		0				1		0		療養型短期入所ほかの施設への短期入所の受け入れ状況など、受け入れ場所を見つけるなど。短期入所時の発作発症時医療への繋ぎが困難。問題多（かかりつけ医への搬送） リョウヨウガタ タンキ ニュウショ シセツ タンキ ニュウショ ウ イ ジョウキョウ ウ イ バショ ミ タンキ ニュウショ ジ ホッサ ハッショウ ジ イリョウ ツナ コンナン モンダイ タ イ ハンソウ		0				佐野市には、身障（重心）短期入所施設がなく老人施設に佐野市が委託しているが、利用する人もいなく、サービスが使いづらい状態にある。短期入所受け入れ可能施設が増えることで、家族のほうも使いやすく利便性があがると考えます。 サノシ シンショウ ジュウシン タンキ ニュウショ シセツ ロウジン シセツ サノシ イタク リヨウ ヒト ツカ ジョウタイ タンキ ニュウショ ウ イ カノウ シセツ フ カゾク ツカ リベンセイ カンガ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所テトテ		0287-36-7171		0287-36-7181		329-2732		那須塩原市一区町251-1		那須塩原市（大田原、矢板、那須町、那珂川町、烏山） ナスシオバラ シ オオタワラ ヤイタ ナスマチ ナカガワマチ カラスヤマ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		0		1		委託の相談支援事業所や重心専門の事業所に相談する イタク ソウダン シエン ジギョウショ ジュウシン センモン ジギョウショ ソウダン		0		1				3		その方にとって、より専門性の高い方が対応することが望ましいと思いますので、作成が適するか否か周囲のサービス状況なども考慮して決めたいと思います。適切にアドバイスをいただける地域の環境が整っていれば、スキルアップ、経験の積み重ねのためにも作成したいです。 カタ センモンセイ タカ ホウ タイオウ ノゾ オモ サクセイ テキ イナ シュウイ ジョウキョウ コウリョ キ オモ テキセツ チイキ カンキョウ トトノ ケイケン ツ カサ サクセイ		相談支援専門員のスキルアップ。きめ細かい支援（サービスの充実）本人のニーズを正しく理解できる人材の育成と地域の理解。 ソウダン シエン センモンイン コマ シエン ジュウジツ ホンニン タダ リカイ ジンザイ イクセイ チイキ リカイ

		承諾 ショウダク		指定特定相談支援事業所あじさい		0287-60-3361		0287-60-3362		325-0034		那須塩原市東原166		那須塩原市、那須町 ナスシオバラ シ ナスマチ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2				訪問看護、訪問診療を行う医師が必要だと思います。 ホウモン カンゴ ホウモン シンリョウ オコナ イシ ヒツヨウ オモ

		承諾 ショウダク		障害者相談支援センターいぶき		028-678-3502		028-676-3501		329-1216		高根沢町桑窪2266-2		高根沢町 タカネザワマチ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1				短期入所など受け入れてくれる施設を増やしてほしい。県内で受け入れていただけない為、県外の施設を考えなくてはいけない方がいます。 タンキ ニュウショ ウ イ シセツ フ ケンナイ ウ イ タメ ケンガイ シセツ カンガ カタ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所わくわくおやま		0285-24-6575		0285-20-0255		323-0022		小山市駅東通り3-9-6		小山市 オヤマシ		1		0		1		0		1		1		1		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		関係事業所が多いことで情報収集連携等大変。医療機関とも連携を図る必要あり。レスパイト、ショートステイの受入困難。利用できる事業所が少ない。 カンケイ ジギョウショ オオ ジョウホウ シュウシュウ レンケイ ナド タイヘン イリョウ キカン レンケイ ハカ ヒツヨウ ウケイレ コンナン リヨウ ジギョウショ スク		0				重症心身障害児（者）を受け入れしてくれる事業所、施設がもっと多くあればよいと思われる。通所日中一時短期入所など。相談支援、計画作成についてもほかの事業所が受け入れてくれないとの理由で受け入れ可能事業所へ集中してしまう為、相談員への研修等を増やせばよいが。しかし日々の業務が多忙であるため、難しいのかな？ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ ウ イ ジギョウショ シセツ オオ オモ ツウショ ニッチュウ イチジ タンキ ニュウショ ソウダン シエン ケイカク サクセイ ジギョウショ ウ イ リユウ ウ イ カノウ ジギョウショ シュウチュウ タメ ソウダン イン ケンシュウ ナド フ ヒビ ギョウム タボウ ムズカ

		承諾 ショウダク		相談支援センターネクスト		080-8854-9551		0280-612-1558		320-0034		宇都宮市泉町6-25		宇都宮市 ウツノミヤシ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2

		承諾 ショウダク		相談支援事業のぞみ		0287-65-2288		0287-65-2282		329-3152		那須塩原市上中野53		那須塩原市、大田原市、那須町 ナスシオバラ シ オオタワラシ ナスマチ		1		0		1		0		0		0		1		1		1		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		現サービスでの医療ケアをふまえ、将来にむけて他事業との連携につなげるよう計画作成、調整に苦労した。 ゲン イリョウ ショウライ タ ジギョウ レンケイ ケイカク サクセイ チョウセイ クロウ		0				選択肢が増えるよう受け入れ可能な福祉サービス事業所の増加が必要だと思われます。 センタクシ フ ウ イ カノウ フクシ ジギョウショ ゾウカ ヒツヨウ オモ

		承諾 ショウダク		サポートセンターひばり		028-670-0330		028-667-7315		321-3236		宇都宮市竹下町435-159		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		苦労ではないが、お母様がとても一生懸命ですでにサービスも繋がっていたため、現状を計画にする形となったが、計画作成後のかかわりについて相談員としてどのようにすべきことが望ましいかと考える。 クロウ カアサマ イッショウケンメイ ツナ ゲンジョウ ケイカク カタチ ケイカク サクセイ ゴ ソウダン イン ノゾ カンガ		0				福祉サービスや医療、またボランティアが入室されるととてもよいと思います。また、介助者（家族）のケアも考えると気軽に参加できるようなイベント（医療が整っていたり、介助するボランティアさんがいたり）や、同じ重症心身障害児（者）をもつかたとのネットワークがあるといいのかなと思います。 フクシ イリョウ ニュウシツ オモ カイジョシャ カゾク カンガ キガル サンカ イリョウ トトノ カイジョ オナ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ オモ

		承諾 ショウダク		高根沢町障害児者生活支援センターすまいる タカネザワマチ		028-612-2751		028-612-2752		329-1225		栃木県塩谷郡高根沢町石末1825　福祉センター内 ３２９－１２２５ フクシ ナイ		高根沢町 タカネザワマチ		1		0		1		0		0		0		1		0		0		1		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		地元に使える資源がなく苦労した ジモト ツカ シゲン クロウ		0				①医療と福祉の連携ネットワーク②重心の方でも利用できるサービスが増えること③訪問診療医 イリョウ フクシ レンケイ ジュウシン カタ リヨウ フ ホウモン シンリョウ イ

		承諾 ショウダク		障害者相談支援センターフォレスト		0284-91-1816		0284-91-2867		326-0011		足利市大沼田町615		足利市及び近隣市町村 アシカガシ オヨ キンリン シチョウソン		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0				0

		承諾 ショウダク		障がい者相談支援事業所ケアサプライ		0287-73-5312		0287-73-5311		329-3221		栃木県那須郡那須町漆塚762-102 ３２９－３２２１		白河市、那須町、那須塩原市、大田原市 シラカワシ ナスマチ ナスシオバラシ オオタワラシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1				サービスを提供できる事業所の充実を図る テイキョウ ジギョウショ ジュウジツ ハカ

		承諾 ショウダク		南栃木支援センター相談支援		0285-44-6118		0285-44-7215		329-0412		下野市柴1432-105		下野市、小山市、壬生町 シモノ シ オヤマシ ミブマチ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		0		1		介護保険と併用する場合のみ対応する カイゴ ホケン ヘイヨウ バアイ タイオウ		0		1				3		介護保険と併用する場合のみ作成する カイゴ ホケン ヘイヨウ バアイ サクセイ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所とまり木		0287-54-2854		0287-54-2230		324-0231		大田原市北野上3952		大田原市、那須塩原市、那須町 オオタワラシ ナスシオバラシ ナスマチ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1				当事業所の対応範囲は現在、知的障害者特に中・軽度が主だが、精神（高次脳機能障害も含む）分野もやり始めている。今後重症心身障害者もほかの相談支援事業所の助けを得ながら、勉強しながら対応したいと考えている。そのために研修や見学の機会を多く作っていただきたい。今は、当事業所はその程度しか考えられない。 トウ ジギョウショ タイオウ ハンイ ゲンザイ チテキ ショウガイシャ トク チュウ ケイド オモ セイシン コウジ ノウ キノウ ショウガイ フク ブンヤ ハジ コンゴ ジュウショウ シンシン ショウガイシャ ソウダン シエン ジギョウショ タス エ ベンキョウ タイオウ カンガ ケンシュウ ケンガク キカイ オオ ツク イマ トウ ジギョウショ テイド カンガ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所ポンテ		028-652-7288		028-652-6355		321-0341		宇都宮市古賀志町1964-12		宇都宮、鹿沼、日光、壬生 ウツノミヤ カヌマ ニッコウ ミブ		0		1		1		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0				0				未就学児（3～5才）の方の医療型児童発達支援を分離で行う施設が数か所あると良いと思います。 ミシュウガクジ サイ カタ イリョウ ガタ ジドウ ハッタツ シエン ブンリ オコナ シセツ スウ ショ ヨ オモ

		承諾 ショウダク		相談支援センター光輝舎		0285-70-2020		0285-72-8222		321-4105		芳賀郡益子町北中1113-1		芳賀郡、真岡市等 ハガ グン モオカシ ナド		1		0		1		0		1		1		1		1		0		1		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		利用できるサービス事業所が少ない。重心児者に合わせたプログラムが見つからない（近隣で） リヨウ ジギョウショ スク ジュウシン ジ シャ ア ミ キンリン		0				本人の状態にもよるが、重度化する状況に対応できる事業所の確保。家族の負担が大きくなり在宅生活の継続が困難になることが予測されるので、在宅で支援が受けられるような体制の充実と、レスパイトサービスの拡大。 ホンニン ジョウタイ ジュウドカ ジョウキョウ タイオウ ジギョウショ カクホ カゾク フタン オオ ザイタク セイカツ ケイゾク コンナン ヨソク ザイタク シエン ウ タイセイ ジュウジツ カクダイ

		承諾 ショウダク		特定相談支援事業所やすらぎ		028-650-7727		028-650-7728		320-0011		宇都宮市富士見が丘3－19－20		宇都宮市 ウツノミヤシ		0		0		1		0		1		0		0		0		0		1		1		0		0				0		3		対応できるヘルパーがいれば支援する タイオウ シエン		0		0		0		0				0		1				3

		承諾 ショウダク		障がい者支援センターにんべん		028-686-2539		028-686-2584		329-1417		さくら市フィオーレ喜連川5-2-1　フィオーレガーデン1-102		さくら市 シ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1				地域資源アンケートをいただきありがとうございました。設問に対しまして知識不足にこれでいいのかという思いです。相談支援専門員として設問にありました「3」要望がでますれば、先輩相談員・各職種の方々に相談・指導をいただき、相談支援事業を行ってみたいと考えます。大島先生について学ばせて頂きました。 チイキ シゲン セツモン タイ チシキ ブソク オモ ソウダン シエン センモンイン セツモン ヨウボウ センパイ ソウダン イン カクショクシュ カタガタ ソウダン シドウ ソウダン シエン ジギョウ オコナ カンガ オオシマ センセイ マナ イタダ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所おやま		0285-22-1833		0285-228946		323-0014		小山市喜沢660		小山市、下野市 オヤマシ シモノ シ		1		0		1		0		1		1		0		0		0		0		0		1		0				2		3				0		0		0		0				1		0		本人の意思が明確でないので親の意向中心のものになってしまった。 ホンニン イシ メイカク オヤ イコウ チュウシン		0

		承諾 ショウダク		真岡介護センター		0285-80-5200		0285-80-5211		321-4361		真岡市並木町1-8-1　シティ並木102 ナミキ		真岡市、芳賀町南部、市貝町南部、益子町西部、上三川東部 モオカシ ハガマチ ナンブ イチ ガイ チョウ ナンブ マシコ チョウ セイブ カミノカワ トウブ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		0		1				0		1				3		担当者の受け持ちケースの状況など考慮し対応できるか検討したい タントウシャ ウ モ ジョウキョウ コウリョ タイオウ ケントウ

		承諾 ショウダク		さの社協相談支援センターほっぷ		0283-22-8152		0283-22-8199		327-0003		佐野市大橋町3212-27		佐野市全域 サノシ ゼンイキ		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2		現在相談支援専門員1名で行っているため ゲンザイ ソウダン シエン センモンイン メイ オコナ

		承諾 ショウダク		相談支援ウエイブ		0282-23-4465		0282-23-4465		328-0012		栃木市平柳町1-2-7		栃木市、壬生町 トチギシ ミブマチ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		1		0				0		1				2		指定特定相談支援事業で精神に対応しているため シテイ トクテイ ソウダン シエン ジギョウ セイシン タイオウ		ご家族の中だけでは生活がマンネリ化して単調になりかねないので、音楽、体を動かす、読み聞かせ麻痺・拘縮のマッサージなどのリハビリの頻度を高める。ご本人が楽しいと感じることを提供できる。ご家族が疲弊しないよう旅行や趣味などの充実した時間がもてるようサービスを利用していくこと。 カゾク ナカ セイカツ カ タンチョウ オンガク カラダ ウゴ ヨ キ マヒ コウシュク ヒンド タカ ホンニン タノ カン テイキョウ カゾク ヒヘイ リョコウ シュミ ジュウジツ ジカン リヨウ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所わらしべの家		0282-27-1627		0282-27-1675		328-0011		栃木市大宮町2708-3		栃木市 トチギシ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1		専門的な知識が不十分なため行政などの機関と相談しながらの対応となります センモンテキ チシキ フジュウブン ギョウセイ キカン ソウダン タイオウ		短期入所や移動支援などの福祉サービス利用時にお付き合いのある医療機関や訪問看護の看護師が同行でき緊急時の対応が迅速にとれる体制（すでにできていたらすみません） タンキ ニュウショ イドウ シエン フクシ リヨウ ジ ツ ア イリョウ キカン ホウモン カンゴ カンゴシ ドウコウ キンキュウジ タイオウ ジンソク タイセイ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所　空		0287-73-8165		0287-73-8165		329-3157		那須塩原市大原間西1-19-9		那須塩原市、大田原市、那須町 ナスシオバラ シ オオタワラシ ナスマチ		1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		重心のお子様の療育支援をやっていたので、苦労はありませんでしたが、医療（訪問看護）訪問リハ訪問入浴の制度を知らなかったので、その方々との連携が取れて大変勉強になりました。 ジュウシン コサマ リョウイク シエン クロウ イリョウ ホウモン カンゴ ホウモン ホウモン ニュウヨク セイド シ カタガタ レンケイ ト タイヘン ベンキョウ		0				医療的ケアの必要な方には支援スタッフ・必ず看護師の方が不在では双方安心したケアはできません。例）乳幼児の通所事業は保母と看護師さん。小学→高校までは義務教育がありますが事後に生活介護はもちろんですが、本当に重心の方の為の日中活動の場が不足しているとおもいますので重心の方の通所事業は必要と思います。家庭以外で通える場所→一時預かりや療育支援事業→高校卒業後は通所施設（一時預かりも含めて） イリョウテキ ヒツヨウ カタ シエン カナラ カンゴシ カタ フザイ ソウホウ アンシン レイ ニュウヨウジ ツウショ ジギョウ ホボ カンゴシ ショウガク コウコウ ギム キョウイク ジゴ セイカツ カイゴ ホントウ ジュウシン カタ タメ ニッチュウ カツドウ バ フソク ジュウシン カタ ツウショ ジギョウ ヒツヨウ オモ カテイ イガイ カヨ バショ イチジ アズ リョウイク シエン ジギョウ コウコウ ソツギョウゴ ツウショ シセツ イチジ アズ フク

		承諾 ショウダク		相談支援事業所みどり		0285-45-8362		0285-45-8397		329-0214		小山市乙女786-1		小山市、栃木市、古河市、結城市 オヤマシ トチギシ コガシ ユウキシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0		大人は対応可能 オトナ タイオウ カノウ		1		1		大人はあるが、こどもはない。先日訪問介護を事業所にお願いしたところどこの事業所も受けていただけなかった。 オトナ センジツ ホウモン カイゴ ジギョウショ ネガ ジギョウショ ウ		3		成人しか計画相談をしたことがないので不安である。当事業所は相談員が一名なので相談する相手がいない セイジン ケイカク ソウダン フアン トウ ジギョウショ ソウダン イン イチメイ ソウダン アイテ		サービス事業所で受けてもらえないケースがある。特に重心や精神知的等重複して疾患を持っていると問い合わせた時点でお断りされてします。 ジギョウショ ウ トク ジュウシン セイシン チテキ ナド チョウフク シッカン モ ト ア ジテン コトワ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所こころみ		0284-41-5039		0284-43-2665		326-0061		足利市田島町611-2				0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		1		0				0		1				3		これまで前例がなく、またこの障害について熟知した方（機関）があるならそちらでしていただいた方がご本人様にとってよい支援であると考えるから。※現在当法人の入所・通所等サービスを利用されている方の相談支援がほとんどの状況です。 ゼンレイ ショウガイ ジュクチ カタ キカン ホウ ホンニンサマ シエン カンガ ゲンザイ トウホウジン ニュウショ ツウショ ナド リヨウ カタ ソウダン シエン ジョウキョウ

		承諾 ショウダク		相談支援センターのどか　真岡センター		0285-81-5890		0285-85-8452		321-4305		真岡市荒町111-1		真岡市、芳賀町、市貝町、益子町、茂木町 モオカシ ハガマチ イチガイ マチ マシコ チョウ モギ マチ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1				在宅での生活では家族の介護負担の軽減が必要。フォーマルインフォーマルの枠にとらわれない福祉サービス。 ザイタク セイカツ カゾク カイゴ フタン ケイゲン ヒツヨウ ワク フクシ

		承諾 ショウダク		友井タクシー介護ステーションふれあい		0285-30-0840		0285-30-0844		323-0025		小山市城山町2丁目12-25		小山市 オヤマシ		1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		利用するサービスは多様で、施設・病院・学校など医療福祉事業所数も多く連携を図るのが困難。学校行事に参加するための会出自の支援サービスがない。 リヨウ タヨウ シセツ ビョウイン ガッコウ イリョウ フクシ ジギョウショ スウ オオ レンケイ ハカ コンナン ガッコウ ギョウジ サンカ カイ シュツジ シエン		0				ご家族様が安心して預けることができる施設と必要に預けられる施設の数は少ない。片道１時間以上かかるためとても不便に思います。呼吸器の方の預かり先は少ない。 カゾクサマ アンシン アズ シセツ ヒツヨウ アズ シセツ カズ スク カタミチ ジカン イジョウ フベン オモ コキュウキ カタ アズ サキ スク

		承諾 ショウダク		もくせいの里		0282-43-0593		0282-43-1387		329-4405		栃木市大平町西山田1198		栃木市内 トチギシナイ		0		1		1		0		1		0		0		1		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		ニーズにあてはまるサービスがなかった。例）①入浴支援②移送サービス　①自宅の浴槽では支援が入れず訪問入浴を検討。しかし、浴槽を置けるスペースがなく断念。②主たる介護者が入院。学校までの送迎ができず特例で市の移送サービスを利用するもかなり時間を要した。 レイ ニュウヨク シエン イソウ ジタク ヨクソウ シエン ハイ ホウモン ニュウヨク ケントウ ヨクソウ オ ダンネン シュ カイゴシャ ニュウイン ガッコウ ソウゲイ トクレイ シ イソウ リヨウ ジカン ヨウ		0				①地域の理解や協力②受け入れの拡大（重心の通所、24時間看護体制が整った短期入所）③デマンドタクシー等関係者の重心に対する理解（理解附属により資源として存在するが利用しがたい）④児童が入浴支援を受けられる環境（家族の身体的な介護負担軽減） チイキ リカイ キョウリョク ウ イ カクダイ ジュウシン ツウショ ジカン カンゴ タイセイ トトノ タンキ ニュウショ ナド カンケイシャ ジュウシン タイ リカイ リカイ フゾク シゲン ソンザイ リヨウ ジドウ ニュウヨク シエン ウ カンキョウ カゾク シンタイテキ カイゴ フタン ケイゲン

		承諾 ショウダク		足利障害者相談支援センター		0284-44-0307		0284-44-0318		326-0064		足利市東砂原後町1072		足利市、佐野市 アシカガシ サノシ		1		0		1		0		1		0		0		1		0		1		0		1		0				1		0				0		0		0		0				0		1				2		委託相談支援事業所のため イタク ソウダン シエン ジギョウショ		医療的ケアが整った施設のショートステイ充実が必要。また、特に呼吸器をつけた方のショート療養介護の利用とそれらを利用するための送迎体制の充実が必要。 イリョウテキ トトノ シセツ ジュウジツ ヒツヨウ トク コキュウキ カタ リョウヨウ カイゴ リヨウ リヨウ ソウゲイ タイセイ ジュウジツ ヒツヨウ

		承諾 ショウダク		指定障害者相談支援事業所あるしぇん		0282-86-7665		0282-21-7109		321-0201		栃木県下都賀郡壬生町安塚2032 ３２１－０２０１		壬生町 ミブマチ		1		0		1		0		1		0		0		1		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		①相談支援専門員として重症心身障害児（者）の方に対する支援の知識や経験が少ない②医療的ケアが必要となる方に対して対応できる福祉サービス（事業所）が少ない。 ソウダン シエン センモンイン ジュウショウシンシンショウガイジ シャ カタ タイ シエン チシキ ケイケン スク イリョウテキ ヒツヨウ カタ タイ タイオウ フクシ ジギョウショ スク		0				医療的ケアが必要な方に関して、福祉のサービスでは対応しきれない部分が多く、結果として家族が本人を抱え込まざるを得ない現状があるように感じます。家族の介護負担が少しでも軽減できるよう福祉サービスも柔軟な対応が出来るようになるといいなと思います。 イリョウテキ ヒツヨウ カタ カン フクシ タイオウ ブブン オオ ケッカ カゾク ホンニン カカ コ エ ゲンジョウ カン カゾク カイゴ フタン スコ ケイゲン フクシ ジュウナン タイオウ デキ オモ

		承諾 ショウダク		下野市相談支援事業所 こばと		0285-44-6783		0285-44-6783		329-0414		下野市小金井1146-6		下野市、上三川町 シモノ シ カミノカワマチ		1		0		1		0		0		0		1		1		0		1		1		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		医療的ケアが必要な乳幼児に対応できるヘルパー事業所。短期入所・日中一時支援事業所が近くにない（少ない）。 イリョウテキ ヒツヨウ ニュウヨウジ タイオウ ジギョウショ タンキ ニュウショ ニッチュウ イチジ シエン ジギョウショ チカ スク		0				設問5で回答した内容：外出可能な方は児童発達支援を利用可能であるが無理な方は外部との交流をもちにくい。訪問看護・訪問リハビリが入っているケースはいいがない場合母子で孤立しがち。幸いあそびの支援をしてくれるヘルパー事業所があり支援につながっている。ヘルパー利用を希望されない家庭、利用したくてもヘルパー事業所がない等支援に苦慮する。 セツモン カイトウ ナイヨウ ガイシュツ カノウ カタ ジドウ ハッタツ シエン リヨウ カノウ ムリ カタ ガイブ コウリュウ ホウモン カンゴ ホウモン ハイ バアイ ボシ コリツ サイワ シエン ジギョウショ シエン リヨウ キボウ カテイ リヨウ ジギョウショ ナド シエン クリョ

		承諾 ショウダク		相談支援センターぴあん ソウダン シエン		0282-31-1755		0282-31-2919		328-0067		栃木市皆川城内町333-2		栃木市、小山市 トチギシ オヤマシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1				これまで現場で関わったことがなく、事例検討でしか情報を把握しておらず不安はあります。でも関係機関やご家族様からいろいろなことを教えて頂きながら相談支援として専門性を活かせればと思っています。色々な立場の方からお話をお伺いしてもご家族や医療機関専門的な事業所の負担が大きく相談支援があまり役に立つことができていない（場合によっては自ら引いてしまう）今の現状を少しでも変えていければいいと思います。 ゲンバ カカ ジレイ ケントウ ジョウホウ ハアク フアン カンケイ キカン カゾクサマ オシ イタダ ソウダン シエン センモンセイ イ オモ イロイロ タチバ カタ ハナシ ウカガ カゾク イリョウ キカン センモンテキ ジギョウショ フタン オオ ソウダン シエン ヤク タ バアイ ミズカ ヒ イマ ゲンジョウ スコ カ オモ

		承諾 ショウダク		うつのみや		028-632-6074/090-4059-9728		028-632-6075		320-0861		宇都宮市西2-1-7		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				3		専門的な知識を社会資源のアドバイスを他相談支援事業所からいただきながらみずからの事業所で引き受けるという形が望ましい センモンテキ チシキ シャカイ シゲン ホカ ソウダン シエン ジギョウショ ジギョウショ ヒ ウ カタチ ノゾ

		承諾 ショウダク		サポートセンターきりん		028-612-3838		028-678-3257		321-0905		栃木県宇都宮市平出工業団地43-100 ３２１－０９０５		宇都宮市 ウツノミヤシ		0		1		1		0		1		0		0		1		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		療養介護に入所しているので他のサービスの利用が困難。そのための社会資源をつなげたり、活用したりするのが難しい。 リョウヨウ カイゴ ニュウショ ホカ リヨウ コンナン シャカイ シゲン カツヨウ ムズカ		0				今後、市町村などで展開されていく生活拠点に関する事業をうまく活用できればいいなと感じています。入所されている方々については地域とのつながり方が今後は重要になってくると思われますので、広く門扉を開けた活動などが多くなってくるといいなと思っています。 コンゴ シチョウソン テンカイ セイカツ キョテン カン ジギョウ カツヨウ カン ニュウショ カタガタ チイキ カタ コンゴ ジュウヨウ オモ ヒロ モンピ ア カツドウ オオ オモ

		承諾 ショウダク		さわやか相談支援センター		0280-57-4884		0280-57-4994		329-0112		野木町南赤塚1145-1		小山市、野木町、古河市、栃木市 オヤマシ ノギマチ コガシ トチギシ		0		1		1		0		0		0		1		0		0		1		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		現実的な目標の位置づけ ゲンジツテキ モクヒョウ イチ		0

		承諾 ショウダク		相談支援事業所つばさ		0287-53-7393		0287-53-7394		324-0044		大田原市親園824-1		大田原市、那須塩原市、那須烏山市、矢板市、さくら市、那須町、塩谷町、高根沢町 オオタワラシ ナスシオバラシ ナスカラスヤマシ ヤイタシ シ ナスマチ シオ タニ マチ タカネザワマチ		1		0		1		0		1		0		1		1		0		1		0		0		0				1		2		医療的なケアが必要なケース、将来的に短期入所につなげたいケースだった為、専門の事業所に依頼した イリョウテキ ヒツヨウ ショウライテキ タンキ ニュウショ タメ センモン ジギョウショ イライ		1		1		0		0				1		0		使えるサービスの少なさに調整が難しかった ツカ スク チョウセイ ムズカ		1				乳幼児期の受け入れ可能な福祉サービス等の社会資源が必要である。 ニュウヨウジ キ ウ イ カノウ フクシ ナド シャカイシゲン ヒツヨウ

		承諾 ショウダク		特定相談支援センターはじめ		0284-22-4561		0284-22-4562		326-0143		足利市葉鹿町735-1		足利市 アシカガシ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1

		承諾 ショウダク		上三川障がい児・者生活相談支援センター		0285-38-6854		0285-38-6841		329-0611		上三川町上三川5082-15		上三川町 カミノカワマチ		1		0		1		0		1		0		0		1		0		0		0		0		0				1		0				0		0		0		0				1		0				0

		承諾 ショウダク		はつらつサロン南天相談支援事業所		0285-22-4659		0285-38-6529		323-0027		小山市花垣町2-3-19		小山市、栃木市 オヤマシ トチギシ		0		0		1		0		1		1		0		1		1		1		1		1		0				0		0				0		0		0		0				1		0		利用したいサービス事業所が少なく生活改善、家族、支援者の負担軽減に繋がらない（訪問入浴、ショートステイ、生活介護などなど（就労Ａ型））医師によっては連携が困難。何処の精神科がよいかと利用者に問われるが答えは解らない。 リヨウ ジギョウショ スク セイカツ カイゼン カゾク シエンシャ フタン ケイゲン ツナ ホウモン ニュウヨク セイカツ カイゴ シュウロウ ガタ イシ レンケイ コンナン ドコ セイシンカ リヨウシャ ト コタ ワカ		0				本人の選択や受け入れ事業所の間口を広げる。例えば入浴はヘルパーの2人対応で行ているがヘルパー不足や腰痛の悪化などで対応が難しくなってくる。機会浴のできる生活介護を勧めるも本人の選択肢がない。自宅から出かける自由さのようなものが閉ざされているような気がする。反面高齢者のサービスは増加する一方で利用者が不足し閉鎖なども聞かれる。高齢者・障害者がともにデイサービスやショートステイを利用できるようにならないかと思う。障害児については働く両親をサポートすることで生活の安定や療育などへ通園のし易さを図り、送迎サービスの充実など。 ホンニン センタク ウ イ ジギョウショ マグチ ヒロ タト ニュウヨク ニン タイオウ オコナ ブソク ヨウツウ アッカ タイオウ ムズカ キカイ ヨク セイカツ カイゴ スス ホンニン センタクシ ジタク デ ジユウ ト キ ハンメン コウレイシャ ゾウカ イッポウ リヨウシャ フソク ヘイサ キ コウレイシャ ショウガイシャ リヨウ オモ ショウガイジ ハタラ リョウシン セイカツ アンテイ リョウイク ツウエン ヤス ハカ ソウゲイ ジュウジツ

		承諾 ショウダク		障がい者生活支援センターこぶし		028-680-5746		028-688-0214		321-0126		栃木県宇都宮市茂原町837-1		宇都宮市、上三川町 ウツノミヤシ カミノカワマチ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1				①医療機関との細かな連携体制②相談関係者を含め本人に関わり支援をするなかで即座に動きが取れるようなフットワークの軽いチーム作り イリョウ キカン コマ レンケイ タイセイ ソウダン カンケイシャ フク ホンニン カカ シエン ソクザ ウゴ ト カル ヅク
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　　 を作成したことがありますか
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59%

ある	今後依頼があれば作成する	他の相談支援事業所に依頼する	作成するかどうかわからない	33	15	18	14	

相談支援事業所 (2)

		Ｑ1.貴施設について、お伺いいたします キ シセツ ウカガ										事業所名とコメントをくっつけるで一表を作る ジギョウショ メイ イッピョウ ツク

		1		事業所名 ジギョウショ メイ								今月中 コンゲツ チュウ

		2		電話番号 デンワ バンゴウ								地図と一覧表をパワーポイント チズ イチラン ヒョウ

		3		FAX番号 バンゴウ								各項目ごとにページを作る カクコウモク ツク

		4		所在地 ショザイチ

		5		訪問可能な主な市町村 ホウモン カノウ オモ シチョウソン

		Ｑ2.重症心身障害児（者）の定義をご存知ですか ジュウショウシンシンショウガイジ シャ テイギ ゾンジ

		Ｑ2-1		知っている シ

		Ｑ2-2		知らない シ

		Ｑ3.重症心身障害児（者）の方（家族・関係機関等）からの相談を受けたことがありますか ジュウショウシンシンショウガイジ シャ カタ カゾク カンケイ キカン ナド ソウダン ウ

		Ｑ3-1		1		ある

		Ｑ3-2		2		ない

		Ｑ3-1-Ａ

				Ａ-1それは誰からの相談でしたか ダレ ソウダン

				1		ａ.家族 カゾク

				2		ｂ.支援者 シエンシャ

				3		ｃ.関係機関 カンケイ キカン

				Ａ-2それはどんな相談でしたか（複数回答可） ソウダン フクスウ カイトウ カ

				1		ａ.生活上の相談 セイカツ ジョウ ソウダン

				2		ｂ.医療的な相談 イリョウテキ ソウダン

				3		ｃ.制度に関する相談 セイド カン ソウダン

				4		ｄ.教育に関する相談 キョウイク カン ソウダン

				5		ｅ.サービス等利用計画書作成に関する相談 ナド リヨウ ケイカクショ サクセイ カン ソウダン

				6		ｆ.その他 タ

				Ａ-3それらの相談事業所として対応（解決）はできましたか ソウダン ジギョウショ タイオウ カイケツ

				1		ａ.できた

				2		ｂ.できなかった

				Ａ-3-1それはどうしてですか

				1		ａ解決手段・方法がなかった カイケツ シュダン ホウホウ

				2		ｂ.ほかの相談支援事業所に依頼した ソウダン シエン ジギョウショ イライ

				3		ｃ.行政に依頼した ギョウセイ イライ

				4		ｄ.その他 タ

		Ｑ4.Ｑ3-2「ない」→これから重症心身障害児（者）の方（本人・家族等）からの相談があればどのように対応されますか ジュウショウシンシンショウガイジ シャ カタ ホンニン カゾク ナド ソウダン タイオウ

				Ｑ4-1		自分の事業所で対応する ジブン ジギョウショ タイオウ

				Ｑ4-2		ほかの相談支援事業所へ依頼する ソウダン シエン ジギョウショ イライ

				Ｑ4-3		行政に依頼する ギョウセイ イライ

				Ｑ4-4		その他 タ

		Ｑ5.重症心身障害児（者）の方のサービス等利用計画書を作成したことがありますか ジュウショウシンシンショウガイジ シャ カタ ナド リヨウ ケイカクショ サクセイ

				Ｑ5-1		ある

				Ｑ5-2		ない

						Ｑ5-1-Ａ		「ある」と回答→作成にあたり、苦労したこと困ったことがありましたか カイトウ サクセイ クロウ コマ

						Ｑ5-2-Ａ		「ない」と回答 カイトウ

						1		ａ.今後依頼があれば作成する コンゴ イライ サクセイ

						2		ｂ.他の相談支援事業所に依頼する ホカ ソウダン シエン ジギョウショ イライ

						3		ｃ.作成するかどうかわからない サクセイ

						Ｑ5-2-Ａ-1		b.cを回答→それはどうしてですか カイトウ

		Q6.重症心身障害児（者）の方がより良い在宅生活をしていく上で何か必要だと思うことがあればご自由にお書きください ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ カタ ヨ ザイタク セイカツ ウエ ナニ ヒツヨウ オモ ジユウ カ



		承諾可否 ショウダク カヒ		Q1												Ｑ2.重症心身障害児（者）の定義をご存知ですか ジュウショウシンシンショウガイジ シャ テイギ ゾンジ				Ｑ3.重症心身障害児（者）の方（家族・関係機関等）からの相談を受けたことがありますか ジュウショウシンシンショウガイジ シャ カタ カゾク カンケイ キカン ナド ソウダン ウ																														Ｑ4.Ｑ3-2「ない」→これから重症心身障害児（者）の方（本人・家族等）からの相談があればどのように対応されますか ジュウショウシンシンショウガイジ シャ カタ ホンニン カゾク ナド ソウダン タイオウ										Ｑ5.重症心身障害児（者）の方のサービス等利用計画書を作成したことがありますか ジュウショウシンシンショウガイジ シャ カタ ナド リヨウ ケイカクショ サクセイ										Q6.重症心身障害児（者）の方がより良い在宅生活をしていく上で何か必要だと思うことがあればご自由にお書きください ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ カタ ヨ ザイタク セイカツ ウエ ナニ ヒツヨウ オモ ジユウ カ

				事業所名 ジギョウショ メイ		電話番号 デンワ バンゴウ		FAX番号 バンゴウ		郵便番号 ユウビンバンゴウ		所在地 ショザイチ		訪問可能な主な市町村 ホウモン カノウ オモ シチョウソン		知っている		知らない シ		ある		ない		それは誰からの相談でしたか						それはどんな相談でしたか														それらの相談事業所として対応（解決）はできましたか						自分の事業所で対応する ジブン ジギョウショ タイオウ		他の相談支援事業所へ依頼する ホカ ソウダン シエン ジギョウショ イライ		行政に依頼する ギョウセイ イライ		その他 タ				ある		ない		「ある」と回答		「ない」
と回答		b.c（23）を回答

																								家族 カゾク		支援者 シエンシャ		関係機関 カンケイ キカン		生活上の相談 セイカツ ジョウ ソウダン		医療的な相談 イリョウテキ ソウダン		制度に関する相談 セイド カン ソウダン		教育に関する相談 キョウイク カン ソウダン		サービス等利用計画書作成に関する相談 ナド リヨウ ケイカクショ サクセイ カン ソウダン		その他 タ		その他回答 タ カイトウ		それらの相談事業所として対応（解決）はできましたか		それはどうしてですか		それはどうしてですか

		否 イナ		手話通訳派遣協会相談支援事業所		0287-73-4422		0287-62-7776		325-0026		栃木県那須塩原市上厚崎431-17 ３２５－００２６				0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		0		1		本事業所と同様の地域で一般相談支援事業所と連携を図り対応する ホン ジギョウショ ドウヨウ チイキ イッパン ソウダン シエン ジギョウショ レンケイ ハカ タイオウ		0		1		0		2		当事業所は手話通訳派遣を主目的とする事業所であるため、聴覚障害に対するノウハウはあるがそれ以外の障害者に対応する専門性を有していない為 トウ ジギョウショ シュワ ツウヤク ハケン シュモクテキ ジギョウショ チョウカク ショウガイ タイ イガイ ショウガイシャ タイオウ センモンセイ ユウ タメ

		否 イナ		相談支援事業所すまいる		0285-45-7199		0285-45-8437		329-0205		小山市間々田750-1		小山市 オヤマシ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		1		0				0		1		0		3		現在担当させていただいているケースの他に受け入れる時間的余裕がないため。また専門的な知識や経験がなく自信がないため。 ゲンザイ タントウ ホカ ウ イ ジカンテキ ヨユウ センモンテキ チシキ ケイケン ジシン

		否 イナ		やまゆりの里		0284-90-2030		0284-90-2031		326-0011		足利市大沼田町525-1		足利市 アシカガシ		0		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		ショートステイの利用が可能かどうか リヨウ カノウ		2		1		ショートの利用を希望していたが、幼児で夜間に吸引が必要とのことだったので職員配置上困難と判断 リヨウ キボウ ヨウジ ヤカン キュウイン ヒツヨウ ショクイン ハイチ ジョウ コンナン ハンダン		0		0		0		0				0		1		0		2		あしかがの森さんが近くにあり専門性もあるため モリ チカ センモンセイ

		否 イナ		相談支援センターひかり		028-612-7717		028-612-7718		320-0072		宇都宮市若草4-20-7		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		0		1		0		1		0		0		1		0		1		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		居宅介護事業所とニーズのマッチング キョタク カイゴ ジギョウショ		0				短期入所事業所（医療的ケア対応型）の整備 タンキ ニュウショ ジギョウショ イリョウテキ タイオウガタ セイビ

		否 イナ		相談支援センター歩み		028-667-5151		028-667-5150		321-3233		宇都宮市上籠谷町3792		真岡市、芳賀町、宇都宮市 モオカシ ハガマチ ウツノミヤシ		0		1		1		0		0		1		0		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		毎日お会いしている方ではないしお話ができる方ではないので、計画書を作ることは少々戸惑いはありましたが、すべて療育指導室の先生にご指導いただき作成することができました。お幸せな時を過ごしてほしいという思いはいっぱいありますが、なにも出来ていない自分が申し訳ないような気持ちです。 マイニチ ア カタ ハナシ カタ ケイカクショ ツク ショウショウ トマド リョウイク シドウシツ センセイ シドウ サクセイ シアワ トキ ス オモ デキ ジブン モウ ワケ キモ		0				すみません。経験不足で在宅の方はよくわかりませんが、独立行政法人国立病院機構宇都宮病院にお伺いし行き届いた介護、職員の先生方の情熱にこういうところで重症心身障害者の方が過ごせることは幸せなのでは…としみじみ思いました。 ケイケン ブソク ザイタク カタ ドクリツ ギョウセイ ホウジン コクリツ ビョウイン キコウ ウツノミヤ ビョウイン ウカガ イ トド カイゴ ショクイン センセイガタ ジョウネツ ジュウショウ シンシン ショウガイシャ カタ ス シアワ オモ

		否 イナ		ワークス共育		0287-39-5593		0287-39-5630		329-2213		那須塩原市上大貫2028-2				1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		0		1		状況に応じて対応する ジョウキョウ オウ タイオウ		0		1				1				相談支援専門員のレベルアップが必要ではないかと思います ソウダン シエン センモンイン ヒツヨウ オモ

		否 イナ		指定特定相談支援センタードリーム		0288-32-2280		0288-32-2281		321-2341		日光市大沢町274		日光市、塩谷町、鹿沼市、宇都宮市 ニッコウシ シオヤ チョウ カヌマシ ウツノミヤ シ		0		1		1		0		1		0		0		1		1		1		0		0		0				1		0				0		0		0		0				1		0		計画を作成するにあたり医療機関との連携方法を具体化していくことに連絡調整に時間を要しました。また医師同士でのやりとりの方が早いように感じました。※解決できたと言っても施設の空き待ちで関係する病院で入院しております。 ケイカク サクセイ イリョウ キカン レンケイ ホウホウ グタイカ レンラク チョウセイ ジカン ヨウ イシ ドウシ ホウ ハヤ カン カイケツ イ シセツ ア マ カンケイ ビョウイン ニュウイン		0				入所ではなく、医療ケアのできる短期入所やグループホーム、日中一時、生活介護の拡充が必要であること。また重症心身障害児（者）への理解を広めていき、理解者を増やすこと、訪問看護、訪問医療、居宅介護も活用しやすい環境づくりを相談支援専門員はネットワークづくりに努めなければんらないと思います。 ニュウショ イリョウ タンキ ニュウショ ニッチュウ イチジ セイカツ カイゴ カクジュウ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ リカイ ヒロ リカイシャ フ ホウモン カンゴ ホウモン イリョウ キョタク カイゴ カツヨウ カンキョウ ソウダン シエン センモンイン ツト オモ

		否 イナ		ユーファーム支援センター		028-689-0070		028-680-0750		321-0972		宇都宮市下川俣町206-127		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2		これまでの実績として主に就労系の利用計画の作成を行っており重症心身障害児の方への支援については経験や人員の不足から対応が困難であると思われるため ジッセキ オモ シュウロウ ケイ リヨウ ケイカク サクセイ オコナ ジュウショウ シンシン ショウガイジ カタ シエン ケイケン ジンイン フソク タイオウ コンナン オモ

		否 イナ		障害者相談支援センターひびき		028-666-7601		028-666-7602		321-0403		宇都宮市下小倉町1536		宇都宮市、さくら市 ウツノミヤシ シ		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2		かつて受け入れたことがなく、またスタッフにも医療的ケアの知識や経験が乏しく、自信をもって迎え入れることができない ウ イ イリョウテキ チシキ ケイケン トボ ジシン ムカ イ		受け入れる施設が近辺にあること ウ イ シセツ キンペン

		否 イナ		相談支援事業ぴゅあ		028-611-1771		028-611-1772		321-0911		宇都宮市問屋町3426-46		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2

		否 イナ		指定特定相談支援事業所すえひろ		0287-23-3962		0287-24-1670		324-0042		大田原市末広1-2-5		大田原市、大田原市以外は交通費を受領 オオタワラシ オオタワラシ イガイ コウツウヒ ジュリョウ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2		事業所の対象を精神障害に限定し、市に申請しているため ジギョウショ タイショウ セイシン ショウガイ ゲンテイ シ シンセイ

		否 イナ		相談支援センターふじみだい		0285-44-0200		0285-44-4255		329-0412		下野市芝1123		下野市 シモノ シ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		0		1		ケースによって検討 ケントウ		0		1				2

		否 イナ		相談支援センターひゅーまにあ宇都宮		028-678-5385		028-678-5395		320-0802		宇都宮市江野町6-15大立ビル4階		宇都宮市（鹿沼市等近隣市町村） ウツノミヤシ カヌマシ ナド キンリン シチョウソン		0		1		1		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		あるではありますが、初めての作成でまた完成はしていない段階です。病院で実施されている活動医療等で自分自身が未熟で理解が足りていない為に苦労しています。 ハジ サクセイ カンセイ ダンカイ ビョウイン ジッシ カツドウ イリョウ ナド ジブン ジシン ミジュク リカイ タ タメ クロウ		0				①医療面での安心②外部と交流する機会③家族の方への支援 イリョウ メン アンシン ガイブ コウリュウ キカイ カゾク カタ シエン

		否 イナ		地域活動支援センターあしかが		0284-41-2643		0284-43-0463		326-0808		足利市本城1-1547		足利市 アシカガシ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0						0		1		0		0				0		1				2		専門外で知識等はなく、計画書の作成は難しいため センモンガイ チシキ トウ ケイカクショ サクセイ ムズカ

		否 イナ		南那須地区障害者相談支援センター		0287-80-1020		0287-80-1027		321-0624		那須烏山市旭1-18-8		那須烏山市、那珂川町 ナスカラスヤマシ ナカガワマチ		1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		アセスメント、院内での面会予定の調整、家族への説明など インナイ メンカイ ヨテイ チョウセイ カゾク セツメイ		0				在宅医療、訪問リハビリなど24時間対応出来る専門家チーム ザイタク イリョウ ホウモン ジカン タイオウ デキ センモンカ

		否 イナ		ワン・ハーモニー		0287-22-8255		0287-48-7225		324-0042		大田原市末広1-3618-13				0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				0

		否 イナ		ひまわり相談支援事業所		0282-20-5006		0282-23-4878		328-0052		栃木市祝町12－9				0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		1		0				0		1				3		意思伝達が自分にとって受け止められるかに不安があるため イシ デンタツ ジブン ウ ト フアン

		否 イナ		サンフラワーライフ		0285-22-1109		0285-22-1345		323-0808		小山市出井1936		小山市内 オヤマシナイ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				3		近隣に受け入れ施設が少なく在宅福祉サービスに向けるのが難しい キンリン ウ イ シセツ スク ザイタク フクシ ム ムズカ

		否 イナ		natu- la(ナチュラ)		0287-67-3115		0287-67-3115		329-3153		那須塩原市大原間239-1		那須塩原市、大田原市、那須町 ナスシオバラ シ オオタワラシ ナスマチ		0		1		1		0		1		0		0		1		1		1		0		0		0				1		0				0		0		0		0				1		0		サービス自体の幅がせまいため、本人が安全に安心した生活をうけられるためにどう組み合わせたら良いか。又、家族によっては苦手な事業所もあり限られた事業所を探すのが難しかった。 ジタイ ハバ ホンニン アンゼン アンシン セイカツ ク ア ヨ マタ カゾク ニガテ ジギョウショ カギ ジギョウショ サガ ムズカ		0				訪問系のサービスがもっと充実して欲しい ホウモン ケイ ジュウジツ ホ

		否 イナ		相談支援事業所ふるさとホーム那須		0287-98-3001		0287-98-8080		324-0414		大田原市片府田1301-59		大田原市、那須町、那須塩原市、周辺 オオタワラシ ナスマチ ナスシオバラ シ シュウヘン		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2		主な精神知的関係なので、今後はできるよう専門的な部分の勉強が必要です。 オモ セイシン チテキ カンケイ コンゴ センモンテキ ブブン ベンキョウ ヒツヨウ		①専門相談②居場所③地域の理解 センモン ソウダン イバショ チイキ リカイ

		否 イナ		特定相談支援事業所きのこ		028-635-8746		028-635-8778		320-0846		栃木県宇都宮市滝の原2-4-42 ３２０－０８４６		宇都宮市 ウツノミヤシ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		1		0				0		1				3		どのように作成したらいいか不安のため サクセイ フアン

		否 イナ		こども発達支援センター鹿沼市あおば園		0289-63-1745		0289-63-1745		322-0074		鹿沼市日吉町320－1				1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		1		0				0		1				2		相談支援専門員の不足、児童発達支援事業所利用のための計画書作成が主な業務になっている ソウダン シエン センモンイン フソク ジドウ ハッタツ シエン ジギョウショ リヨウ ケイカクショ サクセイ オモ ギョウム

		否 イナ		障害者相談支援センターみつか・Ｒｕ		028-648-3971		028-648-3936		321-0347		宇都宮市飯田町261		宇都宮市、鹿沼市 ウツノミヤシ カヌマシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		1		状況に応じして他機関と連携し判断する場合もある ジョウキョウ オウ ホカ キカン レンケイ ハンダン バアイ		0		1				1		計画依頼の状況に応じて対応できない月もある（モニタリング件数） ケイカク イライ ジョウキョウ オウ タイオウ ツキ ケンスウ

		否 イナ		工房つばさ		0285-40-0388		0285-40-6700		329-0401		下野市箕輪425-1		下野市、上三川町、壬生町、ただし状況に応じて対応することが難しい場合もある シモノ シ カミノカワマチ ミブマチ ジョウキョウ オウ タイオウ ムズカ バアイ		1		0		1		0		1		0		0		1		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		短期入所、ヘルパーなどの利用希望があっても受け入れてくれる事業所が見つからない タンキ ニュウショ リヨウ キボウ ウ イ ジギョウショ ミ		3		状況により作成することができない場合がある ジョウキョウ サクセイ バアイ		重心の方の短期入所等の利用ができるところが必要。在宅でのサービスの受入必要だと思われる。 ジュウシン カタ タンキ ニュウショ ナド リヨウ ヒツヨウ ザイタク ウケイレ ヒツヨウ オモ

		否 イナ		相談支援事業所グーフォ		028-673-0002		028-671-0785		329-1105		宇都宮市中岡本町3178-3				1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1				在宅生活を支える家族に負担が重くならないようにする。緊急時に対応してくれる医療ケア付きの宿泊施設を増やしてほしい ザイタク セイカツ ササ カゾク フタン オモ キンキュウジ タイオウ イリョウ ツ シュクハク シセツ フ

		否 イナ		那珂川町社協相談支援事業所		0287-92-1273		0287-92-1295		324-0613		那珂川町馬頭560-1		那珂川町 ナカガワマチ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				0				移動支援サービス イドウ シエン

		否 イナ		相談支援事業所大山田ノンフェール		0287-93-0660		0287-83-8182		324-0602		那珂川町大山田下郷955		那珂川町 ナカガワマチ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		1		0				0		1				2		平成27年度で相談支援事業を終了するため ヘイセイ ネンド ソウダン シエン ジギョウ シュウリョウ

		否 イナ		在宅サポートこころ		028-651-0780		028-651-0781		320-0042		宇都宮市材木町4-24				0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2

		否 イナ		相談支援事業所みらい ソウダン シエン ジギョウショ		0280-57-2673		0280-57-2673		329-0111		野木町丸林371-12		野木町、小山市 ノギマチ オヤマシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		0		1		しかるべき関係機関と連携して対応する カンケイ キカン レンケイ タイオウ		0		1				3		重症心身のノウハウがない ジュウショウ シンシン

		否 イナ		大田原市社会福祉協議会		0287-54-1849		0287-54-2745		324-0233		栃木県大田原市黒羽田町848 ３２４－０２３３		大田原市内 オオタワラシナイ		0		1		1		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0				2		1				0		1		0		0				0		1				2		職員が未熟なため ショクイン ミジュク		在宅医療の充実、居宅介護の２４時間対応（サービス事業所）の充実 ザイタク イリョウ ジュウジツ キョタク カイゴ ジカン タイオウ ジギョウショ ジュウジツ

		否 イナ		障がい者相談支援センターとまつり		028-680-5570		028-680-5271		320-0052		宇都宮市中戸祭町813		宇都宮市、近隣市町村 ウツノミヤシ キンリン シチョウソン		0		1		1		0		1		0		0		1		0		0		0		0		1		親子間の関わり オヤコ カン カカ		0		0		現在対応中 ゲンザイ タイオウチュウ		0		0		0		0				1		0		保護者との連携がとれない ホゴシャ レンケイ		0

		否 イナ		宇都宮市社会福祉協議会		028-636-1536		028-636-1537		320-0806		宇都宮市中央1-1-15		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		0				2		1		医療的ケアが必要な方が長時間外出したい。長時間支援者の拘束、移動手段（車の中での対応）、医療的ケアが必要な方が外出したいときに外出できる環境がすぐに整えられない、医療的けが必要な方で要介助であるが、歩行できる方が利用できる短期入所先はないか（アクセス時間も含む） イリョウテキ ヒツヨウ カタ チョウジカン ガイシュツ チョウジカン シエン シャ コウソク イドウ シュダン クルマ ナカ タイオウ イリョウテキ ヒツヨウ カタ ガイシュツ ガイシュツ カンキョウ トトノ イリョウテキ ヒツヨウ カタ ヨウ カイジョ ホコウ カタ リヨウ タンキ ニュウショ サキ ジカン フク		0		0		0		0				1		0		専門的（医療面）な知識がなく、専門用語が多く調べたり聞いたりしながら支援していくこと。長く関わらないと親の思いまで聞き出せないこと。 センモンテキ イリョウ メン チシキ センモン ヨウゴ オオ シラ キ シエン ナガ カカ オヤ オモ キ ダ		0				当事者が何歳になっても利用できるサービス環境（短期入所、訪問入浴など）。教育もほかのお子さん同様平等に受けられる機会（学校行事も含む）。相談対応できる人材の確保。緊急時でも利用できるサービスの調整・確保。直接支援できるサービス・人材を増やすこと。 トウジシャ ナンサイ リヨウ カンキョウ タンキ ニュウショ ホウモン ニュウヨク キョウイク コ ドウヨウ ビョウドウ ウ キカイ ガッコウ ギョウジ フク ソウダン タイオウ ジンザイ カクホ キンキュウジ リヨウ チョウセイ カクホ チョクセツ シエン ジンザイ フ

		承諾 ショウダク		ライフサポートセンターゆめ		0280-33-3624		0280-57-4624		329-0111		野木町丸林630-4		野木町、その周辺地域 ノギマチ シュウヘン チイキ		1		0		1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		1		福祉サービス利用に関する相談 フクシ リヨウ カン ソウダン		1		0				0		0		0		0				1		0		医療的な情報、知識に乏しくわからない用語などが数多く出てきた。医療的ケアの内容の聞き取り（どの部分を聞いていけばよいのか） イリョウテキ ジョウホウ チシキ トボ ヨウゴ カズオオ デ イリョウテキ ナイヨウ キ ト ブブン キ		0				Ｆａの負担軽減のためのレスパイト先（ＨＰ、ＳＳ機関等）。家族それぞれの訴え、希望を明確にしていく。関係機関がチームになりＦａの支え応援をしていく。 フタン ケイゲン サキ キカンナド カゾク ウッタ キボウ メイカク カンケイ キカン ササ オウエン

		承諾 ショウダク		足利ケアサービス		0284-21-7630		0284-21-3109		326-0843		足利市五十部町809-3		足利市、佐野市、太田市 アシカガシ サノシ オオタシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		0		1		ケースによって対応する タイオウ		0		1				3

		承諾 ショウダク		相談支援センターみさと		0285-72-9767				321-4104		芳賀郡益子町大沢2800-5		芳賀郡内（真岡市、益子町、市貝町、芳賀町、茂木町） ハガ グンナイ モオカシ マシコ チョウ イチ ガイ マチ ハガマチ モギマチ		1		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		資源が少ない、短期入所先の確保が難しかった。計画を作るのには、医療情報が難しく感じられた。 シゲン スク タンキ ニュウショ サキ カクホ ムズカ ケイカク ツク イリョウ ジョウホウ ムズカ カン		0				連携の取れる医療関係者がたくさん地域の中にいてくれると安心して生活できるかな。外出や余暇の充実を図るために医療の必要な人の生活が限られてしまっている（あきらめてしまっている） レンケイ ト イリョウ カンケイシャ チイキ ナカ アンシン セイカツ ガイシュツ ヨカ ジュウジツ ハカ イリョウ ヒツヨウ ヒト セイカツ カギ

		承諾 ショウダク		サポートセンターとみや生活支援センター		028-665-8230		028-665-8230		321-2116		宇都宮市徳次郎町540		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		0		1		0		0		0		0		1		1		1		1		1		0				0		1		医療的なケアが必要な利用者様の日中活動先が限られて利用できない人がいる。学校との連携が取りにくい。通勤手段・行事参加制限があり平等性が保たれない。学校はサービスで対応を望み、福祉行政は教育で何とかするべきとつねに折り合わない。 イリョウテキ ヒツヨウ リヨウシャサマ ニッチュウ カツドウ サキ カギ リヨウ ヒト ガッコウ レンケイ ト ツウキン シュダン ギョウジ サンカ セイゲン ビョウドウセイ タモ ガッコウ タイオウ ノゾ フクシ ギョウセイ キョウイク ナン オ ア		0		0		1		0		協力してほしい キョウリョク		1		0		利用できるサービスが限られている。社会参加できる機会が少なく、場が限られている。介護者の負担軽減が取りにくい。夢や希望を叶えるための資源が少ない。 リヨウ カギ シャカイ サンカ キカイ スク バ カギ カイゴシャ フタン ケイゲン ト ユメ キボウ カナ シゲン スク		0				通勤手段、保護者なくても教育が受けられる環境。常に親同行を求めるのでは、自立につながらず、いつになっても親の負担は軽減されない。親が安心して託せる日中活動の場。社会参加、役割を担える環境作り、職場。地域で生活していくための交流の機会や場があるといい。緊急的にレスパイトを受け入れてくれる場。 ツウキン シュダン ホゴシャ キョウイク ウ カンキョウ ツネ オヤ ドウコウ モト ジリツ オヤ フタン ケイゲン オヤ アンシン タク ニッチュウ カツドウ バ シャカイ サンカ ヤクワリ ニナ カンキョウ ヅク ショクバ チイキ セイカツ コウリュウ キカイ バ キンキュウテキ ウ イ バ

		承諾 ショウダク		社会就労センターえいぶるの里 シャカイ シュウロウ サト		0285-22-4561		0285-224581		323-0003		小山市東島田2403-2		小山市、下野市、上三川町、野木町、結城市、古河市、筑西市 オヤマシ シモノ シ カミノカワマチ ノギマチ ユウキシ コガシ ツク ニシ シ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				1		0		自己決定が難しいため、家族中心の考えになってしまうこと。また、利用できる社会資源が少ない。 ジコ ケッテイ ムズカ カゾク チュウシン カンガ リヨウ シャカイ シゲン スク		1				関係機関との連携、特に在宅が長い方は医療機関とのかかわりが家族も含め、希薄になってしまい、二次障害に対応できない。地域に総合的に支援でき、医療的ケアが受けられる場所、または訪問医療の充実が必要と思います。 カンケイ キカン レンケイ トク ザイタク ナガ カタ イリョウ キカン カゾク フク キハク ニジ ショウガイ タイオウ チイキ ソウゴウテキ シエン イリョウテキ ウ バショ ホウモン イリョウ ジュウジツ ヒツヨウ オモ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所「ピュア」		0282-31-3911		0282-31-3912		328-0133		栃木市大森町465		栃木市、鹿沼市、佐野市、小山市、壬生町 トチギシ カヌマシ サノシ オヤマシ ミブマチ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1

		承諾 ショウダク		社会福祉法人とちのみ会　こなかの森 シャカイ フクシ ホウジン カイ モリ		0283-24-5757		0283-24-6294		327-0001		佐野市小中町1280		佐野市、足利市 サノシ アシカガシ		1		0		1		0		1		0		0		1		0		1		0		0		0				1		2		通所型のため、短期入所の受け入れはサービスとして提供できず、他施設の紹介、相談支援事業につなげている。 ツウショ ガタ タンキ ニュウショ ウ イ テイキョウ タ シセツ ショウカイ ソウダン シエン ジギョウ		0		0		0		0				1		0		療養型短期入所ほかの施設への短期入所の受け入れ状況など、受け入れ場所を見つけるなど。短期入所時の発作発症時医療への繋ぎが困難。問題多（かかりつけ医への搬送） リョウヨウガタ タンキ ニュウショ シセツ タンキ ニュウショ ウ イ ジョウキョウ ウ イ バショ ミ タンキ ニュウショ ジ ホッサ ハッショウ ジ イリョウ ツナ コンナン モンダイ タ イ ハンソウ		0				佐野市には、身障（重心）短期入所施設がなく老人施設に佐野市が委託しているが、利用する人もいなく、サービスが使いづらい状態にある。短期入所受け入れ可能施設が増えることで、家族のほうも使いやすく利便性があがると考えます。 サノシ シンショウ ジュウシン タンキ ニュウショ シセツ ロウジン シセツ サノシ イタク リヨウ ヒト ツカ ジョウタイ タンキ ニュウショ ウ イ カノウ シセツ フ カゾク ツカ リベンセイ カンガ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所テトテ		0287-36-7171		0287-36-7181		329-2732		那須塩原市一区町251-1		那須塩原市（大田原、矢板、那須町、那珂川町、烏山） ナスシオバラ シ オオタワラ ヤイタ ナスマチ ナカガワマチ カラスヤマ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		0		1		委託の相談支援事業所や重心専門の事業所に相談する イタク ソウダン シエン ジギョウショ ジュウシン センモン ジギョウショ ソウダン		0		1				3		その方にとって、より専門性の高い方が対応することが望ましいと思いますので、作成が適するか否か周囲のサービス状況なども考慮して決めたいと思います。適切にアドバイスをいただける地域の環境が整っていれば、スキルアップ、経験の積み重ねのためにも作成したいです。 カタ センモンセイ タカ ホウ タイオウ ノゾ オモ サクセイ テキ イナ シュウイ ジョウキョウ コウリョ キ オモ テキセツ チイキ カンキョウ トトノ ケイケン ツ カサ サクセイ		相談支援専門員のスキルアップ。きめ細かい支援（サービスの充実）本人のニーズを正しく理解できる人材の育成と地域の理解。 ソウダン シエン センモンイン コマ シエン ジュウジツ ホンニン タダ リカイ ジンザイ イクセイ チイキ リカイ

		承諾 ショウダク		指定特定相談支援事業所あじさい		0287-60-3361		0287-60-3362		325-0034		那須塩原市東原166		那須塩原市、那須町 ナスシオバラ シ ナスマチ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2				訪問看護、訪問診療を行う医師が必要だと思います。 ホウモン カンゴ ホウモン シンリョウ オコナ イシ ヒツヨウ オモ

		承諾 ショウダク		障害者相談支援センターいぶき		028-678-3502		028-676-3501		329-1216		高根沢町桑窪2266-2		高根沢町 タカネザワマチ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1				短期入所など受け入れてくれる施設を増やしてほしい。県内で受け入れていただけない為、県外の施設を考えなくてはいけない方がいます。 タンキ ニュウショ ウ イ シセツ フ ケンナイ ウ イ タメ ケンガイ シセツ カンガ カタ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所わくわくおやま		0285-24-6575		0285-20-0255		323-0022		小山市駅東通り3-9-6		小山市 オヤマシ		1		0		1		0		1		1		1		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		関係事業所が多いことで情報収集連携等大変。医療機関とも連携を図る必要あり。レスパイト、ショートステイの受入困難。利用できる事業所が少ない。 カンケイ ジギョウショ オオ ジョウホウ シュウシュウ レンケイ ナド タイヘン イリョウ キカン レンケイ ハカ ヒツヨウ ウケイレ コンナン リヨウ ジギョウショ スク		0				重症心身障害児（者）を受け入れしてくれる事業所、施設がもっと多くあればよいと思われる。通所日中一時短期入所など。相談支援、計画作成についてもほかの事業所が受け入れてくれないとの理由で受け入れ可能事業所へ集中してしまう為、相談員への研修等を増やせばよいが。しかし日々の業務が多忙であるため、難しいのかな？ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ ウ イ ジギョウショ シセツ オオ オモ ツウショ ニッチュウ イチジ タンキ ニュウショ ソウダン シエン ケイカク サクセイ ジギョウショ ウ イ リユウ ウ イ カノウ ジギョウショ シュウチュウ タメ ソウダン イン ケンシュウ ナド フ ヒビ ギョウム タボウ ムズカ

		承諾 ショウダク		相談支援センターネクスト		080-8854-9551		0280-612-1558		320-0034		宇都宮市泉町6-25		宇都宮市 ウツノミヤシ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2

		承諾 ショウダク		相談支援事業のぞみ		0287-65-2288		0287-65-2282		329-3152		那須塩原市上中野53		那須塩原市、大田原市、那須町 ナスシオバラ シ オオタワラシ ナスマチ		1		0		1		0		0		0		1		1		1		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		現サービスでの医療ケアをふまえ、将来にむけて他事業との連携につなげるよう計画作成、調整に苦労した。 ゲン イリョウ ショウライ タ ジギョウ レンケイ ケイカク サクセイ チョウセイ クロウ		0				選択肢が増えるよう受け入れ可能な福祉サービス事業所の増加が必要だと思われます。 センタクシ フ ウ イ カノウ フクシ ジギョウショ ゾウカ ヒツヨウ オモ

		承諾 ショウダク		サポートセンターひばり		028-670-0330		028-667-7315		321-3236		宇都宮市竹下町435-159		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		苦労ではないが、お母様がとても一生懸命ですでにサービスも繋がっていたため、現状を計画にする形となったが、計画作成後のかかわりについて相談員としてどのようにすべきことが望ましいかと考える。 クロウ カアサマ イッショウケンメイ ツナ ゲンジョウ ケイカク カタチ ケイカク サクセイ ゴ ソウダン イン ノゾ カンガ		0				福祉サービスや医療、またボランティアが入室されるととてもよいと思います。また、介助者（家族）のケアも考えると気軽に参加できるようなイベント（医療が整っていたり、介助するボランティアさんがいたり）や、同じ重症心身障害児（者）をもつかたとのネットワークがあるといいのかなと思います。 フクシ イリョウ ニュウシツ オモ カイジョシャ カゾク カンガ キガル サンカ イリョウ トトノ カイジョ オナ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ オモ

		承諾 ショウダク		高根沢町障害児者生活支援センターすまいる タカネザワマチ		028-612-2751		028-612-2752		329-1225		栃木県塩谷郡高根沢町石末1825　福祉センター内 ３２９－１２２５ フクシ ナイ		高根沢町 タカネザワマチ		1		0		1		0		0		0		1		0		0		1		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		地元に使える資源がなく苦労した ジモト ツカ シゲン クロウ		0				①医療と福祉の連携ネットワーク②重心の方でも利用できるサービスが増えること③訪問診療医 イリョウ フクシ レンケイ ジュウシン カタ リヨウ フ ホウモン シンリョウ イ

		承諾 ショウダク		障害者相談支援センターフォレスト		0284-91-1816		0284-91-2867		326-0011		足利市大沼田町615		足利市及び近隣市町村 アシカガシ オヨ キンリン シチョウソン		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0				0

		承諾 ショウダク		障がい者相談支援事業所ケアサプライ		0287-73-5312		0287-73-5311		329-3221		栃木県那須郡那須町漆塚762-102 ３２９－３２２１		白河市、那須町、那須塩原市、大田原市 シラカワシ ナスマチ ナスシオバラシ オオタワラシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1				サービスを提供できる事業所の充実を図る テイキョウ ジギョウショ ジュウジツ ハカ

		承諾 ショウダク		南栃木支援センター相談支援		0285-44-6118		0285-44-7215		329-0412		下野市柴1432-105		下野市、小山市、壬生町 シモノ シ オヤマシ ミブマチ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		0		1		介護保険と併用する場合のみ対応する カイゴ ホケン ヘイヨウ バアイ タイオウ		0		1				3		介護保険と併用する場合のみ作成する カイゴ ホケン ヘイヨウ バアイ サクセイ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所とまり木		0287-54-2854		0287-54-2230		324-0231		大田原市北野上3952		大田原市、那須塩原市、那須町 オオタワラシ ナスシオバラシ ナスマチ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1				当事業所の対応範囲は現在、知的障害者特に中・軽度が主だが、精神（高次脳機能障害も含む）分野もやり始めている。今後重症心身障害者もほかの相談支援事業所の助けを得ながら、勉強しながら対応したいと考えている。そのために研修や見学の機会を多く作っていただきたい。今は、当事業所はその程度しか考えられない。 トウ ジギョウショ タイオウ ハンイ ゲンザイ チテキ ショウガイシャ トク チュウ ケイド オモ セイシン コウジ ノウ キノウ ショウガイ フク ブンヤ ハジ コンゴ ジュウショウ シンシン ショウガイシャ ソウダン シエン ジギョウショ タス エ ベンキョウ タイオウ カンガ ケンシュウ ケンガク キカイ オオ ツク イマ トウ ジギョウショ テイド カンガ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所ポンテ		028-652-7288		028-652-6355		321-0341		宇都宮市古賀志町1964-12		宇都宮、鹿沼、日光、壬生 ウツノミヤ カヌマ ニッコウ ミブ		0		1		1		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0				0				未就学児（3～5才）の方の医療型児童発達支援を分離で行う施設が数か所あると良いと思います。 ミシュウガクジ サイ カタ イリョウ ガタ ジドウ ハッタツ シエン ブンリ オコナ シセツ スウ ショ ヨ オモ

		承諾 ショウダク		相談支援センター光輝舎		0285-70-2020		0285-72-8222		321-4105		芳賀郡益子町北中1113-1		芳賀郡、真岡市等 ハガ グン モオカシ ナド		1		0		1		0		1		1		1		1		0		1		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		利用できるサービス事業所が少ない。重心児者に合わせたプログラムが見つからない（近隣で） リヨウ ジギョウショ スク ジュウシン ジ シャ ア ミ キンリン		0				本人の状態にもよるが、重度化する状況に対応できる事業所の確保。家族の負担が大きくなり在宅生活の継続が困難になることが予測されるので、在宅で支援が受けられるような体制の充実と、レスパイトサービスの拡大。 ホンニン ジョウタイ ジュウドカ ジョウキョウ タイオウ ジギョウショ カクホ カゾク フタン オオ ザイタク セイカツ ケイゾク コンナン ヨソク ザイタク シエン ウ タイセイ ジュウジツ カクダイ

		承諾 ショウダク		特定相談支援事業所やすらぎ		028-650-7727		028-650-7728		320-0011		宇都宮市富士見が丘3－19－20		宇都宮市 ウツノミヤシ		0		0		1		0		1		0		0		0		0		1		1		0		0				0		3		対応できるヘルパーがいれば支援する タイオウ シエン		0		0		0		0				0		1				3

		承諾 ショウダク		障がい者支援センターにんべん		028-686-2539		028-686-2584		329-1417		さくら市フィオーレ喜連川5-2-1　フィオーレガーデン1-102		さくら市 シ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1				地域資源アンケートをいただきありがとうございました。設問に対しまして知識不足にこれでいいのかという思いです。相談支援専門員として設問にありました「3」要望がでますれば、先輩相談員・各職種の方々に相談・指導をいただき、相談支援事業を行ってみたいと考えます。大島先生について学ばせて頂きました。 チイキ シゲン セツモン タイ チシキ ブソク オモ ソウダン シエン センモンイン セツモン ヨウボウ センパイ ソウダン イン カクショクシュ カタガタ ソウダン シドウ ソウダン シエン ジギョウ オコナ カンガ オオシマ センセイ マナ イタダ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所おやま		0285-22-1833		0285-228946		323-0014		小山市喜沢660		小山市、下野市 オヤマシ シモノ シ		1		0		1		0		1		1		0		0		0		0		0		1		0				2		3				0		0		0		0				1		0		本人の意思が明確でないので親の意向中心のものになってしまった。 ホンニン イシ メイカク オヤ イコウ チュウシン		0

		承諾 ショウダク		真岡介護センター		0285-80-5200		0285-80-5211		321-4361		真岡市並木町1-8-1　シティ並木102 ナミキ		真岡市、芳賀町南部、市貝町南部、益子町西部、上三川東部 モオカシ ハガマチ ナンブ イチ ガイ チョウ ナンブ マシコ チョウ セイブ カミノカワ トウブ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		0		1				0		1				3		担当者の受け持ちケースの状況など考慮し対応できるか検討したい タントウシャ ウ モ ジョウキョウ コウリョ タイオウ ケントウ

		承諾 ショウダク		さの社協相談支援センターほっぷ		0283-22-8152		0283-22-8199		327-0003		佐野市大橋町3212-27		佐野市全域 サノシ ゼンイキ		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2		現在相談支援専門員1名で行っているため ゲンザイ ソウダン シエン センモンイン メイ オコナ

		承諾 ショウダク		相談支援ウエイブ		0282-23-4465		0282-23-4465		328-0012		栃木市平柳町1-2-7		栃木市、壬生町 トチギシ ミブマチ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		1		0				0		1				2		指定特定相談支援事業で精神に対応しているため シテイ トクテイ ソウダン シエン ジギョウ セイシン タイオウ		ご家族の中だけでは生活がマンネリ化して単調になりかねないので、音楽、体を動かす、読み聞かせ麻痺・拘縮のマッサージなどのリハビリの頻度を高める。ご本人が楽しいと感じることを提供できる。ご家族が疲弊しないよう旅行や趣味などの充実した時間がもてるようサービスを利用していくこと。 カゾク ナカ セイカツ カ タンチョウ オンガク カラダ ウゴ ヨ キ マヒ コウシュク ヒンド タカ ホンニン タノ カン テイキョウ カゾク ヒヘイ リョコウ シュミ ジュウジツ ジカン リヨウ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所わらしべの家		0282-27-1627		0282-27-1675		328-0011		栃木市大宮町2708-3		栃木市 トチギシ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1		専門的な知識が不十分なため行政などの機関と相談しながらの対応となります センモンテキ チシキ フジュウブン ギョウセイ キカン ソウダン タイオウ		短期入所や移動支援などの福祉サービス利用時にお付き合いのある医療機関や訪問看護の看護師が同行でき緊急時の対応が迅速にとれる体制（すでにできていたらすみません） タンキ ニュウショ イドウ シエン フクシ リヨウ ジ ツ ア イリョウ キカン ホウモン カンゴ カンゴシ ドウコウ キンキュウジ タイオウ ジンソク タイセイ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所　空		0287-73-8165		0287-73-8165		329-3157		那須塩原市大原間西1-19-9		那須塩原市、大田原市、那須町 ナスシオバラ シ オオタワラシ ナスマチ		1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		重心のお子様の療育支援をやっていたので、苦労はありませんでしたが、医療（訪問看護）訪問リハ訪問入浴の制度を知らなかったので、その方々との連携が取れて大変勉強になりました。 ジュウシン コサマ リョウイク シエン クロウ イリョウ ホウモン カンゴ ホウモン ホウモン ニュウヨク セイド シ カタガタ レンケイ ト タイヘン ベンキョウ		0				医療的ケアの必要な方には支援スタッフ・必ず看護師の方が不在では双方安心したケアはできません。例）乳幼児の通所事業は保母と看護師さん。小学→高校までは義務教育がありますが事後に生活介護はもちろんですが、本当に重心の方の為の日中活動の場が不足しているとおもいますので重心の方の通所事業は必要と思います。家庭以外で通える場所→一時預かりや療育支援事業→高校卒業後は通所施設（一時預かりも含めて） イリョウテキ ヒツヨウ カタ シエン カナラ カンゴシ カタ フザイ ソウホウ アンシン レイ ニュウヨウジ ツウショ ジギョウ ホボ カンゴシ ショウガク コウコウ ギム キョウイク ジゴ セイカツ カイゴ ホントウ ジュウシン カタ タメ ニッチュウ カツドウ バ フソク ジュウシン カタ ツウショ ジギョウ ヒツヨウ オモ カテイ イガイ カヨ バショ イチジ アズ リョウイク シエン ジギョウ コウコウ ソツギョウゴ ツウショ シセツ イチジ アズ フク

		承諾 ショウダク		相談支援事業所みどり		0285-45-8362		0285-45-8397		329-0214		小山市乙女786-1		小山市、栃木市、古河市、結城市 オヤマシ トチギシ コガシ ユウキシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0		大人は対応可能 オトナ タイオウ カノウ		1		1		大人はあるが、こどもはない。先日訪問介護を事業所にお願いしたところどこの事業所も受けていただけなかった。 オトナ センジツ ホウモン カイゴ ジギョウショ ネガ ジギョウショ ウ		3		成人しか計画相談をしたことがないので不安である。当事業所は相談員が一名なので相談する相手がいない セイジン ケイカク ソウダン フアン トウ ジギョウショ ソウダン イン イチメイ ソウダン アイテ		サービス事業所で受けてもらえないケースがある。特に重心や精神知的等重複して疾患を持っていると問い合わせた時点でお断りされてします。 ジギョウショ ウ トク ジュウシン セイシン チテキ ナド チョウフク シッカン モ ト ア ジテン コトワ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所こころみ		0284-41-5039		0284-43-2665		326-0061		足利市田島町611-2				0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		1		0				0		1				3		これまで前例がなく、またこの障害について熟知した方（機関）があるならそちらでしていただいた方がご本人様にとってよい支援であると考えるから。※現在当法人の入所・通所等サービスを利用されている方の相談支援がほとんどの状況です。 ゼンレイ ショウガイ ジュクチ カタ キカン ホウ ホンニンサマ シエン カンガ ゲンザイ トウホウジン ニュウショ ツウショ ナド リヨウ カタ ソウダン シエン ジョウキョウ

		承諾 ショウダク		相談支援センターのどか　真岡センター		0285-81-5890		0285-85-8452		321-4305		真岡市荒町111-1		真岡市、芳賀町、市貝町、益子町、茂木町 モオカシ ハガマチ イチガイ マチ マシコ チョウ モギ マチ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1				在宅での生活では家族の介護負担の軽減が必要。フォーマルインフォーマルの枠にとらわれない福祉サービス。 ザイタク セイカツ カゾク カイゴ フタン ケイゲン ヒツヨウ ワク フクシ

		承諾 ショウダク		友井タクシー介護ステーションふれあい		0285-30-0840		0285-30-0844		323-0025		小山市城山町2丁目12-25		小山市 オヤマシ		1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		利用するサービスは多様で、施設・病院・学校など医療福祉事業所数も多く連携を図るのが困難。学校行事に参加するための会出自の支援サービスがない。 リヨウ タヨウ シセツ ビョウイン ガッコウ イリョウ フクシ ジギョウショ スウ オオ レンケイ ハカ コンナン ガッコウ ギョウジ サンカ カイ シュツジ シエン		0				ご家族様が安心して預けることができる施設と必要に預けられる施設の数は少ない。片道１時間以上かかるためとても不便に思います。呼吸器の方の預かり先は少ない。 カゾクサマ アンシン アズ シセツ ヒツヨウ アズ シセツ カズ スク カタミチ ジカン イジョウ フベン オモ コキュウキ カタ アズ サキ スク

		承諾 ショウダク		もくせいの里		0282-43-0593		0282-43-1387		329-4405		栃木市大平町西山田1198		栃木市内 トチギシナイ		0		1		1		0		1		0		0		1		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		ニーズにあてはまるサービスがなかった。例）①入浴支援②移送サービス　①自宅の浴槽では支援が入れず訪問入浴を検討。しかし、浴槽を置けるスペースがなく断念。②主たる介護者が入院。学校までの送迎ができず特例で市の移送サービスを利用するもかなり時間を要した。 レイ ニュウヨク シエン イソウ ジタク ヨクソウ シエン ハイ ホウモン ニュウヨク ケントウ ヨクソウ オ ダンネン シュ カイゴシャ ニュウイン ガッコウ ソウゲイ トクレイ シ イソウ リヨウ ジカン ヨウ		0				①地域の理解や協力②受け入れの拡大（重心の通所、24時間看護体制が整った短期入所）③デマンドタクシー等関係者の重心に対する理解（理解附属により資源として存在するが利用しがたい）④児童が入浴支援を受けられる環境（家族の身体的な介護負担軽減） チイキ リカイ キョウリョク ウ イ カクダイ ジュウシン ツウショ ジカン カンゴ タイセイ トトノ タンキ ニュウショ ナド カンケイシャ ジュウシン タイ リカイ リカイ フゾク シゲン ソンザイ リヨウ ジドウ ニュウヨク シエン ウ カンキョウ カゾク シンタイテキ カイゴ フタン ケイゲン

		承諾 ショウダク		足利障害者相談支援センター		0284-44-0307		0284-44-0318		326-0064		足利市東砂原後町1072		足利市、佐野市 アシカガシ サノシ		1		0		1		0		1		0		0		1		0		1		0		1		0				1		0				0		0		0		0				0		1				2		委託相談支援事業所のため イタク ソウダン シエン ジギョウショ		医療的ケアが整った施設のショートステイ充実が必要。また、特に呼吸器をつけた方のショート療養介護の利用とそれらを利用するための送迎体制の充実が必要。 イリョウテキ トトノ シセツ ジュウジツ ヒツヨウ トク コキュウキ カタ リョウヨウ カイゴ リヨウ リヨウ ソウゲイ タイセイ ジュウジツ ヒツヨウ

		承諾 ショウダク		指定障害者相談支援事業所あるしぇん		0282-86-7665		0282-21-7109		321-0201		栃木県下都賀郡壬生町安塚2032 ３２１－０２０１		壬生町 ミブマチ		1		0		1		0		1		0		0		1		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		①相談支援専門員として重症心身障害児（者）の方に対する支援の知識や経験が少ない②医療的ケアが必要となる方に対して対応できる福祉サービス（事業所）が少ない。 ソウダン シエン センモンイン ジュウショウシンシンショウガイジ シャ カタ タイ シエン チシキ ケイケン スク イリョウテキ ヒツヨウ カタ タイ タイオウ フクシ ジギョウショ スク		0				医療的ケアが必要な方に関して、福祉のサービスでは対応しきれない部分が多く、結果として家族が本人を抱え込まざるを得ない現状があるように感じます。家族の介護負担が少しでも軽減できるよう福祉サービスも柔軟な対応が出来るようになるといいなと思います。 イリョウテキ ヒツヨウ カタ カン フクシ タイオウ ブブン オオ ケッカ カゾク ホンニン カカ コ エ ゲンジョウ カン カゾク カイゴ フタン スコ ケイゲン フクシ ジュウナン タイオウ デキ オモ

		承諾 ショウダク		下野市相談支援事業所 こばと		0285-44-6783		0285-44-6783		329-0414		下野市小金井1146-6		下野市、上三川町 シモノ シ カミノカワマチ		1		0		1		0		0		0		1		1		0		1		1		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		医療的ケアが必要な乳幼児に対応できるヘルパー事業所。短期入所・日中一時支援事業所が近くにない（少ない）。 イリョウテキ ヒツヨウ ニュウヨウジ タイオウ ジギョウショ タンキ ニュウショ ニッチュウ イチジ シエン ジギョウショ チカ スク		0				設問5で回答した内容：外出可能な方は児童発達支援を利用可能であるが無理な方は外部との交流をもちにくい。訪問看護・訪問リハビリが入っているケースはいいがない場合母子で孤立しがち。幸いあそびの支援をしてくれるヘルパー事業所があり支援につながっている。ヘルパー利用を希望されない家庭、利用したくてもヘルパー事業所がない等支援に苦慮する。 セツモン カイトウ ナイヨウ ガイシュツ カノウ カタ ジドウ ハッタツ シエン リヨウ カノウ ムリ カタ ガイブ コウリュウ ホウモン カンゴ ホウモン ハイ バアイ ボシ コリツ サイワ シエン ジギョウショ シエン リヨウ キボウ カテイ リヨウ ジギョウショ ナド シエン クリョ

		承諾 ショウダク		相談支援センターぴあん ソウダン シエン		0282-31-1755		0282-31-2919		328-0067		栃木市皆川城内町333-2		栃木市、小山市 トチギシ オヤマシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1				これまで現場で関わったことがなく、事例検討でしか情報を把握しておらず不安はあります。でも関係機関やご家族様からいろいろなことを教えて頂きながら相談支援として専門性を活かせればと思っています。色々な立場の方からお話をお伺いしてもご家族や医療機関専門的な事業所の負担が大きく相談支援があまり役に立つことができていない（場合によっては自ら引いてしまう）今の現状を少しでも変えていければいいと思います。 ゲンバ カカ ジレイ ケントウ ジョウホウ ハアク フアン カンケイ キカン カゾクサマ オシ イタダ ソウダン シエン センモンセイ イ オモ イロイロ タチバ カタ ハナシ ウカガ カゾク イリョウ キカン センモンテキ ジギョウショ フタン オオ ソウダン シエン ヤク タ バアイ ミズカ ヒ イマ ゲンジョウ スコ カ オモ

		承諾 ショウダク		うつのみや		028-632-6074/090-4059-9728		028-632-6075		320-0861		宇都宮市西2-1-7		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				3		専門的な知識を社会資源のアドバイスを他相談支援事業所からいただきながらみずからの事業所で引き受けるという形が望ましい センモンテキ チシキ シャカイ シゲン ホカ ソウダン シエン ジギョウショ ジギョウショ ヒ ウ カタチ ノゾ

		承諾 ショウダク		サポートセンターきりん		028-612-3838		028-678-3257		321-0905		栃木県宇都宮市平出工業団地43-100 ３２１－０９０５		宇都宮市 ウツノミヤシ		0		1		1		0		1		0		0		1		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		療養介護に入所しているので他のサービスの利用が困難。そのための社会資源をつなげたり、活用したりするのが難しい。 リョウヨウ カイゴ ニュウショ ホカ リヨウ コンナン シャカイ シゲン カツヨウ ムズカ		0				今後、市町村などで展開されていく生活拠点に関する事業をうまく活用できればいいなと感じています。入所されている方々については地域とのつながり方が今後は重要になってくると思われますので、広く門扉を開けた活動などが多くなってくるといいなと思っています。 コンゴ シチョウソン テンカイ セイカツ キョテン カン ジギョウ カツヨウ カン ニュウショ カタガタ チイキ カタ コンゴ ジュウヨウ オモ ヒロ モンピ ア カツドウ オオ オモ

		承諾 ショウダク		さわやか相談支援センター		0280-57-4884		0280-57-4994		329-0112		野木町南赤塚1145-1		小山市、野木町、古河市、栃木市 オヤマシ ノギマチ コガシ トチギシ		0		1		1		0		0		0		1		0		0		1		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		現実的な目標の位置づけ ゲンジツテキ モクヒョウ イチ		0

		承諾 ショウダク		相談支援事業所つばさ		0287-53-7393		0287-53-7394		324-0044		大田原市親園824-1		大田原市、那須塩原市、那須烏山市、矢板市、さくら市、那須町、塩谷町、高根沢町 オオタワラシ ナスシオバラシ ナスカラスヤマシ ヤイタシ シ ナスマチ シオ タニ マチ タカネザワマチ		1		0		1		0		1		0		1		1		0		1		0		0		0				1		2		医療的なケアが必要なケース、将来的に短期入所につなげたいケースだった為、専門の事業所に依頼した イリョウテキ ヒツヨウ ショウライテキ タンキ ニュウショ タメ センモン ジギョウショ イライ		1		1		0		0				1		0		使えるサービスの少なさに調整が難しかった ツカ スク チョウセイ ムズカ		1				乳幼児期の受け入れ可能な福祉サービス等の社会資源が必要である。 ニュウヨウジ キ ウ イ カノウ フクシ ナド シャカイシゲン ヒツヨウ

		承諾 ショウダク		特定相談支援センターはじめ		0284-22-4561		0284-22-4562		326-0143		足利市葉鹿町735-1		足利市 アシカガシ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1

		承諾 ショウダク		上三川障がい児・者生活相談支援センター		0285-38-6854		0285-38-6841		329-0611		上三川町上三川5082-15		上三川町 カミノカワマチ		1		0		1		0		1		0		0		1		0		0		0		0		0				1		0				0		0		0		0				1		0				0

		承諾 ショウダク		はつらつサロン南天相談支援事業所		0285-22-4659		0285-38-6529		323-0027		小山市花垣町2-3-19		小山市、栃木市 オヤマシ トチギシ		0		0		1		0		1		1		0		1		1		1		1		1		0				0		0				0		0		0		0				1		0		利用したいサービス事業所が少なく生活改善、家族、支援者の負担軽減に繋がらない（訪問入浴、ショートステイ、生活介護などなど（就労Ａ型））医師によっては連携が困難。何処の精神科がよいかと利用者に問われるが答えは解らない。 リヨウ ジギョウショ スク セイカツ カイゼン カゾク シエンシャ フタン ケイゲン ツナ ホウモン ニュウヨク セイカツ カイゴ シュウロウ ガタ イシ レンケイ コンナン ドコ セイシンカ リヨウシャ ト コタ ワカ		0				本人の選択や受け入れ事業所の間口を広げる。例えば入浴はヘルパーの2人対応で行ているがヘルパー不足や腰痛の悪化などで対応が難しくなってくる。機会浴のできる生活介護を勧めるも本人の選択肢がない。自宅から出かける自由さのようなものが閉ざされているような気がする。反面高齢者のサービスは増加する一方で利用者が不足し閉鎖なども聞かれる。高齢者・障害者がともにデイサービスやショートステイを利用できるようにならないかと思う。障害児については働く両親をサポートすることで生活の安定や療育などへ通園のし易さを図り、送迎サービスの充実など。 ホンニン センタク ウ イ ジギョウショ マグチ ヒロ タト ニュウヨク ニン タイオウ オコナ ブソク ヨウツウ アッカ タイオウ ムズカ キカイ ヨク セイカツ カイゴ スス ホンニン センタクシ ジタク デ ジユウ ト キ ハンメン コウレイシャ ゾウカ イッポウ リヨウシャ フソク ヘイサ キ コウレイシャ ショウガイシャ リヨウ オモ ショウガイジ ハタラ リョウシン セイカツ アンテイ リョウイク ツウエン ヤス ハカ ソウゲイ ジュウジツ

		承諾 ショウダク		障がい者生活支援センターこぶし		028-680-5746		028-688-0214		321-0126		栃木県宇都宮市茂原町837-1		宇都宮市、上三川町 ウツノミヤシ カミノカワマチ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1				①医療機関との細かな連携体制②相談関係者を含め本人に関わり支援をするなかで即座に動きが取れるようなフットワークの軽いチーム作り イリョウ キカン コマ レンケイ タイセイ ソウダン カンケイシャ フク ホンニン カカ シエン ソクザ ウゴ ト カル ヅク

								Ｑ2.重症心身障害児（者）の定義をご存知ですか

				1		知っている シ		40

				2		知らない シ		33

								Ｑ3.重症心身障害児（者）の方（家族・関係機関等）からの相談を受けたことがありますか

						ある		35

						ない		43

										それは誰からの相談でしたか

								ａ.家族 カゾク		27

								ｂ.支援者 シエンシャ		6

								ｃ.関係機関 カンケイ キカン		12

										それはどんな相談でしたか

								生活上の相談 セイカツ ジョウ ソウダン		19

								医療的な相談 イリョウテキ ソウダン		7

								制度に関する相談 セイド カン ソウダン		15

								教育に関する相談 キョウイク カン ソウダン		5

								サービス等利用計画書作成に関する相談 ナド リヨウ ケイカクショ サクセイ カン ソウダン		26

								その他 タ		3

										それらの相談事業所として対応（解決）はできましたか

								ａ.できた		27

								ｂ.できなかった		4

								Ｑ4.Ｑ3-2「ない」→これから重症心身障害児（者）の方（本人・家族等）からの相談があればどのように対応されますか

						自分の事業所で対応する ジブン ジギョウショ タイオウ		17

						ほかの相談支援事業所へ依頼する ソウダン シエン ジギョウショ イライ		15

						行政に依頼する ギョウセイ イライ		8

						その他 タ		9

								Ｑ5.重症心身障害児（者）の方のサービス等利用計画書を作成したことがありますか

						ある		33

						ない		46

						今後依頼があれば作成する コンゴ イライ サクセイ		15

						他の相談支援事業所に依頼する ホカ ソウダン シエン ジギョウショ イライ		18

						作成するかどうかわからない サクセイ		14

										「ない」と回答 カイトウ



重症心身障害児（者）の定義をご存知ですか

Ｑ2.重症心身障害児（者）の定義をご存知ですか	Ｑ3.重症心身障害児（者）の方（家族・関係機関等）からの相談を受けたことがありますか	それは誰からの相談でしたか	それはどんな相談でしたか	それらの相談事業所として対応（解決）はできましたか	Ｑ5.重症心身障害児（者）の方のサービス等利用計画書を作成したことがありますか	Ｑ5.重症心身障害児（者）の方のサービス等利用計画書

　　 を作成したことがありますか

ない
59%



訪問看護事業所

		Ｑ1.貴施設について、お伺いいたします キ シセツ ウカガ

		1		事業所名 ジギョウショ メイ

		2		電話番号 デンワ バンゴウ

		3		FAX番号 バンゴウ

		4		所在地 ショザイチ

		5		職員構成（常勤・非常勤は問いません） ショクイン コウセイ ジョウキン ヒジョウキン ト

						看護師 カンゴシ

						作業療法士 サギョウ リョウホウシ

						准看護師 ジュンカンゴシ

						理学療法士 リガク リョウホウシ

						保健師 ホケンシ

						言語療法士 ゲンゴ リョウホウシ

						その他 タ

		6		訪問可能な主な市町村 ホウモン カノウ オモ シチョウソン

		Q2.いままでに以下の項目を在宅看護で行ったことがありますか（あるものすべてにチェックをしてください） イカ コウモク ザイタク カンゴ オコナ

								成人在宅 セイジン ザイタク				小児在宅 ショウニ ザイタク

				在宅人工呼吸器の管理 ザイタク ジンコウ コキュウキ カンリ

				気管カニューレの交換 キカン コウカン

				気管カニューレ部位のガーゼ交換 キカン ブイ コウカン

				気管内吸引 キカンナイ キュウイン

				食事介助 ショクジ カイジョ

				経鼻チューブの交換 ケイビ コウカン

				胃瘻の管理 イロウ カンリ

				経管栄養の注入 ケイカン エイヨウ チュウニュウ

				ストーマの管理 カンリ

				尿道カテーテルの管理 ニョウドウ カンリ

				導尿 ドウニョウ

				入浴介助 ニュウヨク カイジョ

				看護師によるリハビリテーション カンゴシ

				OTもしくはPTによるリハビリテーション

				中心静脈カテーテル管理 チュウシン ジョウミャク カンリ

				高カロリー輸液の管理 コウ ユエキ カンリ

				薬剤の静注（抗生物質や利尿剤など） ヤクザイ ジョウチュウ コウセイ ブッシツ リニョウザイ

				麻薬による疼痛コントロール マヤク ウズ ツウ

				終末期の医療的ケア シュウマツキ イリョウテキ

				在宅での看取り ザイタク ミト

				24時間対応 ジカン タイオウ

		Q3.現時点で、依頼のあった場合、重症心身障害児（者）の在宅医療を行うことはできますか ゲンジテン イライ バアイ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ ザイタク イリョウ オコナ

		1		できる

		2		できない

		3		要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン

		Q4.依頼があった場合に可能な医療的ケアと身体介護についてお答えください イライ バアイ カノウ イリョウテキ シンタイ カイゴ コタ

		※個別シートにて対応 コベツ タイオウ



				Ｑ1.貴施設について、お伺いいたします キ シセツ ウカガ																										Q2.いままでに以下の項目を在宅看護で行ったことがありますか（あるものすべてにチェックをしてください）【1.ある、0.ない】 イカ コウモク ザイタク カンゴ オコナ																																																																																				Q3		Q4.依頼があった場合に可能な医療的ケアと身体介護についてお答えください【1.できる、2.できない、3.要相談（条件による）】 イライ バアイ カノウ イリョウテキ シンタイ カイゴ コタ ヨウ ソウダン ジョウケン																																																																																																																																																																																																																		Q5.重症心身障害児（者）の方に対する医療、在宅生活等についてお気づきのことなど、ご自由にお書きください ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ カタ タイ イリョウ ザイタク セイカツナド キ ジユウ カ

				事業所名 ジギョウショ メイ		電話番号 デンワ バンゴウ		FAX番号 バンゴウ		郵便番号 ユウビンバンゴウ		所在地 ショザイチ		職員構成（常勤・非常勤は問いません）【人数：名】 ショクイン コウセイ ジョウキン ヒジョウキン ト ニンズウ メイ														訪問可能な主な市町村 ホウモン カノウ オモ シチョウソン		在宅人工呼吸器の管理 ザイタク ジンコウ コキュウキ カンリ				気管カニューレの交換 キカン コウカン				気管カニューレ部位のガーゼ交換 キカン ブイ コウカン				気管内吸引 キカンナイ キュウイン				食事介助 ショクジ カイジョ				経鼻チューブの交換 ケイビ コウカン				胃瘻の管理 イロウ カンリ				経管栄養の注入 ケイカン エイヨウ チュウニュウ				ストーマの管理 カンリ				尿道カテーテルの管理 ニョウドウ カンリ				導尿 ドウニョウ				入浴介助 ニュウヨク カイジョ				看護師によるリハビリテーション カンゴシ				OTもしくはPTによるリハビリテーション				中心静脈カテーテル管理 チュウシン ジョウミャク カンリ				高カロリー輸液の管理 コウ ユエキ カンリ				薬剤の静注（抗生物質や利尿剤など） ヤクザイ ジョウチュウ コウセイ ブッシツ リニョウザイ				麻薬による疼痛コントロール マヤク ウズ ツウ				終末期の医療的ケア シュウマツキ イリョウテキ				在宅での看取り ザイタク ミト				24時間対応 ジカン タイオウ						在宅人工呼吸器の管理 ザイタク ジンコウ コキュウキ カンリ										気管カニューレの交換 キカン コウカン										気管カニューレの管理（日常の交換以外の対応） キカン カンリ ニチジョウ コウカン イガイ タイオウ										気管内吸引 キカンナイ キュウイン										食事介助 ショクジ カイジョ										経鼻チューブの交換 ケイビ コウカン										ストーマの管理 カンリ										尿道カテーテルの管理 ニョウドウ カンリ										導尿 ドウニョウ										入浴介助 ニュウヨク カイジョ										看護師によるリハビリテーション カンゴシ										OTもしくはPTによるリハビリテーション										中心静脈カテーテル管理 チュウシン ジョウミャク カンリ										高カロリー輸液の管理 コウ ユエキ カンリ										薬剤の静注（抗生物質や利尿剤など） ヤクザイ ジョウチュウ コウセイ ブッシツ リニョウザイ										麻薬による疼痛コントロール マヤク トウツウ										終末期の医療的ケア シュウマツキ イリョウテキ										在宅での看取り ザイタク ミト										24時間対応 ジカン タイオウ										外出の介助 ガイシュツ カイジョ										通院の介助 ツウイン カイジョ

		承諾可否 ショウダク カヒ												看護師 カンゴシ		作業療法士 サギョウ リョウホウシ		准看護師 ジュンカンゴシ		理学療法士 リガク リョウホウシ		保健師 ホケンシ		言語療法士 ゲンゴ リョウホウシ		その他 タ				成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ				乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ

		否 ヒ		曙訪問看護ステーション アケボノ ホウモン カンゴ		028-660-7803		028-683-5306		321-0901		宇都宮市平出町413番地		8		3		0		3		0		1				宇都宮、高根沢 ウツノミヤ タカネザワ		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		3		2		2		2		2		3		2		2		2		2		2		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		1		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		1		1		1		3		3		3		1		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		2		2		2		2		2		いつも大変お世話になっております。当STでも数名の小児利用者をNS、PT、OTでサポートしています。又、貴院のショートステイを利用させて頂いております。ご利用者様、家族が安心して過ごせるよう地域でサポートできたらと考えています。どうぞよろしくお願い申し上げます。 タイヘン セワ トウ スウメイ ショウニ リヨウシャ マタ キ イン リヨウ イタダ リヨウシャサマ カゾク アンシン ス チイキ カンガ ネガ モウ ア

		否 ヒ		とちぎメディカルセンター		0282-22-5810		0282-225812		328-0043		栃木市境町27-21		9		0		4		1		0		1		2		栃木市、小山市、壬生町 トチギシ オヤマシ ミブマチ		1		1		1		0		1		1		1		1		1		0		1		0		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		0		1		1		3		2		1		1		1		1		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		2		2		2		1		1		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		1		1		1		1		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		2		2		2		2		2

		否 ヒ		あいケアステーション		0282-23-6221		0282-24-9850		328-0074		栃木市薗部町2-5-9		1		0		2		2		0		0				栃木市 トチギシ		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		3		2		2		2		2		3		2		2		2		2		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		3		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		3		2		2		2		2		3		2		2		2		2		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		2		2		2		2		3

		否 ヒ		訪問看護ステーションこすもす		0285-80-5511		0285-80-5512		321-4337		真岡市上高間木2-24-4		4		2		0		1		0		0						1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		3		2		2		2		3		3		2		2		2		3		3		2		2		2		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		3		3		3		3		3		3		3		2		2		2		3		3		2		2		2		3		3		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		2		2		2		2		3		2		2		2		2		3		2		2		2		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		1		3		3		3		3		3		2		2		2		2		2		緊急時に主治医又はバッックベットのある病院との連携がとれる体制が整っていないと、在宅での対応に不安があります。
現在のところ、小児科、精神科看護を経験したスタッフがいない為、受け入れに不安がありますので今回はガイドマップ等に公表することに同意する事は控えさせていただきたいと思います。 キンキュウジ シュジイ マタ ビョウイン レンケイ タイセイ トトノ ザイタク タイオウ フアン ゲンザイ ショウニカ セイシンカ カンゴ ケイケン タメ ウ イ フアン コンカイ ナド コウヒョウ ドウイ コト ヒカ オモ

		否 ヒ		訪問看護ステーションひばり		0289-64-7226		0289-64-2225		322-8550		鹿沼市下田町1-1033		6		1		0		1		0		0				市内及び近隣市 シナイ オヨ キンリン シ		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		0		1		1		2

chizuru_tanaka: 未記入		1		1		2		2		1		2		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		1		3		3		1		1		1		3		3		3		3		1		3		3		1		1		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		1		3		3		3		1		1		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1

		否 ヒ		訪問看護ステーション那須		0287-73-5048		0287-63-4566		325-0023		那須塩原市豊浦10-706		5		0		2		0		0		0				那須塩原市、大田原市、那須町 ナスシオバラ シ オオタワラシ ナスマチ		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		0		0		1		0		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		2

chizuru_tanaka: 未記入		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1

		承諾 ショウダク		さくら訪問看護ステーション		0287-29-3252		0287-29-3252		324-0058		大田原市紫塚3-2633-10		5		0		0		1		0		0				大田原市、那須塩原市、矢板市 オオタワラシ ナスシオバラ シ ヤイタ シ		1		0		1		1		1		1		1		1		1		0		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		0		1		1		3		3		3		3		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		小児の受入数（実績）が少ないので、実際依頼があった場合、入院中から手技等の指導を受けたいと思います。 ショウニ ウケイレスウ ジッセキ スク ジッサイ イライ バアイ ニュウインチュウ シュギ ナド シドウ ウ オモ

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションたんぽぽ		0280-57-1888		0280-57-3819		329-0101		下都賀郡野木町友沼5119-12		20		3		0		5		0		0		2		野木町、小山市、旧藤岡町 ノギマチ オヤマシ キュウ フジオカマチ		1		1		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		1		1		1		1		1		1		0		0		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		3		1		1		1		1		1		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		3		3		3		3		3		1		1		3		2		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		2		2		2		2		2		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		受け入れてくれる訪問看護Stの数が少ないと思います。研修会の機会を設けてサービス体制が構築できると良いと思います。 ウ イ ホウモン カンゴ カズ スク オモ ケンシュウカイ キカイ モウ タイセイ コウチク ヨ オモ

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションうつのみや		028-612-6103		028-612-6104		320-0852		宇都宮市下砥上町字並塚643番地1		11		0		0		0		0		0		1		宇都宮市、壬生町 ウツノミヤシ ミブマチ		1		1		0		0		1		1		1		1		1		0		0		0		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		2

chizuru_tanaka: 未記入		3		3		3		3		1		2		2		2		2		2		3		3		3		1		1		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		3		3		3		1		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		3		3		3		1		1		3		3		3		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーション石橋		0285-52-2293		0285-52-2268		329-0511		下野市石橋628番地		7		0		0		1		0		0		1		下野市、上三川町、壬生町、宇都宮市（部） シモノ シ カミノカワマチ ミブマチ ウツノミヤシ ブ		1		1		0		0		1		1		1		1		1		0		1		0		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		3		1		1		1		1		1		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		1		3		3		3		3		3		3		3		3		1		1		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		2		2		2		2		2		最近、訪問依頼が増えてきていますが、私たち看護師の力量不足から利用者家族へ満足のいく看護が提供できないように感じています。現在の、利用者家族から教わることが多くあり、私たちが勉強になります。ただ、訪問していて思うことは、ご両親の今までの経験でケアが進み危険であり、指導させていただいても理解が得られないこともあり、ジレンマとなっています。例）誤嚥性肺炎を繰り返している方にヘッドアップして食事を摂るよう説明してもフラットのままであったり、他の方でPEG造設されているので、栄養はPEGからにして経口からは楽しみ程度にしてと言っても、食事を経口から摂るなど。 サイキン ホウモン イライ フ ワタクシ カンゴシ リキリョウ ブソク リヨウシャ カゾク マンゾク カンゴ テイキョウ カン ゲンザイ リヨウシャ カゾク オソ オオ ワタシ ベンキョウ ホウモン オモ リョウシン イマ ケイケン スス キケン シドウ リカイ エ レイ ゴエンセイ ハイエン ク カエ カタ ショクジ ト セツメイ ホカ カタ ゾウ セツ エイヨウ ケイコウ タノ テイド イ ショクジ ケイコウ ト

		承諾 ショウダク		マロニエ訪問看護ステーション		0287-37-6322		0287-39-3305		329-2763		那須塩原市井口537-3 にしなすの総合在宅ｹｱｾﾝﾀｰ内		5		7		0		5		0		2		1		那須塩原市、那須町、大田原市　リハビリのみ→那珂川町訪問可能 ナスシオバラ シ ナスマチ オオタワラシ ナカガワ マチ ホウモン カノウ		1		1		1		0		1		1		1		1		0		0		0		1		1		1		1		1		1		0		1		1		1		1		1		1		0		0		1		1		1		0		1		0		0		0		1		0		1		1		1		1		1		1		3		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーション佐野		0283-86-7013		0283-86-7031		327-0847		佐野市天神町７７４－２２ メープルハイツ１０１号室		3		0		1		0		0		0		1		足利市、佐野市、栃木市（旧岩船市） アシカガシ サノシ トチギシ キュウ イワフネ シ		0		0		0		0		1		0		1		0		1		0		0		0		1		0		0		0		1		0		1		0		0		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		2		2		2		2		2		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1

		承諾 ショウダク		とちぎ訪問看護ステーションくろばね		0287-54-0507		0287-54-0580		324-0241		大田原市黒羽向町142番地		6		0		0		0		1		0		2		大田原市、那須塩原市、那須町、那珂川町 オオタワラシ ナスシオバラ シ ナスマチ ナカガワマチ		1		0		0		0		1		1		1		1		1		0		1		0		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		3		3		3		3		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		1		2		2		2		2		2		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3

		承諾 ショウダク		鹿沼訪問看護ステーション		0289-60-5650		0289-60-1687		322-0021		鹿沼市上野町320-3高橋ビル１階１０３号室		5		0		0		0		0		0				鹿沼市、旧宇都宮市、旧今市市、壬生町、西片町 カヌマシ キュウ ウツノミヤシ キュウ イマイチシ ミブマチ ニシカタマチ		0		0		0		0		0		0		1		0		1		0		0		0		1		0		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		2

chizuru_tanaka: 未記入		2		2		2		2		1		2		2		2		2		3		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションほっと		028-626-5739		028-625-8201		321-0974		宇都宮市竹林町958		11		0		0		2		0		0		0		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2

		承諾 ショウダク		芳賀赤十字訪問看護ステーション		0285-84-8266		0285-84-8266		321-4306		真岡市台町2461		6		0		0		0		0		0		0		芳賀郡全域（真岡市、益子町、芳賀町、茂木町） ハガ グン ゼンイキ モオカシ マシコマチ ハガマチ モギ マチ		1		1		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		3		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		当ステーションは今年度小児在宅医との連携を開始することができました。安心して在宅療養を継続できるよう、多職種と連携し、実施しています。高齢者が介護サービスを選択するように、サービスの充実は得られていません。現実は家族だけで利用者（児）のケアを実施しているケースもあり家族の介護負担は大きいと考えます。負担軽減のためには、スムーズなレスパイト入院や日中の一時お預かり等充実した施設が増えることでさらに安心した療養環境の提供ができると思います。よろしくお願いいたします。 トウ コンネンド ショウニ ザイタク イ レンケイ カイシ アンシン ザイタク リョウヨウ ケイゾク タ ショクシュ レンケイ ジッシ コウレイシャ カイゴ センタク ジュウジツ エ ゲンジツ カゾク リヨウシャ ジ ジッシ カゾク カイゴ フタン オオ カンガ フタン ケイゲン ニュウイン ニッチュウ イチジ アズ ナド ジュウジツ シセツ フ アンシン リョウヨウ カンキョウ テイキョウ オモ ネガ

		承諾 ショウダク		とちぎ訪問看護ステーションみぶ		0282-82-7262		0282-82-7260		321-0218		下都賀郡壬生町落合1-18-12		16		0		0		0		0		0		1		上三川町、下野市、壬生町、宇都宮 カミノカワマチ シモノ シ ミブ チョウ ウツノミヤ		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		1		0		1		1		1		1		1		1		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		病院との連携が大切。在宅生活を支援するためにチームで対応する（介護者の支援） ビョウイン レンケイ タイセツ ザイタク セイカツ シエン タイオウ カイゴシャ シエン

		承諾 ショウダク		ＷＡＤＥＷＡＤＥ訪問看護ステーション		028-666-5420		028-666-5460		321-0923		栃木県宇都宮市下栗町2913-1 ３２１－０９２３		12		0		0		0		0		0				宇都宮市、上三川町、 ウツノミヤシ カミノカワマチ		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		0		0		1		0		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		重心の方を看る側（介護者）の負担軽減の必要性を感じてしまいます。まだまだ「私がやらなければ」という気持ちが強く、様々な資源活用へと動きが進むような発信が大切だと思っています。 ジュウシン カタ ミ ガワ カイゴシャ フタン ケイゲン ヒツヨウセイ カン ワタシ キモ ツヨ サマザマ シゲン カツヨウ ウゴ スス ハッシン タイセツ オモ

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションあい		0287-83-8035		0287-83-8222		321-0628		那須烏山市金井2-5-9 ベンチャープラザ7号室 ゴウシツ		8		0		1		0		0		0		1		那須烏山市、那珂川町、茂木町、一貝町 ナスカラスヤマシ ナカガワマチ モギマチ イチ ガイ マチ		1		1		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		0		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		小児や重心など医療依存度が高い方には家族が安心して預けられる事業所とスタッフが必要です（レスパイトの本当の意味で）訪問看護スタッフが動きやすい仕組みがあればもっと介入できると思います。例えば在宅以外への支援での算定が可能になる。長時間支援が可能になるなど。在宅支援診療所が多ければ助かります。開業医で努力してくださる医師の力で乗り切っている地域は特にそう感じます。後方病院親元病院との連携、地域との調整などスムーズにシームレスに行われるとうれしいです。行政からの介入が少なく、制度のことなど知らないまま苦労されている方が多いので、窓口での丁寧かつタイミングよく助言をしていただくと嬉しいです。 ショウニ ジュウシン イリョウ イゾンド タカ カタ カゾク アンシン アズ ジギョウショ ヒツヨウ ホントウ イミ ホウモン カンゴ ウゴ シク カイニュウ オモ タト ザイタク イガイ シエン サンテイ カノウ チョウジカン シエン カノウ ザイタク シエン シンリョウジョ オオ タス カイギョウイ ドリョク イシ チカラ ノ キ チイキ トク カン コウホウ ビョウイン オヤモト ビョウイン レンケイ チイキ チョウセイ オコナ ギョウセイ カイニュウ スク セイド シ クロウ カタ オオ マドグチ テイネイ ジョゲン ウレ

		承諾 ショウダク		あおい訪問看護ステーション		0284-73-9456		0284-72-7600		326-0831		足利市堀込町2556 セレッソ・コート１階		16		0		0		4		0		0				足利市とその周辺（佐野市、館林市、巴楽町、太田市、桐生市） アシカガシ シュウヘン サノシ タテバヤシシ トモエ ラク マチ オオタシ キリュウシ		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1

		承諾 ショウダク		那須赤十字訪問看護ステーション		0287-23-8866		0287-23-8903		324-8686		大田原市中田原1081-4		8		1		0		0		0		0				大田原市、那須塩原市（一部を除く） オオタワラシ ナスシオバラ シ イチブ ノゾ		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		1		1		0		1		0		1		1		1		0		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションゆりの木		0287-47-5123		0287-47-5124		324-0028		大田原市山の手1-1-7 ヤマ テ		4		0		0		0		0		0				大田原市、那須塩原市、那珂川町 オオタワラシ ナスシオバラ シ ナカガワマチ		1		1		1		0		1		1		1		1		0		0		0		1		1		0		1		1		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		0		0		1		0		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		3		1		1		1		1		2		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		3		1		1		1		1		3		1		1		1		1		1		1		1		1		3		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		3		3		1		3		3		1		1		1		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		重症心身障害児施設で勤務したことのある看護師が2名いますので積極的に依頼があれば支援させていただきたいと思っています。こどもはやはり親元で成長発達できることが何よりも必要なことであると思っています。 ジュウショウ シンシン ショウガイ ジ シセツ キンム カンゴシ メイ セッキョクテキ イライ シエン オモ オヤモト セイチョウ ハッタツ ナニ ヒツヨウ オモ

		承諾 ショウダク		ライフ訪問看護リハビリテーション		0284-64-8799		0284-64-8335		326-0831		足利市堀込町2656-7　ASKビル３０１号		5		0		0		1		0		0		0		足利市、佐野市、館林市、邑楽郡、太田市、桐生市 アシカガシ サノシ タテバヤシシ オウラ グン オオタシ キリュウシ		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		この件に関する研修の案内が少ないため、学ぶ機会をもっと増やしてほしい ケン カン ケンシュウ アンナイ スク マナ キカイ フ

		承諾 ショウダク		わくわく訪問看護ステーションおやま		0285-24-6575		0285-20-0255		323-0022		小山市駅東通り3-9-6		11		0		0		5		0		0		0		小山市、結城市（茨城県）、下野市の一部、栃木市（PTのみ） オヤマシ ユウキシ イバラキケン シモノ シ イチブ トチギシ		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		1		1		1		1		3		3		3		1		1		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		自立支援のケアマネージャーがいるが、医療福祉行政をうまく連携してまとめる役割が果たせていない。それぞれが別々で動いており、介護者が困ったときの相談窓口に迷う。 ジリツ シエン イリョウ フクシ ギョウセイ レンケイ ヤクワリ ハ ベツベツ ウゴ カイゴシャ コマ ソウダン マドグチ マヨ

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーション風		028-612-1333		028-612-1384		321-0117		宇都宮市城南3丁目5-6		3		1		0		1		0		0				宇都宮、鹿沼、下野、壬生 ウツノミヤ カヌマ シモノ ミブ		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		1		1		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1

		承諾 ショウダク		宮の橋訪問看護ステーション		028-635-9839		028-635-9839		321-0963		宇都宮市南大通り1-1-23		7		0		0		1		0		0		0		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		1		1		0		1		1		1		1		1		0		0		0		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		レスパイト等受け入れ先が少ない。市のコーディネーター様がご多忙の様子であり、要望に対しての対応にかなりの時間を要する（対応されないこともある）。年度変わるときなど、担当者（市）の引き継ぎがされず、進んでいた調整も振り出しに戻ってしまうことがある。 トウ ウ イ サキ スク シ サマ タボウ ヨウス ヨウボウ タイ タイオウ ジカン ヨウ タイオウ ネンド カ タントウシャ シ ヒ ツ スス チョウセイ フ ダ モド

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションオリーブ		0282-27-8414		0282-27-8415		328-0027		栃木市今泉町1丁目17番29号		7		0		0		0		0		0				栃木市、小山市、下野市、壬生町 トチギシ オヤマシ シモノ シ ミブ マチ		1		1		1		0		1		1		1		1		0		0		0		0		1		1		1		1		0		0		1		1		1		0		1		1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションマザーの家		0283-85-7771		0283-85-7772		327-0504		佐野市中町942-1		2		0		3		0		0		0				佐野市 サノシ		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーション卯の郷		028-682-7770		028-682-7766		329-1311		さくら市氏家2650番地		3		0		0		0		0		0				さくら市（周辺15ｋｍ以内）、塩谷町、那須烏山市、宇都宮市、高根沢町 シ シュウヘン イナイ シオヤ マチ ナスカラスヤマシ ウツノミヤシ タカネザワ マチ		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		3		3		3		3		3		1		2		2		2		2		2		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		2		2		2		3		3		3		3		1		1		1		3		3		3		3		1		2		2		2		2		2		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		2		2		2		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションたかねざわ		028-680-1701		028-680-1702		329-1233		塩谷郡高根沢町宝積寺2426-8 		16		0		0		0		0		0				高根沢町、さくら市、那須烏山市、芳賀町、市貝町、茂木町、益子町、宇都宮市 タカネザワマチ シ ナスカラスヤマシ ハガ マチ イチ カイ チョウ モギマチ マシコ チョウ ウツノミヤシ		1		1		1		0		1		1		1		1		1		0		1		0		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		2		2		2		2		2

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションみどり		0285-45-8362		0285-45-8397		329-0214		小山市乙女786-1		3		0		1		0		0		0				小山市、栃木市、古河市、結城市 オヤマシ トチギシ コガシ ユウキシ		0		0		1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		1		0		1		0		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		3		2		2		2		3		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		1		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		1		1		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		訪問看護師がもっと社会資源として同行できるとよいと思う。在宅での療養はもっと看護師が活躍できる体制が整うとよいと思った。 ホウモン カンゴシ シャカイ シゲン ドウコウ オモ ザイタク リョウヨウ カンゴシ カツヤク タイセイ トトノ オモ

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションあるく		028-643-5586		028-678-8796		320-0036		宇都宮市小幡2-6-14 		5		0		1		0		0		0		1		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		0		1		0		1		0		1		0		0		1		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3

		承諾 ショウダク		とちぎ訪問看護ステーションおやま		0285-39-8602		0285-39-8607		323-0827		栃木県小山市神鳥谷2251-7 ３２３－０８２７		12		0		0		0		0		0		1		小山市、下野市（南部）、野木町（北部） オヤマシ シモノ シ ナンブ ノギ マチ ホクブ		1		1		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		1		1		1		0		0		1		0		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		3		3		1		1		1		3		1		1		1		1		小児の重症心身障害児の訪問看護を行っていく上で。たびたび感じるのが成長に伴った教育、就学が難しく親御さんの希望通りにいかないことが多く残念に思います。難しいところだと思いますが… ショウニ ジュウショウ シンシン ショウガイジ ホウモン カンゴ オコナ ウエ カン セイチョウ トモナ キョウイク シュウガク ムズカ オヤゴ キボウ ドオ オオ ザンネン オモ ムズカ オモ

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションここあ		028-600-3735		028-600-3736		321-2116		栃木県宇都宮市徳次郎町998-9 ３２１－２１１６		10		1		0		1		0		0		2		宇都宮市、日光市、 ウツノミヤシ ニッコウシ		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2

chizuru_tanaka: 未記入		

chizuru_tanaka: 未記入		

chizuru_tanaka: 未記入		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3















																														Q2.いままでに以下の項目を在宅看護で行ったことがありますか（あるものすべてにチェックをしてください）																																																																																						Q4.依頼があった場合に可能な医療的ケアと身体介護についてお答えください

				事業所名 ジギョウショ メイ		電話番号 デンワ バンゴウ		FAX番号 バンゴウ		郵便番号 ユウビンバンゴウ		所在地 ショザイチ		職員構成（常勤・非常勤は問いません）【人数：名】 ショクイン コウセイ ジョウキン ヒジョウキン ト ニンズウ メイ														訪問可能な主な市町村 ホウモン カノウ オモ シチョウソン		在宅人工呼吸器の管理 ザイタク ジンコウ コキュウキ カンリ				気管カニューレの交換 キカン コウカン				気管カニューレ部位のガーゼ交換 キカン ブイ コウカン				気管内吸引 キカンナイ キュウイン				食事介助 ショクジ カイジョ				経鼻チューブの交換 ケイビ コウカン				胃瘻の管理 イロウ カンリ				経管栄養の注入 ケイカン エイヨウ チュウニュウ				ストーマの管理 カンリ				尿道カテーテルの管理 ニョウドウ カンリ				導尿 ドウニョウ				入浴介助 ニュウヨク カイジョ				看護師によるリハビリテーション カンゴシ				OTもしくはPTによるリハビリテーション				中心静脈カテーテル管理 チュウシン ジョウミャク カンリ				高カロリー輸液の管理 コウ ユエキ カンリ				薬剤の静注（抗生物質や利尿剤など） ヤクザイ ジョウチュウ コウセイ ブッシツ リニョウザイ				麻薬による疼痛コントロール マヤク ウズ ツウ				終末期の医療的ケア シュウマツキ イリョウテキ				在宅での看取り ザイタク ミト				24時間対応 ジカン タイオウ						在宅人工呼吸器の管理 ザイタク ジンコウ コキュウキ カンリ										気管カニューレの交換 キカン コウカン										気管カニューレの管理（日常の交換以外の対応） キカン カンリ ニチジョウ コウカン イガイ タイオウ										気管内吸引 キカンナイ キュウイン										食事介助 ショクジ カイジョ										経鼻チューブの交換 ケイビ コウカン										ストーマの管理 カンリ										尿道カテーテルの管理 ニョウドウ カンリ										導尿 ドウニョウ										入浴介助 ニュウヨク カイジョ										看護師によるリハビリテーション カンゴシ										OTもしくはPTによるリハビリテーション										中心静脈カテーテル管理 チュウシン ジョウミャク カンリ										高カロリー輸液の管理 コウ ユエキ カンリ										薬剤の静注（抗生物質や利尿剤など） ヤクザイ ジョウチュウ コウセイ ブッシツ リニョウザイ										麻薬による疼痛コントロール マヤク トウツウ										終末期の医療的ケア シュウマツキ イリョウテキ										在宅での看取り ザイタク ミト										24時間対応 ジカン タイオウ										外出の介助 ガイシュツ カイジョ										通院の介助 ツウイン カイジョ

														看護師 カンゴシ		作業療法士 サギョウ リョウホウシ		准看護師 ジュンカンゴシ		理学療法士 リガク リョウホウシ		保健師 ホケンシ		言語療法士 ゲンゴ リョウホウシ		その他 タ				成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ				乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ

																																																																																																																		できる		18		20		19		20		27		9		11		13		13		18		22		22		22		24		30		25		25		26		29		34		25		25		26		27		31		16		17		19		21		27		21		22		23		26		32		16		18		22		25		33		16		18		22		24		32		26		25		29		30		31		18		20		22		23		30		9		10		9		9		12		20		20		23		25		31		21		22		24		27		32		14		14		16		18		27		12		12		13		15		25		18		17		19		20		28		19		18		19		21		29		23		23		24		25		33		7		7		9		10		14		5		6		7		8		11

																																																																																																																		できない		8		7		8		5		1		18		15		14		12		6		6		6		6		4		1		5		5		5		4		0		6		6		6		5		1		11		11		11		9		3		5		5		5		3		0		8		8		8		5		0		9		8		8		5		0		5		6		5		4		1		8		7		7		6		2		19		18		18		19		17		7		7		7		6		1		6		6		6		5		1		10		10		10		7		2		6		6		6		5		1		6		6		6		5		2		5		5		5		4		1		5		5		5		4		1		11		11		11		10		7		17		17		17		16		13

																																																																																																																		要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン		8		7		7		9		6		7		8		7		9		10		6		6		6		6		3		4		4		3		1		0		3		3		2		2		2		7		6		4		4		4		8		7		6		5		2		10		8		4		4		1		9		8		4		5		2		3		3		0		0		2		8		7		5		5		2		6		6		7		6		5		7		7		4		3		2		7		6		4		2		1		10		10		8		9		5		16		16		15		14		8		10		11		9		9		4		10		11		10		9		4		6		6		5		5		0		16		16		14		14		13		12		11		10		10		10



																																																																																																																		Ｑ4.できる

																																																																																																																				在宅人工呼吸器の管理		気管カニューレの交換		気管カニューレの管理（日常の交換以外の対応）		気管内吸引		食事介助		経鼻チューブの交換		ストーマの管理		尿道カテーテルの管理		導尿		入浴介助		看護師によるリハビリテーション		OTもしくはPTによるリハビリテーション		中心静脈カテーテル管理 チュウシン ジョウミャク カンリ		高カロリー輸液の管理 コウ ユエキ カンリ		薬剤の静注（抗生物質や利尿剤など） ヤクザイ ジョウチュウ コウセイ ブッシツ リニョウザイ		麻薬による疼痛コントロール マヤク トウツウ		終末期の医療的ケア シュウマツキ イリョウテキ		在宅での看取り ザイタク ミト		24時間対応 ジカン タイオウ		外出の介助		通院の介助

																																																																																																																		乳児～2歳 ニュウジ サイ		18		9		22		25		25		16		21		16		16		26		18		9		20		21		14		12		18		19		23		7		5

																																																																																																																		3～6歳 サイ		20		11		22		25		25		17		22		18		18		25		20		10		20		22		14		12		17		18		23		7		6

																																																																																																																		7歳～12歳 サイ サイ		19		13		22		26		26		19		23		22		22		29		22		9		23		24		16		13		19		19		24		9		7

																																																																																																																		13～17歳 サイ		20		13		24		29		24		21		26		25		24		30		23		9		25		27		18		15		20		21		25		10		8

																																																																																																																		18歳以上 サイイジョウ		27		18		30		34		31		27		32		33		32		31		30		12		31		32		27		25		28		29		33		14		11



																																																																																																																		Ｑ4.できない

																																																																																																																				在宅人工呼吸器の管理		気管カニューレの交換		気管カニューレの管理（日常の交換以外の対応）		気管内吸引		食事介助		経鼻チューブの交換		ストーマの管理		尿道カテーテルの管理		導尿		入浴介助		看護師によるリハビリテーション		OTもしくはPTによるリハビリテーション		中心静脈カテーテル管理 チュウシン ジョウミャク カンリ		高カロリー輸液の管理 コウ ユエキ カンリ		薬剤の静注（抗生物質や利尿剤など） ヤクザイ ジョウチュウ コウセイ ブッシツ リニョウザイ		麻薬による疼痛コントロール マヤク トウツウ		終末期の医療的ケア シュウマツキ イリョウテキ		在宅での看取り ザイタク ミト		24時間対応 ジカン タイオウ		外出の介助		通院の介助

																																																																																																																		乳児～2歳 ニュウジ サイ		8		18		6		5		6		11		5		8		9		5		8		19		7		6		10		6		6		5		5		11		17

																																																																																																																		3～6歳 サイ		7		15		6		5		6		11		5		8		8		6		7		18		7		6		10		6		6		5		5		11		17

																																																																																																																		7歳～12歳 サイ サイ		8		14		6		5		6		11		5		8		8		5		7		18		7		6		10		6		6		5		5		11		17

																																																																																																																		13～17歳 サイ		5		12		4		4		5		9		3		5		5		4		6		19		6		5		7		5		5		4		4		10		16

																																																																																																																		18歳以上 サイイジョウ		1		6		1		0		1		3		0		0		0		1		2		17		1		1		2		1		2		1		1		7		13



																																																																																																																		Ｑ4.要相談 ヨウ ソウダン

																																																																																																																				在宅人工呼吸器の管理		気管カニューレの交換		気管カニューレの管理（日常の交換以外の対応）		気管内吸引		食事介助		経鼻チューブの交換		ストーマの管理		尿道カテーテルの管理		導尿		入浴介助		看護師によるリハビリテーション		OTもしくはPTによるリハビリテーション		中心静脈カテーテル管理 チュウシン ジョウミャク カンリ		高カロリー輸液の管理 コウ ユエキ カンリ		薬剤の静注（抗生物質や利尿剤など） ヤクザイ ジョウチュウ コウセイ ブッシツ リニョウザイ		麻薬による疼痛コントロール マヤク トウツウ		終末期の医療的ケア シュウマツキ イリョウテキ		在宅での看取り ザイタク ミト		24時間対応 ジカン タイオウ		外出の介助		通院の介助

																																																																																																																		乳児～2歳 ニュウジ サイ		8		7		6		4		3		7		8		10		9		3		8		6		7		7		10		16		10		10		6		16		12

																																																																																																																		3～6歳 サイ		7		8		6		4		3		6		7		8		8		3		7		6		7		6		10		16		11		11		6		16		11

																																																																																																																		7歳～12歳 サイ サイ		7		7		6		3		2		4		6		4		4		0		5		7		4		4		8		15		9		10		5		14		10

																																Q3.現時点で、依頼のあった場合、重症心身障害児（者）の在宅医療を行うことはできますか ゲンジテン イライ バアイ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ ザイタク イリョウ オコナ																																																																																		13～17歳 サイ		9		9		6		1		2		4		5		4		5		0		5		6		3		2		9		14		9		9		5		14		10

																														できる		14																																																																																		18歳以上 サイイジョウ		6		10		3		0		2		4		2		1		2		2		2		5		2		1		5		8		4		4		0		13		10

																														できない		6

																														要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン		14



																														在宅人工呼吸器の管理 ザイタク ジンコウ コキュウキ カンリ		気管カニューレの交換 キカン コウカン		気管カニューレ部位のガーゼ交換 キカン ブイ コウカン		気管内吸引 キカンナイ キュウイン		食事介助 ショクジ カイジョ		経鼻チューブの交換 ケイビ コウカン		胃瘻の管理 イロウ カンリ		経管栄養の注入 ケイカン エイヨウ チュウニュウ		ストーマの管理 カンリ		尿道カテーテルの管理 ニョウドウ カンリ		導尿 ドウニョウ		入浴介助 ニュウヨク カイジョ		看護師によるリハビリテーション カンゴシ		OTもしくはPTによるリハビリテーション		中心静脈カテーテル管理 チュウシン ジョウミャク カンリ		高カロリー輸液の管理 コウ ユエキ カンリ		薬剤の静注（抗生物質や利尿剤など） ヤクザイ ジョウチュウ コウセイ ブッシツ リニョウザイ		麻薬による疼痛コントロール マヤク ウズ ツウ		終末期の医療的ケア シュウマツキ イリョウテキ		在宅での看取り ザイタク ミト		24時間対応 ジカン タイオウ

																												成人 セイジン		28		24		30		31		28		22		32		31		32		33		31		33		33		16		29		30		28		30		32		31		33

																												小児 ショウニ		21		11		23		24		14		17		21		19		6		7		8		20		18		9		2		4		3		3		6		4		22



成人	在宅人工呼吸器の管理	気管カニューレの交換	気管カニューレ部位のガーゼ交換	気管内吸引	食事介助	経鼻チューブの交換	胃瘻の管理	経管栄養の注入	ストーマの管理	尿道カテーテルの管理	導尿	入浴介助	看護師によるリハビリテーション	OTもしくはPTによるリハビリテ	ーション	中心静脈カテーテル管理	高カロリー輸液の管理	薬剤の静注（抗生物質や利尿剤など）	麻薬による疼痛コントロール	終末期の医療的ケア	在宅での看取り	24時間対応	28	24	30	31	28	22	32	31	32	33	31	33	33	16	29	30	28	30	32	31	33	小児	在宅人工呼吸器の管理	気管カニューレの交換	気管カニューレ部位のガーゼ交換	気管内吸引	食事介助	経鼻チュー	ブの交換	胃瘻の管理	経管栄養の注入	ストーマの管理	尿道カテーテルの管理	導尿	入浴介助	看護師によるリハビリテーション	OTもしくはPTによるリハビリテーション	中心静脈カテーテル管理	高カロリー輸液の管理	薬剤の静注（抗生物質や利尿剤など）	麻薬による疼痛コントロール	終末期の医療的ケア	在宅での看取り	24時間対応	21	11	23	24	14	17	21	19	6	7	8	20	18	9	2	4	3	3	6	4	22	Q3.現時点で、依頼のあった場合、重症心身障害児（者）の在宅医療を行うことはできますか

Q3.現時点で、依頼のあった場合、重症心身障害児（者）の在宅医療を行うことはできますか	できる	できない	要相談（条件による）	14	6	14	乳児～2歳	在宅人工呼吸器の管理	気管カニューレの交換	気管カニューレの管理（日常の交換以外の対応）	気管内吸引	食事介助	経鼻チューブの交換	ストーマの管理	尿道カテーテルの管理	導尿	入浴介助	看護師によるリハビリテーション	OTもしくはPTによるリハビリテーション	中心静脈カテーテル管理	高カロリー輸液の管理	薬剤の静注（抗生物質や利尿剤など）	麻薬による疼痛コント	ロール	終末期の医療的ケア	在宅での看取り	24時間対応	外出の介助	通院の介助	18	9	22	25	25	16	21	16	16	26	18	9	20	21	14	12	18	19	23	7	5	3～6歳	在宅人工呼吸器の管理	気管カニューレの交換	気管カニューレの管理（日常の交換以外の対応）	気管内吸引	食事介助	経鼻チューブの交換	ストーマの管理	尿道カテーテルの管理	導尿	入浴介助	看護師によるリハビリテーション	OTもしくはPTによるリハビリテーション	中心静脈カテーテル管理	高カロリー輸液の管理	薬剤の静注（抗生物質や利尿剤など）	麻薬による疼痛コントロール	終末期の医療的ケア	在宅での看取り	24時間対応	外出の介助	通院の介助	20	11	22	25	25	17	22	18	18	25	20	10	20	22	14	12	17	18	23	7	6	7歳～12歳	在宅人工呼吸	器の管理	気管カニューレの交換	気管カニューレの管理（日常の交換以外の対応）	気管内吸引	食事介助	経鼻チューブの交換	ストーマの管理	尿道カテーテルの管理	導尿	入浴介助	看護師によるリハビリテーション	OTもしくはPTによるリハビリテーション	中心静脈カテーテル管理	高カロリー輸液の管理	薬剤の静注（抗生物質や利尿剤など）	麻薬による疼痛コントロール	終末期の医療的ケア	在宅での看取り	24時間対応	外出の介助	通院の介助	19	13	22	26	26	19	23	22	22	29	22	9	23	24	16	13	19	19	24	9	7	13～17歳	在宅人工呼吸器の管理	気管カニューレの交換	気管カニューレの管理（日常の交換以外の対応）	気管内吸引	食事介助	経鼻チューブの交換	ストーマの管理	尿道カテーテルの管理	導尿	入浴介助	看護師によるリハビリテーション	OTもしくはPTによるリハビリテーション	中心静脈カテーテル管理	高カロリー輸液の管理	薬剤の静注（抗生物質や利尿剤など）	麻薬による疼痛コントロール	終末期の医療的ケア	在宅での看取り	24時間対応	外出の介助	通院の介助	20	13	24	29	24	21	26	25	24	30	23	9	25	27	18	15	20	21	25	10	8	18歳以上	在宅人工呼吸器の管理	気管カニューレの交換	気管カニューレの管理（日常の交換以外の対応）	気管内吸引	食事介助	経鼻チューブの交換	ストーマの管理	尿道カテーテルの管理	導尿	入浴介助	看護師によるリハビリテーション	OTもしくはPTによるリハビリテーション	中心静脈カテーテル管理	高カロリー輸液の管理	薬剤の静注（抗生物質や利尿剤など）	麻薬による疼痛コントロール	終末期の医療的ケア	在宅での看取り	24時間対応	外出の介助	通院の介助	27	18	30	34	31	27	32	33	32	31	30	12	31	32	27	25	28	29	33	14	11	乳児～2歳	在宅人工呼吸器の管理	気管カニューレの交換	気管カニューレの管理（日常の交換以外の対応）	気管内吸引	食事介助	経鼻チューブの交換	ストーマの管理	尿道カテーテルの管理	導尿	入浴介助	看護師によるリハビリテーション	OTもしくはPTによるリハビリテーション	中心静脈カテーテル	管理	高カロリー輸液の管理	薬剤の静注（抗生物質や利尿剤など）	麻薬による疼痛コントロール	終末期の医療的ケア	在宅での看取り	24時間対応	外出の介助	通院の介助	8	18	6	5	6	11	5	8	9	5	8	19	7	6	10	6	6	5	5	11	17	3～6歳	在宅人工呼吸器の管理	気管カニューレの交換	気管カニューレの管理（日常の交換以外の対応）	気管内吸引	食事介助	経鼻チューブの交換	ストーマの管理	尿道カテーテルの管理	導尿	入浴介助	看護師によるリハビリテーション	OTもしくはPTによるリハビリテーション	中心静脈カテーテル管理	高カロリー輸液の管理	薬剤の静注（抗生物質や利尿剤など）	麻薬による疼痛コントロール	終末期の医療的ケア	在宅での看取り	24時間対応	外出の介助	通院の介助	7	15	6	5	6	11	5	8	8	6	7	18	7	6	10	6	6	5	5	11	17	7歳～12歳	在宅人工呼吸器の管理	気管カニューレの交換	気管カニューレの管理（日常の交換以外の対応）	気管内吸引	食事介助	経鼻チューブの交換	ストーマの管理	尿道カテーテルの管理	導尿	入浴介助	看護師によるリハビリテーション	OTもしくはPTによるリハビリテーション	中心静脈カテーテル管理	高カロリー輸液の管理	薬剤の静注（抗生物質や利尿剤など）	麻薬による疼痛コントロール	終末期の医療的ケア	在宅での看取り	24時間対応	外出の介助	通院の介助	8	14	6	5	6	11	5	8	8	5	7	18	7	6	10	6	6	5	5	11	17	13～17歳	在宅人工呼吸器の管理	気管カニューレの交換	気管カニューレの管理（日常の交換以外の対応）	気管内吸引	食事介助	経鼻チューブの交換	ストーマの管理	尿道カテーテルの管理	導尿	入浴介助	看護師によるリハビリテーション	OTもしくはPTによるリハビリテーション	中心静脈カテーテル管理	高カロリー輸液の管理	薬剤の静注（抗生物質や利尿剤など）	麻薬による疼痛コントロール	終末期の医療的ケア	在宅での看取り	24時間対応	外出の介助	通院の介助	5	12	4	4	5	9	3	5	5	4	6	19	6	5	7	5	5	4	4	10	16	18歳以上	在宅人工呼吸器の管理	気管カニューレの交換	気管カニューレの管理（日常の交換以外の対応）	気管内吸引	食事介助	経鼻チューブの交換	ストーマの管理	尿道カテーテルの管理	導尿	入浴介助	看護師によるリハビリテーション	OTもしくはPTによるリハビリテーション	中心静脈カテーテル管理	高カロリー輸液の管理	薬剤の静注（抗生物質や利尿剤など）	麻薬による疼痛コントロール	終末期の医療的ケア	在宅での看取り	24時間対応	外出の介助	通院の介助	1	6	1	0	1	3	0	0	0	1	2	17	1	1	2	1	2	1	1	7	13	

乳児～2歳	在宅人工呼吸器の管理	気管カニューレの交換	気管カニューレの管理（日常の交換以外の対応）	気管内吸引	食事介助	経鼻チューブの交換	ストーマの管理	尿道カテーテルの管理	導尿	入浴介助	看護師によるリハビリテーション	OTもしくはPTによるリハビリテーション	中心静脈カテーテル	管理	高カロリー輸液の管理	薬剤の静注（抗生物質や利尿剤など）	麻薬による疼痛コントロール	終末期の医療的ケア	在宅での看取り	24時間対応	外出の介助	通院の介助	8	7	6	4	3	7	8	10	9	3	8	6	7	7	10	16	10	10	6	16	12	3～6歳	在宅人工呼吸器の管理	気管カニューレの交換	気管カニューレの管理（日常の交換以外の対応）	気管内吸引	食事介助	経鼻チューブの交換	ストーマの管理	尿道カテーテルの管理	導尿	入浴介助	看護師によるリハビリテーション	OTもしくはPTによるリハビリテーション	中心静脈カテーテル管理	高カロリー輸液の管理	薬剤の静注（抗生物質や利尿剤など）	麻薬による疼痛コントロール	終末期の医療的ケア	在宅での看取り	24時間対応	外出の介助	通院の介助	7	8	6	4	3	6	7	8	8	3	7	6	7	6	10	16	11	11	6	16	11	7歳～12歳	在宅人工呼吸器の管理	気管カニューレの交換	気管カニューレの管理（日常の交換以外の対応）	気管内吸引	食事介助	経鼻チューブの交換	ストーマの管理	尿道カテーテルの管理	導尿	入浴介助	看護師によるリハビリテーション	OTもしくはPTによるリハビリテーション	中心静脈カテーテル管理	高カロリー輸液の管理	薬剤の静注（抗生物質や利尿剤など）	麻薬による疼痛コントロール	終末期の医療的ケア	在宅での看取り	24時間対応	外出の介助	通院の介助	7	7	6	3	2	4	6	4	4	0	5	7	4	4	8	15	9	10	5	14	10	13～17歳	在宅人工呼吸器の管理	気管カニューレの交換	気管カニューレの管理（日常の交換以外の対応）	気管内吸引	食事介助	経鼻チューブの交換	ストーマの管理	尿道カテーテルの管理	導尿	入浴介助	看護師によるリハビリテーション	OTもしくはPTによるリハビリテーション	中心静脈カテーテル管理	高カロリー輸液の管理	薬剤の静注（抗生物質や利尿剤など）	麻薬による疼痛コントロール	終末期の医療的ケア	在宅での看取り	24時間対応	外出の介助	通院の介助	9	9	6	1	2	4	5	4	5	0	5	6	3	2	9	14	9	9	5	14	10	18歳以上	在宅人工呼吸器の管理	気管カニューレの交換	気管カニューレの管理（日常の交換以外の対応）	気管内吸引	食事介助	経鼻チューブの交換	ストーマの管理	尿道カテーテルの管理	導尿	入浴介助	看護師によるリハビリテーション	OTもしくはPTによるリハビリテーション	中心静脈カテーテル管理	高カロリー輸液の管理	薬剤の静注（抗生物質や利尿剤など）	麻薬による疼痛コントロール	終末期の医療的ケア	在宅での看取り	24時間対応	外出の介助	通院の介助	6	10	3	0	2	4	2	1	2	2	2	5	2	1	5	8	4	4	0	13	10	

訪問看護事業所 (2)

		Ｑ1.貴施設について、お伺いいたします キ シセツ ウカガ

		1		事業所名 ジギョウショ メイ

		2		電話番号 デンワ バンゴウ

		3		FAX番号 バンゴウ

		4		所在地 ショザイチ

		5		職員構成（常勤・非常勤は問いません） ショクイン コウセイ ジョウキン ヒジョウキン ト

						看護師 カンゴシ

						作業療法士 サギョウ リョウホウシ

						准看護師 ジュンカンゴシ

						理学療法士 リガク リョウホウシ

						保健師 ホケンシ

						言語療法士 ゲンゴ リョウホウシ

						その他 タ

		6		訪問可能な主な市町村 ホウモン カノウ オモ シチョウソン

		Q2.いままでに以下の項目を在宅看護で行ったことがありますか（あるものすべてにチェックをしてください） イカ コウモク ザイタク カンゴ オコナ

								成人在宅 セイジン ザイタク				小児在宅 ショウニ ザイタク

				在宅人工呼吸器の管理 ザイタク ジンコウ コキュウキ カンリ

				気管カニューレの交換 キカン コウカン

				気管カニューレ部位のガーゼ交換 キカン ブイ コウカン

				気管内吸引 キカンナイ キュウイン

				食事介助 ショクジ カイジョ

				経鼻チューブの交換 ケイビ コウカン

				胃瘻の管理 イロウ カンリ

				経管栄養の注入 ケイカン エイヨウ チュウニュウ

				ストーマの管理 カンリ

				尿道カテーテルの管理 ニョウドウ カンリ

				導尿 ドウニョウ

				入浴介助 ニュウヨク カイジョ

				看護師によるリハビリテーション カンゴシ

				OTもしくはPTによるリハビリテーション

				中心静脈カテーテル管理 チュウシン ジョウミャク カンリ

				高カロリー輸液の管理 コウ ユエキ カンリ

				薬剤の静注（抗生物質や利尿剤など） ヤクザイ ジョウチュウ コウセイ ブッシツ リニョウザイ

				麻薬による疼痛コントロール マヤク ウズ ツウ

				終末期の医療的ケア シュウマツキ イリョウテキ

				在宅での看取り ザイタク ミト

				24時間対応 ジカン タイオウ

		Q3.現時点で、依頼のあった場合、重症心身障害児（者）の在宅医療を行うことはできますか ゲンジテン イライ バアイ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ ザイタク イリョウ オコナ

		1		できる

		2		できない

		3		要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン

		Q4.依頼があった場合に可能な医療的ケアと身体介護についてお答えください イライ バアイ カノウ イリョウテキ シンタイ カイゴ コタ

		※個別シートにて対応 コベツ タイオウ



				Ｑ1.貴施設について、お伺いいたします キ シセツ ウカガ																										Q2.いままでに以下の項目を在宅看護で行ったことがありますか（あるものすべてにチェックをしてください）【1.ある、0.ない】 イカ コウモク ザイタク カンゴ オコナ																																																																																				Q3		Q4.依頼があった場合に可能な医療的ケアと身体介護についてお答えください【1.できる、2.できない、3.要相談（条件による）】 イライ バアイ カノウ イリョウテキ シンタイ カイゴ コタ ヨウ ソウダン ジョウケン																																																																																																																																																																																																																		Q5.重症心身障害児（者）の方に対する医療、在宅生活等についてお気づきのことなど、ご自由にお書きください ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ カタ タイ イリョウ ザイタク セイカツナド キ ジユウ カ

				事業所名 ジギョウショ メイ		電話番号 デンワ バンゴウ		FAX番号 バンゴウ		郵便番号 ユウビンバンゴウ		所在地 ショザイチ		職員構成（常勤・非常勤は問いません）【人数：名】 ショクイン コウセイ ジョウキン ヒジョウキン ト ニンズウ メイ														訪問可能な主な市町村 ホウモン カノウ オモ シチョウソン		在宅人工呼吸器の管理 ザイタク ジンコウ コキュウキ カンリ				気管カニューレの交換 キカン コウカン				気管カニューレ部位のガーゼ交換 キカン ブイ コウカン				気管内吸引 キカンナイ キュウイン				食事介助 ショクジ カイジョ				経鼻チューブの交換 ケイビ コウカン				胃瘻の管理 イロウ カンリ				経管栄養の注入 ケイカン エイヨウ チュウニュウ				ストーマの管理 カンリ				尿道カテーテルの管理 ニョウドウ カンリ				導尿 ドウニョウ				入浴介助 ニュウヨク カイジョ				看護師によるリハビリテーション カンゴシ				OTもしくはPTによるリハビリテーション				中心静脈カテーテル管理 チュウシン ジョウミャク カンリ				高カロリー輸液の管理 コウ ユエキ カンリ				薬剤の静注（抗生物質や利尿剤など） ヤクザイ ジョウチュウ コウセイ ブッシツ リニョウザイ				麻薬による疼痛コントロール マヤク ウズ ツウ				終末期の医療的ケア シュウマツキ イリョウテキ				在宅での看取り ザイタク ミト				24時間対応 ジカン タイオウ						在宅人工呼吸器の管理 ザイタク ジンコウ コキュウキ カンリ										気管カニューレの交換 キカン コウカン										気管カニューレの管理（日常の交換以外の対応） キカン カンリ ニチジョウ コウカン イガイ タイオウ										気管内吸引 キカンナイ キュウイン										食事介助 ショクジ カイジョ										経鼻チューブの交換 ケイビ コウカン										ストーマの管理 カンリ										尿道カテーテルの管理 ニョウドウ カンリ										導尿 ドウニョウ										入浴介助 ニュウヨク カイジョ										看護師によるリハビリテーション カンゴシ										OTもしくはPTによるリハビリテーション										中心静脈カテーテル管理 チュウシン ジョウミャク カンリ										高カロリー輸液の管理 コウ ユエキ カンリ										薬剤の静注（抗生物質や利尿剤など） ヤクザイ ジョウチュウ コウセイ ブッシツ リニョウザイ										麻薬による疼痛コントロール マヤク トウツウ										終末期の医療的ケア シュウマツキ イリョウテキ										在宅での看取り ザイタク ミト										24時間対応 ジカン タイオウ										外出の介助 ガイシュツ カイジョ										通院の介助 ツウイン カイジョ

		承諾可否 ショウダク カヒ												看護師 カンゴシ		作業療法士 サギョウ リョウホウシ		准看護師 ジュンカンゴシ		理学療法士 リガク リョウホウシ		保健師 ホケンシ		言語療法士 ゲンゴ リョウホウシ		その他 タ				成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ				乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ

		否 ヒ		曙訪問看護ステーション アケボノ ホウモン カンゴ		028-660-7803		028-683-5306		321-0901		宇都宮市平出町413番地		8		3		0		3		0		1				宇都宮、高根沢 ウツノミヤ タカネザワ		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		3		2		2		2		2		3		2		2		2		2		2		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		1		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		1		1		1		3		3		3		1		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		2		2		2		2		2		いつも大変お世話になっております。当STでも数名の小児利用者をNS、PT、OTでサポートしています。又、貴院のショートステイを利用させて頂いております。ご利用者様、家族が安心して過ごせるよう地域でサポートできたらと考えています。どうぞよろしくお願い申し上げます。 タイヘン セワ トウ スウメイ ショウニ リヨウシャ マタ キ イン リヨウ イタダ リヨウシャサマ カゾク アンシン ス チイキ カンガ ネガ モウ ア

		否 ヒ		とちぎメディカルセンター		0282-22-5810		0282-225812		328-0043		栃木市境町27-21		9		0		4		1		0		1		2		栃木市、小山市、壬生町 トチギシ オヤマシ ミブマチ		1		1		1		0		1		1		1		1		1		0		1		0		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		0		1		1		3		2		1		1		1		1		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		2		2		2		1		1		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		1		1		1		1		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		2		2		2		2		2

		否 ヒ		あいケアステーション		0282-23-6221		0282-24-9850		328-0074		栃木市薗部町2-5-9		1		0		2		2		0		0				栃木市 トチギシ		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		3		2		2		2		2		3		2		2		2		2		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		3		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		3		2		2		2		2		3		2		2		2		2		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		2		2		2		2		3

		否 ヒ		訪問看護ステーションこすもす		0285-80-5511		0285-80-5512		321-4337		真岡市上高間木2-24-4		4		2		0		1		0		0						1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		3		2		2		2		3		3		2		2		2		3		3		2		2		2		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		3		3		3		3		3		3		3		2		2		2		3		3		2		2		2		3		3		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		2		2		2		2		3		2		2		2		2		3		2		2		2		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		1		3		3		3		3		3		2		2		2		2		2		緊急時に主治医又はバッックベットのある病院との連携がとれる体制が整っていないと、在宅での対応に不安があります。
現在のところ、小児科、精神科看護を経験したスタッフがいない為、受け入れに不安がありますので今回はガイドマップ等に公表することに同意する事は控えさせていただきたいと思います。 キンキュウジ シュジイ マタ ビョウイン レンケイ タイセイ トトノ ザイタク タイオウ フアン ゲンザイ ショウニカ セイシンカ カンゴ ケイケン タメ ウ イ フアン コンカイ ナド コウヒョウ ドウイ コト ヒカ オモ

		否 ヒ		訪問看護ステーションひばり		0289-64-7226		0289-64-2225		322-8550		鹿沼市下田町1-1033		6		1		0		1		0		0				市内及び近隣市 シナイ オヨ キンリン シ		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		0		1		1		2

chizuru_tanaka: 未記入		1		1		2		2		1		2		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		1		3		3		1		1		1		3		3		3		3		1		3		3		1		1		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		1		3		3		3		1		1		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1

		否 ヒ		訪問看護ステーション那須		0287-73-5048		0287-63-4566		325-0023		那須塩原市豊浦10-706		5		0		2		0		0		0				那須塩原市、大田原市、那須町 ナスシオバラ シ オオタワラシ ナスマチ		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		0		0		1		0		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		2

chizuru_tanaka: 未記入		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1

		承諾 ショウダク		さくら訪問看護ステーション		0287-29-3252		0287-29-3252		324-0058		大田原市紫塚3-2633-10		5		0		0		1		0		0				大田原市、那須塩原市、矢板市 オオタワラシ ナスシオバラ シ ヤイタ シ		1		0		1		1		1		1		1		1		1		0		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		0		1		1		3		3		3		3		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		小児の受入数（実績）が少ないので、実際依頼があった場合、入院中から手技等の指導を受けたいと思います。 ショウニ ウケイレスウ ジッセキ スク ジッサイ イライ バアイ ニュウインチュウ シュギ ナド シドウ ウ オモ

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションたんぽぽ		0280-57-1888		0280-57-3819		329-0101		下都賀郡野木町友沼5119-12		20		3		0		5		0		0		2		野木町、小山市、旧藤岡町 ノギマチ オヤマシ キュウ フジオカマチ		1		1		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		1		1		1		1		1		1		0		0		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		3		1		1		1		1		1		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		3		3		3		3		3		1		1		3		2		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		2		2		2		2		2		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		受け入れてくれる訪問看護Stの数が少ないと思います。研修会の機会を設けてサービス体制が構築できると良いと思います。 ウ イ ホウモン カンゴ カズ スク オモ ケンシュウカイ キカイ モウ タイセイ コウチク ヨ オモ

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションうつのみや		028-612-6103		028-612-6104		320-0852		宇都宮市下砥上町字並塚643番地1		11		0		0		0		0		0		1		宇都宮市、壬生町 ウツノミヤシ ミブマチ		1		1		0		0		1		1		1		1		1		0		0		0		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		2

chizuru_tanaka: 未記入		3		3		3		3		1		2		2		2		2		2		3		3		3		1		1		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		3		3		3		1		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		3		3		3		1		1		3		3		3		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーション石橋		0285-52-2293		0285-52-2268		329-0511		下野市石橋628番地		7		0		0		1		0		0		1		下野市、上三川町、壬生町、宇都宮市（部） シモノ シ カミノカワマチ ミブマチ ウツノミヤシ ブ		1		1		0		0		1		1		1		1		1		0		1		0		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		3		1		1		1		1		1		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		1		3		3		3		3		3		3		3		3		1		1		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		2		2		2		2		2		最近、訪問依頼が増えてきていますが、私たち看護師の力量不足から利用者家族へ満足のいく看護が提供できないように感じています。現在の、利用者家族から教わることが多くあり、私たちが勉強になります。ただ、訪問していて思うことは、ご両親の今までの経験でケアが進み危険であり、指導させていただいても理解が得られないこともあり、ジレンマとなっています。例）誤嚥性肺炎を繰り返している方にヘッドアップして食事を摂るよう説明してもフラットのままであったり、他の方でPEG造設されているので、栄養はPEGからにして経口からは楽しみ程度にしてと言っても、食事を経口から摂るなど。 サイキン ホウモン イライ フ ワタクシ カンゴシ リキリョウ ブソク リヨウシャ カゾク マンゾク カンゴ テイキョウ カン ゲンザイ リヨウシャ カゾク オソ オオ ワタシ ベンキョウ ホウモン オモ リョウシン イマ ケイケン スス キケン シドウ リカイ エ レイ ゴエンセイ ハイエン ク カエ カタ ショクジ ト セツメイ ホカ カタ ゾウ セツ エイヨウ ケイコウ タノ テイド イ ショクジ ケイコウ ト

		承諾 ショウダク		マロニエ訪問看護ステーション		0287-37-6322		0287-39-3305		329-2763		那須塩原市井口537-3 にしなすの総合在宅ｹｱｾﾝﾀｰ内		5		7		0		5		0		2		1		那須塩原市、那須町、大田原市　リハビリのみ→那珂川町訪問可能 ナスシオバラ シ ナスマチ オオタワラシ ナカガワ マチ ホウモン カノウ		1		1		1		0		1		1		1		1		0		0		0		1		1		1		1		1		1		0		1		1		1		1		1		1		0		0		1		1		1		0		1		0		0		0		1		0		1		1		1		1		1		1		3		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーション佐野		0283-86-7013		0283-86-7031		327-0847		佐野市天神町７７４－２２ メープルハイツ１０１号室		3		0		1		0		0		0		1		足利市、佐野市、栃木市（旧岩船市） アシカガシ サノシ トチギシ キュウ イワフネ シ		0		0		0		0		1		0		1		0		1		0		0		0		1		0		0		0		1		0		1		0		0		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		2		2		2		2		2		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1

		承諾 ショウダク		とちぎ訪問看護ステーションくろばね		0287-54-0507		0287-54-0580		324-0241		大田原市黒羽向町142番地		6		0		0		0		1		0		2		大田原市、那須塩原市、那須町、那珂川町 オオタワラシ ナスシオバラ シ ナスマチ ナカガワマチ		1		0		0		0		1		1		1		1		1		0		1		0		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		3		3		3		3		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		1		2		2		2		2		2		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3

		承諾 ショウダク		鹿沼訪問看護ステーション		0289-60-5650		0289-60-1687		322-0021		鹿沼市上野町320-3高橋ビル１階１０３号室		5		0		0		0		0		0				鹿沼市、旧宇都宮市、旧今市市、壬生町、西片町 カヌマシ キュウ ウツノミヤシ キュウ イマイチシ ミブマチ ニシカタマチ		0		0		0		0		0		0		1		0		1		0		0		0		1		0		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		2

chizuru_tanaka: 未記入		2		2		2		2		1		2		2		2		2		3		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションほっと		028-626-5739		028-625-8201		321-0974		宇都宮市竹林町958		11		0		0		2		0		0		0		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2

		承諾 ショウダク		芳賀赤十字訪問看護ステーション		0285-84-8266		0285-84-8266		321-4306		真岡市台町2461		6		0		0		0		0		0		0		芳賀郡全域（真岡市、益子町、芳賀町、茂木町） ハガ グン ゼンイキ モオカシ マシコマチ ハガマチ モギ マチ		1		1		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		3		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		当ステーションは今年度小児在宅医との連携を開始することができました。安心して在宅療養を継続できるよう、多職種と連携し、実施しています。高齢者が介護サービスを選択するように、サービスの充実は得られていません。現実は家族だけで利用者（児）のケアを実施しているケースもあり家族の介護負担は大きいと考えます。負担軽減のためには、スムーズなレスパイト入院や日中の一時お預かり等充実した施設が増えることでさらに安心した療養環境の提供ができると思います。よろしくお願いいたします。 トウ コンネンド ショウニ ザイタク イ レンケイ カイシ アンシン ザイタク リョウヨウ ケイゾク タ ショクシュ レンケイ ジッシ コウレイシャ カイゴ センタク ジュウジツ エ ゲンジツ カゾク リヨウシャ ジ ジッシ カゾク カイゴ フタン オオ カンガ フタン ケイゲン ニュウイン ニッチュウ イチジ アズ ナド ジュウジツ シセツ フ アンシン リョウヨウ カンキョウ テイキョウ オモ ネガ

		承諾 ショウダク		とちぎ訪問看護ステーションみぶ		0282-82-7262		0282-82-7260		321-0218		下都賀郡壬生町落合1-18-12		16		0		0		0		0		0		1		上三川町、下野市、壬生町、宇都宮 カミノカワマチ シモノ シ ミブ チョウ ウツノミヤ		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		1		0		1		1		1		1		1		1		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		病院との連携が大切。在宅生活を支援するためにチームで対応する（介護者の支援） ビョウイン レンケイ タイセツ ザイタク セイカツ シエン タイオウ カイゴシャ シエン

		承諾 ショウダク		ＷＡＤＥＷＡＤＥ訪問看護ステーション		028-666-5420		028-666-5460		321-0923		栃木県宇都宮市下栗町2913-1 ３２１－０９２３		12		0		0		0		0		0				宇都宮市、上三川町、 ウツノミヤシ カミノカワマチ		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		0		0		1		0		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		重心の方を看る側（介護者）の負担軽減の必要性を感じてしまいます。まだまだ「私がやらなければ」という気持ちが強く、様々な資源活用へと動きが進むような発信が大切だと思っています。 ジュウシン カタ ミ ガワ カイゴシャ フタン ケイゲン ヒツヨウセイ カン ワタシ キモ ツヨ サマザマ シゲン カツヨウ ウゴ スス ハッシン タイセツ オモ

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションあい		0287-83-8035		0287-83-8222		321-0628		那須烏山市金井2-5-9 ベンチャープラザ7号室 ゴウシツ		8		0		1		0		0		0		1		那須烏山市、那珂川町、茂木町、一貝町 ナスカラスヤマシ ナカガワマチ モギマチ イチ ガイ マチ		1		1		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		0		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		小児や重心など医療依存度が高い方には家族が安心して預けられる事業所とスタッフが必要です（レスパイトの本当の意味で）訪問看護スタッフが動きやすい仕組みがあればもっと介入できると思います。例えば在宅以外への支援での算定が可能になる。長時間支援が可能になるなど。在宅支援診療所が多ければ助かります。開業医で努力してくださる医師の力で乗り切っている地域は特にそう感じます。後方病院親元病院との連携、地域との調整などスムーズにシームレスに行われるとうれしいです。行政からの介入が少なく、制度のことなど知らないまま苦労されている方が多いので、窓口での丁寧かつタイミングよく助言をしていただくと嬉しいです。 ショウニ ジュウシン イリョウ イゾンド タカ カタ カゾク アンシン アズ ジギョウショ ヒツヨウ ホントウ イミ ホウモン カンゴ ウゴ シク カイニュウ オモ タト ザイタク イガイ シエン サンテイ カノウ チョウジカン シエン カノウ ザイタク シエン シンリョウジョ オオ タス カイギョウイ ドリョク イシ チカラ ノ キ チイキ トク カン コウホウ ビョウイン オヤモト ビョウイン レンケイ チイキ チョウセイ オコナ ギョウセイ カイニュウ スク セイド シ クロウ カタ オオ マドグチ テイネイ ジョゲン ウレ

		承諾 ショウダク		あおい訪問看護ステーション		0284-73-9456		0284-72-7600		326-0831		足利市堀込町2556 セレッソ・コート１階		16		0		0		4		0		0				足利市とその周辺（佐野市、館林市、巴楽町、太田市、桐生市） アシカガシ シュウヘン サノシ タテバヤシシ トモエ ラク マチ オオタシ キリュウシ		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1

		承諾 ショウダク		那須赤十字訪問看護ステーション		0287-23-8866		0287-23-8903		324-8686		大田原市中田原1081-4		8		1		0		0		0		0				大田原市、那須塩原市（一部を除く） オオタワラシ ナスシオバラ シ イチブ ノゾ		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		1		1		0		1		0		1		1		1		0		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションゆりの木		0287-47-5123		0287-47-5124		324-0028		大田原市山の手1-1-7 ヤマ テ		4		0		0		0		0		0				大田原市、那須塩原市、那珂川町 オオタワラシ ナスシオバラ シ ナカガワマチ		1		1		1		0		1		1		1		1		0		0		0		1		1		0		1		1		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		0		0		1		0		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		3		1		1		1		1		2		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		3		1		1		1		1		3		1		1		1		1		1		1		1		1		3		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		3		3		1		3		3		1		1		1		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		重症心身障害児施設で勤務したことのある看護師が2名いますので積極的に依頼があれば支援させていただきたいと思っています。こどもはやはり親元で成長発達できることが何よりも必要なことであると思っています。 ジュウショウ シンシン ショウガイ ジ シセツ キンム カンゴシ メイ セッキョクテキ イライ シエン オモ オヤモト セイチョウ ハッタツ ナニ ヒツヨウ オモ

		承諾 ショウダク		ライフ訪問看護リハビリテーション		0284-64-8799		0284-64-8335		326-0831		足利市堀込町2656-7　ASKビル３０１号		5		0		0		1		0		0		0		足利市、佐野市、館林市、邑楽郡、太田市、桐生市 アシカガシ サノシ タテバヤシシ オウラ グン オオタシ キリュウシ		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		この件に関する研修の案内が少ないため、学ぶ機会をもっと増やしてほしい ケン カン ケンシュウ アンナイ スク マナ キカイ フ

		承諾 ショウダク		わくわく訪問看護ステーションおやま		0285-24-6575		0285-20-0255		323-0022		小山市駅東通り3-9-6		11		0		0		5		0		0		0		小山市、結城市（茨城県）、下野市の一部、栃木市（PTのみ） オヤマシ ユウキシ イバラキケン シモノ シ イチブ トチギシ		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		1		1		1		1		3		3		3		1		1		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		自立支援のケアマネージャーがいるが、医療福祉行政をうまく連携してまとめる役割が果たせていない。それぞれが別々で動いており、介護者が困ったときの相談窓口に迷う。 ジリツ シエン イリョウ フクシ ギョウセイ レンケイ ヤクワリ ハ ベツベツ ウゴ カイゴシャ コマ ソウダン マドグチ マヨ

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーション風		028-612-1333		028-612-1384		321-0117		宇都宮市城南3丁目5-6		3		1		0		1		0		0				宇都宮、鹿沼、下野、壬生 ウツノミヤ カヌマ シモノ ミブ		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		1		1		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1

		承諾 ショウダク		宮の橋訪問看護ステーション		028-635-9839		028-635-9839		321-0963		宇都宮市南大通り1-1-23		7		0		0		1		0		0		0		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		1		1		0		1		1		1		1		1		0		0		0		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		レスパイト等受け入れ先が少ない。市のコーディネーター様がご多忙の様子であり、要望に対しての対応にかなりの時間を要する（対応されないこともある）。年度変わるときなど、担当者（市）の引き継ぎがされず、進んでいた調整も振り出しに戻ってしまうことがある。 トウ ウ イ サキ スク シ サマ タボウ ヨウス ヨウボウ タイ タイオウ ジカン ヨウ タイオウ ネンド カ タントウシャ シ ヒ ツ スス チョウセイ フ ダ モド

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションオリーブ		0282-27-8414		0282-27-8415		328-0027		栃木市今泉町1丁目17番29号		7		0		0		0		0		0				栃木市、小山市、下野市、壬生町 トチギシ オヤマシ シモノ シ ミブ マチ		1		1		1		0		1		1		1		1		0		0		0		0		1		1		1		1		0		0		1		1		1		0		1		1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションマザーの家		0283-85-7771		0283-85-7772		327-0504		佐野市中町942-1		2		0		3		0		0		0				佐野市 サノシ		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーション卯の郷		028-682-7770		028-682-7766		329-1311		さくら市氏家2650番地		3		0		0		0		0		0				さくら市（周辺15ｋｍ以内）、塩谷町、那須烏山市、宇都宮市、高根沢町 シ シュウヘン イナイ シオヤ マチ ナスカラスヤマシ ウツノミヤシ タカネザワ マチ		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		3		3		3		3		3		1		2		2		2		2		2		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		2		2		2		3		3		3		3		1		1		1		3		3		3		3		1		2		2		2		2		2		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		2		2		2		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションたかねざわ		028-680-1701		028-680-1702		329-1233		塩谷郡高根沢町宝積寺2426-8 		16		0		0		0		0		0				高根沢町、さくら市、那須烏山市、芳賀町、市貝町、茂木町、益子町、宇都宮市 タカネザワマチ シ ナスカラスヤマシ ハガ マチ イチ カイ チョウ モギマチ マシコ チョウ ウツノミヤシ		1		1		1		0		1		1		1		1		1		0		1		0		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		2		2		2		2		2

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションみどり		0285-45-8362		0285-45-8397		329-0214		小山市乙女786-1		3		0		1		0		0		0				小山市、栃木市、古河市、結城市 オヤマシ トチギシ コガシ ユウキシ		0		0		1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		1		0		1		0		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		3		2		2		2		3		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		1		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		1		1		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		訪問看護師がもっと社会資源として同行できるとよいと思う。在宅での療養はもっと看護師が活躍できる体制が整うとよいと思った。 ホウモン カンゴシ シャカイ シゲン ドウコウ オモ ザイタク リョウヨウ カンゴシ カツヤク タイセイ トトノ オモ

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションあるく		028-643-5586		028-678-8796		320-0036		宇都宮市小幡2-6-14 		5		0		1		0		0		0		1		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		0		1		0		1		0		1		0		0		1		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3

		承諾 ショウダク		とちぎ訪問看護ステーションおやま		0285-39-8602		0285-39-8607		323-0827		栃木県小山市神鳥谷2251-7 ３２３－０８２７		12		0		0		0		0		0		1		小山市、下野市（南部）、野木町（北部） オヤマシ シモノ シ ナンブ ノギ マチ ホクブ		1		1		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		1		1		1		0		0		1		0		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		3		3		1		1		1		3		1		1		1		1		小児の重症心身障害児の訪問看護を行っていく上で。たびたび感じるのが成長に伴った教育、就学が難しく親御さんの希望通りにいかないことが多く残念に思います。難しいところだと思いますが… ショウニ ジュウショウ シンシン ショウガイジ ホウモン カンゴ オコナ ウエ カン セイチョウ トモナ キョウイク シュウガク ムズカ オヤゴ キボウ ドオ オオ ザンネン オモ ムズカ オモ

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションここあ		028-600-3735		028-600-3736		321-2116		栃木県宇都宮市徳次郎町998-9 ３２１－２１１６		10		1		0		1		0		0		2		宇都宮市、日光市、 ウツノミヤシ ニッコウシ		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2

chizuru_tanaka: 未記入		

chizuru_tanaka: 未記入		

chizuru_tanaka: 未記入		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3















																														Q2.いままでに以下の項目を在宅看護で行ったことがありますか（あるものすべてにチェックをしてください）																																																																																						Q4.依頼があった場合に可能な医療的ケアと身体介護についてお答えください

				事業所名 ジギョウショ メイ		電話番号 デンワ バンゴウ		FAX番号 バンゴウ		郵便番号 ユウビンバンゴウ		所在地 ショザイチ		職員構成（常勤・非常勤は問いません）【人数：名】 ショクイン コウセイ ジョウキン ヒジョウキン ト ニンズウ メイ														訪問可能な主な市町村 ホウモン カノウ オモ シチョウソン		在宅人工呼吸器の管理 ザイタク ジンコウ コキュウキ カンリ				気管カニューレの交換 キカン コウカン				気管カニューレ部位のガーゼ交換 キカン ブイ コウカン				気管内吸引 キカンナイ キュウイン				食事介助 ショクジ カイジョ				経鼻チューブの交換 ケイビ コウカン				胃瘻の管理 イロウ カンリ				経管栄養の注入 ケイカン エイヨウ チュウニュウ				ストーマの管理 カンリ				尿道カテーテルの管理 ニョウドウ カンリ				導尿 ドウニョウ				入浴介助 ニュウヨク カイジョ				看護師によるリハビリテーション カンゴシ				OTもしくはPTによるリハビリテーション				中心静脈カテーテル管理 チュウシン ジョウミャク カンリ				高カロリー輸液の管理 コウ ユエキ カンリ				薬剤の静注（抗生物質や利尿剤など） ヤクザイ ジョウチュウ コウセイ ブッシツ リニョウザイ				麻薬による疼痛コントロール マヤク ウズ ツウ				終末期の医療的ケア シュウマツキ イリョウテキ				在宅での看取り ザイタク ミト				24時間対応 ジカン タイオウ						在宅人工呼吸器の管理 ザイタク ジンコウ コキュウキ カンリ										気管カニューレの交換 キカン コウカン										気管カニューレの管理（日常の交換以外の対応） キカン カンリ ニチジョウ コウカン イガイ タイオウ										気管内吸引 キカンナイ キュウイン										食事介助 ショクジ カイジョ										経鼻チューブの交換 ケイビ コウカン										ストーマの管理 カンリ										尿道カテーテルの管理 ニョウドウ カンリ										導尿 ドウニョウ										入浴介助 ニュウヨク カイジョ										看護師によるリハビリテーション カンゴシ										OTもしくはPTによるリハビリテーション										中心静脈カテーテル管理 チュウシン ジョウミャク カンリ										高カロリー輸液の管理 コウ ユエキ カンリ										薬剤の静注（抗生物質や利尿剤など） ヤクザイ ジョウチュウ コウセイ ブッシツ リニョウザイ										麻薬による疼痛コントロール マヤク トウツウ										終末期の医療的ケア シュウマツキ イリョウテキ										在宅での看取り ザイタク ミト										24時間対応 ジカン タイオウ										外出の介助 ガイシュツ カイジョ										通院の介助 ツウイン カイジョ

														看護師 カンゴシ		作業療法士 サギョウ リョウホウシ		准看護師 ジュンカンゴシ		理学療法士 リガク リョウホウシ		保健師 ホケンシ		言語療法士 ゲンゴ リョウホウシ		その他 タ				成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ				乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ

																																																																																																																		できる		18		20		19		20		27		9		11		13		13		18		22		22		22		24		30		25		25		26		29		34		25		25		26		27		31		16		17		19		21		27		21		22		23		26		32		16		18		22		25		33		16		18		22		24		32		26		25		29		30		31		18		20		22		23		30		9		10		9		9		12		20		20		23		25		31		21		22		24		27		32		14		14		16		18		27		12		12		13		15		25		18		17		19		20		28		19		18		19		21		29		23		23		24		25		33		7		7		9		10		14		5		6		7		8		11

																																																																																																																		できない		8		7		8		5		1		18		15		14		12		6		6		6		6		4		1		5		5		5		4		0		6		6		6		5		1		11		11		11		9		3		5		5		5		3		0		8		8		8		5		0		9		8		8		5		0		5		6		5		4		1		8		7		7		6		2		19		18		18		19		17		7		7		7		6		1		6		6		6		5		1		10		10		10		7		2		6		6		6		5		1		6		6		6		5		2		5		5		5		4		1		5		5		5		4		1		11		11		11		10		7		17		17		17		16		13

																																																																																																																		要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン		8		7		7		9		6		7		8		7		9		10		6		6		6		6		3		4		4		3		1		0		3		3		2		2		2		7		6		4		4		4		8		7		6		5		2		10		8		4		4		1		9		8		4		5		2		3		3		0		0		2		8		7		5		5		2		6		6		7		6		5		7		7		4		3		2		7		6		4		2		1		10		10		8		9		5		16		16		15		14		8		10		11		9		9		4		10		11		10		9		4		6		6		5		5		0		16		16		14		14		13		12		11		10		10		10



																																																																																																																		Ｑ4.できる

																																																																																																																				在宅人工呼吸器の管理		気管カニューレの交換		気管カニューレの管理（日常の交換以外の対応）		気管内吸引		食事介助		経鼻チューブの交換		ストーマの管理		尿道カテーテルの管理		導尿		入浴介助		看護師によるリハビリテーション		OTもしくはPTによるリハビリテーション		中心静脈カテーテル管理 チュウシン ジョウミャク カンリ		高カロリー輸液の管理 コウ ユエキ カンリ		薬剤の静注（抗生物質や利尿剤など） ヤクザイ ジョウチュウ コウセイ ブッシツ リニョウザイ		麻薬による疼痛コントロール マヤク トウツウ		終末期の医療的ケア シュウマツキ イリョウテキ		在宅での看取り ザイタク ミト		24時間対応 ジカン タイオウ		外出の介助		通院の介助

																																																																																																																		乳児～2歳 ニュウジ サイ		18		9		22		25		25		16		21		16		16		26		18		9		20		21		14		12		18		19		23		7		5

																																																																																																																		3～6歳 サイ		20		11		22		25		25		17		22		18		18		25		20		10		20		22		14		12		17		18		23		7		6

																																																																																																																		7歳～12歳 サイ サイ		19		13		22		26		26		19		23		22		22		29		22		9		23		24		16		13		19		19		24		9		7

																																																																																																																		13～17歳 サイ		20		13		24		29		24		21		26		25		24		30		23		9		25		27		18		15		20		21		25		10		8

																																																																																																																		18歳以上 サイイジョウ		27		18		30		34		31		27		32		33		32		31		30		12		31		32		27		25		28		29		33		14		11



																																																																																																																		Ｑ4.できない

																																																																																																																				在宅人工呼吸器の管理		気管カニューレの交換		気管カニューレの管理（日常の交換以外の対応）		気管内吸引		食事介助		経鼻チューブの交換		ストーマの管理		尿道カテーテルの管理		導尿		入浴介助		看護師によるリハビリテーション		OTもしくはPTによるリハビリテーション		中心静脈カテーテル管理 チュウシン ジョウミャク カンリ		高カロリー輸液の管理 コウ ユエキ カンリ		薬剤の静注（抗生物質や利尿剤など） ヤクザイ ジョウチュウ コウセイ ブッシツ リニョウザイ		麻薬による疼痛コントロール マヤク トウツウ		終末期の医療的ケア シュウマツキ イリョウテキ		在宅での看取り ザイタク ミト		24時間対応 ジカン タイオウ		外出の介助		通院の介助

																																																																																																																		乳児～2歳 ニュウジ サイ		8		18		6		5		6		11		5		8		9		5		8		19		7		6		10		6		6		5		5		11		17

																																																																																																																		3～6歳 サイ		7		15		6		5		6		11		5		8		8		6		7		18		7		6		10		6		6		5		5		11		17

																																																																																																																		7歳～12歳 サイ サイ		8		14		6		5		6		11		5		8		8		5		7		18		7		6		10		6		6		5		5		11		17

																																																																																																																		13～17歳 サイ		5		12		4		4		5		9		3		5		5		4		6		19		6		5		7		5		5		4		4		10		16

																																																																																																																		18歳以上 サイイジョウ		1		6		1		0		1		3		0		0		0		1		2		17		1		1		2		1		2		1		1		7		13



																																																																																																																		Ｑ4.要相談 ヨウ ソウダン

																																																																																																																				在宅人工呼吸器の管理		気管カニューレの交換		気管カニューレの管理（日常の交換以外の対応）		気管内吸引		食事介助		経鼻チューブの交換		ストーマの管理		尿道カテーテルの管理		導尿		入浴介助		看護師によるリハビリテーション		OTもしくはPTによるリハビリテーション		中心静脈カテーテル管理 チュウシン ジョウミャク カンリ		高カロリー輸液の管理 コウ ユエキ カンリ		薬剤の静注（抗生物質や利尿剤など） ヤクザイ ジョウチュウ コウセイ ブッシツ リニョウザイ		麻薬による疼痛コントロール マヤク トウツウ		終末期の医療的ケア シュウマツキ イリョウテキ		在宅での看取り ザイタク ミト		24時間対応 ジカン タイオウ		外出の介助		通院の介助

																																																																																																																		乳児～2歳 ニュウジ サイ		8		7		6		4		3		7		8		10		9		3		8		6		7		7		10		16		10		10		6		16		12

																																																																																																																		3～6歳 サイ		7		8		6		4		3		6		7		8		8		3		7		6		7		6		10		16		11		11		6		16		11

																																																																																																																		7歳～12歳 サイ サイ		7		7		6		3		2		4		6		4		4		0		5		7		4		4		8		15		9		10		5		14		10

																																Q3.現時点で、依頼のあった場合、重症心身障害児（者）の在宅医療を行うことはできますか ゲンジテン イライ バアイ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ ザイタク イリョウ オコナ																																																																																		13～17歳 サイ		9		9		6		1		2		4		5		4		5		0		5		6		3		2		9		14		9		9		5		14		10

																														できる		14																																																																																		18歳以上 サイイジョウ		6		10		3		0		2		4		2		1		2		2		2		5		2		1		5		8		4		4		0		13		10

																														できない		6

																														要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン		14



																														在宅人工呼吸器の管理 ザイタク ジンコウ コキュウキ カンリ		気管カニューレの交換 キカン コウカン		気管カニューレ部位のガーゼ交換 キカン ブイ コウカン		気管内吸引 キカンナイ キュウイン		食事介助 ショクジ カイジョ		経鼻チューブの交換 ケイビ コウカン		胃瘻の管理 イロウ カンリ		経管栄養の注入 ケイカン エイヨウ チュウニュウ		ストーマの管理 カンリ		尿道カテーテルの管理 ニョウドウ カンリ		導尿 ドウニョウ		入浴介助 ニュウヨク カイジョ		看護師によるリハビリテーション カンゴシ		OTもしくはPTによるリハビリテーション		中心静脈カテーテル管理 チュウシン ジョウミャク カンリ		高カロリー輸液の管理 コウ ユエキ カンリ		薬剤の静注（抗生物質や利尿剤など） ヤクザイ ジョウチュウ コウセイ ブッシツ リニョウザイ		麻薬による疼痛コントロール マヤク ウズ ツウ		終末期の医療的ケア シュウマツキ イリョウテキ		在宅での看取り ザイタク ミト		24時間対応 ジカン タイオウ

																												成人 セイジン		28		24		30		31		28		22		32		31		32		33		31		33		33		16		29		30		28		30		32		31		33

																												小児 ショウニ		21		11		23		24		14		17		21		19		6		7		8		20		18		9		2		4		3		3		6		4		22



成人	小児	Q3.現時点で、依頼のあった場合、重症心身障害児（者）の在宅医療を行うことはできますか

Q3.現時点で、依頼のあった場合、重症心身障害児（者）の在宅医療を行うことはできますか	乳児～2歳	3～6歳	7歳～12歳	13～17歳	18歳以上	乳児～2歳	3～6歳	7歳～12歳	13～17歳	18歳以上	

乳児～2歳	3～6歳	7歳～12歳	13～17歳	18歳以上	

診療所

		Ｑ１		1.医療ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する外来診療について、以下の医療行為に対応できますか。 イリョウ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ガイライ シンリョウ イカ イリョウ コウイ タイオウ

				Ｑ1-1										予防接種 ヨボウ セッシュ

				Ｑ1-2										一次診療
（経過観察、栄養観察を含む） イチジ シンリョウ ケイカ カンサツ エイヨウ カンサツ フク

				Ｑ1-3										経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ

				Ｑ1-4										経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ

				Ｑ1-5										中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ

				Ｑ1-6										酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ

				Ｑ1-7										気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ

				Ｑ1-8										人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ

				Ｑ1-9										尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ

				Ｑ1-10										人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ

				Ｑ1-11										褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ

		Ｑ２		2.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する往診及び訪問診療について、以下の医療行為に対応できますか イリョウテキ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ オウシン オヨ ホウモン シンリョウ イカ イリョウ コウイ タイオウ

				Ｑ2-1										予防接種 ヨボウ セッシュ

				Ｑ2-2										一次診療
（経過観察、栄養観察を含む） イチジ シンリョウ ケイカ カンサツ エイヨウ カンサツ フク

				Ｑ2-3										経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ

				Ｑ2-4										経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ

				Ｑ2-5										中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ

				Ｑ2-6										酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ

				Ｑ2-7										気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ

				Ｑ2-8										人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ

				Ｑ2-9										尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ

				Ｑ2-10										人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ

				Ｑ2-11										褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ

		Ｑ3		3.24時間、重症心身障害児（18歳未満）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイジ サイ ミマン イリョウ タイオウ

				Ｑ3-1										できる

				Ｑ3-2										できない

				Ｑ3-3										要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン

		Ｑ4		4.24時間、重症心身障害者（18歳以上）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイシャ サイ イジョウ イリョウ タイオウ

				Ｑ4-1										できる

				Ｑ4-2										できない

				Ｑ4-3										要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン

		Ｑ5		5.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する訪問リハビリてーションを提供していますか イリョウテキ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ホウモン テイキョウ

				Ｑ5-1										提供している テイキョウ

				Ｑ5-2										提供していない テイキョウ

				Ｑ5-3										提供していないが対応は可能 テイキョウ タイオウ カノウ

				Ｑ5-4										要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン

		Ｑ6		6.重症心身障害児（者）在宅医療に対応できるようになるための条件はなんですか ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ ザイタク イリョウ タイオウ ジョウケン

				Ｑ6-1										診療報酬の点数が増えること シンリョウ ホウシュウ テンスウ フ

				Ｑ6-2										訪問看護尾の連携 ホウモン カンゴ オ レンケイ

				Ｑ6-3										病院との連携 ビョウイン レンケイ

				Ｑ6-4										在宅療養支援診療所と小児科医とのグループ診療 ザイタク リョウヨウ シエン シンリョウジョ ショウニ カ イ シンリョウ

				Ｑ6-5										在宅療養支援診療所に助言や相談を求めることができること ザイタク リョウヨウ シエン シンリョウジョ ジョゲン ソウダン モト

				Ｑ6-6										小児科医に助言や相談を求めることができること ショウニ カ イ ジョゲン ソウダン モト

				Ｑ6-7										経験のある医師がいること ケイケン イシ

				Ｑ6-8										研修などの自己のスキルアップ ケンシュウ ジコ

				Ｑ6-9										その他 タ

		Ｑ7		7.重症心身障害児（者）の方に対する医療、在宅生活等についてお気づきのことなど、ご自由にお書きください ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ カタ タイ イリョウ ザイタク セイカツ ナド キ ジユウ カ



		承諾可否 ショウダク カヒ		診療所名 シンリョウジョ メイ		電話番号 デンワ バンゴウ		郵便番号 ユウビンバンゴウ		所在地 ショザイチ		電話番号 デンワ バンゴウ		Ｑ１　1.医療ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する外来診療について、以下の医療行為に対応できますか。																								Ｑ２　2.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する往診及び訪問診療について、以下の医療行為に対応できますか																						Ｑ3		Ｑ4		Ｑ5		Ｑ6　6.重症心身障害児（者）在宅医療に対応できるようになるための条件はなんですか																		Ｑ7重症心身障害児（者）の方に対する医療、在宅生活等についてお気づきのことなど、ご自由にお書きください
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		否 ヒ		不明 フメイ						不明 フメイ		不明 フメイ		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		7		0		0

		否 ヒ		不明 フメイ						不明 フメイ		不明 フメイ		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		1		1		0		0		0		1		0

		否 ヒ		不明 フメイ						不明 フメイ		不明 フメイ		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		不明 フメイ						不明 フメイ		不明 フメイ		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		0

		否 ヒ		不明 フメイ						不明 フメイ		不明 フメイ		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		否 ヒ		不明 フメイ						不明 フメイ		不明 フメイ		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		0		1		0

		否 ヒ		不明 フメイ						不明 フメイ		不明 フメイ		1		1		2		2		2		2		2		2		1		2		1				1		1		2		2		2		2		2		2		1		2		1		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		その他：各種の健康的処置の管理ができるかどうか。その訓練を受けているかどうかです。 タ カクシュ ケンコウテキ ショチ カンリ クンレン ウ

		否 ヒ		不明 フメイ						不明 フメイ		不明 フメイ		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		0		0		1		0		0

		否 ヒ		不明 フメイ						不明 フメイ		不明 フメイ		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		その他:スタッフ不足（医師、看護師、介助者）スペース不足 タ フソク イシ カンゴシ カイジョシャ フソク

		否 ヒ		宇都宮市保健所 ウツノミヤシ ホケンジョ				321-0974		宇都宮市竹林町972				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		その他：保健所は直接的な医療サービスを行っていないことから、今後も対応は行わない タ ホケンジョ チョクセツ テキ イリョウ オコナ コンゴ タイオウ オコナ

		承諾 ショウダク		深谷医院 フカヤ イイン		0285-75-0007 		321-4502		真岡市物井1268-7				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		1				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		1		2		2		2		0		0		1		1		0		0		0		0		0

		否 ヒ		こどもクリニックしまむら				326-0822		足利市田中町908-4				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		かしま産婦人科 サンフジンカ		0284-65-0341		326-0844		足利市鹿島町501-1				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		婦人科疾患（不正性器出血/帯下/外陰掻痒等）については外来対応させて頂いております フジンカ シッカン フセイ セイキ シュッケツ タイゲ ガイイン カ カユ ナド ガイライ タイオウ イタダ

		否 ヒ		医療法人雄仁会　奥山医院 イリョウ ホウジン ユウジン カイ オクヤマ イイン				322-0065		鹿沼市上材木町2320				1		3		3		3		3		3		1		3		3		2		2				1		3		2		3		2		3		1		3		3		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		1		1		0		0

		否 ヒ		水沼医院 ミズヌマ イイン				321-0628		那須烏山市金井1-14-8				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		3				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		飯野医院				321-4539		真岡市長沼730-1				3		2		2		2		2		3		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		おおきこどもクリニック		0285-41-0025 		329-0207		小山市美しが丘3-35-3				1		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		宇都宮市子ども発達センター診療所 ウツノミヤシ コ ハッタツ シンリョウジョ		028-647-4720		320-0851		栃木県宇都宮市鶴田町970-1				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		その他：子ども発達センター内の療育を利用する児の診療所であるため タ コ ハッタツ ナイ リョウイク リヨウ ジ シンリョウジョ

		承諾 ショウダク		中川医院 ナカガワ イイン		0287-62-0040		325-0057		那須塩原市黒磯幸町6-27				3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		1		0		1		0

		否 ヒ		ももやこどもクリニック				321-0118		宇都宮市インターパーク3-6-1				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		1		0		0		0		0		0

		否 ヒ		阿久津医院 アクツ イイン				329-1226		高根沢町大谷176-1 タカネザワマチ オオタニ				1		1		2		2		2		3		2		2		3		3		3				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		1		0		0		0		1		0		0

		否 ヒ		伊保内診療所 イホ ナイ シンリョウジョ				327-0034		佐野市伊保内町3841-1				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		1		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		にじいろこども診療所 シンリョウジョ		0285-44-7716		329-0414		下野市小金井4-1-1				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		0		1		1		0

		否 ヒ		戸野塚内科医院 トノヅカ ナイカ イイン				323-0064		小山市下石塚471				3		3		3		3		3		1		1		1		1		3		1				3		3		3		3		3		1		1		1		1		3		1		3		3		4		0		0		1		0		0		1		1		1		0

		否 ヒ		賀川診療所 カガワ シンリョウジョ				326-0843		足利市五十部町1785				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		1		0		1		0		0

		承諾 ショウダク		豊郷台クリニック ユタカ ゴウ ダイ		028-643-8998		320-0003		宇都宮市豊郷台2-21-3		028-643-8998（FAX8999）		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1				1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		2		0		1		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		いとうこどもクリニック		0289-63-5566		322-0025		鹿沼市緑町2-2-29				1		1		3		3		2		2		3		2		2		3		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		0		0		1		1		0

		承諾 ショウダク		清原台こどもクリニック キヨハラ ダイ		028-305-6017		321-3223		宇都宮市清原台2-4-14				1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		その他：医師、看護師の増員 タ イシ カンゴシ ゾウイン

		否 ヒ		阿部医院				324-0032		大田原市佐久山2018 オオタワラシ サクヤマ		0287-28-0053（FAX0287-28-2112）		1		1		2		2		2		2		1		2		1		2		1				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		4		0		1		1		0		1		0		0		1		0

		否 ヒ		中元内科医院 ナカモト ナイカ イイン				328-0027		栃木市今泉町2-10-18				1		3		2		2		2		3		2		2		3		2		3				3		3		2		2		2		3		2		2		3		2		3		2		2		2		0		0		1		0		1		0		0		1		0		①重症心身障害者の重症度の程度問題　②家庭の受け入れ問題、経済的負担 ジュウショウ シンシン ショウガイシャ ジュウショウ ド テイド モンダイ カテイ ウ イ モンダイ ケイザイテキ フタン

		否 ヒ		布川小児科 フカワ ショウニ カ				322-0036		鹿沼市下田町2-1099				1		1		3		3		2		3		2		2		2		3		3				1		1		3		3		2		3		2		2		2		2		3		2		2		2		0		1		1		1		0		0		1		1		0

		否 ヒ		ちづかクリニック				328-0133		栃木市大森町445-4		0282-31-3750		3		3		3		3		2		3		2		2		2		2		3				3		3		3		3		2		3		2		2		2		2		3		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		多島医院 タジマ イイン				321-1524		日光市足尾町赤沢21-28				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		否 ヒ		篠崎内科クリニック シノザキ ナイカ				321-3223		宇都宮市清原台6-1-13				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		否 ヒ		和久医院 ワク イイン				321-3324		芳賀町西水沼119-1				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		否 ヒ		近藤クリニック コンドウ				321-0634		那須烏山市野上町637-2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		0		0		0		0		1		0		0

		否 ヒ		高根沢内科クリニック タカネザワ ナイカ				321-4305		真岡市荒町2-11-1				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		岡田こどもクリニック オカダ				327-0832		佐野市植上町1408-2				1		3		3		3		3		2		3		2		3		3		3				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		0		0		0		0		0		往診医療ができたらと考えていた時もありましたが、現在は物理的に困難で申し訳ありません
重心のお子さんの通院所と個別の相談で応じる可能性はあります オウシン イリョウ カンガ トキ ゲンザイ ブツリテキ コンナン モウ ワケ ジュウシン コ ツウイン ジョ コベツ ソウダン オウ カノウセイ

		否 ヒ		真岡メディカルクリニック モオカ				321-4305		真岡市荒町3-49-6				3		3		3		3		3		3		3		3				3		3				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		0		0		0		1		1		0

		否 ヒ		いしだ整形外科 セイケイ ゲカ				321-0912		宇都宮市石井町3236-1				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		山中クリニック ヤマナカ				327-0835		佐野市植下町2468				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		1		1		0		0		1		0		0

		否 ヒ		医療法人　寿幸会　吉野医院 イリョウ ホウジン コトブキ サチ カイ ヨシノ イイン				320-0014		宇都宮市大曽4-9-11				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		1		1		0		0		1		0		0

		否 ヒ		柳田産婦人科・小児科医院 ヤナギダ サンフジンカ ショウニカ イイン				321-4361		真岡市並木町4-5-3				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		0

		否 ヒ		石田消化器科・内科クリニック イシダ ショウカキ カ ナイカ				321-0216		壬生町壬生丁259-7				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		1		0		0		0		0		0

		否 ヒ		赤羽胃腸科・外科・肛門科医院 アカバネ イチョウカ ゲカ コウモンカ イイン				324-0052		大田原市城山2-5-29				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		医療法人　文仁会　扶桑医院 イリョウ ホウジン ブン ジン カイ フソウ イイン				323-0016		小山市扶桑1-2-1				1		3		3		3		2		2		3		2		3		3		3				3		3		3		2		2		2		3		2		3		2		3		2		2		2		0		0		1		1		0		0		1		1		0

		否 ヒ		馬場医院 ババ イイン				327-0043		佐野市君田町35				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		否 ヒ		井戸川クリニック イドガワ				326-0331		足利市福富町2096-1				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		0		0		1		0		0		0

		否 ヒ		鎌田浅香医院 カマタ アサカ イイン				324-0043		大田原市浅香3-3-9				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		0		1		0		0		0		0		0		0		高額医療はひかえています。悪質ととらえられますので!! コウガク イリョウ アクシツ

		否 ヒ		山門クリニック ヤマカド				328-0031		栃木市日の出町6-35				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		0		0		0		1		0

		否 ヒ		新村ファミリークリニック ニイムラ				328-0011		栃木市大宮町2120-11				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		宇都宮東部クリニック ウツノミヤ トウブ				321-3223		宇都宮市清原台5-14-19				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1

		否 ヒ		車田医院 クルマダ イイン				324-0242		大田原市大豆田457-24				3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3				3		3		3		3		3		0		2		2		3		3		3		2		2		2		0		0		1		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		にがみどう内科クリニック ナイカ				322-0003		鹿沼市仁神堂町351-26				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		松谷内科胃腸科クリニック マツヤ ナイカ イチョウカ				321-3304		芳賀町祖母井1708-17				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		1		0		0

		否 ヒ		まなか医院 イイン				329-1225		高根沢町石末２０９３－１０				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		植木医院 ウエキ イイン				329-2224		塩谷町金枝950				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		1		2		2		2		2		3		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		0		0		0		0		0

		否 ヒ		大岡医院 オオオカ イイン				320-0047		宇都宮市一の沢274-7				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		川野クリニック カワノ				329-1112		宇都宮市上田原町660-6				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		0		1		0

		否 ヒ		陣内医院 ジンナイ イイン				321-0225		壬生町本丸1-7-10		0282-82-0242		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		1		0

		否 ヒ		船越医院 フナコシ イイン				328-0111		栃木市都賀町家中5986-6				1		1		2		2		2		2		2		2		3		2		3				1		1		2		2		2		2		2		2		3		2		3		2		2		2		0		1		1		0		1		1		0		1		0

		否 ヒ		林クリニック ハヤシ				321-0158		宇都宮市西川田本町1-8-29				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		0		0		0		0		0

		否 ヒ		河島医院 カワシマ イイン				329-3436		那須郡那須町伊王野1503				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		松本内科医院 マツモト ナイカ イイン				321-0226		壬生町中央町6-37				3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		否 ヒ		佐藤医院 サトウ イイン				329-2728		栃木県那須塩原市西栄町7-16 ３２９－２７２８		0287-36-0147		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1

		否 ヒ		渡部医院 ワタナベ イイン				329-3153		那須塩原市大原間140-1 ナスシオバラ シ オオハラマ				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		宇都宮市保健センター ウツノミヤシ ホケン				321-0964		宇都宮市駅前通り1-4-6				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		0

		否 ヒ		川村医院 カワムラ イイン				321-2522		日光市鬼怒川温泉大原1396-20				1		1		3		1		3		1		3		2		3		3		3				3		3		3		3		3		3		2		2		3		3		3		2		2		2		0		0		1		0		0		1		1		0		0

		否 ヒ		ほうずみ整形外科内科小児科医院				320-0047		宇都宮市一の沢2-1-43				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		小島内科医院 コジマ ナイカ イイン				321-0168		宇都宮市東原町5-3				3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		1		0		0		0		0

		否 ヒ		那須高原クリニック ナス コウゲン				329-3131		那須塩原市唐杉31-2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		サンフラワークリニック				323-0808		小山市出井1936				3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		昌平町こどもクリニック ショウヘイ マチ				326-0813		足利市昌平町2368				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		①中心となる施設へ患者が訪問するように、移動手段・補助（人、お金）を考えるべき。どうしても動けない、動かせない人のみ専門職（医者以外）が訪問しIT技術等で必要に応じてセンター施設のスペシャリストと連絡し治療（入院‥）の判断をし実行する。
②既存の人・技術・施設を日曜大工的発想で組み合わせて、システムを構築することには賛成できない。現状をどうにかするための方策でなく、医療の公正（正義）を行うためにどうすべきかを考えるべきだと思う チュウシン シセツ カンジャ ホウモン イドウ シュダン ホジョ ヒト カネ カンガ ウゴ ウゴ ヒト センモン ショク イシャ イガイ ホウモン ギジュツナド ヒツヨウ オウ シセツ レンラク チリョウ ニュウイン ハンダン ジッコウ キゾン ヒト ギジュツ シセツ ニチヨウ ダイク テキ ハッソウ ク ア コウチク サンセイ ゲンジョウ ホウサク イリョウ コウセイ セイギ オコナ カンガ オモ

		否 ヒ		赤田診療所 アカダ シンリョウジョ				329-2743		那須塩原市南赤田321-1192				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		手塚内科 テヅカ ナイカ				321-0966		宇都宮市今泉3-12-12				3		3		2		2		2		2		2		2		1		3		3				3		3		2		2		2		2		2		2		3		3		3		2		2		2		0		1		1		0		1		0		1		0		0		今まで具体的な症例に会っていません イマ グタイテキ ショウレイ ア

		否 ヒ		板橋医院 イタバシ イイン				327-0803		佐野市犬伏新町1308-2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		1		1		0

		否 ヒ		倉増医院 クラ マ イイン				320-0856		宇都宮市砥上町675-1				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		その他：人材の確保 タ ジンザイ カクホ

		否 ヒ		もてぎの森メディカルプラザ				321-3541		茂木町烏生田下郷330				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		宮澤クリニック ミヤザワ				329-0412		下野市柴291-2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		金澤医院 カナザワ イイン				325-0052		那須塩原市中央町1-8				1		1		2		2		2		1		2		2		2		2		2				1		1		2		2		2		1		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		つるたfamilyクリニック				320-0857		宇都宮市鶴田1-17-23				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		フォレストサイドクリニック				321-0152		宇都宮市西川田6-6-17		028-684-2775		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		今野内科胃腸科医院 コンノ ナイカ イチョウカ イイン				321-0151		宇都宮市西川田町933-1		028-645-6121		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		1		1		1		0

		否 ヒ		小島原医院 コジマ ハラ イイン				329-1104		宇都宮市下岡本町4075				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		1		0

		否 ヒ		永田内科眼科医院 ナガタ ナイカ ガンカイ イン				321-0982		宇都宮市御幸ヶ原町136-9		028-662-6774		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		1		0

		否 ヒ		大栗医院 オオクリ イイン				320-0034		宇都宮市泉町1-27				3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1

		否 ヒ		星小児科医院 ホシ ショウニカ イイン				321-0346		宇都宮市下荒針町3588-2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		金子内科医院 カネコ ナイカ イイン				320-0032		宇都宮市昭和1-1-31				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		否 ヒ		石川医院 イシカワ イイン				322-0015		栃木県鹿沼市上石川1-319 ３２２－００１５		0289-76-3145		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		当方では特別養護老人ホームの嘱託医を兼ねておりますため、24時間体制での診察となっております。今回のアンケートに対しましては、オーバーワークにつき協力いたしかねます。 トウホウ トクベツ ヨウゴ ロウジン ショクタクイ カ ジカン タイセイ シンサツ コンカイ タイ キョウリョク

		否 ヒ		しみずファミリークリニック				321-0951		宇都宮市越戸3-15-27				1		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		0		0		0		0		0

		否 ヒ		岡医院 オカ イイン				321-1403		日光市下鉢石町997-1				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		1		1		0		そもそも開業の小児科医が少ないうえに、在宅医療をやっている小児科はほとんどいないのが現状。以前、在宅の重症心身障害児の訪問診療を頼まれて行ったことがあるが、大人の訪問診療と勝手が違う為、内科医にはハードルが高いと感じた。是非、近くの小児科の先生に少しでも取り組んでもらうしかないかと思います。 カイギョウ ショウニ カ イ スク ザイタク イリョウ ショウニカ ゲンジョウ イゼン ザイタク ジュウショウ シンシン ショウガイジ ホウモン シンリョウ タノ オコナ オトナ ホウモン シンリョウ カッテ チガ タメ ナイカ イ タカ カン ゼヒ チカ ショウニカ センセイ スコ ト ク オモ

		否 ヒ		風見診療所 カザミ シンリョウジョ				329-2335		塩谷町上平27				3		3		1		3		2		3		3		2		1		3		3				3		1		1		3		2		2		3		3		2		1		3		3		2		2		0		1		1		0		1		0		1		1		0

		否 ヒ		土谷医院 ツチヤ イイン				321-0136		宇都宮市みどり野町14-3				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		1		0

		否 ヒ		遠藤小児科 エンドウ ショウニカ				321-0982		宇都宮市御幸ヶ原町224-10				1		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		1		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		油布医院 ユフ イイン				321-0414		宇都宮市中里町175-8				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		1		0

		承諾 ショウダク		さいとう小児科 ショウニカ		0282-22-0757 		328-0015		栃木市万町30番16号		0282-22-0757		1		1		3		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		1		0

		承諾 ショウダク		冨塚メデｲカルクリニック		028-666-2555		321-2116		宇都宮市徳次郎町888				1		1		2		2		2		2		2		2		1		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0		なるべく協力したいが、現在当院副院長が体調悪く、休養中のため困難となっています。 キョウリョク ゲンザイ トウイン フクインチョウ タイチョウ ワル キュウヨウチュウ コンナン

		承諾 ショウダク		山浦内科医院		0284-21-6653 		326-0843		足利市五十部町1256-5				1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3				1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		4		1		1		1		0		0		0		1		0		0

		承諾 ショウダク		小倉医院		0282-82-0057		321-0227		壬生町通町10-5				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		承諾 ショウダク		飯岡小児科		0289-65-3257		322-0074		鹿沼市日吉町569-2				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		3				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		3		2		2		2		0		0		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		角田内科医院		0285-53-5665 		329-0511		下野市石橋549				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		1		1		1		1		1		0		0

		承諾 ショウダク		おかべこどもクリニック		0285-40-7300 		329-0433		下野市緑5-17-12				3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		くろばね齋藤醫院		0287-54-0031		324-0233		大田原市黒羽田町612				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		1		0

		承諾 ショウダク		立花医院		0287-72-0311		325-0003		那須郡那須町寺子乙3967-190				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		その他：スタッフの充実　　1～9すべて当てはまります タ ジュウジツ ア

		承諾 ショウダク		さいとうハート＆キッズクリニック		0287-53-7979		324-0043		大田原市浅香1-4-3				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		1		0

		承諾 ショウダク		小山すぎの木クリニック		0285-30-3456		323-0806		小山市中久喜1131-1				1		1		1		1		1		1		2		2		2		1		1				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		4		1		1		0		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		有村小児科医院		028-656-7207		321-0912		宇都宮市石井町3128-11		028-656-7207		1		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		1		0		1		1		0		無床の診療所の小児科医としては、急性疾患（特に感染症が多く）への対応が中心です。時間に追われています。予防接種については、時間枠をとって対応できます。一次診療についても、訪問看護との連携等があれば対応可能な場合があります。（例えば点滴投薬等）現時点では往診は無理ですが。 ムショウ シンリョウジョ ショウニ カ イ キュウセイ シッカン トク カンセンショウ オオ タイオウ チュウシン ジカン オ ヨボウ セッシュ ジカンワク タイオウ イチジ シンリョウ ホウモン カンゴ レンケイ トウ タイオウ カノウ バアイ タト テンテキ トウヤク ナド ゲンジテン オウシン ムリ

		承諾 ショウダク		吉永医院		0285-63-2303		321-3564		茂木町増井190-1				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		1		1		0		0		0

		承諾 ショウダク		あさかクリニック		0287-22-2601		324-0043		大田原市浅香3-3711				1		1		2		2		2		2		1		1		2		2		2				1		1		2		2		2		2		1		1		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		坪水医院		0283-62-0265		327-0312		佐野市栃本町2241				1		1		3		3		3		3		3		3		1		3		3				1		1		3		3		3		3		3		3		1		3		3		3		3		3		0		1		1		0		0		0		0		1		0		若い頃、町田市にある重度心身障害者の施設にボランティアで行き、足で書いたお手紙をもらって感動しました。何かのお役にたてればと思いますが、現在実態がよく分かりません。 ワカ コロ マチダシ ジュウド シンシン ショウガイシャ シセツ イ アシ カ テガミ カンドウ ナニ ヤク オモ ゲンザイ ジッタイ ワ

		承諾 ショウダク		こどもヶ丘診療所		028-615-1077		321-0151		宇都宮市西川田町183-21				1		1		3		3		3		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		1		0		1		1		0

		承諾 ショウダク		竹田内科小児科クリニック		0282-29-1233		328-0011		栃木市大宮町52番地		0282-29-1233		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		0		1		1		1		0		0		1		0

		承諾 ショウダク		すながクリニック		0284-44-7211		326-0015		足利市八椚町494-1　				1		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		1		1		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		片山医院		028-661-9764		321-0944		宇都宮市東峰町3008-21				1		1		2		2		2		1		2		2		2		2		2				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		4		0		1		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		稲毛クリニック		0283-25-2566		327-0103		佐野市石塚町893-1				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		1		1		1		1		1		その他：当クリニックでは勤務医での診療のみを行っており、重症心身障害児に対応できるシステムはととのっておらず、申し訳ありません。 タ トウ キンムイ シンリョウ オコナ ジュウショウ シンシン ショウガイジ タイオウ モウ ワケ

		承諾 ショウダク		小川こどもクリニック		0289-74-5421		322-0027		鹿沼市貝島町5006-2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		くさの小児科		0284-73-7000		326-0335		足利市上渋垂町338-3				3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		みやの杜クリニック　		028-683-7811		321-0904		宇都宮市陽東2-4-5				1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1				3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		1		0		0		1		0		0		1		0		0		0		Q2訪問診療のみ対応可 ホウモン シンリョウ タイオウ カ

		承諾 ショウダク		にいたに内科　		028-675-6515		329-1231		塩谷郡高根沢町宝石台 3-3-19				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1

		承諾 ショウダク		よこやま内科小児科クリニック		0282-24-8102		328-0075		栃木市箱森町38-70				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		さいとうクリニック		0287-39-1805		329-2724		那須塩原市西幸町7-13				1		1		3		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		0		0		0		0		1		その他：現在の診療所での診療との兼ね合いが困難であり、複数の医師や看護師が必要 タ ゲンザイ シンリョウジョ シンリョウ カ ア コンナン フクスウ イシ カンゴシ ヒツヨウ

		承諾 ショウダク		桜井消化器科・内科		028-643-0870		320-0073		宇都宮市細谷1-7-38				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		承諾 ショウダク		佐藤医院		0287-96-2841		324-0501		那須郡那珂川町小川2960-1				1		1		3		3		2		3		3		2		1		1		1				1		1		3		3		2		3		3		2		1		1		1		3		3		4		0		1		1		1		0		1		0		0		0

		承諾 ショウダク		大根田内科医院		028-624-6322		320-0072		宇都宮市若草3-4-22				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		0		0		0		0		0		0		0		当方の医師が高齢であり、しかもスタッフがそろっていないので在宅医療は無理なので、ましてや重症心身障害者においておやです。 トウホウ イシ コウレイ ザイタク イリョウ ムリ ジュウショウ シンシン ショウガイシャ

		承諾 ショウダク		医療法人　赤羽病院		028-661-5446		321-0904		宇都宮市陽東7-2-2				1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3				3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		2		2		2		0		1		1		1		0		0		1		0		0

		承諾 ショウダク		田井の里クリニック		0285-81-6502		321-4301		真岡市西田井内外748-2				1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2				3		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		みずぬまクリニック		0287-39-1581		329-2751		那須塩原市東三島2-80-6				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		その他：在宅医療をやっていないので現状は無理である タ ザイタク イリョウ ゲンジョウ ムリ

		承諾 ショウダク		キッズクリニックはせがわ		0283-27-0200		327-0843		佐野市堀米町3946-6				1		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		その他：時間的余裕 タ ジカンテキ ヨユウ

		承諾 ショウダク		小森谷内科医院		0282-43-7327		329-4404		栃木市大平町富田4003-8				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		熊倉医院		0282-55-8425		329-4316		下都賀郡岩舟町新里180-1				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		いちはらファミリークリニック		028-612-8350		321-0414		宇都宮市中里町322				3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3				3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		1		2		0		1		1		1		0		1		0		1		0

		承諾 ショウダク		かとう小児科 ショウニカ		0282-82-7576		321-0218		壬生町落合3-7-30		 		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		福田こどもクリニック		028-659-8850		320-0852		栃木県宇都宮市下砥上町1545-20				1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3				1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		2		2		2		0		1		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		てらもと小児科		028-650-6636		321-0975		宇都宮市関堀町971-6				1		1		3		2		2		3		3		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		0		小児科医としてはもっと積極的に協力しなければいけないと思いますが、現在の我診療所の状態では不可能なことが多く残念です。 ショウニ カ イ セッキョクテキ キョウリョク オモ ゲンザイ ワガ シンリョウジョ ジョウタイ フカノウ オオ ザンネン

		承諾 ショウダク		木村内科医院		0288-22-7880		321-1264		日光市瀬尾497-1				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		承諾 ショウダク		こばやしファミリークリニック		0283-85-9900		327-0311		佐野市多田町566				1		1		1		1		3		1		1		2		1		1		1				1		1		1		1		3		1		1		3		1		1		1		3		3		2		0		1		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		あいファミリィクリニック足利 アシカガ		0284-22-3788		329-4213		足利市寺岡町505-1				1		1		1		1		1		1		1		3		1		1		1				1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		1		0		1		0		0		0		0		1		0

		承諾 ショウダク		腰塚医院		0282-62-2072		323-1104		栃木市藤岡町藤岡1845-10				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		1		1		1		1		0

		承諾 ショウダク		桜井こどもクリニック		0282-24-5987		328-0034		栃木市本町16-9				1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		承諾 ショウダク		神鳥谷クリニック		0285-22-7700		323-0827		小山市神鳥谷1-19-1		 		2		2		2		2		2		2		2		2		1		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		持田医院		0282-67-3661		329-0319		栃木市藤岡町中根115-5				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		4		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		田村医院		0282-43-3368		329-4423		栃木市大平町西水代1835-1				1		1		1		1		1		1		1		2		1		1		1				1		1		1		1		1		1		1		2		1		1		1		3		1		4		1		1		1		1		1		1		1		1		0		Q5.訪問看護、訪問リハビリテーションを利用 ホウモン カンゴ ホウモン リヨウ

		承諾 ショウダク		大橋内科クリニック		0282-82-8522		321-0219		壬生町福和田1003-1				1		1		2		2		2		3		2		2		2		2		3				1		1		2		2		2		3		2		2		2		2		3		3		3		2		0		1		1		0		0		0		0		1		0

		承諾 ショウダク		てらだファミリークリニック		028-654-2188		321-0132		宇都宮市雀の宮5-5-1				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		1		1		1		1		0

		承諾 ショウダク		あおい内科小児科ｸﾘﾆｯｸ		028-663-6000		321-0973		宇都宮市岩曽町1086-1				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		1		1		1		その他：往診時間の確保ができること タ オウシン ジカン カクホ

		承諾 ショウダク		飯塚医院		0287-92-2034		324-0613		那須郡那珂川町馬頭484-3				1		1		2		2		2		2		2		2		1		2		1				1		1		2		2		2		2		2		2		1		2		1		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		0

		承諾 ショウダク		やの小児科医院		0285-56-0280		329-0611		河内郡上三川町上三川3446-3				1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3				1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		2		2		2		0		1		1		1		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		仲嶋医院		028-681-7755		329-1311		さくら市氏家3245-17				3		3		3		3		2		3		3		3		3		2		3				3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		2		3		2		1		1		1		1		1		1		1		0		0		成人（18才以上）を対象に回答しました セイジン サイ イジョウ タイショウ カイトウ

		承諾 ショウダク		小林診療所		0285-82-3873		321-4369		真岡市熊倉3-10-7				1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		1				1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		1		2		2		2		0		1		0		0		0		1		0		0		0

		承諾 ショウダク		西真岡こどもクリニック		0285-81-7900		321-4341		真岡市高勢町3-205-1				1		1		1		3		1		1		1		1		1		3		3				1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		その他：現在おこなっています タ ゲンザイ

		承諾 ショウダク		鈴木医院		0285-72-2032		321-4217		益子町益子1747-2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		承諾 ショウダク		緑の屋根診療所		0283-20-2577		327-0843		佐野市堀米町1348-5				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		0		0		1		0		1		0		1		0		0		地域の社会資源が少ない。マンパワー不足 チイキ シャカイ シゲン スク ブソク

		承諾 ショウダク		ひがのクリニック		0285-74-0051 		321-4521		真岡市久下田941-1				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		豊郷中央渡辺内科　		028-622-8900		320-0004		宇都宮市長岡町1217-5				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		1				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		1		0		0

		承諾 ショウダク		きくちクリニック		028-683-3387		321-0903		宇都宮市下平出町614-2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		0		0

		承諾 ショウダク		サンレディースクリニック		0282-24-3541		328-0024		栃木市樋ノ口町504-1				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		医療法人　亀田内科		028-633-2884		320-0812		宇都宮市一番町1-28				1		1		1		2		2		1		2		2		2		2		1				1		1		1		2		2		1		2		2		2		2		1		3		3		3		0		0		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		越戸クリニック		028-660-6190		321-0951		宇都宮市越戸町139-6				1		1		2		2		2		3		2		2		2		2		3				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		佐藤内科		0285-53-1305		329-0511		下野市石橋839-14				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		承諾 ショウダク		グリムこどもクリニック		0285-51-1515		329-0502		下野市下古山2-6-17				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		事前連絡の上での一次診療、予防接種ですので、申し訳ありません。 ジゼン レンラク ウエ イチジ シンリョウ ヨボウ セッシュ モウ ワケ

		承諾 ショウダク		吉原医院		0288-21-0161		321-1261		日光市今市826-4				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		1		1		1		その他：設備 タ セツビ

		承諾 ショウダク		梅園医院		028-633-2869		320-0035		宇都宮市伝馬町3-28				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		1		0		0

		承諾 ショウダク		森田医院		028-633-1573		320-0861		宇都宮市西3-5-8				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		鈴木内科クリニック		028-655-1229		321-0139		宇都宮市若松原2-4-19				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		その他：24時間対応が必要となると考えますが、当院診療時間内の往診は難しいと考えます。 タ ジカン タイオウ ヒツヨウ カンガ トウイン シンリョウ ジカン ナイ オウシン ムズカ カンガ

		承諾 ショウダク		小松医院		0289-60-5515		322-0064		鹿沼市文化橋町2300-1				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		1		0		0		1		0



														1.医療ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する外来診療について、以下の医療行為に対応できますか。 イリョウ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ガイライ シンリョウ イカ イリョウ コウイ タイオウ																								2.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する往診及び訪問診療について、以下の医療行為に対応できますか イリョウテキ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ オウシン オヨ ホウモン シンリョウ イカ イリョウ コウイ タイオウ

														予防接種 ヨボウ セッシュ		一次診療
（経過観察、栄養観察を含む） イチジ シンリョウ ケイカ カンサツ エイヨウ カンサツ フク		経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ		経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ		中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ		酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ		気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ		人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ		尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ		人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ		褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ				予防接種 ヨボウ セッシュ		一次診療
（経過観察、栄養観察を含む） イチジ シンリョウ ケイカ カンサツ エイヨウ カンサツ フク		経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ		経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ		中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ		酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ		気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ		人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ		尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ		人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ		褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ

										1		できる		83		57		12		9		7		13		11		6		17		8		16		できる		39		29		8		6		5		9		9		6		10		7		12

										2		できない		55		80		127		134		142		130		136		146		131		137		124		できない		102		115		141		143		148		140		144		148		140		145		134

										3		要相談 ヨウ ソウダン		27		28		26		22		16		22		18		13		16		20		25		要相談 ヨウ ソウダン		24		21		16		16		12		15		12		11		15		13		19

																																																														0

														3.24時間、重症心身障害児（18歳未満）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイジ サイ ミマン イリョウ タイオウ

										1		できる		1

										2		できない		150

										3		要相談 ヨウ ソウダン		14

														4.24時間、重症心身障害者（18歳以上）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイシャ サイ イジョウ イリョウ タイオウ

										1		できる		3

										2		できない		150

										3		要相談 ヨウ ソウダン		12

														5.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する訪問リハビリてーションを提供していますか イリョウテキ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ホウモン テイキョウ

										1		提供している テイキョウ		1

										2		提供していない テイキョウ		152

										3		提供していないが対応は可能 テイキョウ タイオウ カノウ		4

										4		要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン		8

														6.重症心身障害児（者）在宅医療に対応できるようになるための条件はなんですか

										1		診療報酬の点数が増えること シンリョウ ホウシュウ テンスウ フ		24

										2		訪問看護尾の連携 ホウモン カンゴ オ レンケイ		73

										3		病院との連携 ビョウイン レンケイ		90

										4		在宅療養支援診療所と小児科医とのグループ診療 ザイタク リョウヨウ シエン シンリョウジョ ショウニ カ イ シンリョウ		43

										5		在宅療養支援診療所に助言や相談を求めることができること ザイタク リョウヨウ シエン シンリョウジョ ジョゲン ソウダン モト		28

										6		小児科医に助言や相談を求めることができること ショウニ カ イ ジョゲン ソウダン モト		26

										7		経験のある医師がいること ケイケン イシ		62

										8		研修などの自己のスキルアップ ケンシュウ ジコ		47

										9		その他 タ		21



できる	予防接種	一次診療	
（経過観察、栄養観察を含む）	経鼻経管栄養の管理	経皮経管栄養の管理	
（胃ろう）	中心静脈栄養の管理	酸素療法の管理	気管切開の管理	人工呼吸器の管理	尿道留置カテーテル	
の管理	人工肛門の管理	褥瘡の管理	83	57	12	9	7	13	11	6	17	8	16	できない	予防接種	一次診療	
（経過観察、栄養観察を含む）	経鼻経管栄養の管理	経皮経管栄養の管理	
（胃ろう）	中心静脈栄養の管理	酸素療法の管理	気管切開の管理	人工呼吸器の管理	尿道留置カテーテル	
の管理	人工肛門の管理	褥瘡の管理	55	80	127	134	142	130	136	146	131	137	124	要相談	予防接種	一次診療	
（経過観察、栄養観察を含む）	経鼻経管栄養の管理	経皮経管栄養の管理	
（胃ろう）	中心静脈栄養の管理	酸素療法の管理	気管切開の管理	人工呼吸器の管理	尿道留置カテーテル	
の管理	人工肛門の管理	褥瘡の管理	27	28	26	22	16	22	18	13	16	20	25	3.24時間、重症心身障害児（18歳未満）の医療に対応ができますか	できる	できない	要相談	1	150	14	4.24時間、重症心身障害者（18歳以上）の医療に対応ができますか	できる	できない	要相談	3	150	12	5.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する訪問リハビリてーションを提供していますか	提供している	提供していない	提供していないが対応は可能	要相談（条件による）	1	152	4	8	6.重症心身障害児（者）在宅医療に対応できるようになるための条件はなんですか	診療報酬の点数が増えること	訪問看護尾の連携	病院との連携	在宅療養支援診療所と小児科医とのグループ診療	在宅療養支援診療所に助言や相談を求めることができること	小児科医に	助言や相談を求めることができること	経験のある医師がいること	研修などの自己のスキルアップ	その他	24	73	90	43	28	26	62	47	21	できる	予防接種	一次診療	
（経過観察、栄養観察を含む）	経鼻経管栄養の管理	経皮経管栄養の管理	
（胃ろう）	中心静脈栄養の管理	酸素療法の管理	気管切開の管理	人工呼吸器の管理	尿道留置カテーテル	
の管理	人工肛門の管理	褥瘡の管理	39	29	8	6	5	9	9	6	10	7	12	できない	予防接種	一次診療	
（経過観察、栄養観察を含む）	経鼻経管栄養の管理	経皮経管栄養の管理	
（胃ろう）	中心静脈栄養の管理	酸素療法の管理	気管切開の管理	人工呼吸器の管理	尿道留置カテーテル	
の管理	人工肛門の管理	褥瘡の管理	102	115	141	143	148	140	144	148	140	145	134	要相談	予防接種	一次診療	
（経過観察、栄養観察を含む）	経鼻経管栄養の管理	経皮経管栄養の管理	
（胃ろう）	中心静脈栄養の管理	酸素療法の管理	気管切開の管理	人工呼吸器の管理	尿道留置カテーテル	
の管理	人工肛門の管理	褥瘡の管理	24	21	16	16	12	15	12	11	15	13	19	

診療所 (2)

		Ｑ１		1.医療ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する外来診療について、以下の医療行為に対応できますか。 イリョウ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ガイライ シンリョウ イカ イリョウ コウイ タイオウ

				Ｑ1-1										予防接種 ヨボウ セッシュ

				Ｑ1-2										一次診療
（経過観察、栄養観察を含む） イチジ シンリョウ ケイカ カンサツ エイヨウ カンサツ フク

				Ｑ1-3										経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ

				Ｑ1-4										経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ

				Ｑ1-5										中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ

				Ｑ1-6										酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ

				Ｑ1-7										気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ

				Ｑ1-8										人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ

				Ｑ1-9										尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ

				Ｑ1-10										人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ

				Ｑ1-11										褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ

		Ｑ２		2.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する往診及び訪問診療について、以下の医療行為に対応できますか イリョウテキ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ オウシン オヨ ホウモン シンリョウ イカ イリョウ コウイ タイオウ

				Ｑ2-1										予防接種 ヨボウ セッシュ

				Ｑ2-2										一次診療
（経過観察、栄養観察を含む） イチジ シンリョウ ケイカ カンサツ エイヨウ カンサツ フク

				Ｑ2-3										経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ

				Ｑ2-4										経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ

				Ｑ2-5										中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ

				Ｑ2-6										酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ

				Ｑ2-7										気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ

				Ｑ2-8										人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ

				Ｑ2-9										尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ

				Ｑ2-10										人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ

				Ｑ2-11										褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ

		Ｑ3		3.24時間、重症心身障害児（18歳未満）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイジ サイ ミマン イリョウ タイオウ

				Ｑ3-1										できる

				Ｑ3-2										できない

				Ｑ3-3										要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン

		Ｑ4		4.24時間、重症心身障害者（18歳以上）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイシャ サイ イジョウ イリョウ タイオウ

				Ｑ4-1										できる

				Ｑ4-2										できない

				Ｑ4-3										要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン

		Ｑ5		5.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する訪問リハビリてーションを提供していますか イリョウテキ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ホウモン テイキョウ

				Ｑ5-1										提供している テイキョウ

				Ｑ5-2										提供していない テイキョウ

				Ｑ5-3										提供していないが対応は可能 テイキョウ タイオウ カノウ

				Ｑ5-4										要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン

		Ｑ6		6.重症心身障害児（者）在宅医療に対応できるようになるための条件はなんですか ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ ザイタク イリョウ タイオウ ジョウケン

				Ｑ6-1										診療報酬の点数が増えること シンリョウ ホウシュウ テンスウ フ

				Ｑ6-2										訪問看護尾の連携 ホウモン カンゴ オ レンケイ

				Ｑ6-3										病院との連携 ビョウイン レンケイ

				Ｑ6-4										在宅療養支援診療所と小児科医とのグループ診療 ザイタク リョウヨウ シエン シンリョウジョ ショウニ カ イ シンリョウ

				Ｑ6-5										在宅療養支援診療所に助言や相談を求めることができること ザイタク リョウヨウ シエン シンリョウジョ ジョゲン ソウダン モト

				Ｑ6-6										小児科医に助言や相談を求めることができること ショウニ カ イ ジョゲン ソウダン モト

				Ｑ6-7										経験のある医師がいること ケイケン イシ

				Ｑ6-8										研修などの自己のスキルアップ ケンシュウ ジコ

				Ｑ6-9										その他 タ

		Ｑ7		7.重症心身障害児（者）の方に対する医療、在宅生活等についてお気づきのことなど、ご自由にお書きください ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ カタ タイ イリョウ ザイタク セイカツ ナド キ ジユウ カ



		承諾可否 ショウダク カヒ		診療所名 シンリョウジョ メイ		電話番号 デンワ バンゴウ		郵便番号 ユウビンバンゴウ		所在地 ショザイチ		電話番号 デンワ バンゴウ		Ｑ１　1.医療ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する外来診療について、以下の医療行為に対応できますか。																								Ｑ２　2.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する往診及び訪問診療について、以下の医療行為に対応できますか																						Ｑ3		Ｑ4		Ｑ5		Ｑ6　6.重症心身障害児（者）在宅医療に対応できるようになるための条件はなんですか																		Ｑ7重症心身障害児（者）の方に対する医療、在宅生活等についてお気づきのことなど、ご自由にお書きください

														Ｑ1-1		Ｑ1-2		Ｑ1-3		Ｑ1-4		Ｑ1-5		Ｑ1-6		Ｑ1-7		Ｑ1-8		Ｑ1-9		Ｑ1-10		Ｑ1-11				Ｑ2-1		Ｑ2-2		Ｑ2-3		Ｑ2-4		Ｑ2-5		Ｑ2-6		Ｑ2-7		Ｑ2-8		Ｑ2-9		Ｑ2-10		Ｑ2-11								Ｑ6-1		Ｑ6-2		Ｑ6-3		Ｑ6-4		Ｑ6-5		Ｑ6-6		Ｑ6-7		Ｑ6-8		Ｑ6-9

		否 ヒ		不明 フメイ						不明 フメイ		不明 フメイ		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		7		0		0

		否 ヒ		不明 フメイ						不明 フメイ		不明 フメイ		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		1		1		0		0		0		1		0

		否 ヒ		不明 フメイ						不明 フメイ		不明 フメイ		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		不明 フメイ						不明 フメイ		不明 フメイ		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		0

		否 ヒ		不明 フメイ						不明 フメイ		不明 フメイ		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		否 ヒ		不明 フメイ						不明 フメイ		不明 フメイ		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		0		1		0

		否 ヒ		不明 フメイ						不明 フメイ		不明 フメイ		1		1		2		2		2		2		2		2		1		2		1				1		1		2		2		2		2		2		2		1		2		1		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		その他：各種の健康的処置の管理ができるかどうか。その訓練を受けているかどうかです。 タ カクシュ ケンコウテキ ショチ カンリ クンレン ウ

		否 ヒ		不明 フメイ						不明 フメイ		不明 フメイ		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		0		0		1		0		0

		否 ヒ		不明 フメイ						不明 フメイ		不明 フメイ		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		その他:スタッフ不足（医師、看護師、介助者）スペース不足 タ フソク イシ カンゴシ カイジョシャ フソク

		否 ヒ		宇都宮市保健所 ウツノミヤシ ホケンジョ				321-0974		宇都宮市竹林町972				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		その他：保健所は直接的な医療サービスを行っていないことから、今後も対応は行わない タ ホケンジョ チョクセツ テキ イリョウ オコナ コンゴ タイオウ オコナ

		承諾 ショウダク		深谷医院 フカヤ イイン		0285-75-0007 		321-4502		真岡市物井1268-7				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		1				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		1		2		2		2		0		0		1		1		0		0		0		0		0

		否 ヒ		こどもクリニックしまむら				326-0822		足利市田中町908-4				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		かしま産婦人科 サンフジンカ		0284-65-0341		326-0844		足利市鹿島町501-1				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		婦人科疾患（不正性器出血/帯下/外陰掻痒等）については外来対応させて頂いております フジンカ シッカン フセイ セイキ シュッケツ タイゲ ガイイン カ カユ ナド ガイライ タイオウ イタダ

		否 ヒ		医療法人雄仁会　奥山医院 イリョウ ホウジン ユウジン カイ オクヤマ イイン				322-0065		鹿沼市上材木町2320				1		3		3		3		3		3		1		3		3		2		2				1		3		2		3		2		3		1		3		3		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		1		1		0		0

		否 ヒ		水沼医院 ミズヌマ イイン				321-0628		那須烏山市金井1-14-8				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		3				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		飯野医院				321-4539		真岡市長沼730-1				3		2		2		2		2		3		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		おおきこどもクリニック		0285-41-0025 		329-0207		小山市美しが丘3-35-3				1		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		宇都宮市子ども発達センター診療所 ウツノミヤシ コ ハッタツ シンリョウジョ		028-647-4720		320-0851		栃木県宇都宮市鶴田町970-1				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		その他：子ども発達センター内の療育を利用する児の診療所であるため タ コ ハッタツ ナイ リョウイク リヨウ ジ シンリョウジョ

		承諾 ショウダク		中川医院 ナカガワ イイン		0287-62-0040		325-0057		那須塩原市黒磯幸町6-27				3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		1		0		1		0

		否 ヒ		ももやこどもクリニック				321-0118		宇都宮市インターパーク3-6-1				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		1		0		0		0		0		0

		否 ヒ		阿久津医院 アクツ イイン				329-1226		高根沢町大谷176-1 タカネザワマチ オオタニ				1		1		2		2		2		3		2		2		3		3		3				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		1		0		0		0		1		0		0

		否 ヒ		伊保内診療所 イホ ナイ シンリョウジョ				327-0034		佐野市伊保内町3841-1				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		1		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		にじいろこども診療所 シンリョウジョ		0285-44-7716		329-0414		下野市小金井4-1-1				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		0		1		1		0

		否 ヒ		戸野塚内科医院 トノヅカ ナイカ イイン				323-0064		小山市下石塚471				3		3		3		3		3		1		1		1		1		3		1				3		3		3		3		3		1		1		1		1		3		1		3		3		4		0		0		1		0		0		1		1		1		0

		否 ヒ		賀川診療所 カガワ シンリョウジョ				326-0843		足利市五十部町1785				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		1		0		1		0		0

		承諾 ショウダク		豊郷台クリニック ユタカ ゴウ ダイ		028-643-8998		320-0003		宇都宮市豊郷台2-21-3		028-643-8998（FAX8999）		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1				1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		2		0		1		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		いとうこどもクリニック		0289-63-5566		322-0025		鹿沼市緑町2-2-29				1		1		3		3		2		2		3		2		2		3		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		0		0		1		1		0

		承諾 ショウダク		清原台こどもクリニック キヨハラ ダイ		028-305-6017		321-3223		宇都宮市清原台2-4-14				1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		その他：医師、看護師の増員 タ イシ カンゴシ ゾウイン

		否 ヒ		阿部医院				324-0032		大田原市佐久山2018 オオタワラシ サクヤマ		0287-28-0053（FAX0287-28-2112）		1		1		2		2		2		2		1		2		1		2		1				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		4		0		1		1		0		1		0		0		1		0

		否 ヒ		中元内科医院 ナカモト ナイカ イイン				328-0027		栃木市今泉町2-10-18				1		3		2		2		2		3		2		2		3		2		3				3		3		2		2		2		3		2		2		3		2		3		2		2		2		0		0		1		0		1		0		0		1		0		①重症心身障害者の重症度の程度問題　②家庭の受け入れ問題、経済的負担 ジュウショウ シンシン ショウガイシャ ジュウショウ ド テイド モンダイ カテイ ウ イ モンダイ ケイザイテキ フタン

		否 ヒ		布川小児科 フカワ ショウニ カ				322-0036		鹿沼市下田町2-1099				1		1		3		3		2		3		2		2		2		3		3				1		1		3		3		2		3		2		2		2		2		3		2		2		2		0		1		1		1		0		0		1		1		0

		否 ヒ		ちづかクリニック				328-0133		栃木市大森町445-4		0282-31-3750		3		3		3		3		2		3		2		2		2		2		3				3		3		3		3		2		3		2		2		2		2		3		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		多島医院 タジマ イイン				321-1524		日光市足尾町赤沢21-28				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		否 ヒ		篠崎内科クリニック シノザキ ナイカ				321-3223		宇都宮市清原台6-1-13				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		否 ヒ		和久医院 ワク イイン				321-3324		芳賀町西水沼119-1				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		否 ヒ		近藤クリニック コンドウ				321-0634		那須烏山市野上町637-2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		0		0		0		0		1		0		0

		否 ヒ		高根沢内科クリニック タカネザワ ナイカ				321-4305		真岡市荒町2-11-1				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		岡田こどもクリニック オカダ				327-0832		佐野市植上町1408-2				1		3		3		3		3		2		3		2		3		3		3				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		0		0		0		0		0		往診医療ができたらと考えていた時もありましたが、現在は物理的に困難で申し訳ありません
重心のお子さんの通院所と個別の相談で応じる可能性はあります オウシン イリョウ カンガ トキ ゲンザイ ブツリテキ コンナン モウ ワケ ジュウシン コ ツウイン ジョ コベツ ソウダン オウ カノウセイ

		否 ヒ		真岡メディカルクリニック モオカ				321-4305		真岡市荒町3-49-6				3		3		3		3		3		3		3		3				3		3				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		0		0		0		1		1		0

		否 ヒ		いしだ整形外科 セイケイ ゲカ				321-0912		宇都宮市石井町3236-1				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		山中クリニック ヤマナカ				327-0835		佐野市植下町2468				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		1		1		0		0		1		0		0

		否 ヒ		医療法人　寿幸会　吉野医院 イリョウ ホウジン コトブキ サチ カイ ヨシノ イイン				320-0014		宇都宮市大曽4-9-11				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		1		1		0		0		1		0		0

		否 ヒ		柳田産婦人科・小児科医院 ヤナギダ サンフジンカ ショウニカ イイン				321-4361		真岡市並木町4-5-3				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		0

		否 ヒ		石田消化器科・内科クリニック イシダ ショウカキ カ ナイカ				321-0216		壬生町壬生丁259-7				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		1		0		0		0		0		0

		否 ヒ		赤羽胃腸科・外科・肛門科医院 アカバネ イチョウカ ゲカ コウモンカ イイン				324-0052		大田原市城山2-5-29				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		医療法人　文仁会　扶桑医院 イリョウ ホウジン ブン ジン カイ フソウ イイン				323-0016		小山市扶桑1-2-1				1		3		3		3		2		2		3		2		3		3		3				3		3		3		2		2		2		3		2		3		2		3		2		2		2		0		0		1		1		0		0		1		1		0

		否 ヒ		馬場医院 ババ イイン				327-0043		佐野市君田町35				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		否 ヒ		井戸川クリニック イドガワ				326-0331		足利市福富町2096-1				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		0		0		1		0		0		0

		否 ヒ		鎌田浅香医院 カマタ アサカ イイン				324-0043		大田原市浅香3-3-9				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		0		1		0		0		0		0		0		0		高額医療はひかえています。悪質ととらえられますので!! コウガク イリョウ アクシツ

		否 ヒ		山門クリニック ヤマカド				328-0031		栃木市日の出町6-35				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		0		0		0		1		0

		否 ヒ		新村ファミリークリニック ニイムラ				328-0011		栃木市大宮町2120-11				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		宇都宮東部クリニック ウツノミヤ トウブ				321-3223		宇都宮市清原台5-14-19				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1

		否 ヒ		車田医院 クルマダ イイン				324-0242		大田原市大豆田457-24				3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3				3		3		3		3		3		0		2		2		3		3		3		2		2		2		0		0		1		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		にがみどう内科クリニック ナイカ				322-0003		鹿沼市仁神堂町351-26				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		松谷内科胃腸科クリニック マツヤ ナイカ イチョウカ				321-3304		芳賀町祖母井1708-17				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		1		0		0

		否 ヒ		まなか医院 イイン				329-1225		高根沢町石末２０９３－１０				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		植木医院 ウエキ イイン				329-2224		塩谷町金枝950				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		1		2		2		2		2		3		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		0		0		0		0		0

		否 ヒ		大岡医院 オオオカ イイン				320-0047		宇都宮市一の沢274-7				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		川野クリニック カワノ				329-1112		宇都宮市上田原町660-6				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		0		1		0

		否 ヒ		陣内医院 ジンナイ イイン				321-0225		壬生町本丸1-7-10		0282-82-0242		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		1		0

		否 ヒ		船越医院 フナコシ イイン				328-0111		栃木市都賀町家中5986-6				1		1		2		2		2		2		2		2		3		2		3				1		1		2		2		2		2		2		2		3		2		3		2		2		2		0		1		1		0		1		1		0		1		0

		否 ヒ		林クリニック ハヤシ				321-0158		宇都宮市西川田本町1-8-29				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		0		0		0		0		0

		否 ヒ		河島医院 カワシマ イイン				329-3436		那須郡那須町伊王野1503				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		松本内科医院 マツモト ナイカ イイン				321-0226		壬生町中央町6-37				3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		否 ヒ		佐藤医院 サトウ イイン				329-2728		栃木県那須塩原市西栄町7-16 ３２９－２７２８		0287-36-0147		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1

		否 ヒ		渡部医院 ワタナベ イイン				329-3153		那須塩原市大原間140-1 ナスシオバラ シ オオハラマ				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		宇都宮市保健センター ウツノミヤシ ホケン				321-0964		宇都宮市駅前通り1-4-6				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		0

		否 ヒ		川村医院 カワムラ イイン				321-2522		日光市鬼怒川温泉大原1396-20				1		1		3		1		3		1		3		2		3		3		3				3		3		3		3		3		3		2		2		3		3		3		2		2		2		0		0		1		0		0		1		1		0		0

		否 ヒ		ほうずみ整形外科内科小児科医院				320-0047		宇都宮市一の沢2-1-43				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		小島内科医院 コジマ ナイカ イイン				321-0168		宇都宮市東原町5-3				3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		1		0		0		0		0

		否 ヒ		那須高原クリニック ナス コウゲン				329-3131		那須塩原市唐杉31-2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		サンフラワークリニック				323-0808		小山市出井1936				3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		昌平町こどもクリニック ショウヘイ マチ				326-0813		足利市昌平町2368				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		①中心となる施設へ患者が訪問するように、移動手段・補助（人、お金）を考えるべき。どうしても動けない、動かせない人のみ専門職（医者以外）が訪問しIT技術等で必要に応じてセンター施設のスペシャリストと連絡し治療（入院‥）の判断をし実行する。
②既存の人・技術・施設を日曜大工的発想で組み合わせて、システムを構築することには賛成できない。現状をどうにかするための方策でなく、医療の公正（正義）を行うためにどうすべきかを考えるべきだと思う チュウシン シセツ カンジャ ホウモン イドウ シュダン ホジョ ヒト カネ カンガ ウゴ ウゴ ヒト センモン ショク イシャ イガイ ホウモン ギジュツナド ヒツヨウ オウ シセツ レンラク チリョウ ニュウイン ハンダン ジッコウ キゾン ヒト ギジュツ シセツ ニチヨウ ダイク テキ ハッソウ ク ア コウチク サンセイ ゲンジョウ ホウサク イリョウ コウセイ セイギ オコナ カンガ オモ

		否 ヒ		赤田診療所 アカダ シンリョウジョ				329-2743		那須塩原市南赤田321-1192				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		手塚内科 テヅカ ナイカ				321-0966		宇都宮市今泉3-12-12				3		3		2		2		2		2		2		2		1		3		3				3		3		2		2		2		2		2		2		3		3		3		2		2		2		0		1		1		0		1		0		1		0		0		今まで具体的な症例に会っていません イマ グタイテキ ショウレイ ア

		否 ヒ		板橋医院 イタバシ イイン				327-0803		佐野市犬伏新町1308-2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		1		1		0

		否 ヒ		倉増医院 クラ マ イイン				320-0856		宇都宮市砥上町675-1				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		その他：人材の確保 タ ジンザイ カクホ

		否 ヒ		もてぎの森メディカルプラザ				321-3541		茂木町烏生田下郷330				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		宮澤クリニック ミヤザワ				329-0412		下野市柴291-2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		金澤医院 カナザワ イイン				325-0052		那須塩原市中央町1-8				1		1		2		2		2		1		2		2		2		2		2				1		1		2		2		2		1		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		つるたfamilyクリニック				320-0857		宇都宮市鶴田1-17-23				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		フォレストサイドクリニック				321-0152		宇都宮市西川田6-6-17		028-684-2775		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		今野内科胃腸科医院 コンノ ナイカ イチョウカ イイン				321-0151		宇都宮市西川田町933-1		028-645-6121		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		1		1		1		0

		否 ヒ		小島原医院 コジマ ハラ イイン				329-1104		宇都宮市下岡本町4075				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		1		0

		否 ヒ		永田内科眼科医院 ナガタ ナイカ ガンカイ イン				321-0982		宇都宮市御幸ヶ原町136-9		028-662-6774		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		1		0

		否 ヒ		大栗医院 オオクリ イイン				320-0034		宇都宮市泉町1-27				3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1

		否 ヒ		星小児科医院 ホシ ショウニカ イイン				321-0346		宇都宮市下荒針町3588-2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		金子内科医院 カネコ ナイカ イイン				320-0032		宇都宮市昭和1-1-31				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		否 ヒ		石川医院 イシカワ イイン				322-0015		栃木県鹿沼市上石川1-319 ３２２－００１５		0289-76-3145		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		当方では特別養護老人ホームの嘱託医を兼ねておりますため、24時間体制での診察となっております。今回のアンケートに対しましては、オーバーワークにつき協力いたしかねます。 トウホウ トクベツ ヨウゴ ロウジン ショクタクイ カ ジカン タイセイ シンサツ コンカイ タイ キョウリョク

		否 ヒ		しみずファミリークリニック				321-0951		宇都宮市越戸3-15-27				1		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		0		0		0		0		0

		否 ヒ		岡医院 オカ イイン				321-1403		日光市下鉢石町997-1				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		1		1		0		そもそも開業の小児科医が少ないうえに、在宅医療をやっている小児科はほとんどいないのが現状。以前、在宅の重症心身障害児の訪問診療を頼まれて行ったことがあるが、大人の訪問診療と勝手が違う為、内科医にはハードルが高いと感じた。是非、近くの小児科の先生に少しでも取り組んでもらうしかないかと思います。 カイギョウ ショウニ カ イ スク ザイタク イリョウ ショウニカ ゲンジョウ イゼン ザイタク ジュウショウ シンシン ショウガイジ ホウモン シンリョウ タノ オコナ オトナ ホウモン シンリョウ カッテ チガ タメ ナイカ イ タカ カン ゼヒ チカ ショウニカ センセイ スコ ト ク オモ

		否 ヒ		風見診療所 カザミ シンリョウジョ				329-2335		塩谷町上平27				3		3		1		3		2		3		3		2		1		3		3				3		1		1		3		2		2		3		3		2		1		3		3		2		2		0		1		1		0		1		0		1		1		0

		否 ヒ		土谷医院 ツチヤ イイン				321-0136		宇都宮市みどり野町14-3				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		1		0

		否 ヒ		遠藤小児科 エンドウ ショウニカ				321-0982		宇都宮市御幸ヶ原町224-10				1		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		1		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		油布医院 ユフ イイン				321-0414		宇都宮市中里町175-8				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		1		0

		承諾 ショウダク		さいとう小児科 ショウニカ		0282-22-0757 		328-0015		栃木市万町30番16号		0282-22-0757		1		1		3		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		1		0

		承諾 ショウダク		冨塚メデｲカルクリニック		028-666-2555		321-2116		宇都宮市徳次郎町888				1		1		2		2		2		2		2		2		1		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0		なるべく協力したいが、現在当院副院長が体調悪く、休養中のため困難となっています。 キョウリョク ゲンザイ トウイン フクインチョウ タイチョウ ワル キュウヨウチュウ コンナン

		承諾 ショウダク		山浦内科医院		0284-21-6653 		326-0843		足利市五十部町1256-5				1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3				1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		4		1		1		1		0		0		0		1		0		0

		承諾 ショウダク		小倉医院		0282-82-0057		321-0227		壬生町通町10-5				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		承諾 ショウダク		飯岡小児科		0289-65-3257		322-0074		鹿沼市日吉町569-2				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		3				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		3		2		2		2		0		0		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		角田内科医院		0285-53-5665 		329-0511		下野市石橋549				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		1		1		1		1		1		0		0

		承諾 ショウダク		おかべこどもクリニック		0285-40-7300 		329-0433		下野市緑5-17-12				3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		くろばね齋藤醫院		0287-54-0031		324-0233		大田原市黒羽田町612				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		1		0

		承諾 ショウダク		立花医院		0287-72-0311		325-0003		那須郡那須町寺子乙3967-190				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		その他：スタッフの充実　　1～9すべて当てはまります タ ジュウジツ ア

		承諾 ショウダク		さいとうハート＆キッズクリニック		0287-53-7979		324-0043		大田原市浅香1-4-3				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		1		0

		承諾 ショウダク		小山すぎの木クリニック		0285-30-3456		323-0806		小山市中久喜1131-1				1		1		1		1		1		1		2		2		2		1		1				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		4		1		1		0		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		有村小児科医院		028-656-7207		321-0912		宇都宮市石井町3128-11		028-656-7207		1		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		1		0		1		1		0		無床の診療所の小児科医としては、急性疾患（特に感染症が多く）への対応が中心です。時間に追われています。予防接種については、時間枠をとって対応できます。一次診療についても、訪問看護との連携等があれば対応可能な場合があります。（例えば点滴投薬等）現時点では往診は無理ですが。 ムショウ シンリョウジョ ショウニ カ イ キュウセイ シッカン トク カンセンショウ オオ タイオウ チュウシン ジカン オ ヨボウ セッシュ ジカンワク タイオウ イチジ シンリョウ ホウモン カンゴ レンケイ トウ タイオウ カノウ バアイ タト テンテキ トウヤク ナド ゲンジテン オウシン ムリ

		承諾 ショウダク		吉永医院		0285-63-2303		321-3564		茂木町増井190-1				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		1		1		0		0		0

		承諾 ショウダク		あさかクリニック		0287-22-2601		324-0043		大田原市浅香3-3711				1		1		2		2		2		2		1		1		2		2		2				1		1		2		2		2		2		1		1		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		坪水医院		0283-62-0265		327-0312		佐野市栃本町2241				1		1		3		3		3		3		3		3		1		3		3				1		1		3		3		3		3		3		3		1		3		3		3		3		3		0		1		1		0		0		0		0		1		0		若い頃、町田市にある重度心身障害者の施設にボランティアで行き、足で書いたお手紙をもらって感動しました。何かのお役にたてればと思いますが、現在実態がよく分かりません。 ワカ コロ マチダシ ジュウド シンシン ショウガイシャ シセツ イ アシ カ テガミ カンドウ ナニ ヤク オモ ゲンザイ ジッタイ ワ

		承諾 ショウダク		こどもヶ丘診療所		028-615-1077		321-0151		宇都宮市西川田町183-21				1		1		3		3		3		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		1		0		1		1		0

		承諾 ショウダク		竹田内科小児科クリニック		0282-29-1233		328-0011		栃木市大宮町52番地		0282-29-1233		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		0		1		1		1		0		0		1		0

		承諾 ショウダク		すながクリニック		0284-44-7211		326-0015		足利市八椚町494-1　				1		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		1		1		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		片山医院		028-661-9764		321-0944		宇都宮市東峰町3008-21				1		1		2		2		2		1		2		2		2		2		2				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		4		0		1		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		稲毛クリニック		0283-25-2566		327-0103		佐野市石塚町893-1				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		1		1		1		1		1		その他：当クリニックでは勤務医での診療のみを行っており、重症心身障害児に対応できるシステムはととのっておらず、申し訳ありません。 タ トウ キンムイ シンリョウ オコナ ジュウショウ シンシン ショウガイジ タイオウ モウ ワケ

		承諾 ショウダク		小川こどもクリニック		0289-74-5421		322-0027		鹿沼市貝島町5006-2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		くさの小児科		0284-73-7000		326-0335		足利市上渋垂町338-3				3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		みやの杜クリニック　		028-683-7811		321-0904		宇都宮市陽東2-4-5				1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1				3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		1		0		0		1		0		0		1		0		0		0		Q2訪問診療のみ対応可 ホウモン シンリョウ タイオウ カ

		承諾 ショウダク		にいたに内科　		028-675-6515		329-1231		塩谷郡高根沢町宝石台 3-3-19				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1

		承諾 ショウダク		よこやま内科小児科クリニック		0282-24-8102		328-0075		栃木市箱森町38-70				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		さいとうクリニック		0287-39-1805		329-2724		那須塩原市西幸町7-13				1		1		3		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		0		0		0		0		1		その他：現在の診療所での診療との兼ね合いが困難であり、複数の医師や看護師が必要 タ ゲンザイ シンリョウジョ シンリョウ カ ア コンナン フクスウ イシ カンゴシ ヒツヨウ

		承諾 ショウダク		桜井消化器科・内科		028-643-0870		320-0073		宇都宮市細谷1-7-38				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		承諾 ショウダク		佐藤医院		0287-96-2841		324-0501		那須郡那珂川町小川2960-1				1		1		3		3		2		3		3		2		1		1		1				1		1		3		3		2		3		3		2		1		1		1		3		3		4		0		1		1		1		0		1		0		0		0

		承諾 ショウダク		大根田内科医院		028-624-6322		320-0072		宇都宮市若草3-4-22				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		0		0		0		0		0		0		0		当方の医師が高齢であり、しかもスタッフがそろっていないので在宅医療は無理なので、ましてや重症心身障害者においておやです。 トウホウ イシ コウレイ ザイタク イリョウ ムリ ジュウショウ シンシン ショウガイシャ

		承諾 ショウダク		医療法人　赤羽病院		028-661-5446		321-0904		宇都宮市陽東7-2-2				1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3				3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		2		2		2		0		1		1		1		0		0		1		0		0

		承諾 ショウダク		田井の里クリニック		0285-81-6502		321-4301		真岡市西田井内外748-2				1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2				3		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		みずぬまクリニック		0287-39-1581		329-2751		那須塩原市東三島2-80-6				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		その他：在宅医療をやっていないので現状は無理である タ ザイタク イリョウ ゲンジョウ ムリ

		承諾 ショウダク		キッズクリニックはせがわ		0283-27-0200		327-0843		佐野市堀米町3946-6				1		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		その他：時間的余裕 タ ジカンテキ ヨユウ

		承諾 ショウダク		小森谷内科医院		0282-43-7327		329-4404		栃木市大平町富田4003-8				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		熊倉医院		0282-55-8425		329-4316		下都賀郡岩舟町新里180-1				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		いちはらファミリークリニック		028-612-8350		321-0414		宇都宮市中里町322				3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3				3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		1		2		0		1		1		1		0		1		0		1		0

		承諾 ショウダク		かとう小児科 ショウニカ		0282-82-7576		321-0218		壬生町落合3-7-30		 		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		福田こどもクリニック		028-659-8850		320-0852		栃木県宇都宮市下砥上町1545-20				1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3				1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		2		2		2		0		1		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		てらもと小児科		028-650-6636		321-0975		宇都宮市関堀町971-6				1		1		3		2		2		3		3		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		0		小児科医としてはもっと積極的に協力しなければいけないと思いますが、現在の我診療所の状態では不可能なことが多く残念です。 ショウニ カ イ セッキョクテキ キョウリョク オモ ゲンザイ ワガ シンリョウジョ ジョウタイ フカノウ オオ ザンネン

		承諾 ショウダク		木村内科医院		0288-22-7880		321-1264		日光市瀬尾497-1				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		承諾 ショウダク		こばやしファミリークリニック		0283-85-9900		327-0311		佐野市多田町566				1		1		1		1		3		1		1		2		1		1		1				1		1		1		1		3		1		1		3		1		1		1		3		3		2		0		1		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		あいファミリィクリニック足利 アシカガ		0284-22-3788		329-4213		足利市寺岡町505-1				1		1		1		1		1		1		1		3		1		1		1				1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		1		0		1		0		0		0		0		1		0

		承諾 ショウダク		腰塚医院		0282-62-2072		323-1104		栃木市藤岡町藤岡1845-10				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		1		1		1		1		0

		承諾 ショウダク		桜井こどもクリニック		0282-24-5987		328-0034		栃木市本町16-9				1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		承諾 ショウダク		神鳥谷クリニック		0285-22-7700		323-0827		小山市神鳥谷1-19-1		 		2		2		2		2		2		2		2		2		1		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		持田医院		0282-67-3661		329-0319		栃木市藤岡町中根115-5				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		4		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		田村医院		0282-43-3368		329-4423		栃木市大平町西水代1835-1				1		1		1		1		1		1		1		2		1		1		1				1		1		1		1		1		1		1		2		1		1		1		3		1		4		1		1		1		1		1		1		1		1		0		Q5.訪問看護、訪問リハビリテーションを利用 ホウモン カンゴ ホウモン リヨウ

		承諾 ショウダク		大橋内科クリニック		0282-82-8522		321-0219		壬生町福和田1003-1				1		1		2		2		2		3		2		2		2		2		3				1		1		2		2		2		3		2		2		2		2		3		3		3		2		0		1		1		0		0		0		0		1		0

		承諾 ショウダク		てらだファミリークリニック		028-654-2188		321-0132		宇都宮市雀の宮5-5-1				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		1		1		1		1		0

		承諾 ショウダク		あおい内科小児科ｸﾘﾆｯｸ		028-663-6000		321-0973		宇都宮市岩曽町1086-1				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		1		1		1		その他：往診時間の確保ができること タ オウシン ジカン カクホ

		承諾 ショウダク		飯塚医院		0287-92-2034		324-0613		那須郡那珂川町馬頭484-3				1		1		2		2		2		2		2		2		1		2		1				1		1		2		2		2		2		2		2		1		2		1		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		0

		承諾 ショウダク		やの小児科医院		0285-56-0280		329-0611		河内郡上三川町上三川3446-3				1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3				1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		2		2		2		0		1		1		1		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		仲嶋医院		028-681-7755		329-1311		さくら市氏家3245-17				3		3		3		3		2		3		3		3		3		2		3				3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		2		3		2		1		1		1		1		1		1		1		0		0		成人（18才以上）を対象に回答しました セイジン サイ イジョウ タイショウ カイトウ

		承諾 ショウダク		小林診療所		0285-82-3873		321-4369		真岡市熊倉3-10-7				1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		1				1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		1		2		2		2		0		1		0		0		0		1		0		0		0

		承諾 ショウダク		西真岡こどもクリニック		0285-81-7900		321-4341		真岡市高勢町3-205-1				1		1		1		3		1		1		1		1		1		3		3				1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		その他：現在おこなっています タ ゲンザイ

		承諾 ショウダク		鈴木医院		0285-72-2032		321-4217		益子町益子1747-2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		承諾 ショウダク		緑の屋根診療所		0283-20-2577		327-0843		佐野市堀米町1348-5				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		0		0		1		0		1		0		1		0		0		地域の社会資源が少ない。マンパワー不足 チイキ シャカイ シゲン スク ブソク

		承諾 ショウダク		ひがのクリニック		0285-74-0051 		321-4521		真岡市久下田941-1				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		豊郷中央渡辺内科　		028-622-8900		320-0004		宇都宮市長岡町1217-5				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		1				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		1		0		0

		承諾 ショウダク		きくちクリニック		028-683-3387		321-0903		宇都宮市下平出町614-2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		0		0

		承諾 ショウダク		サンレディースクリニック		0282-24-3541		328-0024		栃木市樋ノ口町504-1				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		医療法人　亀田内科		028-633-2884		320-0812		宇都宮市一番町1-28				1		1		1		2		2		1		2		2		2		2		1				1		1		1		2		2		1		2		2		2		2		1		3		3		3		0		0		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		越戸クリニック		028-660-6190		321-0951		宇都宮市越戸町139-6				1		1		2		2		2		3		2		2		2		2		3				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		佐藤内科		0285-53-1305		329-0511		下野市石橋839-14				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		承諾 ショウダク		グリムこどもクリニック		0285-51-1515		329-0502		下野市下古山2-6-17				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		事前連絡の上での一次診療、予防接種ですので、申し訳ありません。 ジゼン レンラク ウエ イチジ シンリョウ ヨボウ セッシュ モウ ワケ

		承諾 ショウダク		吉原医院		0288-21-0161		321-1261		日光市今市826-4				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		1		1		1		その他：設備 タ セツビ

		承諾 ショウダク		梅園医院		028-633-2869		320-0035		宇都宮市伝馬町3-28				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		1		0		0

		承諾 ショウダク		森田医院		028-633-1573		320-0861		宇都宮市西3-5-8				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		鈴木内科クリニック		028-655-1229		321-0139		宇都宮市若松原2-4-19				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		その他：24時間対応が必要となると考えますが、当院診療時間内の往診は難しいと考えます。 タ ジカン タイオウ ヒツヨウ カンガ トウイン シンリョウ ジカン ナイ オウシン ムズカ カンガ

		承諾 ショウダク		小松医院		0289-60-5515		322-0064		鹿沼市文化橋町2300-1				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		1		0		0		1		0



														1.医療ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する外来診療について、以下の医療行為に対応できますか。 イリョウ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ガイライ シンリョウ イカ イリョウ コウイ タイオウ																								2.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する往診及び訪問診療について、以下の医療行為に対応できますか イリョウテキ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ オウシン オヨ ホウモン シンリョウ イカ イリョウ コウイ タイオウ

														予防接種 ヨボウ セッシュ		一次診療
（経過観察、栄養観察を含む） イチジ シンリョウ ケイカ カンサツ エイヨウ カンサツ フク		経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ		経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ		中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ		酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ		気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ		人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ		尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ		人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ		褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ				予防接種 ヨボウ セッシュ		一次診療
（経過観察、栄養観察を含む） イチジ シンリョウ ケイカ カンサツ エイヨウ カンサツ フク		経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ		経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ		中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ		酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ		気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ		人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ		尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ		人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ		褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ

										1		できる		83		57		12		9		7		13		11		6		17		8		16		できる		39		29		8		6		5		9		9		6		10		7		12

										2		できない		55		80		127		134		142		130		136		146		131		137		124		できない		102		115		141		143		148		140		144		148		140		145		134

										3		要相談 ヨウ ソウダン		27		28		26		22		16		22		18		13		16		20		25		要相談 ヨウ ソウダン		24		21		16		16		12		15		12		11		15		13		19

																																																														0

														3.24時間、重症心身障害児（18歳未満）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイジ サイ ミマン イリョウ タイオウ

										1		できる		1

										2		できない		150

										3		要相談 ヨウ ソウダン		14

														4.24時間、重症心身障害者（18歳以上）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイシャ サイ イジョウ イリョウ タイオウ

										1		できる		3

										2		できない		150

										3		要相談 ヨウ ソウダン		12

														5.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する訪問リハビリてーションを提供していますか イリョウテキ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ホウモン テイキョウ

										1		提供している テイキョウ		1

										2		提供していない テイキョウ		152

										3		提供していないが対応は可能 テイキョウ タイオウ カノウ		4

										4		要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン		8

														6.重症心身障害児（者）在宅医療に対応できるようになるための条件はなんですか

										1		診療報酬の点数が増えること シンリョウ ホウシュウ テンスウ フ		24

										2		訪問看護尾の連携 ホウモン カンゴ オ レンケイ		73

										3		病院との連携 ビョウイン レンケイ		90

										4		在宅療養支援診療所と小児科医とのグループ診療 ザイタク リョウヨウ シエン シンリョウジョ ショウニ カ イ シンリョウ		43

										5		在宅療養支援診療所に助言や相談を求めることができること ザイタク リョウヨウ シエン シンリョウジョ ジョゲン ソウダン モト		28

										6		小児科医に助言や相談を求めることができること ショウニ カ イ ジョゲン ソウダン モト		26

										7		経験のある医師がいること ケイケン イシ		62

										8		研修などの自己のスキルアップ ケンシュウ ジコ		47

										9		その他 タ		21



できる	できない	要相談	3.24時間、重症心身障害児（18歳未満）の医療に対応ができますか	4.24時間、重症心身障害者（18歳以上）の医療に対応ができますか	5.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する訪問リハビリてーションを提供していますか	6.重症心身障害児（者）在宅医療に対応できるようになるための条件はなんですか	できる	できない	要相談	

病院

		Ｑ１		1.医療ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する外来診療について、以下の医療行為に対応できますか。 イリョウ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ガイライ シンリョウ イカ イリョウ コウイ タイオウ						1.医療ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する外来診療について、以下の医療行為に対応できますか。 イリョウ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ガイライ シンリョウ イカ イリョウ コウイ タイオウ

				Ｑ1-1						Ｑ1-1		予防接種 ヨボウ セッシュ

				Ｑ1-2						Ｑ1-2		一次診療
（経過観察、栄養観察を含む） イチジ シンリョウ ケイカ カンサツ エイヨウ カンサツ フク

				Ｑ1-3						Ｑ1-3		経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ

				Ｑ1-4						Ｑ1-4		経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ

				Ｑ1-5						Ｑ1-5		中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ

				Ｑ1-6						Ｑ1-6		酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ

				Ｑ1-7						Ｑ1-7		気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ

				Ｑ1-8						Ｑ1-8		人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ

				Ｑ1-9						Ｑ1-9		尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ

				Ｑ1-10						Ｑ1-10		人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ

				Ｑ1-11						Ｑ1-11		褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ

		Ｑ２		2.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する往診及び訪問診療について、以下の医療行為に対応できますか イリョウテキ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ オウシン オヨ ホウモン シンリョウ イカ イリョウ コウイ タイオウ						2.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する往診及び訪問診療について、以下の医療行為に対応できますか イリョウテキ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ オウシン オヨ ホウモン シンリョウ イカ イリョウ コウイ タイオウ

				Ｑ2-1						Ｑ2-1		予防接種 ヨボウ セッシュ

				Ｑ2-2						Ｑ2-2		経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ

				Ｑ2-3						Ｑ2-3		経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ

				Ｑ2-4						Ｑ2-4		中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ

				Ｑ2-5						Ｑ2-5		酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ

				Ｑ2-6						Ｑ2-6		気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ

				Ｑ2-7						Ｑ2-7		人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ

				Ｑ2-8						Ｑ2-8		尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ

				Ｑ2-9						Ｑ2-9		人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ

				Ｑ2-10						Ｑ2-10		褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ

		Ｑ3		3.24時間、重症心身障害児（18歳未満）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイジ サイ ミマン イリョウ タイオウ						3.24時間、重症心身障害児（18歳未満）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイジ サイ ミマン イリョウ タイオウ

				Ｑ3-1						Ｑ3-1		できる

				Ｑ3-2						Ｑ3-2		できない

				Ｑ3-3						Ｑ3-3		要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン

		Ｑ4		4.24時間、重症心身障害者（18歳以上）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイシャ サイ イジョウ イリョウ タイオウ						4.24時間、重症心身障害者（18歳以上）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイシャ サイ イジョウ イリョウ タイオウ

				Ｑ4-1						Ｑ4-1		できる

				Ｑ4-2						Ｑ4-2		できない

				Ｑ4-3						Ｑ4-3		要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン

		Ｑ5		5.重症心身障害児（者）のレスパイト入院に対応できますか ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ ニュウイン タイオウ						5.重症心身障害児（者）のレスパイト入院に対応できますか ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ ニュウイン タイオウ

				Ｑ5-1						Ｑ5-1		できる

				Ｑ5-2						Ｑ5-2		できない

				Ｑ5-3						Ｑ5-3		要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン

		Ｑ6		6.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する訪問リハビリテーションを提供していますか イリョウテキ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ホウモン テイキョウ						6.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する訪問リハビリテーションを提供していますか イリョウテキ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ホウモン テイキョウ

				Ｑ6-1						Ｑ6-1		提供している テイキョウ

				Ｑ6-2						Ｑ6-2		提供していない テイキョウ

				Ｑ6-3						Ｑ6-3		提供していないが対応は可能 テイキョウ タイオウ カノウ

				Ｑ6-4						Ｑ6-4		要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン

		Ｑ7		7.平成26年度において、以下における長期入院児（6ヶ月以上）の患者数は何名ですか（「原疾患」及び「長期入院理由」について、複数の理由がある場合は、主な理由を選んでください） ヘイセイ ネンド イカ チョウキ ニュウイン ジ ゲツイジョウ カンジャスウ ナンメイ ゲンシッカン オヨ チョウキ ニュウイン リユウ フクスウ リユウ バアイ オモ リユウ エラ						7.平成26年度において、以下における長期入院児（6ヶ月以上）の患者数は何名ですか（「原疾患」及び「長期入院理由」について、複数の理由がある場合は、主な理由を選んでください） ヘイセイ ネンド イカ チョウキ ニュウイン ジ ゲツイジョウ カンジャスウ ナンメイ ゲンシッカン オヨ チョウキ ニュウイン リユウ フクスウ リユウ バアイ オモ リユウ エラ

				※個別シートにて対応 コベツ タイオウ						※個別シートにて対応 コベツ タイオウ

		Q8		8.重症心身障害児（者）に対する相談窓口はありますか ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ソウダン マドグチ

										1		ある

										2		ない

		Q9		9.重症心身障害児（者）の方に対する医療、在宅生活等についてお気づきのことなど、ご自由にお書きください。 ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ カタ タイ イリョウ ザイタク セイカツ ナド キ ジユウ カ

		承諾可否 ショウダク カヒ		診療所名 シンリョウジョ メイ		電話番号 デンワ バンゴウ		郵便番号 ユウビンバンゴウ		所在地 ショザイチ		Ｑ1.医療ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する外来診療について、以下の医療行為に対応できますか																						Ｑ２医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する往診及び訪問診療について、以下の医療行為に対応できますか																				Ｑ3		Ｑ4		Ｑ5		Q6		Ｑ7		8.重症心身障害児（者）に対する相談窓口はありますか										Q9

												予防接種 ヨボウ セッシュ		一次診療
（経過観察、栄養観察を含む） イチジ シンリョウ ケイカ カンサツ エイヨウ カンサツ フク		経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ		経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ		中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ		酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ		気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ		人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ		尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ		人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ		褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ		予防接種 ヨボウ セッシュ		経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ		経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ		中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ		酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ		気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ		人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ		尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ		人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ		褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ												有無 ウム		部署名・職名 ブショ メイ ショクメイ		ご担当者氏名 タントウシャ シメイ		連絡先TEL レンラクサキ		連絡先MAIL レンラクサキ

		否 イナ		野木病院		0280-57-1011		329-0101		下都賀郡野木町友沼5320-2		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		2

		否 イナ		今市病院		0288-22-2200		321-1261		日光市今市381		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		2

		否 イナ		黒須病院　		028-682-8811		329-1311		さくら市氏家2650		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		2		2		別紙参照 ベッシ サンショウ		1		病診連携室・社会福祉士 ビョウシンレンケイ シツ シャカイ フクシ シ		井上雅晶 イノウエ マサアキ		028-682-8811（代表）
028-681-5551（直通） ダイヒョウ チョクツウ		byo-renkei@kurosu-hospital.jp

		否 イナ		日光市民病院		0288-50-1188		321-1441		日光市清滝安良沢町1752-10		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		2										小児科常務医がいないため、小児科非常勤医師在院時のみ相談可能と考えます ショウニカ ジョウム イ ショウニカ ヒジョウキン イシ ザイイン ジ ソウダン カノウ カンガ

		否 イナ		国際医療福祉大学塩谷病院　		0287-44-1155		329-2145		矢板市富田77		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		2

		否 イナ		那須南病院		0287-84-3911		321-0621		栃木県那須烏山市中央3-2-13		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		2		2		なし		1		医療福祉相談医療連絡室 イリョウ フクシ ソウダン イリョウ レンラク シツ		原健二 ハラ ケンジ		0287-84-3911

		承諾 ショウダク		西方病院		0282-92-2323		322-0601		栃木県上都賀郡西方町金崎273-3		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		1		西方病院地域連携室 ニシカタ ビョウイン チイキ レンケイ シツ				0282-25-7310		nishikata-renkei@cc9.ne.jp

		承諾 ショウダク		新小山市民病院		0285-36-0200		323-0827		栃木県小山市神鳥谷2251-1 ３２３－０８２７		1		1		3		2		2		2		2		2		2		2		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		2		なし		1		医療相談室保健師 イリョウ ソウダンシツ ホケンシ		多賀谷邦子 タガヤ クニコ		0285-36-0256		soudan@hospital.oyama.tochigi.jp		重症心身障害児（者）の方々の外来診察は随時受け入れておりますが、特に障害児の入院についてはまだ十分に対応できる体制になっておりません。そのため、今回のガイドマップの内容で受け入れ可能な項目が少なく申し訳ありません。相談については、幅広く承っております。 ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ カタガタ ガイライ シンサツ ズイジ ウ イ トク ショウガイジ ニュウイン ジュウブン タイオウ タイセイ コンカイ ナイヨウ ウ イ カノウ コウモク スク モウ ワケ ソウダン ハバヒロ ウケタマワ

		承諾 ショウダク		小山厚生病院		0285-22-1105		323-0031		栃木県小山市八幡町2-10-6		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		2		なし		1		看護師長 カンゴシ チョウ		横家よね子 ヨコ イエ コ		0285-22-1105
0285-24-9890				在宅生活困難者につき当院では入院で対応させていただくことが多いです。 ザイタク セイカツ コンナン シャ トウイン ニュウイン タイオウ オオ

		承諾 ショウダク		石橋総合病院		0285-53-1134		329-0511		栃木県下野市石橋628		1		1		1		1		1		1		1		2		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		1		なし		1		地域医療連携部 チイキ イリョウ レンケイ ブ		（部長）岩崎さゆり ブチョウ イワサキ		0285-53-1134		ishibashi-renkei@yushikai.jp

		承諾 ショウダク		下都賀総合病院		0282-22-2551		328-0044		栃木県栃木市富士見町5-32		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		3		なし		1		医療福祉相談室 イリョウ フクシ ソウダンシツ		MSWが3人おります ニン		0282-22-2551

		承諾 ショウダク		とちの木病院		0282-22-7722		328-0071		栃木県栃木市大町39-5		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		2

		承諾 ショウダク		自治医科大学附属病院　		0285-44-2111		329-0498		下野市薬師寺3311-1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		2		3		2		別紙参照 ベッシ サンショウ		1		地域医療連携部（看護師） チイキ イリョウ レンケイ ブ カンゴシ		黒田　光恵 クロダ ミツエ		0285-44-2111		mazuek@jichi.ac.jp		在宅医療を充実させていただくうえで、往診医や地域の開業医の先生方との連携強化やスタッフの充実が望まれると思います。 ザイタク イリョウ ジュウジツ オウシン イ チイキ カイギョウイ センセイガタ レンケイ キョウカ ジュウジツ ノゾ オモ

		承諾 ショウダク		済生会宇都宮病院		028-626-5500		321-0974		宇都宮市竹林町911-1		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		2		別紙参照 ベッシ サンショウ		1		地域連携課 チイキ レンケイ カ		荻津　守 オギツ カミ		028-626-5500

		承諾 ショウダク		足利赤十字病院		0284-21-0121		326-0843		栃木県足利市五十部町284-1		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		3		1		2		別紙参照 ベッシ サンショウ		1		事務部医事課社会福祉士 ジム ブ イジ カ シャカイ フクシ シ		布施　麻由実 フセ マユミ		0284-20-1307				医療依存度の高い患者様が自宅へ退院する場合、利用できる社会資源が限られており、デイサービスやリハビリテーション、ショートステイなどのサービスを本人、ご家族様のニーズに合わせて利用していただくことが困難なケースが多々あります。（例：家族としては週２回以上リハビリに本人を通わせたいと考えているが、リハビリテーション事業所としては利用者数も多いため、週1回の対応が限度と考えている場合など）今回のアンケート調査を機に、各地域の社会資源の情報を整理し、なるべくニーズに合わせて、多くの方に適切にサービスを利用していただける環境を構築できればと思っております。よろしくお願いいたします。 イリョウ イゾンド タカ カンジャサマ ジタク タイイン バアイ リヨウ シャカイ シゲン カギ ホンニン カゾク サマ ア リヨウ コンナン タタ レイ カゾク シュウ カイイジョウ ホンニン カヨ カンガ ジギョウショ リヨウシャ スウ オオ シュウ カイ タイオウ ゲンド カンガ バアイ コンカイ チョウサ キ カクチイキ シャカイ シゲン ジョウホウ セイリ ア オオ カタ テキセツ リヨウ カンキョウ コウチク オモ ネガ

		承諾 ショウダク		獨協医科大学病院		0282-86-1111		321-0293		下都賀郡壬生町大字北小林880		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		3		2		別紙参照 ベッシ サンショウ		1		地域医療連携センター医療福祉相談室 チイキ イリョウ レンケイ イリョウ フクシ ソウダンシツ				0282-87-2185

		承諾 ショウダク		あしかがの森足利病院		0284-91-0611		326-0011		足利市大沼田町615		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		1		2		別紙参照 ベッシ サンショウ		1		メディカルソーシャルワーカー		福地　哲郎 フクチ テツロウ		0284-91-0611		soudan@hshikagu-hospital.or.jp

		承諾 ショウダク		JCHO　うつのみや病院		028-653-1001		321-0143		宇都宮市南高砂町11-17		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		2

		承諾 ショウダク		菅又病院　		028-676-0311		329-1207		塩谷郡高根沢町花岡2351		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		2										要相談の診療項目につきましては、病院にお電話で問い合わせていただければ対応いたします。小児科の入院対応はしておりません。外来診察につきましては、急性期の管理は困難であることもありますが、状態が安定している場合には相談いただければ可能な限り対応いたします。 ヨウ ソウダン シンリョウ コウモク ビョウイン デンワ ト ア タイオウ ショウニカ ニュウイン タイオウ ガイライ シンサツ キュウセイキ カンリ コンナン ジョウタイ アンテイ バアイ ソウダン カノウ カギ タイオウ

		承諾 ショウダク		那須赤十字病院		0287-23-1122		324-8686		栃木県大田原市中田原1081-4		1		1		3		3		3		1		3		1		3		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		1		4		なし		1		地域医療福祉連携課福祉係長 チイキ イリョウ フクシ レンケイ カ フクシ カカリチョウ		野中美希 ノナカ ミキ		0287-23-1122		renkeika@nasu.jrc.or.jp



												Ｑ1.医療ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する外来診療について、以下の医療行為に対応できますか

												予防接種 ヨボウ セッシュ		一次診療
（経過観察、栄養観察を含む） イチジ シンリョウ ケイカ カンサツ エイヨウ カンサツ フク		経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ		経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ		中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ		酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ		気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ		人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ		尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ		人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ		褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ

										できる		13		13		9		8		7		9		8		8		7		7		7

										できない		3		3		7		8		8		8		8		9		8		8		6

										要相談 ヨウ ソウダン		4		4		4		4		5		3		4		3		5		5		7



												Ｑ２医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する往診及び訪問診療について、以下の医療行為に対応できますか

												予防接種 ヨボウ セッシュ		経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ		経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ		中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ		酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ		気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ		人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ		尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ		人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ		褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ

										できる		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

										できない		19		20		20		20		20		20		20		20		20		20

										要相談 ヨウ ソウダン		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0



										Ｑ3		3.24時間、重症心身障害児（18歳未満）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイジ サイ ミマン イリョウ タイオウ				3.24時間、重症心身障害児（18歳未満）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイジ サイ ミマン イリョウ タイオウ

										できる		4

										できない		14

										要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン		2

										Ｑ4		4.24時間、重症心身障害者（18歳以上）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイシャ サイ イジョウ イリョウ タイオウ				4.24時間、重症心身障害者（18歳以上）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイシャ サイ イジョウ イリョウ タイオウ

										できる		3

										できない		9

										要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン		8

										Ｑ5		5.重症心身障害児（者）のレスパイト入院に対応できますか ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ ニュウイン タイオウ				5.重症心身障害児（者）のレスパイト入院に対応できますか ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ ニュウイン タイオウ

										できる		5

										できない		10

										要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン		5

										Ｑ6		6.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する訪問リハビリテーションを提供していますか イリョウテキ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ホウモン テイキョウ				6.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する訪問リハビリテーションを提供していますか イリョウテキ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ホウモン テイキョウ

										提供している テイキョウ		1

										提供していない テイキョウ		17

										提供していないが対応は可能 テイキョウ タイオウ カノウ		1

										要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン		1

										Ｑ7		7.平成26年度において、以下における長期入院児（6ヶ月以上）の患者数は何名ですか（「原疾患」及び「長期入院理由」について、複数の理由がある場合は、主な理由を選んでください） ヘイセイ ネンド イカ チョウキ ニュウイン ジ ゲツイジョウ カンジャスウ ナンメイ ゲンシッカン オヨ チョウキ ニュウイン リユウ フクスウ リユウ バアイ オモ リユウ エラ				7.平成26年度において、以下における長期入院児（6ヶ月以上）の患者数は何名ですか（「原疾患」及び「長期入院理由」について、複数の理由がある場合は、主な理由を選んでください） ヘイセイ ネンド イカ チョウキ ニュウイン ジ ゲツイジョウ カンジャスウ ナンメイ ゲンシッカン オヨ チョウキ ニュウイン リユウ フクスウ リユウ バアイ オモ リユウ エラ

										Q8		8.重症心身障害児（者）に対する相談窓口はありますか ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ソウダン マドグチ

																1		ある		13

																2		ない		7
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病院 作業

		Ｑ１		1.医療ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する外来診療について、以下の医療行為に対応できますか。 イリョウ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ガイライ シンリョウ イカ イリョウ コウイ タイオウ						1.医療ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する外来診療について、以下の医療行為に対応できますか。 イリョウ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ガイライ シンリョウ イカ イリョウ コウイ タイオウ

				Ｑ1-1						Ｑ1-1		予防接種 ヨボウ セッシュ

				Ｑ1-2						Ｑ1-2		一次診療
（経過観察、栄養観察を含む） イチジ シンリョウ ケイカ カンサツ エイヨウ カンサツ フク

				Ｑ1-3						Ｑ1-3		経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ

				Ｑ1-4						Ｑ1-4		経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ

				Ｑ1-5						Ｑ1-5		中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ

				Ｑ1-6						Ｑ1-6		酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ

				Ｑ1-7						Ｑ1-7		気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ

				Ｑ1-8						Ｑ1-8		人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ

				Ｑ1-9						Ｑ1-9		尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ

				Ｑ1-10						Ｑ1-10		人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ

				Ｑ1-11						Ｑ1-11		褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ

		Ｑ２		2.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する往診及び訪問診療について、以下の医療行為に対応できますか イリョウテキ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ オウシン オヨ ホウモン シンリョウ イカ イリョウ コウイ タイオウ						2.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する往診及び訪問診療について、以下の医療行為に対応できますか イリョウテキ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ オウシン オヨ ホウモン シンリョウ イカ イリョウ コウイ タイオウ

				Ｑ2-1						Ｑ2-1		予防接種 ヨボウ セッシュ

				Ｑ2-2						Ｑ2-2		経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ

				Ｑ2-3						Ｑ2-3		経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ

				Ｑ2-4						Ｑ2-4		中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ

				Ｑ2-5						Ｑ2-5		酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ

				Ｑ2-6						Ｑ2-6		気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ

				Ｑ2-7						Ｑ2-7		人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ

				Ｑ2-8						Ｑ2-8		尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ

				Ｑ2-9						Ｑ2-9		人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ

				Ｑ2-10						Ｑ2-10		褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ

		Ｑ3		3.24時間、重症心身障害児（18歳未満）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイジ サイ ミマン イリョウ タイオウ						3.24時間、重症心身障害児（18歳未満）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイジ サイ ミマン イリョウ タイオウ

				Ｑ3-1						Ｑ3-1		できる

				Ｑ3-2						Ｑ3-2		できない

				Ｑ3-3						Ｑ3-3		要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン

		Ｑ4		4.24時間、重症心身障害者（18歳以上）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイシャ サイ イジョウ イリョウ タイオウ						4.24時間、重症心身障害者（18歳以上）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイシャ サイ イジョウ イリョウ タイオウ

				Ｑ4-1						Ｑ4-1		できる

				Ｑ4-2						Ｑ4-2		できない

				Ｑ4-3						Ｑ4-3		要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン

		Ｑ5		5.重症心身障害児（者）のレスパイト入院に対応できますか ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ ニュウイン タイオウ						5.重症心身障害児（者）のレスパイト入院に対応できますか ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ ニュウイン タイオウ

				Ｑ5-1						Ｑ5-1		できる

				Ｑ5-2						Ｑ5-2		できない

				Ｑ5-3						Ｑ5-3		要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン

		Ｑ6		6.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する訪問リハビリテーションを提供していますか イリョウテキ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ホウモン テイキョウ						6.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する訪問リハビリテーションを提供していますか イリョウテキ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ホウモン テイキョウ

				Ｑ6-1						Ｑ6-1		提供している テイキョウ

				Ｑ6-2						Ｑ6-2		提供していない テイキョウ

				Ｑ6-3						Ｑ6-3		提供していないが対応は可能 テイキョウ タイオウ カノウ

				Ｑ6-4						Ｑ6-4		要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン

		Ｑ7		7.平成26年度において、以下における長期入院児（6ヶ月以上）の患者数は何名ですか（「原疾患」及び「長期入院理由」について、複数の理由がある場合は、主な理由を選んでください） ヘイセイ ネンド イカ チョウキ ニュウイン ジ ゲツイジョウ カンジャスウ ナンメイ ゲンシッカン オヨ チョウキ ニュウイン リユウ フクスウ リユウ バアイ オモ リユウ エラ						7.平成26年度において、以下における長期入院児（6ヶ月以上）の患者数は何名ですか（「原疾患」及び「長期入院理由」について、複数の理由がある場合は、主な理由を選んでください） ヘイセイ ネンド イカ チョウキ ニュウイン ジ ゲツイジョウ カンジャスウ ナンメイ ゲンシッカン オヨ チョウキ ニュウイン リユウ フクスウ リユウ バアイ オモ リユウ エラ

				※個別シートにて対応 コベツ タイオウ						※個別シートにて対応 コベツ タイオウ

		Q8		8.重症心身障害児（者）に対する相談窓口はありますか ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ソウダン マドグチ

										1		ある

										2		ない

		Q9		9.重症心身障害児（者）の方に対する医療、在宅生活等についてお気づきのことなど、ご自由にお書きください。 ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ カタ タイ イリョウ ザイタク セイカツ ナド キ ジユウ カ

		承諾可否 ショウダク カヒ		診療所名 シンリョウジョ メイ		電話番号 デンワ バンゴウ		郵便番号 ユウビンバンゴウ		所在地 ショザイチ		Ｑ1.医療ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する外来診療について、以下の医療行為に対応できますか																						Ｑ２医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する往診及び訪問診療について、以下の医療行為に対応できますか																				Ｑ3		Ｑ4		Ｑ5		Q6		Ｑ7		8.重症心身障害児（者）に対する相談窓口はありますか										Q9

												予防接種 ヨボウ セッシュ		一次診療
（経過観察、栄養観察を含む） イチジ シンリョウ ケイカ カンサツ エイヨウ カンサツ フク		経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ		経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ		中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ		酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ		気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ		人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ		尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ		人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ		褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ		予防接種 ヨボウ セッシュ		経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ		経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ		中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ		酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ		気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ		人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ		尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ		人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ		褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ												有無 ウム		部署名・職名 ブショ メイ ショクメイ		ご担当者氏名 タントウシャ シメイ		連絡先TEL レンラクサキ		連絡先MAIL レンラクサキ

		否 イナ		野木病院		0280-57-1011		329-0101		下都賀郡野木町友沼5320-2		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		2

		否 イナ		今市病院		0288-22-2200		321-1261		日光市今市381		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		2

		否 イナ		黒須病院　		028-682-8811		329-1311		さくら市氏家2650		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		2		2		別紙参照 ベッシ サンショウ		1		病診連携室・社会福祉士 ビョウシンレンケイ シツ シャカイ フクシ シ		井上雅晶 イノウエ マサアキ		028-682-8811（代表）
028-681-5551（直通） ダイヒョウ チョクツウ		byo-renkei@kurosu-hospital.jp

		否 イナ		日光市民病院		0288-50-1188		321-1441		日光市清滝安良沢町1752-10		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		2										小児科常務医がいないため、小児科非常勤医師在院時のみ相談可能と考えます ショウニカ ジョウム イ ショウニカ ヒジョウキン イシ ザイイン ジ ソウダン カノウ カンガ

		否 イナ		国際医療福祉大学塩谷病院　		0287-44-1155		329-2145		矢板市富田77		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		2

		否 イナ		那須南病院		0287-84-3911		321-0621		栃木県那須烏山市中央3-2-13		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		2		2		なし		1		医療福祉相談医療連絡室 イリョウ フクシ ソウダン イリョウ レンラク シツ		原健二 ハラ ケンジ		0287-84-3911

		承諾 ショウダク		西方病院		0282-92-2323		322-0601		栃木県上都賀郡西方町金崎273-3		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		1		西方病院地域連携室 ニシカタ ビョウイン チイキ レンケイ シツ				0282-25-7310		nishikata-renkei@cc9.ne.jp

		承諾 ショウダク		新小山市民病院		0285-36-0200		323-0827		栃木県小山市神鳥谷2251-1 ３２３－０８２７		1		1		3		2		2		2		2		2		2		2		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		2		なし		1		医療相談室保健師 イリョウ ソウダンシツ ホケンシ		多賀谷邦子 タガヤ クニコ		0285-36-0256		soudan@hospital.oyama.tochigi.jp		重症心身障害児（者）の方々の外来診察は随時受け入れておりますが、特に障害児の入院についてはまだ十分に対応できる体制になっておりません。そのため、今回のガイドマップの内容で受け入れ可能な項目が少なく申し訳ありません。相談については、幅広く承っております。 ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ カタガタ ガイライ シンサツ ズイジ ウ イ トク ショウガイジ ニュウイン ジュウブン タイオウ タイセイ コンカイ ナイヨウ ウ イ カノウ コウモク スク モウ ワケ ソウダン ハバヒロ ウケタマワ

		承諾 ショウダク		小山厚生病院		0285-22-1105		323-0031		栃木県小山市八幡町2-10-6		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		2		なし		1		看護師長 カンゴシ チョウ		横家よね子 ヨコ イエ コ		0285-22-1105
0285-24-9890				在宅生活困難者につき当院では入院で対応させていただくことが多いです。 ザイタク セイカツ コンナン シャ トウイン ニュウイン タイオウ オオ

		承諾 ショウダク		石橋総合病院		0285-53-1134		329-0511		栃木県下野市石橋628		1		1		1		1		1		1		1		2		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		1		なし		1		地域医療連携部 チイキ イリョウ レンケイ ブ		（部長）岩崎さゆり ブチョウ イワサキ		0285-53-1134		ishibashi-renkei@yushikai.jp

		承諾 ショウダク		下都賀総合病院		0282-22-2551		328-0044		栃木県栃木市富士見町5-32		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		3		なし		1		医療福祉相談室 イリョウ フクシ ソウダンシツ		MSWが3人おります ニン		0282-22-2551

		承諾 ショウダク		とちの木病院		0282-22-7722		328-0071		栃木県栃木市大町39-5		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		2

		承諾 ショウダク		自治医科大学附属病院　		0285-44-2111		329-0498		下野市薬師寺3311-1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		2		3		2		別紙参照 ベッシ サンショウ		1		地域医療連携部（看護師） チイキ イリョウ レンケイ ブ カンゴシ		黒田　光恵 クロダ ミツエ		0285-44-2111		mazuek@jichi.ac.jp		在宅医療を充実させていただくうえで、往診医や地域の開業医の先生方との連携強化やスタッフの充実が望まれると思います。 ザイタク イリョウ ジュウジツ オウシン イ チイキ カイギョウイ センセイガタ レンケイ キョウカ ジュウジツ ノゾ オモ

		承諾 ショウダク		済生会宇都宮病院		028-626-5500		321-0974		宇都宮市竹林町911-1		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		2		別紙参照 ベッシ サンショウ		1		地域連携課 チイキ レンケイ カ		荻津　守 オギツ カミ		028-626-5500

		承諾 ショウダク		足利赤十字病院		0284-21-0121		326-0843		栃木県足利市五十部町284-1		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		3		1		2		別紙参照 ベッシ サンショウ		1		事務部医事課社会福祉士 ジム ブ イジ カ シャカイ フクシ シ		布施　麻由実 フセ マユミ		0284-20-1307				医療依存度の高い患者様が自宅へ退院する場合、利用できる社会資源が限られており、デイサービスやリハビリテーション、ショートステイなどのサービスを本人、ご家族様のニーズに合わせて利用していただくことが困難なケースが多々あります。（例：家族としては週２回以上リハビリに本人を通わせたいと考えているが、リハビリテーション事業所としては利用者数も多いため、週1回の対応が限度と考えている場合など）今回のアンケート調査を機に、各地域の社会資源の情報を整理し、なるべくニーズに合わせて、多くの方に適切にサービスを利用していただける環境を構築できればと思っております。よろしくお願いいたします。 イリョウ イゾンド タカ カンジャサマ ジタク タイイン バアイ リヨウ シャカイ シゲン カギ ホンニン カゾク サマ ア リヨウ コンナン タタ レイ カゾク シュウ カイイジョウ ホンニン カヨ カンガ ジギョウショ リヨウシャ スウ オオ シュウ カイ タイオウ ゲンド カンガ バアイ コンカイ チョウサ キ カクチイキ シャカイ シゲン ジョウホウ セイリ ア オオ カタ テキセツ リヨウ カンキョウ コウチク オモ ネガ

		承諾 ショウダク		獨協医科大学病院		0282-86-1111		321-0293		下都賀郡壬生町大字北小林880		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		3		2		別紙参照 ベッシ サンショウ		1		地域医療連携センター医療福祉相談室 チイキ イリョウ レンケイ イリョウ フクシ ソウダンシツ				0282-87-2185

		承諾 ショウダク		あしかがの森足利病院		0284-91-0611		326-0011		足利市大沼田町615		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		1		2		別紙参照 ベッシ サンショウ		1		メディカルソーシャルワーカー		福地　哲郎 フクチ テツロウ		0284-91-0611		soudan@hshikagu-hospital.or.jp

		承諾 ショウダク		JCHO　うつのみや病院		028-653-1001		321-0143		宇都宮市南高砂町11-17		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		2

		承諾 ショウダク		菅又病院　		028-676-0311		329-1207		塩谷郡高根沢町花岡2351		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		2										要相談の診療項目につきましては、病院にお電話で問い合わせていただければ対応いたします。小児科の入院対応はしておりません。外来診察につきましては、急性期の管理は困難であることもありますが、状態が安定している場合には相談いただければ可能な限り対応いたします。 ヨウ ソウダン シンリョウ コウモク ビョウイン デンワ ト ア タイオウ ショウニカ ニュウイン タイオウ ガイライ シンサツ キュウセイキ カンリ コンナン ジョウタイ アンテイ バアイ ソウダン カノウ カギ タイオウ

		承諾 ショウダク		那須赤十字病院		0287-23-1122		324-8686		栃木県大田原市中田原1081-4		1		1		3		3		3		1		3		1		3		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		1		4		なし		1		地域医療福祉連携課福祉係長 チイキ イリョウ フクシ レンケイ カ フクシ カカリチョウ		野中美希 ノナカ ミキ		0287-23-1122		renkeika@nasu.jrc.or.jp



												Ｑ1.医療ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する外来診療について、以下の医療行為に対応できますか

												予防接種 ヨボウ セッシュ		一次診療
（経過観察、栄養観察を含む） イチジ シンリョウ ケイカ カンサツ エイヨウ カンサツ フク		経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ		経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ		中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ		酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ		気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ		人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ		尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ		人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ		褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ

										できる		13		13		9		8		7		9		8		8		7		7		7

										できない		3		3		7		8		8		8		8		9		8		8		6

										要相談 ヨウ ソウダン		4		4		4		4		5		3		4		3		5		5		7



												Ｑ２医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する往診及び訪問診療について、以下の医療行為に対応できますか

												予防接種 ヨボウ セッシュ		経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ		経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ		中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ		酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ		気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ		人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ		尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ		人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ		褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ

										できる		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

										できない		19		20		20		20		20		20		20		20		20		20

										要相談 ヨウ ソウダン		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0



										Ｑ3		3.24時間、重症心身障害児（18歳未満）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイジ サイ ミマン イリョウ タイオウ				3.24時間、重症心身障害児（18歳未満）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイジ サイ ミマン イリョウ タイオウ

										できる		4

										できない		14

										要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン		2

										Ｑ4		4.24時間、重症心身障害者（18歳以上）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイシャ サイ イジョウ イリョウ タイオウ				4.24時間、重症心身障害者（18歳以上）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイシャ サイ イジョウ イリョウ タイオウ

										できる		3

										できない		9

										要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン		8

										Ｑ5		5.重症心身障害児（者）のレスパイト入院に対応できますか ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ ニュウイン タイオウ				5.重症心身障害児（者）のレスパイト入院に対応できますか ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ ニュウイン タイオウ

										できる		5

										できない		10

										要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン		5

										Ｑ6		6.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する訪問リハビリテーションを提供していますか イリョウテキ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ホウモン テイキョウ				6.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する訪問リハビリテーションを提供していますか イリョウテキ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ホウモン テイキョウ

										提供している テイキョウ		1

										提供していない テイキョウ		17

										提供していないが対応は可能 テイキョウ タイオウ カノウ		1

										要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン		1

										Ｑ7		7.平成26年度において、以下における長期入院児（6ヶ月以上）の患者数は何名ですか（「原疾患」及び「長期入院理由」について、複数の理由がある場合は、主な理由を選んでください） ヘイセイ ネンド イカ チョウキ ニュウイン ジ ゲツイジョウ カンジャスウ ナンメイ ゲンシッカン オヨ チョウキ ニュウイン リユウ フクスウ リユウ バアイ オモ リユウ エラ				7.平成26年度において、以下における長期入院児（6ヶ月以上）の患者数は何名ですか（「原疾患」及び「長期入院理由」について、複数の理由がある場合は、主な理由を選んでください） ヘイセイ ネンド イカ チョウキ ニュウイン ジ ゲツイジョウ カンジャスウ ナンメイ ゲンシッカン オヨ チョウキ ニュウイン リユウ フクスウ リユウ バアイ オモ リユウ エラ

										Q8		8.重症心身障害児（者）に対する相談窓口はありますか ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ソウダン マドグチ

																1		ある		13

																2		ない		7

																														できる		できない		要相談 ヨウ ソウダン						できる		できない		要相談 ヨウ ソウダン						提供している テイキョウ		提供していない テイキョウ		提供していないが対応は可能 テイキョウ タイオウ カノウ		要相談 ヨウ ソウダン

																												予防接種 ヨボウ セッシュ		13		3		4				18歳未満 サイ ミマン		4		14		2						5		10		5		5

																												一次診療
（経過観察、栄養観察を含む） イチジ シンリョウ ケイカ カンサツ エイヨウ カンサツ フク		13		3		4				18歳以上 サイ イジョウ		3		9		8

																												経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ		9		7		4																提供している テイキョウ		5

																												経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ		8		8		4						できる		できない		要相談 ヨウ ソウダン						提供していない テイキョウ		10

																												中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ		7		8		5						5		10		5						提供していないが対応は可能 テイキョウ タイオウ カノウ		5

																												酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ		9		8		3						3		9		8						要相談 ヨウ ソウダン		5

																												気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ		8		8		4

																												人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ		8		9		3

																												尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ		7		8		5																		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3歳～6歳 サイ サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13歳～17歳 サイ サイ		18歳以上 サイイジョウ

																												人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ		7		8		5																気管切開人工呼吸患者 キカン セッカイ ジンコウ コキュウ カンジャ		11		4		8		5		12

																												褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ		7		6		7																非気管切開人工呼吸患者（NPPV) ヒ キカン セッカイ ジンコウ コキュウ カンジャ		2		0		0		0		1

																																																		気管切開患者 キカン セッカイ カンジャ		2		3		2		0		14

																														できる		できない		要相談 ヨウ ソウダン																その他 タ		4		2		2		0		1

																												予防接種 ヨボウ セッシュ		0		19		1

																												経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ		0		20		0

																												経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ		0		20		0

																												中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ		0		20		0

																												酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ		0		20		0

																												気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ		0		20		0

																												人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ		0		20		0

																												尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ		0		20		0

																												人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ		0		20		0

																												褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ		0		20		0



																												24時間、重症心身障害児の医療に対応ができますか
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病院 (2)

		Ｑ１		1.医療ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する外来診療について、以下の医療行為に対応できますか。 イリョウ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ガイライ シンリョウ イカ イリョウ コウイ タイオウ						1.医療ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する外来診療について、以下の医療行為に対応できますか。 イリョウ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ガイライ シンリョウ イカ イリョウ コウイ タイオウ

				Ｑ1-1						Ｑ1-1		予防接種 ヨボウ セッシュ

				Ｑ1-2						Ｑ1-2		一次診療
（経過観察、栄養観察を含む） イチジ シンリョウ ケイカ カンサツ エイヨウ カンサツ フク

				Ｑ1-3						Ｑ1-3		経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ

				Ｑ1-4						Ｑ1-4		経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ

				Ｑ1-5						Ｑ1-5		中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ

				Ｑ1-6						Ｑ1-6		酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ

				Ｑ1-7						Ｑ1-7		気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ

				Ｑ1-8						Ｑ1-8		人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ

				Ｑ1-9						Ｑ1-9		尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ

				Ｑ1-10						Ｑ1-10		人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ

				Ｑ1-11						Ｑ1-11		褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ

		Ｑ２		2.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する往診及び訪問診療について、以下の医療行為に対応できますか イリョウテキ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ オウシン オヨ ホウモン シンリョウ イカ イリョウ コウイ タイオウ						2.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する往診及び訪問診療について、以下の医療行為に対応できますか イリョウテキ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ オウシン オヨ ホウモン シンリョウ イカ イリョウ コウイ タイオウ

				Ｑ2-1						Ｑ2-1		予防接種 ヨボウ セッシュ

				Ｑ2-2						Ｑ2-2		経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ

				Ｑ2-3						Ｑ2-3		経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ

				Ｑ2-4						Ｑ2-4		中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ

				Ｑ2-5						Ｑ2-5		酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ

				Ｑ2-6						Ｑ2-6		気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ

				Ｑ2-7						Ｑ2-7		人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ

				Ｑ2-8						Ｑ2-8		尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ

				Ｑ2-9						Ｑ2-9		人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ

				Ｑ2-10						Ｑ2-10		褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ

		Ｑ3		3.24時間、重症心身障害児（18歳未満）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイジ サイ ミマン イリョウ タイオウ						3.24時間、重症心身障害児（18歳未満）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイジ サイ ミマン イリョウ タイオウ

				Ｑ3-1						Ｑ3-1		できる

				Ｑ3-2						Ｑ3-2		できない

				Ｑ3-3						Ｑ3-3		要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン

		Ｑ4		4.24時間、重症心身障害者（18歳以上）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイシャ サイ イジョウ イリョウ タイオウ						4.24時間、重症心身障害者（18歳以上）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイシャ サイ イジョウ イリョウ タイオウ

				Ｑ4-1						Ｑ4-1		できる

				Ｑ4-2						Ｑ4-2		できない

				Ｑ4-3						Ｑ4-3		要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン

		Ｑ5		5.重症心身障害児（者）のレスパイト入院に対応できますか ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ ニュウイン タイオウ						5.重症心身障害児（者）のレスパイト入院に対応できますか ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ ニュウイン タイオウ

				Ｑ5-1						Ｑ5-1		できる

				Ｑ5-2						Ｑ5-2		できない

				Ｑ5-3						Ｑ5-3		要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン

		Ｑ6		6.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する訪問リハビリテーションを提供していますか イリョウテキ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ホウモン テイキョウ						6.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する訪問リハビリテーションを提供していますか イリョウテキ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ホウモン テイキョウ

				Ｑ6-1						Ｑ6-1		提供している テイキョウ

				Ｑ6-2						Ｑ6-2		提供していない テイキョウ

				Ｑ6-3						Ｑ6-3		提供していないが対応は可能 テイキョウ タイオウ カノウ

				Ｑ6-4						Ｑ6-4		要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン

		Ｑ7		7.平成26年度において、以下における長期入院児（6ヶ月以上）の患者数は何名ですか（「原疾患」及び「長期入院理由」について、複数の理由がある場合は、主な理由を選んでください） ヘイセイ ネンド イカ チョウキ ニュウイン ジ ゲツイジョウ カンジャスウ ナンメイ ゲンシッカン オヨ チョウキ ニュウイン リユウ フクスウ リユウ バアイ オモ リユウ エラ						7.平成26年度において、以下における長期入院児（6ヶ月以上）の患者数は何名ですか（「原疾患」及び「長期入院理由」について、複数の理由がある場合は、主な理由を選んでください） ヘイセイ ネンド イカ チョウキ ニュウイン ジ ゲツイジョウ カンジャスウ ナンメイ ゲンシッカン オヨ チョウキ ニュウイン リユウ フクスウ リユウ バアイ オモ リユウ エラ

				※個別シートにて対応 コベツ タイオウ						※個別シートにて対応 コベツ タイオウ

		Q8		8.重症心身障害児（者）に対する相談窓口はありますか ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ソウダン マドグチ

										1		ある

										2		ない

		Q9		9.重症心身障害児（者）の方に対する医療、在宅生活等についてお気づきのことなど、ご自由にお書きください。 ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ カタ タイ イリョウ ザイタク セイカツ ナド キ ジユウ カ

		承諾可否 ショウダク カヒ		診療所名 シンリョウジョ メイ		電話番号 デンワ バンゴウ		郵便番号 ユウビンバンゴウ		所在地 ショザイチ		Ｑ1.医療ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する外来診療について、以下の医療行為に対応できますか																						Ｑ２医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する往診及び訪問診療について、以下の医療行為に対応できますか																				Ｑ3		Ｑ4		Ｑ5		Q6		Ｑ7		8.重症心身障害児（者）に対する相談窓口はありますか										Q9

												予防接種 ヨボウ セッシュ		一次診療
（経過観察、栄養観察を含む） イチジ シンリョウ ケイカ カンサツ エイヨウ カンサツ フク		経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ		経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ		中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ		酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ		気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ		人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ		尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ		人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ		褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ		予防接種 ヨボウ セッシュ		経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ		経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ		中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ		酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ		気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ		人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ		尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ		人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ		褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ												有無 ウム		部署名・職名 ブショ メイ ショクメイ		ご担当者氏名 タントウシャ シメイ		連絡先TEL レンラクサキ		連絡先MAIL レンラクサキ

		否 イナ		野木病院		0280-57-1011		329-0101		下都賀郡野木町友沼5320-2		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		2

		否 イナ		今市病院		0288-22-2200		321-1261		日光市今市381		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		2

		否 イナ		黒須病院　		028-682-8811		329-1311		さくら市氏家2650		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		2		2		別紙参照 ベッシ サンショウ		1		病診連携室・社会福祉士 ビョウシンレンケイ シツ シャカイ フクシ シ		井上雅晶 イノウエ マサアキ		028-682-8811（代表）
028-681-5551（直通） ダイヒョウ チョクツウ		byo-renkei@kurosu-hospital.jp

		否 イナ		日光市民病院		0288-50-1188		321-1441		日光市清滝安良沢町1752-10		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		2										小児科常務医がいないため、小児科非常勤医師在院時のみ相談可能と考えます ショウニカ ジョウム イ ショウニカ ヒジョウキン イシ ザイイン ジ ソウダン カノウ カンガ

		否 イナ		国際医療福祉大学塩谷病院　		0287-44-1155		329-2145		矢板市富田77		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		2

		否 イナ		那須南病院		0287-84-3911		321-0621		栃木県那須烏山市中央3-2-13		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		2		2		なし		1		医療福祉相談医療連絡室 イリョウ フクシ ソウダン イリョウ レンラク シツ		原健二 ハラ ケンジ		0287-84-3911

		承諾 ショウダク		西方病院		0282-92-2323		322-0601		栃木県上都賀郡西方町金崎273-3		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		1		西方病院地域連携室 ニシカタ ビョウイン チイキ レンケイ シツ				0282-25-7310		nishikata-renkei@cc9.ne.jp

		承諾 ショウダク		新小山市民病院		0285-36-0200		323-0827		栃木県小山市神鳥谷2251-1 ３２３－０８２７		1		1		3		2		2		2		2		2		2		2		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		2		なし		1		医療相談室保健師 イリョウ ソウダンシツ ホケンシ		多賀谷邦子 タガヤ クニコ		0285-36-0256		soudan@hospital.oyama.tochigi.jp		重症心身障害児（者）の方々の外来診察は随時受け入れておりますが、特に障害児の入院についてはまだ十分に対応できる体制になっておりません。そのため、今回のガイドマップの内容で受け入れ可能な項目が少なく申し訳ありません。相談については、幅広く承っております。 ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ カタガタ ガイライ シンサツ ズイジ ウ イ トク ショウガイジ ニュウイン ジュウブン タイオウ タイセイ コンカイ ナイヨウ ウ イ カノウ コウモク スク モウ ワケ ソウダン ハバヒロ ウケタマワ

		承諾 ショウダク		小山厚生病院		0285-22-1105		323-0031		栃木県小山市八幡町2-10-6		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		2		なし		1		看護師長 カンゴシ チョウ		横家よね子 ヨコ イエ コ		0285-22-1105
0285-24-9890				在宅生活困難者につき当院では入院で対応させていただくことが多いです。 ザイタク セイカツ コンナン シャ トウイン ニュウイン タイオウ オオ

		承諾 ショウダク		石橋総合病院		0285-53-1134		329-0511		栃木県下野市石橋628		1		1		1		1		1		1		1		2		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		1		なし		1		地域医療連携部 チイキ イリョウ レンケイ ブ		（部長）岩崎さゆり ブチョウ イワサキ		0285-53-1134		ishibashi-renkei@yushikai.jp

		承諾 ショウダク		下都賀総合病院		0282-22-2551		328-0044		栃木県栃木市富士見町5-32		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		3		なし		1		医療福祉相談室 イリョウ フクシ ソウダンシツ		MSWが3人おります ニン		0282-22-2551

		承諾 ショウダク		とちの木病院		0282-22-7722		328-0071		栃木県栃木市大町39-5		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		2

		承諾 ショウダク		自治医科大学附属病院　		0285-44-2111		329-0498		下野市薬師寺3311-1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		2		3		2		別紙参照 ベッシ サンショウ		1		地域医療連携部（看護師） チイキ イリョウ レンケイ ブ カンゴシ		黒田　光恵 クロダ ミツエ		0285-44-2111		mazuek@jichi.ac.jp		在宅医療を充実させていただくうえで、往診医や地域の開業医の先生方との連携強化やスタッフの充実が望まれると思います。 ザイタク イリョウ ジュウジツ オウシン イ チイキ カイギョウイ センセイガタ レンケイ キョウカ ジュウジツ ノゾ オモ

		承諾 ショウダク		済生会宇都宮病院		028-626-5500		321-0974		宇都宮市竹林町911-1		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		2		別紙参照 ベッシ サンショウ		1		地域連携課 チイキ レンケイ カ		荻津　守 オギツ カミ		028-626-5500

		承諾 ショウダク		足利赤十字病院		0284-21-0121		326-0843		栃木県足利市五十部町284-1		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		3		1		2		別紙参照 ベッシ サンショウ		1		事務部医事課社会福祉士 ジム ブ イジ カ シャカイ フクシ シ		布施　麻由実 フセ マユミ		0284-20-1307				医療依存度の高い患者様が自宅へ退院する場合、利用できる社会資源が限られており、デイサービスやリハビリテーション、ショートステイなどのサービスを本人、ご家族様のニーズに合わせて利用していただくことが困難なケースが多々あります。（例：家族としては週２回以上リハビリに本人を通わせたいと考えているが、リハビリテーション事業所としては利用者数も多いため、週1回の対応が限度と考えている場合など）今回のアンケート調査を機に、各地域の社会資源の情報を整理し、なるべくニーズに合わせて、多くの方に適切にサービスを利用していただける環境を構築できればと思っております。よろしくお願いいたします。 イリョウ イゾンド タカ カンジャサマ ジタク タイイン バアイ リヨウ シャカイ シゲン カギ ホンニン カゾク サマ ア リヨウ コンナン タタ レイ カゾク シュウ カイイジョウ ホンニン カヨ カンガ ジギョウショ リヨウシャ スウ オオ シュウ カイ タイオウ ゲンド カンガ バアイ コンカイ チョウサ キ カクチイキ シャカイ シゲン ジョウホウ セイリ ア オオ カタ テキセツ リヨウ カンキョウ コウチク オモ ネガ

		承諾 ショウダク		獨協医科大学病院		0282-86-1111		321-0293		下都賀郡壬生町大字北小林880		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		3		2		別紙参照 ベッシ サンショウ		1		地域医療連携センター医療福祉相談室 チイキ イリョウ レンケイ イリョウ フクシ ソウダンシツ				0282-87-2185

		承諾 ショウダク		あしかがの森足利病院		0284-91-0611		326-0011		足利市大沼田町615		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		1		2		別紙参照 ベッシ サンショウ		1		メディカルソーシャルワーカー		福地　哲郎 フクチ テツロウ		0284-91-0611		soudan@hshikagu-hospital.or.jp

		承諾 ショウダク		JCHO　うつのみや病院		028-653-1001		321-0143		宇都宮市南高砂町11-17		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		2

		承諾 ショウダク		菅又病院　		028-676-0311		329-1207		塩谷郡高根沢町花岡2351		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		2										要相談の診療項目につきましては、病院にお電話で問い合わせていただければ対応いたします。小児科の入院対応はしておりません。外来診察につきましては、急性期の管理は困難であることもありますが、状態が安定している場合には相談いただければ可能な限り対応いたします。 ヨウ ソウダン シンリョウ コウモク ビョウイン デンワ ト ア タイオウ ショウニカ ニュウイン タイオウ ガイライ シンサツ キュウセイキ カンリ コンナン ジョウタイ アンテイ バアイ ソウダン カノウ カギ タイオウ

		承諾 ショウダク		那須赤十字病院		0287-23-1122		324-8686		栃木県大田原市中田原1081-4		1		1		3		3		3		1		3		1		3		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		1		4		なし		1		地域医療福祉連携課福祉係長 チイキ イリョウ フクシ レンケイ カ フクシ カカリチョウ		野中美希 ノナカ ミキ		0287-23-1122		renkeika@nasu.jrc.or.jp



												Ｑ1.医療ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する外来診療について、以下の医療行為に対応できますか

												予防接種 ヨボウ セッシュ		一次診療
（経過観察、栄養観察を含む） イチジ シンリョウ ケイカ カンサツ エイヨウ カンサツ フク		経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ		経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ		中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ		酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ		気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ		人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ		尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ		人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ		褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ

										できる		13		13		9		8		7		9		8		8		7		7		7

										できない		3		3		7		8		8		8		8		9		8		8		6

										要相談 ヨウ ソウダン		4		4		4		4		5		3		4		3		5		5		7



												Ｑ２医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する往診及び訪問診療について、以下の医療行為に対応できますか

												予防接種 ヨボウ セッシュ		経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ		経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ		中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ		酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ		気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ		人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ		尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ		人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ		褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ

										できる		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

										できない		19		20		20		20		20		20		20		20		20		20

										要相談 ヨウ ソウダン		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0

										Ｑ3		3.24時間、重症心身障害児（18歳未満）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイジ サイ ミマン イリョウ タイオウ				3.24時間、重症心身障害児（18歳未満）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイジ サイ ミマン イリョウ タイオウ

										できる		4

										できない		14

										要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン		2

										Ｑ4		4.24時間、重症心身障害者（18歳以上）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイシャ サイ イジョウ イリョウ タイオウ				4.24時間、重症心身障害者（18歳以上）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイシャ サイ イジョウ イリョウ タイオウ

										できる		3

										できない		9

										要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン		8

										Ｑ5		5.重症心身障害児（者）のレスパイト入院に対応できますか ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ ニュウイン タイオウ				5.重症心身障害児（者）のレスパイト入院に対応できますか ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ ニュウイン タイオウ

										できる		5

										できない		10

										要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン		5

										Ｑ6		6.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する訪問リハビリテーションを提供していますか イリョウテキ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ホウモン テイキョウ				6.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する訪問リハビリテーションを提供していますか イリョウテキ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ホウモン テイキョウ

										提供している テイキョウ		1

										提供していない テイキョウ		17

										提供していないが対応は可能 テイキョウ タイオウ カノウ		1

										要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン		1

										Ｑ7		7.平成26年度において、以下における長期入院児（6ヶ月以上）の患者数は何名ですか（「原疾患」及び「長期入院理由」について、複数の理由がある場合は、主な理由を選んでください） ヘイセイ ネンド イカ チョウキ ニュウイン ジ ゲツイジョウ カンジャスウ ナンメイ ゲンシッカン オヨ チョウキ ニュウイン リユウ フクスウ リユウ バアイ オモ リユウ エラ				7.平成26年度において、以下における長期入院児（6ヶ月以上）の患者数は何名ですか（「原疾患」及び「長期入院理由」について、複数の理由がある場合は、主な理由を選んでください） ヘイセイ ネンド イカ チョウキ ニュウイン ジ ゲツイジョウ カンジャスウ ナンメイ ゲンシッカン オヨ チョウキ ニュウイン リユウ フクスウ リユウ バアイ オモ リユウ エラ

										Q8		8.重症心身障害児（者）に対する相談窓口はありますか ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ソウダン マドグチ

																1		ある		13

																2		ない		7
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Ｑ7統計



				乳児～2歳 ニュウジ サイ		3歳～6歳 サイ サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13歳～17歳 サイ サイ		18歳以上 サイイジョウ

		気管切開人工呼吸患者 キカン セッカイ ジンコウ コキュウ カンジャ		11		4		8		5		12

		非気管切開人工呼吸患者（NPPV) ヒ キカン セッカイ ジンコウ コキュウ カンジャ		2		0		0		0		1

		気管切開患者 キカン セッカイ カンジャ		2		3		2		0		14

		その他 タ		4		2		2		0		1



		入院期間 ニュウイン キカン		NICU及びGCU オヨ		PICU		その他小児病棟 タ ショウニ ビョウトウ

		6ヶ月以上1年未満 ゲツイジョウ ネン ミマン		9		0		11

		1年以上2年未満 ネンイジョウ ネン ミマン		1		0		10

		2年以上 ネンイジョウ		4		0		154

		原疾患 ゲンシッカン		NICU及びGCU オヨ		PICU		その他小児病棟 タ ショウニ ビョウトウ

		新生児仮死 シンセイジ カシ		2		0		38

		仮死以外の神経、筋疾患 カシ イガイ シンケイ キン シッカン		3		0		48

		事故 ジコ		0		0		4

		先天異常症候群 センテン イジョウ ショウコウグン		11		0		22

		慢性肺疾患、気道病変 マンセイ ハイ シッカン キドウ ビョウヘン		1		0		0

		低出生体重児 テイ シュッセイ タイジュウ ジ		5		0		7

		社会的事情 シャカイテキ ジジョウ		0		0		2

		その他 タ		2		0		44

		長期入院理由 チョウキ ニュウイン リユウ		NICU及びGCU オヨ		PICU		その他小児病棟 タ ショウニ ビョウトウ

		病状が不安定 ビョウジョウ フアンテイ		6		0		30

		療育施設入所待ち リョウイク シセツ ニュウショ マ		0		0		18

		中間施設受入体制の不備 チュウカン シセツ ウケイレ タイセイ フビ		0		0		0

		地域サポートの不備 チイキ フビ		0		0		0

		病院の在宅医療フォロー体制不備 ビョウイン ザイタク イリョウ タイセイ フビ		0		0		0

		家族の受入困難 カゾク ウケイレ コンナン		4		0		127

		家庭環境、経済的理由 カテイ カンキョウ ケイザイテキ リユウ		1		0		5

		在宅準備中 ザイタク ジュンビチュウ		3		0		4

		その他 タ		0		0		1





黒須病院

				乳児～2歳 ニュウジ サイ		3歳～6歳 サイ サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13歳～17歳 サイ サイ		18歳以上 サイイジョウ

		気管切開人工呼吸患者 キカン セッカイ ジンコウ コキュウ カンジャ										1

		非気管切開人工呼吸患者（NPPV) ヒ キカン セッカイ ジンコウ コキュウ カンジャ										0

		気管切開患者 キカン セッカイ カンジャ										3

		その他 タ



		入院期間 ニュウイン キカン		NICU及びGCU オヨ		PICU		その他小児病棟 タ ショウニ ビョウトウ

		6ヶ月以上1年未満 ゲツイジョウ ネン ミマン

		1年以上2年未満 ネンイジョウ ネン ミマン

		2年以上 ネンイジョウ

		原疾患 ゲンシッカン

		新生児仮死 シンセイジ カシ

		仮死以外の神経、筋疾患 カシ イガイ シンケイ キン シッカン

		事故（溺水、交通事故、転落等） ジコ デキスイ コウツウ ジコ テンラク ナド

		先天異常症候群（染色体異常、欠乏奇形症候群、欠乏性代謝異常など） センテン イジョウ ショウコウグン センショクタイ イジョウ ケツボウ キケイ ショウコウグン ケツボウ セイ タイシャ イジョウ

		慢性肺疾患、気道病変 マンセイ ハイ シッカン キドウ ビョウヘン

		低出生体重児 テイ シュッセイ タイジュウ ジ

		社会的事情 シャカイテキ ジジョウ

		その他 タ

		長期入院理由 チョウキ ニュウイン リユウ

		病状が不安定 ビョウジョウ フアンテイ

		療育施設入所待ち リョウイク シセツ ニュウショ マ

		中間施設受入体制の不備 チュウカン シセツ ウケイレ タイセイ フビ

		地域サポートの不備 チイキ フビ

		病院の在宅医療フォロー体制不備 ビョウイン ザイタク イリョウ タイセイ フビ

		家族の受入困難 カゾク ウケイレ コンナン

		家庭環境、経済的理由 カテイ カンキョウ ケイザイテキ リユウ

		在宅準備中 ザイタク ジュンビチュウ

		その他 タ





自治医科大学附属病院

				乳児～2歳 ニュウジ サイ		3歳～6歳 サイ サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13歳～17歳 サイ サイ		18歳以上 サイイジョウ

		気管切開人工呼吸患者 キカン セッカイ ジンコウ コキュウ カンジャ		1

		非気管切開人工呼吸患者（NPPV) ヒ キカン セッカイ ジンコウ コキュウ カンジャ		1

		気管切開患者 キカン セッカイ カンジャ						1				1

		その他 タ		2		1



		入院期間 ニュウイン キカン		NICU及びGCU オヨ		PICU		その他小児病棟 タ ショウニ ビョウトウ

		6ヶ月以上1年未満 ゲツイジョウ ネン ミマン						4

		1年以上2年未満 ネンイジョウ ネン ミマン						2

		2年以上 ネンイジョウ						1

		原疾患 ゲンシッカン

		新生児仮死 シンセイジ カシ

		仮死以外の神経、筋疾患 カシ イガイ シンケイ キン シッカン						3

		事故（溺水、交通事故、転落等） ジコ デキスイ コウツウ ジコ テンラク ナド

		先天異常症候群（染色体異常、欠乏奇形症候群、欠乏性代謝異常など） センテン イジョウ ショウコウグン センショクタイ イジョウ ケツボウ キケイ ショウコウグン ケツボウ セイ タイシャ イジョウ						3

		慢性肺疾患、気道病変 マンセイ ハイ シッカン キドウ ビョウヘン

		低出生体重児 テイ シュッセイ タイジュウ ジ						1

		社会的事情 シャカイテキ ジジョウ

		その他 タ

		長期入院理由 チョウキ ニュウイン リユウ

		病状が不安定 ビョウジョウ フアンテイ						5

		療育施設入所待ち リョウイク シセツ ニュウショ マ						0

		中間施設受入体制の不備 チュウカン シセツ ウケイレ タイセイ フビ						0

		地域サポートの不備 チイキ フビ						0

		病院の在宅医療フォロー体制不備 ビョウイン ザイタク イリョウ タイセイ フビ						0

		家族の受入困難 カゾク ウケイレ コンナン						1

		家庭環境、経済的理由 カテイ カンキョウ ケイザイテキ リユウ						0

		在宅準備中 ザイタク ジュンビチュウ						1

		その他 タ						0





済生会宇都宮病院

				乳児～2歳 ニュウジ サイ		3歳～6歳 サイ サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13歳～17歳 サイ サイ		18歳以上 サイイジョウ

		気管切開人工呼吸患者 キカン セッカイ ジンコウ コキュウ カンジャ						1				2

		非気管切開人工呼吸患者（NPPV) ヒ キカン セッカイ ジンコウ コキュウ カンジャ

		気管切開患者 キカン セッカイ カンジャ

		その他 タ										1



		入院期間 ニュウイン キカン		NICU及びGCU オヨ		PICU		その他小児病棟 タ ショウニ ビョウトウ

		6ヶ月以上1年未満 ゲツイジョウ ネン ミマン						1

		1年以上2年未満 ネンイジョウ ネン ミマン

		2年以上 ネンイジョウ						3

		原疾患 ゲンシッカン

		新生児仮死 シンセイジ カシ						1

		仮死以外の神経、筋疾患 カシ イガイ シンケイ キン シッカン

		事故（溺水、交通事故、転落等） ジコ デキスイ コウツウ ジコ テンラク ナド

		先天異常症候群（染色体異常、欠乏奇形症候群、欠乏性代謝異常など） センテン イジョウ ショウコウグン センショクタイ イジョウ ケツボウ キケイ ショウコウグン ケツボウ セイ タイシャ イジョウ

		慢性肺疾患、気道病変 マンセイ ハイ シッカン キドウ ビョウヘン

		低出生体重児 テイ シュッセイ タイジュウ ジ

		社会的事情 シャカイテキ ジジョウ

		その他 タ						3

		長期入院理由 チョウキ ニュウイン リユウ

		病状が不安定 ビョウジョウ フアンテイ

		療育施設入所待ち リョウイク シセツ ニュウショ マ						3

		中間施設受入体制の不備 チュウカン シセツ ウケイレ タイセイ フビ

		地域サポートの不備 チイキ フビ

		病院の在宅医療フォロー体制不備 ビョウイン ザイタク イリョウ タイセイ フビ

		家族の受入困難 カゾク ウケイレ コンナン

		家庭環境、経済的理由 カテイ カンキョウ ケイザイテキ リユウ

		在宅準備中 ザイタク ジュンビチュウ

		その他 タ						1





足利赤十字病院

				乳児～2歳 ニュウジ サイ		3歳～6歳 サイ サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13歳～17歳 サイ サイ		18歳以上 サイイジョウ

		気管切開人工呼吸患者 キカン セッカイ ジンコウ コキュウ カンジャ

		非気管切開人工呼吸患者（NPPV) ヒ キカン セッカイ ジンコウ コキュウ カンジャ		1

		気管切開患者 キカン セッカイ カンジャ

		その他 タ



		入院期間 ニュウイン キカン		NICU及びGCU オヨ		PICU		その他小児病棟 タ ショウニ ビョウトウ

		6ヶ月以上1年未満 ゲツイジョウ ネン ミマン						1

		1年以上2年未満 ネンイジョウ ネン ミマン

		2年以上 ネンイジョウ

		原疾患 ゲンシッカン

		新生児仮死 シンセイジ カシ

		仮死以外の神経、筋疾患 カシ イガイ シンケイ キン シッカン

		事故（溺水、交通事故、転落等） ジコ デキスイ コウツウ ジコ テンラク ナド

		先天異常症候群（染色体異常、欠乏奇形症候群、欠乏性代謝異常など） センテン イジョウ ショウコウグン センショクタイ イジョウ ケツボウ キケイ ショウコウグン ケツボウ セイ タイシャ イジョウ

		慢性肺疾患、気道病変 マンセイ ハイ シッカン キドウ ビョウヘン

		低出生体重児 テイ シュッセイ タイジュウ ジ

		社会的事情 シャカイテキ ジジョウ

		その他 タ						1

		長期入院理由 チョウキ ニュウイン リユウ

		病状が不安定 ビョウジョウ フアンテイ

		療育施設入所待ち リョウイク シセツ ニュウショ マ

		中間施設受入体制の不備 チュウカン シセツ ウケイレ タイセイ フビ

		地域サポートの不備 チイキ フビ

		病院の在宅医療フォロー体制不備 ビョウイン ザイタク イリョウ タイセイ フビ

		家族の受入困難 カゾク ウケイレ コンナン

		家庭環境、経済的理由 カテイ カンキョウ ケイザイテキ リユウ						1

		在宅準備中 ザイタク ジュンビチュウ

		その他 タ





獨協医科大学病院

				乳児～2歳 ニュウジ サイ		3歳～6歳 サイ サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13歳～17歳 サイ サイ		18歳以上 サイイジョウ

		気管切開人工呼吸患者 キカン セッカイ ジンコウ コキュウ カンジャ		10		1		3

		非気管切開人工呼吸患者（NPPV) ヒ キカン セッカイ ジンコウ コキュウ カンジャ

		気管切開患者 キカン セッカイ カンジャ		2

		その他 タ		2				1



		入院期間 ニュウイン キカン		NICU及びGCU オヨ		PICU		その他小児病棟 タ ショウニ ビョウトウ

		6ヶ月以上1年未満 ゲツイジョウ ネン ミマン		9				4

		1年以上2年未満 ネンイジョウ ネン ミマン						2

		2年以上 ネンイジョウ						4

		原疾患 ゲンシッカン

		新生児仮死 シンセイジ カシ

		仮死以外の神経、筋疾患 カシ イガイ シンケイ キン シッカン		2

		事故（溺水、交通事故、転落等） ジコ デキスイ コウツウ ジコ テンラク ナド

		先天異常症候群（染色体異常、欠乏奇形症候群、欠乏性代謝異常など） センテン イジョウ ショウコウグン センショクタイ イジョウ ケツボウ キケイ ショウコウグン ケツボウ セイ タイシャ イジョウ		10

		慢性肺疾患、気道病変 マンセイ ハイ シッカン キドウ ビョウヘン

		低出生体重児 テイ シュッセイ タイジュウ ジ		5

		社会的事情 シャカイテキ ジジョウ

		その他 タ		2

		長期入院理由 チョウキ ニュウイン リユウ

		病状が不安定 ビョウジョウ フアンテイ		6				2

		療育施設入所待ち リョウイク シセツ ニュウショ マ						15

		中間施設受入体制の不備 チュウカン シセツ ウケイレ タイセイ フビ

		地域サポートの不備 チイキ フビ

		病院の在宅医療フォロー体制不備 ビョウイン ザイタク イリョウ タイセイ フビ

		家族の受入困難 カゾク ウケイレ コンナン

		家庭環境、経済的理由 カテイ カンキョウ ケイザイテキ リユウ		1

		在宅準備中 ザイタク ジュンビチュウ		2				3

		その他 タ





あしかがの森足利病院

				乳児～2歳 ニュウジ サイ		3歳～6歳 サイ サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13歳～17歳 サイ サイ		18歳以上 サイイジョウ

		気管切開人工呼吸患者 キカン セッカイ ジンコウ コキュウ カンジャ				3		4		5		9

		非気管切開人工呼吸患者（NPPV) ヒ キカン セッカイ ジンコウ コキュウ カンジャ										1

		気管切開患者 キカン セッカイ カンジャ				3		1				10

		その他 タ				1		1



		入院期間 ニュウイン キカン		NICU及びGCU オヨ		PICU		その他小児病棟 タ ショウニ ビョウトウ

		6ヶ月以上1年未満 ゲツイジョウ ネン ミマン						1

		1年以上2年未満 ネンイジョウ ネン ミマン		1				6

		2年以上 ネンイジョウ		4				146

		原疾患 ゲンシッカン

		新生児仮死 シンセイジ カシ		2				37

		仮死以外の神経、筋疾患 カシ イガイ シンケイ キン シッカン		1				45

		事故（溺水、交通事故、転落等） ジコ デキスイ コウツウ ジコ テンラク ナド						4

		先天異常症候群（染色体異常、欠乏奇形症候群、欠乏性代謝異常など） センテン イジョウ ショウコウグン センショクタイ イジョウ ケツボウ キケイ ショウコウグン ケツボウ セイ タイシャ イジョウ		1				19

		慢性肺疾患、気道病変 マンセイ ハイ シッカン キドウ ビョウヘン		1

		低出生体重児 テイ シュッセイ タイジュウ ジ						6

		社会的事情 シャカイテキ ジジョウ						2

		その他 タ						40

		長期入院理由 チョウキ ニュウイン リユウ

		病状が不安定 ビョウジョウ フアンテイ						23

		療育施設入所待ち リョウイク シセツ ニュウショ マ

		中間施設受入体制の不備 チュウカン シセツ ウケイレ タイセイ フビ

		地域サポートの不備 チイキ フビ

		病院の在宅医療フォロー体制不備 ビョウイン ザイタク イリョウ タイセイ フビ

		家族の受入困難 カゾク ウケイレ コンナン		4				126

		家庭環境、経済的理由 カテイ カンキョウ ケイザイテキ リユウ						4

		在宅準備中 ザイタク ジュンビチュウ		1

		その他 タ





管理

		1/15/16		09:30～11:30		120

		1/16/16		19:30～22:00		150

		1/19/16		16:20～17：30		70

		1/28/16		17：30～18:30		60

				22:30～23：30		60

				11：30～13:30		120

		1/30/16		12:00～14：30		150

		1/31/16		15：30～17：45		135

		2/1/16		16：00～18：00		120

		2/1/16		23：30～0：40		70
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相談支援事業所一覧表

		市区郡 シク グン		事業所名 ジギョウショ メイ		電話番号 デンワ バンゴウ		FAX番号 バンゴウ		郵便番号 ユウビンバンゴウ		所在地 ショザイチ		訪問可能な主な市町村 ホウモン カノウ オモ シチョウソン

		足利市 アシカガシ		特定相談支援センターはじめ		0284-22-4561		0284-22-4562		326-0143		足利市葉鹿町735-1		足利市 アシカガシ

		足利市 アシカガシ		足利障害者相談支援センター		0284-44-0307		0284-44-0318		326-0064		足利市東砂原後町1072		足利市、佐野市 アシカガシ サノシ

		足利市 アシカガシ		足利ケアサービス		0284-21-7630		0284-21-3109		326-0843		足利市五十部町809-3		足利市、佐野市、太田市 アシカガシ サノシ オオタシ

		足利市 アシカガシ		障害者相談支援センターフォレスト		0284-91-1816		0284-91-2867		326-0011		足利市大沼田町615		足利市及び近隣市町村 アシカガシ オヨ キンリン シチョウソン

		足利市 アシカガシ		相談支援事業所こころみ		0284-41-5039		0284-43-2665		326-0061		足利市田島町611-2

		宇都宮市 ウツノミヤシ		相談支援事業所ポンテ		028-652-7288		028-652-6355		321-0341		宇都宮市古賀志町1964-12		宇都宮、鹿沼、日光、壬生 ウツノミヤ カヌマ ニッコウ ミブ

		宇都宮市 ウツノミヤシ		うつのみや		028-632-6074		028-632-6075		320-0861		宇都宮市西2-1-7		宇都宮市 ウツノミヤシ

		宇都宮市 ウツノミヤシ		サポートセンターきりん		028-612-3838		028-678-3257		321-0905		宇都宮市平出工業団地43-100 ウツノミヤシ ヒライデコウギョウダンチ		宇都宮市 ウツノミヤシ

		宇都宮市 ウツノミヤシ		サポートセンターとみや生活支援センター		028-665-8230		028-665-8230		321-2116		宇都宮市徳次郎町540		宇都宮市 ウツノミヤシ

		宇都宮市 ウツノミヤシ		サポートセンターひばり		028-670-0330		028-667-7315		321-3236		宇都宮市竹下町435-159		宇都宮市 ウツノミヤシ

		宇都宮市 ウツノミヤシ		相談支援センターネクスト		080-8854-9551		028-612-7174		320-0034		宇都宮市泉町6-25		宇都宮市 ウツノミヤシ

		宇都宮市 ウツノミヤシ		特定相談支援事業所やすらぎ		028-650-7727		028-650-7728		320-0011		宇都宮市富士見が丘3－19－20		宇都宮市 ウツノミヤシ

		宇都宮市 ウツノミヤシ		障がい者生活支援センターこぶし		028-680-5746		028-688-0214		321-0126		宇都宮市茂原町837-1		宇都宮市、上三川町 ウツノミヤシ カミノカワマチ

		大田原市 オオタワラシ		相談支援事業所つばさ		0287-53-7393		0287-53-7394		324-0044		大田原市親園824-1		大田原市、那須塩原市、那須烏山市、矢板市、さくら市、那須町、塩谷町、高根沢町 オオタワラシ ナスシオバラシ ナスカラスヤマシ ヤイタシ シ ナスマチ シオ タニ マチ タカネザワマチ

		大田原市 オオタワラシ		相談支援事業所とまり木		0287-54-2854		0287-54-2230		324-0231		大田原市北野上3952		大田原市、那須塩原市、那須町 オオタワラシ ナスシオバラシ ナスマチ

		小山市 オヤマシ		相談支援事業所わくわくおやま		0285-24-6575		0285-20-0255		323-0022		小山市駅東通り3-9-6		小山市 オヤマシ

		小山市 オヤマシ		友井タクシー介護ステーションふれあい		0285-30-0840		0285-30-0844		323-0025		小山市城山町2丁目12-25		小山市 オヤマシ

		小山市 オヤマシ		相談支援事業所おやま		0285-22-1833		0285-22-8946		323-0014		小山市喜沢660		小山市、下野市 オヤマシ シモノ シ

		小山市 オヤマシ		社会就労センターえいぶるの里 シャカイ シュウロウ サト		0285-22-4561		0285-22-4581		323-0003		小山市東島田2403-2		小山市、下野市、上三川町、野木町、結城市、古河市、筑西市 オヤマシ シモノ シ カミノカワマチ ノギマチ ユウキシ コガシ ツク ニシ シ

		小山市 オヤマシ		はつらつサロン南天相談支援事業所		0285-22-4659		0285-38-6529		323-0027		小山市花垣町2-3-19		小山市、栃木市 オヤマシ トチギシ

		小山市 オヤマシ		相談支援事業所みどり		0285-45-8362		0285-45-8397		329-0214		小山市乙女786-1		小山市、栃木市、古河市、結城市 オヤマシ トチギシ コガシ ユウキシ

		上三川町 カミノカワマチ		上三川障がい児・者生活相談支援センター		0285-38-6854		0285-38-6841		329-0611		上三川町上三川5082-15		上三川町 カミノカワマチ

		さくら市 シ		障がい者支援センターにんべん		028-686-2539		028-686-2584		329-1417		さくら市フィオーレ喜連川5-2-1　フィオーレガーデン1-102		さくら市 シ

		佐野市 サノシ		社会福祉法人とちのみ会　こなかの森 シャカイ フクシ ホウジン カイ モリ		0283-24-5757		0283-24-6294		327-0001		佐野市小中町1280		佐野市、足利市 サノシ アシカガシ

		佐野市 サノシ		さの社協相談支援センターほっぷ		0283-22-8152		0283-22-8199		327-0003		佐野市大橋町3212-27		佐野市全域 サノシ ゼンイキ

		下野市 シモノ シ		南栃木支援センター相談支援		0285-44-6118		0285-44-7215		329-0412		下野市柴1432-105		下野市、小山市、壬生町 シモノ シ オヤマシ ミブマチ

		下野市 シモノ シ		下野市相談支援事業所 こばと		0285-44-6783		0285-44-6783		329-0414		下野市小金井1146-6		下野市、上三川町 シモノ シ カミノカワマチ

		高根沢町 タカネザワマチ		高根沢町障害児者生活支援センターすまいる タカネザワマチ		028-612-2751		028-612-2752		329-1225		塩谷郡高根沢町石末1825　福祉センター内 シオヤグン タカネザワマチ イシヅエ フクシ ナイ		高根沢町 タカネザワマチ

		高根沢町 タカネザワマチ		障害者相談支援センターいぶき		028-678-3502		028-676-3501		329-1216		塩谷郡高根沢町桑窪2266-2		高根沢町 タカネザワマチ

		栃木市 トチギシ		相談支援事業所わらしべの家		0282-27-1627		0282-27-1675		328-0011		栃木市大宮町2708-3		栃木市 トチギシ

		栃木市 トチギシ		相談支援センターぴあん ソウダン シエン		0282-31-1755		0282-31-2919		328-0067		栃木市皆川城内町333-2		栃木市、小山市 トチギシ オヤマシ

		栃木市 トチギシ		相談支援事業所「ピュア」		0282-31-3911		0282-31-3912		328-0133		栃木市大森町465		栃木市、鹿沼市、佐野市、小山市、壬生町 トチギシ カヌマシ サノシ オヤマシ ミブマチ

		栃木市 トチギシ		相談支援ウエイブ		0282-23-4465		0282-23-4465		328-0012		栃木市平柳町1-2-7		栃木市、壬生町 トチギシ ミブマチ

		栃木市 トチギシ		もくせいの里		0282-43-0593		0282-43-1387		329-4405		栃木市大平町西山田1198		栃木市内 トチギシナイ

		那須町 ナスマチ		障がい者相談支援事業所ケアサプライ		0287-73-5312		0287-73-5311		329-3221		那須郡那須町漆塚762-102 ナスグン ナスマチ ウルシツカ		白河市、那須町、那須塩原市、大田原市 シラカワシ ナスマチ ナスシオバラシ オオタワラシ

		那須塩原市 ナスシオバラ シ		相談支援事業所テトテ		0287-36-7171		0287-36-7181		329-2732		那須塩原市一区町251-1		那須塩原市（大田原、矢板、那須町、那珂川町、烏山） ナスシオバラ シ オオタワラ ヤイタ ナスマチ ナカガワマチ カラスヤマ

		那須塩原市 ナスシオバラ シ		相談支援事業のぞみ		0287-65-2288		0287-65-2282		329-3152		那須塩原市上中野53		那須塩原市、大田原市、那須町 ナスシオバラ シ オオタワラシ ナスマチ

		那須塩原市 ナスシオバラ シ		相談支援事業所　空		0287-73-8165		0287-73-8165		329-3157		那須塩原市大原間西1-19-9		那須塩原市、大田原市、那須町 ナスシオバラ シ オオタワラシ ナスマチ

		那須塩原市 ナスシオバラ シ		指定特定相談支援事業所あじさい		0287-60-3361		0287-60-3362		325-0034		那須塩原市東原166		那須塩原市、那須町 ナスシオバラ シ ナスマチ

		野木町 ノギマチ		さわやか相談支援センター		0280-57-4884		0280-57-4994		329-0112		野木町南赤塚1145-1		小山市、野木町、古河市、栃木市 オヤマシ ノギマチ コガシ トチギシ

		芳賀郡 ハガ グン		相談支援センター光輝舎		0285-70-2020		0285-72-8222		321-4105		芳賀郡益子町北中1113-1		芳賀郡、真岡市等 ハガ グン モオカシ ナド

		芳賀郡 ハガ グン		相談支援センターみさと		0285-72-9767				321-4104		芳賀郡益子町大沢2800-5		芳賀郡内（真岡市、益子町、市貝町、芳賀町、茂木町） ハガ グンナイ モオカシ マシコ チョウ イチ ガイ マチ ハガマチ モギマチ

		真岡市 モオカシ		相談支援センターのどか　真岡センター		0285-81-5890		0285-85-8452		321-4305		真岡市荒町111-1		真岡市、芳賀町、市貝町、益子町、茂木町 モオカシ ハガマチ イチガイ マチ マシコ チョウ モギ マチ

		真岡市 モオカシ		真岡介護センター		0285-80-5200		0285-80-5211		321-4361		真岡市並木町1-8-1　シティ並木102 ナミキ		真岡市、芳賀町南部、市貝町南部、益子町西部、上三川東部 モオカシ ハガマチ ナンブ イチ ガイ チョウ ナンブ マシコ チョウ セイブ カミノカワ トウブ

		壬生町 ミブマチ		指定障害者相談支援事業所あるしぇん		0282-86-7665		0282-21-7109		321-0201		下都賀郡壬生町安塚2032 シモツガグン ミブマチ ヤスヅカ		壬生町 ミブマチ





訪問看護事業所一覧表

		市区郡 シク グン		事業所名 ジギョウショ メイ		電話番号 デンワ バンゴウ		FAX番号 バンゴウ		郵便番号 ユウビンバンゴウ		所在地 ショザイチ		訪問可能な主な市町村 ホウモン カノウ オモ シチョウソン

		足利市 アシカガシ		あおい訪問看護ステーション		0284-73-9456		0284-72-7600		326-0831		足利市堀込町2556 セレッソ・コート1階		足利市とその周辺（佐野市、館林市、巴楽町、太田市、桐生市） アシカガシ シュウヘン サノシ タテバヤシシ トモエ ラク マチ オオタシ キリュウシ				足利市 アシカガシ		2

		足利市 アシカガシ		ライフ訪問看護リハビリテーション		0284-64-8799		0284-64-8335		326-0831		足利市堀込町2656-7　ASKビル301号		足利市、佐野市、館林市、邑楽郡、太田市、桐生市 アシカガシ サノシ タテバヤシシ オウラ グン オオタシ キリュウシ				宇都宮市 ウツノミヤシ		7

		宇都宮市 ウツノミヤシ		ＷＡＤＥＷＡＤＥ訪問看護ステーション		028-666-5420		028-666-5460		321-0923		宇都宮市下栗町2913-1 ウツノミヤシ シモグリマチ		宇都宮市、上三川町、 ウツノミヤシ カミノカワマチ				大田原市 オオタワラシ		4

		宇都宮市 ウツノミヤシ		訪問看護ステーションここあ		028-600-3735		028-600-3736		321-2116		宇都宮市徳次郎町998-9 ウツノミヤシ トクジロウマチ		宇都宮市、日光市、 ウツノミヤシ ニッコウシ				小山市 オヤマシ		3

		宇都宮市 ウツノミヤシ		訪問看護ステーションうつのみや		028-612-6103		028-612-6104		320-0852		宇都宮市下砥上町字並塚643番地1		宇都宮市、壬生町 ウツノミヤシ ミブマチ				鹿沼市 カヌマシ		1

		宇都宮市 ウツノミヤシ		訪問看護ステーションあるく		028-643-5586		028-678-8796		320-0036		宇都宮市小幡2-6-14 		宇都宮市 ウツノミヤシ				さくら市 シ		1

		宇都宮市 ウツノミヤシ		訪問看護ステーション風		028-612-1333		028-612-1384		321-0117		宇都宮市城南3丁目5-6		宇都宮、鹿沼、下野、壬生 ウツノミヤ カヌマ シモノ ミブ				佐野市 サノシ		2

		宇都宮市 ウツノミヤシ		訪問看護ステーションほっと		028-626-5739		028-625-8201		321-0974		宇都宮市竹林町958		宇都宮市 ウツノミヤシ				下野市 シモツケシ		1

		宇都宮市 ウツノミヤシ		宮の橋訪問看護ステーション		028-635-9839		028-635-9839		321-0963		宇都宮市南大通り1-1-23		宇都宮市 ウツノミヤシ				高根沢町 タカネザワマチ		1

		大田原市 オオタワラシ		訪問看護ステーションゆりの木		0287-47-5123		0287-47-5124		324-0028		大田原市山の手1-1-7 ヤマ テ		大田原市、那須塩原市、那珂川町 オオタワラシ ナスシオバラ シ ナカガワマチ				栃木市 トチギシ		1

		大田原市 オオタワラシ		とちぎ訪問看護ステーションくろばね		0287-54-0507		0287-54-0580		324-0241		大田原市黒羽向町142番地		大田原市、那須塩原市、那須町、那珂川町 オオタワラシ ナスシオバラ シ ナスマチ ナカガワマチ				那須烏山市 ナスカラスヤマシ		1

		大田原市 オオタワラシ		さくら訪問看護ステーション		0287-29-3252		0287-29-3252		324-0058		大田原市紫塚3-2633-10		大田原市、那須塩原市、矢板市 オオタワラシ ナスシオバラ シ ヤイタ シ				那須塩原市 ナスシオバラ シ		1

		大田原市 オオタワラシ		那須赤十字訪問看護ステーション		0287-23-8866		0287-23-8903		324-8686		大田原市中田原1081-4		大田原市、那須塩原市（一部を除く） オオタワラシ ナスシオバラ シ イチブ ノゾ				野木町 ノギマチ		1

		小山市 オヤマシ		とちぎ訪問看護ステーションおやま		0285-39-8602		0285-39-8607		323-0827		小山市神鳥谷2251-7 オヤマシ ヒトトノヤ		小山市、下野市（南部）、野木町（北部） オヤマシ シモノ シ ナンブ ノギ マチ ホクブ				壬生町 ミブマチ		1

		小山市 オヤマシ		わくわく訪問看護ステーションおやま		0285-24-6575		0285-20-0255		323-0022		小山市駅東通り3-9-6		小山市、結城市（茨城県）、下野市の一部、栃木市（PTのみ） オヤマシ ユウキシ イバラキケン シモノ シ イチブ トチギシ				真岡市 モオカシ		1

		小山市 オヤマシ		訪問看護ステーションみどり		0285-45-8362		0285-45-8397		329-0214		小山市乙女786-1		小山市、栃木市、古河市、結城市 オヤマシ トチギシ コガシ ユウキシ						28

		鹿沼市 カヌマシ		鹿沼訪問看護ステーション		0289-60-5650		0289-60-1687		322-0021		鹿沼市上野町320-3高橋ビル1階103号室		鹿沼市、旧宇都宮市、旧今市市、壬生町、西片町 カヌマシ キュウ ウツノミヤシ キュウ イマイチシ ミブマチ ニシカタマチ

		さくら市 シ		訪問看護ステーション卯の郷		028-682-7770		028-682-7766		329-1311		さくら市氏家2650番地		さくら市（周辺15ｋｍ以内）、塩谷町、那須烏山市、宇都宮市、高根沢町 シ シュウヘン イナイ シオヤ マチ ナスカラスヤマシ ウツノミヤシ タカネザワ マチ

		佐野市 サノシ		訪問看護ステーションマザーの家		0283-85-7771		0283-85-7772		327-0504		佐野市中町942-1		佐野市 サノシ

		佐野市 サノシ		訪問看護ステーション佐野		0283-86-7013		0283-86-7031		327-0847		佐野市天神町774-22 メープルハイツ101号室		足利市、佐野市、栃木市（旧岩船市） アシカガシ サノシ トチギシ キュウ イワフネ シ

		下野市 シモツケシ		訪問看護ステーション石橋		0285-52-2293		0285-52-2268		329-0511		下野市石橋628番地		下野市、上三川町、壬生町、宇都宮市（部） シモノ シ カミノカワマチ ミブマチ ウツノミヤシ ブ

		高根沢町 タカネザワ マチ		訪問看護ステーションたかねざわ		028-680-1701		028-680-1702		329-1233		塩谷郡高根沢町宝積寺2426-8 		高根沢町、さくら市、那須烏山市、芳賀町、市貝町、茂木町、益子町、宇都宮市 タカネザワマチ シ ナスカラスヤマシ ハガ マチ イチ カイ チョウ モギマチ マシコ チョウ ウツノミヤシ

		栃木市 トチギシ		訪問看護ステーションオリーブ		0282-27-8414		0282-27-8415		328-0027		栃木市今泉町1丁目17番29号		栃木市、小山市、下野市、壬生町 トチギシ オヤマシ シモノ シ ミブ マチ

		那須烏山市 ナスカラスヤマシ		訪問看護ステーションあい		0287-83-8035		0287-83-8222		321-0628		那須烏山市金井2-5-9 ベンチャープラザ7号室 ゴウシツ		那須烏山市、那珂川町、茂木町、一貝町 ナスカラスヤマシ ナカガワマチ モギマチ イチ ガイ マチ

		那須塩原市 ナスシオバラ シ		マロニエ訪問看護ステーション		0287-37-6322		0287-39-3305		329-2763		那須塩原市井口537-3 にしなすの総合在宅ケアセンター内		那須塩原市、那須町、大田原市　リハビリのみ→那珂川町訪問可能 ナスシオバラ シ ナスマチ オオタワラシ ナカガワ マチ ホウモン カノウ

		野木町 ノギマチ		訪問看護ステーションたんぽぽ		0280-57-1888		0280-57-3819		329-0101		下都賀郡野木町友沼5119-12		野木町、小山市、旧藤岡町 ノギマチ オヤマシ キュウ フジオカマチ

		壬生町 ミブマチ		とちぎ訪問看護ステーションみぶ		0282-82-7262		0282-82-7260		321-0218		下都賀郡壬生町落合1-18-12		上三川町、下野市、壬生町、宇都宮 カミノカワマチ シモノ シ ミブ チョウ ウツノミヤ

		真岡市 モオカシ		芳賀赤十字訪問看護ステーション		0285-84-8266		0285-84-8266		321-4306		真岡市台町2461		芳賀郡全域（真岡市、益子町、芳賀町、茂木町） ハガ グン ゼンイキ モオカシ マシコマチ ハガマチ モギ マチ





診療所一覧表

		市区郡 シク グン		診療所名 シンリョウジョ メイ		電話番号 デンワ バンゴウ		郵便番号 ユウビンバンゴウ		所在地 ショザイチ

		足利市 アシカガシ		山浦内科医院		0284-21-6653 		326-0843		足利市五十部町1256-5

		足利市 アシカガシ		あいファミリィクリニック足利 アシカガ		0284-22-3788		329-4213		足利市寺岡町505-1

		足利市 アシカガシ		かしま産婦人科 サンフジンカ		0284-65-0341		326-0844		足利市鹿島町501-1

		足利市 アシカガシ		くさの小児科		0284-73-7000		326-0335		足利市上渋垂町338-3

		足利市 アシカガシ		すながクリニック		0284-44-7211		326-0015		足利市八椚町494-1　

		宇都宮市 ウツノミヤシ		医療法人　亀田内科		028-633-2884		320-0812		宇都宮市一番町1-28

		宇都宮市 ウツノミヤシ		越戸クリニック		028-660-6190		321-0951		宇都宮市越戸町139-6

		宇都宮市 ウツノミヤシ		福田こどもクリニック		028-659-8850		320-0852		宇都宮市下砥上町1545-20

		宇都宮市 ウツノミヤシ		きくちクリニック		028-683-3387		321-0903		宇都宮市下平出町614-2

		宇都宮市 ウツノミヤシ		てらもと小児科		028-650-6636		321-0975		宇都宮市関堀町971-6

		宇都宮市 ウツノミヤシ		あおい内科小児科ｸﾘﾆｯｸ		028-663-6000		321-0973		宇都宮市岩曽町1086-1

		宇都宮市 ウツノミヤシ		桜井消化器科・内科		028-643-0870		320-0073		宇都宮市細谷1-7-38

		宇都宮市 ウツノミヤシ		鈴木内科クリニック		028-655-1229		321-0139		宇都宮市若松原2-4-19

		宇都宮市 ウツノミヤシ		大根田内科医院		028-624-6322		320-0072		宇都宮市若草3-4-22

		宇都宮市 ウツノミヤシ		てらだファミリークリニック		028-654-2188		321-0132		宇都宮市雀の宮5-5-1

		宇都宮市 ウツノミヤシ		清原台こどもクリニック キヨハラ ダイ		028-305-6017		321-3223		宇都宮市清原台2-4-14

		宇都宮市 ウツノミヤシ		森田医院		028-633-1573		320-0861		宇都宮市西3-5-8

		宇都宮市 ウツノミヤシ		こどもヶ丘診療所		028-615-1077		321-0151		宇都宮市西川田町183-21

		宇都宮市 ウツノミヤシ		有村小児科医院		028-656-7207		321-0912		宇都宮市石井町3128-11

		宇都宮市 ウツノミヤシ		いちはらファミリークリニック		028-612-8350		321-0414		宇都宮市中里町322

		宇都宮市 ウツノミヤシ		豊郷中央渡辺内科　		028-622-8900		320-0004		宇都宮市長岡町1217-5

		宇都宮市 ウツノミヤシ		宇都宮市子ども発達センター診療所 ウツノミヤシ コ ハッタツ シンリョウジョ		028-647-4720		320-0851		宇都宮市鶴田町970-1

		宇都宮市 ウツノミヤシ		梅園医院		028-633-2869		320-0035		宇都宮市伝馬町3-28

		宇都宮市 ウツノミヤシ		片山医院		028-661-9764		321-0944		宇都宮市東峰町3008-21

		宇都宮市 ウツノミヤシ		冨塚メデｲカルクリニック		028-666-2555		321-2116		宇都宮市徳次郎町888

		宇都宮市 ウツノミヤシ		豊郷台クリニック ユタカ ゴウ ダイ		028-643-8998		320-0003		宇都宮市豊郷台2-21-3

		宇都宮市 ウツノミヤシ		みやの杜クリニック　		028-683-7811		321-0904		宇都宮市陽東2-4-5

		宇都宮市 ウツノミヤシ		医療法人　赤羽病院		028-661-5446		321-0904		宇都宮市陽東7-2-2

		大田原市 オオタワラシ		くろばね齋藤醫院		0287-54-0031		324-0233		大田原市黒羽田町612

		大田原市 オオタワラシ		さいとうハート＆キッズクリニック		0287-53-7979		324-0043		大田原市浅香1-4-3

		大田原市 オオタワラシ		あさかクリニック		0287-22-2601		324-0043		大田原市浅香3-3711

		小山市 オヤマシ		神鳥谷クリニック		0285-22-7700		323-0827		小山市神鳥谷1-19-1

		小山市 オヤマシ		小山すぎの木クリニック		0285-30-3456		323-0806		小山市中久喜1131-1

		小山市 オヤマシ		おおきこどもクリニック		0285-41-0025 		329-0207		小山市美しが丘3-35-3

		鹿沼市 カヌマシ		小川こどもクリニック		0289-74-5421		322-0027		鹿沼市貝島町5006-2

		鹿沼市 カヌマシ		飯岡小児科		0289-65-3257		322-0074		鹿沼市日吉町569-2

		鹿沼市 カヌマシ		小松医院		0289-60-5515		322-0064		鹿沼市文化橋町2300-1

		鹿沼市 カヌマシ		いとうこどもクリニック		0289-63-5566		322-0025		鹿沼市緑町2-2-29

		上三川 カミノカワ		やの小児科医院		0285-56-0280		329-0611		河内郡上三川町上三川3446-3

		さくら市 シ		仲嶋医院		028-681-7755		329-1311		さくら市氏家3245-17

		佐野市 サノシ		稲毛クリニック		0283-25-2566		327-0103		佐野市石塚町893-1

		佐野市 サノシ		こばやしファミリークリニック		0283-85-9900		327-0311		佐野市多田町566

		佐野市 サノシ		坪水医院		0283-62-0265		327-0312		佐野市栃本町2241

		佐野市 サノシ		緑の屋根診療所		0283-20-2577		327-0843		佐野市堀米町1348-5

		佐野市 サノシ		キッズクリニックはせがわ		0283-27-0200		327-0843		佐野市堀米町3946-6

		下野市 シモノ シ		グリムこどもクリニック		0285-51-1515		329-0502		下野市下古山2-6-17

		下野市 シモノ シ		にじいろこども診療所 シンリョウジョ		0285-44-7716		329-0414		下野市小金井4-1-1

		下野市 シモノ シ		角田内科医院		0285-53-5665 		329-0511		下野市石橋549

		下野市 シモノ シ		佐藤内科		0285-53-1305		329-0511		下野市石橋839-14

		下野市 シモノ シ		おかべこどもクリニック		0285-40-7300 		329-0433		下野市緑5-17-12

		高根沢町 タカネザワマチ		にいたに内科　		028-675-6515		329-1231		塩谷郡高根沢町宝石台 3-3-19

		栃木市 トチギシ		熊倉医院		0282-55-8425		329-4316		栃木市岩舟町新里180-1 トチギシ

		栃木市 トチギシ		竹田内科小児科クリニック		0282-29-1233		328-0011		栃木市大宮町52番地

		栃木市 トチギシ		田村医院		0282-43-3368		329-4423		栃木市大平町西水代1835-1

		栃木市 トチギシ		小森谷内科医院		0282-43-7327		329-4404		栃木市大平町富田4003-8

		栃木市 トチギシ		持田医院		0282-67-3661		329-0319		栃木市藤岡町中根115-5

		栃木市 トチギシ		腰塚医院		0282-62-2072		323-1104		栃木市藤岡町藤岡1845-10

		栃木市 トチギシ		よこやま内科小児科クリニック		0282-24-8102		328-0075		栃木市箱森町38-70

		栃木市 トチギシ		サンレディースクリニック		0282-24-3541		328-0024		栃木市樋ノ口町504-1

		栃木市 トチギシ		桜井こどもクリニック		0282-24-5987		328-0034		栃木市本町16-9

		栃木市 トチギシ		さいとう小児科 ショウニカ		0282-22-0757 		328-0015		栃木市万町30番16号

		那珂川町 ナカガワマチ		佐藤医院		0287-96-2841		324-0501		那須郡那珂川町小川2960-1

		那珂川町 ナカガワマチ		飯塚医院		0287-92-2034		324-0613		那須郡那珂川町馬頭484-3

		那珂川町 ナカガワマチ		立花医院		0287-72-0311		325-0003		那須郡那須町寺子乙3967-190

		那須塩原市 ナスシオバラ シ		中川医院 ナカガワ イイン		0287-62-0040		325-0057		那須塩原市黒磯幸町6-27

		那須塩原市 ナスシオバラ シ		さいとうクリニック		0287-39-1805		329-2724		那須塩原市西幸町7-13

		那須塩原市 ナスシオバラ シ		みずぬまクリニック		0287-39-1581		329-2751		那須塩原市東三島2-80-6

		日光市 ニッコウシ		吉原医院		0288-21-0161		321-1261		日光市今市826-4

		日光市 ニッコウシ		木村内科医院		0288-22-7880		321-1264		日光市瀬尾497-1

		益子町 マシコマチ		鈴木医院		0285-72-2032		321-4217		益子町益子1747-2

		壬生町 ミブマチ		小倉医院		0282-82-0057		321-0227		壬生町通町10-5

		壬生町 ミブマチ		大橋内科クリニック		0282-82-8522		321-0219		壬生町福和田1003-1

		壬生町 ミブマチ		かとう小児科 ショウニカ		0282-82-7576		321-0218		壬生町落合3-7-30

		真岡市 モオカシ		ひがのクリニック		0285-74-0051 		321-4521		真岡市久下田941-1

		真岡市 モオカシ		小林診療所		0285-82-3873		321-4369		真岡市熊倉3-10-7

		真岡市 モオカシ		西真岡こどもクリニック		0285-81-7900		321-4341		真岡市高勢町3-205-1

		真岡市 モオカシ		田井の里クリニック		0285-81-6502		321-4301		真岡市西田井内外748-2

		真岡市 モオカシ		深谷医院 フカヤ イイン		0285-75-0007 		321-4502		真岡市物井1268-7

		茂木町 モギマチ		吉永医院		0285-63-2303		321-3564		茂木町増井190-1





病院一覧表

		市区郡 シク グン		診療所名 シンリョウジョ メイ		電話番号 デンワ バンゴウ		郵便番号 ユウビンバンゴウ		所在地 ショザイチ																																																						相談窓口 ソウダン マドグチ		部署名・職名 ブショ メイ ショクメイ		ご担当者氏名 タントウシャ シメイ		連絡先TEL レンラクサキ		連絡先MAIL レンラクサキ

		足利市 アシカガシ		あしかがの森足利病院		0284-91-0611		326-0011		足利市大沼田町615		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		1		2		別紙参照 ベッシ サンショウ		有		メディカルソーシャルワーカー		福地　哲郎 フクチ テツロウ		0284-91-0611		soudan@hshikagu-hospital.or.jp

		足利市 アシカガシ		足利赤十字病院		0284-21-0121		326-0843		足利市五十部町284-1		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		3		1		2		別紙参照 ベッシ サンショウ		有		事務部医事課社会福祉士 ジム ブ イジ カ シャカイ フクシ シ		布施　麻由実 フセ マユミ		0284-20-1307

		宇都宮市 ウツノミヤシ		済生会宇都宮病院		028-626-5500		321-0974		宇都宮市竹林町911-1		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		2		別紙参照 ベッシ サンショウ		有		地域連携課 チイキ レンケイ カ		荻津　守 オギツ カミ		028-626-5500

		宇都宮市 ウツノミヤシ		JCHO　うつのみや病院		028-653-1001		321-0143		宇都宮市南高砂町11-17		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		無

		大田原市 オオタワラシ		那須赤十字病院		0287-23-1122		324-8686		大田原市中田原1081-4		1		1		3		3		3		1		3		1		3		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		1		4		なし		有		地域医療福祉連携課福祉係長 チイキ イリョウ フクシ レンケイ カ フクシ カカリチョウ		野中 美希 ノナカ ミキ		0287-23-1122		renkeika@nasu.jrc.or.jp

		小山市 オヤマシ		新小山市民病院		0285-36-0200		323-0827		小山市神鳥谷2251-1 オヤマシ ヒトトノヤ		1		1		3		2		2		2		2		2		2		2		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		2		なし		有		医療相談室保健師 イリョウ ソウダンシツ ホケンシ		多賀谷 邦子 タガヤ クニコ		0285-36-0256		soudan@hospital.oyama.tochigi.jp

		小山市 オヤマシ		小山厚生病院		0285-22-1105		323-0031		小山市八幡町2-10-6		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		2		なし		有		看護師長 カンゴシ チョウ		横家 よね子 ヨコ イエ コ		0285-22-1105
0285-24-9890

		下野市 シモツケシ		自治医科大学附属病院　		0285-44-2111		329-0498		下野市薬師寺3311-1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		2		3		2		別紙参照 ベッシ サンショウ		有		地域医療連携部（看護師） チイキ イリョウ レンケイ ブ カンゴシ		黒田　光恵 クロダ ミツエ		0285-44-2111		mazuek@jichi.ac.jp

		下野市 シモツケシ		石橋総合病院		0285-53-1134		329-0511		下野市石橋628		1		1		1		1		1		1		1		2		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		1		なし		有		地域医療連携部 チイキ イリョウ レンケイ ブ		(部長)岩崎 さゆり ブチョウ イワサキ		0285-53-1134		ishibashi-renkei@yushikai.jp

		高根沢町 タカネザワマチ		菅又病院　		028-676-0311		329-1207		塩谷郡高根沢町花岡2351		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		無

		栃木市 トチギシ		とちの木病院		0282-22-7722		328-0071		栃木市大町39-5		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		無

		栃木市 トチギシ		下都賀総合病院		0282-22-2551		328-0044		栃木市富士見町5-32		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		3		なし		有		医療福祉相談室 イリョウ フクシ ソウダンシツ		MSWが3人おります ニン		0282-22-2551

		栃木市 トチギシ		西方病院		0282-92-2323		322-0601		栃木市西方町金崎273-3 トチギシ		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		有		西方病院地域連携室 ニシカタ ビョウイン チイキ レンケイ シツ				0282-25-7310		nishikata-renkei@cc9.ne.jp

		壬生町 ミブマチ		獨協医科大学病院		0282-86-1111		321-0293		下都賀郡壬生町大字北小林880		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		3		2		別紙参照 ベッシ サンショウ		有		地域医療連携センター医療福祉相談室 チイキ イリョウ レンケイ イリョウ フクシ ソウダンシツ				0282-87-2185
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相談支援事業所

		Ｑ1.貴施設について、お伺いいたします キ シセツ ウカガ										事業所名とコメントをくっつけるで一表を作る ジギョウショ メイ イッピョウ ツク

		1		事業所名 ジギョウショ メイ								今月中 コンゲツ チュウ

		2		電話番号 デンワ バンゴウ								地図と一覧表をパワーポイント チズ イチラン ヒョウ

		3		FAX番号 バンゴウ								各項目ごとにページを作る カクコウモク ツク

		4		所在地 ショザイチ

		5		訪問可能な主な市町村 ホウモン カノウ オモ シチョウソン

		Ｑ2.重症心身障害児（者）の定義をご存知ですか ジュウショウシンシンショウガイジ シャ テイギ ゾンジ

		Ｑ2-1		知っている シ

		Ｑ2-2		知らない シ

		Ｑ3.重症心身障害児（者）の方（家族・関係機関等）からの相談を受けたことがありますか ジュウショウシンシンショウガイジ シャ カタ カゾク カンケイ キカン ナド ソウダン ウ

		Ｑ3-1		1		ある

		Ｑ3-2		2		ない

		Ｑ3-1-Ａ

				Ａ-1それは誰からの相談でしたか ダレ ソウダン

				1		ａ.家族 カゾク

				2		ｂ.支援者 シエンシャ

				3		ｃ.関係機関 カンケイ キカン

				Ａ-2それはどんな相談でしたか（複数回答可） ソウダン フクスウ カイトウ カ

				1		ａ.生活上の相談 セイカツ ジョウ ソウダン

				2		ｂ.医療的な相談 イリョウテキ ソウダン

				3		ｃ.制度に関する相談 セイド カン ソウダン

				4		ｄ.教育に関する相談 キョウイク カン ソウダン

				5		ｅ.サービス等利用計画書作成に関する相談 ナド リヨウ ケイカクショ サクセイ カン ソウダン

				6		ｆ.その他 タ

				Ａ-3それらの相談事業所として対応（解決）はできましたか ソウダン ジギョウショ タイオウ カイケツ

				1		ａ.できた

				2		ｂ.できなかった

				Ａ-3-1それはどうしてですか

				1		ａ解決手段・方法がなかった カイケツ シュダン ホウホウ

				2		ｂ.ほかの相談支援事業所に依頼した ソウダン シエン ジギョウショ イライ

				3		ｃ.行政に依頼した ギョウセイ イライ

				4		ｄ.その他 タ

		Ｑ4.Ｑ3-2「ない」→これから重症心身障害児（者）の方（本人・家族等）からの相談があればどのように対応されますか ジュウショウシンシンショウガイジ シャ カタ ホンニン カゾク ナド ソウダン タイオウ

				Ｑ4-1		自分の事業所で対応する ジブン ジギョウショ タイオウ

				Ｑ4-2		ほかの相談支援事業所へ依頼する ソウダン シエン ジギョウショ イライ

				Ｑ4-3		行政に依頼する ギョウセイ イライ

				Ｑ4-4		その他 タ

		Ｑ5.重症心身障害児（者）の方のサービス等利用計画書を作成したことがありますか ジュウショウシンシンショウガイジ シャ カタ ナド リヨウ ケイカクショ サクセイ

				Ｑ5-1		ある

				Ｑ5-2		ない

						Ｑ5-1-Ａ		「ある」と回答→作成にあたり、苦労したこと困ったことがありましたか カイトウ サクセイ クロウ コマ

						Ｑ5-2-Ａ		「ない」と回答 カイトウ

						1		ａ.今後依頼があれば作成する コンゴ イライ サクセイ

						2		ｂ.他の相談支援事業所に依頼する ホカ ソウダン シエン ジギョウショ イライ

						3		ｃ.作成するかどうかわからない サクセイ

						Ｑ5-2-Ａ-1		b.cを回答→それはどうしてですか カイトウ

		Q6.重症心身障害児（者）の方がより良い在宅生活をしていく上で何か必要だと思うことがあればご自由にお書きください ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ カタ ヨ ザイタク セイカツ ウエ ナニ ヒツヨウ オモ ジユウ カ



		承諾可否 ショウダク カヒ		Q1												Ｑ2.重症心身障害児（者）の定義をご存知ですか ジュウショウシンシンショウガイジ シャ テイギ ゾンジ				Ｑ3.重症心身障害児（者）の方（家族・関係機関等）からの相談を受けたことがありますか ジュウショウシンシンショウガイジ シャ カタ カゾク カンケイ キカン ナド ソウダン ウ																														Ｑ4.Ｑ3-2「ない」→これから重症心身障害児（者）の方（本人・家族等）からの相談があればどのように対応されますか ジュウショウシンシンショウガイジ シャ カタ ホンニン カゾク ナド ソウダン タイオウ										Ｑ5.重症心身障害児（者）の方のサービス等利用計画書を作成したことがありますか ジュウショウシンシンショウガイジ シャ カタ ナド リヨウ ケイカクショ サクセイ										Q6.重症心身障害児（者）の方がより良い在宅生活をしていく上で何か必要だと思うことがあればご自由にお書きください ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ カタ ヨ ザイタク セイカツ ウエ ナニ ヒツヨウ オモ ジユウ カ

				事業所名 ジギョウショ メイ		電話番号 デンワ バンゴウ		FAX番号 バンゴウ		郵便番号 ユウビンバンゴウ		所在地 ショザイチ		訪問可能な主な市町村 ホウモン カノウ オモ シチョウソン		知っている		知らない シ		ある		ない		それは誰からの相談でしたか						それはどんな相談でしたか														それらの相談事業所として対応（解決）はできましたか						自分の事業所で対応する ジブン ジギョウショ タイオウ		他の相談支援事業所へ依頼する ホカ ソウダン シエン ジギョウショ イライ		行政に依頼する ギョウセイ イライ		その他 タ				ある		ない		「ある」と回答		「ない」
と回答		b.c（23）を回答

																								家族 カゾク		支援者 シエンシャ		関係機関 カンケイ キカン		生活上の相談 セイカツ ジョウ ソウダン		医療的な相談 イリョウテキ ソウダン		制度に関する相談 セイド カン ソウダン		教育に関する相談 キョウイク カン ソウダン		サービス等利用計画書作成に関する相談 ナド リヨウ ケイカクショ サクセイ カン ソウダン		その他 タ		その他回答 タ カイトウ		それらの相談事業所として対応（解決）はできましたか		それはどうしてですか		それはどうしてですか

		否 イナ		手話通訳派遣協会相談支援事業所		0287-73-4422		0287-62-7776		325-0026		栃木県那須塩原市上厚崎431-17 ３２５－００２６				0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		0		1		本事業所と同様の地域で一般相談支援事業所と連携を図り対応する ホン ジギョウショ ドウヨウ チイキ イッパン ソウダン シエン ジギョウショ レンケイ ハカ タイオウ		0		1		0		2		当事業所は手話通訳派遣を主目的とする事業所であるため、聴覚障害に対するノウハウはあるがそれ以外の障害者に対応する専門性を有していない為 トウ ジギョウショ シュワ ツウヤク ハケン シュモクテキ ジギョウショ チョウカク ショウガイ タイ イガイ ショウガイシャ タイオウ センモンセイ ユウ タメ

		否 イナ		相談支援事業所すまいる		0285-45-7199		0285-45-8437		329-0205		小山市間々田750-1		小山市 オヤマシ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		1		0				0		1		0		3		現在担当させていただいているケースの他に受け入れる時間的余裕がないため。また専門的な知識や経験がなく自信がないため。 ゲンザイ タントウ ホカ ウ イ ジカンテキ ヨユウ センモンテキ チシキ ケイケン ジシン

		否 イナ		やまゆりの里		0284-90-2030		0284-90-2031		326-0011		足利市大沼田町525-1		足利市 アシカガシ		0		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		ショートステイの利用が可能かどうか リヨウ カノウ		2		1		ショートの利用を希望していたが、幼児で夜間に吸引が必要とのことだったので職員配置上困難と判断 リヨウ キボウ ヨウジ ヤカン キュウイン ヒツヨウ ショクイン ハイチ ジョウ コンナン ハンダン		0		0		0		0				0		1		0		2		あしかがの森さんが近くにあり専門性もあるため モリ チカ センモンセイ

		否 イナ		相談支援センターひかり		028-612-7717		028-612-7718		320-0072		宇都宮市若草4-20-7		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		0		1		0		1		0		0		1		0		1		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		居宅介護事業所とニーズのマッチング キョタク カイゴ ジギョウショ		0				短期入所事業所（医療的ケア対応型）の整備 タンキ ニュウショ ジギョウショ イリョウテキ タイオウガタ セイビ

		否 イナ		相談支援センター歩み		028-667-5151		028-667-5150		321-3233		宇都宮市上籠谷町3792		真岡市、芳賀町、宇都宮市 モオカシ ハガマチ ウツノミヤシ		0		1		1		0		0		1		0		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		毎日お会いしている方ではないしお話ができる方ではないので、計画書を作ることは少々戸惑いはありましたが、すべて療育指導室の先生にご指導いただき作成することができました。お幸せな時を過ごしてほしいという思いはいっぱいありますが、なにも出来ていない自分が申し訳ないような気持ちです。 マイニチ ア カタ ハナシ カタ ケイカクショ ツク ショウショウ トマド リョウイク シドウシツ センセイ シドウ サクセイ シアワ トキ ス オモ デキ ジブン モウ ワケ キモ		0				すみません。経験不足で在宅の方はよくわかりませんが、独立行政法人国立病院機構宇都宮病院にお伺いし行き届いた介護、職員の先生方の情熱にこういうところで重症心身障害者の方が過ごせることは幸せなのでは…としみじみ思いました。 ケイケン ブソク ザイタク カタ ドクリツ ギョウセイ ホウジン コクリツ ビョウイン キコウ ウツノミヤ ビョウイン ウカガ イ トド カイゴ ショクイン センセイガタ ジョウネツ ジュウショウ シンシン ショウガイシャ カタ ス シアワ オモ

		否 イナ		ワークス共育		0287-39-5593		0287-39-5630		329-2213		那須塩原市上大貫2028-2				1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		0		1		状況に応じて対応する ジョウキョウ オウ タイオウ		0		1				1				相談支援専門員のレベルアップが必要ではないかと思います ソウダン シエン センモンイン ヒツヨウ オモ

		否 イナ		指定特定相談支援センタードリーム		0288-32-2280		0288-32-2281		321-2341		日光市大沢町274		日光市、塩谷町、鹿沼市、宇都宮市 ニッコウシ シオヤ チョウ カヌマシ ウツノミヤ シ		0		1		1		0		1		0		0		1		1		1		0		0		0				1		0				0		0		0		0				1		0		計画を作成するにあたり医療機関との連携方法を具体化していくことに連絡調整に時間を要しました。また医師同士でのやりとりの方が早いように感じました。※解決できたと言っても施設の空き待ちで関係する病院で入院しております。 ケイカク サクセイ イリョウ キカン レンケイ ホウホウ グタイカ レンラク チョウセイ ジカン ヨウ イシ ドウシ ホウ ハヤ カン カイケツ イ シセツ ア マ カンケイ ビョウイン ニュウイン		0				入所ではなく、医療ケアのできる短期入所やグループホーム、日中一時、生活介護の拡充が必要であること。また重症心身障害児（者）への理解を広めていき、理解者を増やすこと、訪問看護、訪問医療、居宅介護も活用しやすい環境づくりを相談支援専門員はネットワークづくりに努めなければんらないと思います。 ニュウショ イリョウ タンキ ニュウショ ニッチュウ イチジ セイカツ カイゴ カクジュウ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ リカイ ヒロ リカイシャ フ ホウモン カンゴ ホウモン イリョウ キョタク カイゴ カツヨウ カンキョウ ソウダン シエン センモンイン ツト オモ

		否 イナ		ユーファーム支援センター		028-689-0070		028-680-0750		321-0972		宇都宮市下川俣町206-127		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2		これまでの実績として主に就労系の利用計画の作成を行っており重症心身障害児の方への支援については経験や人員の不足から対応が困難であると思われるため ジッセキ オモ シュウロウ ケイ リヨウ ケイカク サクセイ オコナ ジュウショウ シンシン ショウガイジ カタ シエン ケイケン ジンイン フソク タイオウ コンナン オモ

		否 イナ		障害者相談支援センターひびき		028-666-7601		028-666-7602		321-0403		宇都宮市下小倉町1536		宇都宮市、さくら市 ウツノミヤシ シ		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2		かつて受け入れたことがなく、またスタッフにも医療的ケアの知識や経験が乏しく、自信をもって迎え入れることができない ウ イ イリョウテキ チシキ ケイケン トボ ジシン ムカ イ		受け入れる施設が近辺にあること ウ イ シセツ キンペン

		否 イナ		相談支援事業ぴゅあ		028-611-1771		028-611-1772		321-0911		宇都宮市問屋町3426-46		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2

		否 イナ		指定特定相談支援事業所すえひろ		0287-23-3962		0287-24-1670		324-0042		大田原市末広1-2-5		大田原市、大田原市以外は交通費を受領 オオタワラシ オオタワラシ イガイ コウツウヒ ジュリョウ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2		事業所の対象を精神障害に限定し、市に申請しているため ジギョウショ タイショウ セイシン ショウガイ ゲンテイ シ シンセイ

		否 イナ		相談支援センターふじみだい		0285-44-0200		0285-44-4255		329-0412		下野市芝1123		下野市 シモノ シ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		0		1		ケースによって検討 ケントウ		0		1				2

		否 イナ		相談支援センターひゅーまにあ宇都宮		028-678-5385		028-678-5395		320-0802		宇都宮市江野町6-15大立ビル4階		宇都宮市（鹿沼市等近隣市町村） ウツノミヤシ カヌマシ ナド キンリン シチョウソン		0		1		1		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		あるではありますが、初めての作成でまた完成はしていない段階です。病院で実施されている活動医療等で自分自身が未熟で理解が足りていない為に苦労しています。 ハジ サクセイ カンセイ ダンカイ ビョウイン ジッシ カツドウ イリョウ ナド ジブン ジシン ミジュク リカイ タ タメ クロウ		0				①医療面での安心②外部と交流する機会③家族の方への支援 イリョウ メン アンシン ガイブ コウリュウ キカイ カゾク カタ シエン

		否 イナ		地域活動支援センターあしかが		0284-41-2643		0284-43-0463		326-0808		足利市本城1-1547		足利市 アシカガシ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0						0		1		0		0				0		1				2		専門外で知識等はなく、計画書の作成は難しいため センモンガイ チシキ トウ ケイカクショ サクセイ ムズカ

		否 イナ		南那須地区障害者相談支援センター		0287-80-1020		0287-80-1027		321-0624		那須烏山市旭1-18-8		那須烏山市、那珂川町 ナスカラスヤマシ ナカガワマチ		1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		アセスメント、院内での面会予定の調整、家族への説明など インナイ メンカイ ヨテイ チョウセイ カゾク セツメイ		0				在宅医療、訪問リハビリなど24時間対応出来る専門家チーム ザイタク イリョウ ホウモン ジカン タイオウ デキ センモンカ

		否 イナ		ワン・ハーモニー		0287-22-8255		0287-48-7225		324-0042		大田原市末広1-3618-13				0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				0

		否 イナ		ひまわり相談支援事業所		0282-20-5006		0282-23-4878		328-0052		栃木市祝町12－9				0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		1		0				0		1				3		意思伝達が自分にとって受け止められるかに不安があるため イシ デンタツ ジブン ウ ト フアン

		否 イナ		サンフラワーライフ		0285-22-1109		0285-22-1345		323-0808		小山市出井1936		小山市内 オヤマシナイ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				3		近隣に受け入れ施設が少なく在宅福祉サービスに向けるのが難しい キンリン ウ イ シセツ スク ザイタク フクシ ム ムズカ

		否 イナ		natu- la(ナチュラ)		0287-67-3115		0287-67-3115		329-3153		那須塩原市大原間239-1		那須塩原市、大田原市、那須町 ナスシオバラ シ オオタワラシ ナスマチ		0		1		1		0		1		0		0		1		1		1		0		0		0				1		0				0		0		0		0				1		0		サービス自体の幅がせまいため、本人が安全に安心した生活をうけられるためにどう組み合わせたら良いか。又、家族によっては苦手な事業所もあり限られた事業所を探すのが難しかった。 ジタイ ハバ ホンニン アンゼン アンシン セイカツ ク ア ヨ マタ カゾク ニガテ ジギョウショ カギ ジギョウショ サガ ムズカ		0				訪問系のサービスがもっと充実して欲しい ホウモン ケイ ジュウジツ ホ

		否 イナ		相談支援事業所ふるさとホーム那須		0287-98-3001		0287-98-8080		324-0414		大田原市片府田1301-59		大田原市、那須町、那須塩原市、周辺 オオタワラシ ナスマチ ナスシオバラ シ シュウヘン		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2		主な精神知的関係なので、今後はできるよう専門的な部分の勉強が必要です。 オモ セイシン チテキ カンケイ コンゴ センモンテキ ブブン ベンキョウ ヒツヨウ		①専門相談②居場所③地域の理解 センモン ソウダン イバショ チイキ リカイ

		否 イナ		特定相談支援事業所きのこ		028-635-8746		028-635-8778		320-0846		栃木県宇都宮市滝の原2-4-42 ３２０－０８４６		宇都宮市 ウツノミヤシ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		1		0				0		1				3		どのように作成したらいいか不安のため サクセイ フアン

		否 イナ		こども発達支援センター鹿沼市あおば園		0289-63-1745		0289-63-1745		322-0074		鹿沼市日吉町320－1				1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		1		0				0		1				2		相談支援専門員の不足、児童発達支援事業所利用のための計画書作成が主な業務になっている ソウダン シエン センモンイン フソク ジドウ ハッタツ シエン ジギョウショ リヨウ ケイカクショ サクセイ オモ ギョウム

		否 イナ		障害者相談支援センターみつか・Ｒｕ		028-648-3971		028-648-3936		321-0347		宇都宮市飯田町261		宇都宮市、鹿沼市 ウツノミヤシ カヌマシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		1		状況に応じして他機関と連携し判断する場合もある ジョウキョウ オウ ホカ キカン レンケイ ハンダン バアイ		0		1				1		計画依頼の状況に応じて対応できない月もある（モニタリング件数） ケイカク イライ ジョウキョウ オウ タイオウ ツキ ケンスウ

		否 イナ		工房つばさ		0285-40-0388		0285-40-6700		329-0401		下野市箕輪425-1		下野市、上三川町、壬生町、ただし状況に応じて対応することが難しい場合もある シモノ シ カミノカワマチ ミブマチ ジョウキョウ オウ タイオウ ムズカ バアイ		1		0		1		0		1		0		0		1		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		短期入所、ヘルパーなどの利用希望があっても受け入れてくれる事業所が見つからない タンキ ニュウショ リヨウ キボウ ウ イ ジギョウショ ミ		3		状況により作成することができない場合がある ジョウキョウ サクセイ バアイ		重心の方の短期入所等の利用ができるところが必要。在宅でのサービスの受入必要だと思われる。 ジュウシン カタ タンキ ニュウショ ナド リヨウ ヒツヨウ ザイタク ウケイレ ヒツヨウ オモ

		否 イナ		相談支援事業所グーフォ		028-673-0002		028-671-0785		329-1105		宇都宮市中岡本町3178-3				1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1				在宅生活を支える家族に負担が重くならないようにする。緊急時に対応してくれる医療ケア付きの宿泊施設を増やしてほしい ザイタク セイカツ ササ カゾク フタン オモ キンキュウジ タイオウ イリョウ ツ シュクハク シセツ フ

		否 イナ		那珂川町社協相談支援事業所		0287-92-1273		0287-92-1295		324-0613		那珂川町馬頭560-1		那珂川町 ナカガワマチ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				0				移動支援サービス イドウ シエン

		否 イナ		相談支援事業所大山田ノンフェール		0287-93-0660		0287-83-8182		324-0602		那珂川町大山田下郷955		那珂川町 ナカガワマチ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		1		0				0		1				2		平成27年度で相談支援事業を終了するため ヘイセイ ネンド ソウダン シエン ジギョウ シュウリョウ

		否 イナ		在宅サポートこころ		028-651-0780		028-651-0781		320-0042		宇都宮市材木町4-24				0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2

		否 イナ		相談支援事業所みらい ソウダン シエン ジギョウショ		0280-57-2673		0280-57-2673		329-0111		野木町丸林371-12		野木町、小山市 ノギマチ オヤマシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		0		1		しかるべき関係機関と連携して対応する カンケイ キカン レンケイ タイオウ		0		1				3		重症心身のノウハウがない ジュウショウ シンシン

		否 イナ		大田原市社会福祉協議会		0287-54-1849		0287-54-2745		324-0233		栃木県大田原市黒羽田町848 ３２４－０２３３		大田原市内 オオタワラシナイ		0		1		1		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0				2		1				0		1		0		0				0		1				2		職員が未熟なため ショクイン ミジュク		在宅医療の充実、居宅介護の２４時間対応（サービス事業所）の充実 ザイタク イリョウ ジュウジツ キョタク カイゴ ジカン タイオウ ジギョウショ ジュウジツ

		否 イナ		障がい者相談支援センターとまつり		028-680-5570		028-680-5271		320-0052		宇都宮市中戸祭町813		宇都宮市、近隣市町村 ウツノミヤシ キンリン シチョウソン		0		1		1		0		1		0		0		1		0		0		0		0		1		親子間の関わり オヤコ カン カカ		0		0		現在対応中 ゲンザイ タイオウチュウ		0		0		0		0				1		0		保護者との連携がとれない ホゴシャ レンケイ		0

		否 イナ		宇都宮市社会福祉協議会		028-636-1536		028-636-1537		320-0806		宇都宮市中央1-1-15		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		0				2		1		医療的ケアが必要な方が長時間外出したい。長時間支援者の拘束、移動手段（車の中での対応）、医療的ケアが必要な方が外出したいときに外出できる環境がすぐに整えられない、医療的けが必要な方で要介助であるが、歩行できる方が利用できる短期入所先はないか（アクセス時間も含む） イリョウテキ ヒツヨウ カタ チョウジカン ガイシュツ チョウジカン シエン シャ コウソク イドウ シュダン クルマ ナカ タイオウ イリョウテキ ヒツヨウ カタ ガイシュツ ガイシュツ カンキョウ トトノ イリョウテキ ヒツヨウ カタ ヨウ カイジョ ホコウ カタ リヨウ タンキ ニュウショ サキ ジカン フク		0		0		0		0				1		0		専門的（医療面）な知識がなく、専門用語が多く調べたり聞いたりしながら支援していくこと。長く関わらないと親の思いまで聞き出せないこと。 センモンテキ イリョウ メン チシキ センモン ヨウゴ オオ シラ キ シエン ナガ カカ オヤ オモ キ ダ		0				当事者が何歳になっても利用できるサービス環境（短期入所、訪問入浴など）。教育もほかのお子さん同様平等に受けられる機会（学校行事も含む）。相談対応できる人材の確保。緊急時でも利用できるサービスの調整・確保。直接支援できるサービス・人材を増やすこと。 トウジシャ ナンサイ リヨウ カンキョウ タンキ ニュウショ ホウモン ニュウヨク キョウイク コ ドウヨウ ビョウドウ ウ キカイ ガッコウ ギョウジ フク ソウダン タイオウ ジンザイ カクホ キンキュウジ リヨウ チョウセイ カクホ チョクセツ シエン ジンザイ フ

		承諾 ショウダク		ライフサポートセンターゆめ		0280-33-3624		0280-57-4624		329-0111		野木町丸林630-4		野木町、その周辺地域 ノギマチ シュウヘン チイキ		1		0		1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		1		福祉サービス利用に関する相談 フクシ リヨウ カン ソウダン		1		0				0		0		0		0				1		0		医療的な情報、知識に乏しくわからない用語などが数多く出てきた。医療的ケアの内容の聞き取り（どの部分を聞いていけばよいのか） イリョウテキ ジョウホウ チシキ トボ ヨウゴ カズオオ デ イリョウテキ ナイヨウ キ ト ブブン キ		0				Ｆａの負担軽減のためのレスパイト先（ＨＰ、ＳＳ機関等）。家族それぞれの訴え、希望を明確にしていく。関係機関がチームになりＦａの支え応援をしていく。 フタン ケイゲン サキ キカンナド カゾク ウッタ キボウ メイカク カンケイ キカン ササ オウエン

		承諾 ショウダク		足利ケアサービス		0284-21-7630		0284-21-3109		326-0843		足利市五十部町809-3		足利市、佐野市、太田市 アシカガシ サノシ オオタシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		0		1		ケースによって対応する タイオウ		0		1				3

		承諾 ショウダク		相談支援センターみさと		0285-72-9767				321-4104		芳賀郡益子町大沢2800-5		芳賀郡内（真岡市、益子町、市貝町、芳賀町、茂木町） ハガ グンナイ モオカシ マシコ チョウ イチ ガイ マチ ハガマチ モギマチ		1		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		資源が少ない、短期入所先の確保が難しかった。計画を作るのには、医療情報が難しく感じられた。 シゲン スク タンキ ニュウショ サキ カクホ ムズカ ケイカク ツク イリョウ ジョウホウ ムズカ カン		0				連携の取れる医療関係者がたくさん地域の中にいてくれると安心して生活できるかな。外出や余暇の充実を図るために医療の必要な人の生活が限られてしまっている（あきらめてしまっている） レンケイ ト イリョウ カンケイシャ チイキ ナカ アンシン セイカツ ガイシュツ ヨカ ジュウジツ ハカ イリョウ ヒツヨウ ヒト セイカツ カギ

		承諾 ショウダク		サポートセンターとみや生活支援センター		028-665-8230		028-665-8230		321-2116		宇都宮市徳次郎町540		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		0		1		0		0		0		0		1		1		1		1		1		0				0		1		医療的なケアが必要な利用者様の日中活動先が限られて利用できない人がいる。学校との連携が取りにくい。通勤手段・行事参加制限があり平等性が保たれない。学校はサービスで対応を望み、福祉行政は教育で何とかするべきとつねに折り合わない。 イリョウテキ ヒツヨウ リヨウシャサマ ニッチュウ カツドウ サキ カギ リヨウ ヒト ガッコウ レンケイ ト ツウキン シュダン ギョウジ サンカ セイゲン ビョウドウセイ タモ ガッコウ タイオウ ノゾ フクシ ギョウセイ キョウイク ナン オ ア		0		0		1		0		協力してほしい キョウリョク		1		0		利用できるサービスが限られている。社会参加できる機会が少なく、場が限られている。介護者の負担軽減が取りにくい。夢や希望を叶えるための資源が少ない。 リヨウ カギ シャカイ サンカ キカイ スク バ カギ カイゴシャ フタン ケイゲン ト ユメ キボウ カナ シゲン スク		0				通勤手段、保護者なくても教育が受けられる環境。常に親同行を求めるのでは、自立につながらず、いつになっても親の負担は軽減されない。親が安心して託せる日中活動の場。社会参加、役割を担える環境作り、職場。地域で生活していくための交流の機会や場があるといい。緊急的にレスパイトを受け入れてくれる場。 ツウキン シュダン ホゴシャ キョウイク ウ カンキョウ ツネ オヤ ドウコウ モト ジリツ オヤ フタン ケイゲン オヤ アンシン タク ニッチュウ カツドウ バ シャカイ サンカ ヤクワリ ニナ カンキョウ ヅク ショクバ チイキ セイカツ コウリュウ キカイ バ キンキュウテキ ウ イ バ

		承諾 ショウダク		社会就労センターえいぶるの里 シャカイ シュウロウ サト		0285-22-4561		0285-224581		323-0003		小山市東島田2403-2		小山市、下野市、上三川町、野木町、結城市、古河市、筑西市 オヤマシ シモノ シ カミノカワマチ ノギマチ ユウキシ コガシ ツク ニシ シ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				1		0		自己決定が難しいため、家族中心の考えになってしまうこと。また、利用できる社会資源が少ない。 ジコ ケッテイ ムズカ カゾク チュウシン カンガ リヨウ シャカイ シゲン スク		1				関係機関との連携、特に在宅が長い方は医療機関とのかかわりが家族も含め、希薄になってしまい、二次障害に対応できない。地域に総合的に支援でき、医療的ケアが受けられる場所、または訪問医療の充実が必要と思います。 カンケイ キカン レンケイ トク ザイタク ナガ カタ イリョウ キカン カゾク フク キハク ニジ ショウガイ タイオウ チイキ ソウゴウテキ シエン イリョウテキ ウ バショ ホウモン イリョウ ジュウジツ ヒツヨウ オモ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所「ピュア」		0282-31-3911		0282-31-3912		328-0133		栃木市大森町465		栃木市、鹿沼市、佐野市、小山市、壬生町 トチギシ カヌマシ サノシ オヤマシ ミブマチ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1

		承諾 ショウダク		社会福祉法人とちのみ会　こなかの森 シャカイ フクシ ホウジン カイ モリ		0283-24-5757		0283-24-6294		327-0001		佐野市小中町1280		佐野市、足利市 サノシ アシカガシ		1		0		1		0		1		0		0		1		0		1		0		0		0				1		2		通所型のため、短期入所の受け入れはサービスとして提供できず、他施設の紹介、相談支援事業につなげている。 ツウショ ガタ タンキ ニュウショ ウ イ テイキョウ タ シセツ ショウカイ ソウダン シエン ジギョウ		0		0		0		0				1		0		療養型短期入所ほかの施設への短期入所の受け入れ状況など、受け入れ場所を見つけるなど。短期入所時の発作発症時医療への繋ぎが困難。問題多（かかりつけ医への搬送） リョウヨウガタ タンキ ニュウショ シセツ タンキ ニュウショ ウ イ ジョウキョウ ウ イ バショ ミ タンキ ニュウショ ジ ホッサ ハッショウ ジ イリョウ ツナ コンナン モンダイ タ イ ハンソウ		0				佐野市には、身障（重心）短期入所施設がなく老人施設に佐野市が委託しているが、利用する人もいなく、サービスが使いづらい状態にある。短期入所受け入れ可能施設が増えることで、家族のほうも使いやすく利便性があがると考えます。 サノシ シンショウ ジュウシン タンキ ニュウショ シセツ ロウジン シセツ サノシ イタク リヨウ ヒト ツカ ジョウタイ タンキ ニュウショ ウ イ カノウ シセツ フ カゾク ツカ リベンセイ カンガ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所テトテ		0287-36-7171		0287-36-7181		329-2732		那須塩原市一区町251-1		那須塩原市（大田原、矢板、那須町、那珂川町、烏山） ナスシオバラ シ オオタワラ ヤイタ ナスマチ ナカガワマチ カラスヤマ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		0		1		委託の相談支援事業所や重心専門の事業所に相談する イタク ソウダン シエン ジギョウショ ジュウシン センモン ジギョウショ ソウダン		0		1				3		その方にとって、より専門性の高い方が対応することが望ましいと思いますので、作成が適するか否か周囲のサービス状況なども考慮して決めたいと思います。適切にアドバイスをいただける地域の環境が整っていれば、スキルアップ、経験の積み重ねのためにも作成したいです。 カタ センモンセイ タカ ホウ タイオウ ノゾ オモ サクセイ テキ イナ シュウイ ジョウキョウ コウリョ キ オモ テキセツ チイキ カンキョウ トトノ ケイケン ツ カサ サクセイ		相談支援専門員のスキルアップ。きめ細かい支援（サービスの充実）本人のニーズを正しく理解できる人材の育成と地域の理解。 ソウダン シエン センモンイン コマ シエン ジュウジツ ホンニン タダ リカイ ジンザイ イクセイ チイキ リカイ

		承諾 ショウダク		指定特定相談支援事業所あじさい		0287-60-3361		0287-60-3362		325-0034		那須塩原市東原166		那須塩原市、那須町 ナスシオバラ シ ナスマチ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2				訪問看護、訪問診療を行う医師が必要だと思います。 ホウモン カンゴ ホウモン シンリョウ オコナ イシ ヒツヨウ オモ

		承諾 ショウダク		障害者相談支援センターいぶき		028-678-3502		028-676-3501		329-1216		高根沢町桑窪2266-2		高根沢町 タカネザワマチ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1				短期入所など受け入れてくれる施設を増やしてほしい。県内で受け入れていただけない為、県外の施設を考えなくてはいけない方がいます。 タンキ ニュウショ ウ イ シセツ フ ケンナイ ウ イ タメ ケンガイ シセツ カンガ カタ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所わくわくおやま		0285-24-6575		0285-20-0255		323-0022		小山市駅東通り3-9-6		小山市 オヤマシ		1		0		1		0		1		1		1		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		関係事業所が多いことで情報収集連携等大変。医療機関とも連携を図る必要あり。レスパイト、ショートステイの受入困難。利用できる事業所が少ない。 カンケイ ジギョウショ オオ ジョウホウ シュウシュウ レンケイ ナド タイヘン イリョウ キカン レンケイ ハカ ヒツヨウ ウケイレ コンナン リヨウ ジギョウショ スク		0				重症心身障害児（者）を受け入れしてくれる事業所、施設がもっと多くあればよいと思われる。通所日中一時短期入所など。相談支援、計画作成についてもほかの事業所が受け入れてくれないとの理由で受け入れ可能事業所へ集中してしまう為、相談員への研修等を増やせばよいが。しかし日々の業務が多忙であるため、難しいのかな？ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ ウ イ ジギョウショ シセツ オオ オモ ツウショ ニッチュウ イチジ タンキ ニュウショ ソウダン シエン ケイカク サクセイ ジギョウショ ウ イ リユウ ウ イ カノウ ジギョウショ シュウチュウ タメ ソウダン イン ケンシュウ ナド フ ヒビ ギョウム タボウ ムズカ

		承諾 ショウダク		相談支援センターネクスト		080-8854-9551		0280-612-1558		320-0034		宇都宮市泉町6-25		宇都宮市 ウツノミヤシ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2

		承諾 ショウダク		相談支援事業のぞみ		0287-65-2288		0287-65-2282		329-3152		那須塩原市上中野53		那須塩原市、大田原市、那須町 ナスシオバラ シ オオタワラシ ナスマチ		1		0		1		0		0		0		1		1		1		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		現サービスでの医療ケアをふまえ、将来にむけて他事業との連携につなげるよう計画作成、調整に苦労した。 ゲン イリョウ ショウライ タ ジギョウ レンケイ ケイカク サクセイ チョウセイ クロウ		0				選択肢が増えるよう受け入れ可能な福祉サービス事業所の増加が必要だと思われます。 センタクシ フ ウ イ カノウ フクシ ジギョウショ ゾウカ ヒツヨウ オモ

		承諾 ショウダク		サポートセンターひばり		028-670-0330		028-667-7315		321-3236		宇都宮市竹下町435-159		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		苦労ではないが、お母様がとても一生懸命ですでにサービスも繋がっていたため、現状を計画にする形となったが、計画作成後のかかわりについて相談員としてどのようにすべきことが望ましいかと考える。 クロウ カアサマ イッショウケンメイ ツナ ゲンジョウ ケイカク カタチ ケイカク サクセイ ゴ ソウダン イン ノゾ カンガ		0				福祉サービスや医療、またボランティアが入室されるととてもよいと思います。また、介助者（家族）のケアも考えると気軽に参加できるようなイベント（医療が整っていたり、介助するボランティアさんがいたり）や、同じ重症心身障害児（者）をもつかたとのネットワークがあるといいのかなと思います。 フクシ イリョウ ニュウシツ オモ カイジョシャ カゾク カンガ キガル サンカ イリョウ トトノ カイジョ オナ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ オモ

		承諾 ショウダク		高根沢町障害児者生活支援センターすまいる タカネザワマチ		028-612-2751		028-612-2752		329-1225		栃木県塩谷郡高根沢町石末1825　福祉センター内 ３２９－１２２５ フクシ ナイ		高根沢町 タカネザワマチ		1		0		1		0		0		0		1		0		0		1		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		地元に使える資源がなく苦労した ジモト ツカ シゲン クロウ		0				①医療と福祉の連携ネットワーク②重心の方でも利用できるサービスが増えること③訪問診療医 イリョウ フクシ レンケイ ジュウシン カタ リヨウ フ ホウモン シンリョウ イ

		承諾 ショウダク		障害者相談支援センターフォレスト		0284-91-1816		0284-91-2867		326-0011		足利市大沼田町615		足利市及び近隣市町村 アシカガシ オヨ キンリン シチョウソン		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0				0

		承諾 ショウダク		障がい者相談支援事業所ケアサプライ		0287-73-5312		0287-73-5311		329-3221		栃木県那須郡那須町漆塚762-102 ３２９－３２２１		白河市、那須町、那須塩原市、大田原市 シラカワシ ナスマチ ナスシオバラシ オオタワラシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1				サービスを提供できる事業所の充実を図る テイキョウ ジギョウショ ジュウジツ ハカ

		承諾 ショウダク		南栃木支援センター相談支援		0285-44-6118		0285-44-7215		329-0412		下野市柴1432-105		下野市、小山市、壬生町 シモノ シ オヤマシ ミブマチ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		0		1		介護保険と併用する場合のみ対応する カイゴ ホケン ヘイヨウ バアイ タイオウ		0		1				3		介護保険と併用する場合のみ作成する カイゴ ホケン ヘイヨウ バアイ サクセイ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所とまり木		0287-54-2854		0287-54-2230		324-0231		大田原市北野上3952		大田原市、那須塩原市、那須町 オオタワラシ ナスシオバラシ ナスマチ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1				当事業所の対応範囲は現在、知的障害者特に中・軽度が主だが、精神（高次脳機能障害も含む）分野もやり始めている。今後重症心身障害者もほかの相談支援事業所の助けを得ながら、勉強しながら対応したいと考えている。そのために研修や見学の機会を多く作っていただきたい。今は、当事業所はその程度しか考えられない。 トウ ジギョウショ タイオウ ハンイ ゲンザイ チテキ ショウガイシャ トク チュウ ケイド オモ セイシン コウジ ノウ キノウ ショウガイ フク ブンヤ ハジ コンゴ ジュウショウ シンシン ショウガイシャ ソウダン シエン ジギョウショ タス エ ベンキョウ タイオウ カンガ ケンシュウ ケンガク キカイ オオ ツク イマ トウ ジギョウショ テイド カンガ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所ポンテ		028-652-7288		028-652-6355		321-0341		宇都宮市古賀志町1964-12		宇都宮、鹿沼、日光、壬生 ウツノミヤ カヌマ ニッコウ ミブ		0		1		1		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0				0				未就学児（3～5才）の方の医療型児童発達支援を分離で行う施設が数か所あると良いと思います。 ミシュウガクジ サイ カタ イリョウ ガタ ジドウ ハッタツ シエン ブンリ オコナ シセツ スウ ショ ヨ オモ

		承諾 ショウダク		相談支援センター光輝舎		0285-70-2020		0285-72-8222		321-4105		芳賀郡益子町北中1113-1		芳賀郡、真岡市等 ハガ グン モオカシ ナド		1		0		1		0		1		1		1		1		0		1		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		利用できるサービス事業所が少ない。重心児者に合わせたプログラムが見つからない（近隣で） リヨウ ジギョウショ スク ジュウシン ジ シャ ア ミ キンリン		0				本人の状態にもよるが、重度化する状況に対応できる事業所の確保。家族の負担が大きくなり在宅生活の継続が困難になることが予測されるので、在宅で支援が受けられるような体制の充実と、レスパイトサービスの拡大。 ホンニン ジョウタイ ジュウドカ ジョウキョウ タイオウ ジギョウショ カクホ カゾク フタン オオ ザイタク セイカツ ケイゾク コンナン ヨソク ザイタク シエン ウ タイセイ ジュウジツ カクダイ

		承諾 ショウダク		特定相談支援事業所やすらぎ		028-650-7727		028-650-7728		320-0011		宇都宮市富士見が丘3－19－20		宇都宮市 ウツノミヤシ		0		0		1		0		1		0		0		0		0		1		1		0		0				0		3		対応できるヘルパーがいれば支援する タイオウ シエン		0		0		0		0				0		1				3

		承諾 ショウダク		障がい者支援センターにんべん		028-686-2539		028-686-2584		329-1417		さくら市フィオーレ喜連川5-2-1　フィオーレガーデン1-102		さくら市 シ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1				地域資源アンケートをいただきありがとうございました。設問に対しまして知識不足にこれでいいのかという思いです。相談支援専門員として設問にありました「3」要望がでますれば、先輩相談員・各職種の方々に相談・指導をいただき、相談支援事業を行ってみたいと考えます。大島先生について学ばせて頂きました。 チイキ シゲン セツモン タイ チシキ ブソク オモ ソウダン シエン センモンイン セツモン ヨウボウ センパイ ソウダン イン カクショクシュ カタガタ ソウダン シドウ ソウダン シエン ジギョウ オコナ カンガ オオシマ センセイ マナ イタダ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所おやま		0285-22-1833		0285-228946		323-0014		小山市喜沢660		小山市、下野市 オヤマシ シモノ シ		1		0		1		0		1		1		0		0		0		0		0		1		0				2		3				0		0		0		0				1		0		本人の意思が明確でないので親の意向中心のものになってしまった。 ホンニン イシ メイカク オヤ イコウ チュウシン		0

		承諾 ショウダク		真岡介護センター		0285-80-5200		0285-80-5211		321-4361		真岡市並木町1-8-1　シティ並木102 ナミキ		真岡市、芳賀町南部、市貝町南部、益子町西部、上三川東部 モオカシ ハガマチ ナンブ イチ ガイ チョウ ナンブ マシコ チョウ セイブ カミノカワ トウブ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		0		1				0		1				3		担当者の受け持ちケースの状況など考慮し対応できるか検討したい タントウシャ ウ モ ジョウキョウ コウリョ タイオウ ケントウ

		承諾 ショウダク		さの社協相談支援センターほっぷ		0283-22-8152		0283-22-8199		327-0003		佐野市大橋町3212-27		佐野市全域 サノシ ゼンイキ		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2		現在相談支援専門員1名で行っているため ゲンザイ ソウダン シエン センモンイン メイ オコナ

		承諾 ショウダク		相談支援ウエイブ		0282-23-4465		0282-23-4465		328-0012		栃木市平柳町1-2-7		栃木市、壬生町 トチギシ ミブマチ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		1		0				0		1				2		指定特定相談支援事業で精神に対応しているため シテイ トクテイ ソウダン シエン ジギョウ セイシン タイオウ		ご家族の中だけでは生活がマンネリ化して単調になりかねないので、音楽、体を動かす、読み聞かせ麻痺・拘縮のマッサージなどのリハビリの頻度を高める。ご本人が楽しいと感じることを提供できる。ご家族が疲弊しないよう旅行や趣味などの充実した時間がもてるようサービスを利用していくこと。 カゾク ナカ セイカツ カ タンチョウ オンガク カラダ ウゴ ヨ キ マヒ コウシュク ヒンド タカ ホンニン タノ カン テイキョウ カゾク ヒヘイ リョコウ シュミ ジュウジツ ジカン リヨウ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所わらしべの家		0282-27-1627		0282-27-1675		328-0011		栃木市大宮町2708-3		栃木市 トチギシ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1		専門的な知識が不十分なため行政などの機関と相談しながらの対応となります センモンテキ チシキ フジュウブン ギョウセイ キカン ソウダン タイオウ		短期入所や移動支援などの福祉サービス利用時にお付き合いのある医療機関や訪問看護の看護師が同行でき緊急時の対応が迅速にとれる体制（すでにできていたらすみません） タンキ ニュウショ イドウ シエン フクシ リヨウ ジ ツ ア イリョウ キカン ホウモン カンゴ カンゴシ ドウコウ キンキュウジ タイオウ ジンソク タイセイ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所　空		0287-73-8165		0287-73-8165		329-3157		那須塩原市大原間西1-19-9		那須塩原市、大田原市、那須町 ナスシオバラ シ オオタワラシ ナスマチ		1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		重心のお子様の療育支援をやっていたので、苦労はありませんでしたが、医療（訪問看護）訪問リハ訪問入浴の制度を知らなかったので、その方々との連携が取れて大変勉強になりました。 ジュウシン コサマ リョウイク シエン クロウ イリョウ ホウモン カンゴ ホウモン ホウモン ニュウヨク セイド シ カタガタ レンケイ ト タイヘン ベンキョウ		0				医療的ケアの必要な方には支援スタッフ・必ず看護師の方が不在では双方安心したケアはできません。例）乳幼児の通所事業は保母と看護師さん。小学→高校までは義務教育がありますが事後に生活介護はもちろんですが、本当に重心の方の為の日中活動の場が不足しているとおもいますので重心の方の通所事業は必要と思います。家庭以外で通える場所→一時預かりや療育支援事業→高校卒業後は通所施設（一時預かりも含めて） イリョウテキ ヒツヨウ カタ シエン カナラ カンゴシ カタ フザイ ソウホウ アンシン レイ ニュウヨウジ ツウショ ジギョウ ホボ カンゴシ ショウガク コウコウ ギム キョウイク ジゴ セイカツ カイゴ ホントウ ジュウシン カタ タメ ニッチュウ カツドウ バ フソク ジュウシン カタ ツウショ ジギョウ ヒツヨウ オモ カテイ イガイ カヨ バショ イチジ アズ リョウイク シエン ジギョウ コウコウ ソツギョウゴ ツウショ シセツ イチジ アズ フク

		承諾 ショウダク		相談支援事業所みどり		0285-45-8362		0285-45-8397		329-0214		小山市乙女786-1		小山市、栃木市、古河市、結城市 オヤマシ トチギシ コガシ ユウキシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0		大人は対応可能 オトナ タイオウ カノウ		1		1		大人はあるが、こどもはない。先日訪問介護を事業所にお願いしたところどこの事業所も受けていただけなかった。 オトナ センジツ ホウモン カイゴ ジギョウショ ネガ ジギョウショ ウ		3		成人しか計画相談をしたことがないので不安である。当事業所は相談員が一名なので相談する相手がいない セイジン ケイカク ソウダン フアン トウ ジギョウショ ソウダン イン イチメイ ソウダン アイテ		サービス事業所で受けてもらえないケースがある。特に重心や精神知的等重複して疾患を持っていると問い合わせた時点でお断りされてします。 ジギョウショ ウ トク ジュウシン セイシン チテキ ナド チョウフク シッカン モ ト ア ジテン コトワ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所こころみ		0284-41-5039		0284-43-2665		326-0061		足利市田島町611-2				0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		1		0				0		1				3		これまで前例がなく、またこの障害について熟知した方（機関）があるならそちらでしていただいた方がご本人様にとってよい支援であると考えるから。※現在当法人の入所・通所等サービスを利用されている方の相談支援がほとんどの状況です。 ゼンレイ ショウガイ ジュクチ カタ キカン ホウ ホンニンサマ シエン カンガ ゲンザイ トウホウジン ニュウショ ツウショ ナド リヨウ カタ ソウダン シエン ジョウキョウ

		承諾 ショウダク		相談支援センターのどか　真岡センター		0285-81-5890		0285-85-8452		321-4305		真岡市荒町111-1		真岡市、芳賀町、市貝町、益子町、茂木町 モオカシ ハガマチ イチガイ マチ マシコ チョウ モギ マチ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1				在宅での生活では家族の介護負担の軽減が必要。フォーマルインフォーマルの枠にとらわれない福祉サービス。 ザイタク セイカツ カゾク カイゴ フタン ケイゲン ヒツヨウ ワク フクシ

		承諾 ショウダク		友井タクシー介護ステーションふれあい		0285-30-0840		0285-30-0844		323-0025		小山市城山町2丁目12-25		小山市 オヤマシ		1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		利用するサービスは多様で、施設・病院・学校など医療福祉事業所数も多く連携を図るのが困難。学校行事に参加するための会出自の支援サービスがない。 リヨウ タヨウ シセツ ビョウイン ガッコウ イリョウ フクシ ジギョウショ スウ オオ レンケイ ハカ コンナン ガッコウ ギョウジ サンカ カイ シュツジ シエン		0				ご家族様が安心して預けることができる施設と必要に預けられる施設の数は少ない。片道１時間以上かかるためとても不便に思います。呼吸器の方の預かり先は少ない。 カゾクサマ アンシン アズ シセツ ヒツヨウ アズ シセツ カズ スク カタミチ ジカン イジョウ フベン オモ コキュウキ カタ アズ サキ スク

		承諾 ショウダク		もくせいの里		0282-43-0593		0282-43-1387		329-4405		栃木市大平町西山田1198		栃木市内 トチギシナイ		0		1		1		0		1		0		0		1		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		ニーズにあてはまるサービスがなかった。例）①入浴支援②移送サービス　①自宅の浴槽では支援が入れず訪問入浴を検討。しかし、浴槽を置けるスペースがなく断念。②主たる介護者が入院。学校までの送迎ができず特例で市の移送サービスを利用するもかなり時間を要した。 レイ ニュウヨク シエン イソウ ジタク ヨクソウ シエン ハイ ホウモン ニュウヨク ケントウ ヨクソウ オ ダンネン シュ カイゴシャ ニュウイン ガッコウ ソウゲイ トクレイ シ イソウ リヨウ ジカン ヨウ		0				①地域の理解や協力②受け入れの拡大（重心の通所、24時間看護体制が整った短期入所）③デマンドタクシー等関係者の重心に対する理解（理解附属により資源として存在するが利用しがたい）④児童が入浴支援を受けられる環境（家族の身体的な介護負担軽減） チイキ リカイ キョウリョク ウ イ カクダイ ジュウシン ツウショ ジカン カンゴ タイセイ トトノ タンキ ニュウショ ナド カンケイシャ ジュウシン タイ リカイ リカイ フゾク シゲン ソンザイ リヨウ ジドウ ニュウヨク シエン ウ カンキョウ カゾク シンタイテキ カイゴ フタン ケイゲン

		承諾 ショウダク		足利障害者相談支援センター		0284-44-0307		0284-44-0318		326-0064		足利市東砂原後町1072		足利市、佐野市 アシカガシ サノシ		1		0		1		0		1		0		0		1		0		1		0		1		0				1		0				0		0		0		0				0		1				2		委託相談支援事業所のため イタク ソウダン シエン ジギョウショ		医療的ケアが整った施設のショートステイ充実が必要。また、特に呼吸器をつけた方のショート療養介護の利用とそれらを利用するための送迎体制の充実が必要。 イリョウテキ トトノ シセツ ジュウジツ ヒツヨウ トク コキュウキ カタ リョウヨウ カイゴ リヨウ リヨウ ソウゲイ タイセイ ジュウジツ ヒツヨウ

		承諾 ショウダク		指定障害者相談支援事業所あるしぇん		0282-86-7665		0282-21-7109		321-0201		栃木県下都賀郡壬生町安塚2032 ３２１－０２０１		壬生町 ミブマチ		1		0		1		0		1		0		0		1		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		①相談支援専門員として重症心身障害児（者）の方に対する支援の知識や経験が少ない②医療的ケアが必要となる方に対して対応できる福祉サービス（事業所）が少ない。 ソウダン シエン センモンイン ジュウショウシンシンショウガイジ シャ カタ タイ シエン チシキ ケイケン スク イリョウテキ ヒツヨウ カタ タイ タイオウ フクシ ジギョウショ スク		0				医療的ケアが必要な方に関して、福祉のサービスでは対応しきれない部分が多く、結果として家族が本人を抱え込まざるを得ない現状があるように感じます。家族の介護負担が少しでも軽減できるよう福祉サービスも柔軟な対応が出来るようになるといいなと思います。 イリョウテキ ヒツヨウ カタ カン フクシ タイオウ ブブン オオ ケッカ カゾク ホンニン カカ コ エ ゲンジョウ カン カゾク カイゴ フタン スコ ケイゲン フクシ ジュウナン タイオウ デキ オモ

		承諾 ショウダク		下野市相談支援事業所 こばと		0285-44-6783		0285-44-6783		329-0414		下野市小金井1146-6		下野市、上三川町 シモノ シ カミノカワマチ		1		0		1		0		0		0		1		1		0		1		1		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		医療的ケアが必要な乳幼児に対応できるヘルパー事業所。短期入所・日中一時支援事業所が近くにない（少ない）。 イリョウテキ ヒツヨウ ニュウヨウジ タイオウ ジギョウショ タンキ ニュウショ ニッチュウ イチジ シエン ジギョウショ チカ スク		0				設問5で回答した内容：外出可能な方は児童発達支援を利用可能であるが無理な方は外部との交流をもちにくい。訪問看護・訪問リハビリが入っているケースはいいがない場合母子で孤立しがち。幸いあそびの支援をしてくれるヘルパー事業所があり支援につながっている。ヘルパー利用を希望されない家庭、利用したくてもヘルパー事業所がない等支援に苦慮する。 セツモン カイトウ ナイヨウ ガイシュツ カノウ カタ ジドウ ハッタツ シエン リヨウ カノウ ムリ カタ ガイブ コウリュウ ホウモン カンゴ ホウモン ハイ バアイ ボシ コリツ サイワ シエン ジギョウショ シエン リヨウ キボウ カテイ リヨウ ジギョウショ ナド シエン クリョ

		承諾 ショウダク		相談支援センターぴあん ソウダン シエン		0282-31-1755		0282-31-2919		328-0067		栃木市皆川城内町333-2		栃木市、小山市 トチギシ オヤマシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1				これまで現場で関わったことがなく、事例検討でしか情報を把握しておらず不安はあります。でも関係機関やご家族様からいろいろなことを教えて頂きながら相談支援として専門性を活かせればと思っています。色々な立場の方からお話をお伺いしてもご家族や医療機関専門的な事業所の負担が大きく相談支援があまり役に立つことができていない（場合によっては自ら引いてしまう）今の現状を少しでも変えていければいいと思います。 ゲンバ カカ ジレイ ケントウ ジョウホウ ハアク フアン カンケイ キカン カゾクサマ オシ イタダ ソウダン シエン センモンセイ イ オモ イロイロ タチバ カタ ハナシ ウカガ カゾク イリョウ キカン センモンテキ ジギョウショ フタン オオ ソウダン シエン ヤク タ バアイ ミズカ ヒ イマ ゲンジョウ スコ カ オモ

		承諾 ショウダク		うつのみや		028-632-6074/090-4059-9728		028-632-6075		320-0861		宇都宮市西2-1-7		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				3		専門的な知識を社会資源のアドバイスを他相談支援事業所からいただきながらみずからの事業所で引き受けるという形が望ましい センモンテキ チシキ シャカイ シゲン ホカ ソウダン シエン ジギョウショ ジギョウショ ヒ ウ カタチ ノゾ

		承諾 ショウダク		サポートセンターきりん		028-612-3838		028-678-3257		321-0905		栃木県宇都宮市平出工業団地43-100 ３２１－０９０５		宇都宮市 ウツノミヤシ		0		1		1		0		1		0		0		1		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		療養介護に入所しているので他のサービスの利用が困難。そのための社会資源をつなげたり、活用したりするのが難しい。 リョウヨウ カイゴ ニュウショ ホカ リヨウ コンナン シャカイ シゲン カツヨウ ムズカ		0				今後、市町村などで展開されていく生活拠点に関する事業をうまく活用できればいいなと感じています。入所されている方々については地域とのつながり方が今後は重要になってくると思われますので、広く門扉を開けた活動などが多くなってくるといいなと思っています。 コンゴ シチョウソン テンカイ セイカツ キョテン カン ジギョウ カツヨウ カン ニュウショ カタガタ チイキ カタ コンゴ ジュウヨウ オモ ヒロ モンピ ア カツドウ オオ オモ

		承諾 ショウダク		さわやか相談支援センター		0280-57-4884		0280-57-4994		329-0112		野木町南赤塚1145-1		小山市、野木町、古河市、栃木市 オヤマシ ノギマチ コガシ トチギシ		0		1		1		0		0		0		1		0		0		1		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		現実的な目標の位置づけ ゲンジツテキ モクヒョウ イチ		0

		承諾 ショウダク		相談支援事業所つばさ		0287-53-7393		0287-53-7394		324-0044		大田原市親園824-1		大田原市、那須塩原市、那須烏山市、矢板市、さくら市、那須町、塩谷町、高根沢町 オオタワラシ ナスシオバラシ ナスカラスヤマシ ヤイタシ シ ナスマチ シオ タニ マチ タカネザワマチ		1		0		1		0		1		0		1		1		0		1		0		0		0				1		2		医療的なケアが必要なケース、将来的に短期入所につなげたいケースだった為、専門の事業所に依頼した イリョウテキ ヒツヨウ ショウライテキ タンキ ニュウショ タメ センモン ジギョウショ イライ		1		1		0		0				1		0		使えるサービスの少なさに調整が難しかった ツカ スク チョウセイ ムズカ		1				乳幼児期の受け入れ可能な福祉サービス等の社会資源が必要である。 ニュウヨウジ キ ウ イ カノウ フクシ ナド シャカイシゲン ヒツヨウ

		承諾 ショウダク		特定相談支援センターはじめ		0284-22-4561		0284-22-4562		326-0143		足利市葉鹿町735-1		足利市 アシカガシ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1

		承諾 ショウダク		上三川障がい児・者生活相談支援センター		0285-38-6854		0285-38-6841		329-0611		上三川町上三川5082-15		上三川町 カミノカワマチ		1		0		1		0		1		0		0		1		0		0		0		0		0				1		0				0		0		0		0				1		0				0

		承諾 ショウダク		はつらつサロン南天相談支援事業所		0285-22-4659		0285-38-6529		323-0027		小山市花垣町2-3-19		小山市、栃木市 オヤマシ トチギシ		0		0		1		0		1		1		0		1		1		1		1		1		0				0		0				0		0		0		0				1		0		利用したいサービス事業所が少なく生活改善、家族、支援者の負担軽減に繋がらない（訪問入浴、ショートステイ、生活介護などなど（就労Ａ型））医師によっては連携が困難。何処の精神科がよいかと利用者に問われるが答えは解らない。 リヨウ ジギョウショ スク セイカツ カイゼン カゾク シエンシャ フタン ケイゲン ツナ ホウモン ニュウヨク セイカツ カイゴ シュウロウ ガタ イシ レンケイ コンナン ドコ セイシンカ リヨウシャ ト コタ ワカ		0				本人の選択や受け入れ事業所の間口を広げる。例えば入浴はヘルパーの2人対応で行ているがヘルパー不足や腰痛の悪化などで対応が難しくなってくる。機会浴のできる生活介護を勧めるも本人の選択肢がない。自宅から出かける自由さのようなものが閉ざされているような気がする。反面高齢者のサービスは増加する一方で利用者が不足し閉鎖なども聞かれる。高齢者・障害者がともにデイサービスやショートステイを利用できるようにならないかと思う。障害児については働く両親をサポートすることで生活の安定や療育などへ通園のし易さを図り、送迎サービスの充実など。 ホンニン センタク ウ イ ジギョウショ マグチ ヒロ タト ニュウヨク ニン タイオウ オコナ ブソク ヨウツウ アッカ タイオウ ムズカ キカイ ヨク セイカツ カイゴ スス ホンニン センタクシ ジタク デ ジユウ ト キ ハンメン コウレイシャ ゾウカ イッポウ リヨウシャ フソク ヘイサ キ コウレイシャ ショウガイシャ リヨウ オモ ショウガイジ ハタラ リョウシン セイカツ アンテイ リョウイク ツウエン ヤス ハカ ソウゲイ ジュウジツ

		承諾 ショウダク		障がい者生活支援センターこぶし		028-680-5746		028-688-0214		321-0126		栃木県宇都宮市茂原町837-1		宇都宮市、上三川町 ウツノミヤシ カミノカワマチ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1				①医療機関との細かな連携体制②相談関係者を含め本人に関わり支援をするなかで即座に動きが取れるようなフットワークの軽いチーム作り イリョウ キカン コマ レンケイ タイセイ ソウダン カンケイシャ フク ホンニン カカ シエン ソクザ ウゴ ト カル ヅク
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重症心身障害児（者）の定義をご存知ですか

Ｑ2.重症心身障害児（者）の定義をご存知ですか	知っている	知らない	40	33	Ｑ3.重症心身障害児（者）の方（家族・関係機関等）からの相談を受けたことがありますか	ある	ない	35	43	それは誰からの相談でしたか	ａ.家族	ｂ.支援者	ｃ.関係機関	27	6	12	それはどんな相談でしたか	生活上の相談	医療的な相談	制度に関する相談	教育に関する相談	サービス等利用計画書作成に関する相談	その他	19	7	15	5	26	3	それらの相談事業所として対応（解決）はできましたか	ａ.できた	ｂ.できなかった	27	4	自分の事業所で対応する	ほかの相談支援事業所へ依頼する	行政に依頼する	その他	17	15	8	9	Ｑ5.重症心身障害児（者）の方のサービス等利用計画書を作成したことがありますか	ある	ない	33	46	Ｑ5.重症心身障害児（者）の方のサービス等利用計画書

　　 を作成したことがありますか

ない
59%

ある	今後依頼があれば作成する	他の相談支援事業所に依頼する	作成するかどうかわからない	33	15	18	14	

相談支援事業所 (2)

		Ｑ1.貴施設について、お伺いいたします キ シセツ ウカガ										事業所名とコメントをくっつけるで一表を作る ジギョウショ メイ イッピョウ ツク

		1		事業所名 ジギョウショ メイ								今月中 コンゲツ チュウ

		2		電話番号 デンワ バンゴウ								地図と一覧表をパワーポイント チズ イチラン ヒョウ

		3		FAX番号 バンゴウ								各項目ごとにページを作る カクコウモク ツク

		4		所在地 ショザイチ

		5		訪問可能な主な市町村 ホウモン カノウ オモ シチョウソン

		Ｑ2.重症心身障害児（者）の定義をご存知ですか ジュウショウシンシンショウガイジ シャ テイギ ゾンジ

		Ｑ2-1		知っている シ

		Ｑ2-2		知らない シ

		Ｑ3.重症心身障害児（者）の方（家族・関係機関等）からの相談を受けたことがありますか ジュウショウシンシンショウガイジ シャ カタ カゾク カンケイ キカン ナド ソウダン ウ

		Ｑ3-1		1		ある

		Ｑ3-2		2		ない

		Ｑ3-1-Ａ

				Ａ-1それは誰からの相談でしたか ダレ ソウダン

				1		ａ.家族 カゾク

				2		ｂ.支援者 シエンシャ

				3		ｃ.関係機関 カンケイ キカン

				Ａ-2それはどんな相談でしたか（複数回答可） ソウダン フクスウ カイトウ カ

				1		ａ.生活上の相談 セイカツ ジョウ ソウダン

				2		ｂ.医療的な相談 イリョウテキ ソウダン

				3		ｃ.制度に関する相談 セイド カン ソウダン

				4		ｄ.教育に関する相談 キョウイク カン ソウダン

				5		ｅ.サービス等利用計画書作成に関する相談 ナド リヨウ ケイカクショ サクセイ カン ソウダン

				6		ｆ.その他 タ

				Ａ-3それらの相談事業所として対応（解決）はできましたか ソウダン ジギョウショ タイオウ カイケツ

				1		ａ.できた

				2		ｂ.できなかった

				Ａ-3-1それはどうしてですか

				1		ａ解決手段・方法がなかった カイケツ シュダン ホウホウ

				2		ｂ.ほかの相談支援事業所に依頼した ソウダン シエン ジギョウショ イライ

				3		ｃ.行政に依頼した ギョウセイ イライ

				4		ｄ.その他 タ

		Ｑ4.Ｑ3-2「ない」→これから重症心身障害児（者）の方（本人・家族等）からの相談があればどのように対応されますか ジュウショウシンシンショウガイジ シャ カタ ホンニン カゾク ナド ソウダン タイオウ

				Ｑ4-1		自分の事業所で対応する ジブン ジギョウショ タイオウ

				Ｑ4-2		ほかの相談支援事業所へ依頼する ソウダン シエン ジギョウショ イライ

				Ｑ4-3		行政に依頼する ギョウセイ イライ

				Ｑ4-4		その他 タ

		Ｑ5.重症心身障害児（者）の方のサービス等利用計画書を作成したことがありますか ジュウショウシンシンショウガイジ シャ カタ ナド リヨウ ケイカクショ サクセイ

				Ｑ5-1		ある

				Ｑ5-2		ない

						Ｑ5-1-Ａ		「ある」と回答→作成にあたり、苦労したこと困ったことがありましたか カイトウ サクセイ クロウ コマ

						Ｑ5-2-Ａ		「ない」と回答 カイトウ

						1		ａ.今後依頼があれば作成する コンゴ イライ サクセイ

						2		ｂ.他の相談支援事業所に依頼する ホカ ソウダン シエン ジギョウショ イライ

						3		ｃ.作成するかどうかわからない サクセイ

						Ｑ5-2-Ａ-1		b.cを回答→それはどうしてですか カイトウ

		Q6.重症心身障害児（者）の方がより良い在宅生活をしていく上で何か必要だと思うことがあればご自由にお書きください ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ カタ ヨ ザイタク セイカツ ウエ ナニ ヒツヨウ オモ ジユウ カ
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				事業所名 ジギョウショ メイ		電話番号 デンワ バンゴウ		FAX番号 バンゴウ		郵便番号 ユウビンバンゴウ		所在地 ショザイチ		訪問可能な主な市町村 ホウモン カノウ オモ シチョウソン		知っている		知らない シ		ある		ない		それは誰からの相談でしたか						それはどんな相談でしたか														それらの相談事業所として対応（解決）はできましたか						自分の事業所で対応する ジブン ジギョウショ タイオウ		他の相談支援事業所へ依頼する ホカ ソウダン シエン ジギョウショ イライ		行政に依頼する ギョウセイ イライ		その他 タ				ある		ない		「ある」と回答		「ない」
と回答		b.c（23）を回答

																								家族 カゾク		支援者 シエンシャ		関係機関 カンケイ キカン		生活上の相談 セイカツ ジョウ ソウダン		医療的な相談 イリョウテキ ソウダン		制度に関する相談 セイド カン ソウダン		教育に関する相談 キョウイク カン ソウダン		サービス等利用計画書作成に関する相談 ナド リヨウ ケイカクショ サクセイ カン ソウダン		その他 タ		その他回答 タ カイトウ		それらの相談事業所として対応（解決）はできましたか		それはどうしてですか		それはどうしてですか

		否 イナ		手話通訳派遣協会相談支援事業所		0287-73-4422		0287-62-7776		325-0026		栃木県那須塩原市上厚崎431-17 ３２５－００２６				0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		0		1		本事業所と同様の地域で一般相談支援事業所と連携を図り対応する ホン ジギョウショ ドウヨウ チイキ イッパン ソウダン シエン ジギョウショ レンケイ ハカ タイオウ		0		1		0		2		当事業所は手話通訳派遣を主目的とする事業所であるため、聴覚障害に対するノウハウはあるがそれ以外の障害者に対応する専門性を有していない為 トウ ジギョウショ シュワ ツウヤク ハケン シュモクテキ ジギョウショ チョウカク ショウガイ タイ イガイ ショウガイシャ タイオウ センモンセイ ユウ タメ

		否 イナ		相談支援事業所すまいる		0285-45-7199		0285-45-8437		329-0205		小山市間々田750-1		小山市 オヤマシ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		1		0				0		1		0		3		現在担当させていただいているケースの他に受け入れる時間的余裕がないため。また専門的な知識や経験がなく自信がないため。 ゲンザイ タントウ ホカ ウ イ ジカンテキ ヨユウ センモンテキ チシキ ケイケン ジシン

		否 イナ		やまゆりの里		0284-90-2030		0284-90-2031		326-0011		足利市大沼田町525-1		足利市 アシカガシ		0		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		ショートステイの利用が可能かどうか リヨウ カノウ		2		1		ショートの利用を希望していたが、幼児で夜間に吸引が必要とのことだったので職員配置上困難と判断 リヨウ キボウ ヨウジ ヤカン キュウイン ヒツヨウ ショクイン ハイチ ジョウ コンナン ハンダン		0		0		0		0				0		1		0		2		あしかがの森さんが近くにあり専門性もあるため モリ チカ センモンセイ

		否 イナ		相談支援センターひかり		028-612-7717		028-612-7718		320-0072		宇都宮市若草4-20-7		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		0		1		0		1		0		0		1		0		1		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		居宅介護事業所とニーズのマッチング キョタク カイゴ ジギョウショ		0				短期入所事業所（医療的ケア対応型）の整備 タンキ ニュウショ ジギョウショ イリョウテキ タイオウガタ セイビ

		否 イナ		相談支援センター歩み		028-667-5151		028-667-5150		321-3233		宇都宮市上籠谷町3792		真岡市、芳賀町、宇都宮市 モオカシ ハガマチ ウツノミヤシ		0		1		1		0		0		1		0		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		毎日お会いしている方ではないしお話ができる方ではないので、計画書を作ることは少々戸惑いはありましたが、すべて療育指導室の先生にご指導いただき作成することができました。お幸せな時を過ごしてほしいという思いはいっぱいありますが、なにも出来ていない自分が申し訳ないような気持ちです。 マイニチ ア カタ ハナシ カタ ケイカクショ ツク ショウショウ トマド リョウイク シドウシツ センセイ シドウ サクセイ シアワ トキ ス オモ デキ ジブン モウ ワケ キモ		0				すみません。経験不足で在宅の方はよくわかりませんが、独立行政法人国立病院機構宇都宮病院にお伺いし行き届いた介護、職員の先生方の情熱にこういうところで重症心身障害者の方が過ごせることは幸せなのでは…としみじみ思いました。 ケイケン ブソク ザイタク カタ ドクリツ ギョウセイ ホウジン コクリツ ビョウイン キコウ ウツノミヤ ビョウイン ウカガ イ トド カイゴ ショクイン センセイガタ ジョウネツ ジュウショウ シンシン ショウガイシャ カタ ス シアワ オモ

		否 イナ		ワークス共育		0287-39-5593		0287-39-5630		329-2213		那須塩原市上大貫2028-2				1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		0		1		状況に応じて対応する ジョウキョウ オウ タイオウ		0		1				1				相談支援専門員のレベルアップが必要ではないかと思います ソウダン シエン センモンイン ヒツヨウ オモ

		否 イナ		指定特定相談支援センタードリーム		0288-32-2280		0288-32-2281		321-2341		日光市大沢町274		日光市、塩谷町、鹿沼市、宇都宮市 ニッコウシ シオヤ チョウ カヌマシ ウツノミヤ シ		0		1		1		0		1		0		0		1		1		1		0		0		0				1		0				0		0		0		0				1		0		計画を作成するにあたり医療機関との連携方法を具体化していくことに連絡調整に時間を要しました。また医師同士でのやりとりの方が早いように感じました。※解決できたと言っても施設の空き待ちで関係する病院で入院しております。 ケイカク サクセイ イリョウ キカン レンケイ ホウホウ グタイカ レンラク チョウセイ ジカン ヨウ イシ ドウシ ホウ ハヤ カン カイケツ イ シセツ ア マ カンケイ ビョウイン ニュウイン		0				入所ではなく、医療ケアのできる短期入所やグループホーム、日中一時、生活介護の拡充が必要であること。また重症心身障害児（者）への理解を広めていき、理解者を増やすこと、訪問看護、訪問医療、居宅介護も活用しやすい環境づくりを相談支援専門員はネットワークづくりに努めなければんらないと思います。 ニュウショ イリョウ タンキ ニュウショ ニッチュウ イチジ セイカツ カイゴ カクジュウ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ リカイ ヒロ リカイシャ フ ホウモン カンゴ ホウモン イリョウ キョタク カイゴ カツヨウ カンキョウ ソウダン シエン センモンイン ツト オモ

		否 イナ		ユーファーム支援センター		028-689-0070		028-680-0750		321-0972		宇都宮市下川俣町206-127		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2		これまでの実績として主に就労系の利用計画の作成を行っており重症心身障害児の方への支援については経験や人員の不足から対応が困難であると思われるため ジッセキ オモ シュウロウ ケイ リヨウ ケイカク サクセイ オコナ ジュウショウ シンシン ショウガイジ カタ シエン ケイケン ジンイン フソク タイオウ コンナン オモ

		否 イナ		障害者相談支援センターひびき		028-666-7601		028-666-7602		321-0403		宇都宮市下小倉町1536		宇都宮市、さくら市 ウツノミヤシ シ		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2		かつて受け入れたことがなく、またスタッフにも医療的ケアの知識や経験が乏しく、自信をもって迎え入れることができない ウ イ イリョウテキ チシキ ケイケン トボ ジシン ムカ イ		受け入れる施設が近辺にあること ウ イ シセツ キンペン

		否 イナ		相談支援事業ぴゅあ		028-611-1771		028-611-1772		321-0911		宇都宮市問屋町3426-46		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2

		否 イナ		指定特定相談支援事業所すえひろ		0287-23-3962		0287-24-1670		324-0042		大田原市末広1-2-5		大田原市、大田原市以外は交通費を受領 オオタワラシ オオタワラシ イガイ コウツウヒ ジュリョウ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2		事業所の対象を精神障害に限定し、市に申請しているため ジギョウショ タイショウ セイシン ショウガイ ゲンテイ シ シンセイ

		否 イナ		相談支援センターふじみだい		0285-44-0200		0285-44-4255		329-0412		下野市芝1123		下野市 シモノ シ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		0		1		ケースによって検討 ケントウ		0		1				2

		否 イナ		相談支援センターひゅーまにあ宇都宮		028-678-5385		028-678-5395		320-0802		宇都宮市江野町6-15大立ビル4階		宇都宮市（鹿沼市等近隣市町村） ウツノミヤシ カヌマシ ナド キンリン シチョウソン		0		1		1		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		あるではありますが、初めての作成でまた完成はしていない段階です。病院で実施されている活動医療等で自分自身が未熟で理解が足りていない為に苦労しています。 ハジ サクセイ カンセイ ダンカイ ビョウイン ジッシ カツドウ イリョウ ナド ジブン ジシン ミジュク リカイ タ タメ クロウ		0				①医療面での安心②外部と交流する機会③家族の方への支援 イリョウ メン アンシン ガイブ コウリュウ キカイ カゾク カタ シエン

		否 イナ		地域活動支援センターあしかが		0284-41-2643		0284-43-0463		326-0808		足利市本城1-1547		足利市 アシカガシ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0						0		1		0		0				0		1				2		専門外で知識等はなく、計画書の作成は難しいため センモンガイ チシキ トウ ケイカクショ サクセイ ムズカ

		否 イナ		南那須地区障害者相談支援センター		0287-80-1020		0287-80-1027		321-0624		那須烏山市旭1-18-8		那須烏山市、那珂川町 ナスカラスヤマシ ナカガワマチ		1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		アセスメント、院内での面会予定の調整、家族への説明など インナイ メンカイ ヨテイ チョウセイ カゾク セツメイ		0				在宅医療、訪問リハビリなど24時間対応出来る専門家チーム ザイタク イリョウ ホウモン ジカン タイオウ デキ センモンカ

		否 イナ		ワン・ハーモニー		0287-22-8255		0287-48-7225		324-0042		大田原市末広1-3618-13				0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				0

		否 イナ		ひまわり相談支援事業所		0282-20-5006		0282-23-4878		328-0052		栃木市祝町12－9				0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		1		0				0		1				3		意思伝達が自分にとって受け止められるかに不安があるため イシ デンタツ ジブン ウ ト フアン

		否 イナ		サンフラワーライフ		0285-22-1109		0285-22-1345		323-0808		小山市出井1936		小山市内 オヤマシナイ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				3		近隣に受け入れ施設が少なく在宅福祉サービスに向けるのが難しい キンリン ウ イ シセツ スク ザイタク フクシ ム ムズカ

		否 イナ		natu- la(ナチュラ)		0287-67-3115		0287-67-3115		329-3153		那須塩原市大原間239-1		那須塩原市、大田原市、那須町 ナスシオバラ シ オオタワラシ ナスマチ		0		1		1		0		1		0		0		1		1		1		0		0		0				1		0				0		0		0		0				1		0		サービス自体の幅がせまいため、本人が安全に安心した生活をうけられるためにどう組み合わせたら良いか。又、家族によっては苦手な事業所もあり限られた事業所を探すのが難しかった。 ジタイ ハバ ホンニン アンゼン アンシン セイカツ ク ア ヨ マタ カゾク ニガテ ジギョウショ カギ ジギョウショ サガ ムズカ		0				訪問系のサービスがもっと充実して欲しい ホウモン ケイ ジュウジツ ホ

		否 イナ		相談支援事業所ふるさとホーム那須		0287-98-3001		0287-98-8080		324-0414		大田原市片府田1301-59		大田原市、那須町、那須塩原市、周辺 オオタワラシ ナスマチ ナスシオバラ シ シュウヘン		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2		主な精神知的関係なので、今後はできるよう専門的な部分の勉強が必要です。 オモ セイシン チテキ カンケイ コンゴ センモンテキ ブブン ベンキョウ ヒツヨウ		①専門相談②居場所③地域の理解 センモン ソウダン イバショ チイキ リカイ

		否 イナ		特定相談支援事業所きのこ		028-635-8746		028-635-8778		320-0846		栃木県宇都宮市滝の原2-4-42 ３２０－０８４６		宇都宮市 ウツノミヤシ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		1		0				0		1				3		どのように作成したらいいか不安のため サクセイ フアン

		否 イナ		こども発達支援センター鹿沼市あおば園		0289-63-1745		0289-63-1745		322-0074		鹿沼市日吉町320－1				1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		1		0				0		1				2		相談支援専門員の不足、児童発達支援事業所利用のための計画書作成が主な業務になっている ソウダン シエン センモンイン フソク ジドウ ハッタツ シエン ジギョウショ リヨウ ケイカクショ サクセイ オモ ギョウム

		否 イナ		障害者相談支援センターみつか・Ｒｕ		028-648-3971		028-648-3936		321-0347		宇都宮市飯田町261		宇都宮市、鹿沼市 ウツノミヤシ カヌマシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		1		状況に応じして他機関と連携し判断する場合もある ジョウキョウ オウ ホカ キカン レンケイ ハンダン バアイ		0		1				1		計画依頼の状況に応じて対応できない月もある（モニタリング件数） ケイカク イライ ジョウキョウ オウ タイオウ ツキ ケンスウ

		否 イナ		工房つばさ		0285-40-0388		0285-40-6700		329-0401		下野市箕輪425-1		下野市、上三川町、壬生町、ただし状況に応じて対応することが難しい場合もある シモノ シ カミノカワマチ ミブマチ ジョウキョウ オウ タイオウ ムズカ バアイ		1		0		1		0		1		0		0		1		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		短期入所、ヘルパーなどの利用希望があっても受け入れてくれる事業所が見つからない タンキ ニュウショ リヨウ キボウ ウ イ ジギョウショ ミ		3		状況により作成することができない場合がある ジョウキョウ サクセイ バアイ		重心の方の短期入所等の利用ができるところが必要。在宅でのサービスの受入必要だと思われる。 ジュウシン カタ タンキ ニュウショ ナド リヨウ ヒツヨウ ザイタク ウケイレ ヒツヨウ オモ

		否 イナ		相談支援事業所グーフォ		028-673-0002		028-671-0785		329-1105		宇都宮市中岡本町3178-3				1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1				在宅生活を支える家族に負担が重くならないようにする。緊急時に対応してくれる医療ケア付きの宿泊施設を増やしてほしい ザイタク セイカツ ササ カゾク フタン オモ キンキュウジ タイオウ イリョウ ツ シュクハク シセツ フ

		否 イナ		那珂川町社協相談支援事業所		0287-92-1273		0287-92-1295		324-0613		那珂川町馬頭560-1		那珂川町 ナカガワマチ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				0				移動支援サービス イドウ シエン

		否 イナ		相談支援事業所大山田ノンフェール		0287-93-0660		0287-83-8182		324-0602		那珂川町大山田下郷955		那珂川町 ナカガワマチ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		1		0				0		1				2		平成27年度で相談支援事業を終了するため ヘイセイ ネンド ソウダン シエン ジギョウ シュウリョウ

		否 イナ		在宅サポートこころ		028-651-0780		028-651-0781		320-0042		宇都宮市材木町4-24				0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2

		否 イナ		相談支援事業所みらい ソウダン シエン ジギョウショ		0280-57-2673		0280-57-2673		329-0111		野木町丸林371-12		野木町、小山市 ノギマチ オヤマシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		0		1		しかるべき関係機関と連携して対応する カンケイ キカン レンケイ タイオウ		0		1				3		重症心身のノウハウがない ジュウショウ シンシン

		否 イナ		大田原市社会福祉協議会		0287-54-1849		0287-54-2745		324-0233		栃木県大田原市黒羽田町848 ３２４－０２３３		大田原市内 オオタワラシナイ		0		1		1		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0				2		1				0		1		0		0				0		1				2		職員が未熟なため ショクイン ミジュク		在宅医療の充実、居宅介護の２４時間対応（サービス事業所）の充実 ザイタク イリョウ ジュウジツ キョタク カイゴ ジカン タイオウ ジギョウショ ジュウジツ

		否 イナ		障がい者相談支援センターとまつり		028-680-5570		028-680-5271		320-0052		宇都宮市中戸祭町813		宇都宮市、近隣市町村 ウツノミヤシ キンリン シチョウソン		0		1		1		0		1		0		0		1		0		0		0		0		1		親子間の関わり オヤコ カン カカ		0		0		現在対応中 ゲンザイ タイオウチュウ		0		0		0		0				1		0		保護者との連携がとれない ホゴシャ レンケイ		0

		否 イナ		宇都宮市社会福祉協議会		028-636-1536		028-636-1537		320-0806		宇都宮市中央1-1-15		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		0				2		1		医療的ケアが必要な方が長時間外出したい。長時間支援者の拘束、移動手段（車の中での対応）、医療的ケアが必要な方が外出したいときに外出できる環境がすぐに整えられない、医療的けが必要な方で要介助であるが、歩行できる方が利用できる短期入所先はないか（アクセス時間も含む） イリョウテキ ヒツヨウ カタ チョウジカン ガイシュツ チョウジカン シエン シャ コウソク イドウ シュダン クルマ ナカ タイオウ イリョウテキ ヒツヨウ カタ ガイシュツ ガイシュツ カンキョウ トトノ イリョウテキ ヒツヨウ カタ ヨウ カイジョ ホコウ カタ リヨウ タンキ ニュウショ サキ ジカン フク		0		0		0		0				1		0		専門的（医療面）な知識がなく、専門用語が多く調べたり聞いたりしながら支援していくこと。長く関わらないと親の思いまで聞き出せないこと。 センモンテキ イリョウ メン チシキ センモン ヨウゴ オオ シラ キ シエン ナガ カカ オヤ オモ キ ダ		0				当事者が何歳になっても利用できるサービス環境（短期入所、訪問入浴など）。教育もほかのお子さん同様平等に受けられる機会（学校行事も含む）。相談対応できる人材の確保。緊急時でも利用できるサービスの調整・確保。直接支援できるサービス・人材を増やすこと。 トウジシャ ナンサイ リヨウ カンキョウ タンキ ニュウショ ホウモン ニュウヨク キョウイク コ ドウヨウ ビョウドウ ウ キカイ ガッコウ ギョウジ フク ソウダン タイオウ ジンザイ カクホ キンキュウジ リヨウ チョウセイ カクホ チョクセツ シエン ジンザイ フ

		承諾 ショウダク		ライフサポートセンターゆめ		0280-33-3624		0280-57-4624		329-0111		野木町丸林630-4		野木町、その周辺地域 ノギマチ シュウヘン チイキ		1		0		1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		1		福祉サービス利用に関する相談 フクシ リヨウ カン ソウダン		1		0				0		0		0		0				1		0		医療的な情報、知識に乏しくわからない用語などが数多く出てきた。医療的ケアの内容の聞き取り（どの部分を聞いていけばよいのか） イリョウテキ ジョウホウ チシキ トボ ヨウゴ カズオオ デ イリョウテキ ナイヨウ キ ト ブブン キ		0				Ｆａの負担軽減のためのレスパイト先（ＨＰ、ＳＳ機関等）。家族それぞれの訴え、希望を明確にしていく。関係機関がチームになりＦａの支え応援をしていく。 フタン ケイゲン サキ キカンナド カゾク ウッタ キボウ メイカク カンケイ キカン ササ オウエン

		承諾 ショウダク		足利ケアサービス		0284-21-7630		0284-21-3109		326-0843		足利市五十部町809-3		足利市、佐野市、太田市 アシカガシ サノシ オオタシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		0		1		ケースによって対応する タイオウ		0		1				3

		承諾 ショウダク		相談支援センターみさと		0285-72-9767				321-4104		芳賀郡益子町大沢2800-5		芳賀郡内（真岡市、益子町、市貝町、芳賀町、茂木町） ハガ グンナイ モオカシ マシコ チョウ イチ ガイ マチ ハガマチ モギマチ		1		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		資源が少ない、短期入所先の確保が難しかった。計画を作るのには、医療情報が難しく感じられた。 シゲン スク タンキ ニュウショ サキ カクホ ムズカ ケイカク ツク イリョウ ジョウホウ ムズカ カン		0				連携の取れる医療関係者がたくさん地域の中にいてくれると安心して生活できるかな。外出や余暇の充実を図るために医療の必要な人の生活が限られてしまっている（あきらめてしまっている） レンケイ ト イリョウ カンケイシャ チイキ ナカ アンシン セイカツ ガイシュツ ヨカ ジュウジツ ハカ イリョウ ヒツヨウ ヒト セイカツ カギ

		承諾 ショウダク		サポートセンターとみや生活支援センター		028-665-8230		028-665-8230		321-2116		宇都宮市徳次郎町540		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		0		1		0		0		0		0		1		1		1		1		1		0				0		1		医療的なケアが必要な利用者様の日中活動先が限られて利用できない人がいる。学校との連携が取りにくい。通勤手段・行事参加制限があり平等性が保たれない。学校はサービスで対応を望み、福祉行政は教育で何とかするべきとつねに折り合わない。 イリョウテキ ヒツヨウ リヨウシャサマ ニッチュウ カツドウ サキ カギ リヨウ ヒト ガッコウ レンケイ ト ツウキン シュダン ギョウジ サンカ セイゲン ビョウドウセイ タモ ガッコウ タイオウ ノゾ フクシ ギョウセイ キョウイク ナン オ ア		0		0		1		0		協力してほしい キョウリョク		1		0		利用できるサービスが限られている。社会参加できる機会が少なく、場が限られている。介護者の負担軽減が取りにくい。夢や希望を叶えるための資源が少ない。 リヨウ カギ シャカイ サンカ キカイ スク バ カギ カイゴシャ フタン ケイゲン ト ユメ キボウ カナ シゲン スク		0				通勤手段、保護者なくても教育が受けられる環境。常に親同行を求めるのでは、自立につながらず、いつになっても親の負担は軽減されない。親が安心して託せる日中活動の場。社会参加、役割を担える環境作り、職場。地域で生活していくための交流の機会や場があるといい。緊急的にレスパイトを受け入れてくれる場。 ツウキン シュダン ホゴシャ キョウイク ウ カンキョウ ツネ オヤ ドウコウ モト ジリツ オヤ フタン ケイゲン オヤ アンシン タク ニッチュウ カツドウ バ シャカイ サンカ ヤクワリ ニナ カンキョウ ヅク ショクバ チイキ セイカツ コウリュウ キカイ バ キンキュウテキ ウ イ バ

		承諾 ショウダク		社会就労センターえいぶるの里 シャカイ シュウロウ サト		0285-22-4561		0285-224581		323-0003		小山市東島田2403-2		小山市、下野市、上三川町、野木町、結城市、古河市、筑西市 オヤマシ シモノ シ カミノカワマチ ノギマチ ユウキシ コガシ ツク ニシ シ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				1		0		自己決定が難しいため、家族中心の考えになってしまうこと。また、利用できる社会資源が少ない。 ジコ ケッテイ ムズカ カゾク チュウシン カンガ リヨウ シャカイ シゲン スク		1				関係機関との連携、特に在宅が長い方は医療機関とのかかわりが家族も含め、希薄になってしまい、二次障害に対応できない。地域に総合的に支援でき、医療的ケアが受けられる場所、または訪問医療の充実が必要と思います。 カンケイ キカン レンケイ トク ザイタク ナガ カタ イリョウ キカン カゾク フク キハク ニジ ショウガイ タイオウ チイキ ソウゴウテキ シエン イリョウテキ ウ バショ ホウモン イリョウ ジュウジツ ヒツヨウ オモ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所「ピュア」		0282-31-3911		0282-31-3912		328-0133		栃木市大森町465		栃木市、鹿沼市、佐野市、小山市、壬生町 トチギシ カヌマシ サノシ オヤマシ ミブマチ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1

		承諾 ショウダク		社会福祉法人とちのみ会　こなかの森 シャカイ フクシ ホウジン カイ モリ		0283-24-5757		0283-24-6294		327-0001		佐野市小中町1280		佐野市、足利市 サノシ アシカガシ		1		0		1		0		1		0		0		1		0		1		0		0		0				1		2		通所型のため、短期入所の受け入れはサービスとして提供できず、他施設の紹介、相談支援事業につなげている。 ツウショ ガタ タンキ ニュウショ ウ イ テイキョウ タ シセツ ショウカイ ソウダン シエン ジギョウ		0		0		0		0				1		0		療養型短期入所ほかの施設への短期入所の受け入れ状況など、受け入れ場所を見つけるなど。短期入所時の発作発症時医療への繋ぎが困難。問題多（かかりつけ医への搬送） リョウヨウガタ タンキ ニュウショ シセツ タンキ ニュウショ ウ イ ジョウキョウ ウ イ バショ ミ タンキ ニュウショ ジ ホッサ ハッショウ ジ イリョウ ツナ コンナン モンダイ タ イ ハンソウ		0				佐野市には、身障（重心）短期入所施設がなく老人施設に佐野市が委託しているが、利用する人もいなく、サービスが使いづらい状態にある。短期入所受け入れ可能施設が増えることで、家族のほうも使いやすく利便性があがると考えます。 サノシ シンショウ ジュウシン タンキ ニュウショ シセツ ロウジン シセツ サノシ イタク リヨウ ヒト ツカ ジョウタイ タンキ ニュウショ ウ イ カノウ シセツ フ カゾク ツカ リベンセイ カンガ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所テトテ		0287-36-7171		0287-36-7181		329-2732		那須塩原市一区町251-1		那須塩原市（大田原、矢板、那須町、那珂川町、烏山） ナスシオバラ シ オオタワラ ヤイタ ナスマチ ナカガワマチ カラスヤマ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		0		1		委託の相談支援事業所や重心専門の事業所に相談する イタク ソウダン シエン ジギョウショ ジュウシン センモン ジギョウショ ソウダン		0		1				3		その方にとって、より専門性の高い方が対応することが望ましいと思いますので、作成が適するか否か周囲のサービス状況なども考慮して決めたいと思います。適切にアドバイスをいただける地域の環境が整っていれば、スキルアップ、経験の積み重ねのためにも作成したいです。 カタ センモンセイ タカ ホウ タイオウ ノゾ オモ サクセイ テキ イナ シュウイ ジョウキョウ コウリョ キ オモ テキセツ チイキ カンキョウ トトノ ケイケン ツ カサ サクセイ		相談支援専門員のスキルアップ。きめ細かい支援（サービスの充実）本人のニーズを正しく理解できる人材の育成と地域の理解。 ソウダン シエン センモンイン コマ シエン ジュウジツ ホンニン タダ リカイ ジンザイ イクセイ チイキ リカイ

		承諾 ショウダク		指定特定相談支援事業所あじさい		0287-60-3361		0287-60-3362		325-0034		那須塩原市東原166		那須塩原市、那須町 ナスシオバラ シ ナスマチ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2				訪問看護、訪問診療を行う医師が必要だと思います。 ホウモン カンゴ ホウモン シンリョウ オコナ イシ ヒツヨウ オモ

		承諾 ショウダク		障害者相談支援センターいぶき		028-678-3502		028-676-3501		329-1216		高根沢町桑窪2266-2		高根沢町 タカネザワマチ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1				短期入所など受け入れてくれる施設を増やしてほしい。県内で受け入れていただけない為、県外の施設を考えなくてはいけない方がいます。 タンキ ニュウショ ウ イ シセツ フ ケンナイ ウ イ タメ ケンガイ シセツ カンガ カタ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所わくわくおやま		0285-24-6575		0285-20-0255		323-0022		小山市駅東通り3-9-6		小山市 オヤマシ		1		0		1		0		1		1		1		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		関係事業所が多いことで情報収集連携等大変。医療機関とも連携を図る必要あり。レスパイト、ショートステイの受入困難。利用できる事業所が少ない。 カンケイ ジギョウショ オオ ジョウホウ シュウシュウ レンケイ ナド タイヘン イリョウ キカン レンケイ ハカ ヒツヨウ ウケイレ コンナン リヨウ ジギョウショ スク		0				重症心身障害児（者）を受け入れしてくれる事業所、施設がもっと多くあればよいと思われる。通所日中一時短期入所など。相談支援、計画作成についてもほかの事業所が受け入れてくれないとの理由で受け入れ可能事業所へ集中してしまう為、相談員への研修等を増やせばよいが。しかし日々の業務が多忙であるため、難しいのかな？ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ ウ イ ジギョウショ シセツ オオ オモ ツウショ ニッチュウ イチジ タンキ ニュウショ ソウダン シエン ケイカク サクセイ ジギョウショ ウ イ リユウ ウ イ カノウ ジギョウショ シュウチュウ タメ ソウダン イン ケンシュウ ナド フ ヒビ ギョウム タボウ ムズカ

		承諾 ショウダク		相談支援センターネクスト		080-8854-9551		0280-612-1558		320-0034		宇都宮市泉町6-25		宇都宮市 ウツノミヤシ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2

		承諾 ショウダク		相談支援事業のぞみ		0287-65-2288		0287-65-2282		329-3152		那須塩原市上中野53		那須塩原市、大田原市、那須町 ナスシオバラ シ オオタワラシ ナスマチ		1		0		1		0		0		0		1		1		1		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		現サービスでの医療ケアをふまえ、将来にむけて他事業との連携につなげるよう計画作成、調整に苦労した。 ゲン イリョウ ショウライ タ ジギョウ レンケイ ケイカク サクセイ チョウセイ クロウ		0				選択肢が増えるよう受け入れ可能な福祉サービス事業所の増加が必要だと思われます。 センタクシ フ ウ イ カノウ フクシ ジギョウショ ゾウカ ヒツヨウ オモ

		承諾 ショウダク		サポートセンターひばり		028-670-0330		028-667-7315		321-3236		宇都宮市竹下町435-159		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		苦労ではないが、お母様がとても一生懸命ですでにサービスも繋がっていたため、現状を計画にする形となったが、計画作成後のかかわりについて相談員としてどのようにすべきことが望ましいかと考える。 クロウ カアサマ イッショウケンメイ ツナ ゲンジョウ ケイカク カタチ ケイカク サクセイ ゴ ソウダン イン ノゾ カンガ		0				福祉サービスや医療、またボランティアが入室されるととてもよいと思います。また、介助者（家族）のケアも考えると気軽に参加できるようなイベント（医療が整っていたり、介助するボランティアさんがいたり）や、同じ重症心身障害児（者）をもつかたとのネットワークがあるといいのかなと思います。 フクシ イリョウ ニュウシツ オモ カイジョシャ カゾク カンガ キガル サンカ イリョウ トトノ カイジョ オナ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ オモ

		承諾 ショウダク		高根沢町障害児者生活支援センターすまいる タカネザワマチ		028-612-2751		028-612-2752		329-1225		栃木県塩谷郡高根沢町石末1825　福祉センター内 ３２９－１２２５ フクシ ナイ		高根沢町 タカネザワマチ		1		0		1		0		0		0		1		0		0		1		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		地元に使える資源がなく苦労した ジモト ツカ シゲン クロウ		0				①医療と福祉の連携ネットワーク②重心の方でも利用できるサービスが増えること③訪問診療医 イリョウ フクシ レンケイ ジュウシン カタ リヨウ フ ホウモン シンリョウ イ

		承諾 ショウダク		障害者相談支援センターフォレスト		0284-91-1816		0284-91-2867		326-0011		足利市大沼田町615		足利市及び近隣市町村 アシカガシ オヨ キンリン シチョウソン		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0				0

		承諾 ショウダク		障がい者相談支援事業所ケアサプライ		0287-73-5312		0287-73-5311		329-3221		栃木県那須郡那須町漆塚762-102 ３２９－３２２１		白河市、那須町、那須塩原市、大田原市 シラカワシ ナスマチ ナスシオバラシ オオタワラシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1				サービスを提供できる事業所の充実を図る テイキョウ ジギョウショ ジュウジツ ハカ

		承諾 ショウダク		南栃木支援センター相談支援		0285-44-6118		0285-44-7215		329-0412		下野市柴1432-105		下野市、小山市、壬生町 シモノ シ オヤマシ ミブマチ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		0		1		介護保険と併用する場合のみ対応する カイゴ ホケン ヘイヨウ バアイ タイオウ		0		1				3		介護保険と併用する場合のみ作成する カイゴ ホケン ヘイヨウ バアイ サクセイ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所とまり木		0287-54-2854		0287-54-2230		324-0231		大田原市北野上3952		大田原市、那須塩原市、那須町 オオタワラシ ナスシオバラシ ナスマチ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1				当事業所の対応範囲は現在、知的障害者特に中・軽度が主だが、精神（高次脳機能障害も含む）分野もやり始めている。今後重症心身障害者もほかの相談支援事業所の助けを得ながら、勉強しながら対応したいと考えている。そのために研修や見学の機会を多く作っていただきたい。今は、当事業所はその程度しか考えられない。 トウ ジギョウショ タイオウ ハンイ ゲンザイ チテキ ショウガイシャ トク チュウ ケイド オモ セイシン コウジ ノウ キノウ ショウガイ フク ブンヤ ハジ コンゴ ジュウショウ シンシン ショウガイシャ ソウダン シエン ジギョウショ タス エ ベンキョウ タイオウ カンガ ケンシュウ ケンガク キカイ オオ ツク イマ トウ ジギョウショ テイド カンガ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所ポンテ		028-652-7288		028-652-6355		321-0341		宇都宮市古賀志町1964-12		宇都宮、鹿沼、日光、壬生 ウツノミヤ カヌマ ニッコウ ミブ		0		1		1		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0				0				未就学児（3～5才）の方の医療型児童発達支援を分離で行う施設が数か所あると良いと思います。 ミシュウガクジ サイ カタ イリョウ ガタ ジドウ ハッタツ シエン ブンリ オコナ シセツ スウ ショ ヨ オモ

		承諾 ショウダク		相談支援センター光輝舎		0285-70-2020		0285-72-8222		321-4105		芳賀郡益子町北中1113-1		芳賀郡、真岡市等 ハガ グン モオカシ ナド		1		0		1		0		1		1		1		1		0		1		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		利用できるサービス事業所が少ない。重心児者に合わせたプログラムが見つからない（近隣で） リヨウ ジギョウショ スク ジュウシン ジ シャ ア ミ キンリン		0				本人の状態にもよるが、重度化する状況に対応できる事業所の確保。家族の負担が大きくなり在宅生活の継続が困難になることが予測されるので、在宅で支援が受けられるような体制の充実と、レスパイトサービスの拡大。 ホンニン ジョウタイ ジュウドカ ジョウキョウ タイオウ ジギョウショ カクホ カゾク フタン オオ ザイタク セイカツ ケイゾク コンナン ヨソク ザイタク シエン ウ タイセイ ジュウジツ カクダイ

		承諾 ショウダク		特定相談支援事業所やすらぎ		028-650-7727		028-650-7728		320-0011		宇都宮市富士見が丘3－19－20		宇都宮市 ウツノミヤシ		0		0		1		0		1		0		0		0		0		1		1		0		0				0		3		対応できるヘルパーがいれば支援する タイオウ シエン		0		0		0		0				0		1				3

		承諾 ショウダク		障がい者支援センターにんべん		028-686-2539		028-686-2584		329-1417		さくら市フィオーレ喜連川5-2-1　フィオーレガーデン1-102		さくら市 シ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1				地域資源アンケートをいただきありがとうございました。設問に対しまして知識不足にこれでいいのかという思いです。相談支援専門員として設問にありました「3」要望がでますれば、先輩相談員・各職種の方々に相談・指導をいただき、相談支援事業を行ってみたいと考えます。大島先生について学ばせて頂きました。 チイキ シゲン セツモン タイ チシキ ブソク オモ ソウダン シエン センモンイン セツモン ヨウボウ センパイ ソウダン イン カクショクシュ カタガタ ソウダン シドウ ソウダン シエン ジギョウ オコナ カンガ オオシマ センセイ マナ イタダ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所おやま		0285-22-1833		0285-228946		323-0014		小山市喜沢660		小山市、下野市 オヤマシ シモノ シ		1		0		1		0		1		1		0		0		0		0		0		1		0				2		3				0		0		0		0				1		0		本人の意思が明確でないので親の意向中心のものになってしまった。 ホンニン イシ メイカク オヤ イコウ チュウシン		0

		承諾 ショウダク		真岡介護センター		0285-80-5200		0285-80-5211		321-4361		真岡市並木町1-8-1　シティ並木102 ナミキ		真岡市、芳賀町南部、市貝町南部、益子町西部、上三川東部 モオカシ ハガマチ ナンブ イチ ガイ チョウ ナンブ マシコ チョウ セイブ カミノカワ トウブ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		0		1				0		1				3		担当者の受け持ちケースの状況など考慮し対応できるか検討したい タントウシャ ウ モ ジョウキョウ コウリョ タイオウ ケントウ

		承諾 ショウダク		さの社協相談支援センターほっぷ		0283-22-8152		0283-22-8199		327-0003		佐野市大橋町3212-27		佐野市全域 サノシ ゼンイキ		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2		現在相談支援専門員1名で行っているため ゲンザイ ソウダン シエン センモンイン メイ オコナ

		承諾 ショウダク		相談支援ウエイブ		0282-23-4465		0282-23-4465		328-0012		栃木市平柳町1-2-7		栃木市、壬生町 トチギシ ミブマチ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		1		0				0		1				2		指定特定相談支援事業で精神に対応しているため シテイ トクテイ ソウダン シエン ジギョウ セイシン タイオウ		ご家族の中だけでは生活がマンネリ化して単調になりかねないので、音楽、体を動かす、読み聞かせ麻痺・拘縮のマッサージなどのリハビリの頻度を高める。ご本人が楽しいと感じることを提供できる。ご家族が疲弊しないよう旅行や趣味などの充実した時間がもてるようサービスを利用していくこと。 カゾク ナカ セイカツ カ タンチョウ オンガク カラダ ウゴ ヨ キ マヒ コウシュク ヒンド タカ ホンニン タノ カン テイキョウ カゾク ヒヘイ リョコウ シュミ ジュウジツ ジカン リヨウ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所わらしべの家		0282-27-1627		0282-27-1675		328-0011		栃木市大宮町2708-3		栃木市 トチギシ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1		専門的な知識が不十分なため行政などの機関と相談しながらの対応となります センモンテキ チシキ フジュウブン ギョウセイ キカン ソウダン タイオウ		短期入所や移動支援などの福祉サービス利用時にお付き合いのある医療機関や訪問看護の看護師が同行でき緊急時の対応が迅速にとれる体制（すでにできていたらすみません） タンキ ニュウショ イドウ シエン フクシ リヨウ ジ ツ ア イリョウ キカン ホウモン カンゴ カンゴシ ドウコウ キンキュウジ タイオウ ジンソク タイセイ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所　空		0287-73-8165		0287-73-8165		329-3157		那須塩原市大原間西1-19-9		那須塩原市、大田原市、那須町 ナスシオバラ シ オオタワラシ ナスマチ		1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		重心のお子様の療育支援をやっていたので、苦労はありませんでしたが、医療（訪問看護）訪問リハ訪問入浴の制度を知らなかったので、その方々との連携が取れて大変勉強になりました。 ジュウシン コサマ リョウイク シエン クロウ イリョウ ホウモン カンゴ ホウモン ホウモン ニュウヨク セイド シ カタガタ レンケイ ト タイヘン ベンキョウ		0				医療的ケアの必要な方には支援スタッフ・必ず看護師の方が不在では双方安心したケアはできません。例）乳幼児の通所事業は保母と看護師さん。小学→高校までは義務教育がありますが事後に生活介護はもちろんですが、本当に重心の方の為の日中活動の場が不足しているとおもいますので重心の方の通所事業は必要と思います。家庭以外で通える場所→一時預かりや療育支援事業→高校卒業後は通所施設（一時預かりも含めて） イリョウテキ ヒツヨウ カタ シエン カナラ カンゴシ カタ フザイ ソウホウ アンシン レイ ニュウヨウジ ツウショ ジギョウ ホボ カンゴシ ショウガク コウコウ ギム キョウイク ジゴ セイカツ カイゴ ホントウ ジュウシン カタ タメ ニッチュウ カツドウ バ フソク ジュウシン カタ ツウショ ジギョウ ヒツヨウ オモ カテイ イガイ カヨ バショ イチジ アズ リョウイク シエン ジギョウ コウコウ ソツギョウゴ ツウショ シセツ イチジ アズ フク

		承諾 ショウダク		相談支援事業所みどり		0285-45-8362		0285-45-8397		329-0214		小山市乙女786-1		小山市、栃木市、古河市、結城市 オヤマシ トチギシ コガシ ユウキシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0		大人は対応可能 オトナ タイオウ カノウ		1		1		大人はあるが、こどもはない。先日訪問介護を事業所にお願いしたところどこの事業所も受けていただけなかった。 オトナ センジツ ホウモン カイゴ ジギョウショ ネガ ジギョウショ ウ		3		成人しか計画相談をしたことがないので不安である。当事業所は相談員が一名なので相談する相手がいない セイジン ケイカク ソウダン フアン トウ ジギョウショ ソウダン イン イチメイ ソウダン アイテ		サービス事業所で受けてもらえないケースがある。特に重心や精神知的等重複して疾患を持っていると問い合わせた時点でお断りされてします。 ジギョウショ ウ トク ジュウシン セイシン チテキ ナド チョウフク シッカン モ ト ア ジテン コトワ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所こころみ		0284-41-5039		0284-43-2665		326-0061		足利市田島町611-2				0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		1		0				0		1				3		これまで前例がなく、またこの障害について熟知した方（機関）があるならそちらでしていただいた方がご本人様にとってよい支援であると考えるから。※現在当法人の入所・通所等サービスを利用されている方の相談支援がほとんどの状況です。 ゼンレイ ショウガイ ジュクチ カタ キカン ホウ ホンニンサマ シエン カンガ ゲンザイ トウホウジン ニュウショ ツウショ ナド リヨウ カタ ソウダン シエン ジョウキョウ

		承諾 ショウダク		相談支援センターのどか　真岡センター		0285-81-5890		0285-85-8452		321-4305		真岡市荒町111-1		真岡市、芳賀町、市貝町、益子町、茂木町 モオカシ ハガマチ イチガイ マチ マシコ チョウ モギ マチ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1				在宅での生活では家族の介護負担の軽減が必要。フォーマルインフォーマルの枠にとらわれない福祉サービス。 ザイタク セイカツ カゾク カイゴ フタン ケイゲン ヒツヨウ ワク フクシ

		承諾 ショウダク		友井タクシー介護ステーションふれあい		0285-30-0840		0285-30-0844		323-0025		小山市城山町2丁目12-25		小山市 オヤマシ		1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		利用するサービスは多様で、施設・病院・学校など医療福祉事業所数も多く連携を図るのが困難。学校行事に参加するための会出自の支援サービスがない。 リヨウ タヨウ シセツ ビョウイン ガッコウ イリョウ フクシ ジギョウショ スウ オオ レンケイ ハカ コンナン ガッコウ ギョウジ サンカ カイ シュツジ シエン		0				ご家族様が安心して預けることができる施設と必要に預けられる施設の数は少ない。片道１時間以上かかるためとても不便に思います。呼吸器の方の預かり先は少ない。 カゾクサマ アンシン アズ シセツ ヒツヨウ アズ シセツ カズ スク カタミチ ジカン イジョウ フベン オモ コキュウキ カタ アズ サキ スク

		承諾 ショウダク		もくせいの里		0282-43-0593		0282-43-1387		329-4405		栃木市大平町西山田1198		栃木市内 トチギシナイ		0		1		1		0		1		0		0		1		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		ニーズにあてはまるサービスがなかった。例）①入浴支援②移送サービス　①自宅の浴槽では支援が入れず訪問入浴を検討。しかし、浴槽を置けるスペースがなく断念。②主たる介護者が入院。学校までの送迎ができず特例で市の移送サービスを利用するもかなり時間を要した。 レイ ニュウヨク シエン イソウ ジタク ヨクソウ シエン ハイ ホウモン ニュウヨク ケントウ ヨクソウ オ ダンネン シュ カイゴシャ ニュウイン ガッコウ ソウゲイ トクレイ シ イソウ リヨウ ジカン ヨウ		0				①地域の理解や協力②受け入れの拡大（重心の通所、24時間看護体制が整った短期入所）③デマンドタクシー等関係者の重心に対する理解（理解附属により資源として存在するが利用しがたい）④児童が入浴支援を受けられる環境（家族の身体的な介護負担軽減） チイキ リカイ キョウリョク ウ イ カクダイ ジュウシン ツウショ ジカン カンゴ タイセイ トトノ タンキ ニュウショ ナド カンケイシャ ジュウシン タイ リカイ リカイ フゾク シゲン ソンザイ リヨウ ジドウ ニュウヨク シエン ウ カンキョウ カゾク シンタイテキ カイゴ フタン ケイゲン

		承諾 ショウダク		足利障害者相談支援センター		0284-44-0307		0284-44-0318		326-0064		足利市東砂原後町1072		足利市、佐野市 アシカガシ サノシ		1		0		1		0		1		0		0		1		0		1		0		1		0				1		0				0		0		0		0				0		1				2		委託相談支援事業所のため イタク ソウダン シエン ジギョウショ		医療的ケアが整った施設のショートステイ充実が必要。また、特に呼吸器をつけた方のショート療養介護の利用とそれらを利用するための送迎体制の充実が必要。 イリョウテキ トトノ シセツ ジュウジツ ヒツヨウ トク コキュウキ カタ リョウヨウ カイゴ リヨウ リヨウ ソウゲイ タイセイ ジュウジツ ヒツヨウ

		承諾 ショウダク		指定障害者相談支援事業所あるしぇん		0282-86-7665		0282-21-7109		321-0201		栃木県下都賀郡壬生町安塚2032 ３２１－０２０１		壬生町 ミブマチ		1		0		1		0		1		0		0		1		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		①相談支援専門員として重症心身障害児（者）の方に対する支援の知識や経験が少ない②医療的ケアが必要となる方に対して対応できる福祉サービス（事業所）が少ない。 ソウダン シエン センモンイン ジュウショウシンシンショウガイジ シャ カタ タイ シエン チシキ ケイケン スク イリョウテキ ヒツヨウ カタ タイ タイオウ フクシ ジギョウショ スク		0				医療的ケアが必要な方に関して、福祉のサービスでは対応しきれない部分が多く、結果として家族が本人を抱え込まざるを得ない現状があるように感じます。家族の介護負担が少しでも軽減できるよう福祉サービスも柔軟な対応が出来るようになるといいなと思います。 イリョウテキ ヒツヨウ カタ カン フクシ タイオウ ブブン オオ ケッカ カゾク ホンニン カカ コ エ ゲンジョウ カン カゾク カイゴ フタン スコ ケイゲン フクシ ジュウナン タイオウ デキ オモ

		承諾 ショウダク		下野市相談支援事業所 こばと		0285-44-6783		0285-44-6783		329-0414		下野市小金井1146-6		下野市、上三川町 シモノ シ カミノカワマチ		1		0		1		0		0		0		1		1		0		1		1		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		医療的ケアが必要な乳幼児に対応できるヘルパー事業所。短期入所・日中一時支援事業所が近くにない（少ない）。 イリョウテキ ヒツヨウ ニュウヨウジ タイオウ ジギョウショ タンキ ニュウショ ニッチュウ イチジ シエン ジギョウショ チカ スク		0				設問5で回答した内容：外出可能な方は児童発達支援を利用可能であるが無理な方は外部との交流をもちにくい。訪問看護・訪問リハビリが入っているケースはいいがない場合母子で孤立しがち。幸いあそびの支援をしてくれるヘルパー事業所があり支援につながっている。ヘルパー利用を希望されない家庭、利用したくてもヘルパー事業所がない等支援に苦慮する。 セツモン カイトウ ナイヨウ ガイシュツ カノウ カタ ジドウ ハッタツ シエン リヨウ カノウ ムリ カタ ガイブ コウリュウ ホウモン カンゴ ホウモン ハイ バアイ ボシ コリツ サイワ シエン ジギョウショ シエン リヨウ キボウ カテイ リヨウ ジギョウショ ナド シエン クリョ

		承諾 ショウダク		相談支援センターぴあん ソウダン シエン		0282-31-1755		0282-31-2919		328-0067		栃木市皆川城内町333-2		栃木市、小山市 トチギシ オヤマシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1				これまで現場で関わったことがなく、事例検討でしか情報を把握しておらず不安はあります。でも関係機関やご家族様からいろいろなことを教えて頂きながら相談支援として専門性を活かせればと思っています。色々な立場の方からお話をお伺いしてもご家族や医療機関専門的な事業所の負担が大きく相談支援があまり役に立つことができていない（場合によっては自ら引いてしまう）今の現状を少しでも変えていければいいと思います。 ゲンバ カカ ジレイ ケントウ ジョウホウ ハアク フアン カンケイ キカン カゾクサマ オシ イタダ ソウダン シエン センモンセイ イ オモ イロイロ タチバ カタ ハナシ ウカガ カゾク イリョウ キカン センモンテキ ジギョウショ フタン オオ ソウダン シエン ヤク タ バアイ ミズカ ヒ イマ ゲンジョウ スコ カ オモ

		承諾 ショウダク		うつのみや		028-632-6074/090-4059-9728		028-632-6075		320-0861		宇都宮市西2-1-7		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				3		専門的な知識を社会資源のアドバイスを他相談支援事業所からいただきながらみずからの事業所で引き受けるという形が望ましい センモンテキ チシキ シャカイ シゲン ホカ ソウダン シエン ジギョウショ ジギョウショ ヒ ウ カタチ ノゾ

		承諾 ショウダク		サポートセンターきりん		028-612-3838		028-678-3257		321-0905		栃木県宇都宮市平出工業団地43-100 ３２１－０９０５		宇都宮市 ウツノミヤシ		0		1		1		0		1		0		0		1		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		療養介護に入所しているので他のサービスの利用が困難。そのための社会資源をつなげたり、活用したりするのが難しい。 リョウヨウ カイゴ ニュウショ ホカ リヨウ コンナン シャカイ シゲン カツヨウ ムズカ		0				今後、市町村などで展開されていく生活拠点に関する事業をうまく活用できればいいなと感じています。入所されている方々については地域とのつながり方が今後は重要になってくると思われますので、広く門扉を開けた活動などが多くなってくるといいなと思っています。 コンゴ シチョウソン テンカイ セイカツ キョテン カン ジギョウ カツヨウ カン ニュウショ カタガタ チイキ カタ コンゴ ジュウヨウ オモ ヒロ モンピ ア カツドウ オオ オモ

		承諾 ショウダク		さわやか相談支援センター		0280-57-4884		0280-57-4994		329-0112		野木町南赤塚1145-1		小山市、野木町、古河市、栃木市 オヤマシ ノギマチ コガシ トチギシ		0		1		1		0		0		0		1		0		0		1		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		現実的な目標の位置づけ ゲンジツテキ モクヒョウ イチ		0

		承諾 ショウダク		相談支援事業所つばさ		0287-53-7393		0287-53-7394		324-0044		大田原市親園824-1		大田原市、那須塩原市、那須烏山市、矢板市、さくら市、那須町、塩谷町、高根沢町 オオタワラシ ナスシオバラシ ナスカラスヤマシ ヤイタシ シ ナスマチ シオ タニ マチ タカネザワマチ		1		0		1		0		1		0		1		1		0		1		0		0		0				1		2		医療的なケアが必要なケース、将来的に短期入所につなげたいケースだった為、専門の事業所に依頼した イリョウテキ ヒツヨウ ショウライテキ タンキ ニュウショ タメ センモン ジギョウショ イライ		1		1		0		0				1		0		使えるサービスの少なさに調整が難しかった ツカ スク チョウセイ ムズカ		1				乳幼児期の受け入れ可能な福祉サービス等の社会資源が必要である。 ニュウヨウジ キ ウ イ カノウ フクシ ナド シャカイシゲン ヒツヨウ

		承諾 ショウダク		特定相談支援センターはじめ		0284-22-4561		0284-22-4562		326-0143		足利市葉鹿町735-1		足利市 アシカガシ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1

		承諾 ショウダク		上三川障がい児・者生活相談支援センター		0285-38-6854		0285-38-6841		329-0611		上三川町上三川5082-15		上三川町 カミノカワマチ		1		0		1		0		1		0		0		1		0		0		0		0		0				1		0				0		0		0		0				1		0				0

		承諾 ショウダク		はつらつサロン南天相談支援事業所		0285-22-4659		0285-38-6529		323-0027		小山市花垣町2-3-19		小山市、栃木市 オヤマシ トチギシ		0		0		1		0		1		1		0		1		1		1		1		1		0				0		0				0		0		0		0				1		0		利用したいサービス事業所が少なく生活改善、家族、支援者の負担軽減に繋がらない（訪問入浴、ショートステイ、生活介護などなど（就労Ａ型））医師によっては連携が困難。何処の精神科がよいかと利用者に問われるが答えは解らない。 リヨウ ジギョウショ スク セイカツ カイゼン カゾク シエンシャ フタン ケイゲン ツナ ホウモン ニュウヨク セイカツ カイゴ シュウロウ ガタ イシ レンケイ コンナン ドコ セイシンカ リヨウシャ ト コタ ワカ		0				本人の選択や受け入れ事業所の間口を広げる。例えば入浴はヘルパーの2人対応で行ているがヘルパー不足や腰痛の悪化などで対応が難しくなってくる。機会浴のできる生活介護を勧めるも本人の選択肢がない。自宅から出かける自由さのようなものが閉ざされているような気がする。反面高齢者のサービスは増加する一方で利用者が不足し閉鎖なども聞かれる。高齢者・障害者がともにデイサービスやショートステイを利用できるようにならないかと思う。障害児については働く両親をサポートすることで生活の安定や療育などへ通園のし易さを図り、送迎サービスの充実など。 ホンニン センタク ウ イ ジギョウショ マグチ ヒロ タト ニュウヨク ニン タイオウ オコナ ブソク ヨウツウ アッカ タイオウ ムズカ キカイ ヨク セイカツ カイゴ スス ホンニン センタクシ ジタク デ ジユウ ト キ ハンメン コウレイシャ ゾウカ イッポウ リヨウシャ フソク ヘイサ キ コウレイシャ ショウガイシャ リヨウ オモ ショウガイジ ハタラ リョウシン セイカツ アンテイ リョウイク ツウエン ヤス ハカ ソウゲイ ジュウジツ

		承諾 ショウダク		障がい者生活支援センターこぶし		028-680-5746		028-688-0214		321-0126		栃木県宇都宮市茂原町837-1		宇都宮市、上三川町 ウツノミヤシ カミノカワマチ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1				①医療機関との細かな連携体制②相談関係者を含め本人に関わり支援をするなかで即座に動きが取れるようなフットワークの軽いチーム作り イリョウ キカン コマ レンケイ タイセイ ソウダン カンケイシャ フク ホンニン カカ シエン ソクザ ウゴ ト カル ヅク

								Ｑ2.重症心身障害児（者）の定義をご存知ですか

				1		知っている シ		40

				2		知らない シ		33

								Ｑ3.重症心身障害児（者）の方（家族・関係機関等）からの相談を受けたことがありますか

						ある		35

						ない		43

										それは誰からの相談でしたか

								ａ.家族 カゾク		27

								ｂ.支援者 シエンシャ		6

								ｃ.関係機関 カンケイ キカン		12

										それはどんな相談でしたか

								生活上の相談 セイカツ ジョウ ソウダン		19

								医療的な相談 イリョウテキ ソウダン		7

								制度に関する相談 セイド カン ソウダン		15

								教育に関する相談 キョウイク カン ソウダン		5

								サービス等利用計画書作成に関する相談 ナド リヨウ ケイカクショ サクセイ カン ソウダン		26

								その他 タ		3

										それらの相談事業所として対応（解決）はできましたか

								ａ.できた		27

								ｂ.できなかった		4

								Ｑ4.Ｑ3-2「ない」→これから重症心身障害児（者）の方（本人・家族等）からの相談があればどのように対応されますか

						自分の事業所で対応する ジブン ジギョウショ タイオウ		17

						ほかの相談支援事業所へ依頼する ソウダン シエン ジギョウショ イライ		15

						行政に依頼する ギョウセイ イライ		8

						その他 タ		9

								Ｑ5.重症心身障害児（者）の方のサービス等利用計画書を作成したことがありますか

						ある		33

						ない		46

						今後依頼があれば作成する コンゴ イライ サクセイ		15

						他の相談支援事業所に依頼する ホカ ソウダン シエン ジギョウショ イライ		18

						作成するかどうかわからない サクセイ		14

										「ない」と回答 カイトウ



重症心身障害児（者）の定義をご存知ですか

Ｑ2.重症心身障害児（者）の定義をご存知ですか	Ｑ3.重症心身障害児（者）の方（家族・関係機関等）からの相談を受けたことがありますか	それは誰からの相談でしたか	それはどんな相談でしたか	それらの相談事業所として対応（解決）はできましたか	Ｑ5.重症心身障害児（者）の方のサービス等利用計画書を作成したことがありますか	Ｑ5.重症心身障害児（者）の方のサービス等利用計画書

　　 を作成したことがありますか

ない
59%



訪問看護事業所

		Ｑ1.貴施設について、お伺いいたします キ シセツ ウカガ

		1		事業所名 ジギョウショ メイ

		2		電話番号 デンワ バンゴウ

		3		FAX番号 バンゴウ

		4		所在地 ショザイチ

		5		職員構成（常勤・非常勤は問いません） ショクイン コウセイ ジョウキン ヒジョウキン ト

						看護師 カンゴシ

						作業療法士 サギョウ リョウホウシ

						准看護師 ジュンカンゴシ

						理学療法士 リガク リョウホウシ

						保健師 ホケンシ

						言語療法士 ゲンゴ リョウホウシ

						その他 タ

		6		訪問可能な主な市町村 ホウモン カノウ オモ シチョウソン

		Q2.いままでに以下の項目を在宅看護で行ったことがありますか（あるものすべてにチェックをしてください） イカ コウモク ザイタク カンゴ オコナ

								成人在宅 セイジン ザイタク				小児在宅 ショウニ ザイタク

				在宅人工呼吸器の管理 ザイタク ジンコウ コキュウキ カンリ

				気管カニューレの交換 キカン コウカン

				気管カニューレ部位のガーゼ交換 キカン ブイ コウカン

				気管内吸引 キカンナイ キュウイン

				食事介助 ショクジ カイジョ

				経鼻チューブの交換 ケイビ コウカン

				胃瘻の管理 イロウ カンリ

				経管栄養の注入 ケイカン エイヨウ チュウニュウ

				ストーマの管理 カンリ

				尿道カテーテルの管理 ニョウドウ カンリ

				導尿 ドウニョウ

				入浴介助 ニュウヨク カイジョ

				看護師によるリハビリテーション カンゴシ

				OTもしくはPTによるリハビリテーション

				中心静脈カテーテル管理 チュウシン ジョウミャク カンリ

				高カロリー輸液の管理 コウ ユエキ カンリ

				薬剤の静注（抗生物質や利尿剤など） ヤクザイ ジョウチュウ コウセイ ブッシツ リニョウザイ

				麻薬による疼痛コントロール マヤク ウズ ツウ

				終末期の医療的ケア シュウマツキ イリョウテキ

				在宅での看取り ザイタク ミト

				24時間対応 ジカン タイオウ

		Q3.現時点で、依頼のあった場合、重症心身障害児（者）の在宅医療を行うことはできますか ゲンジテン イライ バアイ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ ザイタク イリョウ オコナ

		1		できる

		2		できない

		3		要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン

		Q4.依頼があった場合に可能な医療的ケアと身体介護についてお答えください イライ バアイ カノウ イリョウテキ シンタイ カイゴ コタ

		※個別シートにて対応 コベツ タイオウ



				Ｑ1.貴施設について、お伺いいたします キ シセツ ウカガ																										Q2.いままでに以下の項目を在宅看護で行ったことがありますか（あるものすべてにチェックをしてください）【1.ある、0.ない】 イカ コウモク ザイタク カンゴ オコナ																																																																																				Q3		Q4.依頼があった場合に可能な医療的ケアと身体介護についてお答えください【1.できる、2.できない、3.要相談（条件による）】 イライ バアイ カノウ イリョウテキ シンタイ カイゴ コタ ヨウ ソウダン ジョウケン																																																																																																																																																																																																																		Q5.重症心身障害児（者）の方に対する医療、在宅生活等についてお気づきのことなど、ご自由にお書きください ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ カタ タイ イリョウ ザイタク セイカツナド キ ジユウ カ

				事業所名 ジギョウショ メイ		電話番号 デンワ バンゴウ		FAX番号 バンゴウ		郵便番号 ユウビンバンゴウ		所在地 ショザイチ		職員構成（常勤・非常勤は問いません）【人数：名】 ショクイン コウセイ ジョウキン ヒジョウキン ト ニンズウ メイ														訪問可能な主な市町村 ホウモン カノウ オモ シチョウソン		在宅人工呼吸器の管理 ザイタク ジンコウ コキュウキ カンリ				気管カニューレの交換 キカン コウカン				気管カニューレ部位のガーゼ交換 キカン ブイ コウカン				気管内吸引 キカンナイ キュウイン				食事介助 ショクジ カイジョ				経鼻チューブの交換 ケイビ コウカン				胃瘻の管理 イロウ カンリ				経管栄養の注入 ケイカン エイヨウ チュウニュウ				ストーマの管理 カンリ				尿道カテーテルの管理 ニョウドウ カンリ				導尿 ドウニョウ				入浴介助 ニュウヨク カイジョ				看護師によるリハビリテーション カンゴシ				OTもしくはPTによるリハビリテーション				中心静脈カテーテル管理 チュウシン ジョウミャク カンリ				高カロリー輸液の管理 コウ ユエキ カンリ				薬剤の静注（抗生物質や利尿剤など） ヤクザイ ジョウチュウ コウセイ ブッシツ リニョウザイ				麻薬による疼痛コントロール マヤク ウズ ツウ				終末期の医療的ケア シュウマツキ イリョウテキ				在宅での看取り ザイタク ミト				24時間対応 ジカン タイオウ						在宅人工呼吸器の管理 ザイタク ジンコウ コキュウキ カンリ										気管カニューレの交換 キカン コウカン										気管カニューレの管理（日常の交換以外の対応） キカン カンリ ニチジョウ コウカン イガイ タイオウ										気管内吸引 キカンナイ キュウイン										食事介助 ショクジ カイジョ										経鼻チューブの交換 ケイビ コウカン										ストーマの管理 カンリ										尿道カテーテルの管理 ニョウドウ カンリ										導尿 ドウニョウ										入浴介助 ニュウヨク カイジョ										看護師によるリハビリテーション カンゴシ										OTもしくはPTによるリハビリテーション										中心静脈カテーテル管理 チュウシン ジョウミャク カンリ										高カロリー輸液の管理 コウ ユエキ カンリ										薬剤の静注（抗生物質や利尿剤など） ヤクザイ ジョウチュウ コウセイ ブッシツ リニョウザイ										麻薬による疼痛コントロール マヤク トウツウ										終末期の医療的ケア シュウマツキ イリョウテキ										在宅での看取り ザイタク ミト										24時間対応 ジカン タイオウ										外出の介助 ガイシュツ カイジョ										通院の介助 ツウイン カイジョ

		承諾可否 ショウダク カヒ												看護師 カンゴシ		作業療法士 サギョウ リョウホウシ		准看護師 ジュンカンゴシ		理学療法士 リガク リョウホウシ		保健師 ホケンシ		言語療法士 ゲンゴ リョウホウシ		その他 タ				成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ				乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ

		否 ヒ		曙訪問看護ステーション アケボノ ホウモン カンゴ		028-660-7803		028-683-5306		321-0901		宇都宮市平出町413番地		8		3		0		3		0		1				宇都宮、高根沢 ウツノミヤ タカネザワ		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		3		2		2		2		2		3		2		2		2		2		2		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		1		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		1		1		1		3		3		3		1		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		2		2		2		2		2		いつも大変お世話になっております。当STでも数名の小児利用者をNS、PT、OTでサポートしています。又、貴院のショートステイを利用させて頂いております。ご利用者様、家族が安心して過ごせるよう地域でサポートできたらと考えています。どうぞよろしくお願い申し上げます。 タイヘン セワ トウ スウメイ ショウニ リヨウシャ マタ キ イン リヨウ イタダ リヨウシャサマ カゾク アンシン ス チイキ カンガ ネガ モウ ア

		否 ヒ		とちぎメディカルセンター		0282-22-5810		0282-225812		328-0043		栃木市境町27-21		9		0		4		1		0		1		2		栃木市、小山市、壬生町 トチギシ オヤマシ ミブマチ		1		1		1		0		1		1		1		1		1		0		1		0		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		0		1		1		3		2		1		1		1		1		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		2		2		2		1		1		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		1		1		1		1		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		2		2		2		2		2

		否 ヒ		あいケアステーション		0282-23-6221		0282-24-9850		328-0074		栃木市薗部町2-5-9		1		0		2		2		0		0				栃木市 トチギシ		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		3		2		2		2		2		3		2		2		2		2		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		3		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		3		2		2		2		2		3		2		2		2		2		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		2		2		2		2		3

		否 ヒ		訪問看護ステーションこすもす		0285-80-5511		0285-80-5512		321-4337		真岡市上高間木2-24-4		4		2		0		1		0		0						1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		3		2		2		2		3		3		2		2		2		3		3		2		2		2		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		3		3		3		3		3		3		3		2		2		2		3		3		2		2		2		3		3		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		2		2		2		2		3		2		2		2		2		3		2		2		2		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		1		3		3		3		3		3		2		2		2		2		2		緊急時に主治医又はバッックベットのある病院との連携がとれる体制が整っていないと、在宅での対応に不安があります。
現在のところ、小児科、精神科看護を経験したスタッフがいない為、受け入れに不安がありますので今回はガイドマップ等に公表することに同意する事は控えさせていただきたいと思います。 キンキュウジ シュジイ マタ ビョウイン レンケイ タイセイ トトノ ザイタク タイオウ フアン ゲンザイ ショウニカ セイシンカ カンゴ ケイケン タメ ウ イ フアン コンカイ ナド コウヒョウ ドウイ コト ヒカ オモ

		否 ヒ		訪問看護ステーションひばり		0289-64-7226		0289-64-2225		322-8550		鹿沼市下田町1-1033		6		1		0		1		0		0				市内及び近隣市 シナイ オヨ キンリン シ		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		0		1		1		2

chizuru_tanaka: 未記入		1		1		2		2		1		2		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		1		3		3		1		1		1		3		3		3		3		1		3		3		1		1		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		1		3		3		3		1		1		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1

		否 ヒ		訪問看護ステーション那須		0287-73-5048		0287-63-4566		325-0023		那須塩原市豊浦10-706		5		0		2		0		0		0				那須塩原市、大田原市、那須町 ナスシオバラ シ オオタワラシ ナスマチ		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		0		0		1		0		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		2

chizuru_tanaka: 未記入		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1

		承諾 ショウダク		さくら訪問看護ステーション		0287-29-3252		0287-29-3252		324-0058		大田原市紫塚3-2633-10		5		0		0		1		0		0				大田原市、那須塩原市、矢板市 オオタワラシ ナスシオバラ シ ヤイタ シ		1		0		1		1		1		1		1		1		1		0		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		0		1		1		3		3		3		3		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		小児の受入数（実績）が少ないので、実際依頼があった場合、入院中から手技等の指導を受けたいと思います。 ショウニ ウケイレスウ ジッセキ スク ジッサイ イライ バアイ ニュウインチュウ シュギ ナド シドウ ウ オモ

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションたんぽぽ		0280-57-1888		0280-57-3819		329-0101		下都賀郡野木町友沼5119-12		20		3		0		5		0		0		2		野木町、小山市、旧藤岡町 ノギマチ オヤマシ キュウ フジオカマチ		1		1		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		1		1		1		1		1		1		0		0		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		3		1		1		1		1		1		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		3		3		3		3		3		1		1		3		2		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		2		2		2		2		2		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		受け入れてくれる訪問看護Stの数が少ないと思います。研修会の機会を設けてサービス体制が構築できると良いと思います。 ウ イ ホウモン カンゴ カズ スク オモ ケンシュウカイ キカイ モウ タイセイ コウチク ヨ オモ

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションうつのみや		028-612-6103		028-612-6104		320-0852		宇都宮市下砥上町字並塚643番地1		11		0		0		0		0		0		1		宇都宮市、壬生町 ウツノミヤシ ミブマチ		1		1		0		0		1		1		1		1		1		0		0		0		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		2

chizuru_tanaka: 未記入		3		3		3		3		1		2		2		2		2		2		3		3		3		1		1		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		3		3		3		1		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		3		3		3		1		1		3		3		3		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーション石橋		0285-52-2293		0285-52-2268		329-0511		下野市石橋628番地		7		0		0		1		0		0		1		下野市、上三川町、壬生町、宇都宮市（部） シモノ シ カミノカワマチ ミブマチ ウツノミヤシ ブ		1		1		0		0		1		1		1		1		1		0		1		0		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		3		1		1		1		1		1		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		1		3		3		3		3		3		3		3		3		1		1		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		2		2		2		2		2		最近、訪問依頼が増えてきていますが、私たち看護師の力量不足から利用者家族へ満足のいく看護が提供できないように感じています。現在の、利用者家族から教わることが多くあり、私たちが勉強になります。ただ、訪問していて思うことは、ご両親の今までの経験でケアが進み危険であり、指導させていただいても理解が得られないこともあり、ジレンマとなっています。例）誤嚥性肺炎を繰り返している方にヘッドアップして食事を摂るよう説明してもフラットのままであったり、他の方でPEG造設されているので、栄養はPEGからにして経口からは楽しみ程度にしてと言っても、食事を経口から摂るなど。 サイキン ホウモン イライ フ ワタクシ カンゴシ リキリョウ ブソク リヨウシャ カゾク マンゾク カンゴ テイキョウ カン ゲンザイ リヨウシャ カゾク オソ オオ ワタシ ベンキョウ ホウモン オモ リョウシン イマ ケイケン スス キケン シドウ リカイ エ レイ ゴエンセイ ハイエン ク カエ カタ ショクジ ト セツメイ ホカ カタ ゾウ セツ エイヨウ ケイコウ タノ テイド イ ショクジ ケイコウ ト

		承諾 ショウダク		マロニエ訪問看護ステーション		0287-37-6322		0287-39-3305		329-2763		那須塩原市井口537-3 にしなすの総合在宅ｹｱｾﾝﾀｰ内		5		7		0		5		0		2		1		那須塩原市、那須町、大田原市　リハビリのみ→那珂川町訪問可能 ナスシオバラ シ ナスマチ オオタワラシ ナカガワ マチ ホウモン カノウ		1		1		1		0		1		1		1		1		0		0		0		1		1		1		1		1		1		0		1		1		1		1		1		1		0		0		1		1		1		0		1		0		0		0		1		0		1		1		1		1		1		1		3		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーション佐野		0283-86-7013		0283-86-7031		327-0847		佐野市天神町７７４－２２ メープルハイツ１０１号室		3		0		1		0		0		0		1		足利市、佐野市、栃木市（旧岩船市） アシカガシ サノシ トチギシ キュウ イワフネ シ		0		0		0		0		1		0		1		0		1		0		0		0		1		0		0		0		1		0		1		0		0		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		2		2		2		2		2		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1

		承諾 ショウダク		とちぎ訪問看護ステーションくろばね		0287-54-0507		0287-54-0580		324-0241		大田原市黒羽向町142番地		6		0		0		0		1		0		2		大田原市、那須塩原市、那須町、那珂川町 オオタワラシ ナスシオバラ シ ナスマチ ナカガワマチ		1		0		0		0		1		1		1		1		1		0		1		0		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		3		3		3		3		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		1		2		2		2		2		2		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3

		承諾 ショウダク		鹿沼訪問看護ステーション		0289-60-5650		0289-60-1687		322-0021		鹿沼市上野町320-3高橋ビル１階１０３号室		5		0		0		0		0		0				鹿沼市、旧宇都宮市、旧今市市、壬生町、西片町 カヌマシ キュウ ウツノミヤシ キュウ イマイチシ ミブマチ ニシカタマチ		0		0		0		0		0		0		1		0		1		0		0		0		1		0		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		2

chizuru_tanaka: 未記入		2		2		2		2		1		2		2		2		2		3		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションほっと		028-626-5739		028-625-8201		321-0974		宇都宮市竹林町958		11		0		0		2		0		0		0		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2

		承諾 ショウダク		芳賀赤十字訪問看護ステーション		0285-84-8266		0285-84-8266		321-4306		真岡市台町2461		6		0		0		0		0		0		0		芳賀郡全域（真岡市、益子町、芳賀町、茂木町） ハガ グン ゼンイキ モオカシ マシコマチ ハガマチ モギ マチ		1		1		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		3		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		当ステーションは今年度小児在宅医との連携を開始することができました。安心して在宅療養を継続できるよう、多職種と連携し、実施しています。高齢者が介護サービスを選択するように、サービスの充実は得られていません。現実は家族だけで利用者（児）のケアを実施しているケースもあり家族の介護負担は大きいと考えます。負担軽減のためには、スムーズなレスパイト入院や日中の一時お預かり等充実した施設が増えることでさらに安心した療養環境の提供ができると思います。よろしくお願いいたします。 トウ コンネンド ショウニ ザイタク イ レンケイ カイシ アンシン ザイタク リョウヨウ ケイゾク タ ショクシュ レンケイ ジッシ コウレイシャ カイゴ センタク ジュウジツ エ ゲンジツ カゾク リヨウシャ ジ ジッシ カゾク カイゴ フタン オオ カンガ フタン ケイゲン ニュウイン ニッチュウ イチジ アズ ナド ジュウジツ シセツ フ アンシン リョウヨウ カンキョウ テイキョウ オモ ネガ

		承諾 ショウダク		とちぎ訪問看護ステーションみぶ		0282-82-7262		0282-82-7260		321-0218		下都賀郡壬生町落合1-18-12		16		0		0		0		0		0		1		上三川町、下野市、壬生町、宇都宮 カミノカワマチ シモノ シ ミブ チョウ ウツノミヤ		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		1		0		1		1		1		1		1		1		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		病院との連携が大切。在宅生活を支援するためにチームで対応する（介護者の支援） ビョウイン レンケイ タイセツ ザイタク セイカツ シエン タイオウ カイゴシャ シエン

		承諾 ショウダク		ＷＡＤＥＷＡＤＥ訪問看護ステーション		028-666-5420		028-666-5460		321-0923		栃木県宇都宮市下栗町2913-1 ３２１－０９２３		12		0		0		0		0		0				宇都宮市、上三川町、 ウツノミヤシ カミノカワマチ		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		0		0		1		0		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		重心の方を看る側（介護者）の負担軽減の必要性を感じてしまいます。まだまだ「私がやらなければ」という気持ちが強く、様々な資源活用へと動きが進むような発信が大切だと思っています。 ジュウシン カタ ミ ガワ カイゴシャ フタン ケイゲン ヒツヨウセイ カン ワタシ キモ ツヨ サマザマ シゲン カツヨウ ウゴ スス ハッシン タイセツ オモ

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションあい		0287-83-8035		0287-83-8222		321-0628		那須烏山市金井2-5-9 ベンチャープラザ7号室 ゴウシツ		8		0		1		0		0		0		1		那須烏山市、那珂川町、茂木町、一貝町 ナスカラスヤマシ ナカガワマチ モギマチ イチ ガイ マチ		1		1		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		0		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		小児や重心など医療依存度が高い方には家族が安心して預けられる事業所とスタッフが必要です（レスパイトの本当の意味で）訪問看護スタッフが動きやすい仕組みがあればもっと介入できると思います。例えば在宅以外への支援での算定が可能になる。長時間支援が可能になるなど。在宅支援診療所が多ければ助かります。開業医で努力してくださる医師の力で乗り切っている地域は特にそう感じます。後方病院親元病院との連携、地域との調整などスムーズにシームレスに行われるとうれしいです。行政からの介入が少なく、制度のことなど知らないまま苦労されている方が多いので、窓口での丁寧かつタイミングよく助言をしていただくと嬉しいです。 ショウニ ジュウシン イリョウ イゾンド タカ カタ カゾク アンシン アズ ジギョウショ ヒツヨウ ホントウ イミ ホウモン カンゴ ウゴ シク カイニュウ オモ タト ザイタク イガイ シエン サンテイ カノウ チョウジカン シエン カノウ ザイタク シエン シンリョウジョ オオ タス カイギョウイ ドリョク イシ チカラ ノ キ チイキ トク カン コウホウ ビョウイン オヤモト ビョウイン レンケイ チイキ チョウセイ オコナ ギョウセイ カイニュウ スク セイド シ クロウ カタ オオ マドグチ テイネイ ジョゲン ウレ

		承諾 ショウダク		あおい訪問看護ステーション		0284-73-9456		0284-72-7600		326-0831		足利市堀込町2556 セレッソ・コート１階		16		0		0		4		0		0				足利市とその周辺（佐野市、館林市、巴楽町、太田市、桐生市） アシカガシ シュウヘン サノシ タテバヤシシ トモエ ラク マチ オオタシ キリュウシ		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1

		承諾 ショウダク		那須赤十字訪問看護ステーション		0287-23-8866		0287-23-8903		324-8686		大田原市中田原1081-4		8		1		0		0		0		0				大田原市、那須塩原市（一部を除く） オオタワラシ ナスシオバラ シ イチブ ノゾ		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		1		1		0		1		0		1		1		1		0		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションゆりの木		0287-47-5123		0287-47-5124		324-0028		大田原市山の手1-1-7 ヤマ テ		4		0		0		0		0		0				大田原市、那須塩原市、那珂川町 オオタワラシ ナスシオバラ シ ナカガワマチ		1		1		1		0		1		1		1		1		0		0		0		1		1		0		1		1		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		0		0		1		0		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		3		1		1		1		1		2		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		3		1		1		1		1		3		1		1		1		1		1		1		1		1		3		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		3		3		1		3		3		1		1		1		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		重症心身障害児施設で勤務したことのある看護師が2名いますので積極的に依頼があれば支援させていただきたいと思っています。こどもはやはり親元で成長発達できることが何よりも必要なことであると思っています。 ジュウショウ シンシン ショウガイ ジ シセツ キンム カンゴシ メイ セッキョクテキ イライ シエン オモ オヤモト セイチョウ ハッタツ ナニ ヒツヨウ オモ

		承諾 ショウダク		ライフ訪問看護リハビリテーション		0284-64-8799		0284-64-8335		326-0831		足利市堀込町2656-7　ASKビル３０１号		5		0		0		1		0		0		0		足利市、佐野市、館林市、邑楽郡、太田市、桐生市 アシカガシ サノシ タテバヤシシ オウラ グン オオタシ キリュウシ		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		この件に関する研修の案内が少ないため、学ぶ機会をもっと増やしてほしい ケン カン ケンシュウ アンナイ スク マナ キカイ フ

		承諾 ショウダク		わくわく訪問看護ステーションおやま		0285-24-6575		0285-20-0255		323-0022		小山市駅東通り3-9-6		11		0		0		5		0		0		0		小山市、結城市（茨城県）、下野市の一部、栃木市（PTのみ） オヤマシ ユウキシ イバラキケン シモノ シ イチブ トチギシ		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		1		1		1		1		3		3		3		1		1		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		自立支援のケアマネージャーがいるが、医療福祉行政をうまく連携してまとめる役割が果たせていない。それぞれが別々で動いており、介護者が困ったときの相談窓口に迷う。 ジリツ シエン イリョウ フクシ ギョウセイ レンケイ ヤクワリ ハ ベツベツ ウゴ カイゴシャ コマ ソウダン マドグチ マヨ

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーション風		028-612-1333		028-612-1384		321-0117		宇都宮市城南3丁目5-6		3		1		0		1		0		0				宇都宮、鹿沼、下野、壬生 ウツノミヤ カヌマ シモノ ミブ		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		1		1		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1

		承諾 ショウダク		宮の橋訪問看護ステーション		028-635-9839		028-635-9839		321-0963		宇都宮市南大通り1-1-23		7		0		0		1		0		0		0		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		1		1		0		1		1		1		1		1		0		0		0		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		レスパイト等受け入れ先が少ない。市のコーディネーター様がご多忙の様子であり、要望に対しての対応にかなりの時間を要する（対応されないこともある）。年度変わるときなど、担当者（市）の引き継ぎがされず、進んでいた調整も振り出しに戻ってしまうことがある。 トウ ウ イ サキ スク シ サマ タボウ ヨウス ヨウボウ タイ タイオウ ジカン ヨウ タイオウ ネンド カ タントウシャ シ ヒ ツ スス チョウセイ フ ダ モド

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションオリーブ		0282-27-8414		0282-27-8415		328-0027		栃木市今泉町1丁目17番29号		7		0		0		0		0		0				栃木市、小山市、下野市、壬生町 トチギシ オヤマシ シモノ シ ミブ マチ		1		1		1		0		1		1		1		1		0		0		0		0		1		1		1		1		0		0		1		1		1		0		1		1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションマザーの家		0283-85-7771		0283-85-7772		327-0504		佐野市中町942-1		2		0		3		0		0		0				佐野市 サノシ		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーション卯の郷		028-682-7770		028-682-7766		329-1311		さくら市氏家2650番地		3		0		0		0		0		0				さくら市（周辺15ｋｍ以内）、塩谷町、那須烏山市、宇都宮市、高根沢町 シ シュウヘン イナイ シオヤ マチ ナスカラスヤマシ ウツノミヤシ タカネザワ マチ		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		3		3		3		3		3		1		2		2		2		2		2		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		2		2		2		3		3		3		3		1		1		1		3		3		3		3		1		2		2		2		2		2		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		2		2		2		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションたかねざわ		028-680-1701		028-680-1702		329-1233		塩谷郡高根沢町宝積寺2426-8 		16		0		0		0		0		0				高根沢町、さくら市、那須烏山市、芳賀町、市貝町、茂木町、益子町、宇都宮市 タカネザワマチ シ ナスカラスヤマシ ハガ マチ イチ カイ チョウ モギマチ マシコ チョウ ウツノミヤシ		1		1		1		0		1		1		1		1		1		0		1		0		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		2		2		2		2		2

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションみどり		0285-45-8362		0285-45-8397		329-0214		小山市乙女786-1		3		0		1		0		0		0				小山市、栃木市、古河市、結城市 オヤマシ トチギシ コガシ ユウキシ		0		0		1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		1		0		1		0		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		3		2		2		2		3		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		1		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		1		1		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		訪問看護師がもっと社会資源として同行できるとよいと思う。在宅での療養はもっと看護師が活躍できる体制が整うとよいと思った。 ホウモン カンゴシ シャカイ シゲン ドウコウ オモ ザイタク リョウヨウ カンゴシ カツヤク タイセイ トトノ オモ

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションあるく		028-643-5586		028-678-8796		320-0036		宇都宮市小幡2-6-14 		5		0		1		0		0		0		1		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		0		1		0		1		0		1		0		0		1		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3

		承諾 ショウダク		とちぎ訪問看護ステーションおやま		0285-39-8602		0285-39-8607		323-0827		栃木県小山市神鳥谷2251-7 ３２３－０８２７		12		0		0		0		0		0		1		小山市、下野市（南部）、野木町（北部） オヤマシ シモノ シ ナンブ ノギ マチ ホクブ		1		1		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		1		1		1		0		0		1		0		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		3		3		1		1		1		3		1		1		1		1		小児の重症心身障害児の訪問看護を行っていく上で。たびたび感じるのが成長に伴った教育、就学が難しく親御さんの希望通りにいかないことが多く残念に思います。難しいところだと思いますが… ショウニ ジュウショウ シンシン ショウガイジ ホウモン カンゴ オコナ ウエ カン セイチョウ トモナ キョウイク シュウガク ムズカ オヤゴ キボウ ドオ オオ ザンネン オモ ムズカ オモ

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションここあ		028-600-3735		028-600-3736		321-2116		栃木県宇都宮市徳次郎町998-9 ３２１－２１１６		10		1		0		1		0		0		2		宇都宮市、日光市、 ウツノミヤシ ニッコウシ		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2

chizuru_tanaka: 未記入		

chizuru_tanaka: 未記入		

chizuru_tanaka: 未記入		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3















																														Q2.いままでに以下の項目を在宅看護で行ったことがありますか（あるものすべてにチェックをしてください）																																																																																						Q4.依頼があった場合に可能な医療的ケアと身体介護についてお答えください

				事業所名 ジギョウショ メイ		電話番号 デンワ バンゴウ		FAX番号 バンゴウ		郵便番号 ユウビンバンゴウ		所在地 ショザイチ		職員構成（常勤・非常勤は問いません）【人数：名】 ショクイン コウセイ ジョウキン ヒジョウキン ト ニンズウ メイ														訪問可能な主な市町村 ホウモン カノウ オモ シチョウソン		在宅人工呼吸器の管理 ザイタク ジンコウ コキュウキ カンリ				気管カニューレの交換 キカン コウカン				気管カニューレ部位のガーゼ交換 キカン ブイ コウカン				気管内吸引 キカンナイ キュウイン				食事介助 ショクジ カイジョ				経鼻チューブの交換 ケイビ コウカン				胃瘻の管理 イロウ カンリ				経管栄養の注入 ケイカン エイヨウ チュウニュウ				ストーマの管理 カンリ				尿道カテーテルの管理 ニョウドウ カンリ				導尿 ドウニョウ				入浴介助 ニュウヨク カイジョ				看護師によるリハビリテーション カンゴシ				OTもしくはPTによるリハビリテーション				中心静脈カテーテル管理 チュウシン ジョウミャク カンリ				高カロリー輸液の管理 コウ ユエキ カンリ				薬剤の静注（抗生物質や利尿剤など） ヤクザイ ジョウチュウ コウセイ ブッシツ リニョウザイ				麻薬による疼痛コントロール マヤク ウズ ツウ				終末期の医療的ケア シュウマツキ イリョウテキ				在宅での看取り ザイタク ミト				24時間対応 ジカン タイオウ						在宅人工呼吸器の管理 ザイタク ジンコウ コキュウキ カンリ										気管カニューレの交換 キカン コウカン										気管カニューレの管理（日常の交換以外の対応） キカン カンリ ニチジョウ コウカン イガイ タイオウ										気管内吸引 キカンナイ キュウイン										食事介助 ショクジ カイジョ										経鼻チューブの交換 ケイビ コウカン										ストーマの管理 カンリ										尿道カテーテルの管理 ニョウドウ カンリ										導尿 ドウニョウ										入浴介助 ニュウヨク カイジョ										看護師によるリハビリテーション カンゴシ										OTもしくはPTによるリハビリテーション										中心静脈カテーテル管理 チュウシン ジョウミャク カンリ										高カロリー輸液の管理 コウ ユエキ カンリ										薬剤の静注（抗生物質や利尿剤など） ヤクザイ ジョウチュウ コウセイ ブッシツ リニョウザイ										麻薬による疼痛コントロール マヤク トウツウ										終末期の医療的ケア シュウマツキ イリョウテキ										在宅での看取り ザイタク ミト										24時間対応 ジカン タイオウ										外出の介助 ガイシュツ カイジョ										通院の介助 ツウイン カイジョ

														看護師 カンゴシ		作業療法士 サギョウ リョウホウシ		准看護師 ジュンカンゴシ		理学療法士 リガク リョウホウシ		保健師 ホケンシ		言語療法士 ゲンゴ リョウホウシ		その他 タ				成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ				乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ

																																																																																																																		できる		18		20		19		20		27		9		11		13		13		18		22		22		22		24		30		25		25		26		29		34		25		25		26		27		31		16		17		19		21		27		21		22		23		26		32		16		18		22		25		33		16		18		22		24		32		26		25		29		30		31		18		20		22		23		30		9		10		9		9		12		20		20		23		25		31		21		22		24		27		32		14		14		16		18		27		12		12		13		15		25		18		17		19		20		28		19		18		19		21		29		23		23		24		25		33		7		7		9		10		14		5		6		7		8		11

																																																																																																																		できない		8		7		8		5		1		18		15		14		12		6		6		6		6		4		1		5		5		5		4		0		6		6		6		5		1		11		11		11		9		3		5		5		5		3		0		8		8		8		5		0		9		8		8		5		0		5		6		5		4		1		8		7		7		6		2		19		18		18		19		17		7		7		7		6		1		6		6		6		5		1		10		10		10		7		2		6		6		6		5		1		6		6		6		5		2		5		5		5		4		1		5		5		5		4		1		11		11		11		10		7		17		17		17		16		13

																																																																																																																		要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン		8		7		7		9		6		7		8		7		9		10		6		6		6		6		3		4		4		3		1		0		3		3		2		2		2		7		6		4		4		4		8		7		6		5		2		10		8		4		4		1		9		8		4		5		2		3		3		0		0		2		8		7		5		5		2		6		6		7		6		5		7		7		4		3		2		7		6		4		2		1		10		10		8		9		5		16		16		15		14		8		10		11		9		9		4		10		11		10		9		4		6		6		5		5		0		16		16		14		14		13		12		11		10		10		10



																																																																																																																		Ｑ4.できる

																																																																																																																				在宅人工呼吸器の管理		気管カニューレの交換		気管カニューレの管理（日常の交換以外の対応）		気管内吸引		食事介助		経鼻チューブの交換		ストーマの管理		尿道カテーテルの管理		導尿		入浴介助		看護師によるリハビリテーション		OTもしくはPTによるリハビリテーション		中心静脈カテーテル管理 チュウシン ジョウミャク カンリ		高カロリー輸液の管理 コウ ユエキ カンリ		薬剤の静注（抗生物質や利尿剤など） ヤクザイ ジョウチュウ コウセイ ブッシツ リニョウザイ		麻薬による疼痛コントロール マヤク トウツウ		終末期の医療的ケア シュウマツキ イリョウテキ		在宅での看取り ザイタク ミト		24時間対応 ジカン タイオウ		外出の介助		通院の介助

																																																																																																																		乳児～2歳 ニュウジ サイ		18		9		22		25		25		16		21		16		16		26		18		9		20		21		14		12		18		19		23		7		5

																																																																																																																		3～6歳 サイ		20		11		22		25		25		17		22		18		18		25		20		10		20		22		14		12		17		18		23		7		6

																																																																																																																		7歳～12歳 サイ サイ		19		13		22		26		26		19		23		22		22		29		22		9		23		24		16		13		19		19		24		9		7

																																																																																																																		13～17歳 サイ		20		13		24		29		24		21		26		25		24		30		23		9		25		27		18		15		20		21		25		10		8

																																																																																																																		18歳以上 サイイジョウ		27		18		30		34		31		27		32		33		32		31		30		12		31		32		27		25		28		29		33		14		11



																																																																																																																		Ｑ4.できない

																																																																																																																				在宅人工呼吸器の管理		気管カニューレの交換		気管カニューレの管理（日常の交換以外の対応）		気管内吸引		食事介助		経鼻チューブの交換		ストーマの管理		尿道カテーテルの管理		導尿		入浴介助		看護師によるリハビリテーション		OTもしくはPTによるリハビリテーション		中心静脈カテーテル管理 チュウシン ジョウミャク カンリ		高カロリー輸液の管理 コウ ユエキ カンリ		薬剤の静注（抗生物質や利尿剤など） ヤクザイ ジョウチュウ コウセイ ブッシツ リニョウザイ		麻薬による疼痛コントロール マヤク トウツウ		終末期の医療的ケア シュウマツキ イリョウテキ		在宅での看取り ザイタク ミト		24時間対応 ジカン タイオウ		外出の介助		通院の介助

																																																																																																																		乳児～2歳 ニュウジ サイ		8		18		6		5		6		11		5		8		9		5		8		19		7		6		10		6		6		5		5		11		17

																																																																																																																		3～6歳 サイ		7		15		6		5		6		11		5		8		8		6		7		18		7		6		10		6		6		5		5		11		17

																																																																																																																		7歳～12歳 サイ サイ		8		14		6		5		6		11		5		8		8		5		7		18		7		6		10		6		6		5		5		11		17

																																																																																																																		13～17歳 サイ		5		12		4		4		5		9		3		5		5		4		6		19		6		5		7		5		5		4		4		10		16

																																																																																																																		18歳以上 サイイジョウ		1		6		1		0		1		3		0		0		0		1		2		17		1		1		2		1		2		1		1		7		13



																																																																																																																		Ｑ4.要相談 ヨウ ソウダン

																																																																																																																				在宅人工呼吸器の管理		気管カニューレの交換		気管カニューレの管理（日常の交換以外の対応）		気管内吸引		食事介助		経鼻チューブの交換		ストーマの管理		尿道カテーテルの管理		導尿		入浴介助		看護師によるリハビリテーション		OTもしくはPTによるリハビリテーション		中心静脈カテーテル管理 チュウシン ジョウミャク カンリ		高カロリー輸液の管理 コウ ユエキ カンリ		薬剤の静注（抗生物質や利尿剤など） ヤクザイ ジョウチュウ コウセイ ブッシツ リニョウザイ		麻薬による疼痛コントロール マヤク トウツウ		終末期の医療的ケア シュウマツキ イリョウテキ		在宅での看取り ザイタク ミト		24時間対応 ジカン タイオウ		外出の介助		通院の介助

																																																																																																																		乳児～2歳 ニュウジ サイ		8		7		6		4		3		7		8		10		9		3		8		6		7		7		10		16		10		10		6		16		12

																																																																																																																		3～6歳 サイ		7		8		6		4		3		6		7		8		8		3		7		6		7		6		10		16		11		11		6		16		11

																																																																																																																		7歳～12歳 サイ サイ		7		7		6		3		2		4		6		4		4		0		5		7		4		4		8		15		9		10		5		14		10

																																Q3.現時点で、依頼のあった場合、重症心身障害児（者）の在宅医療を行うことはできますか ゲンジテン イライ バアイ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ ザイタク イリョウ オコナ																																																																																		13～17歳 サイ		9		9		6		1		2		4		5		4		5		0		5		6		3		2		9		14		9		9		5		14		10

																														できる		14																																																																																		18歳以上 サイイジョウ		6		10		3		0		2		4		2		1		2		2		2		5		2		1		5		8		4		4		0		13		10

																														できない		6

																														要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン		14



																														在宅人工呼吸器の管理 ザイタク ジンコウ コキュウキ カンリ		気管カニューレの交換 キカン コウカン		気管カニューレ部位のガーゼ交換 キカン ブイ コウカン		気管内吸引 キカンナイ キュウイン		食事介助 ショクジ カイジョ		経鼻チューブの交換 ケイビ コウカン		胃瘻の管理 イロウ カンリ		経管栄養の注入 ケイカン エイヨウ チュウニュウ		ストーマの管理 カンリ		尿道カテーテルの管理 ニョウドウ カンリ		導尿 ドウニョウ		入浴介助 ニュウヨク カイジョ		看護師によるリハビリテーション カンゴシ		OTもしくはPTによるリハビリテーション		中心静脈カテーテル管理 チュウシン ジョウミャク カンリ		高カロリー輸液の管理 コウ ユエキ カンリ		薬剤の静注（抗生物質や利尿剤など） ヤクザイ ジョウチュウ コウセイ ブッシツ リニョウザイ		麻薬による疼痛コントロール マヤク ウズ ツウ		終末期の医療的ケア シュウマツキ イリョウテキ		在宅での看取り ザイタク ミト		24時間対応 ジカン タイオウ

																												成人 セイジン		28		24		30		31		28		22		32		31		32		33		31		33		33		16		29		30		28		30		32		31		33

																												小児 ショウニ		21		11		23		24		14		17		21		19		6		7		8		20		18		9		2		4		3		3		6		4		22



成人	在宅人工呼吸器の管理	気管カニューレの交換	気管カニューレ部位のガーゼ交換	気管内吸引	食事介助	経鼻チューブの交換	胃瘻の管理	経管栄養の注入	ストーマの管理	尿道カテーテルの管理	導尿	入浴介助	看護師によるリハビリテーション	OTもしくはPTによるリハビリテ	ーション	中心静脈カテーテル管理	高カロリー輸液の管理	薬剤の静注（抗生物質や利尿剤など）	麻薬による疼痛コントロール	終末期の医療的ケア	在宅での看取り	24時間対応	28	24	30	31	28	22	32	31	32	33	31	33	33	16	29	30	28	30	32	31	33	小児	在宅人工呼吸器の管理	気管カニューレの交換	気管カニューレ部位のガーゼ交換	気管内吸引	食事介助	経鼻チュー	ブの交換	胃瘻の管理	経管栄養の注入	ストーマの管理	尿道カテーテルの管理	導尿	入浴介助	看護師によるリハビリテーション	OTもしくはPTによるリハビリテーション	中心静脈カテーテル管理	高カロリー輸液の管理	薬剤の静注（抗生物質や利尿剤など）	麻薬による疼痛コントロール	終末期の医療的ケア	在宅での看取り	24時間対応	21	11	23	24	14	17	21	19	6	7	8	20	18	9	2	4	3	3	6	4	22	Q3.現時点で、依頼のあった場合、重症心身障害児（者）の在宅医療を行うことはできますか

Q3.現時点で、依頼のあった場合、重症心身障害児（者）の在宅医療を行うことはできますか	できる	できない	要相談（条件による）	14	6	14	乳児～2歳	在宅人工呼吸器の管理	気管カニューレの交換	気管カニューレの管理（日常の交換以外の対応）	気管内吸引	食事介助	経鼻チューブの交換	ストーマの管理	尿道カテーテルの管理	導尿	入浴介助	看護師によるリハビリテーション	OTもしくはPTによるリハビリテーション	中心静脈カテーテル管理	高カロリー輸液の管理	薬剤の静注（抗生物質や利尿剤など）	麻薬による疼痛コント	ロール	終末期の医療的ケア	在宅での看取り	24時間対応	外出の介助	通院の介助	18	9	22	25	25	16	21	16	16	26	18	9	20	21	14	12	18	19	23	7	5	3～6歳	在宅人工呼吸器の管理	気管カニューレの交換	気管カニューレの管理（日常の交換以外の対応）	気管内吸引	食事介助	経鼻チューブの交換	ストーマの管理	尿道カテーテルの管理	導尿	入浴介助	看護師によるリハビリテーション	OTもしくはPTによるリハビリテーション	中心静脈カテーテル管理	高カロリー輸液の管理	薬剤の静注（抗生物質や利尿剤など）	麻薬による疼痛コントロール	終末期の医療的ケア	在宅での看取り	24時間対応	外出の介助	通院の介助	20	11	22	25	25	17	22	18	18	25	20	10	20	22	14	12	17	18	23	7	6	7歳～12歳	在宅人工呼吸	器の管理	気管カニューレの交換	気管カニューレの管理（日常の交換以外の対応）	気管内吸引	食事介助	経鼻チューブの交換	ストーマの管理	尿道カテーテルの管理	導尿	入浴介助	看護師によるリハビリテーション	OTもしくはPTによるリハビリテーション	中心静脈カテーテル管理	高カロリー輸液の管理	薬剤の静注（抗生物質や利尿剤など）	麻薬による疼痛コントロール	終末期の医療的ケア	在宅での看取り	24時間対応	外出の介助	通院の介助	19	13	22	26	26	19	23	22	22	29	22	9	23	24	16	13	19	19	24	9	7	13～17歳	在宅人工呼吸器の管理	気管カニューレの交換	気管カニューレの管理（日常の交換以外の対応）	気管内吸引	食事介助	経鼻チューブの交換	ストーマの管理	尿道カテーテルの管理	導尿	入浴介助	看護師によるリハビリテーション	OTもしくはPTによるリハビリテーション	中心静脈カテーテル管理	高カロリー輸液の管理	薬剤の静注（抗生物質や利尿剤など）	麻薬による疼痛コントロール	終末期の医療的ケア	在宅での看取り	24時間対応	外出の介助	通院の介助	20	13	24	29	24	21	26	25	24	30	23	9	25	27	18	15	20	21	25	10	8	18歳以上	在宅人工呼吸器の管理	気管カニューレの交換	気管カニューレの管理（日常の交換以外の対応）	気管内吸引	食事介助	経鼻チューブの交換	ストーマの管理	尿道カテーテルの管理	導尿	入浴介助	看護師によるリハビリテーション	OTもしくはPTによるリハビリテーション	中心静脈カテーテル管理	高カロリー輸液の管理	薬剤の静注（抗生物質や利尿剤など）	麻薬による疼痛コントロール	終末期の医療的ケア	在宅での看取り	24時間対応	外出の介助	通院の介助	27	18	30	34	31	27	32	33	32	31	30	12	31	32	27	25	28	29	33	14	11	乳児～2歳	在宅人工呼吸器の管理	気管カニューレの交換	気管カニューレの管理（日常の交換以外の対応）	気管内吸引	食事介助	経鼻チューブの交換	ストーマの管理	尿道カテーテルの管理	導尿	入浴介助	看護師によるリハビリテーション	OTもしくはPTによるリハビリテーション	中心静脈カテーテル	管理	高カロリー輸液の管理	薬剤の静注（抗生物質や利尿剤など）	麻薬による疼痛コントロール	終末期の医療的ケア	在宅での看取り	24時間対応	外出の介助	通院の介助	8	18	6	5	6	11	5	8	9	5	8	19	7	6	10	6	6	5	5	11	17	3～6歳	在宅人工呼吸器の管理	気管カニューレの交換	気管カニューレの管理（日常の交換以外の対応）	気管内吸引	食事介助	経鼻チューブの交換	ストーマの管理	尿道カテーテルの管理	導尿	入浴介助	看護師によるリハビリテーション	OTもしくはPTによるリハビリテーション	中心静脈カテーテル管理	高カロリー輸液の管理	薬剤の静注（抗生物質や利尿剤など）	麻薬による疼痛コントロール	終末期の医療的ケア	在宅での看取り	24時間対応	外出の介助	通院の介助	7	15	6	5	6	11	5	8	8	6	7	18	7	6	10	6	6	5	5	11	17	7歳～12歳	在宅人工呼吸器の管理	気管カニューレの交換	気管カニューレの管理（日常の交換以外の対応）	気管内吸引	食事介助	経鼻チューブの交換	ストーマの管理	尿道カテーテルの管理	導尿	入浴介助	看護師によるリハビリテーション	OTもしくはPTによるリハビリテーション	中心静脈カテーテル管理	高カロリー輸液の管理	薬剤の静注（抗生物質や利尿剤など）	麻薬による疼痛コントロール	終末期の医療的ケア	在宅での看取り	24時間対応	外出の介助	通院の介助	8	14	6	5	6	11	5	8	8	5	7	18	7	6	10	6	6	5	5	11	17	13～17歳	在宅人工呼吸器の管理	気管カニューレの交換	気管カニューレの管理（日常の交換以外の対応）	気管内吸引	食事介助	経鼻チューブの交換	ストーマの管理	尿道カテーテルの管理	導尿	入浴介助	看護師によるリハビリテーション	OTもしくはPTによるリハビリテーション	中心静脈カテーテル管理	高カロリー輸液の管理	薬剤の静注（抗生物質や利尿剤など）	麻薬による疼痛コントロール	終末期の医療的ケア	在宅での看取り	24時間対応	外出の介助	通院の介助	5	12	4	4	5	9	3	5	5	4	6	19	6	5	7	5	5	4	4	10	16	18歳以上	在宅人工呼吸器の管理	気管カニューレの交換	気管カニューレの管理（日常の交換以外の対応）	気管内吸引	食事介助	経鼻チューブの交換	ストーマの管理	尿道カテーテルの管理	導尿	入浴介助	看護師によるリハビリテーション	OTもしくはPTによるリハビリテーション	中心静脈カテーテル管理	高カロリー輸液の管理	薬剤の静注（抗生物質や利尿剤など）	麻薬による疼痛コントロール	終末期の医療的ケア	在宅での看取り	24時間対応	外出の介助	通院の介助	1	6	1	0	1	3	0	0	0	1	2	17	1	1	2	1	2	1	1	7	13	

乳児～2歳	在宅人工呼吸器の管理	気管カニューレの交換	気管カニューレの管理（日常の交換以外の対応）	気管内吸引	食事介助	経鼻チューブの交換	ストーマの管理	尿道カテーテルの管理	導尿	入浴介助	看護師によるリハビリテーション	OTもしくはPTによるリハビリテーション	中心静脈カテーテル	管理	高カロリー輸液の管理	薬剤の静注（抗生物質や利尿剤など）	麻薬による疼痛コントロール	終末期の医療的ケア	在宅での看取り	24時間対応	外出の介助	通院の介助	8	7	6	4	3	7	8	10	9	3	8	6	7	7	10	16	10	10	6	16	12	3～6歳	在宅人工呼吸器の管理	気管カニューレの交換	気管カニューレの管理（日常の交換以外の対応）	気管内吸引	食事介助	経鼻チューブの交換	ストーマの管理	尿道カテーテルの管理	導尿	入浴介助	看護師によるリハビリテーション	OTもしくはPTによるリハビリテーション	中心静脈カテーテル管理	高カロリー輸液の管理	薬剤の静注（抗生物質や利尿剤など）	麻薬による疼痛コントロール	終末期の医療的ケア	在宅での看取り	24時間対応	外出の介助	通院の介助	7	8	6	4	3	6	7	8	8	3	7	6	7	6	10	16	11	11	6	16	11	7歳～12歳	在宅人工呼吸器の管理	気管カニューレの交換	気管カニューレの管理（日常の交換以外の対応）	気管内吸引	食事介助	経鼻チューブの交換	ストーマの管理	尿道カテーテルの管理	導尿	入浴介助	看護師によるリハビリテーション	OTもしくはPTによるリハビリテーション	中心静脈カテーテル管理	高カロリー輸液の管理	薬剤の静注（抗生物質や利尿剤など）	麻薬による疼痛コントロール	終末期の医療的ケア	在宅での看取り	24時間対応	外出の介助	通院の介助	7	7	6	3	2	4	6	4	4	0	5	7	4	4	8	15	9	10	5	14	10	13～17歳	在宅人工呼吸器の管理	気管カニューレの交換	気管カニューレの管理（日常の交換以外の対応）	気管内吸引	食事介助	経鼻チューブの交換	ストーマの管理	尿道カテーテルの管理	導尿	入浴介助	看護師によるリハビリテーション	OTもしくはPTによるリハビリテーション	中心静脈カテーテル管理	高カロリー輸液の管理	薬剤の静注（抗生物質や利尿剤など）	麻薬による疼痛コントロール	終末期の医療的ケア	在宅での看取り	24時間対応	外出の介助	通院の介助	9	9	6	1	2	4	5	4	5	0	5	6	3	2	9	14	9	9	5	14	10	18歳以上	在宅人工呼吸器の管理	気管カニューレの交換	気管カニューレの管理（日常の交換以外の対応）	気管内吸引	食事介助	経鼻チューブの交換	ストーマの管理	尿道カテーテルの管理	導尿	入浴介助	看護師によるリハビリテーション	OTもしくはPTによるリハビリテーション	中心静脈カテーテル管理	高カロリー輸液の管理	薬剤の静注（抗生物質や利尿剤など）	麻薬による疼痛コントロール	終末期の医療的ケア	在宅での看取り	24時間対応	外出の介助	通院の介助	6	10	3	0	2	4	2	1	2	2	2	5	2	1	5	8	4	4	0	13	10	

訪問看護事業所 (2)

		Ｑ1.貴施設について、お伺いいたします キ シセツ ウカガ

		1		事業所名 ジギョウショ メイ

		2		電話番号 デンワ バンゴウ

		3		FAX番号 バンゴウ

		4		所在地 ショザイチ

		5		職員構成（常勤・非常勤は問いません） ショクイン コウセイ ジョウキン ヒジョウキン ト

						看護師 カンゴシ

						作業療法士 サギョウ リョウホウシ

						准看護師 ジュンカンゴシ

						理学療法士 リガク リョウホウシ

						保健師 ホケンシ

						言語療法士 ゲンゴ リョウホウシ

						その他 タ

		6		訪問可能な主な市町村 ホウモン カノウ オモ シチョウソン

		Q2.いままでに以下の項目を在宅看護で行ったことがありますか（あるものすべてにチェックをしてください） イカ コウモク ザイタク カンゴ オコナ

								成人在宅 セイジン ザイタク				小児在宅 ショウニ ザイタク

				在宅人工呼吸器の管理 ザイタク ジンコウ コキュウキ カンリ

				気管カニューレの交換 キカン コウカン

				気管カニューレ部位のガーゼ交換 キカン ブイ コウカン

				気管内吸引 キカンナイ キュウイン

				食事介助 ショクジ カイジョ

				経鼻チューブの交換 ケイビ コウカン

				胃瘻の管理 イロウ カンリ

				経管栄養の注入 ケイカン エイヨウ チュウニュウ

				ストーマの管理 カンリ

				尿道カテーテルの管理 ニョウドウ カンリ

				導尿 ドウニョウ

				入浴介助 ニュウヨク カイジョ

				看護師によるリハビリテーション カンゴシ

				OTもしくはPTによるリハビリテーション

				中心静脈カテーテル管理 チュウシン ジョウミャク カンリ

				高カロリー輸液の管理 コウ ユエキ カンリ

				薬剤の静注（抗生物質や利尿剤など） ヤクザイ ジョウチュウ コウセイ ブッシツ リニョウザイ

				麻薬による疼痛コントロール マヤク ウズ ツウ

				終末期の医療的ケア シュウマツキ イリョウテキ

				在宅での看取り ザイタク ミト

				24時間対応 ジカン タイオウ

		Q3.現時点で、依頼のあった場合、重症心身障害児（者）の在宅医療を行うことはできますか ゲンジテン イライ バアイ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ ザイタク イリョウ オコナ

		1		できる

		2		できない

		3		要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン

		Q4.依頼があった場合に可能な医療的ケアと身体介護についてお答えください イライ バアイ カノウ イリョウテキ シンタイ カイゴ コタ

		※個別シートにて対応 コベツ タイオウ



				Ｑ1.貴施設について、お伺いいたします キ シセツ ウカガ																										Q2.いままでに以下の項目を在宅看護で行ったことがありますか（あるものすべてにチェックをしてください）【1.ある、0.ない】 イカ コウモク ザイタク カンゴ オコナ																																																																																				Q3		Q4.依頼があった場合に可能な医療的ケアと身体介護についてお答えください【1.できる、2.できない、3.要相談（条件による）】 イライ バアイ カノウ イリョウテキ シンタイ カイゴ コタ ヨウ ソウダン ジョウケン																																																																																																																																																																																																																		Q5.重症心身障害児（者）の方に対する医療、在宅生活等についてお気づきのことなど、ご自由にお書きください ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ カタ タイ イリョウ ザイタク セイカツナド キ ジユウ カ

				事業所名 ジギョウショ メイ		電話番号 デンワ バンゴウ		FAX番号 バンゴウ		郵便番号 ユウビンバンゴウ		所在地 ショザイチ		職員構成（常勤・非常勤は問いません）【人数：名】 ショクイン コウセイ ジョウキン ヒジョウキン ト ニンズウ メイ														訪問可能な主な市町村 ホウモン カノウ オモ シチョウソン		在宅人工呼吸器の管理 ザイタク ジンコウ コキュウキ カンリ				気管カニューレの交換 キカン コウカン				気管カニューレ部位のガーゼ交換 キカン ブイ コウカン				気管内吸引 キカンナイ キュウイン				食事介助 ショクジ カイジョ				経鼻チューブの交換 ケイビ コウカン				胃瘻の管理 イロウ カンリ				経管栄養の注入 ケイカン エイヨウ チュウニュウ				ストーマの管理 カンリ				尿道カテーテルの管理 ニョウドウ カンリ				導尿 ドウニョウ				入浴介助 ニュウヨク カイジョ				看護師によるリハビリテーション カンゴシ				OTもしくはPTによるリハビリテーション				中心静脈カテーテル管理 チュウシン ジョウミャク カンリ				高カロリー輸液の管理 コウ ユエキ カンリ				薬剤の静注（抗生物質や利尿剤など） ヤクザイ ジョウチュウ コウセイ ブッシツ リニョウザイ				麻薬による疼痛コントロール マヤク ウズ ツウ				終末期の医療的ケア シュウマツキ イリョウテキ				在宅での看取り ザイタク ミト				24時間対応 ジカン タイオウ						在宅人工呼吸器の管理 ザイタク ジンコウ コキュウキ カンリ										気管カニューレの交換 キカン コウカン										気管カニューレの管理（日常の交換以外の対応） キカン カンリ ニチジョウ コウカン イガイ タイオウ										気管内吸引 キカンナイ キュウイン										食事介助 ショクジ カイジョ										経鼻チューブの交換 ケイビ コウカン										ストーマの管理 カンリ										尿道カテーテルの管理 ニョウドウ カンリ										導尿 ドウニョウ										入浴介助 ニュウヨク カイジョ										看護師によるリハビリテーション カンゴシ										OTもしくはPTによるリハビリテーション										中心静脈カテーテル管理 チュウシン ジョウミャク カンリ										高カロリー輸液の管理 コウ ユエキ カンリ										薬剤の静注（抗生物質や利尿剤など） ヤクザイ ジョウチュウ コウセイ ブッシツ リニョウザイ										麻薬による疼痛コントロール マヤク トウツウ										終末期の医療的ケア シュウマツキ イリョウテキ										在宅での看取り ザイタク ミト										24時間対応 ジカン タイオウ										外出の介助 ガイシュツ カイジョ										通院の介助 ツウイン カイジョ

		承諾可否 ショウダク カヒ												看護師 カンゴシ		作業療法士 サギョウ リョウホウシ		准看護師 ジュンカンゴシ		理学療法士 リガク リョウホウシ		保健師 ホケンシ		言語療法士 ゲンゴ リョウホウシ		その他 タ				成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ				乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ

		否 ヒ		曙訪問看護ステーション アケボノ ホウモン カンゴ		028-660-7803		028-683-5306		321-0901		宇都宮市平出町413番地		8		3		0		3		0		1				宇都宮、高根沢 ウツノミヤ タカネザワ		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		3		2		2		2		2		3		2		2		2		2		2		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		1		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		1		1		1		3		3		3		1		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		2		2		2		2		2		いつも大変お世話になっております。当STでも数名の小児利用者をNS、PT、OTでサポートしています。又、貴院のショートステイを利用させて頂いております。ご利用者様、家族が安心して過ごせるよう地域でサポートできたらと考えています。どうぞよろしくお願い申し上げます。 タイヘン セワ トウ スウメイ ショウニ リヨウシャ マタ キ イン リヨウ イタダ リヨウシャサマ カゾク アンシン ス チイキ カンガ ネガ モウ ア

		否 ヒ		とちぎメディカルセンター		0282-22-5810		0282-225812		328-0043		栃木市境町27-21		9		0		4		1		0		1		2		栃木市、小山市、壬生町 トチギシ オヤマシ ミブマチ		1		1		1		0		1		1		1		1		1		0		1		0		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		0		1		1		3		2		1		1		1		1		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		2		2		2		1		1		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		1		1		1		1		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		2		2		2		2		2

		否 ヒ		あいケアステーション		0282-23-6221		0282-24-9850		328-0074		栃木市薗部町2-5-9		1		0		2		2		0		0				栃木市 トチギシ		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		3		2		2		2		2		3		2		2		2		2		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		3		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		3		2		2		2		2		3		2		2		2		2		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		2		2		2		2		3

		否 ヒ		訪問看護ステーションこすもす		0285-80-5511		0285-80-5512		321-4337		真岡市上高間木2-24-4		4		2		0		1		0		0						1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		3		2		2		2		3		3		2		2		2		3		3		2		2		2		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		3		3		3		3		3		3		3		2		2		2		3		3		2		2		2		3		3		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		2		2		2		2		3		2		2		2		2		3		2		2		2		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		1		3		3		3		3		3		2		2		2		2		2		緊急時に主治医又はバッックベットのある病院との連携がとれる体制が整っていないと、在宅での対応に不安があります。
現在のところ、小児科、精神科看護を経験したスタッフがいない為、受け入れに不安がありますので今回はガイドマップ等に公表することに同意する事は控えさせていただきたいと思います。 キンキュウジ シュジイ マタ ビョウイン レンケイ タイセイ トトノ ザイタク タイオウ フアン ゲンザイ ショウニカ セイシンカ カンゴ ケイケン タメ ウ イ フアン コンカイ ナド コウヒョウ ドウイ コト ヒカ オモ

		否 ヒ		訪問看護ステーションひばり		0289-64-7226		0289-64-2225		322-8550		鹿沼市下田町1-1033		6		1		0		1		0		0				市内及び近隣市 シナイ オヨ キンリン シ		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		0		1		1		2

chizuru_tanaka: 未記入		1		1		2		2		1		2		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		1		3		3		1		1		1		3		3		3		3		1		3		3		1		1		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		1		3		3		3		1		1		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1

		否 ヒ		訪問看護ステーション那須		0287-73-5048		0287-63-4566		325-0023		那須塩原市豊浦10-706		5		0		2		0		0		0				那須塩原市、大田原市、那須町 ナスシオバラ シ オオタワラシ ナスマチ		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		0		0		1		0		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		2

chizuru_tanaka: 未記入		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1

		承諾 ショウダク		さくら訪問看護ステーション		0287-29-3252		0287-29-3252		324-0058		大田原市紫塚3-2633-10		5		0		0		1		0		0				大田原市、那須塩原市、矢板市 オオタワラシ ナスシオバラ シ ヤイタ シ		1		0		1		1		1		1		1		1		1		0		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		0		1		1		3		3		3		3		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		小児の受入数（実績）が少ないので、実際依頼があった場合、入院中から手技等の指導を受けたいと思います。 ショウニ ウケイレスウ ジッセキ スク ジッサイ イライ バアイ ニュウインチュウ シュギ ナド シドウ ウ オモ

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションたんぽぽ		0280-57-1888		0280-57-3819		329-0101		下都賀郡野木町友沼5119-12		20		3		0		5		0		0		2		野木町、小山市、旧藤岡町 ノギマチ オヤマシ キュウ フジオカマチ		1		1		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		1		1		1		1		1		1		0		0		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		3		1		1		1		1		1		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		3		3		3		3		3		1		1		3		2		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		2		2		2		2		2		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		受け入れてくれる訪問看護Stの数が少ないと思います。研修会の機会を設けてサービス体制が構築できると良いと思います。 ウ イ ホウモン カンゴ カズ スク オモ ケンシュウカイ キカイ モウ タイセイ コウチク ヨ オモ

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションうつのみや		028-612-6103		028-612-6104		320-0852		宇都宮市下砥上町字並塚643番地1		11		0		0		0		0		0		1		宇都宮市、壬生町 ウツノミヤシ ミブマチ		1		1		0		0		1		1		1		1		1		0		0		0		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		2

chizuru_tanaka: 未記入		3		3		3		3		1		2		2		2		2		2		3		3		3		1		1		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		3		3		3		1		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		3		3		3		1		1		3		3		3		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーション石橋		0285-52-2293		0285-52-2268		329-0511		下野市石橋628番地		7		0		0		1		0		0		1		下野市、上三川町、壬生町、宇都宮市（部） シモノ シ カミノカワマチ ミブマチ ウツノミヤシ ブ		1		1		0		0		1		1		1		1		1		0		1		0		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		3		1		1		1		1		1		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		1		3		3		3		3		3		3		3		3		1		1		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		2		2		2		2		2		最近、訪問依頼が増えてきていますが、私たち看護師の力量不足から利用者家族へ満足のいく看護が提供できないように感じています。現在の、利用者家族から教わることが多くあり、私たちが勉強になります。ただ、訪問していて思うことは、ご両親の今までの経験でケアが進み危険であり、指導させていただいても理解が得られないこともあり、ジレンマとなっています。例）誤嚥性肺炎を繰り返している方にヘッドアップして食事を摂るよう説明してもフラットのままであったり、他の方でPEG造設されているので、栄養はPEGからにして経口からは楽しみ程度にしてと言っても、食事を経口から摂るなど。 サイキン ホウモン イライ フ ワタクシ カンゴシ リキリョウ ブソク リヨウシャ カゾク マンゾク カンゴ テイキョウ カン ゲンザイ リヨウシャ カゾク オソ オオ ワタシ ベンキョウ ホウモン オモ リョウシン イマ ケイケン スス キケン シドウ リカイ エ レイ ゴエンセイ ハイエン ク カエ カタ ショクジ ト セツメイ ホカ カタ ゾウ セツ エイヨウ ケイコウ タノ テイド イ ショクジ ケイコウ ト

		承諾 ショウダク		マロニエ訪問看護ステーション		0287-37-6322		0287-39-3305		329-2763		那須塩原市井口537-3 にしなすの総合在宅ｹｱｾﾝﾀｰ内		5		7		0		5		0		2		1		那須塩原市、那須町、大田原市　リハビリのみ→那珂川町訪問可能 ナスシオバラ シ ナスマチ オオタワラシ ナカガワ マチ ホウモン カノウ		1		1		1		0		1		1		1		1		0		0		0		1		1		1		1		1		1		0		1		1		1		1		1		1		0		0		1		1		1		0		1		0		0		0		1		0		1		1		1		1		1		1		3		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーション佐野		0283-86-7013		0283-86-7031		327-0847		佐野市天神町７７４－２２ メープルハイツ１０１号室		3		0		1		0		0		0		1		足利市、佐野市、栃木市（旧岩船市） アシカガシ サノシ トチギシ キュウ イワフネ シ		0		0		0		0		1		0		1		0		1		0		0		0		1		0		0		0		1		0		1		0		0		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		2		2		2		2		2		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1

		承諾 ショウダク		とちぎ訪問看護ステーションくろばね		0287-54-0507		0287-54-0580		324-0241		大田原市黒羽向町142番地		6		0		0		0		1		0		2		大田原市、那須塩原市、那須町、那珂川町 オオタワラシ ナスシオバラ シ ナスマチ ナカガワマチ		1		0		0		0		1		1		1		1		1		0		1		0		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		3		3		3		3		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		1		2		2		2		2		2		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3

		承諾 ショウダク		鹿沼訪問看護ステーション		0289-60-5650		0289-60-1687		322-0021		鹿沼市上野町320-3高橋ビル１階１０３号室		5		0		0		0		0		0				鹿沼市、旧宇都宮市、旧今市市、壬生町、西片町 カヌマシ キュウ ウツノミヤシ キュウ イマイチシ ミブマチ ニシカタマチ		0		0		0		0		0		0		1		0		1		0		0		0		1		0		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		2

chizuru_tanaka: 未記入		2		2		2		2		1		2		2		2		2		3		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションほっと		028-626-5739		028-625-8201		321-0974		宇都宮市竹林町958		11		0		0		2		0		0		0		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2

		承諾 ショウダク		芳賀赤十字訪問看護ステーション		0285-84-8266		0285-84-8266		321-4306		真岡市台町2461		6		0		0		0		0		0		0		芳賀郡全域（真岡市、益子町、芳賀町、茂木町） ハガ グン ゼンイキ モオカシ マシコマチ ハガマチ モギ マチ		1		1		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		3		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		当ステーションは今年度小児在宅医との連携を開始することができました。安心して在宅療養を継続できるよう、多職種と連携し、実施しています。高齢者が介護サービスを選択するように、サービスの充実は得られていません。現実は家族だけで利用者（児）のケアを実施しているケースもあり家族の介護負担は大きいと考えます。負担軽減のためには、スムーズなレスパイト入院や日中の一時お預かり等充実した施設が増えることでさらに安心した療養環境の提供ができると思います。よろしくお願いいたします。 トウ コンネンド ショウニ ザイタク イ レンケイ カイシ アンシン ザイタク リョウヨウ ケイゾク タ ショクシュ レンケイ ジッシ コウレイシャ カイゴ センタク ジュウジツ エ ゲンジツ カゾク リヨウシャ ジ ジッシ カゾク カイゴ フタン オオ カンガ フタン ケイゲン ニュウイン ニッチュウ イチジ アズ ナド ジュウジツ シセツ フ アンシン リョウヨウ カンキョウ テイキョウ オモ ネガ

		承諾 ショウダク		とちぎ訪問看護ステーションみぶ		0282-82-7262		0282-82-7260		321-0218		下都賀郡壬生町落合1-18-12		16		0		0		0		0		0		1		上三川町、下野市、壬生町、宇都宮 カミノカワマチ シモノ シ ミブ チョウ ウツノミヤ		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		1		0		1		1		1		1		1		1		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		病院との連携が大切。在宅生活を支援するためにチームで対応する（介護者の支援） ビョウイン レンケイ タイセツ ザイタク セイカツ シエン タイオウ カイゴシャ シエン

		承諾 ショウダク		ＷＡＤＥＷＡＤＥ訪問看護ステーション		028-666-5420		028-666-5460		321-0923		栃木県宇都宮市下栗町2913-1 ３２１－０９２３		12		0		0		0		0		0				宇都宮市、上三川町、 ウツノミヤシ カミノカワマチ		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		0		0		1		0		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		重心の方を看る側（介護者）の負担軽減の必要性を感じてしまいます。まだまだ「私がやらなければ」という気持ちが強く、様々な資源活用へと動きが進むような発信が大切だと思っています。 ジュウシン カタ ミ ガワ カイゴシャ フタン ケイゲン ヒツヨウセイ カン ワタシ キモ ツヨ サマザマ シゲン カツヨウ ウゴ スス ハッシン タイセツ オモ

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションあい		0287-83-8035		0287-83-8222		321-0628		那須烏山市金井2-5-9 ベンチャープラザ7号室 ゴウシツ		8		0		1		0		0		0		1		那須烏山市、那珂川町、茂木町、一貝町 ナスカラスヤマシ ナカガワマチ モギマチ イチ ガイ マチ		1		1		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		0		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		小児や重心など医療依存度が高い方には家族が安心して預けられる事業所とスタッフが必要です（レスパイトの本当の意味で）訪問看護スタッフが動きやすい仕組みがあればもっと介入できると思います。例えば在宅以外への支援での算定が可能になる。長時間支援が可能になるなど。在宅支援診療所が多ければ助かります。開業医で努力してくださる医師の力で乗り切っている地域は特にそう感じます。後方病院親元病院との連携、地域との調整などスムーズにシームレスに行われるとうれしいです。行政からの介入が少なく、制度のことなど知らないまま苦労されている方が多いので、窓口での丁寧かつタイミングよく助言をしていただくと嬉しいです。 ショウニ ジュウシン イリョウ イゾンド タカ カタ カゾク アンシン アズ ジギョウショ ヒツヨウ ホントウ イミ ホウモン カンゴ ウゴ シク カイニュウ オモ タト ザイタク イガイ シエン サンテイ カノウ チョウジカン シエン カノウ ザイタク シエン シンリョウジョ オオ タス カイギョウイ ドリョク イシ チカラ ノ キ チイキ トク カン コウホウ ビョウイン オヤモト ビョウイン レンケイ チイキ チョウセイ オコナ ギョウセイ カイニュウ スク セイド シ クロウ カタ オオ マドグチ テイネイ ジョゲン ウレ

		承諾 ショウダク		あおい訪問看護ステーション		0284-73-9456		0284-72-7600		326-0831		足利市堀込町2556 セレッソ・コート１階		16		0		0		4		0		0				足利市とその周辺（佐野市、館林市、巴楽町、太田市、桐生市） アシカガシ シュウヘン サノシ タテバヤシシ トモエ ラク マチ オオタシ キリュウシ		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1

		承諾 ショウダク		那須赤十字訪問看護ステーション		0287-23-8866		0287-23-8903		324-8686		大田原市中田原1081-4		8		1		0		0		0		0				大田原市、那須塩原市（一部を除く） オオタワラシ ナスシオバラ シ イチブ ノゾ		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		1		1		0		1		0		1		1		1		0		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションゆりの木		0287-47-5123		0287-47-5124		324-0028		大田原市山の手1-1-7 ヤマ テ		4		0		0		0		0		0				大田原市、那須塩原市、那珂川町 オオタワラシ ナスシオバラ シ ナカガワマチ		1		1		1		0		1		1		1		1		0		0		0		1		1		0		1		1		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		0		0		1		0		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		3		1		1		1		1		2		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		3		1		1		1		1		3		1		1		1		1		1		1		1		1		3		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		3		3		1		3		3		1		1		1		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		重症心身障害児施設で勤務したことのある看護師が2名いますので積極的に依頼があれば支援させていただきたいと思っています。こどもはやはり親元で成長発達できることが何よりも必要なことであると思っています。 ジュウショウ シンシン ショウガイ ジ シセツ キンム カンゴシ メイ セッキョクテキ イライ シエン オモ オヤモト セイチョウ ハッタツ ナニ ヒツヨウ オモ

		承諾 ショウダク		ライフ訪問看護リハビリテーション		0284-64-8799		0284-64-8335		326-0831		足利市堀込町2656-7　ASKビル３０１号		5		0		0		1		0		0		0		足利市、佐野市、館林市、邑楽郡、太田市、桐生市 アシカガシ サノシ タテバヤシシ オウラ グン オオタシ キリュウシ		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		この件に関する研修の案内が少ないため、学ぶ機会をもっと増やしてほしい ケン カン ケンシュウ アンナイ スク マナ キカイ フ

		承諾 ショウダク		わくわく訪問看護ステーションおやま		0285-24-6575		0285-20-0255		323-0022		小山市駅東通り3-9-6		11		0		0		5		0		0		0		小山市、結城市（茨城県）、下野市の一部、栃木市（PTのみ） オヤマシ ユウキシ イバラキケン シモノ シ イチブ トチギシ		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		1		1		1		1		3		3		3		1		1		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		自立支援のケアマネージャーがいるが、医療福祉行政をうまく連携してまとめる役割が果たせていない。それぞれが別々で動いており、介護者が困ったときの相談窓口に迷う。 ジリツ シエン イリョウ フクシ ギョウセイ レンケイ ヤクワリ ハ ベツベツ ウゴ カイゴシャ コマ ソウダン マドグチ マヨ

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーション風		028-612-1333		028-612-1384		321-0117		宇都宮市城南3丁目5-6		3		1		0		1		0		0				宇都宮、鹿沼、下野、壬生 ウツノミヤ カヌマ シモノ ミブ		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		1		1		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1

		承諾 ショウダク		宮の橋訪問看護ステーション		028-635-9839		028-635-9839		321-0963		宇都宮市南大通り1-1-23		7		0		0		1		0		0		0		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		1		1		0		1		1		1		1		1		0		0		0		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		レスパイト等受け入れ先が少ない。市のコーディネーター様がご多忙の様子であり、要望に対しての対応にかなりの時間を要する（対応されないこともある）。年度変わるときなど、担当者（市）の引き継ぎがされず、進んでいた調整も振り出しに戻ってしまうことがある。 トウ ウ イ サキ スク シ サマ タボウ ヨウス ヨウボウ タイ タイオウ ジカン ヨウ タイオウ ネンド カ タントウシャ シ ヒ ツ スス チョウセイ フ ダ モド

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションオリーブ		0282-27-8414		0282-27-8415		328-0027		栃木市今泉町1丁目17番29号		7		0		0		0		0		0				栃木市、小山市、下野市、壬生町 トチギシ オヤマシ シモノ シ ミブ マチ		1		1		1		0		1		1		1		1		0		0		0		0		1		1		1		1		0		0		1		1		1		0		1		1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションマザーの家		0283-85-7771		0283-85-7772		327-0504		佐野市中町942-1		2		0		3		0		0		0				佐野市 サノシ		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーション卯の郷		028-682-7770		028-682-7766		329-1311		さくら市氏家2650番地		3		0		0		0		0		0				さくら市（周辺15ｋｍ以内）、塩谷町、那須烏山市、宇都宮市、高根沢町 シ シュウヘン イナイ シオヤ マチ ナスカラスヤマシ ウツノミヤシ タカネザワ マチ		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		3		3		3		3		3		1		2		2		2		2		2		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		2		2		2		3		3		3		3		1		1		1		3		3		3		3		1		2		2		2		2		2		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		2		2		2		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションたかねざわ		028-680-1701		028-680-1702		329-1233		塩谷郡高根沢町宝積寺2426-8 		16		0		0		0		0		0				高根沢町、さくら市、那須烏山市、芳賀町、市貝町、茂木町、益子町、宇都宮市 タカネザワマチ シ ナスカラスヤマシ ハガ マチ イチ カイ チョウ モギマチ マシコ チョウ ウツノミヤシ		1		1		1		0		1		1		1		1		1		0		1		0		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		2		2		2		2		2

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションみどり		0285-45-8362		0285-45-8397		329-0214		小山市乙女786-1		3		0		1		0		0		0				小山市、栃木市、古河市、結城市 オヤマシ トチギシ コガシ ユウキシ		0		0		1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		1		0		1		0		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		3		2		2		2		3		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		1		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		1		1		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		訪問看護師がもっと社会資源として同行できるとよいと思う。在宅での療養はもっと看護師が活躍できる体制が整うとよいと思った。 ホウモン カンゴシ シャカイ シゲン ドウコウ オモ ザイタク リョウヨウ カンゴシ カツヤク タイセイ トトノ オモ

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションあるく		028-643-5586		028-678-8796		320-0036		宇都宮市小幡2-6-14 		5		0		1		0		0		0		1		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		0		1		0		1		0		1		0		0		1		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3

		承諾 ショウダク		とちぎ訪問看護ステーションおやま		0285-39-8602		0285-39-8607		323-0827		栃木県小山市神鳥谷2251-7 ３２３－０８２７		12		0		0		0		0		0		1		小山市、下野市（南部）、野木町（北部） オヤマシ シモノ シ ナンブ ノギ マチ ホクブ		1		1		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		1		1		1		0		0		1		0		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		3		3		1		1		1		3		1		1		1		1		小児の重症心身障害児の訪問看護を行っていく上で。たびたび感じるのが成長に伴った教育、就学が難しく親御さんの希望通りにいかないことが多く残念に思います。難しいところだと思いますが… ショウニ ジュウショウ シンシン ショウガイジ ホウモン カンゴ オコナ ウエ カン セイチョウ トモナ キョウイク シュウガク ムズカ オヤゴ キボウ ドオ オオ ザンネン オモ ムズカ オモ

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションここあ		028-600-3735		028-600-3736		321-2116		栃木県宇都宮市徳次郎町998-9 ３２１－２１１６		10		1		0		1		0		0		2		宇都宮市、日光市、 ウツノミヤシ ニッコウシ		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2

chizuru_tanaka: 未記入		

chizuru_tanaka: 未記入		

chizuru_tanaka: 未記入		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3















																														Q2.いままでに以下の項目を在宅看護で行ったことがありますか（あるものすべてにチェックをしてください）																																																																																						Q4.依頼があった場合に可能な医療的ケアと身体介護についてお答えください

				事業所名 ジギョウショ メイ		電話番号 デンワ バンゴウ		FAX番号 バンゴウ		郵便番号 ユウビンバンゴウ		所在地 ショザイチ		職員構成（常勤・非常勤は問いません）【人数：名】 ショクイン コウセイ ジョウキン ヒジョウキン ト ニンズウ メイ														訪問可能な主な市町村 ホウモン カノウ オモ シチョウソン		在宅人工呼吸器の管理 ザイタク ジンコウ コキュウキ カンリ				気管カニューレの交換 キカン コウカン				気管カニューレ部位のガーゼ交換 キカン ブイ コウカン				気管内吸引 キカンナイ キュウイン				食事介助 ショクジ カイジョ				経鼻チューブの交換 ケイビ コウカン				胃瘻の管理 イロウ カンリ				経管栄養の注入 ケイカン エイヨウ チュウニュウ				ストーマの管理 カンリ				尿道カテーテルの管理 ニョウドウ カンリ				導尿 ドウニョウ				入浴介助 ニュウヨク カイジョ				看護師によるリハビリテーション カンゴシ				OTもしくはPTによるリハビリテーション				中心静脈カテーテル管理 チュウシン ジョウミャク カンリ				高カロリー輸液の管理 コウ ユエキ カンリ				薬剤の静注（抗生物質や利尿剤など） ヤクザイ ジョウチュウ コウセイ ブッシツ リニョウザイ				麻薬による疼痛コントロール マヤク ウズ ツウ				終末期の医療的ケア シュウマツキ イリョウテキ				在宅での看取り ザイタク ミト				24時間対応 ジカン タイオウ						在宅人工呼吸器の管理 ザイタク ジンコウ コキュウキ カンリ										気管カニューレの交換 キカン コウカン										気管カニューレの管理（日常の交換以外の対応） キカン カンリ ニチジョウ コウカン イガイ タイオウ										気管内吸引 キカンナイ キュウイン										食事介助 ショクジ カイジョ										経鼻チューブの交換 ケイビ コウカン										ストーマの管理 カンリ										尿道カテーテルの管理 ニョウドウ カンリ										導尿 ドウニョウ										入浴介助 ニュウヨク カイジョ										看護師によるリハビリテーション カンゴシ										OTもしくはPTによるリハビリテーション										中心静脈カテーテル管理 チュウシン ジョウミャク カンリ										高カロリー輸液の管理 コウ ユエキ カンリ										薬剤の静注（抗生物質や利尿剤など） ヤクザイ ジョウチュウ コウセイ ブッシツ リニョウザイ										麻薬による疼痛コントロール マヤク トウツウ										終末期の医療的ケア シュウマツキ イリョウテキ										在宅での看取り ザイタク ミト										24時間対応 ジカン タイオウ										外出の介助 ガイシュツ カイジョ										通院の介助 ツウイン カイジョ

														看護師 カンゴシ		作業療法士 サギョウ リョウホウシ		准看護師 ジュンカンゴシ		理学療法士 リガク リョウホウシ		保健師 ホケンシ		言語療法士 ゲンゴ リョウホウシ		その他 タ				成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ				乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ

																																																																																																																		できる		18		20		19		20		27		9		11		13		13		18		22		22		22		24		30		25		25		26		29		34		25		25		26		27		31		16		17		19		21		27		21		22		23		26		32		16		18		22		25		33		16		18		22		24		32		26		25		29		30		31		18		20		22		23		30		9		10		9		9		12		20		20		23		25		31		21		22		24		27		32		14		14		16		18		27		12		12		13		15		25		18		17		19		20		28		19		18		19		21		29		23		23		24		25		33		7		7		9		10		14		5		6		7		8		11

																																																																																																																		できない		8		7		8		5		1		18		15		14		12		6		6		6		6		4		1		5		5		5		4		0		6		6		6		5		1		11		11		11		9		3		5		5		5		3		0		8		8		8		5		0		9		8		8		5		0		5		6		5		4		1		8		7		7		6		2		19		18		18		19		17		7		7		7		6		1		6		6		6		5		1		10		10		10		7		2		6		6		6		5		1		6		6		6		5		2		5		5		5		4		1		5		5		5		4		1		11		11		11		10		7		17		17		17		16		13

																																																																																																																		要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン		8		7		7		9		6		7		8		7		9		10		6		6		6		6		3		4		4		3		1		0		3		3		2		2		2		7		6		4		4		4		8		7		6		5		2		10		8		4		4		1		9		8		4		5		2		3		3		0		0		2		8		7		5		5		2		6		6		7		6		5		7		7		4		3		2		7		6		4		2		1		10		10		8		9		5		16		16		15		14		8		10		11		9		9		4		10		11		10		9		4		6		6		5		5		0		16		16		14		14		13		12		11		10		10		10



																																																																																																																		Ｑ4.できる

																																																																																																																				在宅人工呼吸器の管理		気管カニューレの交換		気管カニューレの管理（日常の交換以外の対応）		気管内吸引		食事介助		経鼻チューブの交換		ストーマの管理		尿道カテーテルの管理		導尿		入浴介助		看護師によるリハビリテーション		OTもしくはPTによるリハビリテーション		中心静脈カテーテル管理 チュウシン ジョウミャク カンリ		高カロリー輸液の管理 コウ ユエキ カンリ		薬剤の静注（抗生物質や利尿剤など） ヤクザイ ジョウチュウ コウセイ ブッシツ リニョウザイ		麻薬による疼痛コントロール マヤク トウツウ		終末期の医療的ケア シュウマツキ イリョウテキ		在宅での看取り ザイタク ミト		24時間対応 ジカン タイオウ		外出の介助		通院の介助

																																																																																																																		乳児～2歳 ニュウジ サイ		18		9		22		25		25		16		21		16		16		26		18		9		20		21		14		12		18		19		23		7		5

																																																																																																																		3～6歳 サイ		20		11		22		25		25		17		22		18		18		25		20		10		20		22		14		12		17		18		23		7		6

																																																																																																																		7歳～12歳 サイ サイ		19		13		22		26		26		19		23		22		22		29		22		9		23		24		16		13		19		19		24		9		7

																																																																																																																		13～17歳 サイ		20		13		24		29		24		21		26		25		24		30		23		9		25		27		18		15		20		21		25		10		8

																																																																																																																		18歳以上 サイイジョウ		27		18		30		34		31		27		32		33		32		31		30		12		31		32		27		25		28		29		33		14		11



																																																																																																																		Ｑ4.できない

																																																																																																																				在宅人工呼吸器の管理		気管カニューレの交換		気管カニューレの管理（日常の交換以外の対応）		気管内吸引		食事介助		経鼻チューブの交換		ストーマの管理		尿道カテーテルの管理		導尿		入浴介助		看護師によるリハビリテーション		OTもしくはPTによるリハビリテーション		中心静脈カテーテル管理 チュウシン ジョウミャク カンリ		高カロリー輸液の管理 コウ ユエキ カンリ		薬剤の静注（抗生物質や利尿剤など） ヤクザイ ジョウチュウ コウセイ ブッシツ リニョウザイ		麻薬による疼痛コントロール マヤク トウツウ		終末期の医療的ケア シュウマツキ イリョウテキ		在宅での看取り ザイタク ミト		24時間対応 ジカン タイオウ		外出の介助		通院の介助

																																																																																																																		乳児～2歳 ニュウジ サイ		8		18		6		5		6		11		5		8		9		5		8		19		7		6		10		6		6		5		5		11		17

																																																																																																																		3～6歳 サイ		7		15		6		5		6		11		5		8		8		6		7		18		7		6		10		6		6		5		5		11		17

																																																																																																																		7歳～12歳 サイ サイ		8		14		6		5		6		11		5		8		8		5		7		18		7		6		10		6		6		5		5		11		17

																																																																																																																		13～17歳 サイ		5		12		4		4		5		9		3		5		5		4		6		19		6		5		7		5		5		4		4		10		16

																																																																																																																		18歳以上 サイイジョウ		1		6		1		0		1		3		0		0		0		1		2		17		1		1		2		1		2		1		1		7		13



																																																																																																																		Ｑ4.要相談 ヨウ ソウダン

																																																																																																																				在宅人工呼吸器の管理		気管カニューレの交換		気管カニューレの管理（日常の交換以外の対応）		気管内吸引		食事介助		経鼻チューブの交換		ストーマの管理		尿道カテーテルの管理		導尿		入浴介助		看護師によるリハビリテーション		OTもしくはPTによるリハビリテーション		中心静脈カテーテル管理 チュウシン ジョウミャク カンリ		高カロリー輸液の管理 コウ ユエキ カンリ		薬剤の静注（抗生物質や利尿剤など） ヤクザイ ジョウチュウ コウセイ ブッシツ リニョウザイ		麻薬による疼痛コントロール マヤク トウツウ		終末期の医療的ケア シュウマツキ イリョウテキ		在宅での看取り ザイタク ミト		24時間対応 ジカン タイオウ		外出の介助		通院の介助

																																																																																																																		乳児～2歳 ニュウジ サイ		8		7		6		4		3		7		8		10		9		3		8		6		7		7		10		16		10		10		6		16		12

																																																																																																																		3～6歳 サイ		7		8		6		4		3		6		7		8		8		3		7		6		7		6		10		16		11		11		6		16		11

																																																																																																																		7歳～12歳 サイ サイ		7		7		6		3		2		4		6		4		4		0		5		7		4		4		8		15		9		10		5		14		10

																																Q3.現時点で、依頼のあった場合、重症心身障害児（者）の在宅医療を行うことはできますか ゲンジテン イライ バアイ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ ザイタク イリョウ オコナ																																																																																		13～17歳 サイ		9		9		6		1		2		4		5		4		5		0		5		6		3		2		9		14		9		9		5		14		10

																														できる		14																																																																																		18歳以上 サイイジョウ		6		10		3		0		2		4		2		1		2		2		2		5		2		1		5		8		4		4		0		13		10

																														できない		6

																														要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン		14



																														在宅人工呼吸器の管理 ザイタク ジンコウ コキュウキ カンリ		気管カニューレの交換 キカン コウカン		気管カニューレ部位のガーゼ交換 キカン ブイ コウカン		気管内吸引 キカンナイ キュウイン		食事介助 ショクジ カイジョ		経鼻チューブの交換 ケイビ コウカン		胃瘻の管理 イロウ カンリ		経管栄養の注入 ケイカン エイヨウ チュウニュウ		ストーマの管理 カンリ		尿道カテーテルの管理 ニョウドウ カンリ		導尿 ドウニョウ		入浴介助 ニュウヨク カイジョ		看護師によるリハビリテーション カンゴシ		OTもしくはPTによるリハビリテーション		中心静脈カテーテル管理 チュウシン ジョウミャク カンリ		高カロリー輸液の管理 コウ ユエキ カンリ		薬剤の静注（抗生物質や利尿剤など） ヤクザイ ジョウチュウ コウセイ ブッシツ リニョウザイ		麻薬による疼痛コントロール マヤク ウズ ツウ		終末期の医療的ケア シュウマツキ イリョウテキ		在宅での看取り ザイタク ミト		24時間対応 ジカン タイオウ

																												成人 セイジン		28		24		30		31		28		22		32		31		32		33		31		33		33		16		29		30		28		30		32		31		33

																												小児 ショウニ		21		11		23		24		14		17		21		19		6		7		8		20		18		9		2		4		3		3		6		4		22



成人	小児	Q3.現時点で、依頼のあった場合、重症心身障害児（者）の在宅医療を行うことはできますか

Q3.現時点で、依頼のあった場合、重症心身障害児（者）の在宅医療を行うことはできますか	乳児～2歳	3～6歳	7歳～12歳	13～17歳	18歳以上	乳児～2歳	3～6歳	7歳～12歳	13～17歳	18歳以上	

乳児～2歳	3～6歳	7歳～12歳	13～17歳	18歳以上	

診療所

		Ｑ１		1.医療ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する外来診療について、以下の医療行為に対応できますか。 イリョウ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ガイライ シンリョウ イカ イリョウ コウイ タイオウ

				Ｑ1-1										予防接種 ヨボウ セッシュ

				Ｑ1-2										一次診療
（経過観察、栄養観察を含む） イチジ シンリョウ ケイカ カンサツ エイヨウ カンサツ フク

				Ｑ1-3										経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ

				Ｑ1-4										経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ

				Ｑ1-5										中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ

				Ｑ1-6										酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ

				Ｑ1-7										気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ

				Ｑ1-8										人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ

				Ｑ1-9										尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ

				Ｑ1-10										人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ

				Ｑ1-11										褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ

		Ｑ２		2.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する往診及び訪問診療について、以下の医療行為に対応できますか イリョウテキ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ オウシン オヨ ホウモン シンリョウ イカ イリョウ コウイ タイオウ

				Ｑ2-1										予防接種 ヨボウ セッシュ

				Ｑ2-2										一次診療
（経過観察、栄養観察を含む） イチジ シンリョウ ケイカ カンサツ エイヨウ カンサツ フク

				Ｑ2-3										経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ

				Ｑ2-4										経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ

				Ｑ2-5										中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ

				Ｑ2-6										酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ

				Ｑ2-7										気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ

				Ｑ2-8										人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ

				Ｑ2-9										尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ

				Ｑ2-10										人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ

				Ｑ2-11										褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ

		Ｑ3		3.24時間、重症心身障害児（18歳未満）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイジ サイ ミマン イリョウ タイオウ

				Ｑ3-1										できる

				Ｑ3-2										できない

				Ｑ3-3										要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン

		Ｑ4		4.24時間、重症心身障害者（18歳以上）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイシャ サイ イジョウ イリョウ タイオウ

				Ｑ4-1										できる

				Ｑ4-2										できない

				Ｑ4-3										要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン

		Ｑ5		5.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する訪問リハビリてーションを提供していますか イリョウテキ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ホウモン テイキョウ

				Ｑ5-1										提供している テイキョウ

				Ｑ5-2										提供していない テイキョウ

				Ｑ5-3										提供していないが対応は可能 テイキョウ タイオウ カノウ

				Ｑ5-4										要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン

		Ｑ6		6.重症心身障害児（者）在宅医療に対応できるようになるための条件はなんですか ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ ザイタク イリョウ タイオウ ジョウケン

				Ｑ6-1										診療報酬の点数が増えること シンリョウ ホウシュウ テンスウ フ

				Ｑ6-2										訪問看護尾の連携 ホウモン カンゴ オ レンケイ

				Ｑ6-3										病院との連携 ビョウイン レンケイ

				Ｑ6-4										在宅療養支援診療所と小児科医とのグループ診療 ザイタク リョウヨウ シエン シンリョウジョ ショウニ カ イ シンリョウ

				Ｑ6-5										在宅療養支援診療所に助言や相談を求めることができること ザイタク リョウヨウ シエン シンリョウジョ ジョゲン ソウダン モト

				Ｑ6-6										小児科医に助言や相談を求めることができること ショウニ カ イ ジョゲン ソウダン モト

				Ｑ6-7										経験のある医師がいること ケイケン イシ

				Ｑ6-8										研修などの自己のスキルアップ ケンシュウ ジコ

				Ｑ6-9										その他 タ

		Ｑ7		7.重症心身障害児（者）の方に対する医療、在宅生活等についてお気づきのことなど、ご自由にお書きください ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ カタ タイ イリョウ ザイタク セイカツ ナド キ ジユウ カ



		承諾可否 ショウダク カヒ		診療所名 シンリョウジョ メイ		電話番号 デンワ バンゴウ		郵便番号 ユウビンバンゴウ		所在地 ショザイチ		電話番号 デンワ バンゴウ		Ｑ１　1.医療ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する外来診療について、以下の医療行為に対応できますか。																								Ｑ２　2.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する往診及び訪問診療について、以下の医療行為に対応できますか																						Ｑ3		Ｑ4		Ｑ5		Ｑ6　6.重症心身障害児（者）在宅医療に対応できるようになるための条件はなんですか																		Ｑ7重症心身障害児（者）の方に対する医療、在宅生活等についてお気づきのことなど、ご自由にお書きください

														Ｑ1-1		Ｑ1-2		Ｑ1-3		Ｑ1-4		Ｑ1-5		Ｑ1-6		Ｑ1-7		Ｑ1-8		Ｑ1-9		Ｑ1-10		Ｑ1-11				Ｑ2-1		Ｑ2-2		Ｑ2-3		Ｑ2-4		Ｑ2-5		Ｑ2-6		Ｑ2-7		Ｑ2-8		Ｑ2-9		Ｑ2-10		Ｑ2-11								Ｑ6-1		Ｑ6-2		Ｑ6-3		Ｑ6-4		Ｑ6-5		Ｑ6-6		Ｑ6-7		Ｑ6-8		Ｑ6-9

		否 ヒ		不明 フメイ						不明 フメイ		不明 フメイ		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		7		0		0

		否 ヒ		不明 フメイ						不明 フメイ		不明 フメイ		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		1		1		0		0		0		1		0

		否 ヒ		不明 フメイ						不明 フメイ		不明 フメイ		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		不明 フメイ						不明 フメイ		不明 フメイ		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		0

		否 ヒ		不明 フメイ						不明 フメイ		不明 フメイ		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		否 ヒ		不明 フメイ						不明 フメイ		不明 フメイ		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		0		1		0

		否 ヒ		不明 フメイ						不明 フメイ		不明 フメイ		1		1		2		2		2		2		2		2		1		2		1				1		1		2		2		2		2		2		2		1		2		1		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		その他：各種の健康的処置の管理ができるかどうか。その訓練を受けているかどうかです。 タ カクシュ ケンコウテキ ショチ カンリ クンレン ウ

		否 ヒ		不明 フメイ						不明 フメイ		不明 フメイ		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		0		0		1		0		0

		否 ヒ		不明 フメイ						不明 フメイ		不明 フメイ		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		その他:スタッフ不足（医師、看護師、介助者）スペース不足 タ フソク イシ カンゴシ カイジョシャ フソク

		否 ヒ		宇都宮市保健所 ウツノミヤシ ホケンジョ				321-0974		宇都宮市竹林町972				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		その他：保健所は直接的な医療サービスを行っていないことから、今後も対応は行わない タ ホケンジョ チョクセツ テキ イリョウ オコナ コンゴ タイオウ オコナ

		承諾 ショウダク		深谷医院 フカヤ イイン		0285-75-0007 		321-4502		真岡市物井1268-7				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		1				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		1		2		2		2		0		0		1		1		0		0		0		0		0

		否 ヒ		こどもクリニックしまむら				326-0822		足利市田中町908-4				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		かしま産婦人科 サンフジンカ		0284-65-0341		326-0844		足利市鹿島町501-1				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		婦人科疾患（不正性器出血/帯下/外陰掻痒等）については外来対応させて頂いております フジンカ シッカン フセイ セイキ シュッケツ タイゲ ガイイン カ カユ ナド ガイライ タイオウ イタダ

		否 ヒ		医療法人雄仁会　奥山医院 イリョウ ホウジン ユウジン カイ オクヤマ イイン				322-0065		鹿沼市上材木町2320				1		3		3		3		3		3		1		3		3		2		2				1		3		2		3		2		3		1		3		3		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		1		1		0		0

		否 ヒ		水沼医院 ミズヌマ イイン				321-0628		那須烏山市金井1-14-8				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		3				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		飯野医院				321-4539		真岡市長沼730-1				3		2		2		2		2		3		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		おおきこどもクリニック		0285-41-0025 		329-0207		小山市美しが丘3-35-3				1		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		宇都宮市子ども発達センター診療所 ウツノミヤシ コ ハッタツ シンリョウジョ		028-647-4720		320-0851		栃木県宇都宮市鶴田町970-1				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		その他：子ども発達センター内の療育を利用する児の診療所であるため タ コ ハッタツ ナイ リョウイク リヨウ ジ シンリョウジョ

		承諾 ショウダク		中川医院 ナカガワ イイン		0287-62-0040		325-0057		那須塩原市黒磯幸町6-27				3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		1		0		1		0

		否 ヒ		ももやこどもクリニック				321-0118		宇都宮市インターパーク3-6-1				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		1		0		0		0		0		0

		否 ヒ		阿久津医院 アクツ イイン				329-1226		高根沢町大谷176-1 タカネザワマチ オオタニ				1		1		2		2		2		3		2		2		3		3		3				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		1		0		0		0		1		0		0

		否 ヒ		伊保内診療所 イホ ナイ シンリョウジョ				327-0034		佐野市伊保内町3841-1				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		1		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		にじいろこども診療所 シンリョウジョ		0285-44-7716		329-0414		下野市小金井4-1-1				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		0		1		1		0

		否 ヒ		戸野塚内科医院 トノヅカ ナイカ イイン				323-0064		小山市下石塚471				3		3		3		3		3		1		1		1		1		3		1				3		3		3		3		3		1		1		1		1		3		1		3		3		4		0		0		1		0		0		1		1		1		0

		否 ヒ		賀川診療所 カガワ シンリョウジョ				326-0843		足利市五十部町1785				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		1		0		1		0		0

		承諾 ショウダク		豊郷台クリニック ユタカ ゴウ ダイ		028-643-8998		320-0003		宇都宮市豊郷台2-21-3		028-643-8998（FAX8999）		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1				1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		2		0		1		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		いとうこどもクリニック		0289-63-5566		322-0025		鹿沼市緑町2-2-29				1		1		3		3		2		2		3		2		2		3		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		0		0		1		1		0

		承諾 ショウダク		清原台こどもクリニック キヨハラ ダイ		028-305-6017		321-3223		宇都宮市清原台2-4-14				1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		その他：医師、看護師の増員 タ イシ カンゴシ ゾウイン

		否 ヒ		阿部医院				324-0032		大田原市佐久山2018 オオタワラシ サクヤマ		0287-28-0053（FAX0287-28-2112）		1		1		2		2		2		2		1		2		1		2		1				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		4		0		1		1		0		1		0		0		1		0

		否 ヒ		中元内科医院 ナカモト ナイカ イイン				328-0027		栃木市今泉町2-10-18				1		3		2		2		2		3		2		2		3		2		3				3		3		2		2		2		3		2		2		3		2		3		2		2		2		0		0		1		0		1		0		0		1		0		①重症心身障害者の重症度の程度問題　②家庭の受け入れ問題、経済的負担 ジュウショウ シンシン ショウガイシャ ジュウショウ ド テイド モンダイ カテイ ウ イ モンダイ ケイザイテキ フタン

		否 ヒ		布川小児科 フカワ ショウニ カ				322-0036		鹿沼市下田町2-1099				1		1		3		3		2		3		2		2		2		3		3				1		1		3		3		2		3		2		2		2		2		3		2		2		2		0		1		1		1		0		0		1		1		0

		否 ヒ		ちづかクリニック				328-0133		栃木市大森町445-4		0282-31-3750		3		3		3		3		2		3		2		2		2		2		3				3		3		3		3		2		3		2		2		2		2		3		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		多島医院 タジマ イイン				321-1524		日光市足尾町赤沢21-28				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		否 ヒ		篠崎内科クリニック シノザキ ナイカ				321-3223		宇都宮市清原台6-1-13				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		否 ヒ		和久医院 ワク イイン				321-3324		芳賀町西水沼119-1				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		否 ヒ		近藤クリニック コンドウ				321-0634		那須烏山市野上町637-2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		0		0		0		0		1		0		0

		否 ヒ		高根沢内科クリニック タカネザワ ナイカ				321-4305		真岡市荒町2-11-1				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		岡田こどもクリニック オカダ				327-0832		佐野市植上町1408-2				1		3		3		3		3		2		3		2		3		3		3				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		0		0		0		0		0		往診医療ができたらと考えていた時もありましたが、現在は物理的に困難で申し訳ありません
重心のお子さんの通院所と個別の相談で応じる可能性はあります オウシン イリョウ カンガ トキ ゲンザイ ブツリテキ コンナン モウ ワケ ジュウシン コ ツウイン ジョ コベツ ソウダン オウ カノウセイ

		否 ヒ		真岡メディカルクリニック モオカ				321-4305		真岡市荒町3-49-6				3		3		3		3		3		3		3		3				3		3				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		0		0		0		1		1		0

		否 ヒ		いしだ整形外科 セイケイ ゲカ				321-0912		宇都宮市石井町3236-1				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		山中クリニック ヤマナカ				327-0835		佐野市植下町2468				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		1		1		0		0		1		0		0

		否 ヒ		医療法人　寿幸会　吉野医院 イリョウ ホウジン コトブキ サチ カイ ヨシノ イイン				320-0014		宇都宮市大曽4-9-11				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		1		1		0		0		1		0		0

		否 ヒ		柳田産婦人科・小児科医院 ヤナギダ サンフジンカ ショウニカ イイン				321-4361		真岡市並木町4-5-3				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		0

		否 ヒ		石田消化器科・内科クリニック イシダ ショウカキ カ ナイカ				321-0216		壬生町壬生丁259-7				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		1		0		0		0		0		0

		否 ヒ		赤羽胃腸科・外科・肛門科医院 アカバネ イチョウカ ゲカ コウモンカ イイン				324-0052		大田原市城山2-5-29				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		医療法人　文仁会　扶桑医院 イリョウ ホウジン ブン ジン カイ フソウ イイン				323-0016		小山市扶桑1-2-1				1		3		3		3		2		2		3		2		3		3		3				3		3		3		2		2		2		3		2		3		2		3		2		2		2		0		0		1		1		0		0		1		1		0

		否 ヒ		馬場医院 ババ イイン				327-0043		佐野市君田町35				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		否 ヒ		井戸川クリニック イドガワ				326-0331		足利市福富町2096-1				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		0		0		1		0		0		0

		否 ヒ		鎌田浅香医院 カマタ アサカ イイン				324-0043		大田原市浅香3-3-9				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		0		1		0		0		0		0		0		0		高額医療はひかえています。悪質ととらえられますので!! コウガク イリョウ アクシツ

		否 ヒ		山門クリニック ヤマカド				328-0031		栃木市日の出町6-35				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		0		0		0		1		0

		否 ヒ		新村ファミリークリニック ニイムラ				328-0011		栃木市大宮町2120-11				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		宇都宮東部クリニック ウツノミヤ トウブ				321-3223		宇都宮市清原台5-14-19				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1

		否 ヒ		車田医院 クルマダ イイン				324-0242		大田原市大豆田457-24				3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3				3		3		3		3		3		0		2		2		3		3		3		2		2		2		0		0		1		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		にがみどう内科クリニック ナイカ				322-0003		鹿沼市仁神堂町351-26				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		松谷内科胃腸科クリニック マツヤ ナイカ イチョウカ				321-3304		芳賀町祖母井1708-17				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		1		0		0

		否 ヒ		まなか医院 イイン				329-1225		高根沢町石末２０９３－１０				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		植木医院 ウエキ イイン				329-2224		塩谷町金枝950				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		1		2		2		2		2		3		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		0		0		0		0		0

		否 ヒ		大岡医院 オオオカ イイン				320-0047		宇都宮市一の沢274-7				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		川野クリニック カワノ				329-1112		宇都宮市上田原町660-6				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		0		1		0

		否 ヒ		陣内医院 ジンナイ イイン				321-0225		壬生町本丸1-7-10		0282-82-0242		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		1		0

		否 ヒ		船越医院 フナコシ イイン				328-0111		栃木市都賀町家中5986-6				1		1		2		2		2		2		2		2		3		2		3				1		1		2		2		2		2		2		2		3		2		3		2		2		2		0		1		1		0		1		1		0		1		0

		否 ヒ		林クリニック ハヤシ				321-0158		宇都宮市西川田本町1-8-29				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		0		0		0		0		0

		否 ヒ		河島医院 カワシマ イイン				329-3436		那須郡那須町伊王野1503				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		松本内科医院 マツモト ナイカ イイン				321-0226		壬生町中央町6-37				3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		否 ヒ		佐藤医院 サトウ イイン				329-2728		栃木県那須塩原市西栄町7-16 ３２９－２７２８		0287-36-0147		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1

		否 ヒ		渡部医院 ワタナベ イイン				329-3153		那須塩原市大原間140-1 ナスシオバラ シ オオハラマ				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		宇都宮市保健センター ウツノミヤシ ホケン				321-0964		宇都宮市駅前通り1-4-6				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		0

		否 ヒ		川村医院 カワムラ イイン				321-2522		日光市鬼怒川温泉大原1396-20				1		1		3		1		3		1		3		2		3		3		3				3		3		3		3		3		3		2		2		3		3		3		2		2		2		0		0		1		0		0		1		1		0		0

		否 ヒ		ほうずみ整形外科内科小児科医院				320-0047		宇都宮市一の沢2-1-43				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		小島内科医院 コジマ ナイカ イイン				321-0168		宇都宮市東原町5-3				3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		1		0		0		0		0

		否 ヒ		那須高原クリニック ナス コウゲン				329-3131		那須塩原市唐杉31-2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		サンフラワークリニック				323-0808		小山市出井1936				3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		昌平町こどもクリニック ショウヘイ マチ				326-0813		足利市昌平町2368				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		①中心となる施設へ患者が訪問するように、移動手段・補助（人、お金）を考えるべき。どうしても動けない、動かせない人のみ専門職（医者以外）が訪問しIT技術等で必要に応じてセンター施設のスペシャリストと連絡し治療（入院‥）の判断をし実行する。
②既存の人・技術・施設を日曜大工的発想で組み合わせて、システムを構築することには賛成できない。現状をどうにかするための方策でなく、医療の公正（正義）を行うためにどうすべきかを考えるべきだと思う チュウシン シセツ カンジャ ホウモン イドウ シュダン ホジョ ヒト カネ カンガ ウゴ ウゴ ヒト センモン ショク イシャ イガイ ホウモン ギジュツナド ヒツヨウ オウ シセツ レンラク チリョウ ニュウイン ハンダン ジッコウ キゾン ヒト ギジュツ シセツ ニチヨウ ダイク テキ ハッソウ ク ア コウチク サンセイ ゲンジョウ ホウサク イリョウ コウセイ セイギ オコナ カンガ オモ

		否 ヒ		赤田診療所 アカダ シンリョウジョ				329-2743		那須塩原市南赤田321-1192				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		手塚内科 テヅカ ナイカ				321-0966		宇都宮市今泉3-12-12				3		3		2		2		2		2		2		2		1		3		3				3		3		2		2		2		2		2		2		3		3		3		2		2		2		0		1		1		0		1		0		1		0		0		今まで具体的な症例に会っていません イマ グタイテキ ショウレイ ア

		否 ヒ		板橋医院 イタバシ イイン				327-0803		佐野市犬伏新町1308-2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		1		1		0

		否 ヒ		倉増医院 クラ マ イイン				320-0856		宇都宮市砥上町675-1				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		その他：人材の確保 タ ジンザイ カクホ

		否 ヒ		もてぎの森メディカルプラザ				321-3541		茂木町烏生田下郷330				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		宮澤クリニック ミヤザワ				329-0412		下野市柴291-2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		金澤医院 カナザワ イイン				325-0052		那須塩原市中央町1-8				1		1		2		2		2		1		2		2		2		2		2				1		1		2		2		2		1		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		つるたfamilyクリニック				320-0857		宇都宮市鶴田1-17-23				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		フォレストサイドクリニック				321-0152		宇都宮市西川田6-6-17		028-684-2775		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		今野内科胃腸科医院 コンノ ナイカ イチョウカ イイン				321-0151		宇都宮市西川田町933-1		028-645-6121		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		1		1		1		0

		否 ヒ		小島原医院 コジマ ハラ イイン				329-1104		宇都宮市下岡本町4075				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		1		0

		否 ヒ		永田内科眼科医院 ナガタ ナイカ ガンカイ イン				321-0982		宇都宮市御幸ヶ原町136-9		028-662-6774		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		1		0

		否 ヒ		大栗医院 オオクリ イイン				320-0034		宇都宮市泉町1-27				3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1

		否 ヒ		星小児科医院 ホシ ショウニカ イイン				321-0346		宇都宮市下荒針町3588-2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		金子内科医院 カネコ ナイカ イイン				320-0032		宇都宮市昭和1-1-31				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		否 ヒ		石川医院 イシカワ イイン				322-0015		栃木県鹿沼市上石川1-319 ３２２－００１５		0289-76-3145		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		当方では特別養護老人ホームの嘱託医を兼ねておりますため、24時間体制での診察となっております。今回のアンケートに対しましては、オーバーワークにつき協力いたしかねます。 トウホウ トクベツ ヨウゴ ロウジン ショクタクイ カ ジカン タイセイ シンサツ コンカイ タイ キョウリョク

		否 ヒ		しみずファミリークリニック				321-0951		宇都宮市越戸3-15-27				1		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		0		0		0		0		0

		否 ヒ		岡医院 オカ イイン				321-1403		日光市下鉢石町997-1				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		1		1		0		そもそも開業の小児科医が少ないうえに、在宅医療をやっている小児科はほとんどいないのが現状。以前、在宅の重症心身障害児の訪問診療を頼まれて行ったことがあるが、大人の訪問診療と勝手が違う為、内科医にはハードルが高いと感じた。是非、近くの小児科の先生に少しでも取り組んでもらうしかないかと思います。 カイギョウ ショウニ カ イ スク ザイタク イリョウ ショウニカ ゲンジョウ イゼン ザイタク ジュウショウ シンシン ショウガイジ ホウモン シンリョウ タノ オコナ オトナ ホウモン シンリョウ カッテ チガ タメ ナイカ イ タカ カン ゼヒ チカ ショウニカ センセイ スコ ト ク オモ

		否 ヒ		風見診療所 カザミ シンリョウジョ				329-2335		塩谷町上平27				3		3		1		3		2		3		3		2		1		3		3				3		1		1		3		2		2		3		3		2		1		3		3		2		2		0		1		1		0		1		0		1		1		0

		否 ヒ		土谷医院 ツチヤ イイン				321-0136		宇都宮市みどり野町14-3				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		1		0

		否 ヒ		遠藤小児科 エンドウ ショウニカ				321-0982		宇都宮市御幸ヶ原町224-10				1		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		1		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		油布医院 ユフ イイン				321-0414		宇都宮市中里町175-8				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		1		0

		承諾 ショウダク		さいとう小児科 ショウニカ		0282-22-0757 		328-0015		栃木市万町30番16号		0282-22-0757		1		1		3		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		1		0

		承諾 ショウダク		冨塚メデｲカルクリニック		028-666-2555		321-2116		宇都宮市徳次郎町888				1		1		2		2		2		2		2		2		1		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0		なるべく協力したいが、現在当院副院長が体調悪く、休養中のため困難となっています。 キョウリョク ゲンザイ トウイン フクインチョウ タイチョウ ワル キュウヨウチュウ コンナン

		承諾 ショウダク		山浦内科医院		0284-21-6653 		326-0843		足利市五十部町1256-5				1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3				1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		4		1		1		1		0		0		0		1		0		0

		承諾 ショウダク		小倉医院		0282-82-0057		321-0227		壬生町通町10-5				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		承諾 ショウダク		飯岡小児科		0289-65-3257		322-0074		鹿沼市日吉町569-2				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		3				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		3		2		2		2		0		0		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		角田内科医院		0285-53-5665 		329-0511		下野市石橋549				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		1		1		1		1		1		0		0

		承諾 ショウダク		おかべこどもクリニック		0285-40-7300 		329-0433		下野市緑5-17-12				3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		くろばね齋藤醫院		0287-54-0031		324-0233		大田原市黒羽田町612				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		1		0

		承諾 ショウダク		立花医院		0287-72-0311		325-0003		那須郡那須町寺子乙3967-190				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		その他：スタッフの充実　　1～9すべて当てはまります タ ジュウジツ ア

		承諾 ショウダク		さいとうハート＆キッズクリニック		0287-53-7979		324-0043		大田原市浅香1-4-3				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		1		0

		承諾 ショウダク		小山すぎの木クリニック		0285-30-3456		323-0806		小山市中久喜1131-1				1		1		1		1		1		1		2		2		2		1		1				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		4		1		1		0		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		有村小児科医院		028-656-7207		321-0912		宇都宮市石井町3128-11		028-656-7207		1		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		1		0		1		1		0		無床の診療所の小児科医としては、急性疾患（特に感染症が多く）への対応が中心です。時間に追われています。予防接種については、時間枠をとって対応できます。一次診療についても、訪問看護との連携等があれば対応可能な場合があります。（例えば点滴投薬等）現時点では往診は無理ですが。 ムショウ シンリョウジョ ショウニ カ イ キュウセイ シッカン トク カンセンショウ オオ タイオウ チュウシン ジカン オ ヨボウ セッシュ ジカンワク タイオウ イチジ シンリョウ ホウモン カンゴ レンケイ トウ タイオウ カノウ バアイ タト テンテキ トウヤク ナド ゲンジテン オウシン ムリ

		承諾 ショウダク		吉永医院		0285-63-2303		321-3564		茂木町増井190-1				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		1		1		0		0		0

		承諾 ショウダク		あさかクリニック		0287-22-2601		324-0043		大田原市浅香3-3711				1		1		2		2		2		2		1		1		2		2		2				1		1		2		2		2		2		1		1		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		坪水医院		0283-62-0265		327-0312		佐野市栃本町2241				1		1		3		3		3		3		3		3		1		3		3				1		1		3		3		3		3		3		3		1		3		3		3		3		3		0		1		1		0		0		0		0		1		0		若い頃、町田市にある重度心身障害者の施設にボランティアで行き、足で書いたお手紙をもらって感動しました。何かのお役にたてればと思いますが、現在実態がよく分かりません。 ワカ コロ マチダシ ジュウド シンシン ショウガイシャ シセツ イ アシ カ テガミ カンドウ ナニ ヤク オモ ゲンザイ ジッタイ ワ

		承諾 ショウダク		こどもヶ丘診療所		028-615-1077		321-0151		宇都宮市西川田町183-21				1		1		3		3		3		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		1		0		1		1		0

		承諾 ショウダク		竹田内科小児科クリニック		0282-29-1233		328-0011		栃木市大宮町52番地		0282-29-1233		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		0		1		1		1		0		0		1		0

		承諾 ショウダク		すながクリニック		0284-44-7211		326-0015		足利市八椚町494-1　				1		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		1		1		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		片山医院		028-661-9764		321-0944		宇都宮市東峰町3008-21				1		1		2		2		2		1		2		2		2		2		2				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		4		0		1		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		稲毛クリニック		0283-25-2566		327-0103		佐野市石塚町893-1				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		1		1		1		1		1		その他：当クリニックでは勤務医での診療のみを行っており、重症心身障害児に対応できるシステムはととのっておらず、申し訳ありません。 タ トウ キンムイ シンリョウ オコナ ジュウショウ シンシン ショウガイジ タイオウ モウ ワケ

		承諾 ショウダク		小川こどもクリニック		0289-74-5421		322-0027		鹿沼市貝島町5006-2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		くさの小児科		0284-73-7000		326-0335		足利市上渋垂町338-3				3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		みやの杜クリニック　		028-683-7811		321-0904		宇都宮市陽東2-4-5				1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1				3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		1		0		0		1		0		0		1		0		0		0		Q2訪問診療のみ対応可 ホウモン シンリョウ タイオウ カ

		承諾 ショウダク		にいたに内科　		028-675-6515		329-1231		塩谷郡高根沢町宝石台 3-3-19				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1

		承諾 ショウダク		よこやま内科小児科クリニック		0282-24-8102		328-0075		栃木市箱森町38-70				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		さいとうクリニック		0287-39-1805		329-2724		那須塩原市西幸町7-13				1		1		3		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		0		0		0		0		1		その他：現在の診療所での診療との兼ね合いが困難であり、複数の医師や看護師が必要 タ ゲンザイ シンリョウジョ シンリョウ カ ア コンナン フクスウ イシ カンゴシ ヒツヨウ

		承諾 ショウダク		桜井消化器科・内科		028-643-0870		320-0073		宇都宮市細谷1-7-38				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		承諾 ショウダク		佐藤医院		0287-96-2841		324-0501		那須郡那珂川町小川2960-1				1		1		3		3		2		3		3		2		1		1		1				1		1		3		3		2		3		3		2		1		1		1		3		3		4		0		1		1		1		0		1		0		0		0

		承諾 ショウダク		大根田内科医院		028-624-6322		320-0072		宇都宮市若草3-4-22				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		0		0		0		0		0		0		0		当方の医師が高齢であり、しかもスタッフがそろっていないので在宅医療は無理なので、ましてや重症心身障害者においておやです。 トウホウ イシ コウレイ ザイタク イリョウ ムリ ジュウショウ シンシン ショウガイシャ

		承諾 ショウダク		医療法人　赤羽病院		028-661-5446		321-0904		宇都宮市陽東7-2-2				1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3				3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		2		2		2		0		1		1		1		0		0		1		0		0

		承諾 ショウダク		田井の里クリニック		0285-81-6502		321-4301		真岡市西田井内外748-2				1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2				3		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		みずぬまクリニック		0287-39-1581		329-2751		那須塩原市東三島2-80-6				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		その他：在宅医療をやっていないので現状は無理である タ ザイタク イリョウ ゲンジョウ ムリ

		承諾 ショウダク		キッズクリニックはせがわ		0283-27-0200		327-0843		佐野市堀米町3946-6				1		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		その他：時間的余裕 タ ジカンテキ ヨユウ

		承諾 ショウダク		小森谷内科医院		0282-43-7327		329-4404		栃木市大平町富田4003-8				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		熊倉医院		0282-55-8425		329-4316		下都賀郡岩舟町新里180-1				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		いちはらファミリークリニック		028-612-8350		321-0414		宇都宮市中里町322				3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3				3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		1		2		0		1		1		1		0		1		0		1		0

		承諾 ショウダク		かとう小児科 ショウニカ		0282-82-7576		321-0218		壬生町落合3-7-30		 		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		福田こどもクリニック		028-659-8850		320-0852		栃木県宇都宮市下砥上町1545-20				1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3				1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		2		2		2		0		1		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		てらもと小児科		028-650-6636		321-0975		宇都宮市関堀町971-6				1		1		3		2		2		3		3		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		0		小児科医としてはもっと積極的に協力しなければいけないと思いますが、現在の我診療所の状態では不可能なことが多く残念です。 ショウニ カ イ セッキョクテキ キョウリョク オモ ゲンザイ ワガ シンリョウジョ ジョウタイ フカノウ オオ ザンネン

		承諾 ショウダク		木村内科医院		0288-22-7880		321-1264		日光市瀬尾497-1				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		承諾 ショウダク		こばやしファミリークリニック		0283-85-9900		327-0311		佐野市多田町566				1		1		1		1		3		1		1		2		1		1		1				1		1		1		1		3		1		1		3		1		1		1		3		3		2		0		1		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		あいファミリィクリニック足利 アシカガ		0284-22-3788		329-4213		足利市寺岡町505-1				1		1		1		1		1		1		1		3		1		1		1				1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		1		0		1		0		0		0		0		1		0

		承諾 ショウダク		腰塚医院		0282-62-2072		323-1104		栃木市藤岡町藤岡1845-10				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		1		1		1		1		0

		承諾 ショウダク		桜井こどもクリニック		0282-24-5987		328-0034		栃木市本町16-9				1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		承諾 ショウダク		神鳥谷クリニック		0285-22-7700		323-0827		小山市神鳥谷1-19-1		 		2		2		2		2		2		2		2		2		1		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		持田医院		0282-67-3661		329-0319		栃木市藤岡町中根115-5				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		4		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		田村医院		0282-43-3368		329-4423		栃木市大平町西水代1835-1				1		1		1		1		1		1		1		2		1		1		1				1		1		1		1		1		1		1		2		1		1		1		3		1		4		1		1		1		1		1		1		1		1		0		Q5.訪問看護、訪問リハビリテーションを利用 ホウモン カンゴ ホウモン リヨウ

		承諾 ショウダク		大橋内科クリニック		0282-82-8522		321-0219		壬生町福和田1003-1				1		1		2		2		2		3		2		2		2		2		3				1		1		2		2		2		3		2		2		2		2		3		3		3		2		0		1		1		0		0		0		0		1		0

		承諾 ショウダク		てらだファミリークリニック		028-654-2188		321-0132		宇都宮市雀の宮5-5-1				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		1		1		1		1		0

		承諾 ショウダク		あおい内科小児科ｸﾘﾆｯｸ		028-663-6000		321-0973		宇都宮市岩曽町1086-1				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		1		1		1		その他：往診時間の確保ができること タ オウシン ジカン カクホ

		承諾 ショウダク		飯塚医院		0287-92-2034		324-0613		那須郡那珂川町馬頭484-3				1		1		2		2		2		2		2		2		1		2		1				1		1		2		2		2		2		2		2		1		2		1		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		0

		承諾 ショウダク		やの小児科医院		0285-56-0280		329-0611		河内郡上三川町上三川3446-3				1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3				1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		2		2		2		0		1		1		1		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		仲嶋医院		028-681-7755		329-1311		さくら市氏家3245-17				3		3		3		3		2		3		3		3		3		2		3				3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		2		3		2		1		1		1		1		1		1		1		0		0		成人（18才以上）を対象に回答しました セイジン サイ イジョウ タイショウ カイトウ

		承諾 ショウダク		小林診療所		0285-82-3873		321-4369		真岡市熊倉3-10-7				1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		1				1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		1		2		2		2		0		1		0		0		0		1		0		0		0

		承諾 ショウダク		西真岡こどもクリニック		0285-81-7900		321-4341		真岡市高勢町3-205-1				1		1		1		3		1		1		1		1		1		3		3				1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		その他：現在おこなっています タ ゲンザイ

		承諾 ショウダク		鈴木医院		0285-72-2032		321-4217		益子町益子1747-2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		承諾 ショウダク		緑の屋根診療所		0283-20-2577		327-0843		佐野市堀米町1348-5				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		0		0		1		0		1		0		1		0		0		地域の社会資源が少ない。マンパワー不足 チイキ シャカイ シゲン スク ブソク

		承諾 ショウダク		ひがのクリニック		0285-74-0051 		321-4521		真岡市久下田941-1				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		豊郷中央渡辺内科　		028-622-8900		320-0004		宇都宮市長岡町1217-5				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		1				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		1		0		0

		承諾 ショウダク		きくちクリニック		028-683-3387		321-0903		宇都宮市下平出町614-2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		0		0

		承諾 ショウダク		サンレディースクリニック		0282-24-3541		328-0024		栃木市樋ノ口町504-1				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		医療法人　亀田内科		028-633-2884		320-0812		宇都宮市一番町1-28				1		1		1		2		2		1		2		2		2		2		1				1		1		1		2		2		1		2		2		2		2		1		3		3		3		0		0		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		越戸クリニック		028-660-6190		321-0951		宇都宮市越戸町139-6				1		1		2		2		2		3		2		2		2		2		3				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		佐藤内科		0285-53-1305		329-0511		下野市石橋839-14				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		承諾 ショウダク		グリムこどもクリニック		0285-51-1515		329-0502		下野市下古山2-6-17				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		事前連絡の上での一次診療、予防接種ですので、申し訳ありません。 ジゼン レンラク ウエ イチジ シンリョウ ヨボウ セッシュ モウ ワケ

		承諾 ショウダク		吉原医院		0288-21-0161		321-1261		日光市今市826-4				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		1		1		1		その他：設備 タ セツビ

		承諾 ショウダク		梅園医院		028-633-2869		320-0035		宇都宮市伝馬町3-28				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		1		0		0

		承諾 ショウダク		森田医院		028-633-1573		320-0861		宇都宮市西3-5-8				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		鈴木内科クリニック		028-655-1229		321-0139		宇都宮市若松原2-4-19				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		その他：24時間対応が必要となると考えますが、当院診療時間内の往診は難しいと考えます。 タ ジカン タイオウ ヒツヨウ カンガ トウイン シンリョウ ジカン ナイ オウシン ムズカ カンガ

		承諾 ショウダク		小松医院		0289-60-5515		322-0064		鹿沼市文化橋町2300-1				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		1		0		0		1		0



														1.医療ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する外来診療について、以下の医療行為に対応できますか。 イリョウ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ガイライ シンリョウ イカ イリョウ コウイ タイオウ																								2.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する往診及び訪問診療について、以下の医療行為に対応できますか イリョウテキ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ オウシン オヨ ホウモン シンリョウ イカ イリョウ コウイ タイオウ

														予防接種 ヨボウ セッシュ		一次診療
（経過観察、栄養観察を含む） イチジ シンリョウ ケイカ カンサツ エイヨウ カンサツ フク		経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ		経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ		中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ		酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ		気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ		人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ		尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ		人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ		褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ				予防接種 ヨボウ セッシュ		一次診療
（経過観察、栄養観察を含む） イチジ シンリョウ ケイカ カンサツ エイヨウ カンサツ フク		経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ		経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ		中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ		酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ		気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ		人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ		尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ		人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ		褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ

										1		できる		83		57		12		9		7		13		11		6		17		8		16		できる		39		29		8		6		5		9		9		6		10		7		12

										2		できない		55		80		127		134		142		130		136		146		131		137		124		できない		102		115		141		143		148		140		144		148		140		145		134

										3		要相談 ヨウ ソウダン		27		28		26		22		16		22		18		13		16		20		25		要相談 ヨウ ソウダン		24		21		16		16		12		15		12		11		15		13		19

																																																														0

														3.24時間、重症心身障害児（18歳未満）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイジ サイ ミマン イリョウ タイオウ

										1		できる		1

										2		できない		150

										3		要相談 ヨウ ソウダン		14

														4.24時間、重症心身障害者（18歳以上）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイシャ サイ イジョウ イリョウ タイオウ

										1		できる		3

										2		できない		150

										3		要相談 ヨウ ソウダン		12

														5.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する訪問リハビリてーションを提供していますか イリョウテキ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ホウモン テイキョウ

										1		提供している テイキョウ		1

										2		提供していない テイキョウ		152

										3		提供していないが対応は可能 テイキョウ タイオウ カノウ		4

										4		要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン		8

														6.重症心身障害児（者）在宅医療に対応できるようになるための条件はなんですか

										1		診療報酬の点数が増えること シンリョウ ホウシュウ テンスウ フ		24

										2		訪問看護尾の連携 ホウモン カンゴ オ レンケイ		73

										3		病院との連携 ビョウイン レンケイ		90

										4		在宅療養支援診療所と小児科医とのグループ診療 ザイタク リョウヨウ シエン シンリョウジョ ショウニ カ イ シンリョウ		43

										5		在宅療養支援診療所に助言や相談を求めることができること ザイタク リョウヨウ シエン シンリョウジョ ジョゲン ソウダン モト		28

										6		小児科医に助言や相談を求めることができること ショウニ カ イ ジョゲン ソウダン モト		26

										7		経験のある医師がいること ケイケン イシ		62

										8		研修などの自己のスキルアップ ケンシュウ ジコ		47

										9		その他 タ		21



できる	予防接種	一次診療	
（経過観察、栄養観察を含む）	経鼻経管栄養の管理	経皮経管栄養の管理	
（胃ろう）	中心静脈栄養の管理	酸素療法の管理	気管切開の管理	人工呼吸器の管理	尿道留置カテーテル	
の管理	人工肛門の管理	褥瘡の管理	83	57	12	9	7	13	11	6	17	8	16	できない	予防接種	一次診療	
（経過観察、栄養観察を含む）	経鼻経管栄養の管理	経皮経管栄養の管理	
（胃ろう）	中心静脈栄養の管理	酸素療法の管理	気管切開の管理	人工呼吸器の管理	尿道留置カテーテル	
の管理	人工肛門の管理	褥瘡の管理	55	80	127	134	142	130	136	146	131	137	124	要相談	予防接種	一次診療	
（経過観察、栄養観察を含む）	経鼻経管栄養の管理	経皮経管栄養の管理	
（胃ろう）	中心静脈栄養の管理	酸素療法の管理	気管切開の管理	人工呼吸器の管理	尿道留置カテーテル	
の管理	人工肛門の管理	褥瘡の管理	27	28	26	22	16	22	18	13	16	20	25	3.24時間、重症心身障害児（18歳未満）の医療に対応ができますか	できる	できない	要相談	1	150	14	4.24時間、重症心身障害者（18歳以上）の医療に対応ができますか	できる	できない	要相談	3	150	12	5.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する訪問リハビリてーションを提供していますか	提供している	提供していない	提供していないが対応は可能	要相談（条件による）	1	152	4	8	6.重症心身障害児（者）在宅医療に対応できるようになるための条件はなんですか	診療報酬の点数が増えること	訪問看護尾の連携	病院との連携	在宅療養支援診療所と小児科医とのグループ診療	在宅療養支援診療所に助言や相談を求めることができること	小児科医に	助言や相談を求めることができること	経験のある医師がいること	研修などの自己のスキルアップ	その他	24	73	90	43	28	26	62	47	21	できる	予防接種	一次診療	
（経過観察、栄養観察を含む）	経鼻経管栄養の管理	経皮経管栄養の管理	
（胃ろう）	中心静脈栄養の管理	酸素療法の管理	気管切開の管理	人工呼吸器の管理	尿道留置カテーテル	
の管理	人工肛門の管理	褥瘡の管理	39	29	8	6	5	9	9	6	10	7	12	できない	予防接種	一次診療	
（経過観察、栄養観察を含む）	経鼻経管栄養の管理	経皮経管栄養の管理	
（胃ろう）	中心静脈栄養の管理	酸素療法の管理	気管切開の管理	人工呼吸器の管理	尿道留置カテーテル	
の管理	人工肛門の管理	褥瘡の管理	102	115	141	143	148	140	144	148	140	145	134	要相談	予防接種	一次診療	
（経過観察、栄養観察を含む）	経鼻経管栄養の管理	経皮経管栄養の管理	
（胃ろう）	中心静脈栄養の管理	酸素療法の管理	気管切開の管理	人工呼吸器の管理	尿道留置カテーテル	
の管理	人工肛門の管理	褥瘡の管理	24	21	16	16	12	15	12	11	15	13	19	

診療所 (2)

		Ｑ１		1.医療ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する外来診療について、以下の医療行為に対応できますか。 イリョウ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ガイライ シンリョウ イカ イリョウ コウイ タイオウ

				Ｑ1-1										予防接種 ヨボウ セッシュ

				Ｑ1-2										一次診療
（経過観察、栄養観察を含む） イチジ シンリョウ ケイカ カンサツ エイヨウ カンサツ フク

				Ｑ1-3										経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ

				Ｑ1-4										経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ

				Ｑ1-5										中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ

				Ｑ1-6										酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ

				Ｑ1-7										気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ

				Ｑ1-8										人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ

				Ｑ1-9										尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ

				Ｑ1-10										人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ

				Ｑ1-11										褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ

		Ｑ２		2.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する往診及び訪問診療について、以下の医療行為に対応できますか イリョウテキ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ オウシン オヨ ホウモン シンリョウ イカ イリョウ コウイ タイオウ

				Ｑ2-1										予防接種 ヨボウ セッシュ

				Ｑ2-2										一次診療
（経過観察、栄養観察を含む） イチジ シンリョウ ケイカ カンサツ エイヨウ カンサツ フク

				Ｑ2-3										経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ

				Ｑ2-4										経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ

				Ｑ2-5										中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ

				Ｑ2-6										酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ

				Ｑ2-7										気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ

				Ｑ2-8										人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ

				Ｑ2-9										尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ

				Ｑ2-10										人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ

				Ｑ2-11										褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ

		Ｑ3		3.24時間、重症心身障害児（18歳未満）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイジ サイ ミマン イリョウ タイオウ

				Ｑ3-1										できる

				Ｑ3-2										できない

				Ｑ3-3										要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン

		Ｑ4		4.24時間、重症心身障害者（18歳以上）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイシャ サイ イジョウ イリョウ タイオウ

				Ｑ4-1										できる

				Ｑ4-2										できない

				Ｑ4-3										要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン

		Ｑ5		5.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する訪問リハビリてーションを提供していますか イリョウテキ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ホウモン テイキョウ

				Ｑ5-1										提供している テイキョウ

				Ｑ5-2										提供していない テイキョウ

				Ｑ5-3										提供していないが対応は可能 テイキョウ タイオウ カノウ

				Ｑ5-4										要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン

		Ｑ6		6.重症心身障害児（者）在宅医療に対応できるようになるための条件はなんですか ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ ザイタク イリョウ タイオウ ジョウケン

				Ｑ6-1										診療報酬の点数が増えること シンリョウ ホウシュウ テンスウ フ

				Ｑ6-2										訪問看護尾の連携 ホウモン カンゴ オ レンケイ

				Ｑ6-3										病院との連携 ビョウイン レンケイ

				Ｑ6-4										在宅療養支援診療所と小児科医とのグループ診療 ザイタク リョウヨウ シエン シンリョウジョ ショウニ カ イ シンリョウ

				Ｑ6-5										在宅療養支援診療所に助言や相談を求めることができること ザイタク リョウヨウ シエン シンリョウジョ ジョゲン ソウダン モト

				Ｑ6-6										小児科医に助言や相談を求めることができること ショウニ カ イ ジョゲン ソウダン モト

				Ｑ6-7										経験のある医師がいること ケイケン イシ

				Ｑ6-8										研修などの自己のスキルアップ ケンシュウ ジコ

				Ｑ6-9										その他 タ

		Ｑ7		7.重症心身障害児（者）の方に対する医療、在宅生活等についてお気づきのことなど、ご自由にお書きください ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ カタ タイ イリョウ ザイタク セイカツ ナド キ ジユウ カ



		承諾可否 ショウダク カヒ		診療所名 シンリョウジョ メイ		電話番号 デンワ バンゴウ		郵便番号 ユウビンバンゴウ		所在地 ショザイチ		電話番号 デンワ バンゴウ		Ｑ１　1.医療ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する外来診療について、以下の医療行為に対応できますか。																								Ｑ２　2.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する往診及び訪問診療について、以下の医療行為に対応できますか																						Ｑ3		Ｑ4		Ｑ5		Ｑ6　6.重症心身障害児（者）在宅医療に対応できるようになるための条件はなんですか																		Ｑ7重症心身障害児（者）の方に対する医療、在宅生活等についてお気づきのことなど、ご自由にお書きください

														Ｑ1-1		Ｑ1-2		Ｑ1-3		Ｑ1-4		Ｑ1-5		Ｑ1-6		Ｑ1-7		Ｑ1-8		Ｑ1-9		Ｑ1-10		Ｑ1-11				Ｑ2-1		Ｑ2-2		Ｑ2-3		Ｑ2-4		Ｑ2-5		Ｑ2-6		Ｑ2-7		Ｑ2-8		Ｑ2-9		Ｑ2-10		Ｑ2-11								Ｑ6-1		Ｑ6-2		Ｑ6-3		Ｑ6-4		Ｑ6-5		Ｑ6-6		Ｑ6-7		Ｑ6-8		Ｑ6-9

		否 ヒ		不明 フメイ						不明 フメイ		不明 フメイ		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		7		0		0

		否 ヒ		不明 フメイ						不明 フメイ		不明 フメイ		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		1		1		0		0		0		1		0

		否 ヒ		不明 フメイ						不明 フメイ		不明 フメイ		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		不明 フメイ						不明 フメイ		不明 フメイ		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		0

		否 ヒ		不明 フメイ						不明 フメイ		不明 フメイ		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		否 ヒ		不明 フメイ						不明 フメイ		不明 フメイ		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		0		1		0

		否 ヒ		不明 フメイ						不明 フメイ		不明 フメイ		1		1		2		2		2		2		2		2		1		2		1				1		1		2		2		2		2		2		2		1		2		1		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		その他：各種の健康的処置の管理ができるかどうか。その訓練を受けているかどうかです。 タ カクシュ ケンコウテキ ショチ カンリ クンレン ウ

		否 ヒ		不明 フメイ						不明 フメイ		不明 フメイ		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		0		0		1		0		0

		否 ヒ		不明 フメイ						不明 フメイ		不明 フメイ		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		その他:スタッフ不足（医師、看護師、介助者）スペース不足 タ フソク イシ カンゴシ カイジョシャ フソク

		否 ヒ		宇都宮市保健所 ウツノミヤシ ホケンジョ				321-0974		宇都宮市竹林町972				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		その他：保健所は直接的な医療サービスを行っていないことから、今後も対応は行わない タ ホケンジョ チョクセツ テキ イリョウ オコナ コンゴ タイオウ オコナ

		承諾 ショウダク		深谷医院 フカヤ イイン		0285-75-0007 		321-4502		真岡市物井1268-7				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		1				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		1		2		2		2		0		0		1		1		0		0		0		0		0

		否 ヒ		こどもクリニックしまむら				326-0822		足利市田中町908-4				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		かしま産婦人科 サンフジンカ		0284-65-0341		326-0844		足利市鹿島町501-1				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		婦人科疾患（不正性器出血/帯下/外陰掻痒等）については外来対応させて頂いております フジンカ シッカン フセイ セイキ シュッケツ タイゲ ガイイン カ カユ ナド ガイライ タイオウ イタダ

		否 ヒ		医療法人雄仁会　奥山医院 イリョウ ホウジン ユウジン カイ オクヤマ イイン				322-0065		鹿沼市上材木町2320				1		3		3		3		3		3		1		3		3		2		2				1		3		2		3		2		3		1		3		3		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		1		1		0		0

		否 ヒ		水沼医院 ミズヌマ イイン				321-0628		那須烏山市金井1-14-8				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		3				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		飯野医院				321-4539		真岡市長沼730-1				3		2		2		2		2		3		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		おおきこどもクリニック		0285-41-0025 		329-0207		小山市美しが丘3-35-3				1		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		宇都宮市子ども発達センター診療所 ウツノミヤシ コ ハッタツ シンリョウジョ		028-647-4720		320-0851		栃木県宇都宮市鶴田町970-1				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		その他：子ども発達センター内の療育を利用する児の診療所であるため タ コ ハッタツ ナイ リョウイク リヨウ ジ シンリョウジョ

		承諾 ショウダク		中川医院 ナカガワ イイン		0287-62-0040		325-0057		那須塩原市黒磯幸町6-27				3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		1		0		1		0

		否 ヒ		ももやこどもクリニック				321-0118		宇都宮市インターパーク3-6-1				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		1		0		0		0		0		0

		否 ヒ		阿久津医院 アクツ イイン				329-1226		高根沢町大谷176-1 タカネザワマチ オオタニ				1		1		2		2		2		3		2		2		3		3		3				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		1		0		0		0		1		0		0

		否 ヒ		伊保内診療所 イホ ナイ シンリョウジョ				327-0034		佐野市伊保内町3841-1				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		1		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		にじいろこども診療所 シンリョウジョ		0285-44-7716		329-0414		下野市小金井4-1-1				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		0		1		1		0

		否 ヒ		戸野塚内科医院 トノヅカ ナイカ イイン				323-0064		小山市下石塚471				3		3		3		3		3		1		1		1		1		3		1				3		3		3		3		3		1		1		1		1		3		1		3		3		4		0		0		1		0		0		1		1		1		0

		否 ヒ		賀川診療所 カガワ シンリョウジョ				326-0843		足利市五十部町1785				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		1		0		1		0		0

		承諾 ショウダク		豊郷台クリニック ユタカ ゴウ ダイ		028-643-8998		320-0003		宇都宮市豊郷台2-21-3		028-643-8998（FAX8999）		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1				1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		2		0		1		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		いとうこどもクリニック		0289-63-5566		322-0025		鹿沼市緑町2-2-29				1		1		3		3		2		2		3		2		2		3		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		0		0		1		1		0

		承諾 ショウダク		清原台こどもクリニック キヨハラ ダイ		028-305-6017		321-3223		宇都宮市清原台2-4-14				1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		その他：医師、看護師の増員 タ イシ カンゴシ ゾウイン

		否 ヒ		阿部医院				324-0032		大田原市佐久山2018 オオタワラシ サクヤマ		0287-28-0053（FAX0287-28-2112）		1		1		2		2		2		2		1		2		1		2		1				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		4		0		1		1		0		1		0		0		1		0

		否 ヒ		中元内科医院 ナカモト ナイカ イイン				328-0027		栃木市今泉町2-10-18				1		3		2		2		2		3		2		2		3		2		3				3		3		2		2		2		3		2		2		3		2		3		2		2		2		0		0		1		0		1		0		0		1		0		①重症心身障害者の重症度の程度問題　②家庭の受け入れ問題、経済的負担 ジュウショウ シンシン ショウガイシャ ジュウショウ ド テイド モンダイ カテイ ウ イ モンダイ ケイザイテキ フタン

		否 ヒ		布川小児科 フカワ ショウニ カ				322-0036		鹿沼市下田町2-1099				1		1		3		3		2		3		2		2		2		3		3				1		1		3		3		2		3		2		2		2		2		3		2		2		2		0		1		1		1		0		0		1		1		0

		否 ヒ		ちづかクリニック				328-0133		栃木市大森町445-4		0282-31-3750		3		3		3		3		2		3		2		2		2		2		3				3		3		3		3		2		3		2		2		2		2		3		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		多島医院 タジマ イイン				321-1524		日光市足尾町赤沢21-28				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		否 ヒ		篠崎内科クリニック シノザキ ナイカ				321-3223		宇都宮市清原台6-1-13				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		否 ヒ		和久医院 ワク イイン				321-3324		芳賀町西水沼119-1				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		否 ヒ		近藤クリニック コンドウ				321-0634		那須烏山市野上町637-2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		0		0		0		0		1		0		0

		否 ヒ		高根沢内科クリニック タカネザワ ナイカ				321-4305		真岡市荒町2-11-1				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		岡田こどもクリニック オカダ				327-0832		佐野市植上町1408-2				1		3		3		3		3		2		3		2		3		3		3				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		0		0		0		0		0		往診医療ができたらと考えていた時もありましたが、現在は物理的に困難で申し訳ありません
重心のお子さんの通院所と個別の相談で応じる可能性はあります オウシン イリョウ カンガ トキ ゲンザイ ブツリテキ コンナン モウ ワケ ジュウシン コ ツウイン ジョ コベツ ソウダン オウ カノウセイ

		否 ヒ		真岡メディカルクリニック モオカ				321-4305		真岡市荒町3-49-6				3		3		3		3		3		3		3		3				3		3				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		0		0		0		1		1		0

		否 ヒ		いしだ整形外科 セイケイ ゲカ				321-0912		宇都宮市石井町3236-1				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		山中クリニック ヤマナカ				327-0835		佐野市植下町2468				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		1		1		0		0		1		0		0

		否 ヒ		医療法人　寿幸会　吉野医院 イリョウ ホウジン コトブキ サチ カイ ヨシノ イイン				320-0014		宇都宮市大曽4-9-11				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		1		1		0		0		1		0		0

		否 ヒ		柳田産婦人科・小児科医院 ヤナギダ サンフジンカ ショウニカ イイン				321-4361		真岡市並木町4-5-3				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		0

		否 ヒ		石田消化器科・内科クリニック イシダ ショウカキ カ ナイカ				321-0216		壬生町壬生丁259-7				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		1		0		0		0		0		0

		否 ヒ		赤羽胃腸科・外科・肛門科医院 アカバネ イチョウカ ゲカ コウモンカ イイン				324-0052		大田原市城山2-5-29				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		医療法人　文仁会　扶桑医院 イリョウ ホウジン ブン ジン カイ フソウ イイン				323-0016		小山市扶桑1-2-1				1		3		3		3		2		2		3		2		3		3		3				3		3		3		2		2		2		3		2		3		2		3		2		2		2		0		0		1		1		0		0		1		1		0

		否 ヒ		馬場医院 ババ イイン				327-0043		佐野市君田町35				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		否 ヒ		井戸川クリニック イドガワ				326-0331		足利市福富町2096-1				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		0		0		1		0		0		0

		否 ヒ		鎌田浅香医院 カマタ アサカ イイン				324-0043		大田原市浅香3-3-9				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		0		1		0		0		0		0		0		0		高額医療はひかえています。悪質ととらえられますので!! コウガク イリョウ アクシツ

		否 ヒ		山門クリニック ヤマカド				328-0031		栃木市日の出町6-35				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		0		0		0		1		0

		否 ヒ		新村ファミリークリニック ニイムラ				328-0011		栃木市大宮町2120-11				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		宇都宮東部クリニック ウツノミヤ トウブ				321-3223		宇都宮市清原台5-14-19				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1

		否 ヒ		車田医院 クルマダ イイン				324-0242		大田原市大豆田457-24				3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3				3		3		3		3		3		0		2		2		3		3		3		2		2		2		0		0		1		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		にがみどう内科クリニック ナイカ				322-0003		鹿沼市仁神堂町351-26				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		松谷内科胃腸科クリニック マツヤ ナイカ イチョウカ				321-3304		芳賀町祖母井1708-17				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		1		0		0

		否 ヒ		まなか医院 イイン				329-1225		高根沢町石末２０９３－１０				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		植木医院 ウエキ イイン				329-2224		塩谷町金枝950				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		1		2		2		2		2		3		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		0		0		0		0		0

		否 ヒ		大岡医院 オオオカ イイン				320-0047		宇都宮市一の沢274-7				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		川野クリニック カワノ				329-1112		宇都宮市上田原町660-6				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		0		1		0

		否 ヒ		陣内医院 ジンナイ イイン				321-0225		壬生町本丸1-7-10		0282-82-0242		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		1		0

		否 ヒ		船越医院 フナコシ イイン				328-0111		栃木市都賀町家中5986-6				1		1		2		2		2		2		2		2		3		2		3				1		1		2		2		2		2		2		2		3		2		3		2		2		2		0		1		1		0		1		1		0		1		0

		否 ヒ		林クリニック ハヤシ				321-0158		宇都宮市西川田本町1-8-29				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		0		0		0		0		0

		否 ヒ		河島医院 カワシマ イイン				329-3436		那須郡那須町伊王野1503				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		松本内科医院 マツモト ナイカ イイン				321-0226		壬生町中央町6-37				3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		否 ヒ		佐藤医院 サトウ イイン				329-2728		栃木県那須塩原市西栄町7-16 ３２９－２７２８		0287-36-0147		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1

		否 ヒ		渡部医院 ワタナベ イイン				329-3153		那須塩原市大原間140-1 ナスシオバラ シ オオハラマ				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		宇都宮市保健センター ウツノミヤシ ホケン				321-0964		宇都宮市駅前通り1-4-6				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		0

		否 ヒ		川村医院 カワムラ イイン				321-2522		日光市鬼怒川温泉大原1396-20				1		1		3		1		3		1		3		2		3		3		3				3		3		3		3		3		3		2		2		3		3		3		2		2		2		0		0		1		0		0		1		1		0		0

		否 ヒ		ほうずみ整形外科内科小児科医院				320-0047		宇都宮市一の沢2-1-43				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		小島内科医院 コジマ ナイカ イイン				321-0168		宇都宮市東原町5-3				3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		1		0		0		0		0

		否 ヒ		那須高原クリニック ナス コウゲン				329-3131		那須塩原市唐杉31-2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		サンフラワークリニック				323-0808		小山市出井1936				3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		昌平町こどもクリニック ショウヘイ マチ				326-0813		足利市昌平町2368				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		①中心となる施設へ患者が訪問するように、移動手段・補助（人、お金）を考えるべき。どうしても動けない、動かせない人のみ専門職（医者以外）が訪問しIT技術等で必要に応じてセンター施設のスペシャリストと連絡し治療（入院‥）の判断をし実行する。
②既存の人・技術・施設を日曜大工的発想で組み合わせて、システムを構築することには賛成できない。現状をどうにかするための方策でなく、医療の公正（正義）を行うためにどうすべきかを考えるべきだと思う チュウシン シセツ カンジャ ホウモン イドウ シュダン ホジョ ヒト カネ カンガ ウゴ ウゴ ヒト センモン ショク イシャ イガイ ホウモン ギジュツナド ヒツヨウ オウ シセツ レンラク チリョウ ニュウイン ハンダン ジッコウ キゾン ヒト ギジュツ シセツ ニチヨウ ダイク テキ ハッソウ ク ア コウチク サンセイ ゲンジョウ ホウサク イリョウ コウセイ セイギ オコナ カンガ オモ

		否 ヒ		赤田診療所 アカダ シンリョウジョ				329-2743		那須塩原市南赤田321-1192				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		手塚内科 テヅカ ナイカ				321-0966		宇都宮市今泉3-12-12				3		3		2		2		2		2		2		2		1		3		3				3		3		2		2		2		2		2		2		3		3		3		2		2		2		0		1		1		0		1		0		1		0		0		今まで具体的な症例に会っていません イマ グタイテキ ショウレイ ア

		否 ヒ		板橋医院 イタバシ イイン				327-0803		佐野市犬伏新町1308-2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		1		1		0

		否 ヒ		倉増医院 クラ マ イイン				320-0856		宇都宮市砥上町675-1				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		その他：人材の確保 タ ジンザイ カクホ

		否 ヒ		もてぎの森メディカルプラザ				321-3541		茂木町烏生田下郷330				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		宮澤クリニック ミヤザワ				329-0412		下野市柴291-2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		金澤医院 カナザワ イイン				325-0052		那須塩原市中央町1-8				1		1		2		2		2		1		2		2		2		2		2				1		1		2		2		2		1		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		つるたfamilyクリニック				320-0857		宇都宮市鶴田1-17-23				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		フォレストサイドクリニック				321-0152		宇都宮市西川田6-6-17		028-684-2775		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		今野内科胃腸科医院 コンノ ナイカ イチョウカ イイン				321-0151		宇都宮市西川田町933-1		028-645-6121		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		1		1		1		0

		否 ヒ		小島原医院 コジマ ハラ イイン				329-1104		宇都宮市下岡本町4075				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		1		0

		否 ヒ		永田内科眼科医院 ナガタ ナイカ ガンカイ イン				321-0982		宇都宮市御幸ヶ原町136-9		028-662-6774		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		1		0

		否 ヒ		大栗医院 オオクリ イイン				320-0034		宇都宮市泉町1-27				3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1

		否 ヒ		星小児科医院 ホシ ショウニカ イイン				321-0346		宇都宮市下荒針町3588-2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		金子内科医院 カネコ ナイカ イイン				320-0032		宇都宮市昭和1-1-31				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		否 ヒ		石川医院 イシカワ イイン				322-0015		栃木県鹿沼市上石川1-319 ３２２－００１５		0289-76-3145		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		当方では特別養護老人ホームの嘱託医を兼ねておりますため、24時間体制での診察となっております。今回のアンケートに対しましては、オーバーワークにつき協力いたしかねます。 トウホウ トクベツ ヨウゴ ロウジン ショクタクイ カ ジカン タイセイ シンサツ コンカイ タイ キョウリョク

		否 ヒ		しみずファミリークリニック				321-0951		宇都宮市越戸3-15-27				1		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		0		0		0		0		0

		否 ヒ		岡医院 オカ イイン				321-1403		日光市下鉢石町997-1				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		1		1		0		そもそも開業の小児科医が少ないうえに、在宅医療をやっている小児科はほとんどいないのが現状。以前、在宅の重症心身障害児の訪問診療を頼まれて行ったことがあるが、大人の訪問診療と勝手が違う為、内科医にはハードルが高いと感じた。是非、近くの小児科の先生に少しでも取り組んでもらうしかないかと思います。 カイギョウ ショウニ カ イ スク ザイタク イリョウ ショウニカ ゲンジョウ イゼン ザイタク ジュウショウ シンシン ショウガイジ ホウモン シンリョウ タノ オコナ オトナ ホウモン シンリョウ カッテ チガ タメ ナイカ イ タカ カン ゼヒ チカ ショウニカ センセイ スコ ト ク オモ

		否 ヒ		風見診療所 カザミ シンリョウジョ				329-2335		塩谷町上平27				3		3		1		3		2		3		3		2		1		3		3				3		1		1		3		2		2		3		3		2		1		3		3		2		2		0		1		1		0		1		0		1		1		0

		否 ヒ		土谷医院 ツチヤ イイン				321-0136		宇都宮市みどり野町14-3				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		1		0

		否 ヒ		遠藤小児科 エンドウ ショウニカ				321-0982		宇都宮市御幸ヶ原町224-10				1		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		1		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		油布医院 ユフ イイン				321-0414		宇都宮市中里町175-8				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		1		0

		承諾 ショウダク		さいとう小児科 ショウニカ		0282-22-0757 		328-0015		栃木市万町30番16号		0282-22-0757		1		1		3		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		1		0

		承諾 ショウダク		冨塚メデｲカルクリニック		028-666-2555		321-2116		宇都宮市徳次郎町888				1		1		2		2		2		2		2		2		1		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0		なるべく協力したいが、現在当院副院長が体調悪く、休養中のため困難となっています。 キョウリョク ゲンザイ トウイン フクインチョウ タイチョウ ワル キュウヨウチュウ コンナン

		承諾 ショウダク		山浦内科医院		0284-21-6653 		326-0843		足利市五十部町1256-5				1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3				1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		4		1		1		1		0		0		0		1		0		0

		承諾 ショウダク		小倉医院		0282-82-0057		321-0227		壬生町通町10-5				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		承諾 ショウダク		飯岡小児科		0289-65-3257		322-0074		鹿沼市日吉町569-2				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		3				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		3		2		2		2		0		0		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		角田内科医院		0285-53-5665 		329-0511		下野市石橋549				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		1		1		1		1		1		0		0

		承諾 ショウダク		おかべこどもクリニック		0285-40-7300 		329-0433		下野市緑5-17-12				3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		くろばね齋藤醫院		0287-54-0031		324-0233		大田原市黒羽田町612				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		1		0

		承諾 ショウダク		立花医院		0287-72-0311		325-0003		那須郡那須町寺子乙3967-190				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		その他：スタッフの充実　　1～9すべて当てはまります タ ジュウジツ ア

		承諾 ショウダク		さいとうハート＆キッズクリニック		0287-53-7979		324-0043		大田原市浅香1-4-3				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		1		0

		承諾 ショウダク		小山すぎの木クリニック		0285-30-3456		323-0806		小山市中久喜1131-1				1		1		1		1		1		1		2		2		2		1		1				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		4		1		1		0		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		有村小児科医院		028-656-7207		321-0912		宇都宮市石井町3128-11		028-656-7207		1		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		1		0		1		1		0		無床の診療所の小児科医としては、急性疾患（特に感染症が多く）への対応が中心です。時間に追われています。予防接種については、時間枠をとって対応できます。一次診療についても、訪問看護との連携等があれば対応可能な場合があります。（例えば点滴投薬等）現時点では往診は無理ですが。 ムショウ シンリョウジョ ショウニ カ イ キュウセイ シッカン トク カンセンショウ オオ タイオウ チュウシン ジカン オ ヨボウ セッシュ ジカンワク タイオウ イチジ シンリョウ ホウモン カンゴ レンケイ トウ タイオウ カノウ バアイ タト テンテキ トウヤク ナド ゲンジテン オウシン ムリ

		承諾 ショウダク		吉永医院		0285-63-2303		321-3564		茂木町増井190-1				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		1		1		0		0		0

		承諾 ショウダク		あさかクリニック		0287-22-2601		324-0043		大田原市浅香3-3711				1		1		2		2		2		2		1		1		2		2		2				1		1		2		2		2		2		1		1		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		坪水医院		0283-62-0265		327-0312		佐野市栃本町2241				1		1		3		3		3		3		3		3		1		3		3				1		1		3		3		3		3		3		3		1		3		3		3		3		3		0		1		1		0		0		0		0		1		0		若い頃、町田市にある重度心身障害者の施設にボランティアで行き、足で書いたお手紙をもらって感動しました。何かのお役にたてればと思いますが、現在実態がよく分かりません。 ワカ コロ マチダシ ジュウド シンシン ショウガイシャ シセツ イ アシ カ テガミ カンドウ ナニ ヤク オモ ゲンザイ ジッタイ ワ

		承諾 ショウダク		こどもヶ丘診療所		028-615-1077		321-0151		宇都宮市西川田町183-21				1		1		3		3		3		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		1		0		1		1		0

		承諾 ショウダク		竹田内科小児科クリニック		0282-29-1233		328-0011		栃木市大宮町52番地		0282-29-1233		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		0		1		1		1		0		0		1		0

		承諾 ショウダク		すながクリニック		0284-44-7211		326-0015		足利市八椚町494-1　				1		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		1		1		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		片山医院		028-661-9764		321-0944		宇都宮市東峰町3008-21				1		1		2		2		2		1		2		2		2		2		2				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		4		0		1		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		稲毛クリニック		0283-25-2566		327-0103		佐野市石塚町893-1				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		1		1		1		1		1		その他：当クリニックでは勤務医での診療のみを行っており、重症心身障害児に対応できるシステムはととのっておらず、申し訳ありません。 タ トウ キンムイ シンリョウ オコナ ジュウショウ シンシン ショウガイジ タイオウ モウ ワケ

		承諾 ショウダク		小川こどもクリニック		0289-74-5421		322-0027		鹿沼市貝島町5006-2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		くさの小児科		0284-73-7000		326-0335		足利市上渋垂町338-3				3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		みやの杜クリニック　		028-683-7811		321-0904		宇都宮市陽東2-4-5				1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1				3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		1		0		0		1		0		0		1		0		0		0		Q2訪問診療のみ対応可 ホウモン シンリョウ タイオウ カ

		承諾 ショウダク		にいたに内科　		028-675-6515		329-1231		塩谷郡高根沢町宝石台 3-3-19				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1

		承諾 ショウダク		よこやま内科小児科クリニック		0282-24-8102		328-0075		栃木市箱森町38-70				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		さいとうクリニック		0287-39-1805		329-2724		那須塩原市西幸町7-13				1		1		3		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		0		0		0		0		1		その他：現在の診療所での診療との兼ね合いが困難であり、複数の医師や看護師が必要 タ ゲンザイ シンリョウジョ シンリョウ カ ア コンナン フクスウ イシ カンゴシ ヒツヨウ

		承諾 ショウダク		桜井消化器科・内科		028-643-0870		320-0073		宇都宮市細谷1-7-38				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		承諾 ショウダク		佐藤医院		0287-96-2841		324-0501		那須郡那珂川町小川2960-1				1		1		3		3		2		3		3		2		1		1		1				1		1		3		3		2		3		3		2		1		1		1		3		3		4		0		1		1		1		0		1		0		0		0

		承諾 ショウダク		大根田内科医院		028-624-6322		320-0072		宇都宮市若草3-4-22				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		0		0		0		0		0		0		0		当方の医師が高齢であり、しかもスタッフがそろっていないので在宅医療は無理なので、ましてや重症心身障害者においておやです。 トウホウ イシ コウレイ ザイタク イリョウ ムリ ジュウショウ シンシン ショウガイシャ

		承諾 ショウダク		医療法人　赤羽病院		028-661-5446		321-0904		宇都宮市陽東7-2-2				1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3				3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		2		2		2		0		1		1		1		0		0		1		0		0

		承諾 ショウダク		田井の里クリニック		0285-81-6502		321-4301		真岡市西田井内外748-2				1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2				3		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		みずぬまクリニック		0287-39-1581		329-2751		那須塩原市東三島2-80-6				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		その他：在宅医療をやっていないので現状は無理である タ ザイタク イリョウ ゲンジョウ ムリ

		承諾 ショウダク		キッズクリニックはせがわ		0283-27-0200		327-0843		佐野市堀米町3946-6				1		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		その他：時間的余裕 タ ジカンテキ ヨユウ

		承諾 ショウダク		小森谷内科医院		0282-43-7327		329-4404		栃木市大平町富田4003-8				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		熊倉医院		0282-55-8425		329-4316		下都賀郡岩舟町新里180-1				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		いちはらファミリークリニック		028-612-8350		321-0414		宇都宮市中里町322				3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3				3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		1		2		0		1		1		1		0		1		0		1		0

		承諾 ショウダク		かとう小児科 ショウニカ		0282-82-7576		321-0218		壬生町落合3-7-30		 		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		福田こどもクリニック		028-659-8850		320-0852		栃木県宇都宮市下砥上町1545-20				1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3				1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		2		2		2		0		1		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		てらもと小児科		028-650-6636		321-0975		宇都宮市関堀町971-6				1		1		3		2		2		3		3		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		0		小児科医としてはもっと積極的に協力しなければいけないと思いますが、現在の我診療所の状態では不可能なことが多く残念です。 ショウニ カ イ セッキョクテキ キョウリョク オモ ゲンザイ ワガ シンリョウジョ ジョウタイ フカノウ オオ ザンネン

		承諾 ショウダク		木村内科医院		0288-22-7880		321-1264		日光市瀬尾497-1				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		承諾 ショウダク		こばやしファミリークリニック		0283-85-9900		327-0311		佐野市多田町566				1		1		1		1		3		1		1		2		1		1		1				1		1		1		1		3		1		1		3		1		1		1		3		3		2		0		1		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		あいファミリィクリニック足利 アシカガ		0284-22-3788		329-4213		足利市寺岡町505-1				1		1		1		1		1		1		1		3		1		1		1				1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		1		0		1		0		0		0		0		1		0

		承諾 ショウダク		腰塚医院		0282-62-2072		323-1104		栃木市藤岡町藤岡1845-10				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		1		1		1		1		0

		承諾 ショウダク		桜井こどもクリニック		0282-24-5987		328-0034		栃木市本町16-9				1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		承諾 ショウダク		神鳥谷クリニック		0285-22-7700		323-0827		小山市神鳥谷1-19-1		 		2		2		2		2		2		2		2		2		1		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		持田医院		0282-67-3661		329-0319		栃木市藤岡町中根115-5				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		4		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		田村医院		0282-43-3368		329-4423		栃木市大平町西水代1835-1				1		1		1		1		1		1		1		2		1		1		1				1		1		1		1		1		1		1		2		1		1		1		3		1		4		1		1		1		1		1		1		1		1		0		Q5.訪問看護、訪問リハビリテーションを利用 ホウモン カンゴ ホウモン リヨウ

		承諾 ショウダク		大橋内科クリニック		0282-82-8522		321-0219		壬生町福和田1003-1				1		1		2		2		2		3		2		2		2		2		3				1		1		2		2		2		3		2		2		2		2		3		3		3		2		0		1		1		0		0		0		0		1		0

		承諾 ショウダク		てらだファミリークリニック		028-654-2188		321-0132		宇都宮市雀の宮5-5-1				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		1		1		1		1		0

		承諾 ショウダク		あおい内科小児科ｸﾘﾆｯｸ		028-663-6000		321-0973		宇都宮市岩曽町1086-1				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		1		1		1		その他：往診時間の確保ができること タ オウシン ジカン カクホ

		承諾 ショウダク		飯塚医院		0287-92-2034		324-0613		那須郡那珂川町馬頭484-3				1		1		2		2		2		2		2		2		1		2		1				1		1		2		2		2		2		2		2		1		2		1		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		0

		承諾 ショウダク		やの小児科医院		0285-56-0280		329-0611		河内郡上三川町上三川3446-3				1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3				1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		2		2		2		0		1		1		1		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		仲嶋医院		028-681-7755		329-1311		さくら市氏家3245-17				3		3		3		3		2		3		3		3		3		2		3				3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		2		3		2		1		1		1		1		1		1		1		0		0		成人（18才以上）を対象に回答しました セイジン サイ イジョウ タイショウ カイトウ

		承諾 ショウダク		小林診療所		0285-82-3873		321-4369		真岡市熊倉3-10-7				1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		1				1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		1		2		2		2		0		1		0		0		0		1		0		0		0

		承諾 ショウダク		西真岡こどもクリニック		0285-81-7900		321-4341		真岡市高勢町3-205-1				1		1		1		3		1		1		1		1		1		3		3				1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		その他：現在おこなっています タ ゲンザイ

		承諾 ショウダク		鈴木医院		0285-72-2032		321-4217		益子町益子1747-2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		承諾 ショウダク		緑の屋根診療所		0283-20-2577		327-0843		佐野市堀米町1348-5				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		0		0		1		0		1		0		1		0		0		地域の社会資源が少ない。マンパワー不足 チイキ シャカイ シゲン スク ブソク

		承諾 ショウダク		ひがのクリニック		0285-74-0051 		321-4521		真岡市久下田941-1				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		豊郷中央渡辺内科　		028-622-8900		320-0004		宇都宮市長岡町1217-5				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		1				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		1		0		0

		承諾 ショウダク		きくちクリニック		028-683-3387		321-0903		宇都宮市下平出町614-2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		0		0

		承諾 ショウダク		サンレディースクリニック		0282-24-3541		328-0024		栃木市樋ノ口町504-1				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		医療法人　亀田内科		028-633-2884		320-0812		宇都宮市一番町1-28				1		1		1		2		2		1		2		2		2		2		1				1		1		1		2		2		1		2		2		2		2		1		3		3		3		0		0		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		越戸クリニック		028-660-6190		321-0951		宇都宮市越戸町139-6				1		1		2		2		2		3		2		2		2		2		3				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		佐藤内科		0285-53-1305		329-0511		下野市石橋839-14				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		承諾 ショウダク		グリムこどもクリニック		0285-51-1515		329-0502		下野市下古山2-6-17				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		事前連絡の上での一次診療、予防接種ですので、申し訳ありません。 ジゼン レンラク ウエ イチジ シンリョウ ヨボウ セッシュ モウ ワケ

		承諾 ショウダク		吉原医院		0288-21-0161		321-1261		日光市今市826-4				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		1		1		1		その他：設備 タ セツビ

		承諾 ショウダク		梅園医院		028-633-2869		320-0035		宇都宮市伝馬町3-28				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		1		0		0

		承諾 ショウダク		森田医院		028-633-1573		320-0861		宇都宮市西3-5-8				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		鈴木内科クリニック		028-655-1229		321-0139		宇都宮市若松原2-4-19				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		その他：24時間対応が必要となると考えますが、当院診療時間内の往診は難しいと考えます。 タ ジカン タイオウ ヒツヨウ カンガ トウイン シンリョウ ジカン ナイ オウシン ムズカ カンガ

		承諾 ショウダク		小松医院		0289-60-5515		322-0064		鹿沼市文化橋町2300-1				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		1		0		0		1		0



														1.医療ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する外来診療について、以下の医療行為に対応できますか。 イリョウ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ガイライ シンリョウ イカ イリョウ コウイ タイオウ																								2.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する往診及び訪問診療について、以下の医療行為に対応できますか イリョウテキ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ オウシン オヨ ホウモン シンリョウ イカ イリョウ コウイ タイオウ

														予防接種 ヨボウ セッシュ		一次診療
（経過観察、栄養観察を含む） イチジ シンリョウ ケイカ カンサツ エイヨウ カンサツ フク		経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ		経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ		中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ		酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ		気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ		人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ		尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ		人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ		褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ				予防接種 ヨボウ セッシュ		一次診療
（経過観察、栄養観察を含む） イチジ シンリョウ ケイカ カンサツ エイヨウ カンサツ フク		経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ		経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ		中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ		酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ		気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ		人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ		尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ		人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ		褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ

										1		できる		83		57		12		9		7		13		11		6		17		8		16		できる		39		29		8		6		5		9		9		6		10		7		12

										2		できない		55		80		127		134		142		130		136		146		131		137		124		できない		102		115		141		143		148		140		144		148		140		145		134

										3		要相談 ヨウ ソウダン		27		28		26		22		16		22		18		13		16		20		25		要相談 ヨウ ソウダン		24		21		16		16		12		15		12		11		15		13		19

																																																														0

														3.24時間、重症心身障害児（18歳未満）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイジ サイ ミマン イリョウ タイオウ

										1		できる		1
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										3		要相談 ヨウ ソウダン		14

														4.24時間、重症心身障害者（18歳以上）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイシャ サイ イジョウ イリョウ タイオウ
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														5.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する訪問リハビリてーションを提供していますか イリョウテキ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ホウモン テイキョウ
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										4		在宅療養支援診療所と小児科医とのグループ診療 ザイタク リョウヨウ シエン シンリョウジョ ショウニ カ イ シンリョウ		43

										5		在宅療養支援診療所に助言や相談を求めることができること ザイタク リョウヨウ シエン シンリョウジョ ジョゲン ソウダン モト		28

										6		小児科医に助言や相談を求めることができること ショウニ カ イ ジョゲン ソウダン モト		26

										7		経験のある医師がいること ケイケン イシ		62
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できる	できない	要相談	3.24時間、重症心身障害児（18歳未満）の医療に対応ができますか	4.24時間、重症心身障害者（18歳以上）の医療に対応ができますか	5.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する訪問リハビリてーションを提供していますか	6.重症心身障害児（者）在宅医療に対応できるようになるための条件はなんですか	できる	できない	要相談	

病院

		Ｑ１		1.医療ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する外来診療について、以下の医療行為に対応できますか。 イリョウ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ガイライ シンリョウ イカ イリョウ コウイ タイオウ						1.医療ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する外来診療について、以下の医療行為に対応できますか。 イリョウ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ガイライ シンリョウ イカ イリョウ コウイ タイオウ

				Ｑ1-1						Ｑ1-1		予防接種 ヨボウ セッシュ

				Ｑ1-2						Ｑ1-2		一次診療
（経過観察、栄養観察を含む） イチジ シンリョウ ケイカ カンサツ エイヨウ カンサツ フク

				Ｑ1-3						Ｑ1-3		経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ

				Ｑ1-4						Ｑ1-4		経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ

				Ｑ1-5						Ｑ1-5		中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ

				Ｑ1-6						Ｑ1-6		酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ

				Ｑ1-7						Ｑ1-7		気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ

				Ｑ1-8						Ｑ1-8		人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ

				Ｑ1-9						Ｑ1-9		尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ

				Ｑ1-10						Ｑ1-10		人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ

				Ｑ1-11						Ｑ1-11		褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ

		Ｑ２		2.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する往診及び訪問診療について、以下の医療行為に対応できますか イリョウテキ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ オウシン オヨ ホウモン シンリョウ イカ イリョウ コウイ タイオウ						2.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する往診及び訪問診療について、以下の医療行為に対応できますか イリョウテキ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ オウシン オヨ ホウモン シンリョウ イカ イリョウ コウイ タイオウ

				Ｑ2-1						Ｑ2-1		予防接種 ヨボウ セッシュ

				Ｑ2-2						Ｑ2-2		経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ

				Ｑ2-3						Ｑ2-3		経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ

				Ｑ2-4						Ｑ2-4		中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ

				Ｑ2-5						Ｑ2-5		酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ

				Ｑ2-6						Ｑ2-6		気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ

				Ｑ2-7						Ｑ2-7		人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ

				Ｑ2-8						Ｑ2-8		尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ

				Ｑ2-9						Ｑ2-9		人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ

				Ｑ2-10						Ｑ2-10		褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ

		Ｑ3		3.24時間、重症心身障害児（18歳未満）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイジ サイ ミマン イリョウ タイオウ						3.24時間、重症心身障害児（18歳未満）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイジ サイ ミマン イリョウ タイオウ

				Ｑ3-1						Ｑ3-1		できる

				Ｑ3-2						Ｑ3-2		できない

				Ｑ3-3						Ｑ3-3		要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン

		Ｑ4		4.24時間、重症心身障害者（18歳以上）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイシャ サイ イジョウ イリョウ タイオウ						4.24時間、重症心身障害者（18歳以上）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイシャ サイ イジョウ イリョウ タイオウ

				Ｑ4-1						Ｑ4-1		できる

				Ｑ4-2						Ｑ4-2		できない

				Ｑ4-3						Ｑ4-3		要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン

		Ｑ5		5.重症心身障害児（者）のレスパイト入院に対応できますか ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ ニュウイン タイオウ						5.重症心身障害児（者）のレスパイト入院に対応できますか ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ ニュウイン タイオウ

				Ｑ5-1						Ｑ5-1		できる

				Ｑ5-2						Ｑ5-2		できない

				Ｑ5-3						Ｑ5-3		要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン

		Ｑ6		6.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する訪問リハビリテーションを提供していますか イリョウテキ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ホウモン テイキョウ						6.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する訪問リハビリテーションを提供していますか イリョウテキ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ホウモン テイキョウ

				Ｑ6-1						Ｑ6-1		提供している テイキョウ

				Ｑ6-2						Ｑ6-2		提供していない テイキョウ

				Ｑ6-3						Ｑ6-3		提供していないが対応は可能 テイキョウ タイオウ カノウ

				Ｑ6-4						Ｑ6-4		要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン

		Ｑ7		7.平成26年度において、以下における長期入院児（6ヶ月以上）の患者数は何名ですか（「原疾患」及び「長期入院理由」について、複数の理由がある場合は、主な理由を選んでください） ヘイセイ ネンド イカ チョウキ ニュウイン ジ ゲツイジョウ カンジャスウ ナンメイ ゲンシッカン オヨ チョウキ ニュウイン リユウ フクスウ リユウ バアイ オモ リユウ エラ						7.平成26年度において、以下における長期入院児（6ヶ月以上）の患者数は何名ですか（「原疾患」及び「長期入院理由」について、複数の理由がある場合は、主な理由を選んでください） ヘイセイ ネンド イカ チョウキ ニュウイン ジ ゲツイジョウ カンジャスウ ナンメイ ゲンシッカン オヨ チョウキ ニュウイン リユウ フクスウ リユウ バアイ オモ リユウ エラ

				※個別シートにて対応 コベツ タイオウ						※個別シートにて対応 コベツ タイオウ

		Q8		8.重症心身障害児（者）に対する相談窓口はありますか ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ソウダン マドグチ

										1		ある

										2		ない

		Q9		9.重症心身障害児（者）の方に対する医療、在宅生活等についてお気づきのことなど、ご自由にお書きください。 ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ カタ タイ イリョウ ザイタク セイカツ ナド キ ジユウ カ

		承諾可否 ショウダク カヒ		診療所名 シンリョウジョ メイ		電話番号 デンワ バンゴウ		郵便番号 ユウビンバンゴウ		所在地 ショザイチ		Ｑ1.医療ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する外来診療について、以下の医療行為に対応できますか																						Ｑ２医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する往診及び訪問診療について、以下の医療行為に対応できますか																				Ｑ3		Ｑ4		Ｑ5		Q6		Ｑ7		8.重症心身障害児（者）に対する相談窓口はありますか										Q9

												予防接種 ヨボウ セッシュ		一次診療
（経過観察、栄養観察を含む） イチジ シンリョウ ケイカ カンサツ エイヨウ カンサツ フク		経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ		経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ		中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ		酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ		気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ		人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ		尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ		人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ		褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ		予防接種 ヨボウ セッシュ		経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ		経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ		中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ		酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ		気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ		人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ		尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ		人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ		褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ												有無 ウム		部署名・職名 ブショ メイ ショクメイ		ご担当者氏名 タントウシャ シメイ		連絡先TEL レンラクサキ		連絡先MAIL レンラクサキ

		否 イナ		野木病院		0280-57-1011		329-0101		下都賀郡野木町友沼5320-2		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		2

		否 イナ		今市病院		0288-22-2200		321-1261		日光市今市381		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		2

		否 イナ		黒須病院　		028-682-8811		329-1311		さくら市氏家2650		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		2		2		別紙参照 ベッシ サンショウ		1		病診連携室・社会福祉士 ビョウシンレンケイ シツ シャカイ フクシ シ		井上雅晶 イノウエ マサアキ		028-682-8811（代表）
028-681-5551（直通） ダイヒョウ チョクツウ		byo-renkei@kurosu-hospital.jp

		否 イナ		日光市民病院		0288-50-1188		321-1441		日光市清滝安良沢町1752-10		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		2										小児科常務医がいないため、小児科非常勤医師在院時のみ相談可能と考えます ショウニカ ジョウム イ ショウニカ ヒジョウキン イシ ザイイン ジ ソウダン カノウ カンガ

		否 イナ		国際医療福祉大学塩谷病院　		0287-44-1155		329-2145		矢板市富田77		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		2

		否 イナ		那須南病院		0287-84-3911		321-0621		栃木県那須烏山市中央3-2-13		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		2		2		なし		1		医療福祉相談医療連絡室 イリョウ フクシ ソウダン イリョウ レンラク シツ		原健二 ハラ ケンジ		0287-84-3911

		承諾 ショウダク		西方病院		0282-92-2323		322-0601		栃木県上都賀郡西方町金崎273-3		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		1		西方病院地域連携室 ニシカタ ビョウイン チイキ レンケイ シツ				0282-25-7310		nishikata-renkei@cc9.ne.jp

		承諾 ショウダク		新小山市民病院		0285-36-0200		323-0827		栃木県小山市神鳥谷2251-1 ３２３－０８２７		1		1		3		2		2		2		2		2		2		2		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		2		なし		1		医療相談室保健師 イリョウ ソウダンシツ ホケンシ		多賀谷邦子 タガヤ クニコ		0285-36-0256		soudan@hospital.oyama.tochigi.jp		重症心身障害児（者）の方々の外来診察は随時受け入れておりますが、特に障害児の入院についてはまだ十分に対応できる体制になっておりません。そのため、今回のガイドマップの内容で受け入れ可能な項目が少なく申し訳ありません。相談については、幅広く承っております。 ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ カタガタ ガイライ シンサツ ズイジ ウ イ トク ショウガイジ ニュウイン ジュウブン タイオウ タイセイ コンカイ ナイヨウ ウ イ カノウ コウモク スク モウ ワケ ソウダン ハバヒロ ウケタマワ

		承諾 ショウダク		小山厚生病院		0285-22-1105		323-0031		栃木県小山市八幡町2-10-6		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		2		なし		1		看護師長 カンゴシ チョウ		横家よね子 ヨコ イエ コ		0285-22-1105
0285-24-9890				在宅生活困難者につき当院では入院で対応させていただくことが多いです。 ザイタク セイカツ コンナン シャ トウイン ニュウイン タイオウ オオ

		承諾 ショウダク		石橋総合病院		0285-53-1134		329-0511		栃木県下野市石橋628		1		1		1		1		1		1		1		2		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		1		なし		1		地域医療連携部 チイキ イリョウ レンケイ ブ		（部長）岩崎さゆり ブチョウ イワサキ		0285-53-1134		ishibashi-renkei@yushikai.jp

		承諾 ショウダク		下都賀総合病院		0282-22-2551		328-0044		栃木県栃木市富士見町5-32		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		3		なし		1		医療福祉相談室 イリョウ フクシ ソウダンシツ		MSWが3人おります ニン		0282-22-2551

		承諾 ショウダク		とちの木病院		0282-22-7722		328-0071		栃木県栃木市大町39-5		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		2

		承諾 ショウダク		自治医科大学附属病院　		0285-44-2111		329-0498		下野市薬師寺3311-1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		2		3		2		別紙参照 ベッシ サンショウ		1		地域医療連携部（看護師） チイキ イリョウ レンケイ ブ カンゴシ		黒田　光恵 クロダ ミツエ		0285-44-2111		mazuek@jichi.ac.jp		在宅医療を充実させていただくうえで、往診医や地域の開業医の先生方との連携強化やスタッフの充実が望まれると思います。 ザイタク イリョウ ジュウジツ オウシン イ チイキ カイギョウイ センセイガタ レンケイ キョウカ ジュウジツ ノゾ オモ

		承諾 ショウダク		済生会宇都宮病院		028-626-5500		321-0974		宇都宮市竹林町911-1		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		2		別紙参照 ベッシ サンショウ		1		地域連携課 チイキ レンケイ カ		荻津　守 オギツ カミ		028-626-5500

		承諾 ショウダク		足利赤十字病院		0284-21-0121		326-0843		栃木県足利市五十部町284-1		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		3		1		2		別紙参照 ベッシ サンショウ		1		事務部医事課社会福祉士 ジム ブ イジ カ シャカイ フクシ シ		布施　麻由実 フセ マユミ		0284-20-1307				医療依存度の高い患者様が自宅へ退院する場合、利用できる社会資源が限られており、デイサービスやリハビリテーション、ショートステイなどのサービスを本人、ご家族様のニーズに合わせて利用していただくことが困難なケースが多々あります。（例：家族としては週２回以上リハビリに本人を通わせたいと考えているが、リハビリテーション事業所としては利用者数も多いため、週1回の対応が限度と考えている場合など）今回のアンケート調査を機に、各地域の社会資源の情報を整理し、なるべくニーズに合わせて、多くの方に適切にサービスを利用していただける環境を構築できればと思っております。よろしくお願いいたします。 イリョウ イゾンド タカ カンジャサマ ジタク タイイン バアイ リヨウ シャカイ シゲン カギ ホンニン カゾク サマ ア リヨウ コンナン タタ レイ カゾク シュウ カイイジョウ ホンニン カヨ カンガ ジギョウショ リヨウシャ スウ オオ シュウ カイ タイオウ ゲンド カンガ バアイ コンカイ チョウサ キ カクチイキ シャカイ シゲン ジョウホウ セイリ ア オオ カタ テキセツ リヨウ カンキョウ コウチク オモ ネガ

		承諾 ショウダク		獨協医科大学病院		0282-86-1111		321-0293		下都賀郡壬生町大字北小林880		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		3		2		別紙参照 ベッシ サンショウ		1		地域医療連携センター医療福祉相談室 チイキ イリョウ レンケイ イリョウ フクシ ソウダンシツ				0282-87-2185

		承諾 ショウダク		あしかがの森足利病院		0284-91-0611		326-0011		足利市大沼田町615		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		1		2		別紙参照 ベッシ サンショウ		1		メディカルソーシャルワーカー		福地　哲郎 フクチ テツロウ		0284-91-0611		soudan@hshikagu-hospital.or.jp

		承諾 ショウダク		JCHO　うつのみや病院		028-653-1001		321-0143		宇都宮市南高砂町11-17		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		2

		承諾 ショウダク		菅又病院　		028-676-0311		329-1207		塩谷郡高根沢町花岡2351		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		2										要相談の診療項目につきましては、病院にお電話で問い合わせていただければ対応いたします。小児科の入院対応はしておりません。外来診察につきましては、急性期の管理は困難であることもありますが、状態が安定している場合には相談いただければ可能な限り対応いたします。 ヨウ ソウダン シンリョウ コウモク ビョウイン デンワ ト ア タイオウ ショウニカ ニュウイン タイオウ ガイライ シンサツ キュウセイキ カンリ コンナン ジョウタイ アンテイ バアイ ソウダン カノウ カギ タイオウ

		承諾 ショウダク		那須赤十字病院		0287-23-1122		324-8686		栃木県大田原市中田原1081-4		1		1		3		3		3		1		3		1		3		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		1		4		なし		1		地域医療福祉連携課福祉係長 チイキ イリョウ フクシ レンケイ カ フクシ カカリチョウ		野中美希 ノナカ ミキ		0287-23-1122		renkeika@nasu.jrc.or.jp



												Ｑ1.医療ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する外来診療について、以下の医療行為に対応できますか

												予防接種 ヨボウ セッシュ		一次診療
（経過観察、栄養観察を含む） イチジ シンリョウ ケイカ カンサツ エイヨウ カンサツ フク		経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ		経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ		中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ		酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ		気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ		人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ		尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ		人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ		褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ

										できる		13		13		9		8		7		9		8		8		7		7		7

										できない		3		3		7		8		8		8		8		9		8		8		6

										要相談 ヨウ ソウダン		4		4		4		4		5		3		4		3		5		5		7



												Ｑ２医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する往診及び訪問診療について、以下の医療行為に対応できますか

												予防接種 ヨボウ セッシュ		経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ		経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ		中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ		酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ		気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ		人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ		尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ		人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ		褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ

										できる		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

										できない		19		20		20		20		20		20		20		20		20		20

										要相談 ヨウ ソウダン		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0



										Ｑ3		3.24時間、重症心身障害児（18歳未満）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイジ サイ ミマン イリョウ タイオウ				3.24時間、重症心身障害児（18歳未満）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイジ サイ ミマン イリョウ タイオウ

										できる		4

										できない		14

										要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン		2

										Ｑ4		4.24時間、重症心身障害者（18歳以上）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイシャ サイ イジョウ イリョウ タイオウ				4.24時間、重症心身障害者（18歳以上）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイシャ サイ イジョウ イリョウ タイオウ

										できる		3

										できない		9

										要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン		8

										Ｑ5		5.重症心身障害児（者）のレスパイト入院に対応できますか ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ ニュウイン タイオウ				5.重症心身障害児（者）のレスパイト入院に対応できますか ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ ニュウイン タイオウ

										できる		5

										できない		10

										要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン		5

										Ｑ6		6.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する訪問リハビリテーションを提供していますか イリョウテキ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ホウモン テイキョウ				6.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する訪問リハビリテーションを提供していますか イリョウテキ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ホウモン テイキョウ

										提供している テイキョウ		1

										提供していない テイキョウ		17

										提供していないが対応は可能 テイキョウ タイオウ カノウ		1

										要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン		1

										Ｑ7		7.平成26年度において、以下における長期入院児（6ヶ月以上）の患者数は何名ですか（「原疾患」及び「長期入院理由」について、複数の理由がある場合は、主な理由を選んでください） ヘイセイ ネンド イカ チョウキ ニュウイン ジ ゲツイジョウ カンジャスウ ナンメイ ゲンシッカン オヨ チョウキ ニュウイン リユウ フクスウ リユウ バアイ オモ リユウ エラ				7.平成26年度において、以下における長期入院児（6ヶ月以上）の患者数は何名ですか（「原疾患」及び「長期入院理由」について、複数の理由がある場合は、主な理由を選んでください） ヘイセイ ネンド イカ チョウキ ニュウイン ジ ゲツイジョウ カンジャスウ ナンメイ ゲンシッカン オヨ チョウキ ニュウイン リユウ フクスウ リユウ バアイ オモ リユウ エラ

										Q8		8.重症心身障害児（者）に対する相談窓口はありますか ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ソウダン マドグチ

																1		ある		13

																2		ない		7
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病院 作業

		Ｑ１		1.医療ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する外来診療について、以下の医療行為に対応できますか。 イリョウ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ガイライ シンリョウ イカ イリョウ コウイ タイオウ						1.医療ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する外来診療について、以下の医療行為に対応できますか。 イリョウ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ガイライ シンリョウ イカ イリョウ コウイ タイオウ

				Ｑ1-1						Ｑ1-1		予防接種 ヨボウ セッシュ

				Ｑ1-2						Ｑ1-2		一次診療
（経過観察、栄養観察を含む） イチジ シンリョウ ケイカ カンサツ エイヨウ カンサツ フク

				Ｑ1-3						Ｑ1-3		経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ

				Ｑ1-4						Ｑ1-4		経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ

				Ｑ1-5						Ｑ1-5		中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ

				Ｑ1-6						Ｑ1-6		酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ

				Ｑ1-7						Ｑ1-7		気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ

				Ｑ1-8						Ｑ1-8		人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ

				Ｑ1-9						Ｑ1-9		尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ

				Ｑ1-10						Ｑ1-10		人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ

				Ｑ1-11						Ｑ1-11		褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ

		Ｑ２		2.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する往診及び訪問診療について、以下の医療行為に対応できますか イリョウテキ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ オウシン オヨ ホウモン シンリョウ イカ イリョウ コウイ タイオウ						2.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する往診及び訪問診療について、以下の医療行為に対応できますか イリョウテキ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ オウシン オヨ ホウモン シンリョウ イカ イリョウ コウイ タイオウ

				Ｑ2-1						Ｑ2-1		予防接種 ヨボウ セッシュ

				Ｑ2-2						Ｑ2-2		経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ

				Ｑ2-3						Ｑ2-3		経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ

				Ｑ2-4						Ｑ2-4		中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ

				Ｑ2-5						Ｑ2-5		酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ

				Ｑ2-6						Ｑ2-6		気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ

				Ｑ2-7						Ｑ2-7		人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ

				Ｑ2-8						Ｑ2-8		尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ

				Ｑ2-9						Ｑ2-9		人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ

				Ｑ2-10						Ｑ2-10		褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ

		Ｑ3		3.24時間、重症心身障害児（18歳未満）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイジ サイ ミマン イリョウ タイオウ						3.24時間、重症心身障害児（18歳未満）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイジ サイ ミマン イリョウ タイオウ

				Ｑ3-1						Ｑ3-1		できる

				Ｑ3-2						Ｑ3-2		できない

				Ｑ3-3						Ｑ3-3		要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン

		Ｑ4		4.24時間、重症心身障害者（18歳以上）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイシャ サイ イジョウ イリョウ タイオウ						4.24時間、重症心身障害者（18歳以上）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイシャ サイ イジョウ イリョウ タイオウ

				Ｑ4-1						Ｑ4-1		できる

				Ｑ4-2						Ｑ4-2		できない

				Ｑ4-3						Ｑ4-3		要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン

		Ｑ5		5.重症心身障害児（者）のレスパイト入院に対応できますか ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ ニュウイン タイオウ						5.重症心身障害児（者）のレスパイト入院に対応できますか ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ ニュウイン タイオウ

				Ｑ5-1						Ｑ5-1		できる

				Ｑ5-2						Ｑ5-2		できない

				Ｑ5-3						Ｑ5-3		要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン

		Ｑ6		6.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する訪問リハビリテーションを提供していますか イリョウテキ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ホウモン テイキョウ						6.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する訪問リハビリテーションを提供していますか イリョウテキ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ホウモン テイキョウ

				Ｑ6-1						Ｑ6-1		提供している テイキョウ

				Ｑ6-2						Ｑ6-2		提供していない テイキョウ

				Ｑ6-3						Ｑ6-3		提供していないが対応は可能 テイキョウ タイオウ カノウ

				Ｑ6-4						Ｑ6-4		要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン

		Ｑ7		7.平成26年度において、以下における長期入院児（6ヶ月以上）の患者数は何名ですか（「原疾患」及び「長期入院理由」について、複数の理由がある場合は、主な理由を選んでください） ヘイセイ ネンド イカ チョウキ ニュウイン ジ ゲツイジョウ カンジャスウ ナンメイ ゲンシッカン オヨ チョウキ ニュウイン リユウ フクスウ リユウ バアイ オモ リユウ エラ						7.平成26年度において、以下における長期入院児（6ヶ月以上）の患者数は何名ですか（「原疾患」及び「長期入院理由」について、複数の理由がある場合は、主な理由を選んでください） ヘイセイ ネンド イカ チョウキ ニュウイン ジ ゲツイジョウ カンジャスウ ナンメイ ゲンシッカン オヨ チョウキ ニュウイン リユウ フクスウ リユウ バアイ オモ リユウ エラ

				※個別シートにて対応 コベツ タイオウ						※個別シートにて対応 コベツ タイオウ

		Q8		8.重症心身障害児（者）に対する相談窓口はありますか ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ソウダン マドグチ

										1		ある

										2		ない

		Q9		9.重症心身障害児（者）の方に対する医療、在宅生活等についてお気づきのことなど、ご自由にお書きください。 ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ カタ タイ イリョウ ザイタク セイカツ ナド キ ジユウ カ

		承諾可否 ショウダク カヒ		診療所名 シンリョウジョ メイ		電話番号 デンワ バンゴウ		郵便番号 ユウビンバンゴウ		所在地 ショザイチ		Ｑ1.医療ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する外来診療について、以下の医療行為に対応できますか																						Ｑ２医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する往診及び訪問診療について、以下の医療行為に対応できますか																				Ｑ3		Ｑ4		Ｑ5		Q6		Ｑ7		8.重症心身障害児（者）に対する相談窓口はありますか										Q9

												予防接種 ヨボウ セッシュ		一次診療
（経過観察、栄養観察を含む） イチジ シンリョウ ケイカ カンサツ エイヨウ カンサツ フク		経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ		経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ		中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ		酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ		気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ		人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ		尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ		人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ		褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ		予防接種 ヨボウ セッシュ		経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ		経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ		中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ		酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ		気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ		人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ		尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ		人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ		褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ												有無 ウム		部署名・職名 ブショ メイ ショクメイ		ご担当者氏名 タントウシャ シメイ		連絡先TEL レンラクサキ		連絡先MAIL レンラクサキ

		否 イナ		野木病院		0280-57-1011		329-0101		下都賀郡野木町友沼5320-2		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		2

		否 イナ		今市病院		0288-22-2200		321-1261		日光市今市381		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		2

		否 イナ		黒須病院　		028-682-8811		329-1311		さくら市氏家2650		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		2		2		別紙参照 ベッシ サンショウ		1		病診連携室・社会福祉士 ビョウシンレンケイ シツ シャカイ フクシ シ		井上雅晶 イノウエ マサアキ		028-682-8811（代表）
028-681-5551（直通） ダイヒョウ チョクツウ		byo-renkei@kurosu-hospital.jp

		否 イナ		日光市民病院		0288-50-1188		321-1441		日光市清滝安良沢町1752-10		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		2										小児科常務医がいないため、小児科非常勤医師在院時のみ相談可能と考えます ショウニカ ジョウム イ ショウニカ ヒジョウキン イシ ザイイン ジ ソウダン カノウ カンガ

		否 イナ		国際医療福祉大学塩谷病院　		0287-44-1155		329-2145		矢板市富田77		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		2

		否 イナ		那須南病院		0287-84-3911		321-0621		栃木県那須烏山市中央3-2-13		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		2		2		なし		1		医療福祉相談医療連絡室 イリョウ フクシ ソウダン イリョウ レンラク シツ		原健二 ハラ ケンジ		0287-84-3911

		承諾 ショウダク		西方病院		0282-92-2323		322-0601		栃木県上都賀郡西方町金崎273-3		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		1		西方病院地域連携室 ニシカタ ビョウイン チイキ レンケイ シツ				0282-25-7310		nishikata-renkei@cc9.ne.jp

		承諾 ショウダク		新小山市民病院		0285-36-0200		323-0827		栃木県小山市神鳥谷2251-1 ３２３－０８２７		1		1		3		2		2		2		2		2		2		2		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		2		なし		1		医療相談室保健師 イリョウ ソウダンシツ ホケンシ		多賀谷邦子 タガヤ クニコ		0285-36-0256		soudan@hospital.oyama.tochigi.jp		重症心身障害児（者）の方々の外来診察は随時受け入れておりますが、特に障害児の入院についてはまだ十分に対応できる体制になっておりません。そのため、今回のガイドマップの内容で受け入れ可能な項目が少なく申し訳ありません。相談については、幅広く承っております。 ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ カタガタ ガイライ シンサツ ズイジ ウ イ トク ショウガイジ ニュウイン ジュウブン タイオウ タイセイ コンカイ ナイヨウ ウ イ カノウ コウモク スク モウ ワケ ソウダン ハバヒロ ウケタマワ

		承諾 ショウダク		小山厚生病院		0285-22-1105		323-0031		栃木県小山市八幡町2-10-6		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		2		なし		1		看護師長 カンゴシ チョウ		横家よね子 ヨコ イエ コ		0285-22-1105
0285-24-9890				在宅生活困難者につき当院では入院で対応させていただくことが多いです。 ザイタク セイカツ コンナン シャ トウイン ニュウイン タイオウ オオ

		承諾 ショウダク		石橋総合病院		0285-53-1134		329-0511		栃木県下野市石橋628		1		1		1		1		1		1		1		2		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		1		なし		1		地域医療連携部 チイキ イリョウ レンケイ ブ		（部長）岩崎さゆり ブチョウ イワサキ		0285-53-1134		ishibashi-renkei@yushikai.jp

		承諾 ショウダク		下都賀総合病院		0282-22-2551		328-0044		栃木県栃木市富士見町5-32		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		3		なし		1		医療福祉相談室 イリョウ フクシ ソウダンシツ		MSWが3人おります ニン		0282-22-2551

		承諾 ショウダク		とちの木病院		0282-22-7722		328-0071		栃木県栃木市大町39-5		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		2

		承諾 ショウダク		自治医科大学附属病院　		0285-44-2111		329-0498		下野市薬師寺3311-1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		2		3		2		別紙参照 ベッシ サンショウ		1		地域医療連携部（看護師） チイキ イリョウ レンケイ ブ カンゴシ		黒田　光恵 クロダ ミツエ		0285-44-2111		mazuek@jichi.ac.jp		在宅医療を充実させていただくうえで、往診医や地域の開業医の先生方との連携強化やスタッフの充実が望まれると思います。 ザイタク イリョウ ジュウジツ オウシン イ チイキ カイギョウイ センセイガタ レンケイ キョウカ ジュウジツ ノゾ オモ

		承諾 ショウダク		済生会宇都宮病院		028-626-5500		321-0974		宇都宮市竹林町911-1		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		2		別紙参照 ベッシ サンショウ		1		地域連携課 チイキ レンケイ カ		荻津　守 オギツ カミ		028-626-5500

		承諾 ショウダク		足利赤十字病院		0284-21-0121		326-0843		栃木県足利市五十部町284-1		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		3		1		2		別紙参照 ベッシ サンショウ		1		事務部医事課社会福祉士 ジム ブ イジ カ シャカイ フクシ シ		布施　麻由実 フセ マユミ		0284-20-1307				医療依存度の高い患者様が自宅へ退院する場合、利用できる社会資源が限られており、デイサービスやリハビリテーション、ショートステイなどのサービスを本人、ご家族様のニーズに合わせて利用していただくことが困難なケースが多々あります。（例：家族としては週２回以上リハビリに本人を通わせたいと考えているが、リハビリテーション事業所としては利用者数も多いため、週1回の対応が限度と考えている場合など）今回のアンケート調査を機に、各地域の社会資源の情報を整理し、なるべくニーズに合わせて、多くの方に適切にサービスを利用していただける環境を構築できればと思っております。よろしくお願いいたします。 イリョウ イゾンド タカ カンジャサマ ジタク タイイン バアイ リヨウ シャカイ シゲン カギ ホンニン カゾク サマ ア リヨウ コンナン タタ レイ カゾク シュウ カイイジョウ ホンニン カヨ カンガ ジギョウショ リヨウシャ スウ オオ シュウ カイ タイオウ ゲンド カンガ バアイ コンカイ チョウサ キ カクチイキ シャカイ シゲン ジョウホウ セイリ ア オオ カタ テキセツ リヨウ カンキョウ コウチク オモ ネガ

		承諾 ショウダク		獨協医科大学病院		0282-86-1111		321-0293		下都賀郡壬生町大字北小林880		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		3		2		別紙参照 ベッシ サンショウ		1		地域医療連携センター医療福祉相談室 チイキ イリョウ レンケイ イリョウ フクシ ソウダンシツ				0282-87-2185

		承諾 ショウダク		あしかがの森足利病院		0284-91-0611		326-0011		足利市大沼田町615		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		1		2		別紙参照 ベッシ サンショウ		1		メディカルソーシャルワーカー		福地　哲郎 フクチ テツロウ		0284-91-0611		soudan@hshikagu-hospital.or.jp

		承諾 ショウダク		JCHO　うつのみや病院		028-653-1001		321-0143		宇都宮市南高砂町11-17		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		2

		承諾 ショウダク		菅又病院　		028-676-0311		329-1207		塩谷郡高根沢町花岡2351		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		2										要相談の診療項目につきましては、病院にお電話で問い合わせていただければ対応いたします。小児科の入院対応はしておりません。外来診察につきましては、急性期の管理は困難であることもありますが、状態が安定している場合には相談いただければ可能な限り対応いたします。 ヨウ ソウダン シンリョウ コウモク ビョウイン デンワ ト ア タイオウ ショウニカ ニュウイン タイオウ ガイライ シンサツ キュウセイキ カンリ コンナン ジョウタイ アンテイ バアイ ソウダン カノウ カギ タイオウ

		承諾 ショウダク		那須赤十字病院		0287-23-1122		324-8686		栃木県大田原市中田原1081-4		1		1		3		3		3		1		3		1		3		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		1		4		なし		1		地域医療福祉連携課福祉係長 チイキ イリョウ フクシ レンケイ カ フクシ カカリチョウ		野中美希 ノナカ ミキ		0287-23-1122		renkeika@nasu.jrc.or.jp



												Ｑ1.医療ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する外来診療について、以下の医療行為に対応できますか

												予防接種 ヨボウ セッシュ		一次診療
（経過観察、栄養観察を含む） イチジ シンリョウ ケイカ カンサツ エイヨウ カンサツ フク		経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ		経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ		中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ		酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ		気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ		人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ		尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ		人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ		褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ

										できる		13		13		9		8		7		9		8		8		7		7		7

										できない		3		3		7		8		8		8		8		9		8		8		6

										要相談 ヨウ ソウダン		4		4		4		4		5		3		4		3		5		5		7



												Ｑ２医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する往診及び訪問診療について、以下の医療行為に対応できますか

												予防接種 ヨボウ セッシュ		経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ		経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ		中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ		酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ		気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ		人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ		尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ		人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ		褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ

										できる		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

										できない		19		20		20		20		20		20		20		20		20		20

										要相談 ヨウ ソウダン		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0



										Ｑ3		3.24時間、重症心身障害児（18歳未満）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイジ サイ ミマン イリョウ タイオウ				3.24時間、重症心身障害児（18歳未満）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイジ サイ ミマン イリョウ タイオウ

										できる		4

										できない		14

										要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン		2

										Ｑ4		4.24時間、重症心身障害者（18歳以上）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイシャ サイ イジョウ イリョウ タイオウ				4.24時間、重症心身障害者（18歳以上）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイシャ サイ イジョウ イリョウ タイオウ

										できる		3

										できない		9

										要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン		8

										Ｑ5		5.重症心身障害児（者）のレスパイト入院に対応できますか ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ ニュウイン タイオウ				5.重症心身障害児（者）のレスパイト入院に対応できますか ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ ニュウイン タイオウ

										できる		5

										できない		10

										要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン		5

										Ｑ6		6.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する訪問リハビリテーションを提供していますか イリョウテキ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ホウモン テイキョウ				6.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する訪問リハビリテーションを提供していますか イリョウテキ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ホウモン テイキョウ

										提供している テイキョウ		1

										提供していない テイキョウ		17

										提供していないが対応は可能 テイキョウ タイオウ カノウ		1

										要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン		1

										Ｑ7		7.平成26年度において、以下における長期入院児（6ヶ月以上）の患者数は何名ですか（「原疾患」及び「長期入院理由」について、複数の理由がある場合は、主な理由を選んでください） ヘイセイ ネンド イカ チョウキ ニュウイン ジ ゲツイジョウ カンジャスウ ナンメイ ゲンシッカン オヨ チョウキ ニュウイン リユウ フクスウ リユウ バアイ オモ リユウ エラ				7.平成26年度において、以下における長期入院児（6ヶ月以上）の患者数は何名ですか（「原疾患」及び「長期入院理由」について、複数の理由がある場合は、主な理由を選んでください） ヘイセイ ネンド イカ チョウキ ニュウイン ジ ゲツイジョウ カンジャスウ ナンメイ ゲンシッカン オヨ チョウキ ニュウイン リユウ フクスウ リユウ バアイ オモ リユウ エラ

										Q8		8.重症心身障害児（者）に対する相談窓口はありますか ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ソウダン マドグチ

																1		ある		13

																2		ない		7

																														できる		できない		要相談 ヨウ ソウダン						できる		できない		要相談 ヨウ ソウダン						提供している テイキョウ		提供していない テイキョウ		提供していないが対応は可能 テイキョウ タイオウ カノウ		要相談 ヨウ ソウダン										NICU及びGCU オヨ		PICU		その他小児病棟 タ ショウニ ビョウトウ

																												予防接種 ヨボウ セッシュ		13		3		4				18歳未満 サイ ミマン		4		14		2						5		10		5		5								6ヶ月以上1年未満 ゲツイジョウ ネン ミマン		9		0		11

																												一次診療
（経過観察、栄養観察を含む） イチジ シンリョウ ケイカ カンサツ エイヨウ カンサツ フク		13		3		4				18歳以上 サイ イジョウ		3		9		8																				1年以上2年未満 ネンイジョウ ネン ミマン		1		0		10

																												経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ		9		7		4																提供している テイキョウ		5												2年以上 ネンイジョウ		4		0		154

																												経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ		8		8		4						できる		できない		要相談 ヨウ ソウダン						提供していない テイキョウ		10

																												中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ		7		8		5						5		10		5						提供していないが対応は可能 テイキョウ タイオウ カノウ		5

																												酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ		9		8		3						3		9		8						要相談 ヨウ ソウダン		5

																												気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ		8		8		4

																												人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ		8		9		3

																												尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ		7		8		5																		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3歳～6歳 サイ サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13歳～17歳 サイ サイ		18歳以上 サイイジョウ

																												人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ		7		8		5																気管切開人工呼吸患者 キカン セッカイ ジンコウ コキュウ カンジャ		11		4		8		5		12

																												褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ		7		6		7																非気管切開人工呼吸患者（NPPV) ヒ キカン セッカイ ジンコウ コキュウ カンジャ		2		0		0		0		1

																																																		気管切開患者 キカン セッカイ カンジャ		2		3		2		0		14

																														できる		できない		要相談 ヨウ ソウダン																その他 タ		4		2		2		0		1

																												予防接種 ヨボウ セッシュ		0		19		1

																												経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ		0		20		0

																												経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ		0		20		0

																												中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ		0		20		0

																												酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ		0		20		0

																												気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ		0		20		0

																												人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ		0		20		0

																												尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ		0		20		0

																												人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ		0		20		0

																												褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ		0		20		0



																												24時間、重症心身障害児の医療に対応ができますか
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病院 (2)

		Ｑ１		1.医療ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する外来診療について、以下の医療行為に対応できますか。 イリョウ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ガイライ シンリョウ イカ イリョウ コウイ タイオウ						1.医療ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する外来診療について、以下の医療行為に対応できますか。 イリョウ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ガイライ シンリョウ イカ イリョウ コウイ タイオウ

				Ｑ1-1						Ｑ1-1		予防接種 ヨボウ セッシュ

				Ｑ1-2						Ｑ1-2		一次診療
（経過観察、栄養観察を含む） イチジ シンリョウ ケイカ カンサツ エイヨウ カンサツ フク

				Ｑ1-3						Ｑ1-3		経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ

				Ｑ1-4						Ｑ1-4		経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ

				Ｑ1-5						Ｑ1-5		中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ

				Ｑ1-6						Ｑ1-6		酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ

				Ｑ1-7						Ｑ1-7		気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ

				Ｑ1-8						Ｑ1-8		人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ

				Ｑ1-9						Ｑ1-9		尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ

				Ｑ1-10						Ｑ1-10		人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ

				Ｑ1-11						Ｑ1-11		褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ

		Ｑ２		2.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する往診及び訪問診療について、以下の医療行為に対応できますか イリョウテキ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ オウシン オヨ ホウモン シンリョウ イカ イリョウ コウイ タイオウ						2.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する往診及び訪問診療について、以下の医療行為に対応できますか イリョウテキ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ オウシン オヨ ホウモン シンリョウ イカ イリョウ コウイ タイオウ

				Ｑ2-1						Ｑ2-1		予防接種 ヨボウ セッシュ

				Ｑ2-2						Ｑ2-2		経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ

				Ｑ2-3						Ｑ2-3		経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ

				Ｑ2-4						Ｑ2-4		中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ

				Ｑ2-5						Ｑ2-5		酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ

				Ｑ2-6						Ｑ2-6		気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ

				Ｑ2-7						Ｑ2-7		人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ

				Ｑ2-8						Ｑ2-8		尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ

				Ｑ2-9						Ｑ2-9		人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ

				Ｑ2-10						Ｑ2-10		褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ

		Ｑ3		3.24時間、重症心身障害児（18歳未満）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイジ サイ ミマン イリョウ タイオウ						3.24時間、重症心身障害児（18歳未満）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイジ サイ ミマン イリョウ タイオウ

				Ｑ3-1						Ｑ3-1		できる

				Ｑ3-2						Ｑ3-2		できない

				Ｑ3-3						Ｑ3-3		要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン

		Ｑ4		4.24時間、重症心身障害者（18歳以上）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイシャ サイ イジョウ イリョウ タイオウ						4.24時間、重症心身障害者（18歳以上）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイシャ サイ イジョウ イリョウ タイオウ

				Ｑ4-1						Ｑ4-1		できる

				Ｑ4-2						Ｑ4-2		できない

				Ｑ4-3						Ｑ4-3		要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン

		Ｑ5		5.重症心身障害児（者）のレスパイト入院に対応できますか ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ ニュウイン タイオウ						5.重症心身障害児（者）のレスパイト入院に対応できますか ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ ニュウイン タイオウ

				Ｑ5-1						Ｑ5-1		できる

				Ｑ5-2						Ｑ5-2		できない

				Ｑ5-3						Ｑ5-3		要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン

		Ｑ6		6.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する訪問リハビリテーションを提供していますか イリョウテキ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ホウモン テイキョウ						6.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する訪問リハビリテーションを提供していますか イリョウテキ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ホウモン テイキョウ

				Ｑ6-1						Ｑ6-1		提供している テイキョウ

				Ｑ6-2						Ｑ6-2		提供していない テイキョウ

				Ｑ6-3						Ｑ6-3		提供していないが対応は可能 テイキョウ タイオウ カノウ

				Ｑ6-4						Ｑ6-4		要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン

		Ｑ7		7.平成26年度において、以下における長期入院児（6ヶ月以上）の患者数は何名ですか（「原疾患」及び「長期入院理由」について、複数の理由がある場合は、主な理由を選んでください） ヘイセイ ネンド イカ チョウキ ニュウイン ジ ゲツイジョウ カンジャスウ ナンメイ ゲンシッカン オヨ チョウキ ニュウイン リユウ フクスウ リユウ バアイ オモ リユウ エラ						7.平成26年度において、以下における長期入院児（6ヶ月以上）の患者数は何名ですか（「原疾患」及び「長期入院理由」について、複数の理由がある場合は、主な理由を選んでください） ヘイセイ ネンド イカ チョウキ ニュウイン ジ ゲツイジョウ カンジャスウ ナンメイ ゲンシッカン オヨ チョウキ ニュウイン リユウ フクスウ リユウ バアイ オモ リユウ エラ

				※個別シートにて対応 コベツ タイオウ						※個別シートにて対応 コベツ タイオウ

		Q8		8.重症心身障害児（者）に対する相談窓口はありますか ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ソウダン マドグチ

										1		ある

										2		ない

		Q9		9.重症心身障害児（者）の方に対する医療、在宅生活等についてお気づきのことなど、ご自由にお書きください。 ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ カタ タイ イリョウ ザイタク セイカツ ナド キ ジユウ カ

		承諾可否 ショウダク カヒ		診療所名 シンリョウジョ メイ		電話番号 デンワ バンゴウ		郵便番号 ユウビンバンゴウ		所在地 ショザイチ		Ｑ1.医療ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する外来診療について、以下の医療行為に対応できますか																						Ｑ２医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する往診及び訪問診療について、以下の医療行為に対応できますか																				Ｑ3		Ｑ4		Ｑ5		Q6		Ｑ7		8.重症心身障害児（者）に対する相談窓口はありますか										Q9

												予防接種 ヨボウ セッシュ		一次診療
（経過観察、栄養観察を含む） イチジ シンリョウ ケイカ カンサツ エイヨウ カンサツ フク		経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ		経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ		中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ		酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ		気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ		人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ		尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ		人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ		褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ		予防接種 ヨボウ セッシュ		経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ		経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ		中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ		酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ		気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ		人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ		尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ		人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ		褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ												有無 ウム		部署名・職名 ブショ メイ ショクメイ		ご担当者氏名 タントウシャ シメイ		連絡先TEL レンラクサキ		連絡先MAIL レンラクサキ

		否 イナ		野木病院		0280-57-1011		329-0101		下都賀郡野木町友沼5320-2		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		2

		否 イナ		今市病院		0288-22-2200		321-1261		日光市今市381		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		2

		否 イナ		黒須病院　		028-682-8811		329-1311		さくら市氏家2650		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		2		2		別紙参照 ベッシ サンショウ		1		病診連携室・社会福祉士 ビョウシンレンケイ シツ シャカイ フクシ シ		井上雅晶 イノウエ マサアキ		028-682-8811（代表）
028-681-5551（直通） ダイヒョウ チョクツウ		byo-renkei@kurosu-hospital.jp

		否 イナ		日光市民病院		0288-50-1188		321-1441		日光市清滝安良沢町1752-10		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		2										小児科常務医がいないため、小児科非常勤医師在院時のみ相談可能と考えます ショウニカ ジョウム イ ショウニカ ヒジョウキン イシ ザイイン ジ ソウダン カノウ カンガ

		否 イナ		国際医療福祉大学塩谷病院　		0287-44-1155		329-2145		矢板市富田77		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		2

		否 イナ		那須南病院		0287-84-3911		321-0621		栃木県那須烏山市中央3-2-13		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		2		2		なし		1		医療福祉相談医療連絡室 イリョウ フクシ ソウダン イリョウ レンラク シツ		原健二 ハラ ケンジ		0287-84-3911

		承諾 ショウダク		西方病院		0282-92-2323		322-0601		栃木県上都賀郡西方町金崎273-3		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		1		西方病院地域連携室 ニシカタ ビョウイン チイキ レンケイ シツ				0282-25-7310		nishikata-renkei@cc9.ne.jp

		承諾 ショウダク		新小山市民病院		0285-36-0200		323-0827		栃木県小山市神鳥谷2251-1 ３２３－０８２７		1		1		3		2		2		2		2		2		2		2		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		2		なし		1		医療相談室保健師 イリョウ ソウダンシツ ホケンシ		多賀谷邦子 タガヤ クニコ		0285-36-0256		soudan@hospital.oyama.tochigi.jp		重症心身障害児（者）の方々の外来診察は随時受け入れておりますが、特に障害児の入院についてはまだ十分に対応できる体制になっておりません。そのため、今回のガイドマップの内容で受け入れ可能な項目が少なく申し訳ありません。相談については、幅広く承っております。 ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ カタガタ ガイライ シンサツ ズイジ ウ イ トク ショウガイジ ニュウイン ジュウブン タイオウ タイセイ コンカイ ナイヨウ ウ イ カノウ コウモク スク モウ ワケ ソウダン ハバヒロ ウケタマワ

		承諾 ショウダク		小山厚生病院		0285-22-1105		323-0031		栃木県小山市八幡町2-10-6		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		2		なし		1		看護師長 カンゴシ チョウ		横家よね子 ヨコ イエ コ		0285-22-1105
0285-24-9890				在宅生活困難者につき当院では入院で対応させていただくことが多いです。 ザイタク セイカツ コンナン シャ トウイン ニュウイン タイオウ オオ

		承諾 ショウダク		石橋総合病院		0285-53-1134		329-0511		栃木県下野市石橋628		1		1		1		1		1		1		1		2		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		1		なし		1		地域医療連携部 チイキ イリョウ レンケイ ブ		（部長）岩崎さゆり ブチョウ イワサキ		0285-53-1134		ishibashi-renkei@yushikai.jp

		承諾 ショウダク		下都賀総合病院		0282-22-2551		328-0044		栃木県栃木市富士見町5-32		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		3		なし		1		医療福祉相談室 イリョウ フクシ ソウダンシツ		MSWが3人おります ニン		0282-22-2551

		承諾 ショウダク		とちの木病院		0282-22-7722		328-0071		栃木県栃木市大町39-5		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		2

		承諾 ショウダク		自治医科大学附属病院　		0285-44-2111		329-0498		下野市薬師寺3311-1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		2		3		2		別紙参照 ベッシ サンショウ		1		地域医療連携部（看護師） チイキ イリョウ レンケイ ブ カンゴシ		黒田　光恵 クロダ ミツエ		0285-44-2111		mazuek@jichi.ac.jp		在宅医療を充実させていただくうえで、往診医や地域の開業医の先生方との連携強化やスタッフの充実が望まれると思います。 ザイタク イリョウ ジュウジツ オウシン イ チイキ カイギョウイ センセイガタ レンケイ キョウカ ジュウジツ ノゾ オモ

		承諾 ショウダク		済生会宇都宮病院		028-626-5500		321-0974		宇都宮市竹林町911-1		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		2		別紙参照 ベッシ サンショウ		1		地域連携課 チイキ レンケイ カ		荻津　守 オギツ カミ		028-626-5500

		承諾 ショウダク		足利赤十字病院		0284-21-0121		326-0843		栃木県足利市五十部町284-1		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		3		1		2		別紙参照 ベッシ サンショウ		1		事務部医事課社会福祉士 ジム ブ イジ カ シャカイ フクシ シ		布施　麻由実 フセ マユミ		0284-20-1307				医療依存度の高い患者様が自宅へ退院する場合、利用できる社会資源が限られており、デイサービスやリハビリテーション、ショートステイなどのサービスを本人、ご家族様のニーズに合わせて利用していただくことが困難なケースが多々あります。（例：家族としては週２回以上リハビリに本人を通わせたいと考えているが、リハビリテーション事業所としては利用者数も多いため、週1回の対応が限度と考えている場合など）今回のアンケート調査を機に、各地域の社会資源の情報を整理し、なるべくニーズに合わせて、多くの方に適切にサービスを利用していただける環境を構築できればと思っております。よろしくお願いいたします。 イリョウ イゾンド タカ カンジャサマ ジタク タイイン バアイ リヨウ シャカイ シゲン カギ ホンニン カゾク サマ ア リヨウ コンナン タタ レイ カゾク シュウ カイイジョウ ホンニン カヨ カンガ ジギョウショ リヨウシャ スウ オオ シュウ カイ タイオウ ゲンド カンガ バアイ コンカイ チョウサ キ カクチイキ シャカイ シゲン ジョウホウ セイリ ア オオ カタ テキセツ リヨウ カンキョウ コウチク オモ ネガ

		承諾 ショウダク		獨協医科大学病院		0282-86-1111		321-0293		下都賀郡壬生町大字北小林880		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		3		2		別紙参照 ベッシ サンショウ		1		地域医療連携センター医療福祉相談室 チイキ イリョウ レンケイ イリョウ フクシ ソウダンシツ				0282-87-2185

		承諾 ショウダク		あしかがの森足利病院		0284-91-0611		326-0011		足利市大沼田町615		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		1		2		別紙参照 ベッシ サンショウ		1		メディカルソーシャルワーカー		福地　哲郎 フクチ テツロウ		0284-91-0611		soudan@hshikagu-hospital.or.jp

		承諾 ショウダク		JCHO　うつのみや病院		028-653-1001		321-0143		宇都宮市南高砂町11-17		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		2

		承諾 ショウダク		菅又病院　		028-676-0311		329-1207		塩谷郡高根沢町花岡2351		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		2										要相談の診療項目につきましては、病院にお電話で問い合わせていただければ対応いたします。小児科の入院対応はしておりません。外来診察につきましては、急性期の管理は困難であることもありますが、状態が安定している場合には相談いただければ可能な限り対応いたします。 ヨウ ソウダン シンリョウ コウモク ビョウイン デンワ ト ア タイオウ ショウニカ ニュウイン タイオウ ガイライ シンサツ キュウセイキ カンリ コンナン ジョウタイ アンテイ バアイ ソウダン カノウ カギ タイオウ

		承諾 ショウダク		那須赤十字病院		0287-23-1122		324-8686		栃木県大田原市中田原1081-4		1		1		3		3		3		1		3		1		3		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		1		4		なし		1		地域医療福祉連携課福祉係長 チイキ イリョウ フクシ レンケイ カ フクシ カカリチョウ		野中美希 ノナカ ミキ		0287-23-1122		renkeika@nasu.jrc.or.jp



												Ｑ1.医療ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する外来診療について、以下の医療行為に対応できますか

												予防接種 ヨボウ セッシュ		一次診療
（経過観察、栄養観察を含む） イチジ シンリョウ ケイカ カンサツ エイヨウ カンサツ フク		経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ		経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ		中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ		酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ		気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ		人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ		尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ		人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ		褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ

										できる		13		13		9		8		7		9		8		8		7		7		7

										できない		3		3		7		8		8		8		8		9		8		8		6

										要相談 ヨウ ソウダン		4		4		4		4		5		3		4		3		5		5		7



												Ｑ２医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する往診及び訪問診療について、以下の医療行為に対応できますか

												予防接種 ヨボウ セッシュ		経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ		経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ		中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ		酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ		気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ		人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ		尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ		人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ		褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ

										できる		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

										できない		19		20		20		20		20		20		20		20		20		20

										要相談 ヨウ ソウダン		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0

										Ｑ3		3.24時間、重症心身障害児（18歳未満）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイジ サイ ミマン イリョウ タイオウ				3.24時間、重症心身障害児（18歳未満）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイジ サイ ミマン イリョウ タイオウ

										できる		4

										できない		14

										要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン		2

										Ｑ4		4.24時間、重症心身障害者（18歳以上）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイシャ サイ イジョウ イリョウ タイオウ				4.24時間、重症心身障害者（18歳以上）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイシャ サイ イジョウ イリョウ タイオウ

										できる		3

										できない		9

										要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン		8

										Ｑ5		5.重症心身障害児（者）のレスパイト入院に対応できますか ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ ニュウイン タイオウ				5.重症心身障害児（者）のレスパイト入院に対応できますか ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ ニュウイン タイオウ

										できる		5

										できない		10

										要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン		5

										Ｑ6		6.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する訪問リハビリテーションを提供していますか イリョウテキ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ホウモン テイキョウ				6.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する訪問リハビリテーションを提供していますか イリョウテキ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ホウモン テイキョウ

										提供している テイキョウ		1

										提供していない テイキョウ		17

										提供していないが対応は可能 テイキョウ タイオウ カノウ		1

										要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン		1

										Ｑ7		7.平成26年度において、以下における長期入院児（6ヶ月以上）の患者数は何名ですか（「原疾患」及び「長期入院理由」について、複数の理由がある場合は、主な理由を選んでください） ヘイセイ ネンド イカ チョウキ ニュウイン ジ ゲツイジョウ カンジャスウ ナンメイ ゲンシッカン オヨ チョウキ ニュウイン リユウ フクスウ リユウ バアイ オモ リユウ エラ				7.平成26年度において、以下における長期入院児（6ヶ月以上）の患者数は何名ですか（「原疾患」及び「長期入院理由」について、複数の理由がある場合は、主な理由を選んでください） ヘイセイ ネンド イカ チョウキ ニュウイン ジ ゲツイジョウ カンジャスウ ナンメイ ゲンシッカン オヨ チョウキ ニュウイン リユウ フクスウ リユウ バアイ オモ リユウ エラ

										Q8		8.重症心身障害児（者）に対する相談窓口はありますか ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ソウダン マドグチ

																1		ある		13

																2		ない		7
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Ｑ7統計



				乳児～2歳 ニュウジ サイ		3歳～6歳 サイ サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13歳～17歳 サイ サイ		18歳以上 サイイジョウ

		気管切開人工呼吸患者 キカン セッカイ ジンコウ コキュウ カンジャ		11		4		8		5		12

		非気管切開人工呼吸患者（NPPV) ヒ キカン セッカイ ジンコウ コキュウ カンジャ		2		0		0		0		1

		気管切開患者 キカン セッカイ カンジャ		2		3		2		0		14

		その他 タ		4		2		2		0		1



		入院期間 ニュウイン キカン		NICU及びGCU オヨ		PICU		その他小児病棟 タ ショウニ ビョウトウ

		6ヶ月以上1年未満 ゲツイジョウ ネン ミマン		9		0		11

		1年以上2年未満 ネンイジョウ ネン ミマン		1		0		10

		2年以上 ネンイジョウ		4		0		154

		原疾患 ゲンシッカン		NICU及びGCU オヨ		PICU		その他小児病棟 タ ショウニ ビョウトウ

		新生児仮死 シンセイジ カシ		2		0		38

		仮死以外の神経、筋疾患 カシ イガイ シンケイ キン シッカン		3		0		48

		事故 ジコ		0		0		4

		先天異常症候群 センテン イジョウ ショウコウグン		11		0		22

		慢性肺疾患、気道病変 マンセイ ハイ シッカン キドウ ビョウヘン		1		0		0

		低出生体重児 テイ シュッセイ タイジュウ ジ		5		0		7

		社会的事情 シャカイテキ ジジョウ		0		0		2

		その他 タ		2		0		44

		長期入院理由 チョウキ ニュウイン リユウ		NICU及びGCU オヨ		PICU		その他小児病棟 タ ショウニ ビョウトウ

		病状が不安定 ビョウジョウ フアンテイ		6		0		30

		療育施設入所待ち リョウイク シセツ ニュウショ マ		0		0		18

		中間施設受入体制の不備 チュウカン シセツ ウケイレ タイセイ フビ		0		0		0

		地域サポートの不備 チイキ フビ		0		0		0

		病院の在宅医療フォロー体制不備 ビョウイン ザイタク イリョウ タイセイ フビ		0		0		0

		家族の受入困難 カゾク ウケイレ コンナン		4		0		127

		家庭環境、経済的理由 カテイ カンキョウ ケイザイテキ リユウ		1		0		5

		在宅準備中 ザイタク ジュンビチュウ		3		0		4

		その他 タ		0		0		1





黒須病院

				乳児～2歳 ニュウジ サイ		3歳～6歳 サイ サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13歳～17歳 サイ サイ		18歳以上 サイイジョウ

		気管切開人工呼吸患者 キカン セッカイ ジンコウ コキュウ カンジャ										1

		非気管切開人工呼吸患者（NPPV) ヒ キカン セッカイ ジンコウ コキュウ カンジャ										0

		気管切開患者 キカン セッカイ カンジャ										3

		その他 タ



		入院期間 ニュウイン キカン		NICU及びGCU オヨ		PICU		その他小児病棟 タ ショウニ ビョウトウ

		6ヶ月以上1年未満 ゲツイジョウ ネン ミマン

		1年以上2年未満 ネンイジョウ ネン ミマン

		2年以上 ネンイジョウ

		原疾患 ゲンシッカン

		新生児仮死 シンセイジ カシ

		仮死以外の神経、筋疾患 カシ イガイ シンケイ キン シッカン

		事故（溺水、交通事故、転落等） ジコ デキスイ コウツウ ジコ テンラク ナド

		先天異常症候群（染色体異常、欠乏奇形症候群、欠乏性代謝異常など） センテン イジョウ ショウコウグン センショクタイ イジョウ ケツボウ キケイ ショウコウグン ケツボウ セイ タイシャ イジョウ

		慢性肺疾患、気道病変 マンセイ ハイ シッカン キドウ ビョウヘン

		低出生体重児 テイ シュッセイ タイジュウ ジ

		社会的事情 シャカイテキ ジジョウ

		その他 タ

		長期入院理由 チョウキ ニュウイン リユウ

		病状が不安定 ビョウジョウ フアンテイ

		療育施設入所待ち リョウイク シセツ ニュウショ マ

		中間施設受入体制の不備 チュウカン シセツ ウケイレ タイセイ フビ

		地域サポートの不備 チイキ フビ

		病院の在宅医療フォロー体制不備 ビョウイン ザイタク イリョウ タイセイ フビ

		家族の受入困難 カゾク ウケイレ コンナン

		家庭環境、経済的理由 カテイ カンキョウ ケイザイテキ リユウ

		在宅準備中 ザイタク ジュンビチュウ

		その他 タ





自治医科大学附属病院

				乳児～2歳 ニュウジ サイ		3歳～6歳 サイ サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13歳～17歳 サイ サイ		18歳以上 サイイジョウ

		気管切開人工呼吸患者 キカン セッカイ ジンコウ コキュウ カンジャ		1

		非気管切開人工呼吸患者（NPPV) ヒ キカン セッカイ ジンコウ コキュウ カンジャ		1

		気管切開患者 キカン セッカイ カンジャ						1				1

		その他 タ		2		1



		入院期間 ニュウイン キカン		NICU及びGCU オヨ		PICU		その他小児病棟 タ ショウニ ビョウトウ

		6ヶ月以上1年未満 ゲツイジョウ ネン ミマン						4

		1年以上2年未満 ネンイジョウ ネン ミマン						2

		2年以上 ネンイジョウ						1

		原疾患 ゲンシッカン

		新生児仮死 シンセイジ カシ

		仮死以外の神経、筋疾患 カシ イガイ シンケイ キン シッカン						3

		事故（溺水、交通事故、転落等） ジコ デキスイ コウツウ ジコ テンラク ナド

		先天異常症候群（染色体異常、欠乏奇形症候群、欠乏性代謝異常など） センテン イジョウ ショウコウグン センショクタイ イジョウ ケツボウ キケイ ショウコウグン ケツボウ セイ タイシャ イジョウ						3

		慢性肺疾患、気道病変 マンセイ ハイ シッカン キドウ ビョウヘン

		低出生体重児 テイ シュッセイ タイジュウ ジ						1

		社会的事情 シャカイテキ ジジョウ

		その他 タ

		長期入院理由 チョウキ ニュウイン リユウ

		病状が不安定 ビョウジョウ フアンテイ						5

		療育施設入所待ち リョウイク シセツ ニュウショ マ						0

		中間施設受入体制の不備 チュウカン シセツ ウケイレ タイセイ フビ						0

		地域サポートの不備 チイキ フビ						0

		病院の在宅医療フォロー体制不備 ビョウイン ザイタク イリョウ タイセイ フビ						0

		家族の受入困難 カゾク ウケイレ コンナン						1

		家庭環境、経済的理由 カテイ カンキョウ ケイザイテキ リユウ						0

		在宅準備中 ザイタク ジュンビチュウ						1

		その他 タ						0





済生会宇都宮病院

				乳児～2歳 ニュウジ サイ		3歳～6歳 サイ サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13歳～17歳 サイ サイ		18歳以上 サイイジョウ

		気管切開人工呼吸患者 キカン セッカイ ジンコウ コキュウ カンジャ						1				2

		非気管切開人工呼吸患者（NPPV) ヒ キカン セッカイ ジンコウ コキュウ カンジャ

		気管切開患者 キカン セッカイ カンジャ

		その他 タ										1



		入院期間 ニュウイン キカン		NICU及びGCU オヨ		PICU		その他小児病棟 タ ショウニ ビョウトウ

		6ヶ月以上1年未満 ゲツイジョウ ネン ミマン						1

		1年以上2年未満 ネンイジョウ ネン ミマン

		2年以上 ネンイジョウ						3

		原疾患 ゲンシッカン

		新生児仮死 シンセイジ カシ						1

		仮死以外の神経、筋疾患 カシ イガイ シンケイ キン シッカン

		事故（溺水、交通事故、転落等） ジコ デキスイ コウツウ ジコ テンラク ナド

		先天異常症候群（染色体異常、欠乏奇形症候群、欠乏性代謝異常など） センテン イジョウ ショウコウグン センショクタイ イジョウ ケツボウ キケイ ショウコウグン ケツボウ セイ タイシャ イジョウ

		慢性肺疾患、気道病変 マンセイ ハイ シッカン キドウ ビョウヘン

		低出生体重児 テイ シュッセイ タイジュウ ジ

		社会的事情 シャカイテキ ジジョウ

		その他 タ						3

		長期入院理由 チョウキ ニュウイン リユウ

		病状が不安定 ビョウジョウ フアンテイ

		療育施設入所待ち リョウイク シセツ ニュウショ マ						3

		中間施設受入体制の不備 チュウカン シセツ ウケイレ タイセイ フビ

		地域サポートの不備 チイキ フビ

		病院の在宅医療フォロー体制不備 ビョウイン ザイタク イリョウ タイセイ フビ

		家族の受入困難 カゾク ウケイレ コンナン

		家庭環境、経済的理由 カテイ カンキョウ ケイザイテキ リユウ

		在宅準備中 ザイタク ジュンビチュウ

		その他 タ						1





足利赤十字病院

				乳児～2歳 ニュウジ サイ		3歳～6歳 サイ サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13歳～17歳 サイ サイ		18歳以上 サイイジョウ

		気管切開人工呼吸患者 キカン セッカイ ジンコウ コキュウ カンジャ

		非気管切開人工呼吸患者（NPPV) ヒ キカン セッカイ ジンコウ コキュウ カンジャ		1

		気管切開患者 キカン セッカイ カンジャ

		その他 タ



		入院期間 ニュウイン キカン		NICU及びGCU オヨ		PICU		その他小児病棟 タ ショウニ ビョウトウ

		6ヶ月以上1年未満 ゲツイジョウ ネン ミマン						1

		1年以上2年未満 ネンイジョウ ネン ミマン

		2年以上 ネンイジョウ

		原疾患 ゲンシッカン

		新生児仮死 シンセイジ カシ

		仮死以外の神経、筋疾患 カシ イガイ シンケイ キン シッカン

		事故（溺水、交通事故、転落等） ジコ デキスイ コウツウ ジコ テンラク ナド

		先天異常症候群（染色体異常、欠乏奇形症候群、欠乏性代謝異常など） センテン イジョウ ショウコウグン センショクタイ イジョウ ケツボウ キケイ ショウコウグン ケツボウ セイ タイシャ イジョウ

		慢性肺疾患、気道病変 マンセイ ハイ シッカン キドウ ビョウヘン

		低出生体重児 テイ シュッセイ タイジュウ ジ

		社会的事情 シャカイテキ ジジョウ

		その他 タ						1

		長期入院理由 チョウキ ニュウイン リユウ

		病状が不安定 ビョウジョウ フアンテイ

		療育施設入所待ち リョウイク シセツ ニュウショ マ

		中間施設受入体制の不備 チュウカン シセツ ウケイレ タイセイ フビ

		地域サポートの不備 チイキ フビ

		病院の在宅医療フォロー体制不備 ビョウイン ザイタク イリョウ タイセイ フビ

		家族の受入困難 カゾク ウケイレ コンナン

		家庭環境、経済的理由 カテイ カンキョウ ケイザイテキ リユウ						1

		在宅準備中 ザイタク ジュンビチュウ

		その他 タ





獨協医科大学病院

				乳児～2歳 ニュウジ サイ		3歳～6歳 サイ サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13歳～17歳 サイ サイ		18歳以上 サイイジョウ

		気管切開人工呼吸患者 キカン セッカイ ジンコウ コキュウ カンジャ		10		1		3

		非気管切開人工呼吸患者（NPPV) ヒ キカン セッカイ ジンコウ コキュウ カンジャ

		気管切開患者 キカン セッカイ カンジャ		2

		その他 タ		2				1



		入院期間 ニュウイン キカン		NICU及びGCU オヨ		PICU		その他小児病棟 タ ショウニ ビョウトウ

		6ヶ月以上1年未満 ゲツイジョウ ネン ミマン		9				4

		1年以上2年未満 ネンイジョウ ネン ミマン						2

		2年以上 ネンイジョウ						4

		原疾患 ゲンシッカン

		新生児仮死 シンセイジ カシ

		仮死以外の神経、筋疾患 カシ イガイ シンケイ キン シッカン		2

		事故（溺水、交通事故、転落等） ジコ デキスイ コウツウ ジコ テンラク ナド

		先天異常症候群（染色体異常、欠乏奇形症候群、欠乏性代謝異常など） センテン イジョウ ショウコウグン センショクタイ イジョウ ケツボウ キケイ ショウコウグン ケツボウ セイ タイシャ イジョウ		10

		慢性肺疾患、気道病変 マンセイ ハイ シッカン キドウ ビョウヘン

		低出生体重児 テイ シュッセイ タイジュウ ジ		5

		社会的事情 シャカイテキ ジジョウ

		その他 タ		2

		長期入院理由 チョウキ ニュウイン リユウ

		病状が不安定 ビョウジョウ フアンテイ		6				2

		療育施設入所待ち リョウイク シセツ ニュウショ マ						15

		中間施設受入体制の不備 チュウカン シセツ ウケイレ タイセイ フビ

		地域サポートの不備 チイキ フビ

		病院の在宅医療フォロー体制不備 ビョウイン ザイタク イリョウ タイセイ フビ

		家族の受入困難 カゾク ウケイレ コンナン

		家庭環境、経済的理由 カテイ カンキョウ ケイザイテキ リユウ		1

		在宅準備中 ザイタク ジュンビチュウ		2				3

		その他 タ





あしかがの森足利病院

				乳児～2歳 ニュウジ サイ		3歳～6歳 サイ サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13歳～17歳 サイ サイ		18歳以上 サイイジョウ

		気管切開人工呼吸患者 キカン セッカイ ジンコウ コキュウ カンジャ				3		4		5		9

		非気管切開人工呼吸患者（NPPV) ヒ キカン セッカイ ジンコウ コキュウ カンジャ										1

		気管切開患者 キカン セッカイ カンジャ				3		1				10

		その他 タ				1		1



		入院期間 ニュウイン キカン		NICU及びGCU オヨ		PICU		その他小児病棟 タ ショウニ ビョウトウ

		6ヶ月以上1年未満 ゲツイジョウ ネン ミマン						1

		1年以上2年未満 ネンイジョウ ネン ミマン		1				6

		2年以上 ネンイジョウ		4				146

		原疾患 ゲンシッカン

		新生児仮死 シンセイジ カシ		2				37

		仮死以外の神経、筋疾患 カシ イガイ シンケイ キン シッカン		1				45

		事故（溺水、交通事故、転落等） ジコ デキスイ コウツウ ジコ テンラク ナド						4

		先天異常症候群（染色体異常、欠乏奇形症候群、欠乏性代謝異常など） センテン イジョウ ショウコウグン センショクタイ イジョウ ケツボウ キケイ ショウコウグン ケツボウ セイ タイシャ イジョウ		1				19

		慢性肺疾患、気道病変 マンセイ ハイ シッカン キドウ ビョウヘン		1

		低出生体重児 テイ シュッセイ タイジュウ ジ						6

		社会的事情 シャカイテキ ジジョウ						2

		その他 タ						40

		長期入院理由 チョウキ ニュウイン リユウ

		病状が不安定 ビョウジョウ フアンテイ						23

		療育施設入所待ち リョウイク シセツ ニュウショ マ

		中間施設受入体制の不備 チュウカン シセツ ウケイレ タイセイ フビ

		地域サポートの不備 チイキ フビ

		病院の在宅医療フォロー体制不備 ビョウイン ザイタク イリョウ タイセイ フビ

		家族の受入困難 カゾク ウケイレ コンナン		4				126

		家庭環境、経済的理由 カテイ カンキョウ ケイザイテキ リユウ						4

		在宅準備中 ザイタク ジュンビチュウ		1

		その他 タ





管理

		1/15/16		09:30～11:30		120

		1/16/16		19:30～22:00		150

		1/19/16		16:20～17：30		70

		1/28/16		17：30～18:30		60

				22:30～23：30		60

				11：30～13:30		120

		1/30/16		12:00～14：30		150

		1/31/16		15：30～17：45		135

		2/1/16		16：00～18：00		120

		2/1/16		23：30～0：40		70
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NICU及びGCU PICU その他小児病棟

新生児仮死 2 0 38
仮死以外の神経、筋疾患 3 0 48
事故 0 0 4
先天異常症候群 11 0 22
慢性肺疾患、気道病変 1 0 0
低出生体重児 5 0 7
社会的事情 0 0 2
その他 2 0 44

■原疾患
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44 その他小児病棟

PICU

NICU及びGCU

Ⅰ．病院


相談支援事業所一覧表

		市区郡 シク グン		事業所名 ジギョウショ メイ		電話番号 デンワ バンゴウ		FAX番号 バンゴウ		郵便番号 ユウビンバンゴウ		所在地 ショザイチ		訪問可能な主な市町村 ホウモン カノウ オモ シチョウソン

		足利市 アシカガシ		特定相談支援センターはじめ		0284-22-4561		0284-22-4562		326-0143		足利市葉鹿町735-1		足利市 アシカガシ

		足利市 アシカガシ		足利障害者相談支援センター		0284-44-0307		0284-44-0318		326-0064		足利市東砂原後町1072		足利市、佐野市 アシカガシ サノシ

		足利市 アシカガシ		足利ケアサービス		0284-21-7630		0284-21-3109		326-0843		足利市五十部町809-3		足利市、佐野市、太田市 アシカガシ サノシ オオタシ

		足利市 アシカガシ		障害者相談支援センターフォレスト		0284-91-1816		0284-91-2867		326-0011		足利市大沼田町615		足利市及び近隣市町村 アシカガシ オヨ キンリン シチョウソン

		足利市 アシカガシ		相談支援事業所こころみ		0284-41-5039		0284-43-2665		326-0061		足利市田島町611-2

		宇都宮市 ウツノミヤシ		相談支援事業所ポンテ		028-652-7288		028-652-6355		321-0341		宇都宮市古賀志町1964-12		宇都宮、鹿沼、日光、壬生 ウツノミヤ カヌマ ニッコウ ミブ

		宇都宮市 ウツノミヤシ		うつのみや		028-632-6074		028-632-6075		320-0861		宇都宮市西2-1-7		宇都宮市 ウツノミヤシ

		宇都宮市 ウツノミヤシ		サポートセンターきりん		028-612-3838		028-678-3257		321-0905		宇都宮市平出工業団地43-100 ウツノミヤシ ヒライデコウギョウダンチ		宇都宮市 ウツノミヤシ

		宇都宮市 ウツノミヤシ		サポートセンターとみや生活支援センター		028-665-8230		028-665-8230		321-2116		宇都宮市徳次郎町540		宇都宮市 ウツノミヤシ

		宇都宮市 ウツノミヤシ		サポートセンターひばり		028-670-0330		028-667-7315		321-3236		宇都宮市竹下町435-159		宇都宮市 ウツノミヤシ

		宇都宮市 ウツノミヤシ		相談支援センターネクスト		080-8854-9551		028-612-7174		320-0034		宇都宮市泉町6-25		宇都宮市 ウツノミヤシ

		宇都宮市 ウツノミヤシ		特定相談支援事業所やすらぎ		028-650-7727		028-650-7728		320-0011		宇都宮市富士見が丘3－19－20		宇都宮市 ウツノミヤシ

		宇都宮市 ウツノミヤシ		障がい者生活支援センターこぶし		028-680-5746		028-688-0214		321-0126		宇都宮市茂原町837-1		宇都宮市、上三川町 ウツノミヤシ カミノカワマチ

		大田原市 オオタワラシ		相談支援事業所つばさ		0287-53-7393		0287-53-7394		324-0044		大田原市親園824-1		大田原市、那須塩原市、那須烏山市、矢板市、さくら市、那須町、塩谷町、高根沢町 オオタワラシ ナスシオバラシ ナスカラスヤマシ ヤイタシ シ ナスマチ シオ タニ マチ タカネザワマチ

		大田原市 オオタワラシ		相談支援事業所とまり木		0287-54-2854		0287-54-2230		324-0231		大田原市北野上3952		大田原市、那須塩原市、那須町 オオタワラシ ナスシオバラシ ナスマチ

		小山市 オヤマシ		相談支援事業所わくわくおやま		0285-24-6575		0285-20-0255		323-0022		小山市駅東通り3-9-6		小山市 オヤマシ

		小山市 オヤマシ		友井タクシー介護ステーションふれあい		0285-30-0840		0285-30-0844		323-0025		小山市城山町2丁目12-25		小山市 オヤマシ

		小山市 オヤマシ		相談支援事業所おやま		0285-22-1833		0285-22-8946		323-0014		小山市喜沢660		小山市、下野市 オヤマシ シモノ シ

		小山市 オヤマシ		社会就労センターえいぶるの里 シャカイ シュウロウ サト		0285-22-4561		0285-22-4581		323-0003		小山市東島田2403-2		小山市、下野市、上三川町、野木町、結城市、古河市、筑西市 オヤマシ シモノ シ カミノカワマチ ノギマチ ユウキシ コガシ ツク ニシ シ

		小山市 オヤマシ		はつらつサロン南天相談支援事業所		0285-22-4659		0285-38-6529		323-0027		小山市花垣町2-3-19		小山市、栃木市 オヤマシ トチギシ

		小山市 オヤマシ		相談支援事業所みどり		0285-45-8362		0285-45-8397		329-0214		小山市乙女786-1		小山市、栃木市、古河市、結城市 オヤマシ トチギシ コガシ ユウキシ

		上三川町 カミノカワマチ		上三川障がい児・者生活相談支援センター		0285-38-6854		0285-38-6841		329-0611		上三川町上三川5082-15		上三川町 カミノカワマチ

		さくら市 シ		障がい者支援センターにんべん		028-686-2539		028-686-2584		329-1417		さくら市フィオーレ喜連川5-2-1　フィオーレガーデン1-102		さくら市 シ

		佐野市 サノシ		社会福祉法人とちのみ会　こなかの森 シャカイ フクシ ホウジン カイ モリ		0283-24-5757		0283-24-6294		327-0001		佐野市小中町1280		佐野市、足利市 サノシ アシカガシ

		佐野市 サノシ		さの社協相談支援センターほっぷ		0283-22-8152		0283-22-8199		327-0003		佐野市大橋町3212-27		佐野市全域 サノシ ゼンイキ

		下野市 シモノ シ		南栃木支援センター相談支援		0285-44-6118		0285-44-7215		329-0412		下野市柴1432-105		下野市、小山市、壬生町 シモノ シ オヤマシ ミブマチ

		下野市 シモノ シ		下野市相談支援事業所 こばと		0285-44-6783		0285-44-6783		329-0414		下野市小金井1146-6		下野市、上三川町 シモノ シ カミノカワマチ

		高根沢町 タカネザワマチ		高根沢町障害児者生活支援センターすまいる タカネザワマチ		028-612-2751		028-612-2752		329-1225		塩谷郡高根沢町石末1825　福祉センター内 シオヤグン タカネザワマチ イシヅエ フクシ ナイ		高根沢町 タカネザワマチ

		高根沢町 タカネザワマチ		障害者相談支援センターいぶき		028-678-3502		028-676-3501		329-1216		塩谷郡高根沢町桑窪2266-2		高根沢町 タカネザワマチ

		栃木市 トチギシ		相談支援事業所わらしべの家		0282-27-1627		0282-27-1675		328-0011		栃木市大宮町2708-3		栃木市 トチギシ

		栃木市 トチギシ		相談支援センターぴあん ソウダン シエン		0282-31-1755		0282-31-2919		328-0067		栃木市皆川城内町333-2		栃木市、小山市 トチギシ オヤマシ

		栃木市 トチギシ		相談支援事業所「ピュア」		0282-31-3911		0282-31-3912		328-0133		栃木市大森町465		栃木市、鹿沼市、佐野市、小山市、壬生町 トチギシ カヌマシ サノシ オヤマシ ミブマチ

		栃木市 トチギシ		相談支援ウエイブ		0282-23-4465		0282-23-4465		328-0012		栃木市平柳町1-2-7		栃木市、壬生町 トチギシ ミブマチ

		栃木市 トチギシ		もくせいの里		0282-43-0593		0282-43-1387		329-4405		栃木市大平町西山田1198		栃木市内 トチギシナイ

		那須町 ナスマチ		障がい者相談支援事業所ケアサプライ		0287-73-5312		0287-73-5311		329-3221		那須郡那須町漆塚762-102 ナスグン ナスマチ ウルシツカ		白河市、那須町、那須塩原市、大田原市 シラカワシ ナスマチ ナスシオバラシ オオタワラシ

		那須塩原市 ナスシオバラ シ		相談支援事業所テトテ		0287-36-7171		0287-36-7181		329-2732		那須塩原市一区町251-1		那須塩原市（大田原、矢板、那須町、那珂川町、烏山） ナスシオバラ シ オオタワラ ヤイタ ナスマチ ナカガワマチ カラスヤマ

		那須塩原市 ナスシオバラ シ		相談支援事業のぞみ		0287-65-2288		0287-65-2282		329-3152		那須塩原市上中野53		那須塩原市、大田原市、那須町 ナスシオバラ シ オオタワラシ ナスマチ

		那須塩原市 ナスシオバラ シ		相談支援事業所　空		0287-73-8165		0287-73-8165		329-3157		那須塩原市大原間西1-19-9		那須塩原市、大田原市、那須町 ナスシオバラ シ オオタワラシ ナスマチ

		那須塩原市 ナスシオバラ シ		指定特定相談支援事業所あじさい		0287-60-3361		0287-60-3362		325-0034		那須塩原市東原166		那須塩原市、那須町 ナスシオバラ シ ナスマチ

		野木町 ノギマチ		さわやか相談支援センター		0280-57-4884		0280-57-4994		329-0112		野木町南赤塚1145-1		小山市、野木町、古河市、栃木市 オヤマシ ノギマチ コガシ トチギシ

		芳賀郡 ハガ グン		相談支援センター光輝舎		0285-70-2020		0285-72-8222		321-4105		芳賀郡益子町北中1113-1		芳賀郡、真岡市等 ハガ グン モオカシ ナド

		芳賀郡 ハガ グン		相談支援センターみさと		0285-72-9767				321-4104		芳賀郡益子町大沢2800-5		芳賀郡内（真岡市、益子町、市貝町、芳賀町、茂木町） ハガ グンナイ モオカシ マシコ チョウ イチ ガイ マチ ハガマチ モギマチ

		真岡市 モオカシ		相談支援センターのどか　真岡センター		0285-81-5890		0285-85-8452		321-4305		真岡市荒町111-1		真岡市、芳賀町、市貝町、益子町、茂木町 モオカシ ハガマチ イチガイ マチ マシコ チョウ モギ マチ

		真岡市 モオカシ		真岡介護センター		0285-80-5200		0285-80-5211		321-4361		真岡市並木町1-8-1　シティ並木102 ナミキ		真岡市、芳賀町南部、市貝町南部、益子町西部、上三川東部 モオカシ ハガマチ ナンブ イチ ガイ チョウ ナンブ マシコ チョウ セイブ カミノカワ トウブ

		壬生町 ミブマチ		指定障害者相談支援事業所あるしぇん		0282-86-7665		0282-21-7109		321-0201		下都賀郡壬生町安塚2032 シモツガグン ミブマチ ヤスヅカ		壬生町 ミブマチ





訪問看護事業所一覧表

		市区郡 シク グン		事業所名 ジギョウショ メイ		電話番号 デンワ バンゴウ		FAX番号 バンゴウ		郵便番号 ユウビンバンゴウ		所在地 ショザイチ		訪問可能な主な市町村 ホウモン カノウ オモ シチョウソン

		足利市 アシカガシ		あおい訪問看護ステーション		0284-73-9456		0284-72-7600		326-0831		足利市堀込町2556 セレッソ・コート1階		足利市とその周辺（佐野市、館林市、巴楽町、太田市、桐生市） アシカガシ シュウヘン サノシ タテバヤシシ トモエ ラク マチ オオタシ キリュウシ				足利市 アシカガシ		2

		足利市 アシカガシ		ライフ訪問看護リハビリテーション		0284-64-8799		0284-64-8335		326-0831		足利市堀込町2656-7　ASKビル301号		足利市、佐野市、館林市、邑楽郡、太田市、桐生市 アシカガシ サノシ タテバヤシシ オウラ グン オオタシ キリュウシ				宇都宮市 ウツノミヤシ		7

		宇都宮市 ウツノミヤシ		ＷＡＤＥＷＡＤＥ訪問看護ステーション		028-666-5420		028-666-5460		321-0923		宇都宮市下栗町2913-1 ウツノミヤシ シモグリマチ		宇都宮市、上三川町、 ウツノミヤシ カミノカワマチ				大田原市 オオタワラシ		4

		宇都宮市 ウツノミヤシ		訪問看護ステーションここあ		028-600-3735		028-600-3736		321-2116		宇都宮市徳次郎町998-9 ウツノミヤシ トクジロウマチ		宇都宮市、日光市、 ウツノミヤシ ニッコウシ				小山市 オヤマシ		3

		宇都宮市 ウツノミヤシ		訪問看護ステーションうつのみや		028-612-6103		028-612-6104		320-0852		宇都宮市下砥上町字並塚643番地1		宇都宮市、壬生町 ウツノミヤシ ミブマチ				鹿沼市 カヌマシ		1

		宇都宮市 ウツノミヤシ		訪問看護ステーションあるく		028-643-5586		028-678-8796		320-0036		宇都宮市小幡2-6-14 		宇都宮市 ウツノミヤシ				さくら市 シ		1

		宇都宮市 ウツノミヤシ		訪問看護ステーション風		028-612-1333		028-612-1384		321-0117		宇都宮市城南3丁目5-6		宇都宮、鹿沼、下野、壬生 ウツノミヤ カヌマ シモノ ミブ				佐野市 サノシ		2

		宇都宮市 ウツノミヤシ		訪問看護ステーションほっと		028-626-5739		028-625-8201		321-0974		宇都宮市竹林町958		宇都宮市 ウツノミヤシ				下野市 シモツケシ		1

		宇都宮市 ウツノミヤシ		宮の橋訪問看護ステーション		028-635-9839		028-635-9839		321-0963		宇都宮市南大通り1-1-23		宇都宮市 ウツノミヤシ				高根沢町 タカネザワマチ		1

		大田原市 オオタワラシ		訪問看護ステーションゆりの木		0287-47-5123		0287-47-5124		324-0028		大田原市山の手1-1-7 ヤマ テ		大田原市、那須塩原市、那珂川町 オオタワラシ ナスシオバラ シ ナカガワマチ				栃木市 トチギシ		1

		大田原市 オオタワラシ		とちぎ訪問看護ステーションくろばね		0287-54-0507		0287-54-0580		324-0241		大田原市黒羽向町142番地		大田原市、那須塩原市、那須町、那珂川町 オオタワラシ ナスシオバラ シ ナスマチ ナカガワマチ				那須烏山市 ナスカラスヤマシ		1

		大田原市 オオタワラシ		さくら訪問看護ステーション		0287-29-3252		0287-29-3252		324-0058		大田原市紫塚3-2633-10		大田原市、那須塩原市、矢板市 オオタワラシ ナスシオバラ シ ヤイタ シ				那須塩原市 ナスシオバラ シ		1

		大田原市 オオタワラシ		那須赤十字訪問看護ステーション		0287-23-8866		0287-23-8903		324-8686		大田原市中田原1081-4		大田原市、那須塩原市（一部を除く） オオタワラシ ナスシオバラ シ イチブ ノゾ				野木町 ノギマチ		1

		小山市 オヤマシ		とちぎ訪問看護ステーションおやま		0285-39-8602		0285-39-8607		323-0827		小山市神鳥谷2251-7 オヤマシ ヒトトノヤ		小山市、下野市（南部）、野木町（北部） オヤマシ シモノ シ ナンブ ノギ マチ ホクブ				壬生町 ミブマチ		1

		小山市 オヤマシ		わくわく訪問看護ステーションおやま		0285-24-6575		0285-20-0255		323-0022		小山市駅東通り3-9-6		小山市、結城市（茨城県）、下野市の一部、栃木市（PTのみ） オヤマシ ユウキシ イバラキケン シモノ シ イチブ トチギシ				真岡市 モオカシ		1

		小山市 オヤマシ		訪問看護ステーションみどり		0285-45-8362		0285-45-8397		329-0214		小山市乙女786-1		小山市、栃木市、古河市、結城市 オヤマシ トチギシ コガシ ユウキシ						28

		鹿沼市 カヌマシ		鹿沼訪問看護ステーション		0289-60-5650		0289-60-1687		322-0021		鹿沼市上野町320-3高橋ビル1階103号室		鹿沼市、旧宇都宮市、旧今市市、壬生町、西片町 カヌマシ キュウ ウツノミヤシ キュウ イマイチシ ミブマチ ニシカタマチ

		さくら市 シ		訪問看護ステーション卯の郷		028-682-7770		028-682-7766		329-1311		さくら市氏家2650番地		さくら市（周辺15ｋｍ以内）、塩谷町、那須烏山市、宇都宮市、高根沢町 シ シュウヘン イナイ シオヤ マチ ナスカラスヤマシ ウツノミヤシ タカネザワ マチ

		佐野市 サノシ		訪問看護ステーションマザーの家		0283-85-7771		0283-85-7772		327-0504		佐野市中町942-1		佐野市 サノシ

		佐野市 サノシ		訪問看護ステーション佐野		0283-86-7013		0283-86-7031		327-0847		佐野市天神町774-22 メープルハイツ101号室		足利市、佐野市、栃木市（旧岩船市） アシカガシ サノシ トチギシ キュウ イワフネ シ

		下野市 シモツケシ		訪問看護ステーション石橋		0285-52-2293		0285-52-2268		329-0511		下野市石橋628番地		下野市、上三川町、壬生町、宇都宮市（部） シモノ シ カミノカワマチ ミブマチ ウツノミヤシ ブ

		高根沢町 タカネザワ マチ		訪問看護ステーションたかねざわ		028-680-1701		028-680-1702		329-1233		塩谷郡高根沢町宝積寺2426-8 		高根沢町、さくら市、那須烏山市、芳賀町、市貝町、茂木町、益子町、宇都宮市 タカネザワマチ シ ナスカラスヤマシ ハガ マチ イチ カイ チョウ モギマチ マシコ チョウ ウツノミヤシ

		栃木市 トチギシ		訪問看護ステーションオリーブ		0282-27-8414		0282-27-8415		328-0027		栃木市今泉町1丁目17番29号		栃木市、小山市、下野市、壬生町 トチギシ オヤマシ シモノ シ ミブ マチ

		那須烏山市 ナスカラスヤマシ		訪問看護ステーションあい		0287-83-8035		0287-83-8222		321-0628		那須烏山市金井2-5-9 ベンチャープラザ7号室 ゴウシツ		那須烏山市、那珂川町、茂木町、一貝町 ナスカラスヤマシ ナカガワマチ モギマチ イチ ガイ マチ

		那須塩原市 ナスシオバラ シ		マロニエ訪問看護ステーション		0287-37-6322		0287-39-3305		329-2763		那須塩原市井口537-3 にしなすの総合在宅ケアセンター内		那須塩原市、那須町、大田原市　リハビリのみ→那珂川町訪問可能 ナスシオバラ シ ナスマチ オオタワラシ ナカガワ マチ ホウモン カノウ

		野木町 ノギマチ		訪問看護ステーションたんぽぽ		0280-57-1888		0280-57-3819		329-0101		下都賀郡野木町友沼5119-12		野木町、小山市、旧藤岡町 ノギマチ オヤマシ キュウ フジオカマチ

		壬生町 ミブマチ		とちぎ訪問看護ステーションみぶ		0282-82-7262		0282-82-7260		321-0218		下都賀郡壬生町落合1-18-12		上三川町、下野市、壬生町、宇都宮 カミノカワマチ シモノ シ ミブ チョウ ウツノミヤ

		真岡市 モオカシ		芳賀赤十字訪問看護ステーション		0285-84-8266		0285-84-8266		321-4306		真岡市台町2461		芳賀郡全域（真岡市、益子町、芳賀町、茂木町） ハガ グン ゼンイキ モオカシ マシコマチ ハガマチ モギ マチ





診療所一覧表

		市区郡 シク グン		診療所名 シンリョウジョ メイ		電話番号 デンワ バンゴウ		郵便番号 ユウビンバンゴウ		所在地 ショザイチ

		足利市 アシカガシ		山浦内科医院		0284-21-6653 		326-0843		足利市五十部町1256-5

		足利市 アシカガシ		あいファミリィクリニック足利 アシカガ		0284-22-3788		329-4213		足利市寺岡町505-1

		足利市 アシカガシ		かしま産婦人科 サンフジンカ		0284-65-0341		326-0844		足利市鹿島町501-1

		足利市 アシカガシ		くさの小児科		0284-73-7000		326-0335		足利市上渋垂町338-3

		足利市 アシカガシ		すながクリニック		0284-44-7211		326-0015		足利市八椚町494-1　

		宇都宮市 ウツノミヤシ		医療法人　亀田内科		028-633-2884		320-0812		宇都宮市一番町1-28

		宇都宮市 ウツノミヤシ		越戸クリニック		028-660-6190		321-0951		宇都宮市越戸町139-6

		宇都宮市 ウツノミヤシ		福田こどもクリニック		028-659-8850		320-0852		宇都宮市下砥上町1545-20

		宇都宮市 ウツノミヤシ		きくちクリニック		028-683-3387		321-0903		宇都宮市下平出町614-2

		宇都宮市 ウツノミヤシ		てらもと小児科		028-650-6636		321-0975		宇都宮市関堀町971-6

		宇都宮市 ウツノミヤシ		あおい内科小児科ｸﾘﾆｯｸ		028-663-6000		321-0973		宇都宮市岩曽町1086-1

		宇都宮市 ウツノミヤシ		桜井消化器科・内科		028-643-0870		320-0073		宇都宮市細谷1-7-38

		宇都宮市 ウツノミヤシ		鈴木内科クリニック		028-655-1229		321-0139		宇都宮市若松原2-4-19

		宇都宮市 ウツノミヤシ		大根田内科医院		028-624-6322		320-0072		宇都宮市若草3-4-22

		宇都宮市 ウツノミヤシ		てらだファミリークリニック		028-654-2188		321-0132		宇都宮市雀の宮5-5-1

		宇都宮市 ウツノミヤシ		清原台こどもクリニック キヨハラ ダイ		028-305-6017		321-3223		宇都宮市清原台2-4-14

		宇都宮市 ウツノミヤシ		森田医院		028-633-1573		320-0861		宇都宮市西3-5-8

		宇都宮市 ウツノミヤシ		こどもヶ丘診療所		028-615-1077		321-0151		宇都宮市西川田町183-21

		宇都宮市 ウツノミヤシ		有村小児科医院		028-656-7207		321-0912		宇都宮市石井町3128-11

		宇都宮市 ウツノミヤシ		いちはらファミリークリニック		028-612-8350		321-0414		宇都宮市中里町322

		宇都宮市 ウツノミヤシ		豊郷中央渡辺内科　		028-622-8900		320-0004		宇都宮市長岡町1217-5

		宇都宮市 ウツノミヤシ		宇都宮市子ども発達センター診療所 ウツノミヤシ コ ハッタツ シンリョウジョ		028-647-4720		320-0851		宇都宮市鶴田町970-1

		宇都宮市 ウツノミヤシ		梅園医院		028-633-2869		320-0035		宇都宮市伝馬町3-28

		宇都宮市 ウツノミヤシ		片山医院		028-661-9764		321-0944		宇都宮市東峰町3008-21

		宇都宮市 ウツノミヤシ		冨塚メデｲカルクリニック		028-666-2555		321-2116		宇都宮市徳次郎町888

		宇都宮市 ウツノミヤシ		豊郷台クリニック ユタカ ゴウ ダイ		028-643-8998		320-0003		宇都宮市豊郷台2-21-3

		宇都宮市 ウツノミヤシ		みやの杜クリニック　		028-683-7811		321-0904		宇都宮市陽東2-4-5

		宇都宮市 ウツノミヤシ		医療法人　赤羽病院		028-661-5446		321-0904		宇都宮市陽東7-2-2

		大田原市 オオタワラシ		くろばね齋藤醫院		0287-54-0031		324-0233		大田原市黒羽田町612

		大田原市 オオタワラシ		さいとうハート＆キッズクリニック		0287-53-7979		324-0043		大田原市浅香1-4-3

		大田原市 オオタワラシ		あさかクリニック		0287-22-2601		324-0043		大田原市浅香3-3711

		小山市 オヤマシ		神鳥谷クリニック		0285-22-7700		323-0827		小山市神鳥谷1-19-1

		小山市 オヤマシ		小山すぎの木クリニック		0285-30-3456		323-0806		小山市中久喜1131-1

		小山市 オヤマシ		おおきこどもクリニック		0285-41-0025 		329-0207		小山市美しが丘3-35-3

		鹿沼市 カヌマシ		小川こどもクリニック		0289-74-5421		322-0027		鹿沼市貝島町5006-2

		鹿沼市 カヌマシ		飯岡小児科		0289-65-3257		322-0074		鹿沼市日吉町569-2

		鹿沼市 カヌマシ		小松医院		0289-60-5515		322-0064		鹿沼市文化橋町2300-1

		鹿沼市 カヌマシ		いとうこどもクリニック		0289-63-5566		322-0025		鹿沼市緑町2-2-29

		上三川 カミノカワ		やの小児科医院		0285-56-0280		329-0611		河内郡上三川町上三川3446-3

		さくら市 シ		仲嶋医院		028-681-7755		329-1311		さくら市氏家3245-17

		佐野市 サノシ		稲毛クリニック		0283-25-2566		327-0103		佐野市石塚町893-1

		佐野市 サノシ		こばやしファミリークリニック		0283-85-9900		327-0311		佐野市多田町566

		佐野市 サノシ		坪水医院		0283-62-0265		327-0312		佐野市栃本町2241

		佐野市 サノシ		緑の屋根診療所		0283-20-2577		327-0843		佐野市堀米町1348-5

		佐野市 サノシ		キッズクリニックはせがわ		0283-27-0200		327-0843		佐野市堀米町3946-6

		下野市 シモノ シ		グリムこどもクリニック		0285-51-1515		329-0502		下野市下古山2-6-17

		下野市 シモノ シ		にじいろこども診療所 シンリョウジョ		0285-44-7716		329-0414		下野市小金井4-1-1

		下野市 シモノ シ		角田内科医院		0285-53-5665 		329-0511		下野市石橋549

		下野市 シモノ シ		佐藤内科		0285-53-1305		329-0511		下野市石橋839-14

		下野市 シモノ シ		おかべこどもクリニック		0285-40-7300 		329-0433		下野市緑5-17-12

		高根沢町 タカネザワマチ		にいたに内科　		028-675-6515		329-1231		塩谷郡高根沢町宝石台 3-3-19

		栃木市 トチギシ		熊倉医院		0282-55-8425		329-4316		栃木市岩舟町新里180-1 トチギシ

		栃木市 トチギシ		竹田内科小児科クリニック		0282-29-1233		328-0011		栃木市大宮町52番地

		栃木市 トチギシ		田村医院		0282-43-3368		329-4423		栃木市大平町西水代1835-1

		栃木市 トチギシ		小森谷内科医院		0282-43-7327		329-4404		栃木市大平町富田4003-8

		栃木市 トチギシ		持田医院		0282-67-3661		329-0319		栃木市藤岡町中根115-5

		栃木市 トチギシ		腰塚医院		0282-62-2072		323-1104		栃木市藤岡町藤岡1845-10

		栃木市 トチギシ		よこやま内科小児科クリニック		0282-24-8102		328-0075		栃木市箱森町38-70

		栃木市 トチギシ		サンレディースクリニック		0282-24-3541		328-0024		栃木市樋ノ口町504-1

		栃木市 トチギシ		桜井こどもクリニック		0282-24-5987		328-0034		栃木市本町16-9

		栃木市 トチギシ		さいとう小児科 ショウニカ		0282-22-0757 		328-0015		栃木市万町30番16号

		那珂川町 ナカガワマチ		佐藤医院		0287-96-2841		324-0501		那須郡那珂川町小川2960-1

		那珂川町 ナカガワマチ		飯塚医院		0287-92-2034		324-0613		那須郡那珂川町馬頭484-3

		那珂川町 ナカガワマチ		立花医院		0287-72-0311		325-0003		那須郡那須町寺子乙3967-190

		那須塩原市 ナスシオバラ シ		中川医院 ナカガワ イイン		0287-62-0040		325-0057		那須塩原市黒磯幸町6-27

		那須塩原市 ナスシオバラ シ		さいとうクリニック		0287-39-1805		329-2724		那須塩原市西幸町7-13

		那須塩原市 ナスシオバラ シ		みずぬまクリニック		0287-39-1581		329-2751		那須塩原市東三島2-80-6

		日光市 ニッコウシ		吉原医院		0288-21-0161		321-1261		日光市今市826-4

		日光市 ニッコウシ		木村内科医院		0288-22-7880		321-1264		日光市瀬尾497-1

		益子町 マシコマチ		鈴木医院		0285-72-2032		321-4217		益子町益子1747-2

		壬生町 ミブマチ		小倉医院		0282-82-0057		321-0227		壬生町通町10-5

		壬生町 ミブマチ		大橋内科クリニック		0282-82-8522		321-0219		壬生町福和田1003-1

		壬生町 ミブマチ		かとう小児科 ショウニカ		0282-82-7576		321-0218		壬生町落合3-7-30

		真岡市 モオカシ		ひがのクリニック		0285-74-0051 		321-4521		真岡市久下田941-1

		真岡市 モオカシ		小林診療所		0285-82-3873		321-4369		真岡市熊倉3-10-7

		真岡市 モオカシ		西真岡こどもクリニック		0285-81-7900		321-4341		真岡市高勢町3-205-1

		真岡市 モオカシ		田井の里クリニック		0285-81-6502		321-4301		真岡市西田井内外748-2

		真岡市 モオカシ		深谷医院 フカヤ イイン		0285-75-0007 		321-4502		真岡市物井1268-7

		茂木町 モギマチ		吉永医院		0285-63-2303		321-3564		茂木町増井190-1





病院一覧表

		市区郡 シク グン		診療所名 シンリョウジョ メイ		電話番号 デンワ バンゴウ		郵便番号 ユウビンバンゴウ		所在地 ショザイチ																																																						相談窓口 ソウダン マドグチ		部署名・職名 ブショ メイ ショクメイ		ご担当者氏名 タントウシャ シメイ		連絡先TEL レンラクサキ		連絡先MAIL レンラクサキ

		足利市 アシカガシ		あしかがの森足利病院		0284-91-0611		326-0011		足利市大沼田町615		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		1		2		別紙参照 ベッシ サンショウ		有		メディカルソーシャルワーカー		福地　哲郎 フクチ テツロウ		0284-91-0611		soudan@hshikagu-hospital.or.jp

		足利市 アシカガシ		足利赤十字病院		0284-21-0121		326-0843		足利市五十部町284-1		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		3		1		2		別紙参照 ベッシ サンショウ		有		事務部医事課社会福祉士 ジム ブ イジ カ シャカイ フクシ シ		布施　麻由実 フセ マユミ		0284-20-1307

		宇都宮市 ウツノミヤシ		済生会宇都宮病院		028-626-5500		321-0974		宇都宮市竹林町911-1		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		2		別紙参照 ベッシ サンショウ		有		地域連携課 チイキ レンケイ カ		荻津　守 オギツ カミ		028-626-5500

		宇都宮市 ウツノミヤシ		JCHO　うつのみや病院		028-653-1001		321-0143		宇都宮市南高砂町11-17		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		無

		大田原市 オオタワラシ		那須赤十字病院		0287-23-1122		324-8686		大田原市中田原1081-4		1		1		3		3		3		1		3		1		3		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		1		4		なし		有		地域医療福祉連携課福祉係長 チイキ イリョウ フクシ レンケイ カ フクシ カカリチョウ		野中 美希 ノナカ ミキ		0287-23-1122		renkeika@nasu.jrc.or.jp

		小山市 オヤマシ		新小山市民病院		0285-36-0200		323-0827		小山市神鳥谷2251-1 オヤマシ ヒトトノヤ		1		1		3		2		2		2		2		2		2		2		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		2		なし		有		医療相談室保健師 イリョウ ソウダンシツ ホケンシ		多賀谷 邦子 タガヤ クニコ		0285-36-0256		soudan@hospital.oyama.tochigi.jp

		小山市 オヤマシ		小山厚生病院		0285-22-1105		323-0031		小山市八幡町2-10-6		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		2		なし		有		看護師長 カンゴシ チョウ		横家 よね子 ヨコ イエ コ		0285-22-1105
0285-24-9890

		下野市 シモツケシ		自治医科大学附属病院　		0285-44-2111		329-0498		下野市薬師寺3311-1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		2		3		2		別紙参照 ベッシ サンショウ		有		地域医療連携部（看護師） チイキ イリョウ レンケイ ブ カンゴシ		黒田　光恵 クロダ ミツエ		0285-44-2111		mazuek@jichi.ac.jp

		下野市 シモツケシ		石橋総合病院		0285-53-1134		329-0511		下野市石橋628		1		1		1		1		1		1		1		2		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		1		なし		有		地域医療連携部 チイキ イリョウ レンケイ ブ		(部長)岩崎 さゆり ブチョウ イワサキ		0285-53-1134		ishibashi-renkei@yushikai.jp

		高根沢町 タカネザワマチ		菅又病院　		028-676-0311		329-1207		塩谷郡高根沢町花岡2351		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		無

		栃木市 トチギシ		とちの木病院		0282-22-7722		328-0071		栃木市大町39-5		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		無

		栃木市 トチギシ		下都賀総合病院		0282-22-2551		328-0044		栃木市富士見町5-32		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		3		なし		有		医療福祉相談室 イリョウ フクシ ソウダンシツ		MSWが3人おります ニン		0282-22-2551

		栃木市 トチギシ		西方病院		0282-92-2323		322-0601		栃木市西方町金崎273-3 トチギシ		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		有		西方病院地域連携室 ニシカタ ビョウイン チイキ レンケイ シツ				0282-25-7310		nishikata-renkei@cc9.ne.jp

		壬生町 ミブマチ		獨協医科大学病院		0282-86-1111		321-0293		下都賀郡壬生町大字北小林880		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		3		2		別紙参照 ベッシ サンショウ		有		地域医療連携センター医療福祉相談室 チイキ イリョウ レンケイ イリョウ フクシ ソウダンシツ				0282-87-2185
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相談支援事業所

		Ｑ1.貴施設について、お伺いいたします キ シセツ ウカガ										事業所名とコメントをくっつけるで一表を作る ジギョウショ メイ イッピョウ ツク

		1		事業所名 ジギョウショ メイ								今月中 コンゲツ チュウ

		2		電話番号 デンワ バンゴウ								地図と一覧表をパワーポイント チズ イチラン ヒョウ

		3		FAX番号 バンゴウ								各項目ごとにページを作る カクコウモク ツク

		4		所在地 ショザイチ

		5		訪問可能な主な市町村 ホウモン カノウ オモ シチョウソン

		Ｑ2.重症心身障害児（者）の定義をご存知ですか ジュウショウシンシンショウガイジ シャ テイギ ゾンジ

		Ｑ2-1		知っている シ

		Ｑ2-2		知らない シ

		Ｑ3.重症心身障害児（者）の方（家族・関係機関等）からの相談を受けたことがありますか ジュウショウシンシンショウガイジ シャ カタ カゾク カンケイ キカン ナド ソウダン ウ

		Ｑ3-1		1		ある

		Ｑ3-2		2		ない

		Ｑ3-1-Ａ

				Ａ-1それは誰からの相談でしたか ダレ ソウダン

				1		ａ.家族 カゾク

				2		ｂ.支援者 シエンシャ

				3		ｃ.関係機関 カンケイ キカン

				Ａ-2それはどんな相談でしたか（複数回答可） ソウダン フクスウ カイトウ カ

				1		ａ.生活上の相談 セイカツ ジョウ ソウダン

				2		ｂ.医療的な相談 イリョウテキ ソウダン

				3		ｃ.制度に関する相談 セイド カン ソウダン

				4		ｄ.教育に関する相談 キョウイク カン ソウダン

				5		ｅ.サービス等利用計画書作成に関する相談 ナド リヨウ ケイカクショ サクセイ カン ソウダン

				6		ｆ.その他 タ

				Ａ-3それらの相談事業所として対応（解決）はできましたか ソウダン ジギョウショ タイオウ カイケツ

				1		ａ.できた

				2		ｂ.できなかった

				Ａ-3-1それはどうしてですか

				1		ａ解決手段・方法がなかった カイケツ シュダン ホウホウ

				2		ｂ.ほかの相談支援事業所に依頼した ソウダン シエン ジギョウショ イライ

				3		ｃ.行政に依頼した ギョウセイ イライ

				4		ｄ.その他 タ

		Ｑ4.Ｑ3-2「ない」→これから重症心身障害児（者）の方（本人・家族等）からの相談があればどのように対応されますか ジュウショウシンシンショウガイジ シャ カタ ホンニン カゾク ナド ソウダン タイオウ

				Ｑ4-1		自分の事業所で対応する ジブン ジギョウショ タイオウ

				Ｑ4-2		ほかの相談支援事業所へ依頼する ソウダン シエン ジギョウショ イライ

				Ｑ4-3		行政に依頼する ギョウセイ イライ

				Ｑ4-4		その他 タ

		Ｑ5.重症心身障害児（者）の方のサービス等利用計画書を作成したことがありますか ジュウショウシンシンショウガイジ シャ カタ ナド リヨウ ケイカクショ サクセイ

				Ｑ5-1		ある

				Ｑ5-2		ない

						Ｑ5-1-Ａ		「ある」と回答→作成にあたり、苦労したこと困ったことがありましたか カイトウ サクセイ クロウ コマ

						Ｑ5-2-Ａ		「ない」と回答 カイトウ

						1		ａ.今後依頼があれば作成する コンゴ イライ サクセイ

						2		ｂ.他の相談支援事業所に依頼する ホカ ソウダン シエン ジギョウショ イライ

						3		ｃ.作成するかどうかわからない サクセイ

						Ｑ5-2-Ａ-1		b.cを回答→それはどうしてですか カイトウ

		Q6.重症心身障害児（者）の方がより良い在宅生活をしていく上で何か必要だと思うことがあればご自由にお書きください ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ カタ ヨ ザイタク セイカツ ウエ ナニ ヒツヨウ オモ ジユウ カ



		承諾可否 ショウダク カヒ		Q1												Ｑ2.重症心身障害児（者）の定義をご存知ですか ジュウショウシンシンショウガイジ シャ テイギ ゾンジ				Ｑ3.重症心身障害児（者）の方（家族・関係機関等）からの相談を受けたことがありますか ジュウショウシンシンショウガイジ シャ カタ カゾク カンケイ キカン ナド ソウダン ウ																														Ｑ4.Ｑ3-2「ない」→これから重症心身障害児（者）の方（本人・家族等）からの相談があればどのように対応されますか ジュウショウシンシンショウガイジ シャ カタ ホンニン カゾク ナド ソウダン タイオウ										Ｑ5.重症心身障害児（者）の方のサービス等利用計画書を作成したことがありますか ジュウショウシンシンショウガイジ シャ カタ ナド リヨウ ケイカクショ サクセイ										Q6.重症心身障害児（者）の方がより良い在宅生活をしていく上で何か必要だと思うことがあればご自由にお書きください ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ カタ ヨ ザイタク セイカツ ウエ ナニ ヒツヨウ オモ ジユウ カ

				事業所名 ジギョウショ メイ		電話番号 デンワ バンゴウ		FAX番号 バンゴウ		郵便番号 ユウビンバンゴウ		所在地 ショザイチ		訪問可能な主な市町村 ホウモン カノウ オモ シチョウソン		知っている		知らない シ		ある		ない		それは誰からの相談でしたか						それはどんな相談でしたか														それらの相談事業所として対応（解決）はできましたか						自分の事業所で対応する ジブン ジギョウショ タイオウ		他の相談支援事業所へ依頼する ホカ ソウダン シエン ジギョウショ イライ		行政に依頼する ギョウセイ イライ		その他 タ				ある		ない		「ある」と回答		「ない」
と回答		b.c（23）を回答

																								家族 カゾク		支援者 シエンシャ		関係機関 カンケイ キカン		生活上の相談 セイカツ ジョウ ソウダン		医療的な相談 イリョウテキ ソウダン		制度に関する相談 セイド カン ソウダン		教育に関する相談 キョウイク カン ソウダン		サービス等利用計画書作成に関する相談 ナド リヨウ ケイカクショ サクセイ カン ソウダン		その他 タ		その他回答 タ カイトウ		それらの相談事業所として対応（解決）はできましたか		それはどうしてですか		それはどうしてですか

		否 イナ		手話通訳派遣協会相談支援事業所		0287-73-4422		0287-62-7776		325-0026		栃木県那須塩原市上厚崎431-17 ３２５－００２６				0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		0		1		本事業所と同様の地域で一般相談支援事業所と連携を図り対応する ホン ジギョウショ ドウヨウ チイキ イッパン ソウダン シエン ジギョウショ レンケイ ハカ タイオウ		0		1		0		2		当事業所は手話通訳派遣を主目的とする事業所であるため、聴覚障害に対するノウハウはあるがそれ以外の障害者に対応する専門性を有していない為 トウ ジギョウショ シュワ ツウヤク ハケン シュモクテキ ジギョウショ チョウカク ショウガイ タイ イガイ ショウガイシャ タイオウ センモンセイ ユウ タメ

		否 イナ		相談支援事業所すまいる		0285-45-7199		0285-45-8437		329-0205		小山市間々田750-1		小山市 オヤマシ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		1		0				0		1		0		3		現在担当させていただいているケースの他に受け入れる時間的余裕がないため。また専門的な知識や経験がなく自信がないため。 ゲンザイ タントウ ホカ ウ イ ジカンテキ ヨユウ センモンテキ チシキ ケイケン ジシン

		否 イナ		やまゆりの里		0284-90-2030		0284-90-2031		326-0011		足利市大沼田町525-1		足利市 アシカガシ		0		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		ショートステイの利用が可能かどうか リヨウ カノウ		2		1		ショートの利用を希望していたが、幼児で夜間に吸引が必要とのことだったので職員配置上困難と判断 リヨウ キボウ ヨウジ ヤカン キュウイン ヒツヨウ ショクイン ハイチ ジョウ コンナン ハンダン		0		0		0		0				0		1		0		2		あしかがの森さんが近くにあり専門性もあるため モリ チカ センモンセイ

		否 イナ		相談支援センターひかり		028-612-7717		028-612-7718		320-0072		宇都宮市若草4-20-7		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		0		1		0		1		0		0		1		0		1		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		居宅介護事業所とニーズのマッチング キョタク カイゴ ジギョウショ		0				短期入所事業所（医療的ケア対応型）の整備 タンキ ニュウショ ジギョウショ イリョウテキ タイオウガタ セイビ

		否 イナ		相談支援センター歩み		028-667-5151		028-667-5150		321-3233		宇都宮市上籠谷町3792		真岡市、芳賀町、宇都宮市 モオカシ ハガマチ ウツノミヤシ		0		1		1		0		0		1		0		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		毎日お会いしている方ではないしお話ができる方ではないので、計画書を作ることは少々戸惑いはありましたが、すべて療育指導室の先生にご指導いただき作成することができました。お幸せな時を過ごしてほしいという思いはいっぱいありますが、なにも出来ていない自分が申し訳ないような気持ちです。 マイニチ ア カタ ハナシ カタ ケイカクショ ツク ショウショウ トマド リョウイク シドウシツ センセイ シドウ サクセイ シアワ トキ ス オモ デキ ジブン モウ ワケ キモ		0				すみません。経験不足で在宅の方はよくわかりませんが、独立行政法人国立病院機構宇都宮病院にお伺いし行き届いた介護、職員の先生方の情熱にこういうところで重症心身障害者の方が過ごせることは幸せなのでは…としみじみ思いました。 ケイケン ブソク ザイタク カタ ドクリツ ギョウセイ ホウジン コクリツ ビョウイン キコウ ウツノミヤ ビョウイン ウカガ イ トド カイゴ ショクイン センセイガタ ジョウネツ ジュウショウ シンシン ショウガイシャ カタ ス シアワ オモ

		否 イナ		ワークス共育		0287-39-5593		0287-39-5630		329-2213		那須塩原市上大貫2028-2				1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		0		1		状況に応じて対応する ジョウキョウ オウ タイオウ		0		1				1				相談支援専門員のレベルアップが必要ではないかと思います ソウダン シエン センモンイン ヒツヨウ オモ

		否 イナ		指定特定相談支援センタードリーム		0288-32-2280		0288-32-2281		321-2341		日光市大沢町274		日光市、塩谷町、鹿沼市、宇都宮市 ニッコウシ シオヤ チョウ カヌマシ ウツノミヤ シ		0		1		1		0		1		0		0		1		1		1		0		0		0				1		0				0		0		0		0				1		0		計画を作成するにあたり医療機関との連携方法を具体化していくことに連絡調整に時間を要しました。また医師同士でのやりとりの方が早いように感じました。※解決できたと言っても施設の空き待ちで関係する病院で入院しております。 ケイカク サクセイ イリョウ キカン レンケイ ホウホウ グタイカ レンラク チョウセイ ジカン ヨウ イシ ドウシ ホウ ハヤ カン カイケツ イ シセツ ア マ カンケイ ビョウイン ニュウイン		0				入所ではなく、医療ケアのできる短期入所やグループホーム、日中一時、生活介護の拡充が必要であること。また重症心身障害児（者）への理解を広めていき、理解者を増やすこと、訪問看護、訪問医療、居宅介護も活用しやすい環境づくりを相談支援専門員はネットワークづくりに努めなければんらないと思います。 ニュウショ イリョウ タンキ ニュウショ ニッチュウ イチジ セイカツ カイゴ カクジュウ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ リカイ ヒロ リカイシャ フ ホウモン カンゴ ホウモン イリョウ キョタク カイゴ カツヨウ カンキョウ ソウダン シエン センモンイン ツト オモ

		否 イナ		ユーファーム支援センター		028-689-0070		028-680-0750		321-0972		宇都宮市下川俣町206-127		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2		これまでの実績として主に就労系の利用計画の作成を行っており重症心身障害児の方への支援については経験や人員の不足から対応が困難であると思われるため ジッセキ オモ シュウロウ ケイ リヨウ ケイカク サクセイ オコナ ジュウショウ シンシン ショウガイジ カタ シエン ケイケン ジンイン フソク タイオウ コンナン オモ

		否 イナ		障害者相談支援センターひびき		028-666-7601		028-666-7602		321-0403		宇都宮市下小倉町1536		宇都宮市、さくら市 ウツノミヤシ シ		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2		かつて受け入れたことがなく、またスタッフにも医療的ケアの知識や経験が乏しく、自信をもって迎え入れることができない ウ イ イリョウテキ チシキ ケイケン トボ ジシン ムカ イ		受け入れる施設が近辺にあること ウ イ シセツ キンペン

		否 イナ		相談支援事業ぴゅあ		028-611-1771		028-611-1772		321-0911		宇都宮市問屋町3426-46		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2

		否 イナ		指定特定相談支援事業所すえひろ		0287-23-3962		0287-24-1670		324-0042		大田原市末広1-2-5		大田原市、大田原市以外は交通費を受領 オオタワラシ オオタワラシ イガイ コウツウヒ ジュリョウ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2		事業所の対象を精神障害に限定し、市に申請しているため ジギョウショ タイショウ セイシン ショウガイ ゲンテイ シ シンセイ

		否 イナ		相談支援センターふじみだい		0285-44-0200		0285-44-4255		329-0412		下野市芝1123		下野市 シモノ シ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		0		1		ケースによって検討 ケントウ		0		1				2

		否 イナ		相談支援センターひゅーまにあ宇都宮		028-678-5385		028-678-5395		320-0802		宇都宮市江野町6-15大立ビル4階		宇都宮市（鹿沼市等近隣市町村） ウツノミヤシ カヌマシ ナド キンリン シチョウソン		0		1		1		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		あるではありますが、初めての作成でまた完成はしていない段階です。病院で実施されている活動医療等で自分自身が未熟で理解が足りていない為に苦労しています。 ハジ サクセイ カンセイ ダンカイ ビョウイン ジッシ カツドウ イリョウ ナド ジブン ジシン ミジュク リカイ タ タメ クロウ		0				①医療面での安心②外部と交流する機会③家族の方への支援 イリョウ メン アンシン ガイブ コウリュウ キカイ カゾク カタ シエン

		否 イナ		地域活動支援センターあしかが		0284-41-2643		0284-43-0463		326-0808		足利市本城1-1547		足利市 アシカガシ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0						0		1		0		0				0		1				2		専門外で知識等はなく、計画書の作成は難しいため センモンガイ チシキ トウ ケイカクショ サクセイ ムズカ

		否 イナ		南那須地区障害者相談支援センター		0287-80-1020		0287-80-1027		321-0624		那須烏山市旭1-18-8		那須烏山市、那珂川町 ナスカラスヤマシ ナカガワマチ		1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		アセスメント、院内での面会予定の調整、家族への説明など インナイ メンカイ ヨテイ チョウセイ カゾク セツメイ		0				在宅医療、訪問リハビリなど24時間対応出来る専門家チーム ザイタク イリョウ ホウモン ジカン タイオウ デキ センモンカ

		否 イナ		ワン・ハーモニー		0287-22-8255		0287-48-7225		324-0042		大田原市末広1-3618-13				0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				0

		否 イナ		ひまわり相談支援事業所		0282-20-5006		0282-23-4878		328-0052		栃木市祝町12－9				0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		1		0				0		1				3		意思伝達が自分にとって受け止められるかに不安があるため イシ デンタツ ジブン ウ ト フアン

		否 イナ		サンフラワーライフ		0285-22-1109		0285-22-1345		323-0808		小山市出井1936		小山市内 オヤマシナイ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				3		近隣に受け入れ施設が少なく在宅福祉サービスに向けるのが難しい キンリン ウ イ シセツ スク ザイタク フクシ ム ムズカ

		否 イナ		natu- la(ナチュラ)		0287-67-3115		0287-67-3115		329-3153		那須塩原市大原間239-1		那須塩原市、大田原市、那須町 ナスシオバラ シ オオタワラシ ナスマチ		0		1		1		0		1		0		0		1		1		1		0		0		0				1		0				0		0		0		0				1		0		サービス自体の幅がせまいため、本人が安全に安心した生活をうけられるためにどう組み合わせたら良いか。又、家族によっては苦手な事業所もあり限られた事業所を探すのが難しかった。 ジタイ ハバ ホンニン アンゼン アンシン セイカツ ク ア ヨ マタ カゾク ニガテ ジギョウショ カギ ジギョウショ サガ ムズカ		0				訪問系のサービスがもっと充実して欲しい ホウモン ケイ ジュウジツ ホ

		否 イナ		相談支援事業所ふるさとホーム那須		0287-98-3001		0287-98-8080		324-0414		大田原市片府田1301-59		大田原市、那須町、那須塩原市、周辺 オオタワラシ ナスマチ ナスシオバラ シ シュウヘン		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2		主な精神知的関係なので、今後はできるよう専門的な部分の勉強が必要です。 オモ セイシン チテキ カンケイ コンゴ センモンテキ ブブン ベンキョウ ヒツヨウ		①専門相談②居場所③地域の理解 センモン ソウダン イバショ チイキ リカイ

		否 イナ		特定相談支援事業所きのこ		028-635-8746		028-635-8778		320-0846		栃木県宇都宮市滝の原2-4-42 ３２０－０８４６		宇都宮市 ウツノミヤシ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		1		0				0		1				3		どのように作成したらいいか不安のため サクセイ フアン

		否 イナ		こども発達支援センター鹿沼市あおば園		0289-63-1745		0289-63-1745		322-0074		鹿沼市日吉町320－1				1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		1		0				0		1				2		相談支援専門員の不足、児童発達支援事業所利用のための計画書作成が主な業務になっている ソウダン シエン センモンイン フソク ジドウ ハッタツ シエン ジギョウショ リヨウ ケイカクショ サクセイ オモ ギョウム

		否 イナ		障害者相談支援センターみつか・Ｒｕ		028-648-3971		028-648-3936		321-0347		宇都宮市飯田町261		宇都宮市、鹿沼市 ウツノミヤシ カヌマシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		1		状況に応じして他機関と連携し判断する場合もある ジョウキョウ オウ ホカ キカン レンケイ ハンダン バアイ		0		1				1		計画依頼の状況に応じて対応できない月もある（モニタリング件数） ケイカク イライ ジョウキョウ オウ タイオウ ツキ ケンスウ

		否 イナ		工房つばさ		0285-40-0388		0285-40-6700		329-0401		下野市箕輪425-1		下野市、上三川町、壬生町、ただし状況に応じて対応することが難しい場合もある シモノ シ カミノカワマチ ミブマチ ジョウキョウ オウ タイオウ ムズカ バアイ		1		0		1		0		1		0		0		1		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		短期入所、ヘルパーなどの利用希望があっても受け入れてくれる事業所が見つからない タンキ ニュウショ リヨウ キボウ ウ イ ジギョウショ ミ		3		状況により作成することができない場合がある ジョウキョウ サクセイ バアイ		重心の方の短期入所等の利用ができるところが必要。在宅でのサービスの受入必要だと思われる。 ジュウシン カタ タンキ ニュウショ ナド リヨウ ヒツヨウ ザイタク ウケイレ ヒツヨウ オモ

		否 イナ		相談支援事業所グーフォ		028-673-0002		028-671-0785		329-1105		宇都宮市中岡本町3178-3				1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1				在宅生活を支える家族に負担が重くならないようにする。緊急時に対応してくれる医療ケア付きの宿泊施設を増やしてほしい ザイタク セイカツ ササ カゾク フタン オモ キンキュウジ タイオウ イリョウ ツ シュクハク シセツ フ

		否 イナ		那珂川町社協相談支援事業所		0287-92-1273		0287-92-1295		324-0613		那珂川町馬頭560-1		那珂川町 ナカガワマチ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				0				移動支援サービス イドウ シエン

		否 イナ		相談支援事業所大山田ノンフェール		0287-93-0660		0287-83-8182		324-0602		那珂川町大山田下郷955		那珂川町 ナカガワマチ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		1		0				0		1				2		平成27年度で相談支援事業を終了するため ヘイセイ ネンド ソウダン シエン ジギョウ シュウリョウ

		否 イナ		在宅サポートこころ		028-651-0780		028-651-0781		320-0042		宇都宮市材木町4-24				0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2

		否 イナ		相談支援事業所みらい ソウダン シエン ジギョウショ		0280-57-2673		0280-57-2673		329-0111		野木町丸林371-12		野木町、小山市 ノギマチ オヤマシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		0		1		しかるべき関係機関と連携して対応する カンケイ キカン レンケイ タイオウ		0		1				3		重症心身のノウハウがない ジュウショウ シンシン

		否 イナ		大田原市社会福祉協議会		0287-54-1849		0287-54-2745		324-0233		栃木県大田原市黒羽田町848 ３２４－０２３３		大田原市内 オオタワラシナイ		0		1		1		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0				2		1				0		1		0		0				0		1				2		職員が未熟なため ショクイン ミジュク		在宅医療の充実、居宅介護の２４時間対応（サービス事業所）の充実 ザイタク イリョウ ジュウジツ キョタク カイゴ ジカン タイオウ ジギョウショ ジュウジツ

		否 イナ		障がい者相談支援センターとまつり		028-680-5570		028-680-5271		320-0052		宇都宮市中戸祭町813		宇都宮市、近隣市町村 ウツノミヤシ キンリン シチョウソン		0		1		1		0		1		0		0		1		0		0		0		0		1		親子間の関わり オヤコ カン カカ		0		0		現在対応中 ゲンザイ タイオウチュウ		0		0		0		0				1		0		保護者との連携がとれない ホゴシャ レンケイ		0

		否 イナ		宇都宮市社会福祉協議会		028-636-1536		028-636-1537		320-0806		宇都宮市中央1-1-15		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		0				2		1		医療的ケアが必要な方が長時間外出したい。長時間支援者の拘束、移動手段（車の中での対応）、医療的ケアが必要な方が外出したいときに外出できる環境がすぐに整えられない、医療的けが必要な方で要介助であるが、歩行できる方が利用できる短期入所先はないか（アクセス時間も含む） イリョウテキ ヒツヨウ カタ チョウジカン ガイシュツ チョウジカン シエン シャ コウソク イドウ シュダン クルマ ナカ タイオウ イリョウテキ ヒツヨウ カタ ガイシュツ ガイシュツ カンキョウ トトノ イリョウテキ ヒツヨウ カタ ヨウ カイジョ ホコウ カタ リヨウ タンキ ニュウショ サキ ジカン フク		0		0		0		0				1		0		専門的（医療面）な知識がなく、専門用語が多く調べたり聞いたりしながら支援していくこと。長く関わらないと親の思いまで聞き出せないこと。 センモンテキ イリョウ メン チシキ センモン ヨウゴ オオ シラ キ シエン ナガ カカ オヤ オモ キ ダ		0				当事者が何歳になっても利用できるサービス環境（短期入所、訪問入浴など）。教育もほかのお子さん同様平等に受けられる機会（学校行事も含む）。相談対応できる人材の確保。緊急時でも利用できるサービスの調整・確保。直接支援できるサービス・人材を増やすこと。 トウジシャ ナンサイ リヨウ カンキョウ タンキ ニュウショ ホウモン ニュウヨク キョウイク コ ドウヨウ ビョウドウ ウ キカイ ガッコウ ギョウジ フク ソウダン タイオウ ジンザイ カクホ キンキュウジ リヨウ チョウセイ カクホ チョクセツ シエン ジンザイ フ

		承諾 ショウダク		ライフサポートセンターゆめ		0280-33-3624		0280-57-4624		329-0111		野木町丸林630-4		野木町、その周辺地域 ノギマチ シュウヘン チイキ		1		0		1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		1		福祉サービス利用に関する相談 フクシ リヨウ カン ソウダン		1		0				0		0		0		0				1		0		医療的な情報、知識に乏しくわからない用語などが数多く出てきた。医療的ケアの内容の聞き取り（どの部分を聞いていけばよいのか） イリョウテキ ジョウホウ チシキ トボ ヨウゴ カズオオ デ イリョウテキ ナイヨウ キ ト ブブン キ		0				Ｆａの負担軽減のためのレスパイト先（ＨＰ、ＳＳ機関等）。家族それぞれの訴え、希望を明確にしていく。関係機関がチームになりＦａの支え応援をしていく。 フタン ケイゲン サキ キカンナド カゾク ウッタ キボウ メイカク カンケイ キカン ササ オウエン

		承諾 ショウダク		足利ケアサービス		0284-21-7630		0284-21-3109		326-0843		足利市五十部町809-3		足利市、佐野市、太田市 アシカガシ サノシ オオタシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		0		1		ケースによって対応する タイオウ		0		1				3

		承諾 ショウダク		相談支援センターみさと		0285-72-9767				321-4104		芳賀郡益子町大沢2800-5		芳賀郡内（真岡市、益子町、市貝町、芳賀町、茂木町） ハガ グンナイ モオカシ マシコ チョウ イチ ガイ マチ ハガマチ モギマチ		1		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		資源が少ない、短期入所先の確保が難しかった。計画を作るのには、医療情報が難しく感じられた。 シゲン スク タンキ ニュウショ サキ カクホ ムズカ ケイカク ツク イリョウ ジョウホウ ムズカ カン		0				連携の取れる医療関係者がたくさん地域の中にいてくれると安心して生活できるかな。外出や余暇の充実を図るために医療の必要な人の生活が限られてしまっている（あきらめてしまっている） レンケイ ト イリョウ カンケイシャ チイキ ナカ アンシン セイカツ ガイシュツ ヨカ ジュウジツ ハカ イリョウ ヒツヨウ ヒト セイカツ カギ

		承諾 ショウダク		サポートセンターとみや生活支援センター		028-665-8230		028-665-8230		321-2116		宇都宮市徳次郎町540		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		0		1		0		0		0		0		1		1		1		1		1		0				0		1		医療的なケアが必要な利用者様の日中活動先が限られて利用できない人がいる。学校との連携が取りにくい。通勤手段・行事参加制限があり平等性が保たれない。学校はサービスで対応を望み、福祉行政は教育で何とかするべきとつねに折り合わない。 イリョウテキ ヒツヨウ リヨウシャサマ ニッチュウ カツドウ サキ カギ リヨウ ヒト ガッコウ レンケイ ト ツウキン シュダン ギョウジ サンカ セイゲン ビョウドウセイ タモ ガッコウ タイオウ ノゾ フクシ ギョウセイ キョウイク ナン オ ア		0		0		1		0		協力してほしい キョウリョク		1		0		利用できるサービスが限られている。社会参加できる機会が少なく、場が限られている。介護者の負担軽減が取りにくい。夢や希望を叶えるための資源が少ない。 リヨウ カギ シャカイ サンカ キカイ スク バ カギ カイゴシャ フタン ケイゲン ト ユメ キボウ カナ シゲン スク		0				通勤手段、保護者なくても教育が受けられる環境。常に親同行を求めるのでは、自立につながらず、いつになっても親の負担は軽減されない。親が安心して託せる日中活動の場。社会参加、役割を担える環境作り、職場。地域で生活していくための交流の機会や場があるといい。緊急的にレスパイトを受け入れてくれる場。 ツウキン シュダン ホゴシャ キョウイク ウ カンキョウ ツネ オヤ ドウコウ モト ジリツ オヤ フタン ケイゲン オヤ アンシン タク ニッチュウ カツドウ バ シャカイ サンカ ヤクワリ ニナ カンキョウ ヅク ショクバ チイキ セイカツ コウリュウ キカイ バ キンキュウテキ ウ イ バ

		承諾 ショウダク		社会就労センターえいぶるの里 シャカイ シュウロウ サト		0285-22-4561		0285-224581		323-0003		小山市東島田2403-2		小山市、下野市、上三川町、野木町、結城市、古河市、筑西市 オヤマシ シモノ シ カミノカワマチ ノギマチ ユウキシ コガシ ツク ニシ シ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				1		0		自己決定が難しいため、家族中心の考えになってしまうこと。また、利用できる社会資源が少ない。 ジコ ケッテイ ムズカ カゾク チュウシン カンガ リヨウ シャカイ シゲン スク		1				関係機関との連携、特に在宅が長い方は医療機関とのかかわりが家族も含め、希薄になってしまい、二次障害に対応できない。地域に総合的に支援でき、医療的ケアが受けられる場所、または訪問医療の充実が必要と思います。 カンケイ キカン レンケイ トク ザイタク ナガ カタ イリョウ キカン カゾク フク キハク ニジ ショウガイ タイオウ チイキ ソウゴウテキ シエン イリョウテキ ウ バショ ホウモン イリョウ ジュウジツ ヒツヨウ オモ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所「ピュア」		0282-31-3911		0282-31-3912		328-0133		栃木市大森町465		栃木市、鹿沼市、佐野市、小山市、壬生町 トチギシ カヌマシ サノシ オヤマシ ミブマチ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1

		承諾 ショウダク		社会福祉法人とちのみ会　こなかの森 シャカイ フクシ ホウジン カイ モリ		0283-24-5757		0283-24-6294		327-0001		佐野市小中町1280		佐野市、足利市 サノシ アシカガシ		1		0		1		0		1		0		0		1		0		1		0		0		0				1		2		通所型のため、短期入所の受け入れはサービスとして提供できず、他施設の紹介、相談支援事業につなげている。 ツウショ ガタ タンキ ニュウショ ウ イ テイキョウ タ シセツ ショウカイ ソウダン シエン ジギョウ		0		0		0		0				1		0		療養型短期入所ほかの施設への短期入所の受け入れ状況など、受け入れ場所を見つけるなど。短期入所時の発作発症時医療への繋ぎが困難。問題多（かかりつけ医への搬送） リョウヨウガタ タンキ ニュウショ シセツ タンキ ニュウショ ウ イ ジョウキョウ ウ イ バショ ミ タンキ ニュウショ ジ ホッサ ハッショウ ジ イリョウ ツナ コンナン モンダイ タ イ ハンソウ		0				佐野市には、身障（重心）短期入所施設がなく老人施設に佐野市が委託しているが、利用する人もいなく、サービスが使いづらい状態にある。短期入所受け入れ可能施設が増えることで、家族のほうも使いやすく利便性があがると考えます。 サノシ シンショウ ジュウシン タンキ ニュウショ シセツ ロウジン シセツ サノシ イタク リヨウ ヒト ツカ ジョウタイ タンキ ニュウショ ウ イ カノウ シセツ フ カゾク ツカ リベンセイ カンガ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所テトテ		0287-36-7171		0287-36-7181		329-2732		那須塩原市一区町251-1		那須塩原市（大田原、矢板、那須町、那珂川町、烏山） ナスシオバラ シ オオタワラ ヤイタ ナスマチ ナカガワマチ カラスヤマ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		0		1		委託の相談支援事業所や重心専門の事業所に相談する イタク ソウダン シエン ジギョウショ ジュウシン センモン ジギョウショ ソウダン		0		1				3		その方にとって、より専門性の高い方が対応することが望ましいと思いますので、作成が適するか否か周囲のサービス状況なども考慮して決めたいと思います。適切にアドバイスをいただける地域の環境が整っていれば、スキルアップ、経験の積み重ねのためにも作成したいです。 カタ センモンセイ タカ ホウ タイオウ ノゾ オモ サクセイ テキ イナ シュウイ ジョウキョウ コウリョ キ オモ テキセツ チイキ カンキョウ トトノ ケイケン ツ カサ サクセイ		相談支援専門員のスキルアップ。きめ細かい支援（サービスの充実）本人のニーズを正しく理解できる人材の育成と地域の理解。 ソウダン シエン センモンイン コマ シエン ジュウジツ ホンニン タダ リカイ ジンザイ イクセイ チイキ リカイ

		承諾 ショウダク		指定特定相談支援事業所あじさい		0287-60-3361		0287-60-3362		325-0034		那須塩原市東原166		那須塩原市、那須町 ナスシオバラ シ ナスマチ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2				訪問看護、訪問診療を行う医師が必要だと思います。 ホウモン カンゴ ホウモン シンリョウ オコナ イシ ヒツヨウ オモ

		承諾 ショウダク		障害者相談支援センターいぶき		028-678-3502		028-676-3501		329-1216		高根沢町桑窪2266-2		高根沢町 タカネザワマチ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1				短期入所など受け入れてくれる施設を増やしてほしい。県内で受け入れていただけない為、県外の施設を考えなくてはいけない方がいます。 タンキ ニュウショ ウ イ シセツ フ ケンナイ ウ イ タメ ケンガイ シセツ カンガ カタ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所わくわくおやま		0285-24-6575		0285-20-0255		323-0022		小山市駅東通り3-9-6		小山市 オヤマシ		1		0		1		0		1		1		1		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		関係事業所が多いことで情報収集連携等大変。医療機関とも連携を図る必要あり。レスパイト、ショートステイの受入困難。利用できる事業所が少ない。 カンケイ ジギョウショ オオ ジョウホウ シュウシュウ レンケイ ナド タイヘン イリョウ キカン レンケイ ハカ ヒツヨウ ウケイレ コンナン リヨウ ジギョウショ スク		0				重症心身障害児（者）を受け入れしてくれる事業所、施設がもっと多くあればよいと思われる。通所日中一時短期入所など。相談支援、計画作成についてもほかの事業所が受け入れてくれないとの理由で受け入れ可能事業所へ集中してしまう為、相談員への研修等を増やせばよいが。しかし日々の業務が多忙であるため、難しいのかな？ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ ウ イ ジギョウショ シセツ オオ オモ ツウショ ニッチュウ イチジ タンキ ニュウショ ソウダン シエン ケイカク サクセイ ジギョウショ ウ イ リユウ ウ イ カノウ ジギョウショ シュウチュウ タメ ソウダン イン ケンシュウ ナド フ ヒビ ギョウム タボウ ムズカ

		承諾 ショウダク		相談支援センターネクスト		080-8854-9551		0280-612-1558		320-0034		宇都宮市泉町6-25		宇都宮市 ウツノミヤシ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2

		承諾 ショウダク		相談支援事業のぞみ		0287-65-2288		0287-65-2282		329-3152		那須塩原市上中野53		那須塩原市、大田原市、那須町 ナスシオバラ シ オオタワラシ ナスマチ		1		0		1		0		0		0		1		1		1		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		現サービスでの医療ケアをふまえ、将来にむけて他事業との連携につなげるよう計画作成、調整に苦労した。 ゲン イリョウ ショウライ タ ジギョウ レンケイ ケイカク サクセイ チョウセイ クロウ		0				選択肢が増えるよう受け入れ可能な福祉サービス事業所の増加が必要だと思われます。 センタクシ フ ウ イ カノウ フクシ ジギョウショ ゾウカ ヒツヨウ オモ

		承諾 ショウダク		サポートセンターひばり		028-670-0330		028-667-7315		321-3236		宇都宮市竹下町435-159		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		苦労ではないが、お母様がとても一生懸命ですでにサービスも繋がっていたため、現状を計画にする形となったが、計画作成後のかかわりについて相談員としてどのようにすべきことが望ましいかと考える。 クロウ カアサマ イッショウケンメイ ツナ ゲンジョウ ケイカク カタチ ケイカク サクセイ ゴ ソウダン イン ノゾ カンガ		0				福祉サービスや医療、またボランティアが入室されるととてもよいと思います。また、介助者（家族）のケアも考えると気軽に参加できるようなイベント（医療が整っていたり、介助するボランティアさんがいたり）や、同じ重症心身障害児（者）をもつかたとのネットワークがあるといいのかなと思います。 フクシ イリョウ ニュウシツ オモ カイジョシャ カゾク カンガ キガル サンカ イリョウ トトノ カイジョ オナ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ オモ

		承諾 ショウダク		高根沢町障害児者生活支援センターすまいる タカネザワマチ		028-612-2751		028-612-2752		329-1225		栃木県塩谷郡高根沢町石末1825　福祉センター内 ３２９－１２２５ フクシ ナイ		高根沢町 タカネザワマチ		1		0		1		0		0		0		1		0		0		1		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		地元に使える資源がなく苦労した ジモト ツカ シゲン クロウ		0				①医療と福祉の連携ネットワーク②重心の方でも利用できるサービスが増えること③訪問診療医 イリョウ フクシ レンケイ ジュウシン カタ リヨウ フ ホウモン シンリョウ イ

		承諾 ショウダク		障害者相談支援センターフォレスト		0284-91-1816		0284-91-2867		326-0011		足利市大沼田町615		足利市及び近隣市町村 アシカガシ オヨ キンリン シチョウソン		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0				0

		承諾 ショウダク		障がい者相談支援事業所ケアサプライ		0287-73-5312		0287-73-5311		329-3221		栃木県那須郡那須町漆塚762-102 ３２９－３２２１		白河市、那須町、那須塩原市、大田原市 シラカワシ ナスマチ ナスシオバラシ オオタワラシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1				サービスを提供できる事業所の充実を図る テイキョウ ジギョウショ ジュウジツ ハカ

		承諾 ショウダク		南栃木支援センター相談支援		0285-44-6118		0285-44-7215		329-0412		下野市柴1432-105		下野市、小山市、壬生町 シモノ シ オヤマシ ミブマチ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		0		1		介護保険と併用する場合のみ対応する カイゴ ホケン ヘイヨウ バアイ タイオウ		0		1				3		介護保険と併用する場合のみ作成する カイゴ ホケン ヘイヨウ バアイ サクセイ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所とまり木		0287-54-2854		0287-54-2230		324-0231		大田原市北野上3952		大田原市、那須塩原市、那須町 オオタワラシ ナスシオバラシ ナスマチ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1				当事業所の対応範囲は現在、知的障害者特に中・軽度が主だが、精神（高次脳機能障害も含む）分野もやり始めている。今後重症心身障害者もほかの相談支援事業所の助けを得ながら、勉強しながら対応したいと考えている。そのために研修や見学の機会を多く作っていただきたい。今は、当事業所はその程度しか考えられない。 トウ ジギョウショ タイオウ ハンイ ゲンザイ チテキ ショウガイシャ トク チュウ ケイド オモ セイシン コウジ ノウ キノウ ショウガイ フク ブンヤ ハジ コンゴ ジュウショウ シンシン ショウガイシャ ソウダン シエン ジギョウショ タス エ ベンキョウ タイオウ カンガ ケンシュウ ケンガク キカイ オオ ツク イマ トウ ジギョウショ テイド カンガ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所ポンテ		028-652-7288		028-652-6355		321-0341		宇都宮市古賀志町1964-12		宇都宮、鹿沼、日光、壬生 ウツノミヤ カヌマ ニッコウ ミブ		0		1		1		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0				0				未就学児（3～5才）の方の医療型児童発達支援を分離で行う施設が数か所あると良いと思います。 ミシュウガクジ サイ カタ イリョウ ガタ ジドウ ハッタツ シエン ブンリ オコナ シセツ スウ ショ ヨ オモ

		承諾 ショウダク		相談支援センター光輝舎		0285-70-2020		0285-72-8222		321-4105		芳賀郡益子町北中1113-1		芳賀郡、真岡市等 ハガ グン モオカシ ナド		1		0		1		0		1		1		1		1		0		1		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		利用できるサービス事業所が少ない。重心児者に合わせたプログラムが見つからない（近隣で） リヨウ ジギョウショ スク ジュウシン ジ シャ ア ミ キンリン		0				本人の状態にもよるが、重度化する状況に対応できる事業所の確保。家族の負担が大きくなり在宅生活の継続が困難になることが予測されるので、在宅で支援が受けられるような体制の充実と、レスパイトサービスの拡大。 ホンニン ジョウタイ ジュウドカ ジョウキョウ タイオウ ジギョウショ カクホ カゾク フタン オオ ザイタク セイカツ ケイゾク コンナン ヨソク ザイタク シエン ウ タイセイ ジュウジツ カクダイ

		承諾 ショウダク		特定相談支援事業所やすらぎ		028-650-7727		028-650-7728		320-0011		宇都宮市富士見が丘3－19－20		宇都宮市 ウツノミヤシ		0		0		1		0		1		0		0		0		0		1		1		0		0				0		3		対応できるヘルパーがいれば支援する タイオウ シエン		0		0		0		0				0		1				3

		承諾 ショウダク		障がい者支援センターにんべん		028-686-2539		028-686-2584		329-1417		さくら市フィオーレ喜連川5-2-1　フィオーレガーデン1-102		さくら市 シ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1				地域資源アンケートをいただきありがとうございました。設問に対しまして知識不足にこれでいいのかという思いです。相談支援専門員として設問にありました「3」要望がでますれば、先輩相談員・各職種の方々に相談・指導をいただき、相談支援事業を行ってみたいと考えます。大島先生について学ばせて頂きました。 チイキ シゲン セツモン タイ チシキ ブソク オモ ソウダン シエン センモンイン セツモン ヨウボウ センパイ ソウダン イン カクショクシュ カタガタ ソウダン シドウ ソウダン シエン ジギョウ オコナ カンガ オオシマ センセイ マナ イタダ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所おやま		0285-22-1833		0285-228946		323-0014		小山市喜沢660		小山市、下野市 オヤマシ シモノ シ		1		0		1		0		1		1		0		0		0		0		0		1		0				2		3				0		0		0		0				1		0		本人の意思が明確でないので親の意向中心のものになってしまった。 ホンニン イシ メイカク オヤ イコウ チュウシン		0

		承諾 ショウダク		真岡介護センター		0285-80-5200		0285-80-5211		321-4361		真岡市並木町1-8-1　シティ並木102 ナミキ		真岡市、芳賀町南部、市貝町南部、益子町西部、上三川東部 モオカシ ハガマチ ナンブ イチ ガイ チョウ ナンブ マシコ チョウ セイブ カミノカワ トウブ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		0		1				0		1				3		担当者の受け持ちケースの状況など考慮し対応できるか検討したい タントウシャ ウ モ ジョウキョウ コウリョ タイオウ ケントウ

		承諾 ショウダク		さの社協相談支援センターほっぷ		0283-22-8152		0283-22-8199		327-0003		佐野市大橋町3212-27		佐野市全域 サノシ ゼンイキ		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2		現在相談支援専門員1名で行っているため ゲンザイ ソウダン シエン センモンイン メイ オコナ

		承諾 ショウダク		相談支援ウエイブ		0282-23-4465		0282-23-4465		328-0012		栃木市平柳町1-2-7		栃木市、壬生町 トチギシ ミブマチ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		1		0				0		1				2		指定特定相談支援事業で精神に対応しているため シテイ トクテイ ソウダン シエン ジギョウ セイシン タイオウ		ご家族の中だけでは生活がマンネリ化して単調になりかねないので、音楽、体を動かす、読み聞かせ麻痺・拘縮のマッサージなどのリハビリの頻度を高める。ご本人が楽しいと感じることを提供できる。ご家族が疲弊しないよう旅行や趣味などの充実した時間がもてるようサービスを利用していくこと。 カゾク ナカ セイカツ カ タンチョウ オンガク カラダ ウゴ ヨ キ マヒ コウシュク ヒンド タカ ホンニン タノ カン テイキョウ カゾク ヒヘイ リョコウ シュミ ジュウジツ ジカン リヨウ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所わらしべの家		0282-27-1627		0282-27-1675		328-0011		栃木市大宮町2708-3		栃木市 トチギシ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1		専門的な知識が不十分なため行政などの機関と相談しながらの対応となります センモンテキ チシキ フジュウブン ギョウセイ キカン ソウダン タイオウ		短期入所や移動支援などの福祉サービス利用時にお付き合いのある医療機関や訪問看護の看護師が同行でき緊急時の対応が迅速にとれる体制（すでにできていたらすみません） タンキ ニュウショ イドウ シエン フクシ リヨウ ジ ツ ア イリョウ キカン ホウモン カンゴ カンゴシ ドウコウ キンキュウジ タイオウ ジンソク タイセイ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所　空		0287-73-8165		0287-73-8165		329-3157		那須塩原市大原間西1-19-9		那須塩原市、大田原市、那須町 ナスシオバラ シ オオタワラシ ナスマチ		1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		重心のお子様の療育支援をやっていたので、苦労はありませんでしたが、医療（訪問看護）訪問リハ訪問入浴の制度を知らなかったので、その方々との連携が取れて大変勉強になりました。 ジュウシン コサマ リョウイク シエン クロウ イリョウ ホウモン カンゴ ホウモン ホウモン ニュウヨク セイド シ カタガタ レンケイ ト タイヘン ベンキョウ		0				医療的ケアの必要な方には支援スタッフ・必ず看護師の方が不在では双方安心したケアはできません。例）乳幼児の通所事業は保母と看護師さん。小学→高校までは義務教育がありますが事後に生活介護はもちろんですが、本当に重心の方の為の日中活動の場が不足しているとおもいますので重心の方の通所事業は必要と思います。家庭以外で通える場所→一時預かりや療育支援事業→高校卒業後は通所施設（一時預かりも含めて） イリョウテキ ヒツヨウ カタ シエン カナラ カンゴシ カタ フザイ ソウホウ アンシン レイ ニュウヨウジ ツウショ ジギョウ ホボ カンゴシ ショウガク コウコウ ギム キョウイク ジゴ セイカツ カイゴ ホントウ ジュウシン カタ タメ ニッチュウ カツドウ バ フソク ジュウシン カタ ツウショ ジギョウ ヒツヨウ オモ カテイ イガイ カヨ バショ イチジ アズ リョウイク シエン ジギョウ コウコウ ソツギョウゴ ツウショ シセツ イチジ アズ フク

		承諾 ショウダク		相談支援事業所みどり		0285-45-8362		0285-45-8397		329-0214		小山市乙女786-1		小山市、栃木市、古河市、結城市 オヤマシ トチギシ コガシ ユウキシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0		大人は対応可能 オトナ タイオウ カノウ		1		1		大人はあるが、こどもはない。先日訪問介護を事業所にお願いしたところどこの事業所も受けていただけなかった。 オトナ センジツ ホウモン カイゴ ジギョウショ ネガ ジギョウショ ウ		3		成人しか計画相談をしたことがないので不安である。当事業所は相談員が一名なので相談する相手がいない セイジン ケイカク ソウダン フアン トウ ジギョウショ ソウダン イン イチメイ ソウダン アイテ		サービス事業所で受けてもらえないケースがある。特に重心や精神知的等重複して疾患を持っていると問い合わせた時点でお断りされてします。 ジギョウショ ウ トク ジュウシン セイシン チテキ ナド チョウフク シッカン モ ト ア ジテン コトワ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所こころみ		0284-41-5039		0284-43-2665		326-0061		足利市田島町611-2				0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		1		0				0		1				3		これまで前例がなく、またこの障害について熟知した方（機関）があるならそちらでしていただいた方がご本人様にとってよい支援であると考えるから。※現在当法人の入所・通所等サービスを利用されている方の相談支援がほとんどの状況です。 ゼンレイ ショウガイ ジュクチ カタ キカン ホウ ホンニンサマ シエン カンガ ゲンザイ トウホウジン ニュウショ ツウショ ナド リヨウ カタ ソウダン シエン ジョウキョウ

		承諾 ショウダク		相談支援センターのどか　真岡センター		0285-81-5890		0285-85-8452		321-4305		真岡市荒町111-1		真岡市、芳賀町、市貝町、益子町、茂木町 モオカシ ハガマチ イチガイ マチ マシコ チョウ モギ マチ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1				在宅での生活では家族の介護負担の軽減が必要。フォーマルインフォーマルの枠にとらわれない福祉サービス。 ザイタク セイカツ カゾク カイゴ フタン ケイゲン ヒツヨウ ワク フクシ

		承諾 ショウダク		友井タクシー介護ステーションふれあい		0285-30-0840		0285-30-0844		323-0025		小山市城山町2丁目12-25		小山市 オヤマシ		1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		利用するサービスは多様で、施設・病院・学校など医療福祉事業所数も多く連携を図るのが困難。学校行事に参加するための会出自の支援サービスがない。 リヨウ タヨウ シセツ ビョウイン ガッコウ イリョウ フクシ ジギョウショ スウ オオ レンケイ ハカ コンナン ガッコウ ギョウジ サンカ カイ シュツジ シエン		0				ご家族様が安心して預けることができる施設と必要に預けられる施設の数は少ない。片道１時間以上かかるためとても不便に思います。呼吸器の方の預かり先は少ない。 カゾクサマ アンシン アズ シセツ ヒツヨウ アズ シセツ カズ スク カタミチ ジカン イジョウ フベン オモ コキュウキ カタ アズ サキ スク

		承諾 ショウダク		もくせいの里		0282-43-0593		0282-43-1387		329-4405		栃木市大平町西山田1198		栃木市内 トチギシナイ		0		1		1		0		1		0		0		1		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		ニーズにあてはまるサービスがなかった。例）①入浴支援②移送サービス　①自宅の浴槽では支援が入れず訪問入浴を検討。しかし、浴槽を置けるスペースがなく断念。②主たる介護者が入院。学校までの送迎ができず特例で市の移送サービスを利用するもかなり時間を要した。 レイ ニュウヨク シエン イソウ ジタク ヨクソウ シエン ハイ ホウモン ニュウヨク ケントウ ヨクソウ オ ダンネン シュ カイゴシャ ニュウイン ガッコウ ソウゲイ トクレイ シ イソウ リヨウ ジカン ヨウ		0				①地域の理解や協力②受け入れの拡大（重心の通所、24時間看護体制が整った短期入所）③デマンドタクシー等関係者の重心に対する理解（理解附属により資源として存在するが利用しがたい）④児童が入浴支援を受けられる環境（家族の身体的な介護負担軽減） チイキ リカイ キョウリョク ウ イ カクダイ ジュウシン ツウショ ジカン カンゴ タイセイ トトノ タンキ ニュウショ ナド カンケイシャ ジュウシン タイ リカイ リカイ フゾク シゲン ソンザイ リヨウ ジドウ ニュウヨク シエン ウ カンキョウ カゾク シンタイテキ カイゴ フタン ケイゲン

		承諾 ショウダク		足利障害者相談支援センター		0284-44-0307		0284-44-0318		326-0064		足利市東砂原後町1072		足利市、佐野市 アシカガシ サノシ		1		0		1		0		1		0		0		1		0		1		0		1		0				1		0				0		0		0		0				0		1				2		委託相談支援事業所のため イタク ソウダン シエン ジギョウショ		医療的ケアが整った施設のショートステイ充実が必要。また、特に呼吸器をつけた方のショート療養介護の利用とそれらを利用するための送迎体制の充実が必要。 イリョウテキ トトノ シセツ ジュウジツ ヒツヨウ トク コキュウキ カタ リョウヨウ カイゴ リヨウ リヨウ ソウゲイ タイセイ ジュウジツ ヒツヨウ

		承諾 ショウダク		指定障害者相談支援事業所あるしぇん		0282-86-7665		0282-21-7109		321-0201		栃木県下都賀郡壬生町安塚2032 ３２１－０２０１		壬生町 ミブマチ		1		0		1		0		1		0		0		1		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		①相談支援専門員として重症心身障害児（者）の方に対する支援の知識や経験が少ない②医療的ケアが必要となる方に対して対応できる福祉サービス（事業所）が少ない。 ソウダン シエン センモンイン ジュウショウシンシンショウガイジ シャ カタ タイ シエン チシキ ケイケン スク イリョウテキ ヒツヨウ カタ タイ タイオウ フクシ ジギョウショ スク		0				医療的ケアが必要な方に関して、福祉のサービスでは対応しきれない部分が多く、結果として家族が本人を抱え込まざるを得ない現状があるように感じます。家族の介護負担が少しでも軽減できるよう福祉サービスも柔軟な対応が出来るようになるといいなと思います。 イリョウテキ ヒツヨウ カタ カン フクシ タイオウ ブブン オオ ケッカ カゾク ホンニン カカ コ エ ゲンジョウ カン カゾク カイゴ フタン スコ ケイゲン フクシ ジュウナン タイオウ デキ オモ

		承諾 ショウダク		下野市相談支援事業所 こばと		0285-44-6783		0285-44-6783		329-0414		下野市小金井1146-6		下野市、上三川町 シモノ シ カミノカワマチ		1		0		1		0		0		0		1		1		0		1		1		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		医療的ケアが必要な乳幼児に対応できるヘルパー事業所。短期入所・日中一時支援事業所が近くにない（少ない）。 イリョウテキ ヒツヨウ ニュウヨウジ タイオウ ジギョウショ タンキ ニュウショ ニッチュウ イチジ シエン ジギョウショ チカ スク		0				設問5で回答した内容：外出可能な方は児童発達支援を利用可能であるが無理な方は外部との交流をもちにくい。訪問看護・訪問リハビリが入っているケースはいいがない場合母子で孤立しがち。幸いあそびの支援をしてくれるヘルパー事業所があり支援につながっている。ヘルパー利用を希望されない家庭、利用したくてもヘルパー事業所がない等支援に苦慮する。 セツモン カイトウ ナイヨウ ガイシュツ カノウ カタ ジドウ ハッタツ シエン リヨウ カノウ ムリ カタ ガイブ コウリュウ ホウモン カンゴ ホウモン ハイ バアイ ボシ コリツ サイワ シエン ジギョウショ シエン リヨウ キボウ カテイ リヨウ ジギョウショ ナド シエン クリョ

		承諾 ショウダク		相談支援センターぴあん ソウダン シエン		0282-31-1755		0282-31-2919		328-0067		栃木市皆川城内町333-2		栃木市、小山市 トチギシ オヤマシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1				これまで現場で関わったことがなく、事例検討でしか情報を把握しておらず不安はあります。でも関係機関やご家族様からいろいろなことを教えて頂きながら相談支援として専門性を活かせればと思っています。色々な立場の方からお話をお伺いしてもご家族や医療機関専門的な事業所の負担が大きく相談支援があまり役に立つことができていない（場合によっては自ら引いてしまう）今の現状を少しでも変えていければいいと思います。 ゲンバ カカ ジレイ ケントウ ジョウホウ ハアク フアン カンケイ キカン カゾクサマ オシ イタダ ソウダン シエン センモンセイ イ オモ イロイロ タチバ カタ ハナシ ウカガ カゾク イリョウ キカン センモンテキ ジギョウショ フタン オオ ソウダン シエン ヤク タ バアイ ミズカ ヒ イマ ゲンジョウ スコ カ オモ

		承諾 ショウダク		うつのみや		028-632-6074/090-4059-9728		028-632-6075		320-0861		宇都宮市西2-1-7		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				3		専門的な知識を社会資源のアドバイスを他相談支援事業所からいただきながらみずからの事業所で引き受けるという形が望ましい センモンテキ チシキ シャカイ シゲン ホカ ソウダン シエン ジギョウショ ジギョウショ ヒ ウ カタチ ノゾ

		承諾 ショウダク		サポートセンターきりん		028-612-3838		028-678-3257		321-0905		栃木県宇都宮市平出工業団地43-100 ３２１－０９０５		宇都宮市 ウツノミヤシ		0		1		1		0		1		0		0		1		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		療養介護に入所しているので他のサービスの利用が困難。そのための社会資源をつなげたり、活用したりするのが難しい。 リョウヨウ カイゴ ニュウショ ホカ リヨウ コンナン シャカイ シゲン カツヨウ ムズカ		0				今後、市町村などで展開されていく生活拠点に関する事業をうまく活用できればいいなと感じています。入所されている方々については地域とのつながり方が今後は重要になってくると思われますので、広く門扉を開けた活動などが多くなってくるといいなと思っています。 コンゴ シチョウソン テンカイ セイカツ キョテン カン ジギョウ カツヨウ カン ニュウショ カタガタ チイキ カタ コンゴ ジュウヨウ オモ ヒロ モンピ ア カツドウ オオ オモ

		承諾 ショウダク		さわやか相談支援センター		0280-57-4884		0280-57-4994		329-0112		野木町南赤塚1145-1		小山市、野木町、古河市、栃木市 オヤマシ ノギマチ コガシ トチギシ		0		1		1		0		0		0		1		0		0		1		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		現実的な目標の位置づけ ゲンジツテキ モクヒョウ イチ		0

		承諾 ショウダク		相談支援事業所つばさ		0287-53-7393		0287-53-7394		324-0044		大田原市親園824-1		大田原市、那須塩原市、那須烏山市、矢板市、さくら市、那須町、塩谷町、高根沢町 オオタワラシ ナスシオバラシ ナスカラスヤマシ ヤイタシ シ ナスマチ シオ タニ マチ タカネザワマチ		1		0		1		0		1		0		1		1		0		1		0		0		0				1		2		医療的なケアが必要なケース、将来的に短期入所につなげたいケースだった為、専門の事業所に依頼した イリョウテキ ヒツヨウ ショウライテキ タンキ ニュウショ タメ センモン ジギョウショ イライ		1		1		0		0				1		0		使えるサービスの少なさに調整が難しかった ツカ スク チョウセイ ムズカ		1				乳幼児期の受け入れ可能な福祉サービス等の社会資源が必要である。 ニュウヨウジ キ ウ イ カノウ フクシ ナド シャカイシゲン ヒツヨウ

		承諾 ショウダク		特定相談支援センターはじめ		0284-22-4561		0284-22-4562		326-0143		足利市葉鹿町735-1		足利市 アシカガシ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1

		承諾 ショウダク		上三川障がい児・者生活相談支援センター		0285-38-6854		0285-38-6841		329-0611		上三川町上三川5082-15		上三川町 カミノカワマチ		1		0		1		0		1		0		0		1		0		0		0		0		0				1		0				0		0		0		0				1		0				0

		承諾 ショウダク		はつらつサロン南天相談支援事業所		0285-22-4659		0285-38-6529		323-0027		小山市花垣町2-3-19		小山市、栃木市 オヤマシ トチギシ		0		0		1		0		1		1		0		1		1		1		1		1		0				0		0				0		0		0		0				1		0		利用したいサービス事業所が少なく生活改善、家族、支援者の負担軽減に繋がらない（訪問入浴、ショートステイ、生活介護などなど（就労Ａ型））医師によっては連携が困難。何処の精神科がよいかと利用者に問われるが答えは解らない。 リヨウ ジギョウショ スク セイカツ カイゼン カゾク シエンシャ フタン ケイゲン ツナ ホウモン ニュウヨク セイカツ カイゴ シュウロウ ガタ イシ レンケイ コンナン ドコ セイシンカ リヨウシャ ト コタ ワカ		0				本人の選択や受け入れ事業所の間口を広げる。例えば入浴はヘルパーの2人対応で行ているがヘルパー不足や腰痛の悪化などで対応が難しくなってくる。機会浴のできる生活介護を勧めるも本人の選択肢がない。自宅から出かける自由さのようなものが閉ざされているような気がする。反面高齢者のサービスは増加する一方で利用者が不足し閉鎖なども聞かれる。高齢者・障害者がともにデイサービスやショートステイを利用できるようにならないかと思う。障害児については働く両親をサポートすることで生活の安定や療育などへ通園のし易さを図り、送迎サービスの充実など。 ホンニン センタク ウ イ ジギョウショ マグチ ヒロ タト ニュウヨク ニン タイオウ オコナ ブソク ヨウツウ アッカ タイオウ ムズカ キカイ ヨク セイカツ カイゴ スス ホンニン センタクシ ジタク デ ジユウ ト キ ハンメン コウレイシャ ゾウカ イッポウ リヨウシャ フソク ヘイサ キ コウレイシャ ショウガイシャ リヨウ オモ ショウガイジ ハタラ リョウシン セイカツ アンテイ リョウイク ツウエン ヤス ハカ ソウゲイ ジュウジツ

		承諾 ショウダク		障がい者生活支援センターこぶし		028-680-5746		028-688-0214		321-0126		栃木県宇都宮市茂原町837-1		宇都宮市、上三川町 ウツノミヤシ カミノカワマチ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1				①医療機関との細かな連携体制②相談関係者を含め本人に関わり支援をするなかで即座に動きが取れるようなフットワークの軽いチーム作り イリョウ キカン コマ レンケイ タイセイ ソウダン カンケイシャ フク ホンニン カカ シエン ソクザ ウゴ ト カル ヅク

						Ｑ2.重症心身障害児（者）の定義をご存知ですか

				1		知っている シ		40

				2		知らない シ		33

								Ｑ3.重症心身障害児（者）の方（家族・関係機関等）からの相談を受けたことがありますか
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						他の相談支援事業所に依頼する ホカ ソウダン シエン ジギョウショ イライ		18
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重症心身障害児（者）の定義をご存知ですか

Ｑ2.重症心身障害児（者）の定義をご存知ですか	知っている	知らない	40	33	Ｑ3.重症心身障害児（者）の方（家族・関係機関等）からの相談を受けたことがありますか	ある	ない	35	43	それは誰からの相談でしたか	ａ.家族	ｂ.支援者	ｃ.関係機関	27	6	12	それはどんな相談でしたか	生活上の相談	医療的な相談	制度に関する相談	教育に関する相談	サービス等利用計画書作成に関する相談	その他	19	7	15	5	26	3	それらの相談事業所として対応（解決）はできましたか	ａ.できた	ｂ.できなかった	27	4	自分の事業所で対応する	ほかの相談支援事業所へ依頼する	行政に依頼する	その他	17	15	8	9	Ｑ5.重症心身障害児（者）の方のサービス等利用計画書を作成したことがありますか	ある	ない	33	46	Ｑ5.重症心身障害児（者）の方のサービス等利用計画書

　　 を作成したことがありますか

ない
59%

ある	今後依頼があれば作成する	他の相談支援事業所に依頼する	作成するかどうかわからない	33	15	18	14	

相談支援事業所 (2)

		Ｑ1.貴施設について、お伺いいたします キ シセツ ウカガ										事業所名とコメントをくっつけるで一表を作る ジギョウショ メイ イッピョウ ツク

		1		事業所名 ジギョウショ メイ								今月中 コンゲツ チュウ

		2		電話番号 デンワ バンゴウ								地図と一覧表をパワーポイント チズ イチラン ヒョウ

		3		FAX番号 バンゴウ								各項目ごとにページを作る カクコウモク ツク

		4		所在地 ショザイチ

		5		訪問可能な主な市町村 ホウモン カノウ オモ シチョウソン

		Ｑ2.重症心身障害児（者）の定義をご存知ですか ジュウショウシンシンショウガイジ シャ テイギ ゾンジ

		Ｑ2-1		知っている シ

		Ｑ2-2		知らない シ

		Ｑ3.重症心身障害児（者）の方（家族・関係機関等）からの相談を受けたことがありますか ジュウショウシンシンショウガイジ シャ カタ カゾク カンケイ キカン ナド ソウダン ウ

		Ｑ3-1		1		ある

		Ｑ3-2		2		ない

		Ｑ3-1-Ａ

				Ａ-1それは誰からの相談でしたか ダレ ソウダン

				1		ａ.家族 カゾク

				2		ｂ.支援者 シエンシャ

				3		ｃ.関係機関 カンケイ キカン

				Ａ-2それはどんな相談でしたか（複数回答可） ソウダン フクスウ カイトウ カ

				1		ａ.生活上の相談 セイカツ ジョウ ソウダン

				2		ｂ.医療的な相談 イリョウテキ ソウダン

				3		ｃ.制度に関する相談 セイド カン ソウダン

				4		ｄ.教育に関する相談 キョウイク カン ソウダン

				5		ｅ.サービス等利用計画書作成に関する相談 ナド リヨウ ケイカクショ サクセイ カン ソウダン

				6		ｆ.その他 タ

				Ａ-3それらの相談事業所として対応（解決）はできましたか ソウダン ジギョウショ タイオウ カイケツ

				1		ａ.できた

				2		ｂ.できなかった

				Ａ-3-1それはどうしてですか

				1		ａ解決手段・方法がなかった カイケツ シュダン ホウホウ

				2		ｂ.ほかの相談支援事業所に依頼した ソウダン シエン ジギョウショ イライ

				3		ｃ.行政に依頼した ギョウセイ イライ

				4		ｄ.その他 タ

		Ｑ4.Ｑ3-2「ない」→これから重症心身障害児（者）の方（本人・家族等）からの相談があればどのように対応されますか ジュウショウシンシンショウガイジ シャ カタ ホンニン カゾク ナド ソウダン タイオウ

				Ｑ4-1		自分の事業所で対応する ジブン ジギョウショ タイオウ

				Ｑ4-2		ほかの相談支援事業所へ依頼する ソウダン シエン ジギョウショ イライ

				Ｑ4-3		行政に依頼する ギョウセイ イライ

				Ｑ4-4		その他 タ

		Ｑ5.重症心身障害児（者）の方のサービス等利用計画書を作成したことがありますか ジュウショウシンシンショウガイジ シャ カタ ナド リヨウ ケイカクショ サクセイ

				Ｑ5-1		ある

				Ｑ5-2		ない

						Ｑ5-1-Ａ		「ある」と回答→作成にあたり、苦労したこと困ったことがありましたか カイトウ サクセイ クロウ コマ

						Ｑ5-2-Ａ		「ない」と回答 カイトウ

						1		ａ.今後依頼があれば作成する コンゴ イライ サクセイ

						2		ｂ.他の相談支援事業所に依頼する ホカ ソウダン シエン ジギョウショ イライ

						3		ｃ.作成するかどうかわからない サクセイ

						Ｑ5-2-Ａ-1		b.cを回答→それはどうしてですか カイトウ

		Q6.重症心身障害児（者）の方がより良い在宅生活をしていく上で何か必要だと思うことがあればご自由にお書きください ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ カタ ヨ ザイタク セイカツ ウエ ナニ ヒツヨウ オモ ジユウ カ



		承諾可否 ショウダク カヒ		Q1												Ｑ2.重症心身障害児（者）の定義をご存知ですか ジュウショウシンシンショウガイジ シャ テイギ ゾンジ				Ｑ3.重症心身障害児（者）の方（家族・関係機関等）からの相談を受けたことがありますか ジュウショウシンシンショウガイジ シャ カタ カゾク カンケイ キカン ナド ソウダン ウ																														Ｑ4.Ｑ3-2「ない」→これから重症心身障害児（者）の方（本人・家族等）からの相談があればどのように対応されますか ジュウショウシンシンショウガイジ シャ カタ ホンニン カゾク ナド ソウダン タイオウ										Ｑ5.重症心身障害児（者）の方のサービス等利用計画書を作成したことがありますか ジュウショウシンシンショウガイジ シャ カタ ナド リヨウ ケイカクショ サクセイ										Q6.重症心身障害児（者）の方がより良い在宅生活をしていく上で何か必要だと思うことがあればご自由にお書きください ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ カタ ヨ ザイタク セイカツ ウエ ナニ ヒツヨウ オモ ジユウ カ

				事業所名 ジギョウショ メイ		電話番号 デンワ バンゴウ		FAX番号 バンゴウ		郵便番号 ユウビンバンゴウ		所在地 ショザイチ		訪問可能な主な市町村 ホウモン カノウ オモ シチョウソン		知っている		知らない シ		ある		ない		それは誰からの相談でしたか						それはどんな相談でしたか														それらの相談事業所として対応（解決）はできましたか						自分の事業所で対応する ジブン ジギョウショ タイオウ		他の相談支援事業所へ依頼する ホカ ソウダン シエン ジギョウショ イライ		行政に依頼する ギョウセイ イライ		その他 タ				ある		ない		「ある」と回答		「ない」
と回答		b.c（23）を回答

																								家族 カゾク		支援者 シエンシャ		関係機関 カンケイ キカン		生活上の相談 セイカツ ジョウ ソウダン		医療的な相談 イリョウテキ ソウダン		制度に関する相談 セイド カン ソウダン		教育に関する相談 キョウイク カン ソウダン		サービス等利用計画書作成に関する相談 ナド リヨウ ケイカクショ サクセイ カン ソウダン		その他 タ		その他回答 タ カイトウ		それらの相談事業所として対応（解決）はできましたか		それはどうしてですか		それはどうしてですか

		否 イナ		手話通訳派遣協会相談支援事業所		0287-73-4422		0287-62-7776		325-0026		栃木県那須塩原市上厚崎431-17 ３２５－００２６				0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		0		1		本事業所と同様の地域で一般相談支援事業所と連携を図り対応する ホン ジギョウショ ドウヨウ チイキ イッパン ソウダン シエン ジギョウショ レンケイ ハカ タイオウ		0		1		0		2		当事業所は手話通訳派遣を主目的とする事業所であるため、聴覚障害に対するノウハウはあるがそれ以外の障害者に対応する専門性を有していない為 トウ ジギョウショ シュワ ツウヤク ハケン シュモクテキ ジギョウショ チョウカク ショウガイ タイ イガイ ショウガイシャ タイオウ センモンセイ ユウ タメ

		否 イナ		相談支援事業所すまいる		0285-45-7199		0285-45-8437		329-0205		小山市間々田750-1		小山市 オヤマシ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		1		0				0		1		0		3		現在担当させていただいているケースの他に受け入れる時間的余裕がないため。また専門的な知識や経験がなく自信がないため。 ゲンザイ タントウ ホカ ウ イ ジカンテキ ヨユウ センモンテキ チシキ ケイケン ジシン

		否 イナ		やまゆりの里		0284-90-2030		0284-90-2031		326-0011		足利市大沼田町525-1		足利市 アシカガシ		0		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		ショートステイの利用が可能かどうか リヨウ カノウ		2		1		ショートの利用を希望していたが、幼児で夜間に吸引が必要とのことだったので職員配置上困難と判断 リヨウ キボウ ヨウジ ヤカン キュウイン ヒツヨウ ショクイン ハイチ ジョウ コンナン ハンダン		0		0		0		0				0		1		0		2		あしかがの森さんが近くにあり専門性もあるため モリ チカ センモンセイ

		否 イナ		相談支援センターひかり		028-612-7717		028-612-7718		320-0072		宇都宮市若草4-20-7		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		0		1		0		1		0		0		1		0		1		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		居宅介護事業所とニーズのマッチング キョタク カイゴ ジギョウショ		0				短期入所事業所（医療的ケア対応型）の整備 タンキ ニュウショ ジギョウショ イリョウテキ タイオウガタ セイビ

		否 イナ		相談支援センター歩み		028-667-5151		028-667-5150		321-3233		宇都宮市上籠谷町3792		真岡市、芳賀町、宇都宮市 モオカシ ハガマチ ウツノミヤシ		0		1		1		0		0		1		0		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		毎日お会いしている方ではないしお話ができる方ではないので、計画書を作ることは少々戸惑いはありましたが、すべて療育指導室の先生にご指導いただき作成することができました。お幸せな時を過ごしてほしいという思いはいっぱいありますが、なにも出来ていない自分が申し訳ないような気持ちです。 マイニチ ア カタ ハナシ カタ ケイカクショ ツク ショウショウ トマド リョウイク シドウシツ センセイ シドウ サクセイ シアワ トキ ス オモ デキ ジブン モウ ワケ キモ		0				すみません。経験不足で在宅の方はよくわかりませんが、独立行政法人国立病院機構宇都宮病院にお伺いし行き届いた介護、職員の先生方の情熱にこういうところで重症心身障害者の方が過ごせることは幸せなのでは…としみじみ思いました。 ケイケン ブソク ザイタク カタ ドクリツ ギョウセイ ホウジン コクリツ ビョウイン キコウ ウツノミヤ ビョウイン ウカガ イ トド カイゴ ショクイン センセイガタ ジョウネツ ジュウショウ シンシン ショウガイシャ カタ ス シアワ オモ

		否 イナ		ワークス共育		0287-39-5593		0287-39-5630		329-2213		那須塩原市上大貫2028-2				1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		0		1		状況に応じて対応する ジョウキョウ オウ タイオウ		0		1				1				相談支援専門員のレベルアップが必要ではないかと思います ソウダン シエン センモンイン ヒツヨウ オモ

		否 イナ		指定特定相談支援センタードリーム		0288-32-2280		0288-32-2281		321-2341		日光市大沢町274		日光市、塩谷町、鹿沼市、宇都宮市 ニッコウシ シオヤ チョウ カヌマシ ウツノミヤ シ		0		1		1		0		1		0		0		1		1		1		0		0		0				1		0				0		0		0		0				1		0		計画を作成するにあたり医療機関との連携方法を具体化していくことに連絡調整に時間を要しました。また医師同士でのやりとりの方が早いように感じました。※解決できたと言っても施設の空き待ちで関係する病院で入院しております。 ケイカク サクセイ イリョウ キカン レンケイ ホウホウ グタイカ レンラク チョウセイ ジカン ヨウ イシ ドウシ ホウ ハヤ カン カイケツ イ シセツ ア マ カンケイ ビョウイン ニュウイン		0				入所ではなく、医療ケアのできる短期入所やグループホーム、日中一時、生活介護の拡充が必要であること。また重症心身障害児（者）への理解を広めていき、理解者を増やすこと、訪問看護、訪問医療、居宅介護も活用しやすい環境づくりを相談支援専門員はネットワークづくりに努めなければんらないと思います。 ニュウショ イリョウ タンキ ニュウショ ニッチュウ イチジ セイカツ カイゴ カクジュウ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ リカイ ヒロ リカイシャ フ ホウモン カンゴ ホウモン イリョウ キョタク カイゴ カツヨウ カンキョウ ソウダン シエン センモンイン ツト オモ

		否 イナ		ユーファーム支援センター		028-689-0070		028-680-0750		321-0972		宇都宮市下川俣町206-127		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2		これまでの実績として主に就労系の利用計画の作成を行っており重症心身障害児の方への支援については経験や人員の不足から対応が困難であると思われるため ジッセキ オモ シュウロウ ケイ リヨウ ケイカク サクセイ オコナ ジュウショウ シンシン ショウガイジ カタ シエン ケイケン ジンイン フソク タイオウ コンナン オモ

		否 イナ		障害者相談支援センターひびき		028-666-7601		028-666-7602		321-0403		宇都宮市下小倉町1536		宇都宮市、さくら市 ウツノミヤシ シ		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2		かつて受け入れたことがなく、またスタッフにも医療的ケアの知識や経験が乏しく、自信をもって迎え入れることができない ウ イ イリョウテキ チシキ ケイケン トボ ジシン ムカ イ		受け入れる施設が近辺にあること ウ イ シセツ キンペン

		否 イナ		相談支援事業ぴゅあ		028-611-1771		028-611-1772		321-0911		宇都宮市問屋町3426-46		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2

		否 イナ		指定特定相談支援事業所すえひろ		0287-23-3962		0287-24-1670		324-0042		大田原市末広1-2-5		大田原市、大田原市以外は交通費を受領 オオタワラシ オオタワラシ イガイ コウツウヒ ジュリョウ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2		事業所の対象を精神障害に限定し、市に申請しているため ジギョウショ タイショウ セイシン ショウガイ ゲンテイ シ シンセイ

		否 イナ		相談支援センターふじみだい		0285-44-0200		0285-44-4255		329-0412		下野市芝1123		下野市 シモノ シ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		0		1		ケースによって検討 ケントウ		0		1				2

		否 イナ		相談支援センターひゅーまにあ宇都宮		028-678-5385		028-678-5395		320-0802		宇都宮市江野町6-15大立ビル4階		宇都宮市（鹿沼市等近隣市町村） ウツノミヤシ カヌマシ ナド キンリン シチョウソン		0		1		1		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		あるではありますが、初めての作成でまた完成はしていない段階です。病院で実施されている活動医療等で自分自身が未熟で理解が足りていない為に苦労しています。 ハジ サクセイ カンセイ ダンカイ ビョウイン ジッシ カツドウ イリョウ ナド ジブン ジシン ミジュク リカイ タ タメ クロウ		0				①医療面での安心②外部と交流する機会③家族の方への支援 イリョウ メン アンシン ガイブ コウリュウ キカイ カゾク カタ シエン

		否 イナ		地域活動支援センターあしかが		0284-41-2643		0284-43-0463		326-0808		足利市本城1-1547		足利市 アシカガシ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0						0		1		0		0				0		1				2		専門外で知識等はなく、計画書の作成は難しいため センモンガイ チシキ トウ ケイカクショ サクセイ ムズカ

		否 イナ		南那須地区障害者相談支援センター		0287-80-1020		0287-80-1027		321-0624		那須烏山市旭1-18-8		那須烏山市、那珂川町 ナスカラスヤマシ ナカガワマチ		1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		アセスメント、院内での面会予定の調整、家族への説明など インナイ メンカイ ヨテイ チョウセイ カゾク セツメイ		0				在宅医療、訪問リハビリなど24時間対応出来る専門家チーム ザイタク イリョウ ホウモン ジカン タイオウ デキ センモンカ

		否 イナ		ワン・ハーモニー		0287-22-8255		0287-48-7225		324-0042		大田原市末広1-3618-13				0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				0

		否 イナ		ひまわり相談支援事業所		0282-20-5006		0282-23-4878		328-0052		栃木市祝町12－9				0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		1		0				0		1				3		意思伝達が自分にとって受け止められるかに不安があるため イシ デンタツ ジブン ウ ト フアン

		否 イナ		サンフラワーライフ		0285-22-1109		0285-22-1345		323-0808		小山市出井1936		小山市内 オヤマシナイ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				3		近隣に受け入れ施設が少なく在宅福祉サービスに向けるのが難しい キンリン ウ イ シセツ スク ザイタク フクシ ム ムズカ

		否 イナ		natu- la(ナチュラ)		0287-67-3115		0287-67-3115		329-3153		那須塩原市大原間239-1		那須塩原市、大田原市、那須町 ナスシオバラ シ オオタワラシ ナスマチ		0		1		1		0		1		0		0		1		1		1		0		0		0				1		0				0		0		0		0				1		0		サービス自体の幅がせまいため、本人が安全に安心した生活をうけられるためにどう組み合わせたら良いか。又、家族によっては苦手な事業所もあり限られた事業所を探すのが難しかった。 ジタイ ハバ ホンニン アンゼン アンシン セイカツ ク ア ヨ マタ カゾク ニガテ ジギョウショ カギ ジギョウショ サガ ムズカ		0				訪問系のサービスがもっと充実して欲しい ホウモン ケイ ジュウジツ ホ

		否 イナ		相談支援事業所ふるさとホーム那須		0287-98-3001		0287-98-8080		324-0414		大田原市片府田1301-59		大田原市、那須町、那須塩原市、周辺 オオタワラシ ナスマチ ナスシオバラ シ シュウヘン		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2		主な精神知的関係なので、今後はできるよう専門的な部分の勉強が必要です。 オモ セイシン チテキ カンケイ コンゴ センモンテキ ブブン ベンキョウ ヒツヨウ		①専門相談②居場所③地域の理解 センモン ソウダン イバショ チイキ リカイ

		否 イナ		特定相談支援事業所きのこ		028-635-8746		028-635-8778		320-0846		栃木県宇都宮市滝の原2-4-42 ３２０－０８４６		宇都宮市 ウツノミヤシ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		1		0				0		1				3		どのように作成したらいいか不安のため サクセイ フアン

		否 イナ		こども発達支援センター鹿沼市あおば園		0289-63-1745		0289-63-1745		322-0074		鹿沼市日吉町320－1				1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		1		0				0		1				2		相談支援専門員の不足、児童発達支援事業所利用のための計画書作成が主な業務になっている ソウダン シエン センモンイン フソク ジドウ ハッタツ シエン ジギョウショ リヨウ ケイカクショ サクセイ オモ ギョウム

		否 イナ		障害者相談支援センターみつか・Ｒｕ		028-648-3971		028-648-3936		321-0347		宇都宮市飯田町261		宇都宮市、鹿沼市 ウツノミヤシ カヌマシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		1		状況に応じして他機関と連携し判断する場合もある ジョウキョウ オウ ホカ キカン レンケイ ハンダン バアイ		0		1				1		計画依頼の状況に応じて対応できない月もある（モニタリング件数） ケイカク イライ ジョウキョウ オウ タイオウ ツキ ケンスウ

		否 イナ		工房つばさ		0285-40-0388		0285-40-6700		329-0401		下野市箕輪425-1		下野市、上三川町、壬生町、ただし状況に応じて対応することが難しい場合もある シモノ シ カミノカワマチ ミブマチ ジョウキョウ オウ タイオウ ムズカ バアイ		1		0		1		0		1		0		0		1		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		短期入所、ヘルパーなどの利用希望があっても受け入れてくれる事業所が見つからない タンキ ニュウショ リヨウ キボウ ウ イ ジギョウショ ミ		3		状況により作成することができない場合がある ジョウキョウ サクセイ バアイ		重心の方の短期入所等の利用ができるところが必要。在宅でのサービスの受入必要だと思われる。 ジュウシン カタ タンキ ニュウショ ナド リヨウ ヒツヨウ ザイタク ウケイレ ヒツヨウ オモ

		否 イナ		相談支援事業所グーフォ		028-673-0002		028-671-0785		329-1105		宇都宮市中岡本町3178-3				1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1				在宅生活を支える家族に負担が重くならないようにする。緊急時に対応してくれる医療ケア付きの宿泊施設を増やしてほしい ザイタク セイカツ ササ カゾク フタン オモ キンキュウジ タイオウ イリョウ ツ シュクハク シセツ フ

		否 イナ		那珂川町社協相談支援事業所		0287-92-1273		0287-92-1295		324-0613		那珂川町馬頭560-1		那珂川町 ナカガワマチ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				0				移動支援サービス イドウ シエン

		否 イナ		相談支援事業所大山田ノンフェール		0287-93-0660		0287-83-8182		324-0602		那珂川町大山田下郷955		那珂川町 ナカガワマチ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		1		0				0		1				2		平成27年度で相談支援事業を終了するため ヘイセイ ネンド ソウダン シエン ジギョウ シュウリョウ

		否 イナ		在宅サポートこころ		028-651-0780		028-651-0781		320-0042		宇都宮市材木町4-24				0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2

		否 イナ		相談支援事業所みらい ソウダン シエン ジギョウショ		0280-57-2673		0280-57-2673		329-0111		野木町丸林371-12		野木町、小山市 ノギマチ オヤマシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		0		1		しかるべき関係機関と連携して対応する カンケイ キカン レンケイ タイオウ		0		1				3		重症心身のノウハウがない ジュウショウ シンシン

		否 イナ		大田原市社会福祉協議会		0287-54-1849		0287-54-2745		324-0233		栃木県大田原市黒羽田町848 ３２４－０２３３		大田原市内 オオタワラシナイ		0		1		1		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0				2		1				0		1		0		0				0		1				2		職員が未熟なため ショクイン ミジュク		在宅医療の充実、居宅介護の２４時間対応（サービス事業所）の充実 ザイタク イリョウ ジュウジツ キョタク カイゴ ジカン タイオウ ジギョウショ ジュウジツ

		否 イナ		障がい者相談支援センターとまつり		028-680-5570		028-680-5271		320-0052		宇都宮市中戸祭町813		宇都宮市、近隣市町村 ウツノミヤシ キンリン シチョウソン		0		1		1		0		1		0		0		1		0		0		0		0		1		親子間の関わり オヤコ カン カカ		0		0		現在対応中 ゲンザイ タイオウチュウ		0		0		0		0				1		0		保護者との連携がとれない ホゴシャ レンケイ		0

		否 イナ		宇都宮市社会福祉協議会		028-636-1536		028-636-1537		320-0806		宇都宮市中央1-1-15		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		0				2		1		医療的ケアが必要な方が長時間外出したい。長時間支援者の拘束、移動手段（車の中での対応）、医療的ケアが必要な方が外出したいときに外出できる環境がすぐに整えられない、医療的けが必要な方で要介助であるが、歩行できる方が利用できる短期入所先はないか（アクセス時間も含む） イリョウテキ ヒツヨウ カタ チョウジカン ガイシュツ チョウジカン シエン シャ コウソク イドウ シュダン クルマ ナカ タイオウ イリョウテキ ヒツヨウ カタ ガイシュツ ガイシュツ カンキョウ トトノ イリョウテキ ヒツヨウ カタ ヨウ カイジョ ホコウ カタ リヨウ タンキ ニュウショ サキ ジカン フク		0		0		0		0				1		0		専門的（医療面）な知識がなく、専門用語が多く調べたり聞いたりしながら支援していくこと。長く関わらないと親の思いまで聞き出せないこと。 センモンテキ イリョウ メン チシキ センモン ヨウゴ オオ シラ キ シエン ナガ カカ オヤ オモ キ ダ		0				当事者が何歳になっても利用できるサービス環境（短期入所、訪問入浴など）。教育もほかのお子さん同様平等に受けられる機会（学校行事も含む）。相談対応できる人材の確保。緊急時でも利用できるサービスの調整・確保。直接支援できるサービス・人材を増やすこと。 トウジシャ ナンサイ リヨウ カンキョウ タンキ ニュウショ ホウモン ニュウヨク キョウイク コ ドウヨウ ビョウドウ ウ キカイ ガッコウ ギョウジ フク ソウダン タイオウ ジンザイ カクホ キンキュウジ リヨウ チョウセイ カクホ チョクセツ シエン ジンザイ フ

		承諾 ショウダク		ライフサポートセンターゆめ		0280-33-3624		0280-57-4624		329-0111		野木町丸林630-4		野木町、その周辺地域 ノギマチ シュウヘン チイキ		1		0		1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		1		福祉サービス利用に関する相談 フクシ リヨウ カン ソウダン		1		0				0		0		0		0				1		0		医療的な情報、知識に乏しくわからない用語などが数多く出てきた。医療的ケアの内容の聞き取り（どの部分を聞いていけばよいのか） イリョウテキ ジョウホウ チシキ トボ ヨウゴ カズオオ デ イリョウテキ ナイヨウ キ ト ブブン キ		0				Ｆａの負担軽減のためのレスパイト先（ＨＰ、ＳＳ機関等）。家族それぞれの訴え、希望を明確にしていく。関係機関がチームになりＦａの支え応援をしていく。 フタン ケイゲン サキ キカンナド カゾク ウッタ キボウ メイカク カンケイ キカン ササ オウエン

		承諾 ショウダク		足利ケアサービス		0284-21-7630		0284-21-3109		326-0843		足利市五十部町809-3		足利市、佐野市、太田市 アシカガシ サノシ オオタシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		0		1		ケースによって対応する タイオウ		0		1				3

		承諾 ショウダク		相談支援センターみさと		0285-72-9767				321-4104		芳賀郡益子町大沢2800-5		芳賀郡内（真岡市、益子町、市貝町、芳賀町、茂木町） ハガ グンナイ モオカシ マシコ チョウ イチ ガイ マチ ハガマチ モギマチ		1		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		資源が少ない、短期入所先の確保が難しかった。計画を作るのには、医療情報が難しく感じられた。 シゲン スク タンキ ニュウショ サキ カクホ ムズカ ケイカク ツク イリョウ ジョウホウ ムズカ カン		0				連携の取れる医療関係者がたくさん地域の中にいてくれると安心して生活できるかな。外出や余暇の充実を図るために医療の必要な人の生活が限られてしまっている（あきらめてしまっている） レンケイ ト イリョウ カンケイシャ チイキ ナカ アンシン セイカツ ガイシュツ ヨカ ジュウジツ ハカ イリョウ ヒツヨウ ヒト セイカツ カギ

		承諾 ショウダク		サポートセンターとみや生活支援センター		028-665-8230		028-665-8230		321-2116		宇都宮市徳次郎町540		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		0		1		0		0		0		0		1		1		1		1		1		0				0		1		医療的なケアが必要な利用者様の日中活動先が限られて利用できない人がいる。学校との連携が取りにくい。通勤手段・行事参加制限があり平等性が保たれない。学校はサービスで対応を望み、福祉行政は教育で何とかするべきとつねに折り合わない。 イリョウテキ ヒツヨウ リヨウシャサマ ニッチュウ カツドウ サキ カギ リヨウ ヒト ガッコウ レンケイ ト ツウキン シュダン ギョウジ サンカ セイゲン ビョウドウセイ タモ ガッコウ タイオウ ノゾ フクシ ギョウセイ キョウイク ナン オ ア		0		0		1		0		協力してほしい キョウリョク		1		0		利用できるサービスが限られている。社会参加できる機会が少なく、場が限られている。介護者の負担軽減が取りにくい。夢や希望を叶えるための資源が少ない。 リヨウ カギ シャカイ サンカ キカイ スク バ カギ カイゴシャ フタン ケイゲン ト ユメ キボウ カナ シゲン スク		0				通勤手段、保護者なくても教育が受けられる環境。常に親同行を求めるのでは、自立につながらず、いつになっても親の負担は軽減されない。親が安心して託せる日中活動の場。社会参加、役割を担える環境作り、職場。地域で生活していくための交流の機会や場があるといい。緊急的にレスパイトを受け入れてくれる場。 ツウキン シュダン ホゴシャ キョウイク ウ カンキョウ ツネ オヤ ドウコウ モト ジリツ オヤ フタン ケイゲン オヤ アンシン タク ニッチュウ カツドウ バ シャカイ サンカ ヤクワリ ニナ カンキョウ ヅク ショクバ チイキ セイカツ コウリュウ キカイ バ キンキュウテキ ウ イ バ

		承諾 ショウダク		社会就労センターえいぶるの里 シャカイ シュウロウ サト		0285-22-4561		0285-224581		323-0003		小山市東島田2403-2		小山市、下野市、上三川町、野木町、結城市、古河市、筑西市 オヤマシ シモノ シ カミノカワマチ ノギマチ ユウキシ コガシ ツク ニシ シ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				1		0		自己決定が難しいため、家族中心の考えになってしまうこと。また、利用できる社会資源が少ない。 ジコ ケッテイ ムズカ カゾク チュウシン カンガ リヨウ シャカイ シゲン スク		1				関係機関との連携、特に在宅が長い方は医療機関とのかかわりが家族も含め、希薄になってしまい、二次障害に対応できない。地域に総合的に支援でき、医療的ケアが受けられる場所、または訪問医療の充実が必要と思います。 カンケイ キカン レンケイ トク ザイタク ナガ カタ イリョウ キカン カゾク フク キハク ニジ ショウガイ タイオウ チイキ ソウゴウテキ シエン イリョウテキ ウ バショ ホウモン イリョウ ジュウジツ ヒツヨウ オモ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所「ピュア」		0282-31-3911		0282-31-3912		328-0133		栃木市大森町465		栃木市、鹿沼市、佐野市、小山市、壬生町 トチギシ カヌマシ サノシ オヤマシ ミブマチ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1

		承諾 ショウダク		社会福祉法人とちのみ会　こなかの森 シャカイ フクシ ホウジン カイ モリ		0283-24-5757		0283-24-6294		327-0001		佐野市小中町1280		佐野市、足利市 サノシ アシカガシ		1		0		1		0		1		0		0		1		0		1		0		0		0				1		2		通所型のため、短期入所の受け入れはサービスとして提供できず、他施設の紹介、相談支援事業につなげている。 ツウショ ガタ タンキ ニュウショ ウ イ テイキョウ タ シセツ ショウカイ ソウダン シエン ジギョウ		0		0		0		0				1		0		療養型短期入所ほかの施設への短期入所の受け入れ状況など、受け入れ場所を見つけるなど。短期入所時の発作発症時医療への繋ぎが困難。問題多（かかりつけ医への搬送） リョウヨウガタ タンキ ニュウショ シセツ タンキ ニュウショ ウ イ ジョウキョウ ウ イ バショ ミ タンキ ニュウショ ジ ホッサ ハッショウ ジ イリョウ ツナ コンナン モンダイ タ イ ハンソウ		0				佐野市には、身障（重心）短期入所施設がなく老人施設に佐野市が委託しているが、利用する人もいなく、サービスが使いづらい状態にある。短期入所受け入れ可能施設が増えることで、家族のほうも使いやすく利便性があがると考えます。 サノシ シンショウ ジュウシン タンキ ニュウショ シセツ ロウジン シセツ サノシ イタク リヨウ ヒト ツカ ジョウタイ タンキ ニュウショ ウ イ カノウ シセツ フ カゾク ツカ リベンセイ カンガ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所テトテ		0287-36-7171		0287-36-7181		329-2732		那須塩原市一区町251-1		那須塩原市（大田原、矢板、那須町、那珂川町、烏山） ナスシオバラ シ オオタワラ ヤイタ ナスマチ ナカガワマチ カラスヤマ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		0		1		委託の相談支援事業所や重心専門の事業所に相談する イタク ソウダン シエン ジギョウショ ジュウシン センモン ジギョウショ ソウダン		0		1				3		その方にとって、より専門性の高い方が対応することが望ましいと思いますので、作成が適するか否か周囲のサービス状況なども考慮して決めたいと思います。適切にアドバイスをいただける地域の環境が整っていれば、スキルアップ、経験の積み重ねのためにも作成したいです。 カタ センモンセイ タカ ホウ タイオウ ノゾ オモ サクセイ テキ イナ シュウイ ジョウキョウ コウリョ キ オモ テキセツ チイキ カンキョウ トトノ ケイケン ツ カサ サクセイ		相談支援専門員のスキルアップ。きめ細かい支援（サービスの充実）本人のニーズを正しく理解できる人材の育成と地域の理解。 ソウダン シエン センモンイン コマ シエン ジュウジツ ホンニン タダ リカイ ジンザイ イクセイ チイキ リカイ

		承諾 ショウダク		指定特定相談支援事業所あじさい		0287-60-3361		0287-60-3362		325-0034		那須塩原市東原166		那須塩原市、那須町 ナスシオバラ シ ナスマチ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2				訪問看護、訪問診療を行う医師が必要だと思います。 ホウモン カンゴ ホウモン シンリョウ オコナ イシ ヒツヨウ オモ

		承諾 ショウダク		障害者相談支援センターいぶき		028-678-3502		028-676-3501		329-1216		高根沢町桑窪2266-2		高根沢町 タカネザワマチ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1				短期入所など受け入れてくれる施設を増やしてほしい。県内で受け入れていただけない為、県外の施設を考えなくてはいけない方がいます。 タンキ ニュウショ ウ イ シセツ フ ケンナイ ウ イ タメ ケンガイ シセツ カンガ カタ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所わくわくおやま		0285-24-6575		0285-20-0255		323-0022		小山市駅東通り3-9-6		小山市 オヤマシ		1		0		1		0		1		1		1		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		関係事業所が多いことで情報収集連携等大変。医療機関とも連携を図る必要あり。レスパイト、ショートステイの受入困難。利用できる事業所が少ない。 カンケイ ジギョウショ オオ ジョウホウ シュウシュウ レンケイ ナド タイヘン イリョウ キカン レンケイ ハカ ヒツヨウ ウケイレ コンナン リヨウ ジギョウショ スク		0				重症心身障害児（者）を受け入れしてくれる事業所、施設がもっと多くあればよいと思われる。通所日中一時短期入所など。相談支援、計画作成についてもほかの事業所が受け入れてくれないとの理由で受け入れ可能事業所へ集中してしまう為、相談員への研修等を増やせばよいが。しかし日々の業務が多忙であるため、難しいのかな？ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ ウ イ ジギョウショ シセツ オオ オモ ツウショ ニッチュウ イチジ タンキ ニュウショ ソウダン シエン ケイカク サクセイ ジギョウショ ウ イ リユウ ウ イ カノウ ジギョウショ シュウチュウ タメ ソウダン イン ケンシュウ ナド フ ヒビ ギョウム タボウ ムズカ

		承諾 ショウダク		相談支援センターネクスト		080-8854-9551		0280-612-1558		320-0034		宇都宮市泉町6-25		宇都宮市 ウツノミヤシ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2

		承諾 ショウダク		相談支援事業のぞみ		0287-65-2288		0287-65-2282		329-3152		那須塩原市上中野53		那須塩原市、大田原市、那須町 ナスシオバラ シ オオタワラシ ナスマチ		1		0		1		0		0		0		1		1		1		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		現サービスでの医療ケアをふまえ、将来にむけて他事業との連携につなげるよう計画作成、調整に苦労した。 ゲン イリョウ ショウライ タ ジギョウ レンケイ ケイカク サクセイ チョウセイ クロウ		0				選択肢が増えるよう受け入れ可能な福祉サービス事業所の増加が必要だと思われます。 センタクシ フ ウ イ カノウ フクシ ジギョウショ ゾウカ ヒツヨウ オモ

		承諾 ショウダク		サポートセンターひばり		028-670-0330		028-667-7315		321-3236		宇都宮市竹下町435-159		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		苦労ではないが、お母様がとても一生懸命ですでにサービスも繋がっていたため、現状を計画にする形となったが、計画作成後のかかわりについて相談員としてどのようにすべきことが望ましいかと考える。 クロウ カアサマ イッショウケンメイ ツナ ゲンジョウ ケイカク カタチ ケイカク サクセイ ゴ ソウダン イン ノゾ カンガ		0				福祉サービスや医療、またボランティアが入室されるととてもよいと思います。また、介助者（家族）のケアも考えると気軽に参加できるようなイベント（医療が整っていたり、介助するボランティアさんがいたり）や、同じ重症心身障害児（者）をもつかたとのネットワークがあるといいのかなと思います。 フクシ イリョウ ニュウシツ オモ カイジョシャ カゾク カンガ キガル サンカ イリョウ トトノ カイジョ オナ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ オモ

		承諾 ショウダク		高根沢町障害児者生活支援センターすまいる タカネザワマチ		028-612-2751		028-612-2752		329-1225		栃木県塩谷郡高根沢町石末1825　福祉センター内 ３２９－１２２５ フクシ ナイ		高根沢町 タカネザワマチ		1		0		1		0		0		0		1		0		0		1		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		地元に使える資源がなく苦労した ジモト ツカ シゲン クロウ		0				①医療と福祉の連携ネットワーク②重心の方でも利用できるサービスが増えること③訪問診療医 イリョウ フクシ レンケイ ジュウシン カタ リヨウ フ ホウモン シンリョウ イ

		承諾 ショウダク		障害者相談支援センターフォレスト		0284-91-1816		0284-91-2867		326-0011		足利市大沼田町615		足利市及び近隣市町村 アシカガシ オヨ キンリン シチョウソン		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0				0

		承諾 ショウダク		障がい者相談支援事業所ケアサプライ		0287-73-5312		0287-73-5311		329-3221		栃木県那須郡那須町漆塚762-102 ３２９－３２２１		白河市、那須町、那須塩原市、大田原市 シラカワシ ナスマチ ナスシオバラシ オオタワラシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1				サービスを提供できる事業所の充実を図る テイキョウ ジギョウショ ジュウジツ ハカ

		承諾 ショウダク		南栃木支援センター相談支援		0285-44-6118		0285-44-7215		329-0412		下野市柴1432-105		下野市、小山市、壬生町 シモノ シ オヤマシ ミブマチ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		0		1		介護保険と併用する場合のみ対応する カイゴ ホケン ヘイヨウ バアイ タイオウ		0		1				3		介護保険と併用する場合のみ作成する カイゴ ホケン ヘイヨウ バアイ サクセイ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所とまり木		0287-54-2854		0287-54-2230		324-0231		大田原市北野上3952		大田原市、那須塩原市、那須町 オオタワラシ ナスシオバラシ ナスマチ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1				当事業所の対応範囲は現在、知的障害者特に中・軽度が主だが、精神（高次脳機能障害も含む）分野もやり始めている。今後重症心身障害者もほかの相談支援事業所の助けを得ながら、勉強しながら対応したいと考えている。そのために研修や見学の機会を多く作っていただきたい。今は、当事業所はその程度しか考えられない。 トウ ジギョウショ タイオウ ハンイ ゲンザイ チテキ ショウガイシャ トク チュウ ケイド オモ セイシン コウジ ノウ キノウ ショウガイ フク ブンヤ ハジ コンゴ ジュウショウ シンシン ショウガイシャ ソウダン シエン ジギョウショ タス エ ベンキョウ タイオウ カンガ ケンシュウ ケンガク キカイ オオ ツク イマ トウ ジギョウショ テイド カンガ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所ポンテ		028-652-7288		028-652-6355		321-0341		宇都宮市古賀志町1964-12		宇都宮、鹿沼、日光、壬生 ウツノミヤ カヌマ ニッコウ ミブ		0		1		1		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0				0				未就学児（3～5才）の方の医療型児童発達支援を分離で行う施設が数か所あると良いと思います。 ミシュウガクジ サイ カタ イリョウ ガタ ジドウ ハッタツ シエン ブンリ オコナ シセツ スウ ショ ヨ オモ

		承諾 ショウダク		相談支援センター光輝舎		0285-70-2020		0285-72-8222		321-4105		芳賀郡益子町北中1113-1		芳賀郡、真岡市等 ハガ グン モオカシ ナド		1		0		1		0		1		1		1		1		0		1		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		利用できるサービス事業所が少ない。重心児者に合わせたプログラムが見つからない（近隣で） リヨウ ジギョウショ スク ジュウシン ジ シャ ア ミ キンリン		0				本人の状態にもよるが、重度化する状況に対応できる事業所の確保。家族の負担が大きくなり在宅生活の継続が困難になることが予測されるので、在宅で支援が受けられるような体制の充実と、レスパイトサービスの拡大。 ホンニン ジョウタイ ジュウドカ ジョウキョウ タイオウ ジギョウショ カクホ カゾク フタン オオ ザイタク セイカツ ケイゾク コンナン ヨソク ザイタク シエン ウ タイセイ ジュウジツ カクダイ

		承諾 ショウダク		特定相談支援事業所やすらぎ		028-650-7727		028-650-7728		320-0011		宇都宮市富士見が丘3－19－20		宇都宮市 ウツノミヤシ		0		0		1		0		1		0		0		0		0		1		1		0		0				0		3		対応できるヘルパーがいれば支援する タイオウ シエン		0		0		0		0				0		1				3

		承諾 ショウダク		障がい者支援センターにんべん		028-686-2539		028-686-2584		329-1417		さくら市フィオーレ喜連川5-2-1　フィオーレガーデン1-102		さくら市 シ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1				地域資源アンケートをいただきありがとうございました。設問に対しまして知識不足にこれでいいのかという思いです。相談支援専門員として設問にありました「3」要望がでますれば、先輩相談員・各職種の方々に相談・指導をいただき、相談支援事業を行ってみたいと考えます。大島先生について学ばせて頂きました。 チイキ シゲン セツモン タイ チシキ ブソク オモ ソウダン シエン センモンイン セツモン ヨウボウ センパイ ソウダン イン カクショクシュ カタガタ ソウダン シドウ ソウダン シエン ジギョウ オコナ カンガ オオシマ センセイ マナ イタダ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所おやま		0285-22-1833		0285-228946		323-0014		小山市喜沢660		小山市、下野市 オヤマシ シモノ シ		1		0		1		0		1		1		0		0		0		0		0		1		0				2		3				0		0		0		0				1		0		本人の意思が明確でないので親の意向中心のものになってしまった。 ホンニン イシ メイカク オヤ イコウ チュウシン		0

		承諾 ショウダク		真岡介護センター		0285-80-5200		0285-80-5211		321-4361		真岡市並木町1-8-1　シティ並木102 ナミキ		真岡市、芳賀町南部、市貝町南部、益子町西部、上三川東部 モオカシ ハガマチ ナンブ イチ ガイ チョウ ナンブ マシコ チョウ セイブ カミノカワ トウブ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		0		1				0		1				3		担当者の受け持ちケースの状況など考慮し対応できるか検討したい タントウシャ ウ モ ジョウキョウ コウリョ タイオウ ケントウ

		承諾 ショウダク		さの社協相談支援センターほっぷ		0283-22-8152		0283-22-8199		327-0003		佐野市大橋町3212-27		佐野市全域 サノシ ゼンイキ		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2		現在相談支援専門員1名で行っているため ゲンザイ ソウダン シエン センモンイン メイ オコナ

		承諾 ショウダク		相談支援ウエイブ		0282-23-4465		0282-23-4465		328-0012		栃木市平柳町1-2-7		栃木市、壬生町 トチギシ ミブマチ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		1		0				0		1				2		指定特定相談支援事業で精神に対応しているため シテイ トクテイ ソウダン シエン ジギョウ セイシン タイオウ		ご家族の中だけでは生活がマンネリ化して単調になりかねないので、音楽、体を動かす、読み聞かせ麻痺・拘縮のマッサージなどのリハビリの頻度を高める。ご本人が楽しいと感じることを提供できる。ご家族が疲弊しないよう旅行や趣味などの充実した時間がもてるようサービスを利用していくこと。 カゾク ナカ セイカツ カ タンチョウ オンガク カラダ ウゴ ヨ キ マヒ コウシュク ヒンド タカ ホンニン タノ カン テイキョウ カゾク ヒヘイ リョコウ シュミ ジュウジツ ジカン リヨウ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所わらしべの家		0282-27-1627		0282-27-1675		328-0011		栃木市大宮町2708-3		栃木市 トチギシ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1		専門的な知識が不十分なため行政などの機関と相談しながらの対応となります センモンテキ チシキ フジュウブン ギョウセイ キカン ソウダン タイオウ		短期入所や移動支援などの福祉サービス利用時にお付き合いのある医療機関や訪問看護の看護師が同行でき緊急時の対応が迅速にとれる体制（すでにできていたらすみません） タンキ ニュウショ イドウ シエン フクシ リヨウ ジ ツ ア イリョウ キカン ホウモン カンゴ カンゴシ ドウコウ キンキュウジ タイオウ ジンソク タイセイ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所　空		0287-73-8165		0287-73-8165		329-3157		那須塩原市大原間西1-19-9		那須塩原市、大田原市、那須町 ナスシオバラ シ オオタワラシ ナスマチ		1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		重心のお子様の療育支援をやっていたので、苦労はありませんでしたが、医療（訪問看護）訪問リハ訪問入浴の制度を知らなかったので、その方々との連携が取れて大変勉強になりました。 ジュウシン コサマ リョウイク シエン クロウ イリョウ ホウモン カンゴ ホウモン ホウモン ニュウヨク セイド シ カタガタ レンケイ ト タイヘン ベンキョウ		0				医療的ケアの必要な方には支援スタッフ・必ず看護師の方が不在では双方安心したケアはできません。例）乳幼児の通所事業は保母と看護師さん。小学→高校までは義務教育がありますが事後に生活介護はもちろんですが、本当に重心の方の為の日中活動の場が不足しているとおもいますので重心の方の通所事業は必要と思います。家庭以外で通える場所→一時預かりや療育支援事業→高校卒業後は通所施設（一時預かりも含めて） イリョウテキ ヒツヨウ カタ シエン カナラ カンゴシ カタ フザイ ソウホウ アンシン レイ ニュウヨウジ ツウショ ジギョウ ホボ カンゴシ ショウガク コウコウ ギム キョウイク ジゴ セイカツ カイゴ ホントウ ジュウシン カタ タメ ニッチュウ カツドウ バ フソク ジュウシン カタ ツウショ ジギョウ ヒツヨウ オモ カテイ イガイ カヨ バショ イチジ アズ リョウイク シエン ジギョウ コウコウ ソツギョウゴ ツウショ シセツ イチジ アズ フク

		承諾 ショウダク		相談支援事業所みどり		0285-45-8362		0285-45-8397		329-0214		小山市乙女786-1		小山市、栃木市、古河市、結城市 オヤマシ トチギシ コガシ ユウキシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0		大人は対応可能 オトナ タイオウ カノウ		1		1		大人はあるが、こどもはない。先日訪問介護を事業所にお願いしたところどこの事業所も受けていただけなかった。 オトナ センジツ ホウモン カイゴ ジギョウショ ネガ ジギョウショ ウ		3		成人しか計画相談をしたことがないので不安である。当事業所は相談員が一名なので相談する相手がいない セイジン ケイカク ソウダン フアン トウ ジギョウショ ソウダン イン イチメイ ソウダン アイテ		サービス事業所で受けてもらえないケースがある。特に重心や精神知的等重複して疾患を持っていると問い合わせた時点でお断りされてします。 ジギョウショ ウ トク ジュウシン セイシン チテキ ナド チョウフク シッカン モ ト ア ジテン コトワ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所こころみ		0284-41-5039		0284-43-2665		326-0061		足利市田島町611-2				0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		1		0				0		1				3		これまで前例がなく、またこの障害について熟知した方（機関）があるならそちらでしていただいた方がご本人様にとってよい支援であると考えるから。※現在当法人の入所・通所等サービスを利用されている方の相談支援がほとんどの状況です。 ゼンレイ ショウガイ ジュクチ カタ キカン ホウ ホンニンサマ シエン カンガ ゲンザイ トウホウジン ニュウショ ツウショ ナド リヨウ カタ ソウダン シエン ジョウキョウ

		承諾 ショウダク		相談支援センターのどか　真岡センター		0285-81-5890		0285-85-8452		321-4305		真岡市荒町111-1		真岡市、芳賀町、市貝町、益子町、茂木町 モオカシ ハガマチ イチガイ マチ マシコ チョウ モギ マチ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1				在宅での生活では家族の介護負担の軽減が必要。フォーマルインフォーマルの枠にとらわれない福祉サービス。 ザイタク セイカツ カゾク カイゴ フタン ケイゲン ヒツヨウ ワク フクシ

		承諾 ショウダク		友井タクシー介護ステーションふれあい		0285-30-0840		0285-30-0844		323-0025		小山市城山町2丁目12-25		小山市 オヤマシ		1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		利用するサービスは多様で、施設・病院・学校など医療福祉事業所数も多く連携を図るのが困難。学校行事に参加するための会出自の支援サービスがない。 リヨウ タヨウ シセツ ビョウイン ガッコウ イリョウ フクシ ジギョウショ スウ オオ レンケイ ハカ コンナン ガッコウ ギョウジ サンカ カイ シュツジ シエン		0				ご家族様が安心して預けることができる施設と必要に預けられる施設の数は少ない。片道１時間以上かかるためとても不便に思います。呼吸器の方の預かり先は少ない。 カゾクサマ アンシン アズ シセツ ヒツヨウ アズ シセツ カズ スク カタミチ ジカン イジョウ フベン オモ コキュウキ カタ アズ サキ スク

		承諾 ショウダク		もくせいの里		0282-43-0593		0282-43-1387		329-4405		栃木市大平町西山田1198		栃木市内 トチギシナイ		0		1		1		0		1		0		0		1		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		ニーズにあてはまるサービスがなかった。例）①入浴支援②移送サービス　①自宅の浴槽では支援が入れず訪問入浴を検討。しかし、浴槽を置けるスペースがなく断念。②主たる介護者が入院。学校までの送迎ができず特例で市の移送サービスを利用するもかなり時間を要した。 レイ ニュウヨク シエン イソウ ジタク ヨクソウ シエン ハイ ホウモン ニュウヨク ケントウ ヨクソウ オ ダンネン シュ カイゴシャ ニュウイン ガッコウ ソウゲイ トクレイ シ イソウ リヨウ ジカン ヨウ		0				①地域の理解や協力②受け入れの拡大（重心の通所、24時間看護体制が整った短期入所）③デマンドタクシー等関係者の重心に対する理解（理解附属により資源として存在するが利用しがたい）④児童が入浴支援を受けられる環境（家族の身体的な介護負担軽減） チイキ リカイ キョウリョク ウ イ カクダイ ジュウシン ツウショ ジカン カンゴ タイセイ トトノ タンキ ニュウショ ナド カンケイシャ ジュウシン タイ リカイ リカイ フゾク シゲン ソンザイ リヨウ ジドウ ニュウヨク シエン ウ カンキョウ カゾク シンタイテキ カイゴ フタン ケイゲン

		承諾 ショウダク		足利障害者相談支援センター		0284-44-0307		0284-44-0318		326-0064		足利市東砂原後町1072		足利市、佐野市 アシカガシ サノシ		1		0		1		0		1		0		0		1		0		1		0		1		0				1		0				0		0		0		0				0		1				2		委託相談支援事業所のため イタク ソウダン シエン ジギョウショ		医療的ケアが整った施設のショートステイ充実が必要。また、特に呼吸器をつけた方のショート療養介護の利用とそれらを利用するための送迎体制の充実が必要。 イリョウテキ トトノ シセツ ジュウジツ ヒツヨウ トク コキュウキ カタ リョウヨウ カイゴ リヨウ リヨウ ソウゲイ タイセイ ジュウジツ ヒツヨウ

		承諾 ショウダク		指定障害者相談支援事業所あるしぇん		0282-86-7665		0282-21-7109		321-0201		栃木県下都賀郡壬生町安塚2032 ３２１－０２０１		壬生町 ミブマチ		1		0		1		0		1		0		0		1		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		①相談支援専門員として重症心身障害児（者）の方に対する支援の知識や経験が少ない②医療的ケアが必要となる方に対して対応できる福祉サービス（事業所）が少ない。 ソウダン シエン センモンイン ジュウショウシンシンショウガイジ シャ カタ タイ シエン チシキ ケイケン スク イリョウテキ ヒツヨウ カタ タイ タイオウ フクシ ジギョウショ スク		0				医療的ケアが必要な方に関して、福祉のサービスでは対応しきれない部分が多く、結果として家族が本人を抱え込まざるを得ない現状があるように感じます。家族の介護負担が少しでも軽減できるよう福祉サービスも柔軟な対応が出来るようになるといいなと思います。 イリョウテキ ヒツヨウ カタ カン フクシ タイオウ ブブン オオ ケッカ カゾク ホンニン カカ コ エ ゲンジョウ カン カゾク カイゴ フタン スコ ケイゲン フクシ ジュウナン タイオウ デキ オモ

		承諾 ショウダク		下野市相談支援事業所 こばと		0285-44-6783		0285-44-6783		329-0414		下野市小金井1146-6		下野市、上三川町 シモノ シ カミノカワマチ		1		0		1		0		0		0		1		1		0		1		1		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		医療的ケアが必要な乳幼児に対応できるヘルパー事業所。短期入所・日中一時支援事業所が近くにない（少ない）。 イリョウテキ ヒツヨウ ニュウヨウジ タイオウ ジギョウショ タンキ ニュウショ ニッチュウ イチジ シエン ジギョウショ チカ スク		0				設問5で回答した内容：外出可能な方は児童発達支援を利用可能であるが無理な方は外部との交流をもちにくい。訪問看護・訪問リハビリが入っているケースはいいがない場合母子で孤立しがち。幸いあそびの支援をしてくれるヘルパー事業所があり支援につながっている。ヘルパー利用を希望されない家庭、利用したくてもヘルパー事業所がない等支援に苦慮する。 セツモン カイトウ ナイヨウ ガイシュツ カノウ カタ ジドウ ハッタツ シエン リヨウ カノウ ムリ カタ ガイブ コウリュウ ホウモン カンゴ ホウモン ハイ バアイ ボシ コリツ サイワ シエン ジギョウショ シエン リヨウ キボウ カテイ リヨウ ジギョウショ ナド シエン クリョ

		承諾 ショウダク		相談支援センターぴあん ソウダン シエン		0282-31-1755		0282-31-2919		328-0067		栃木市皆川城内町333-2		栃木市、小山市 トチギシ オヤマシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1				これまで現場で関わったことがなく、事例検討でしか情報を把握しておらず不安はあります。でも関係機関やご家族様からいろいろなことを教えて頂きながら相談支援として専門性を活かせればと思っています。色々な立場の方からお話をお伺いしてもご家族や医療機関専門的な事業所の負担が大きく相談支援があまり役に立つことができていない（場合によっては自ら引いてしまう）今の現状を少しでも変えていければいいと思います。 ゲンバ カカ ジレイ ケントウ ジョウホウ ハアク フアン カンケイ キカン カゾクサマ オシ イタダ ソウダン シエン センモンセイ イ オモ イロイロ タチバ カタ ハナシ ウカガ カゾク イリョウ キカン センモンテキ ジギョウショ フタン オオ ソウダン シエン ヤク タ バアイ ミズカ ヒ イマ ゲンジョウ スコ カ オモ

		承諾 ショウダク		うつのみや		028-632-6074/090-4059-9728		028-632-6075		320-0861		宇都宮市西2-1-7		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				3		専門的な知識を社会資源のアドバイスを他相談支援事業所からいただきながらみずからの事業所で引き受けるという形が望ましい センモンテキ チシキ シャカイ シゲン ホカ ソウダン シエン ジギョウショ ジギョウショ ヒ ウ カタチ ノゾ

		承諾 ショウダク		サポートセンターきりん		028-612-3838		028-678-3257		321-0905		栃木県宇都宮市平出工業団地43-100 ３２１－０９０５		宇都宮市 ウツノミヤシ		0		1		1		0		1		0		0		1		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		療養介護に入所しているので他のサービスの利用が困難。そのための社会資源をつなげたり、活用したりするのが難しい。 リョウヨウ カイゴ ニュウショ ホカ リヨウ コンナン シャカイ シゲン カツヨウ ムズカ		0				今後、市町村などで展開されていく生活拠点に関する事業をうまく活用できればいいなと感じています。入所されている方々については地域とのつながり方が今後は重要になってくると思われますので、広く門扉を開けた活動などが多くなってくるといいなと思っています。 コンゴ シチョウソン テンカイ セイカツ キョテン カン ジギョウ カツヨウ カン ニュウショ カタガタ チイキ カタ コンゴ ジュウヨウ オモ ヒロ モンピ ア カツドウ オオ オモ

		承諾 ショウダク		さわやか相談支援センター		0280-57-4884		0280-57-4994		329-0112		野木町南赤塚1145-1		小山市、野木町、古河市、栃木市 オヤマシ ノギマチ コガシ トチギシ		0		1		1		0		0		0		1		0		0		1		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		現実的な目標の位置づけ ゲンジツテキ モクヒョウ イチ		0

		承諾 ショウダク		相談支援事業所つばさ		0287-53-7393		0287-53-7394		324-0044		大田原市親園824-1		大田原市、那須塩原市、那須烏山市、矢板市、さくら市、那須町、塩谷町、高根沢町 オオタワラシ ナスシオバラシ ナスカラスヤマシ ヤイタシ シ ナスマチ シオ タニ マチ タカネザワマチ		1		0		1		0		1		0		1		1		0		1		0		0		0				1		2		医療的なケアが必要なケース、将来的に短期入所につなげたいケースだった為、専門の事業所に依頼した イリョウテキ ヒツヨウ ショウライテキ タンキ ニュウショ タメ センモン ジギョウショ イライ		1		1		0		0				1		0		使えるサービスの少なさに調整が難しかった ツカ スク チョウセイ ムズカ		1				乳幼児期の受け入れ可能な福祉サービス等の社会資源が必要である。 ニュウヨウジ キ ウ イ カノウ フクシ ナド シャカイシゲン ヒツヨウ

		承諾 ショウダク		特定相談支援センターはじめ		0284-22-4561		0284-22-4562		326-0143		足利市葉鹿町735-1		足利市 アシカガシ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1

		承諾 ショウダク		上三川障がい児・者生活相談支援センター		0285-38-6854		0285-38-6841		329-0611		上三川町上三川5082-15		上三川町 カミノカワマチ		1		0		1		0		1		0		0		1		0		0		0		0		0				1		0				0		0		0		0				1		0				0

		承諾 ショウダク		はつらつサロン南天相談支援事業所		0285-22-4659		0285-38-6529		323-0027		小山市花垣町2-3-19		小山市、栃木市 オヤマシ トチギシ		0		0		1		0		1		1		0		1		1		1		1		1		0				0		0				0		0		0		0				1		0		利用したいサービス事業所が少なく生活改善、家族、支援者の負担軽減に繋がらない（訪問入浴、ショートステイ、生活介護などなど（就労Ａ型））医師によっては連携が困難。何処の精神科がよいかと利用者に問われるが答えは解らない。 リヨウ ジギョウショ スク セイカツ カイゼン カゾク シエンシャ フタン ケイゲン ツナ ホウモン ニュウヨク セイカツ カイゴ シュウロウ ガタ イシ レンケイ コンナン ドコ セイシンカ リヨウシャ ト コタ ワカ		0				本人の選択や受け入れ事業所の間口を広げる。例えば入浴はヘルパーの2人対応で行ているがヘルパー不足や腰痛の悪化などで対応が難しくなってくる。機会浴のできる生活介護を勧めるも本人の選択肢がない。自宅から出かける自由さのようなものが閉ざされているような気がする。反面高齢者のサービスは増加する一方で利用者が不足し閉鎖なども聞かれる。高齢者・障害者がともにデイサービスやショートステイを利用できるようにならないかと思う。障害児については働く両親をサポートすることで生活の安定や療育などへ通園のし易さを図り、送迎サービスの充実など。 ホンニン センタク ウ イ ジギョウショ マグチ ヒロ タト ニュウヨク ニン タイオウ オコナ ブソク ヨウツウ アッカ タイオウ ムズカ キカイ ヨク セイカツ カイゴ スス ホンニン センタクシ ジタク デ ジユウ ト キ ハンメン コウレイシャ ゾウカ イッポウ リヨウシャ フソク ヘイサ キ コウレイシャ ショウガイシャ リヨウ オモ ショウガイジ ハタラ リョウシン セイカツ アンテイ リョウイク ツウエン ヤス ハカ ソウゲイ ジュウジツ

		承諾 ショウダク		障がい者生活支援センターこぶし		028-680-5746		028-688-0214		321-0126		栃木県宇都宮市茂原町837-1		宇都宮市、上三川町 ウツノミヤシ カミノカワマチ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1				①医療機関との細かな連携体制②相談関係者を含め本人に関わり支援をするなかで即座に動きが取れるようなフットワークの軽いチーム作り イリョウ キカン コマ レンケイ タイセイ ソウダン カンケイシャ フク ホンニン カカ シエン ソクザ ウゴ ト カル ヅク

								Ｑ2.重症心身障害児（者）の定義をご存知ですか

				1		知っている シ		40

				2		知らない シ		33

								Ｑ3.重症心身障害児（者）の方（家族・関係機関等）からの相談を受けたことがありますか

						ある		35

						ない		43

										それは誰からの相談でしたか

								ａ.家族 カゾク		27

								ｂ.支援者 シエンシャ		6

								ｃ.関係機関 カンケイ キカン		12

										それはどんな相談でしたか

								生活上の相談 セイカツ ジョウ ソウダン		19

								医療的な相談 イリョウテキ ソウダン		7

								制度に関する相談 セイド カン ソウダン		15

								教育に関する相談 キョウイク カン ソウダン		5

								サービス等利用計画書作成に関する相談 ナド リヨウ ケイカクショ サクセイ カン ソウダン		26

								その他 タ		3

										それらの相談事業所として対応（解決）はできましたか

								ａ.できた		27

								ｂ.できなかった		4

								Ｑ4.Ｑ3-2「ない」→これから重症心身障害児（者）の方（本人・家族等）からの相談があればどのように対応されますか

						自分の事業所で対応する ジブン ジギョウショ タイオウ		17

						ほかの相談支援事業所へ依頼する ソウダン シエン ジギョウショ イライ		15

						行政に依頼する ギョウセイ イライ		8

						その他 タ		9

								Ｑ5.重症心身障害児（者）の方のサービス等利用計画書を作成したことがありますか

						ある		33

						ない		46

						今後依頼があれば作成する コンゴ イライ サクセイ		15

						他の相談支援事業所に依頼する ホカ ソウダン シエン ジギョウショ イライ		18

						作成するかどうかわからない サクセイ		14

										「ない」と回答 カイトウ



重症心身障害児（者）の定義をご存知ですか

Ｑ2.重症心身障害児（者）の定義をご存知ですか	Ｑ3.重症心身障害児（者）の方（家族・関係機関等）からの相談を受けたことがありますか	それは誰からの相談でしたか	それはどんな相談でしたか	それらの相談事業所として対応（解決）はできましたか	Ｑ5.重症心身障害児（者）の方のサービス等利用計画書を作成したことがありますか	Ｑ5.重症心身障害児（者）の方のサービス等利用計画書

　　 を作成したことがありますか

ない
59%



訪問看護事業所

		Ｑ1.貴施設について、お伺いいたします キ シセツ ウカガ

		1		事業所名 ジギョウショ メイ

		2		電話番号 デンワ バンゴウ

		3		FAX番号 バンゴウ

		4		所在地 ショザイチ

		5		職員構成（常勤・非常勤は問いません） ショクイン コウセイ ジョウキン ヒジョウキン ト

						看護師 カンゴシ

						作業療法士 サギョウ リョウホウシ

						准看護師 ジュンカンゴシ

						理学療法士 リガク リョウホウシ

						保健師 ホケンシ

						言語療法士 ゲンゴ リョウホウシ

						その他 タ

		6		訪問可能な主な市町村 ホウモン カノウ オモ シチョウソン

		Q2.いままでに以下の項目を在宅看護で行ったことがありますか（あるものすべてにチェックをしてください） イカ コウモク ザイタク カンゴ オコナ

								成人在宅 セイジン ザイタク				小児在宅 ショウニ ザイタク

				在宅人工呼吸器の管理 ザイタク ジンコウ コキュウキ カンリ

				気管カニューレの交換 キカン コウカン

				気管カニューレ部位のガーゼ交換 キカン ブイ コウカン

				気管内吸引 キカンナイ キュウイン

				食事介助 ショクジ カイジョ

				経鼻チューブの交換 ケイビ コウカン

				胃瘻の管理 イロウ カンリ

				経管栄養の注入 ケイカン エイヨウ チュウニュウ

				ストーマの管理 カンリ

				尿道カテーテルの管理 ニョウドウ カンリ

				導尿 ドウニョウ

				入浴介助 ニュウヨク カイジョ

				看護師によるリハビリテーション カンゴシ

				OTもしくはPTによるリハビリテーション

				中心静脈カテーテル管理 チュウシン ジョウミャク カンリ

				高カロリー輸液の管理 コウ ユエキ カンリ

				薬剤の静注（抗生物質や利尿剤など） ヤクザイ ジョウチュウ コウセイ ブッシツ リニョウザイ

				麻薬による疼痛コントロール マヤク ウズ ツウ

				終末期の医療的ケア シュウマツキ イリョウテキ

				在宅での看取り ザイタク ミト

				24時間対応 ジカン タイオウ

		Q3.現時点で、依頼のあった場合、重症心身障害児（者）の在宅医療を行うことはできますか ゲンジテン イライ バアイ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ ザイタク イリョウ オコナ

		1		できる

		2		できない

		3		要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン

		Q4.依頼があった場合に可能な医療的ケアと身体介護についてお答えください イライ バアイ カノウ イリョウテキ シンタイ カイゴ コタ

		※個別シートにて対応 コベツ タイオウ



				Ｑ1.貴施設について、お伺いいたします キ シセツ ウカガ																										Q2.いままでに以下の項目を在宅看護で行ったことがありますか（あるものすべてにチェックをしてください）【1.ある、0.ない】 イカ コウモク ザイタク カンゴ オコナ																																																																																				Q3		Q4.依頼があった場合に可能な医療的ケアと身体介護についてお答えください【1.できる、2.できない、3.要相談（条件による）】 イライ バアイ カノウ イリョウテキ シンタイ カイゴ コタ ヨウ ソウダン ジョウケン																																																																																																																																																																																																																		Q5.重症心身障害児（者）の方に対する医療、在宅生活等についてお気づきのことなど、ご自由にお書きください ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ カタ タイ イリョウ ザイタク セイカツナド キ ジユウ カ

				事業所名 ジギョウショ メイ		電話番号 デンワ バンゴウ		FAX番号 バンゴウ		郵便番号 ユウビンバンゴウ		所在地 ショザイチ		職員構成（常勤・非常勤は問いません）【人数：名】 ショクイン コウセイ ジョウキン ヒジョウキン ト ニンズウ メイ														訪問可能な主な市町村 ホウモン カノウ オモ シチョウソン		在宅人工呼吸器の管理 ザイタク ジンコウ コキュウキ カンリ				気管カニューレの交換 キカン コウカン				気管カニューレ部位のガーゼ交換 キカン ブイ コウカン				気管内吸引 キカンナイ キュウイン				食事介助 ショクジ カイジョ				経鼻チューブの交換 ケイビ コウカン				胃瘻の管理 イロウ カンリ				経管栄養の注入 ケイカン エイヨウ チュウニュウ				ストーマの管理 カンリ				尿道カテーテルの管理 ニョウドウ カンリ				導尿 ドウニョウ				入浴介助 ニュウヨク カイジョ				看護師によるリハビリテーション カンゴシ				OTもしくはPTによるリハビリテーション				中心静脈カテーテル管理 チュウシン ジョウミャク カンリ				高カロリー輸液の管理 コウ ユエキ カンリ				薬剤の静注（抗生物質や利尿剤など） ヤクザイ ジョウチュウ コウセイ ブッシツ リニョウザイ				麻薬による疼痛コントロール マヤク ウズ ツウ				終末期の医療的ケア シュウマツキ イリョウテキ				在宅での看取り ザイタク ミト				24時間対応 ジカン タイオウ						在宅人工呼吸器の管理 ザイタク ジンコウ コキュウキ カンリ										気管カニューレの交換 キカン コウカン										気管カニューレの管理（日常の交換以外の対応） キカン カンリ ニチジョウ コウカン イガイ タイオウ										気管内吸引 キカンナイ キュウイン										食事介助 ショクジ カイジョ										経鼻チューブの交換 ケイビ コウカン										ストーマの管理 カンリ										尿道カテーテルの管理 ニョウドウ カンリ										導尿 ドウニョウ										入浴介助 ニュウヨク カイジョ										看護師によるリハビリテーション カンゴシ										OTもしくはPTによるリハビリテーション										中心静脈カテーテル管理 チュウシン ジョウミャク カンリ										高カロリー輸液の管理 コウ ユエキ カンリ										薬剤の静注（抗生物質や利尿剤など） ヤクザイ ジョウチュウ コウセイ ブッシツ リニョウザイ										麻薬による疼痛コントロール マヤク トウツウ										終末期の医療的ケア シュウマツキ イリョウテキ										在宅での看取り ザイタク ミト										24時間対応 ジカン タイオウ										外出の介助 ガイシュツ カイジョ										通院の介助 ツウイン カイジョ

		承諾可否 ショウダク カヒ												看護師 カンゴシ		作業療法士 サギョウ リョウホウシ		准看護師 ジュンカンゴシ		理学療法士 リガク リョウホウシ		保健師 ホケンシ		言語療法士 ゲンゴ リョウホウシ		その他 タ				成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ				乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ

		否 ヒ		曙訪問看護ステーション アケボノ ホウモン カンゴ		028-660-7803		028-683-5306		321-0901		宇都宮市平出町413番地		8		3		0		3		0		1				宇都宮、高根沢 ウツノミヤ タカネザワ		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		3		2		2		2		2		3		2		2		2		2		2		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		1		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		1		1		1		3		3		3		1		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		2		2		2		2		2		いつも大変お世話になっております。当STでも数名の小児利用者をNS、PT、OTでサポートしています。又、貴院のショートステイを利用させて頂いております。ご利用者様、家族が安心して過ごせるよう地域でサポートできたらと考えています。どうぞよろしくお願い申し上げます。 タイヘン セワ トウ スウメイ ショウニ リヨウシャ マタ キ イン リヨウ イタダ リヨウシャサマ カゾク アンシン ス チイキ カンガ ネガ モウ ア

		否 ヒ		とちぎメディカルセンター		0282-22-5810		0282-225812		328-0043		栃木市境町27-21		9		0		4		1		0		1		2		栃木市、小山市、壬生町 トチギシ オヤマシ ミブマチ		1		1		1		0		1		1		1		1		1		0		1		0		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		0		1		1		3		2		1		1		1		1		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		2		2		2		1		1		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		1		1		1		1		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		2		2		2		2		2

		否 ヒ		あいケアステーション		0282-23-6221		0282-24-9850		328-0074		栃木市薗部町2-5-9		1		0		2		2		0		0				栃木市 トチギシ		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		3		2		2		2		2		3		2		2		2		2		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		3		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		3		2		2		2		2		3		2		2		2		2		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		2		2		2		2		3

		否 ヒ		訪問看護ステーションこすもす		0285-80-5511		0285-80-5512		321-4337		真岡市上高間木2-24-4		4		2		0		1		0		0						1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		3		2		2		2		3		3		2		2		2		3		3		2		2		2		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		3		3		3		3		3		3		3		2		2		2		3		3		2		2		2		3		3		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		2		2		2		2		3		2		2		2		2		3		2		2		2		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		1		3		3		3		3		3		2		2		2		2		2		緊急時に主治医又はバッックベットのある病院との連携がとれる体制が整っていないと、在宅での対応に不安があります。
現在のところ、小児科、精神科看護を経験したスタッフがいない為、受け入れに不安がありますので今回はガイドマップ等に公表することに同意する事は控えさせていただきたいと思います。 キンキュウジ シュジイ マタ ビョウイン レンケイ タイセイ トトノ ザイタク タイオウ フアン ゲンザイ ショウニカ セイシンカ カンゴ ケイケン タメ ウ イ フアン コンカイ ナド コウヒョウ ドウイ コト ヒカ オモ

		否 ヒ		訪問看護ステーションひばり		0289-64-7226		0289-64-2225		322-8550		鹿沼市下田町1-1033		6		1		0		1		0		0				市内及び近隣市 シナイ オヨ キンリン シ		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		0		1		1		2

chizuru_tanaka: 未記入		1		1		2		2		1		2		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		1		3		3		1		1		1		3		3		3		3		1		3		3		1		1		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		1		3		3		3		1		1		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1

		否 ヒ		訪問看護ステーション那須		0287-73-5048		0287-63-4566		325-0023		那須塩原市豊浦10-706		5		0		2		0		0		0				那須塩原市、大田原市、那須町 ナスシオバラ シ オオタワラシ ナスマチ		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		0		0		1		0		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		2

chizuru_tanaka: 未記入		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1

		承諾 ショウダク		さくら訪問看護ステーション		0287-29-3252		0287-29-3252		324-0058		大田原市紫塚3-2633-10		5		0		0		1		0		0				大田原市、那須塩原市、矢板市 オオタワラシ ナスシオバラ シ ヤイタ シ		1		0		1		1		1		1		1		1		1		0		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		0		1		1		3		3		3		3		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		小児の受入数（実績）が少ないので、実際依頼があった場合、入院中から手技等の指導を受けたいと思います。 ショウニ ウケイレスウ ジッセキ スク ジッサイ イライ バアイ ニュウインチュウ シュギ ナド シドウ ウ オモ

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションたんぽぽ		0280-57-1888		0280-57-3819		329-0101		下都賀郡野木町友沼5119-12		20		3		0		5		0		0		2		野木町、小山市、旧藤岡町 ノギマチ オヤマシ キュウ フジオカマチ		1		1		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		1		1		1		1		1		1		0		0		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		3		1		1		1		1		1		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		3		3		3		3		3		1		1		3		2		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		2		2		2		2		2		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		受け入れてくれる訪問看護Stの数が少ないと思います。研修会の機会を設けてサービス体制が構築できると良いと思います。 ウ イ ホウモン カンゴ カズ スク オモ ケンシュウカイ キカイ モウ タイセイ コウチク ヨ オモ

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションうつのみや		028-612-6103		028-612-6104		320-0852		宇都宮市下砥上町字並塚643番地1		11		0		0		0		0		0		1		宇都宮市、壬生町 ウツノミヤシ ミブマチ		1		1		0		0		1		1		1		1		1		0		0		0		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		2

chizuru_tanaka: 未記入		3		3		3		3		1		2		2		2		2		2		3		3		3		1		1		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		3		3		3		1		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		3		3		3		1		1		3		3		3		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーション石橋		0285-52-2293		0285-52-2268		329-0511		下野市石橋628番地		7		0		0		1		0		0		1		下野市、上三川町、壬生町、宇都宮市（部） シモノ シ カミノカワマチ ミブマチ ウツノミヤシ ブ		1		1		0		0		1		1		1		1		1		0		1		0		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		3		1		1		1		1		1		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		1		3		3		3		3		3		3		3		3		1		1		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		2		2		2		2		2		最近、訪問依頼が増えてきていますが、私たち看護師の力量不足から利用者家族へ満足のいく看護が提供できないように感じています。現在の、利用者家族から教わることが多くあり、私たちが勉強になります。ただ、訪問していて思うことは、ご両親の今までの経験でケアが進み危険であり、指導させていただいても理解が得られないこともあり、ジレンマとなっています。例）誤嚥性肺炎を繰り返している方にヘッドアップして食事を摂るよう説明してもフラットのままであったり、他の方でPEG造設されているので、栄養はPEGからにして経口からは楽しみ程度にしてと言っても、食事を経口から摂るなど。 サイキン ホウモン イライ フ ワタクシ カンゴシ リキリョウ ブソク リヨウシャ カゾク マンゾク カンゴ テイキョウ カン ゲンザイ リヨウシャ カゾク オソ オオ ワタシ ベンキョウ ホウモン オモ リョウシン イマ ケイケン スス キケン シドウ リカイ エ レイ ゴエンセイ ハイエン ク カエ カタ ショクジ ト セツメイ ホカ カタ ゾウ セツ エイヨウ ケイコウ タノ テイド イ ショクジ ケイコウ ト

		承諾 ショウダク		マロニエ訪問看護ステーション		0287-37-6322		0287-39-3305		329-2763		那須塩原市井口537-3 にしなすの総合在宅ｹｱｾﾝﾀｰ内		5		7		0		5		0		2		1		那須塩原市、那須町、大田原市　リハビリのみ→那珂川町訪問可能 ナスシオバラ シ ナスマチ オオタワラシ ナカガワ マチ ホウモン カノウ		1		1		1		0		1		1		1		1		0		0		0		1		1		1		1		1		1		0		1		1		1		1		1		1		0		0		1		1		1		0		1		0		0		0		1		0		1		1		1		1		1		1		3		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーション佐野		0283-86-7013		0283-86-7031		327-0847		佐野市天神町７７４－２２ メープルハイツ１０１号室		3		0		1		0		0		0		1		足利市、佐野市、栃木市（旧岩船市） アシカガシ サノシ トチギシ キュウ イワフネ シ		0		0		0		0		1		0		1		0		1		0		0		0		1		0		0		0		1		0		1		0		0		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		2		2		2		2		2		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1

		承諾 ショウダク		とちぎ訪問看護ステーションくろばね		0287-54-0507		0287-54-0580		324-0241		大田原市黒羽向町142番地		6		0		0		0		1		0		2		大田原市、那須塩原市、那須町、那珂川町 オオタワラシ ナスシオバラ シ ナスマチ ナカガワマチ		1		0		0		0		1		1		1		1		1		0		1		0		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		3		3		3		3		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		1		2		2		2		2		2		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3

		承諾 ショウダク		鹿沼訪問看護ステーション		0289-60-5650		0289-60-1687		322-0021		鹿沼市上野町320-3高橋ビル１階１０３号室		5		0		0		0		0		0				鹿沼市、旧宇都宮市、旧今市市、壬生町、西片町 カヌマシ キュウ ウツノミヤシ キュウ イマイチシ ミブマチ ニシカタマチ		0		0		0		0		0		0		1		0		1		0		0		0		1		0		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		2

chizuru_tanaka: 未記入		2		2		2		2		1		2		2		2		2		3		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションほっと		028-626-5739		028-625-8201		321-0974		宇都宮市竹林町958		11		0		0		2		0		0		0		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2

		承諾 ショウダク		芳賀赤十字訪問看護ステーション		0285-84-8266		0285-84-8266		321-4306		真岡市台町2461		6		0		0		0		0		0		0		芳賀郡全域（真岡市、益子町、芳賀町、茂木町） ハガ グン ゼンイキ モオカシ マシコマチ ハガマチ モギ マチ		1		1		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		3		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		当ステーションは今年度小児在宅医との連携を開始することができました。安心して在宅療養を継続できるよう、多職種と連携し、実施しています。高齢者が介護サービスを選択するように、サービスの充実は得られていません。現実は家族だけで利用者（児）のケアを実施しているケースもあり家族の介護負担は大きいと考えます。負担軽減のためには、スムーズなレスパイト入院や日中の一時お預かり等充実した施設が増えることでさらに安心した療養環境の提供ができると思います。よろしくお願いいたします。 トウ コンネンド ショウニ ザイタク イ レンケイ カイシ アンシン ザイタク リョウヨウ ケイゾク タ ショクシュ レンケイ ジッシ コウレイシャ カイゴ センタク ジュウジツ エ ゲンジツ カゾク リヨウシャ ジ ジッシ カゾク カイゴ フタン オオ カンガ フタン ケイゲン ニュウイン ニッチュウ イチジ アズ ナド ジュウジツ シセツ フ アンシン リョウヨウ カンキョウ テイキョウ オモ ネガ

		承諾 ショウダク		とちぎ訪問看護ステーションみぶ		0282-82-7262		0282-82-7260		321-0218		下都賀郡壬生町落合1-18-12		16		0		0		0		0		0		1		上三川町、下野市、壬生町、宇都宮 カミノカワマチ シモノ シ ミブ チョウ ウツノミヤ		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		1		0		1		1		1		1		1		1		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		病院との連携が大切。在宅生活を支援するためにチームで対応する（介護者の支援） ビョウイン レンケイ タイセツ ザイタク セイカツ シエン タイオウ カイゴシャ シエン

		承諾 ショウダク		ＷＡＤＥＷＡＤＥ訪問看護ステーション		028-666-5420		028-666-5460		321-0923		栃木県宇都宮市下栗町2913-1 ３２１－０９２３		12		0		0		0		0		0				宇都宮市、上三川町、 ウツノミヤシ カミノカワマチ		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		0		0		1		0		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		重心の方を看る側（介護者）の負担軽減の必要性を感じてしまいます。まだまだ「私がやらなければ」という気持ちが強く、様々な資源活用へと動きが進むような発信が大切だと思っています。 ジュウシン カタ ミ ガワ カイゴシャ フタン ケイゲン ヒツヨウセイ カン ワタシ キモ ツヨ サマザマ シゲン カツヨウ ウゴ スス ハッシン タイセツ オモ

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションあい		0287-83-8035		0287-83-8222		321-0628		那須烏山市金井2-5-9 ベンチャープラザ7号室 ゴウシツ		8		0		1		0		0		0		1		那須烏山市、那珂川町、茂木町、一貝町 ナスカラスヤマシ ナカガワマチ モギマチ イチ ガイ マチ		1		1		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		0		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		小児や重心など医療依存度が高い方には家族が安心して預けられる事業所とスタッフが必要です（レスパイトの本当の意味で）訪問看護スタッフが動きやすい仕組みがあればもっと介入できると思います。例えば在宅以外への支援での算定が可能になる。長時間支援が可能になるなど。在宅支援診療所が多ければ助かります。開業医で努力してくださる医師の力で乗り切っている地域は特にそう感じます。後方病院親元病院との連携、地域との調整などスムーズにシームレスに行われるとうれしいです。行政からの介入が少なく、制度のことなど知らないまま苦労されている方が多いので、窓口での丁寧かつタイミングよく助言をしていただくと嬉しいです。 ショウニ ジュウシン イリョウ イゾンド タカ カタ カゾク アンシン アズ ジギョウショ ヒツヨウ ホントウ イミ ホウモン カンゴ ウゴ シク カイニュウ オモ タト ザイタク イガイ シエン サンテイ カノウ チョウジカン シエン カノウ ザイタク シエン シンリョウジョ オオ タス カイギョウイ ドリョク イシ チカラ ノ キ チイキ トク カン コウホウ ビョウイン オヤモト ビョウイン レンケイ チイキ チョウセイ オコナ ギョウセイ カイニュウ スク セイド シ クロウ カタ オオ マドグチ テイネイ ジョゲン ウレ

		承諾 ショウダク		あおい訪問看護ステーション		0284-73-9456		0284-72-7600		326-0831		足利市堀込町2556 セレッソ・コート１階		16		0		0		4		0		0				足利市とその周辺（佐野市、館林市、巴楽町、太田市、桐生市） アシカガシ シュウヘン サノシ タテバヤシシ トモエ ラク マチ オオタシ キリュウシ		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1

		承諾 ショウダク		那須赤十字訪問看護ステーション		0287-23-8866		0287-23-8903		324-8686		大田原市中田原1081-4		8		1		0		0		0		0				大田原市、那須塩原市（一部を除く） オオタワラシ ナスシオバラ シ イチブ ノゾ		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		1		1		0		1		0		1		1		1		0		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションゆりの木		0287-47-5123		0287-47-5124		324-0028		大田原市山の手1-1-7 ヤマ テ		4		0		0		0		0		0				大田原市、那須塩原市、那珂川町 オオタワラシ ナスシオバラ シ ナカガワマチ		1		1		1		0		1		1		1		1		0		0		0		1		1		0		1		1		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		0		0		1		0		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		3		1		1		1		1		2		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		3		1		1		1		1		3		1		1		1		1		1		1		1		1		3		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		3		3		1		3		3		1		1		1		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		重症心身障害児施設で勤務したことのある看護師が2名いますので積極的に依頼があれば支援させていただきたいと思っています。こどもはやはり親元で成長発達できることが何よりも必要なことであると思っています。 ジュウショウ シンシン ショウガイ ジ シセツ キンム カンゴシ メイ セッキョクテキ イライ シエン オモ オヤモト セイチョウ ハッタツ ナニ ヒツヨウ オモ

		承諾 ショウダク		ライフ訪問看護リハビリテーション		0284-64-8799		0284-64-8335		326-0831		足利市堀込町2656-7　ASKビル３０１号		5		0		0		1		0		0		0		足利市、佐野市、館林市、邑楽郡、太田市、桐生市 アシカガシ サノシ タテバヤシシ オウラ グン オオタシ キリュウシ		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		この件に関する研修の案内が少ないため、学ぶ機会をもっと増やしてほしい ケン カン ケンシュウ アンナイ スク マナ キカイ フ

		承諾 ショウダク		わくわく訪問看護ステーションおやま		0285-24-6575		0285-20-0255		323-0022		小山市駅東通り3-9-6		11		0		0		5		0		0		0		小山市、結城市（茨城県）、下野市の一部、栃木市（PTのみ） オヤマシ ユウキシ イバラキケン シモノ シ イチブ トチギシ		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		1		1		1		1		3		3		3		1		1		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		自立支援のケアマネージャーがいるが、医療福祉行政をうまく連携してまとめる役割が果たせていない。それぞれが別々で動いており、介護者が困ったときの相談窓口に迷う。 ジリツ シエン イリョウ フクシ ギョウセイ レンケイ ヤクワリ ハ ベツベツ ウゴ カイゴシャ コマ ソウダン マドグチ マヨ

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーション風		028-612-1333		028-612-1384		321-0117		宇都宮市城南3丁目5-6		3		1		0		1		0		0				宇都宮、鹿沼、下野、壬生 ウツノミヤ カヌマ シモノ ミブ		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		1		1		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1

		承諾 ショウダク		宮の橋訪問看護ステーション		028-635-9839		028-635-9839		321-0963		宇都宮市南大通り1-1-23		7		0		0		1		0		0		0		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		1		1		0		1		1		1		1		1		0		0		0		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		レスパイト等受け入れ先が少ない。市のコーディネーター様がご多忙の様子であり、要望に対しての対応にかなりの時間を要する（対応されないこともある）。年度変わるときなど、担当者（市）の引き継ぎがされず、進んでいた調整も振り出しに戻ってしまうことがある。 トウ ウ イ サキ スク シ サマ タボウ ヨウス ヨウボウ タイ タイオウ ジカン ヨウ タイオウ ネンド カ タントウシャ シ ヒ ツ スス チョウセイ フ ダ モド

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションオリーブ		0282-27-8414		0282-27-8415		328-0027		栃木市今泉町1丁目17番29号		7		0		0		0		0		0				栃木市、小山市、下野市、壬生町 トチギシ オヤマシ シモノ シ ミブ マチ		1		1		1		0		1		1		1		1		0		0		0		0		1		1		1		1		0		0		1		1		1		0		1		1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションマザーの家		0283-85-7771		0283-85-7772		327-0504		佐野市中町942-1		2		0		3		0		0		0				佐野市 サノシ		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーション卯の郷		028-682-7770		028-682-7766		329-1311		さくら市氏家2650番地		3		0		0		0		0		0				さくら市（周辺15ｋｍ以内）、塩谷町、那須烏山市、宇都宮市、高根沢町 シ シュウヘン イナイ シオヤ マチ ナスカラスヤマシ ウツノミヤシ タカネザワ マチ		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		3		3		3		3		3		1		2		2		2		2		2		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		2		2		2		3		3		3		3		1		1		1		3		3		3		3		1		2		2		2		2		2		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		2		2		2		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションたかねざわ		028-680-1701		028-680-1702		329-1233		塩谷郡高根沢町宝積寺2426-8 		16		0		0		0		0		0				高根沢町、さくら市、那須烏山市、芳賀町、市貝町、茂木町、益子町、宇都宮市 タカネザワマチ シ ナスカラスヤマシ ハガ マチ イチ カイ チョウ モギマチ マシコ チョウ ウツノミヤシ		1		1		1		0		1		1		1		1		1		0		1		0		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		2		2		2		2		2

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションみどり		0285-45-8362		0285-45-8397		329-0214		小山市乙女786-1		3		0		1		0		0		0				小山市、栃木市、古河市、結城市 オヤマシ トチギシ コガシ ユウキシ		0		0		1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		1		0		1		0		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		3		2		2		2		3		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		1		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		1		1		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		訪問看護師がもっと社会資源として同行できるとよいと思う。在宅での療養はもっと看護師が活躍できる体制が整うとよいと思った。 ホウモン カンゴシ シャカイ シゲン ドウコウ オモ ザイタク リョウヨウ カンゴシ カツヤク タイセイ トトノ オモ

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションあるく		028-643-5586		028-678-8796		320-0036		宇都宮市小幡2-6-14 		5		0		1		0		0		0		1		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		0		1		0		1		0		1		0		0		1		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3

		承諾 ショウダク		とちぎ訪問看護ステーションおやま		0285-39-8602		0285-39-8607		323-0827		栃木県小山市神鳥谷2251-7 ３２３－０８２７		12		0		0		0		0		0		1		小山市、下野市（南部）、野木町（北部） オヤマシ シモノ シ ナンブ ノギ マチ ホクブ		1		1		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		1		1		1		0		0		1		0		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		3		3		1		1		1		3		1		1		1		1		小児の重症心身障害児の訪問看護を行っていく上で。たびたび感じるのが成長に伴った教育、就学が難しく親御さんの希望通りにいかないことが多く残念に思います。難しいところだと思いますが… ショウニ ジュウショウ シンシン ショウガイジ ホウモン カンゴ オコナ ウエ カン セイチョウ トモナ キョウイク シュウガク ムズカ オヤゴ キボウ ドオ オオ ザンネン オモ ムズカ オモ

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションここあ		028-600-3735		028-600-3736		321-2116		栃木県宇都宮市徳次郎町998-9 ３２１－２１１６		10		1		0		1		0		0		2		宇都宮市、日光市、 ウツノミヤシ ニッコウシ		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2

chizuru_tanaka: 未記入		

chizuru_tanaka: 未記入		

chizuru_tanaka: 未記入		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3















																														Q2.いままでに以下の項目を在宅看護で行ったことがありますか（あるものすべてにチェックをしてください）																																																																																						Q4.依頼があった場合に可能な医療的ケアと身体介護についてお答えください

				事業所名 ジギョウショ メイ		電話番号 デンワ バンゴウ		FAX番号 バンゴウ		郵便番号 ユウビンバンゴウ		所在地 ショザイチ		職員構成（常勤・非常勤は問いません）【人数：名】 ショクイン コウセイ ジョウキン ヒジョウキン ト ニンズウ メイ														訪問可能な主な市町村 ホウモン カノウ オモ シチョウソン		在宅人工呼吸器の管理 ザイタク ジンコウ コキュウキ カンリ				気管カニューレの交換 キカン コウカン				気管カニューレ部位のガーゼ交換 キカン ブイ コウカン				気管内吸引 キカンナイ キュウイン				食事介助 ショクジ カイジョ				経鼻チューブの交換 ケイビ コウカン				胃瘻の管理 イロウ カンリ				経管栄養の注入 ケイカン エイヨウ チュウニュウ				ストーマの管理 カンリ				尿道カテーテルの管理 ニョウドウ カンリ				導尿 ドウニョウ				入浴介助 ニュウヨク カイジョ				看護師によるリハビリテーション カンゴシ				OTもしくはPTによるリハビリテーション				中心静脈カテーテル管理 チュウシン ジョウミャク カンリ				高カロリー輸液の管理 コウ ユエキ カンリ				薬剤の静注（抗生物質や利尿剤など） ヤクザイ ジョウチュウ コウセイ ブッシツ リニョウザイ				麻薬による疼痛コントロール マヤク ウズ ツウ				終末期の医療的ケア シュウマツキ イリョウテキ				在宅での看取り ザイタク ミト				24時間対応 ジカン タイオウ						在宅人工呼吸器の管理 ザイタク ジンコウ コキュウキ カンリ										気管カニューレの交換 キカン コウカン										気管カニューレの管理（日常の交換以外の対応） キカン カンリ ニチジョウ コウカン イガイ タイオウ										気管内吸引 キカンナイ キュウイン										食事介助 ショクジ カイジョ										経鼻チューブの交換 ケイビ コウカン										ストーマの管理 カンリ										尿道カテーテルの管理 ニョウドウ カンリ										導尿 ドウニョウ										入浴介助 ニュウヨク カイジョ										看護師によるリハビリテーション カンゴシ										OTもしくはPTによるリハビリテーション										中心静脈カテーテル管理 チュウシン ジョウミャク カンリ										高カロリー輸液の管理 コウ ユエキ カンリ										薬剤の静注（抗生物質や利尿剤など） ヤクザイ ジョウチュウ コウセイ ブッシツ リニョウザイ										麻薬による疼痛コントロール マヤク トウツウ										終末期の医療的ケア シュウマツキ イリョウテキ										在宅での看取り ザイタク ミト										24時間対応 ジカン タイオウ										外出の介助 ガイシュツ カイジョ										通院の介助 ツウイン カイジョ

														看護師 カンゴシ		作業療法士 サギョウ リョウホウシ		准看護師 ジュンカンゴシ		理学療法士 リガク リョウホウシ		保健師 ホケンシ		言語療法士 ゲンゴ リョウホウシ		その他 タ				成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ				乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ

																																																																																																																		できる		18		20		19		20		27		9		11		13		13		18		22		22		22		24		30		25		25		26		29		34		25		25		26		27		31		16		17		19		21		27		21		22		23		26		32		16		18		22		25		33		16		18		22		24		32		26		25		29		30		31		18		20		22		23		30		9		10		9		9		12		20		20		23		25		31		21		22		24		27		32		14		14		16		18		27		12		12		13		15		25		18		17		19		20		28		19		18		19		21		29		23		23		24		25		33		7		7		9		10		14		5		6		7		8		11

																																																																																																																		できない		8		7		8		5		1		18		15		14		12		6		6		6		6		4		1		5		5		5		4		0		6		6		6		5		1		11		11		11		9		3		5		5		5		3		0		8		8		8		5		0		9		8		8		5		0		5		6		5		4		1		8		7		7		6		2		19		18		18		19		17		7		7		7		6		1		6		6		6		5		1		10		10		10		7		2		6		6		6		5		1		6		6		6		5		2		5		5		5		4		1		5		5		5		4		1		11		11		11		10		7		17		17		17		16		13

																																																																																																																		要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン		8		7		7		9		6		7		8		7		9		10		6		6		6		6		3		4		4		3		1		0		3		3		2		2		2		7		6		4		4		4		8		7		6		5		2		10		8		4		4		1		9		8		4		5		2		3		3		0		0		2		8		7		5		5		2		6		6		7		6		5		7		7		4		3		2		7		6		4		2		1		10		10		8		9		5		16		16		15		14		8		10		11		9		9		4		10		11		10		9		4		6		6		5		5		0		16		16		14		14		13		12		11		10		10		10



																																																																																																																		Ｑ4.できる

																																																																																																																				在宅人工呼吸器の管理		気管カニューレの交換		気管カニューレの管理（日常の交換以外の対応）		気管内吸引		食事介助		経鼻チューブの交換		ストーマの管理		尿道カテーテルの管理		導尿		入浴介助		看護師によるリハビリテーション		OTもしくはPTによるリハビリテーション		中心静脈カテーテル管理 チュウシン ジョウミャク カンリ		高カロリー輸液の管理 コウ ユエキ カンリ		薬剤の静注（抗生物質や利尿剤など） ヤクザイ ジョウチュウ コウセイ ブッシツ リニョウザイ		麻薬による疼痛コントロール マヤク トウツウ		終末期の医療的ケア シュウマツキ イリョウテキ		在宅での看取り ザイタク ミト		24時間対応 ジカン タイオウ		外出の介助		通院の介助

																																																																																																																		乳児～2歳 ニュウジ サイ		18		9		22		25		25		16		21		16		16		26		18		9		20		21		14		12		18		19		23		7		5

																																																																																																																		3～6歳 サイ		20		11		22		25		25		17		22		18		18		25		20		10		20		22		14		12		17		18		23		7		6

																																																																																																																		7歳～12歳 サイ サイ		19		13		22		26		26		19		23		22		22		29		22		9		23		24		16		13		19		19		24		9		7

																																																																																																																		13～17歳 サイ		20		13		24		29		24		21		26		25		24		30		23		9		25		27		18		15		20		21		25		10		8

																																																																																																																		18歳以上 サイイジョウ		27		18		30		34		31		27		32		33		32		31		30		12		31		32		27		25		28		29		33		14		11



																																																																																																																		Ｑ4.できない

																																																																																																																				在宅人工呼吸器の管理		気管カニューレの交換		気管カニューレの管理（日常の交換以外の対応）		気管内吸引		食事介助		経鼻チューブの交換		ストーマの管理		尿道カテーテルの管理		導尿		入浴介助		看護師によるリハビリテーション		OTもしくはPTによるリハビリテーション		中心静脈カテーテル管理 チュウシン ジョウミャク カンリ		高カロリー輸液の管理 コウ ユエキ カンリ		薬剤の静注（抗生物質や利尿剤など） ヤクザイ ジョウチュウ コウセイ ブッシツ リニョウザイ		麻薬による疼痛コントロール マヤク トウツウ		終末期の医療的ケア シュウマツキ イリョウテキ		在宅での看取り ザイタク ミト		24時間対応 ジカン タイオウ		外出の介助		通院の介助

																																																																																																																		乳児～2歳 ニュウジ サイ		8		18		6		5		6		11		5		8		9		5		8		19		7		6		10		6		6		5		5		11		17

																																																																																																																		3～6歳 サイ		7		15		6		5		6		11		5		8		8		6		7		18		7		6		10		6		6		5		5		11		17

																																																																																																																		7歳～12歳 サイ サイ		8		14		6		5		6		11		5		8		8		5		7		18		7		6		10		6		6		5		5		11		17

																																																																																																																		13～17歳 サイ		5		12		4		4		5		9		3		5		5		4		6		19		6		5		7		5		5		4		4		10		16

																																																																																																																		18歳以上 サイイジョウ		1		6		1		0		1		3		0		0		0		1		2		17		1		1		2		1		2		1		1		7		13



																																																																																																																		Ｑ4.要相談 ヨウ ソウダン

																																																																																																																				在宅人工呼吸器の管理		気管カニューレの交換		気管カニューレの管理（日常の交換以外の対応）		気管内吸引		食事介助		経鼻チューブの交換		ストーマの管理		尿道カテーテルの管理		導尿		入浴介助		看護師によるリハビリテーション		OTもしくはPTによるリハビリテーション		中心静脈カテーテル管理 チュウシン ジョウミャク カンリ		高カロリー輸液の管理 コウ ユエキ カンリ		薬剤の静注（抗生物質や利尿剤など） ヤクザイ ジョウチュウ コウセイ ブッシツ リニョウザイ		麻薬による疼痛コントロール マヤク トウツウ		終末期の医療的ケア シュウマツキ イリョウテキ		在宅での看取り ザイタク ミト		24時間対応 ジカン タイオウ		外出の介助		通院の介助

																																																																																																																		乳児～2歳 ニュウジ サイ		8		7		6		4		3		7		8		10		9		3		8		6		7		7		10		16		10		10		6		16		12

																																																																																																																		3～6歳 サイ		7		8		6		4		3		6		7		8		8		3		7		6		7		6		10		16		11		11		6		16		11

																																																																																																																		7歳～12歳 サイ サイ		7		7		6		3		2		4		6		4		4		0		5		7		4		4		8		15		9		10		5		14		10

																																Q3.現時点で、依頼のあった場合、重症心身障害児（者）の在宅医療を行うことはできますか ゲンジテン イライ バアイ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ ザイタク イリョウ オコナ																																																																																		13～17歳 サイ		9		9		6		1		2		4		5		4		5		0		5		6		3		2		9		14		9		9		5		14		10

																														できる		14																																																																																		18歳以上 サイイジョウ		6		10		3		0		2		4		2		1		2		2		2		5		2		1		5		8		4		4		0		13		10

																														できない		6

																														要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン		14



																														在宅人工呼吸器の管理 ザイタク ジンコウ コキュウキ カンリ		気管カニューレの交換 キカン コウカン		気管カニューレ部位のガーゼ交換 キカン ブイ コウカン		気管内吸引 キカンナイ キュウイン		食事介助 ショクジ カイジョ		経鼻チューブの交換 ケイビ コウカン		胃瘻の管理 イロウ カンリ		経管栄養の注入 ケイカン エイヨウ チュウニュウ		ストーマの管理 カンリ		尿道カテーテルの管理 ニョウドウ カンリ		導尿 ドウニョウ		入浴介助 ニュウヨク カイジョ		看護師によるリハビリテーション カンゴシ		OTもしくはPTによるリハビリテーション		中心静脈カテーテル管理 チュウシン ジョウミャク カンリ		高カロリー輸液の管理 コウ ユエキ カンリ		薬剤の静注（抗生物質や利尿剤など） ヤクザイ ジョウチュウ コウセイ ブッシツ リニョウザイ		麻薬による疼痛コントロール マヤク ウズ ツウ		終末期の医療的ケア シュウマツキ イリョウテキ		在宅での看取り ザイタク ミト		24時間対応 ジカン タイオウ

																												成人 セイジン		28		24		30		31		28		22		32		31		32		33		31		33		33		16		29		30		28		30		32		31		33

																												小児 ショウニ		21		11		23		24		14		17		21		19		6		7		8		20		18		9		2		4		3		3		6		4		22



成人	在宅人工呼吸器の管理	気管カニューレの交換	気管カニューレ部位のガーゼ交換	気管内吸引	食事介助	経鼻チューブの交換	胃瘻の管理	経管栄養の注入	ストーマの管理	尿道カテーテルの管理	導尿	入浴介助	看護師によるリハビリテーション	OTもしくはPTによるリハビリテ	ーション	中心静脈カテーテル管理	高カロリー輸液の管理	薬剤の静注（抗生物質や利尿剤など）	麻薬による疼痛コントロール	終末期の医療的ケア	在宅での看取り	24時間対応	28	24	30	31	28	22	32	31	32	33	31	33	33	16	29	30	28	30	32	31	33	小児	在宅人工呼吸器の管理	気管カニューレの交換	気管カニューレ部位のガーゼ交換	気管内吸引	食事介助	経鼻チュー	ブの交換	胃瘻の管理	経管栄養の注入	ストーマの管理	尿道カテーテルの管理	導尿	入浴介助	看護師によるリハビリテーション	OTもしくはPTによるリハビリテーション	中心静脈カテーテル管理	高カロリー輸液の管理	薬剤の静注（抗生物質や利尿剤など）	麻薬による疼痛コントロール	終末期の医療的ケア	在宅での看取り	24時間対応	21	11	23	24	14	17	21	19	6	7	8	20	18	9	2	4	3	3	6	4	22	Q3.現時点で、依頼のあった場合、重症心身障害児（者）の在宅医療を行うことはできますか

Q3.現時点で、依頼のあった場合、重症心身障害児（者）の在宅医療を行うことはできますか	できる	できない	要相談（条件による）	14	6	14	乳児～2歳	在宅人工呼吸器の管理	気管カニューレの交換	気管カニューレの管理（日常の交換以外の対応）	気管内吸引	食事介助	経鼻チューブの交換	ストーマの管理	尿道カテーテルの管理	導尿	入浴介助	看護師によるリハビリテーション	OTもしくはPTによるリハビリテーション	中心静脈カテーテル管理	高カロリー輸液の管理	薬剤の静注（抗生物質や利尿剤など）	麻薬による疼痛コント	ロール	終末期の医療的ケア	在宅での看取り	24時間対応	外出の介助	通院の介助	18	9	22	25	25	16	21	16	16	26	18	9	20	21	14	12	18	19	23	7	5	3～6歳	在宅人工呼吸器の管理	気管カニューレの交換	気管カニューレの管理（日常の交換以外の対応）	気管内吸引	食事介助	経鼻チューブの交換	ストーマの管理	尿道カテーテルの管理	導尿	入浴介助	看護師によるリハビリテーション	OTもしくはPTによるリハビリテーション	中心静脈カテーテル管理	高カロリー輸液の管理	薬剤の静注（抗生物質や利尿剤など）	麻薬による疼痛コントロール	終末期の医療的ケア	在宅での看取り	24時間対応	外出の介助	通院の介助	20	11	22	25	25	17	22	18	18	25	20	10	20	22	14	12	17	18	23	7	6	7歳～12歳	在宅人工呼吸	器の管理	気管カニューレの交換	気管カニューレの管理（日常の交換以外の対応）	気管内吸引	食事介助	経鼻チューブの交換	ストーマの管理	尿道カテーテルの管理	導尿	入浴介助	看護師によるリハビリテーション	OTもしくはPTによるリハビリテーション	中心静脈カテーテル管理	高カロリー輸液の管理	薬剤の静注（抗生物質や利尿剤など）	麻薬による疼痛コントロール	終末期の医療的ケア	在宅での看取り	24時間対応	外出の介助	通院の介助	19	13	22	26	26	19	23	22	22	29	22	9	23	24	16	13	19	19	24	9	7	13～17歳	在宅人工呼吸器の管理	気管カニューレの交換	気管カニューレの管理（日常の交換以外の対応）	気管内吸引	食事介助	経鼻チューブの交換	ストーマの管理	尿道カテーテルの管理	導尿	入浴介助	看護師によるリハビリテーション	OTもしくはPTによるリハビリテーション	中心静脈カテーテル管理	高カロリー輸液の管理	薬剤の静注（抗生物質や利尿剤など）	麻薬による疼痛コントロール	終末期の医療的ケア	在宅での看取り	24時間対応	外出の介助	通院の介助	20	13	24	29	24	21	26	25	24	30	23	9	25	27	18	15	20	21	25	10	8	18歳以上	在宅人工呼吸器の管理	気管カニューレの交換	気管カニューレの管理（日常の交換以外の対応）	気管内吸引	食事介助	経鼻チューブの交換	ストーマの管理	尿道カテーテルの管理	導尿	入浴介助	看護師によるリハビリテーション	OTもしくはPTによるリハビリテーション	中心静脈カテーテル管理	高カロリー輸液の管理	薬剤の静注（抗生物質や利尿剤など）	麻薬による疼痛コントロール	終末期の医療的ケア	在宅での看取り	24時間対応	外出の介助	通院の介助	27	18	30	34	31	27	32	33	32	31	30	12	31	32	27	25	28	29	33	14	11	乳児～2歳	在宅人工呼吸器の管理	気管カニューレの交換	気管カニューレの管理（日常の交換以外の対応）	気管内吸引	食事介助	経鼻チューブの交換	ストーマの管理	尿道カテーテルの管理	導尿	入浴介助	看護師によるリハビリテーション	OTもしくはPTによるリハビリテーション	中心静脈カテーテル	管理	高カロリー輸液の管理	薬剤の静注（抗生物質や利尿剤など）	麻薬による疼痛コントロール	終末期の医療的ケア	在宅での看取り	24時間対応	外出の介助	通院の介助	8	18	6	5	6	11	5	8	9	5	8	19	7	6	10	6	6	5	5	11	17	3～6歳	在宅人工呼吸器の管理	気管カニューレの交換	気管カニューレの管理（日常の交換以外の対応）	気管内吸引	食事介助	経鼻チューブの交換	ストーマの管理	尿道カテーテルの管理	導尿	入浴介助	看護師によるリハビリテーション	OTもしくはPTによるリハビリテーション	中心静脈カテーテル管理	高カロリー輸液の管理	薬剤の静注（抗生物質や利尿剤など）	麻薬による疼痛コントロール	終末期の医療的ケア	在宅での看取り	24時間対応	外出の介助	通院の介助	7	15	6	5	6	11	5	8	8	6	7	18	7	6	10	6	6	5	5	11	17	7歳～12歳	在宅人工呼吸器の管理	気管カニューレの交換	気管カニューレの管理（日常の交換以外の対応）	気管内吸引	食事介助	経鼻チューブの交換	ストーマの管理	尿道カテーテルの管理	導尿	入浴介助	看護師によるリハビリテーション	OTもしくはPTによるリハビリテーション	中心静脈カテーテル管理	高カロリー輸液の管理	薬剤の静注（抗生物質や利尿剤など）	麻薬による疼痛コントロール	終末期の医療的ケア	在宅での看取り	24時間対応	外出の介助	通院の介助	8	14	6	5	6	11	5	8	8	5	7	18	7	6	10	6	6	5	5	11	17	13～17歳	在宅人工呼吸器の管理	気管カニューレの交換	気管カニューレの管理（日常の交換以外の対応）	気管内吸引	食事介助	経鼻チューブの交換	ストーマの管理	尿道カテーテルの管理	導尿	入浴介助	看護師によるリハビリテーション	OTもしくはPTによるリハビリテーション	中心静脈カテーテル管理	高カロリー輸液の管理	薬剤の静注（抗生物質や利尿剤など）	麻薬による疼痛コントロール	終末期の医療的ケア	在宅での看取り	24時間対応	外出の介助	通院の介助	5	12	4	4	5	9	3	5	5	4	6	19	6	5	7	5	5	4	4	10	16	18歳以上	在宅人工呼吸器の管理	気管カニューレの交換	気管カニューレの管理（日常の交換以外の対応）	気管内吸引	食事介助	経鼻チューブの交換	ストーマの管理	尿道カテーテルの管理	導尿	入浴介助	看護師によるリハビリテーション	OTもしくはPTによるリハビリテーション	中心静脈カテーテル管理	高カロリー輸液の管理	薬剤の静注（抗生物質や利尿剤など）	麻薬による疼痛コントロール	終末期の医療的ケア	在宅での看取り	24時間対応	外出の介助	通院の介助	1	6	1	0	1	3	0	0	0	1	2	17	1	1	2	1	2	1	1	7	13	

乳児～2歳	在宅人工呼吸器の管理	気管カニューレの交換	気管カニューレの管理（日常の交換以外の対応）	気管内吸引	食事介助	経鼻チューブの交換	ストーマの管理	尿道カテーテルの管理	導尿	入浴介助	看護師によるリハビリテーション	OTもしくはPTによるリハビリテーション	中心静脈カテーテル	管理	高カロリー輸液の管理	薬剤の静注（抗生物質や利尿剤など）	麻薬による疼痛コントロール	終末期の医療的ケア	在宅での看取り	24時間対応	外出の介助	通院の介助	8	7	6	4	3	7	8	10	9	3	8	6	7	7	10	16	10	10	6	16	12	3～6歳	在宅人工呼吸器の管理	気管カニューレの交換	気管カニューレの管理（日常の交換以外の対応）	気管内吸引	食事介助	経鼻チューブの交換	ストーマの管理	尿道カテーテルの管理	導尿	入浴介助	看護師によるリハビリテーション	OTもしくはPTによるリハビリテーション	中心静脈カテーテル管理	高カロリー輸液の管理	薬剤の静注（抗生物質や利尿剤など）	麻薬による疼痛コントロール	終末期の医療的ケア	在宅での看取り	24時間対応	外出の介助	通院の介助	7	8	6	4	3	6	7	8	8	3	7	6	7	6	10	16	11	11	6	16	11	7歳～12歳	在宅人工呼吸器の管理	気管カニューレの交換	気管カニューレの管理（日常の交換以外の対応）	気管内吸引	食事介助	経鼻チューブの交換	ストーマの管理	尿道カテーテルの管理	導尿	入浴介助	看護師によるリハビリテーション	OTもしくはPTによるリハビリテーション	中心静脈カテーテル管理	高カロリー輸液の管理	薬剤の静注（抗生物質や利尿剤など）	麻薬による疼痛コントロール	終末期の医療的ケア	在宅での看取り	24時間対応	外出の介助	通院の介助	7	7	6	3	2	4	6	4	4	0	5	7	4	4	8	15	9	10	5	14	10	13～17歳	在宅人工呼吸器の管理	気管カニューレの交換	気管カニューレの管理（日常の交換以外の対応）	気管内吸引	食事介助	経鼻チューブの交換	ストーマの管理	尿道カテーテルの管理	導尿	入浴介助	看護師によるリハビリテーション	OTもしくはPTによるリハビリテーション	中心静脈カテーテル管理	高カロリー輸液の管理	薬剤の静注（抗生物質や利尿剤など）	麻薬による疼痛コントロール	終末期の医療的ケア	在宅での看取り	24時間対応	外出の介助	通院の介助	9	9	6	1	2	4	5	4	5	0	5	6	3	2	9	14	9	9	5	14	10	18歳以上	在宅人工呼吸器の管理	気管カニューレの交換	気管カニューレの管理（日常の交換以外の対応）	気管内吸引	食事介助	経鼻チューブの交換	ストーマの管理	尿道カテーテルの管理	導尿	入浴介助	看護師によるリハビリテーション	OTもしくはPTによるリハビリテーション	中心静脈カテーテル管理	高カロリー輸液の管理	薬剤の静注（抗生物質や利尿剤など）	麻薬による疼痛コントロール	終末期の医療的ケア	在宅での看取り	24時間対応	外出の介助	通院の介助	6	10	3	0	2	4	2	1	2	2	2	5	2	1	5	8	4	4	0	13	10	

訪問看護事業所 (2)

		Ｑ1.貴施設について、お伺いいたします キ シセツ ウカガ

		1		事業所名 ジギョウショ メイ

		2		電話番号 デンワ バンゴウ

		3		FAX番号 バンゴウ

		4		所在地 ショザイチ

		5		職員構成（常勤・非常勤は問いません） ショクイン コウセイ ジョウキン ヒジョウキン ト

						看護師 カンゴシ

						作業療法士 サギョウ リョウホウシ

						准看護師 ジュンカンゴシ

						理学療法士 リガク リョウホウシ

						保健師 ホケンシ

						言語療法士 ゲンゴ リョウホウシ

						その他 タ

		6		訪問可能な主な市町村 ホウモン カノウ オモ シチョウソン

		Q2.いままでに以下の項目を在宅看護で行ったことがありますか（あるものすべてにチェックをしてください） イカ コウモク ザイタク カンゴ オコナ

								成人在宅 セイジン ザイタク				小児在宅 ショウニ ザイタク

				在宅人工呼吸器の管理 ザイタク ジンコウ コキュウキ カンリ

				気管カニューレの交換 キカン コウカン

				気管カニューレ部位のガーゼ交換 キカン ブイ コウカン

				気管内吸引 キカンナイ キュウイン

				食事介助 ショクジ カイジョ

				経鼻チューブの交換 ケイビ コウカン

				胃瘻の管理 イロウ カンリ

				経管栄養の注入 ケイカン エイヨウ チュウニュウ

				ストーマの管理 カンリ

				尿道カテーテルの管理 ニョウドウ カンリ

				導尿 ドウニョウ

				入浴介助 ニュウヨク カイジョ

				看護師によるリハビリテーション カンゴシ

				OTもしくはPTによるリハビリテーション

				中心静脈カテーテル管理 チュウシン ジョウミャク カンリ

				高カロリー輸液の管理 コウ ユエキ カンリ

				薬剤の静注（抗生物質や利尿剤など） ヤクザイ ジョウチュウ コウセイ ブッシツ リニョウザイ

				麻薬による疼痛コントロール マヤク ウズ ツウ

				終末期の医療的ケア シュウマツキ イリョウテキ

				在宅での看取り ザイタク ミト

				24時間対応 ジカン タイオウ

		Q3.現時点で、依頼のあった場合、重症心身障害児（者）の在宅医療を行うことはできますか ゲンジテン イライ バアイ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ ザイタク イリョウ オコナ

		1		できる

		2		できない

		3		要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン

		Q4.依頼があった場合に可能な医療的ケアと身体介護についてお答えください イライ バアイ カノウ イリョウテキ シンタイ カイゴ コタ

		※個別シートにて対応 コベツ タイオウ



				Ｑ1.貴施設について、お伺いいたします キ シセツ ウカガ																										Q2.いままでに以下の項目を在宅看護で行ったことがありますか（あるものすべてにチェックをしてください）【1.ある、0.ない】 イカ コウモク ザイタク カンゴ オコナ																																																																																				Q3		Q4.依頼があった場合に可能な医療的ケアと身体介護についてお答えください【1.できる、2.できない、3.要相談（条件による）】 イライ バアイ カノウ イリョウテキ シンタイ カイゴ コタ ヨウ ソウダン ジョウケン																																																																																																																																																																																																																		Q5.重症心身障害児（者）の方に対する医療、在宅生活等についてお気づきのことなど、ご自由にお書きください ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ カタ タイ イリョウ ザイタク セイカツナド キ ジユウ カ

				事業所名 ジギョウショ メイ		電話番号 デンワ バンゴウ		FAX番号 バンゴウ		郵便番号 ユウビンバンゴウ		所在地 ショザイチ		職員構成（常勤・非常勤は問いません）【人数：名】 ショクイン コウセイ ジョウキン ヒジョウキン ト ニンズウ メイ														訪問可能な主な市町村 ホウモン カノウ オモ シチョウソン		在宅人工呼吸器の管理 ザイタク ジンコウ コキュウキ カンリ				気管カニューレの交換 キカン コウカン				気管カニューレ部位のガーゼ交換 キカン ブイ コウカン				気管内吸引 キカンナイ キュウイン				食事介助 ショクジ カイジョ				経鼻チューブの交換 ケイビ コウカン				胃瘻の管理 イロウ カンリ				経管栄養の注入 ケイカン エイヨウ チュウニュウ				ストーマの管理 カンリ				尿道カテーテルの管理 ニョウドウ カンリ				導尿 ドウニョウ				入浴介助 ニュウヨク カイジョ				看護師によるリハビリテーション カンゴシ				OTもしくはPTによるリハビリテーション				中心静脈カテーテル管理 チュウシン ジョウミャク カンリ				高カロリー輸液の管理 コウ ユエキ カンリ				薬剤の静注（抗生物質や利尿剤など） ヤクザイ ジョウチュウ コウセイ ブッシツ リニョウザイ				麻薬による疼痛コントロール マヤク ウズ ツウ				終末期の医療的ケア シュウマツキ イリョウテキ				在宅での看取り ザイタク ミト				24時間対応 ジカン タイオウ						在宅人工呼吸器の管理 ザイタク ジンコウ コキュウキ カンリ										気管カニューレの交換 キカン コウカン										気管カニューレの管理（日常の交換以外の対応） キカン カンリ ニチジョウ コウカン イガイ タイオウ										気管内吸引 キカンナイ キュウイン										食事介助 ショクジ カイジョ										経鼻チューブの交換 ケイビ コウカン										ストーマの管理 カンリ										尿道カテーテルの管理 ニョウドウ カンリ										導尿 ドウニョウ										入浴介助 ニュウヨク カイジョ										看護師によるリハビリテーション カンゴシ										OTもしくはPTによるリハビリテーション										中心静脈カテーテル管理 チュウシン ジョウミャク カンリ										高カロリー輸液の管理 コウ ユエキ カンリ										薬剤の静注（抗生物質や利尿剤など） ヤクザイ ジョウチュウ コウセイ ブッシツ リニョウザイ										麻薬による疼痛コントロール マヤク トウツウ										終末期の医療的ケア シュウマツキ イリョウテキ										在宅での看取り ザイタク ミト										24時間対応 ジカン タイオウ										外出の介助 ガイシュツ カイジョ										通院の介助 ツウイン カイジョ

		承諾可否 ショウダク カヒ												看護師 カンゴシ		作業療法士 サギョウ リョウホウシ		准看護師 ジュンカンゴシ		理学療法士 リガク リョウホウシ		保健師 ホケンシ		言語療法士 ゲンゴ リョウホウシ		その他 タ				成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ				乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ

		否 ヒ		曙訪問看護ステーション アケボノ ホウモン カンゴ		028-660-7803		028-683-5306		321-0901		宇都宮市平出町413番地		8		3		0		3		0		1				宇都宮、高根沢 ウツノミヤ タカネザワ		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		3		2		2		2		2		3		2		2		2		2		2		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		1		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		1		1		1		3		3		3		1		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		2		2		2		2		2		いつも大変お世話になっております。当STでも数名の小児利用者をNS、PT、OTでサポートしています。又、貴院のショートステイを利用させて頂いております。ご利用者様、家族が安心して過ごせるよう地域でサポートできたらと考えています。どうぞよろしくお願い申し上げます。 タイヘン セワ トウ スウメイ ショウニ リヨウシャ マタ キ イン リヨウ イタダ リヨウシャサマ カゾク アンシン ス チイキ カンガ ネガ モウ ア

		否 ヒ		とちぎメディカルセンター		0282-22-5810		0282-225812		328-0043		栃木市境町27-21		9		0		4		1		0		1		2		栃木市、小山市、壬生町 トチギシ オヤマシ ミブマチ		1		1		1		0		1		1		1		1		1		0		1		0		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		0		1		1		3		2		1		1		1		1		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		2		2		2		1		1		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		1		1		1		1		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		2		2		2		2		2

		否 ヒ		あいケアステーション		0282-23-6221		0282-24-9850		328-0074		栃木市薗部町2-5-9		1		0		2		2		0		0				栃木市 トチギシ		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		3		2		2		2		2		3		2		2		2		2		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		3		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		3		2		2		2		2		3		2		2		2		2		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		2		2		2		2		3

		否 ヒ		訪問看護ステーションこすもす		0285-80-5511		0285-80-5512		321-4337		真岡市上高間木2-24-4		4		2		0		1		0		0						1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		3		2		2		2		3		3		2		2		2		3		3		2		2		2		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		3		3		3		3		3		3		3		2		2		2		3		3		2		2		2		3		3		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		2		2		2		2		3		2		2		2		2		3		2		2		2		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		1		3		3		3		3		3		2		2		2		2		2		緊急時に主治医又はバッックベットのある病院との連携がとれる体制が整っていないと、在宅での対応に不安があります。
現在のところ、小児科、精神科看護を経験したスタッフがいない為、受け入れに不安がありますので今回はガイドマップ等に公表することに同意する事は控えさせていただきたいと思います。 キンキュウジ シュジイ マタ ビョウイン レンケイ タイセイ トトノ ザイタク タイオウ フアン ゲンザイ ショウニカ セイシンカ カンゴ ケイケン タメ ウ イ フアン コンカイ ナド コウヒョウ ドウイ コト ヒカ オモ

		否 ヒ		訪問看護ステーションひばり		0289-64-7226		0289-64-2225		322-8550		鹿沼市下田町1-1033		6		1		0		1		0		0				市内及び近隣市 シナイ オヨ キンリン シ		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		0		1		1		2

chizuru_tanaka: 未記入		1		1		2		2		1		2		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		1		3		3		1		1		1		3		3		3		3		1		3		3		1		1		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		1		3		3		3		1		1		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1

		否 ヒ		訪問看護ステーション那須		0287-73-5048		0287-63-4566		325-0023		那須塩原市豊浦10-706		5		0		2		0		0		0				那須塩原市、大田原市、那須町 ナスシオバラ シ オオタワラシ ナスマチ		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		0		0		1		0		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		2

chizuru_tanaka: 未記入		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1

		承諾 ショウダク		さくら訪問看護ステーション		0287-29-3252		0287-29-3252		324-0058		大田原市紫塚3-2633-10		5		0		0		1		0		0				大田原市、那須塩原市、矢板市 オオタワラシ ナスシオバラ シ ヤイタ シ		1		0		1		1		1		1		1		1		1		0		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		0		1		1		3		3		3		3		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		小児の受入数（実績）が少ないので、実際依頼があった場合、入院中から手技等の指導を受けたいと思います。 ショウニ ウケイレスウ ジッセキ スク ジッサイ イライ バアイ ニュウインチュウ シュギ ナド シドウ ウ オモ

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションたんぽぽ		0280-57-1888		0280-57-3819		329-0101		下都賀郡野木町友沼5119-12		20		3		0		5		0		0		2		野木町、小山市、旧藤岡町 ノギマチ オヤマシ キュウ フジオカマチ		1		1		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		1		1		1		1		1		1		0		0		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		3		1		1		1		1		1		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		3		3		3		3		3		1		1		3		2		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		2		2		2		2		2		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		受け入れてくれる訪問看護Stの数が少ないと思います。研修会の機会を設けてサービス体制が構築できると良いと思います。 ウ イ ホウモン カンゴ カズ スク オモ ケンシュウカイ キカイ モウ タイセイ コウチク ヨ オモ

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションうつのみや		028-612-6103		028-612-6104		320-0852		宇都宮市下砥上町字並塚643番地1		11		0		0		0		0		0		1		宇都宮市、壬生町 ウツノミヤシ ミブマチ		1		1		0		0		1		1		1		1		1		0		0		0		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		2

chizuru_tanaka: 未記入		3		3		3		3		1		2		2		2		2		2		3		3		3		1		1		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		3		3		3		1		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		3		3		3		1		1		3		3		3		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーション石橋		0285-52-2293		0285-52-2268		329-0511		下野市石橋628番地		7		0		0		1		0		0		1		下野市、上三川町、壬生町、宇都宮市（部） シモノ シ カミノカワマチ ミブマチ ウツノミヤシ ブ		1		1		0		0		1		1		1		1		1		0		1		0		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		3		1		1		1		1		1		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		1		3		3		3		3		3		3		3		3		1		1		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		2		2		2		2		2		最近、訪問依頼が増えてきていますが、私たち看護師の力量不足から利用者家族へ満足のいく看護が提供できないように感じています。現在の、利用者家族から教わることが多くあり、私たちが勉強になります。ただ、訪問していて思うことは、ご両親の今までの経験でケアが進み危険であり、指導させていただいても理解が得られないこともあり、ジレンマとなっています。例）誤嚥性肺炎を繰り返している方にヘッドアップして食事を摂るよう説明してもフラットのままであったり、他の方でPEG造設されているので、栄養はPEGからにして経口からは楽しみ程度にしてと言っても、食事を経口から摂るなど。 サイキン ホウモン イライ フ ワタクシ カンゴシ リキリョウ ブソク リヨウシャ カゾク マンゾク カンゴ テイキョウ カン ゲンザイ リヨウシャ カゾク オソ オオ ワタシ ベンキョウ ホウモン オモ リョウシン イマ ケイケン スス キケン シドウ リカイ エ レイ ゴエンセイ ハイエン ク カエ カタ ショクジ ト セツメイ ホカ カタ ゾウ セツ エイヨウ ケイコウ タノ テイド イ ショクジ ケイコウ ト

		承諾 ショウダク		マロニエ訪問看護ステーション		0287-37-6322		0287-39-3305		329-2763		那須塩原市井口537-3 にしなすの総合在宅ｹｱｾﾝﾀｰ内		5		7		0		5		0		2		1		那須塩原市、那須町、大田原市　リハビリのみ→那珂川町訪問可能 ナスシオバラ シ ナスマチ オオタワラシ ナカガワ マチ ホウモン カノウ		1		1		1		0		1		1		1		1		0		0		0		1		1		1		1		1		1		0		1		1		1		1		1		1		0		0		1		1		1		0		1		0		0		0		1		0		1		1		1		1		1		1		3		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーション佐野		0283-86-7013		0283-86-7031		327-0847		佐野市天神町７７４－２２ メープルハイツ１０１号室		3		0		1		0		0		0		1		足利市、佐野市、栃木市（旧岩船市） アシカガシ サノシ トチギシ キュウ イワフネ シ		0		0		0		0		1		0		1		0		1		0		0		0		1		0		0		0		1		0		1		0		0		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		2		2		2		2		2		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1

		承諾 ショウダク		とちぎ訪問看護ステーションくろばね		0287-54-0507		0287-54-0580		324-0241		大田原市黒羽向町142番地		6		0		0		0		1		0		2		大田原市、那須塩原市、那須町、那珂川町 オオタワラシ ナスシオバラ シ ナスマチ ナカガワマチ		1		0		0		0		1		1		1		1		1		0		1		0		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		3		3		3		3		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		1		2		2		2		2		2		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3

		承諾 ショウダク		鹿沼訪問看護ステーション		0289-60-5650		0289-60-1687		322-0021		鹿沼市上野町320-3高橋ビル１階１０３号室		5		0		0		0		0		0				鹿沼市、旧宇都宮市、旧今市市、壬生町、西片町 カヌマシ キュウ ウツノミヤシ キュウ イマイチシ ミブマチ ニシカタマチ		0		0		0		0		0		0		1		0		1		0		0		0		1		0		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		2

chizuru_tanaka: 未記入		2		2		2		2		1		2		2		2		2		3		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションほっと		028-626-5739		028-625-8201		321-0974		宇都宮市竹林町958		11		0		0		2		0		0		0		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2

		承諾 ショウダク		芳賀赤十字訪問看護ステーション		0285-84-8266		0285-84-8266		321-4306		真岡市台町2461		6		0		0		0		0		0		0		芳賀郡全域（真岡市、益子町、芳賀町、茂木町） ハガ グン ゼンイキ モオカシ マシコマチ ハガマチ モギ マチ		1		1		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		3		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		当ステーションは今年度小児在宅医との連携を開始することができました。安心して在宅療養を継続できるよう、多職種と連携し、実施しています。高齢者が介護サービスを選択するように、サービスの充実は得られていません。現実は家族だけで利用者（児）のケアを実施しているケースもあり家族の介護負担は大きいと考えます。負担軽減のためには、スムーズなレスパイト入院や日中の一時お預かり等充実した施設が増えることでさらに安心した療養環境の提供ができると思います。よろしくお願いいたします。 トウ コンネンド ショウニ ザイタク イ レンケイ カイシ アンシン ザイタク リョウヨウ ケイゾク タ ショクシュ レンケイ ジッシ コウレイシャ カイゴ センタク ジュウジツ エ ゲンジツ カゾク リヨウシャ ジ ジッシ カゾク カイゴ フタン オオ カンガ フタン ケイゲン ニュウイン ニッチュウ イチジ アズ ナド ジュウジツ シセツ フ アンシン リョウヨウ カンキョウ テイキョウ オモ ネガ

		承諾 ショウダク		とちぎ訪問看護ステーションみぶ		0282-82-7262		0282-82-7260		321-0218		下都賀郡壬生町落合1-18-12		16		0		0		0		0		0		1		上三川町、下野市、壬生町、宇都宮 カミノカワマチ シモノ シ ミブ チョウ ウツノミヤ		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		1		0		1		1		1		1		1		1		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		病院との連携が大切。在宅生活を支援するためにチームで対応する（介護者の支援） ビョウイン レンケイ タイセツ ザイタク セイカツ シエン タイオウ カイゴシャ シエン

		承諾 ショウダク		ＷＡＤＥＷＡＤＥ訪問看護ステーション		028-666-5420		028-666-5460		321-0923		栃木県宇都宮市下栗町2913-1 ３２１－０９２３		12		0		0		0		0		0				宇都宮市、上三川町、 ウツノミヤシ カミノカワマチ		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		0		0		1		0		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		重心の方を看る側（介護者）の負担軽減の必要性を感じてしまいます。まだまだ「私がやらなければ」という気持ちが強く、様々な資源活用へと動きが進むような発信が大切だと思っています。 ジュウシン カタ ミ ガワ カイゴシャ フタン ケイゲン ヒツヨウセイ カン ワタシ キモ ツヨ サマザマ シゲン カツヨウ ウゴ スス ハッシン タイセツ オモ

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションあい		0287-83-8035		0287-83-8222		321-0628		那須烏山市金井2-5-9 ベンチャープラザ7号室 ゴウシツ		8		0		1		0		0		0		1		那須烏山市、那珂川町、茂木町、一貝町 ナスカラスヤマシ ナカガワマチ モギマチ イチ ガイ マチ		1		1		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		0		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		小児や重心など医療依存度が高い方には家族が安心して預けられる事業所とスタッフが必要です（レスパイトの本当の意味で）訪問看護スタッフが動きやすい仕組みがあればもっと介入できると思います。例えば在宅以外への支援での算定が可能になる。長時間支援が可能になるなど。在宅支援診療所が多ければ助かります。開業医で努力してくださる医師の力で乗り切っている地域は特にそう感じます。後方病院親元病院との連携、地域との調整などスムーズにシームレスに行われるとうれしいです。行政からの介入が少なく、制度のことなど知らないまま苦労されている方が多いので、窓口での丁寧かつタイミングよく助言をしていただくと嬉しいです。 ショウニ ジュウシン イリョウ イゾンド タカ カタ カゾク アンシン アズ ジギョウショ ヒツヨウ ホントウ イミ ホウモン カンゴ ウゴ シク カイニュウ オモ タト ザイタク イガイ シエン サンテイ カノウ チョウジカン シエン カノウ ザイタク シエン シンリョウジョ オオ タス カイギョウイ ドリョク イシ チカラ ノ キ チイキ トク カン コウホウ ビョウイン オヤモト ビョウイン レンケイ チイキ チョウセイ オコナ ギョウセイ カイニュウ スク セイド シ クロウ カタ オオ マドグチ テイネイ ジョゲン ウレ

		承諾 ショウダク		あおい訪問看護ステーション		0284-73-9456		0284-72-7600		326-0831		足利市堀込町2556 セレッソ・コート１階		16		0		0		4		0		0				足利市とその周辺（佐野市、館林市、巴楽町、太田市、桐生市） アシカガシ シュウヘン サノシ タテバヤシシ トモエ ラク マチ オオタシ キリュウシ		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1

		承諾 ショウダク		那須赤十字訪問看護ステーション		0287-23-8866		0287-23-8903		324-8686		大田原市中田原1081-4		8		1		0		0		0		0				大田原市、那須塩原市（一部を除く） オオタワラシ ナスシオバラ シ イチブ ノゾ		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		1		1		0		1		0		1		1		1		0		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションゆりの木		0287-47-5123		0287-47-5124		324-0028		大田原市山の手1-1-7 ヤマ テ		4		0		0		0		0		0				大田原市、那須塩原市、那珂川町 オオタワラシ ナスシオバラ シ ナカガワマチ		1		1		1		0		1		1		1		1		0		0		0		1		1		0		1		1		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		0		0		1		0		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		3		1		1		1		1		2		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		3		1		1		1		1		3		1		1		1		1		1		1		1		1		3		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		3		3		1		3		3		1		1		1		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		重症心身障害児施設で勤務したことのある看護師が2名いますので積極的に依頼があれば支援させていただきたいと思っています。こどもはやはり親元で成長発達できることが何よりも必要なことであると思っています。 ジュウショウ シンシン ショウガイ ジ シセツ キンム カンゴシ メイ セッキョクテキ イライ シエン オモ オヤモト セイチョウ ハッタツ ナニ ヒツヨウ オモ

		承諾 ショウダク		ライフ訪問看護リハビリテーション		0284-64-8799		0284-64-8335		326-0831		足利市堀込町2656-7　ASKビル３０１号		5		0		0		1		0		0		0		足利市、佐野市、館林市、邑楽郡、太田市、桐生市 アシカガシ サノシ タテバヤシシ オウラ グン オオタシ キリュウシ		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		この件に関する研修の案内が少ないため、学ぶ機会をもっと増やしてほしい ケン カン ケンシュウ アンナイ スク マナ キカイ フ

		承諾 ショウダク		わくわく訪問看護ステーションおやま		0285-24-6575		0285-20-0255		323-0022		小山市駅東通り3-9-6		11		0		0		5		0		0		0		小山市、結城市（茨城県）、下野市の一部、栃木市（PTのみ） オヤマシ ユウキシ イバラキケン シモノ シ イチブ トチギシ		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		1		1		1		1		3		3		3		1		1		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		自立支援のケアマネージャーがいるが、医療福祉行政をうまく連携してまとめる役割が果たせていない。それぞれが別々で動いており、介護者が困ったときの相談窓口に迷う。 ジリツ シエン イリョウ フクシ ギョウセイ レンケイ ヤクワリ ハ ベツベツ ウゴ カイゴシャ コマ ソウダン マドグチ マヨ

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーション風		028-612-1333		028-612-1384		321-0117		宇都宮市城南3丁目5-6		3		1		0		1		0		0				宇都宮、鹿沼、下野、壬生 ウツノミヤ カヌマ シモノ ミブ		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		1		1		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1

		承諾 ショウダク		宮の橋訪問看護ステーション		028-635-9839		028-635-9839		321-0963		宇都宮市南大通り1-1-23		7		0		0		1		0		0		0		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		1		1		0		1		1		1		1		1		0		0		0		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		レスパイト等受け入れ先が少ない。市のコーディネーター様がご多忙の様子であり、要望に対しての対応にかなりの時間を要する（対応されないこともある）。年度変わるときなど、担当者（市）の引き継ぎがされず、進んでいた調整も振り出しに戻ってしまうことがある。 トウ ウ イ サキ スク シ サマ タボウ ヨウス ヨウボウ タイ タイオウ ジカン ヨウ タイオウ ネンド カ タントウシャ シ ヒ ツ スス チョウセイ フ ダ モド

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションオリーブ		0282-27-8414		0282-27-8415		328-0027		栃木市今泉町1丁目17番29号		7		0		0		0		0		0				栃木市、小山市、下野市、壬生町 トチギシ オヤマシ シモノ シ ミブ マチ		1		1		1		0		1		1		1		1		0		0		0		0		1		1		1		1		0		0		1		1		1		0		1		1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションマザーの家		0283-85-7771		0283-85-7772		327-0504		佐野市中町942-1		2		0		3		0		0		0				佐野市 サノシ		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーション卯の郷		028-682-7770		028-682-7766		329-1311		さくら市氏家2650番地		3		0		0		0		0		0				さくら市（周辺15ｋｍ以内）、塩谷町、那須烏山市、宇都宮市、高根沢町 シ シュウヘン イナイ シオヤ マチ ナスカラスヤマシ ウツノミヤシ タカネザワ マチ		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		3		3		3		3		3		1		2		2		2		2		2		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		2		2		2		3		3		3		3		1		1		1		3		3		3		3		1		2		2		2		2		2		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		2		2		2		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションたかねざわ		028-680-1701		028-680-1702		329-1233		塩谷郡高根沢町宝積寺2426-8 		16		0		0		0		0		0				高根沢町、さくら市、那須烏山市、芳賀町、市貝町、茂木町、益子町、宇都宮市 タカネザワマチ シ ナスカラスヤマシ ハガ マチ イチ カイ チョウ モギマチ マシコ チョウ ウツノミヤシ		1		1		1		0		1		1		1		1		1		0		1		0		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		2		2		2		2		2

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションみどり		0285-45-8362		0285-45-8397		329-0214		小山市乙女786-1		3		0		1		0		0		0				小山市、栃木市、古河市、結城市 オヤマシ トチギシ コガシ ユウキシ		0		0		1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		1		0		1		0		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		3		2		2		2		3		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		1		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		1		1		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		訪問看護師がもっと社会資源として同行できるとよいと思う。在宅での療養はもっと看護師が活躍できる体制が整うとよいと思った。 ホウモン カンゴシ シャカイ シゲン ドウコウ オモ ザイタク リョウヨウ カンゴシ カツヤク タイセイ トトノ オモ

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションあるく		028-643-5586		028-678-8796		320-0036		宇都宮市小幡2-6-14 		5		0		1		0		0		0		1		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		0		1		0		1		0		1		0		0		1		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3

		承諾 ショウダク		とちぎ訪問看護ステーションおやま		0285-39-8602		0285-39-8607		323-0827		栃木県小山市神鳥谷2251-7 ３２３－０８２７		12		0		0		0		0		0		1		小山市、下野市（南部）、野木町（北部） オヤマシ シモノ シ ナンブ ノギ マチ ホクブ		1		1		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		1		1		1		0		0		1		0		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		3		3		1		1		1		3		1		1		1		1		小児の重症心身障害児の訪問看護を行っていく上で。たびたび感じるのが成長に伴った教育、就学が難しく親御さんの希望通りにいかないことが多く残念に思います。難しいところだと思いますが… ショウニ ジュウショウ シンシン ショウガイジ ホウモン カンゴ オコナ ウエ カン セイチョウ トモナ キョウイク シュウガク ムズカ オヤゴ キボウ ドオ オオ ザンネン オモ ムズカ オモ

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションここあ		028-600-3735		028-600-3736		321-2116		栃木県宇都宮市徳次郎町998-9 ３２１－２１１６		10		1		0		1		0		0		2		宇都宮市、日光市、 ウツノミヤシ ニッコウシ		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2

chizuru_tanaka: 未記入		

chizuru_tanaka: 未記入		

chizuru_tanaka: 未記入		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3















																														Q2.いままでに以下の項目を在宅看護で行ったことがありますか（あるものすべてにチェックをしてください）																																																																																						Q4.依頼があった場合に可能な医療的ケアと身体介護についてお答えください

				事業所名 ジギョウショ メイ		電話番号 デンワ バンゴウ		FAX番号 バンゴウ		郵便番号 ユウビンバンゴウ		所在地 ショザイチ		職員構成（常勤・非常勤は問いません）【人数：名】 ショクイン コウセイ ジョウキン ヒジョウキン ト ニンズウ メイ														訪問可能な主な市町村 ホウモン カノウ オモ シチョウソン		在宅人工呼吸器の管理 ザイタク ジンコウ コキュウキ カンリ				気管カニューレの交換 キカン コウカン				気管カニューレ部位のガーゼ交換 キカン ブイ コウカン				気管内吸引 キカンナイ キュウイン				食事介助 ショクジ カイジョ				経鼻チューブの交換 ケイビ コウカン				胃瘻の管理 イロウ カンリ				経管栄養の注入 ケイカン エイヨウ チュウニュウ				ストーマの管理 カンリ				尿道カテーテルの管理 ニョウドウ カンリ				導尿 ドウニョウ				入浴介助 ニュウヨク カイジョ				看護師によるリハビリテーション カンゴシ				OTもしくはPTによるリハビリテーション				中心静脈カテーテル管理 チュウシン ジョウミャク カンリ				高カロリー輸液の管理 コウ ユエキ カンリ				薬剤の静注（抗生物質や利尿剤など） ヤクザイ ジョウチュウ コウセイ ブッシツ リニョウザイ				麻薬による疼痛コントロール マヤク ウズ ツウ				終末期の医療的ケア シュウマツキ イリョウテキ				在宅での看取り ザイタク ミト				24時間対応 ジカン タイオウ						在宅人工呼吸器の管理 ザイタク ジンコウ コキュウキ カンリ										気管カニューレの交換 キカン コウカン										気管カニューレの管理（日常の交換以外の対応） キカン カンリ ニチジョウ コウカン イガイ タイオウ										気管内吸引 キカンナイ キュウイン										食事介助 ショクジ カイジョ										経鼻チューブの交換 ケイビ コウカン										ストーマの管理 カンリ										尿道カテーテルの管理 ニョウドウ カンリ										導尿 ドウニョウ										入浴介助 ニュウヨク カイジョ										看護師によるリハビリテーション カンゴシ										OTもしくはPTによるリハビリテーション										中心静脈カテーテル管理 チュウシン ジョウミャク カンリ										高カロリー輸液の管理 コウ ユエキ カンリ										薬剤の静注（抗生物質や利尿剤など） ヤクザイ ジョウチュウ コウセイ ブッシツ リニョウザイ										麻薬による疼痛コントロール マヤク トウツウ										終末期の医療的ケア シュウマツキ イリョウテキ										在宅での看取り ザイタク ミト										24時間対応 ジカン タイオウ										外出の介助 ガイシュツ カイジョ										通院の介助 ツウイン カイジョ

														看護師 カンゴシ		作業療法士 サギョウ リョウホウシ		准看護師 ジュンカンゴシ		理学療法士 リガク リョウホウシ		保健師 ホケンシ		言語療法士 ゲンゴ リョウホウシ		その他 タ				成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ				乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ

																																																																																																																		できる		18		20		19		20		27		9		11		13		13		18		22		22		22		24		30		25		25		26		29		34		25		25		26		27		31		16		17		19		21		27		21		22		23		26		32		16		18		22		25		33		16		18		22		24		32		26		25		29		30		31		18		20		22		23		30		9		10		9		9		12		20		20		23		25		31		21		22		24		27		32		14		14		16		18		27		12		12		13		15		25		18		17		19		20		28		19		18		19		21		29		23		23		24		25		33		7		7		9		10		14		5		6		7		8		11

																																																																																																																		できない		8		7		8		5		1		18		15		14		12		6		6		6		6		4		1		5		5		5		4		0		6		6		6		5		1		11		11		11		9		3		5		5		5		3		0		8		8		8		5		0		9		8		8		5		0		5		6		5		4		1		8		7		7		6		2		19		18		18		19		17		7		7		7		6		1		6		6		6		5		1		10		10		10		7		2		6		6		6		5		1		6		6		6		5		2		5		5		5		4		1		5		5		5		4		1		11		11		11		10		7		17		17		17		16		13

																																																																																																																		要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン		8		7		7		9		6		7		8		7		9		10		6		6		6		6		3		4		4		3		1		0		3		3		2		2		2		7		6		4		4		4		8		7		6		5		2		10		8		4		4		1		9		8		4		5		2		3		3		0		0		2		8		7		5		5		2		6		6		7		6		5		7		7		4		3		2		7		6		4		2		1		10		10		8		9		5		16		16		15		14		8		10		11		9		9		4		10		11		10		9		4		6		6		5		5		0		16		16		14		14		13		12		11		10		10		10



																																																																																																																		Ｑ4.できる

																																																																																																																				在宅人工呼吸器の管理		気管カニューレの交換		気管カニューレの管理（日常の交換以外の対応）		気管内吸引		食事介助		経鼻チューブの交換		ストーマの管理		尿道カテーテルの管理		導尿		入浴介助		看護師によるリハビリテーション		OTもしくはPTによるリハビリテーション		中心静脈カテーテル管理 チュウシン ジョウミャク カンリ		高カロリー輸液の管理 コウ ユエキ カンリ		薬剤の静注（抗生物質や利尿剤など） ヤクザイ ジョウチュウ コウセイ ブッシツ リニョウザイ		麻薬による疼痛コントロール マヤク トウツウ		終末期の医療的ケア シュウマツキ イリョウテキ		在宅での看取り ザイタク ミト		24時間対応 ジカン タイオウ		外出の介助		通院の介助

																																																																																																																		乳児～2歳 ニュウジ サイ		18		9		22		25		25		16		21		16		16		26		18		9		20		21		14		12		18		19		23		7		5

																																																																																																																		3～6歳 サイ		20		11		22		25		25		17		22		18		18		25		20		10		20		22		14		12		17		18		23		7		6

																																																																																																																		7歳～12歳 サイ サイ		19		13		22		26		26		19		23		22		22		29		22		9		23		24		16		13		19		19		24		9		7

																																																																																																																		13～17歳 サイ		20		13		24		29		24		21		26		25		24		30		23		9		25		27		18		15		20		21		25		10		8

																																																																																																																		18歳以上 サイイジョウ		27		18		30		34		31		27		32		33		32		31		30		12		31		32		27		25		28		29		33		14		11



																																																																																																																		Ｑ4.できない

																																																																																																																				在宅人工呼吸器の管理		気管カニューレの交換		気管カニューレの管理（日常の交換以外の対応）		気管内吸引		食事介助		経鼻チューブの交換		ストーマの管理		尿道カテーテルの管理		導尿		入浴介助		看護師によるリハビリテーション		OTもしくはPTによるリハビリテーション		中心静脈カテーテル管理 チュウシン ジョウミャク カンリ		高カロリー輸液の管理 コウ ユエキ カンリ		薬剤の静注（抗生物質や利尿剤など） ヤクザイ ジョウチュウ コウセイ ブッシツ リニョウザイ		麻薬による疼痛コントロール マヤク トウツウ		終末期の医療的ケア シュウマツキ イリョウテキ		在宅での看取り ザイタク ミト		24時間対応 ジカン タイオウ		外出の介助		通院の介助

																																																																																																																		乳児～2歳 ニュウジ サイ		8		18		6		5		6		11		5		8		9		5		8		19		7		6		10		6		6		5		5		11		17

																																																																																																																		3～6歳 サイ		7		15		6		5		6		11		5		8		8		6		7		18		7		6		10		6		6		5		5		11		17

																																																																																																																		7歳～12歳 サイ サイ		8		14		6		5		6		11		5		8		8		5		7		18		7		6		10		6		6		5		5		11		17

																																																																																																																		13～17歳 サイ		5		12		4		4		5		9		3		5		5		4		6		19		6		5		7		5		5		4		4		10		16

																																																																																																																		18歳以上 サイイジョウ		1		6		1		0		1		3		0		0		0		1		2		17		1		1		2		1		2		1		1		7		13



																																																																																																																		Ｑ4.要相談 ヨウ ソウダン

																																																																																																																				在宅人工呼吸器の管理		気管カニューレの交換		気管カニューレの管理（日常の交換以外の対応）		気管内吸引		食事介助		経鼻チューブの交換		ストーマの管理		尿道カテーテルの管理		導尿		入浴介助		看護師によるリハビリテーション		OTもしくはPTによるリハビリテーション		中心静脈カテーテル管理 チュウシン ジョウミャク カンリ		高カロリー輸液の管理 コウ ユエキ カンリ		薬剤の静注（抗生物質や利尿剤など） ヤクザイ ジョウチュウ コウセイ ブッシツ リニョウザイ		麻薬による疼痛コントロール マヤク トウツウ		終末期の医療的ケア シュウマツキ イリョウテキ		在宅での看取り ザイタク ミト		24時間対応 ジカン タイオウ		外出の介助		通院の介助

																																																																																																																		乳児～2歳 ニュウジ サイ		8		7		6		4		3		7		8		10		9		3		8		6		7		7		10		16		10		10		6		16		12

																																																																																																																		3～6歳 サイ		7		8		6		4		3		6		7		8		8		3		7		6		7		6		10		16		11		11		6		16		11

																																																																																																																		7歳～12歳 サイ サイ		7		7		6		3		2		4		6		4		4		0		5		7		4		4		8		15		9		10		5		14		10

																																Q3.現時点で、依頼のあった場合、重症心身障害児（者）の在宅医療を行うことはできますか ゲンジテン イライ バアイ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ ザイタク イリョウ オコナ																																																																																		13～17歳 サイ		9		9		6		1		2		4		5		4		5		0		5		6		3		2		9		14		9		9		5		14		10

																														できる		14																																																																																		18歳以上 サイイジョウ		6		10		3		0		2		4		2		1		2		2		2		5		2		1		5		8		4		4		0		13		10

																														できない		6

																														要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン		14



																														在宅人工呼吸器の管理 ザイタク ジンコウ コキュウキ カンリ		気管カニューレの交換 キカン コウカン		気管カニューレ部位のガーゼ交換 キカン ブイ コウカン		気管内吸引 キカンナイ キュウイン		食事介助 ショクジ カイジョ		経鼻チューブの交換 ケイビ コウカン		胃瘻の管理 イロウ カンリ		経管栄養の注入 ケイカン エイヨウ チュウニュウ		ストーマの管理 カンリ		尿道カテーテルの管理 ニョウドウ カンリ		導尿 ドウニョウ		入浴介助 ニュウヨク カイジョ		看護師によるリハビリテーション カンゴシ		OTもしくはPTによるリハビリテーション		中心静脈カテーテル管理 チュウシン ジョウミャク カンリ		高カロリー輸液の管理 コウ ユエキ カンリ		薬剤の静注（抗生物質や利尿剤など） ヤクザイ ジョウチュウ コウセイ ブッシツ リニョウザイ		麻薬による疼痛コントロール マヤク ウズ ツウ		終末期の医療的ケア シュウマツキ イリョウテキ		在宅での看取り ザイタク ミト		24時間対応 ジカン タイオウ

																												成人 セイジン		28		24		30		31		28		22		32		31		32		33		31		33		33		16		29		30		28		30		32		31		33

																												小児 ショウニ		21		11		23		24		14		17		21		19		6		7		8		20		18		9		2		4		3		3		6		4		22



成人	小児	Q3.現時点で、依頼のあった場合、重症心身障害児（者）の在宅医療を行うことはできますか

Q3.現時点で、依頼のあった場合、重症心身障害児（者）の在宅医療を行うことはできますか	乳児～2歳	3～6歳	7歳～12歳	13～17歳	18歳以上	乳児～2歳	3～6歳	7歳～12歳	13～17歳	18歳以上	

乳児～2歳	3～6歳	7歳～12歳	13～17歳	18歳以上	

診療所

		Ｑ１		1.医療ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する外来診療について、以下の医療行為に対応できますか。 イリョウ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ガイライ シンリョウ イカ イリョウ コウイ タイオウ

				Ｑ1-1										予防接種 ヨボウ セッシュ

				Ｑ1-2										一次診療
（経過観察、栄養観察を含む） イチジ シンリョウ ケイカ カンサツ エイヨウ カンサツ フク

				Ｑ1-3										経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ

				Ｑ1-4										経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ

				Ｑ1-5										中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ

				Ｑ1-6										酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ

				Ｑ1-7										気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ

				Ｑ1-8										人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ

				Ｑ1-9										尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ

				Ｑ1-10										人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ

				Ｑ1-11										褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ

		Ｑ２		2.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する往診及び訪問診療について、以下の医療行為に対応できますか イリョウテキ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ オウシン オヨ ホウモン シンリョウ イカ イリョウ コウイ タイオウ

				Ｑ2-1										予防接種 ヨボウ セッシュ

				Ｑ2-2										一次診療
（経過観察、栄養観察を含む） イチジ シンリョウ ケイカ カンサツ エイヨウ カンサツ フク

				Ｑ2-3										経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ

				Ｑ2-4										経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ

				Ｑ2-5										中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ

				Ｑ2-6										酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ

				Ｑ2-7										気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ

				Ｑ2-8										人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ

				Ｑ2-9										尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ

				Ｑ2-10										人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ

				Ｑ2-11										褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ

		Ｑ3		3.24時間、重症心身障害児（18歳未満）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイジ サイ ミマン イリョウ タイオウ

				Ｑ3-1										できる

				Ｑ3-2										できない

				Ｑ3-3										要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン

		Ｑ4		4.24時間、重症心身障害者（18歳以上）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイシャ サイ イジョウ イリョウ タイオウ

				Ｑ4-1										できる

				Ｑ4-2										できない

				Ｑ4-3										要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン

		Ｑ5		5.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する訪問リハビリてーションを提供していますか イリョウテキ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ホウモン テイキョウ

				Ｑ5-1										提供している テイキョウ

				Ｑ5-2										提供していない テイキョウ

				Ｑ5-3										提供していないが対応は可能 テイキョウ タイオウ カノウ

				Ｑ5-4										要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン

		Ｑ6		6.重症心身障害児（者）在宅医療に対応できるようになるための条件はなんですか ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ ザイタク イリョウ タイオウ ジョウケン

				Ｑ6-1										診療報酬の点数が増えること シンリョウ ホウシュウ テンスウ フ

				Ｑ6-2										訪問看護尾の連携 ホウモン カンゴ オ レンケイ

				Ｑ6-3										病院との連携 ビョウイン レンケイ

				Ｑ6-4										在宅療養支援診療所と小児科医とのグループ診療 ザイタク リョウヨウ シエン シンリョウジョ ショウニ カ イ シンリョウ

				Ｑ6-5										在宅療養支援診療所に助言や相談を求めることができること ザイタク リョウヨウ シエン シンリョウジョ ジョゲン ソウダン モト

				Ｑ6-6										小児科医に助言や相談を求めることができること ショウニ カ イ ジョゲン ソウダン モト

				Ｑ6-7										経験のある医師がいること ケイケン イシ

				Ｑ6-8										研修などの自己のスキルアップ ケンシュウ ジコ

				Ｑ6-9										その他 タ

		Ｑ7		7.重症心身障害児（者）の方に対する医療、在宅生活等についてお気づきのことなど、ご自由にお書きください ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ カタ タイ イリョウ ザイタク セイカツ ナド キ ジユウ カ



		承諾可否 ショウダク カヒ		診療所名 シンリョウジョ メイ		電話番号 デンワ バンゴウ		郵便番号 ユウビンバンゴウ		所在地 ショザイチ		電話番号 デンワ バンゴウ		Ｑ１　1.医療ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する外来診療について、以下の医療行為に対応できますか。																								Ｑ２　2.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する往診及び訪問診療について、以下の医療行為に対応できますか																						Ｑ3		Ｑ4		Ｑ5		Ｑ6　6.重症心身障害児（者）在宅医療に対応できるようになるための条件はなんですか																		Ｑ7重症心身障害児（者）の方に対する医療、在宅生活等についてお気づきのことなど、ご自由にお書きください

														Ｑ1-1		Ｑ1-2		Ｑ1-3		Ｑ1-4		Ｑ1-5		Ｑ1-6		Ｑ1-7		Ｑ1-8		Ｑ1-9		Ｑ1-10		Ｑ1-11				Ｑ2-1		Ｑ2-2		Ｑ2-3		Ｑ2-4		Ｑ2-5		Ｑ2-6		Ｑ2-7		Ｑ2-8		Ｑ2-9		Ｑ2-10		Ｑ2-11								Ｑ6-1		Ｑ6-2		Ｑ6-3		Ｑ6-4		Ｑ6-5		Ｑ6-6		Ｑ6-7		Ｑ6-8		Ｑ6-9

		否 ヒ		不明 フメイ						不明 フメイ		不明 フメイ		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		7		0		0

		否 ヒ		不明 フメイ						不明 フメイ		不明 フメイ		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		1		1		0		0		0		1		0

		否 ヒ		不明 フメイ						不明 フメイ		不明 フメイ		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		不明 フメイ						不明 フメイ		不明 フメイ		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		0

		否 ヒ		不明 フメイ						不明 フメイ		不明 フメイ		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		否 ヒ		不明 フメイ						不明 フメイ		不明 フメイ		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		0		1		0

		否 ヒ		不明 フメイ						不明 フメイ		不明 フメイ		1		1		2		2		2		2		2		2		1		2		1				1		1		2		2		2		2		2		2		1		2		1		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		その他：各種の健康的処置の管理ができるかどうか。その訓練を受けているかどうかです。 タ カクシュ ケンコウテキ ショチ カンリ クンレン ウ

		否 ヒ		不明 フメイ						不明 フメイ		不明 フメイ		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		0		0		1		0		0

		否 ヒ		不明 フメイ						不明 フメイ		不明 フメイ		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		その他:スタッフ不足（医師、看護師、介助者）スペース不足 タ フソク イシ カンゴシ カイジョシャ フソク

		否 ヒ		宇都宮市保健所 ウツノミヤシ ホケンジョ				321-0974		宇都宮市竹林町972				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		その他：保健所は直接的な医療サービスを行っていないことから、今後も対応は行わない タ ホケンジョ チョクセツ テキ イリョウ オコナ コンゴ タイオウ オコナ

		承諾 ショウダク		深谷医院 フカヤ イイン		0285-75-0007 		321-4502		真岡市物井1268-7				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		1				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		1		2		2		2		0		0		1		1		0		0		0		0		0

		否 ヒ		こどもクリニックしまむら				326-0822		足利市田中町908-4				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		かしま産婦人科 サンフジンカ		0284-65-0341		326-0844		足利市鹿島町501-1				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		婦人科疾患（不正性器出血/帯下/外陰掻痒等）については外来対応させて頂いております フジンカ シッカン フセイ セイキ シュッケツ タイゲ ガイイン カ カユ ナド ガイライ タイオウ イタダ

		否 ヒ		医療法人雄仁会　奥山医院 イリョウ ホウジン ユウジン カイ オクヤマ イイン				322-0065		鹿沼市上材木町2320				1		3		3		3		3		3		1		3		3		2		2				1		3		2		3		2		3		1		3		3		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		1		1		0		0

		否 ヒ		水沼医院 ミズヌマ イイン				321-0628		那須烏山市金井1-14-8				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		3				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		飯野医院				321-4539		真岡市長沼730-1				3		2		2		2		2		3		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		おおきこどもクリニック		0285-41-0025 		329-0207		小山市美しが丘3-35-3				1		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		宇都宮市子ども発達センター診療所 ウツノミヤシ コ ハッタツ シンリョウジョ		028-647-4720		320-0851		栃木県宇都宮市鶴田町970-1				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		その他：子ども発達センター内の療育を利用する児の診療所であるため タ コ ハッタツ ナイ リョウイク リヨウ ジ シンリョウジョ

		承諾 ショウダク		中川医院 ナカガワ イイン		0287-62-0040		325-0057		那須塩原市黒磯幸町6-27				3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		1		0		1		0

		否 ヒ		ももやこどもクリニック				321-0118		宇都宮市インターパーク3-6-1				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		1		0		0		0		0		0

		否 ヒ		阿久津医院 アクツ イイン				329-1226		高根沢町大谷176-1 タカネザワマチ オオタニ				1		1		2		2		2		3		2		2		3		3		3				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		1		0		0		0		1		0		0

		否 ヒ		伊保内診療所 イホ ナイ シンリョウジョ				327-0034		佐野市伊保内町3841-1				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		1		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		にじいろこども診療所 シンリョウジョ		0285-44-7716		329-0414		下野市小金井4-1-1				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		0		1		1		0

		否 ヒ		戸野塚内科医院 トノヅカ ナイカ イイン				323-0064		小山市下石塚471				3		3		3		3		3		1		1		1		1		3		1				3		3		3		3		3		1		1		1		1		3		1		3		3		4		0		0		1		0		0		1		1		1		0

		否 ヒ		賀川診療所 カガワ シンリョウジョ				326-0843		足利市五十部町1785				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		1		0		1		0		0

		承諾 ショウダク		豊郷台クリニック ユタカ ゴウ ダイ		028-643-8998		320-0003		宇都宮市豊郷台2-21-3		028-643-8998（FAX8999）		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1				1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		2		0		1		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		いとうこどもクリニック		0289-63-5566		322-0025		鹿沼市緑町2-2-29				1		1		3		3		2		2		3		2		2		3		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		0		0		1		1		0

		承諾 ショウダク		清原台こどもクリニック キヨハラ ダイ		028-305-6017		321-3223		宇都宮市清原台2-4-14				1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		その他：医師、看護師の増員 タ イシ カンゴシ ゾウイン

		否 ヒ		阿部医院				324-0032		大田原市佐久山2018 オオタワラシ サクヤマ		0287-28-0053（FAX0287-28-2112）		1		1		2		2		2		2		1		2		1		2		1				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		4		0		1		1		0		1		0		0		1		0

		否 ヒ		中元内科医院 ナカモト ナイカ イイン				328-0027		栃木市今泉町2-10-18				1		3		2		2		2		3		2		2		3		2		3				3		3		2		2		2		3		2		2		3		2		3		2		2		2		0		0		1		0		1		0		0		1		0		①重症心身障害者の重症度の程度問題　②家庭の受け入れ問題、経済的負担 ジュウショウ シンシン ショウガイシャ ジュウショウ ド テイド モンダイ カテイ ウ イ モンダイ ケイザイテキ フタン

		否 ヒ		布川小児科 フカワ ショウニ カ				322-0036		鹿沼市下田町2-1099				1		1		3		3		2		3		2		2		2		3		3				1		1		3		3		2		3		2		2		2		2		3		2		2		2		0		1		1		1		0		0		1		1		0

		否 ヒ		ちづかクリニック				328-0133		栃木市大森町445-4		0282-31-3750		3		3		3		3		2		3		2		2		2		2		3				3		3		3		3		2		3		2		2		2		2		3		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		多島医院 タジマ イイン				321-1524		日光市足尾町赤沢21-28				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		否 ヒ		篠崎内科クリニック シノザキ ナイカ				321-3223		宇都宮市清原台6-1-13				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		否 ヒ		和久医院 ワク イイン				321-3324		芳賀町西水沼119-1				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		否 ヒ		近藤クリニック コンドウ				321-0634		那須烏山市野上町637-2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		0		0		0		0		1		0		0

		否 ヒ		高根沢内科クリニック タカネザワ ナイカ				321-4305		真岡市荒町2-11-1				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		岡田こどもクリニック オカダ				327-0832		佐野市植上町1408-2				1		3		3		3		3		2		3		2		3		3		3				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		0		0		0		0		0		往診医療ができたらと考えていた時もありましたが、現在は物理的に困難で申し訳ありません
重心のお子さんの通院所と個別の相談で応じる可能性はあります オウシン イリョウ カンガ トキ ゲンザイ ブツリテキ コンナン モウ ワケ ジュウシン コ ツウイン ジョ コベツ ソウダン オウ カノウセイ

		否 ヒ		真岡メディカルクリニック モオカ				321-4305		真岡市荒町3-49-6				3		3		3		3		3		3		3		3				3		3				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		0		0		0		1		1		0

		否 ヒ		いしだ整形外科 セイケイ ゲカ				321-0912		宇都宮市石井町3236-1				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		山中クリニック ヤマナカ				327-0835		佐野市植下町2468				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		1		1		0		0		1		0		0

		否 ヒ		医療法人　寿幸会　吉野医院 イリョウ ホウジン コトブキ サチ カイ ヨシノ イイン				320-0014		宇都宮市大曽4-9-11				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		1		1		0		0		1		0		0

		否 ヒ		柳田産婦人科・小児科医院 ヤナギダ サンフジンカ ショウニカ イイン				321-4361		真岡市並木町4-5-3				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		0

		否 ヒ		石田消化器科・内科クリニック イシダ ショウカキ カ ナイカ				321-0216		壬生町壬生丁259-7				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		1		0		0		0		0		0

		否 ヒ		赤羽胃腸科・外科・肛門科医院 アカバネ イチョウカ ゲカ コウモンカ イイン				324-0052		大田原市城山2-5-29				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		医療法人　文仁会　扶桑医院 イリョウ ホウジン ブン ジン カイ フソウ イイン				323-0016		小山市扶桑1-2-1				1		3		3		3		2		2		3		2		3		3		3				3		3		3		2		2		2		3		2		3		2		3		2		2		2		0		0		1		1		0		0		1		1		0

		否 ヒ		馬場医院 ババ イイン				327-0043		佐野市君田町35				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		否 ヒ		井戸川クリニック イドガワ				326-0331		足利市福富町2096-1				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		0		0		1		0		0		0

		否 ヒ		鎌田浅香医院 カマタ アサカ イイン				324-0043		大田原市浅香3-3-9				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		0		1		0		0		0		0		0		0		高額医療はひかえています。悪質ととらえられますので!! コウガク イリョウ アクシツ

		否 ヒ		山門クリニック ヤマカド				328-0031		栃木市日の出町6-35				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		0		0		0		1		0

		否 ヒ		新村ファミリークリニック ニイムラ				328-0011		栃木市大宮町2120-11				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		宇都宮東部クリニック ウツノミヤ トウブ				321-3223		宇都宮市清原台5-14-19				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1

		否 ヒ		車田医院 クルマダ イイン				324-0242		大田原市大豆田457-24				3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3				3		3		3		3		3		0		2		2		3		3		3		2		2		2		0		0		1		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		にがみどう内科クリニック ナイカ				322-0003		鹿沼市仁神堂町351-26				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		松谷内科胃腸科クリニック マツヤ ナイカ イチョウカ				321-3304		芳賀町祖母井1708-17				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		1		0		0

		否 ヒ		まなか医院 イイン				329-1225		高根沢町石末２０９３－１０				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		植木医院 ウエキ イイン				329-2224		塩谷町金枝950				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		1		2		2		2		2		3		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		0		0		0		0		0

		否 ヒ		大岡医院 オオオカ イイン				320-0047		宇都宮市一の沢274-7				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		川野クリニック カワノ				329-1112		宇都宮市上田原町660-6				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		0		1		0

		否 ヒ		陣内医院 ジンナイ イイン				321-0225		壬生町本丸1-7-10		0282-82-0242		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		1		0

		否 ヒ		船越医院 フナコシ イイン				328-0111		栃木市都賀町家中5986-6				1		1		2		2		2		2		2		2		3		2		3				1		1		2		2		2		2		2		2		3		2		3		2		2		2		0		1		1		0		1		1		0		1		0

		否 ヒ		林クリニック ハヤシ				321-0158		宇都宮市西川田本町1-8-29				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		0		0		0		0		0

		否 ヒ		河島医院 カワシマ イイン				329-3436		那須郡那須町伊王野1503				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		松本内科医院 マツモト ナイカ イイン				321-0226		壬生町中央町6-37				3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		否 ヒ		佐藤医院 サトウ イイン				329-2728		栃木県那須塩原市西栄町7-16 ３２９－２７２８		0287-36-0147		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1

		否 ヒ		渡部医院 ワタナベ イイン				329-3153		那須塩原市大原間140-1 ナスシオバラ シ オオハラマ				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		宇都宮市保健センター ウツノミヤシ ホケン				321-0964		宇都宮市駅前通り1-4-6				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		0

		否 ヒ		川村医院 カワムラ イイン				321-2522		日光市鬼怒川温泉大原1396-20				1		1		3		1		3		1		3		2		3		3		3				3		3		3		3		3		3		2		2		3		3		3		2		2		2		0		0		1		0		0		1		1		0		0

		否 ヒ		ほうずみ整形外科内科小児科医院				320-0047		宇都宮市一の沢2-1-43				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		小島内科医院 コジマ ナイカ イイン				321-0168		宇都宮市東原町5-3				3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		1		0		0		0		0

		否 ヒ		那須高原クリニック ナス コウゲン				329-3131		那須塩原市唐杉31-2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		サンフラワークリニック				323-0808		小山市出井1936				3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		昌平町こどもクリニック ショウヘイ マチ				326-0813		足利市昌平町2368				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		①中心となる施設へ患者が訪問するように、移動手段・補助（人、お金）を考えるべき。どうしても動けない、動かせない人のみ専門職（医者以外）が訪問しIT技術等で必要に応じてセンター施設のスペシャリストと連絡し治療（入院‥）の判断をし実行する。
②既存の人・技術・施設を日曜大工的発想で組み合わせて、システムを構築することには賛成できない。現状をどうにかするための方策でなく、医療の公正（正義）を行うためにどうすべきかを考えるべきだと思う チュウシン シセツ カンジャ ホウモン イドウ シュダン ホジョ ヒト カネ カンガ ウゴ ウゴ ヒト センモン ショク イシャ イガイ ホウモン ギジュツナド ヒツヨウ オウ シセツ レンラク チリョウ ニュウイン ハンダン ジッコウ キゾン ヒト ギジュツ シセツ ニチヨウ ダイク テキ ハッソウ ク ア コウチク サンセイ ゲンジョウ ホウサク イリョウ コウセイ セイギ オコナ カンガ オモ

		否 ヒ		赤田診療所 アカダ シンリョウジョ				329-2743		那須塩原市南赤田321-1192				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		手塚内科 テヅカ ナイカ				321-0966		宇都宮市今泉3-12-12				3		3		2		2		2		2		2		2		1		3		3				3		3		2		2		2		2		2		2		3		3		3		2		2		2		0		1		1		0		1		0		1		0		0		今まで具体的な症例に会っていません イマ グタイテキ ショウレイ ア

		否 ヒ		板橋医院 イタバシ イイン				327-0803		佐野市犬伏新町1308-2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		1		1		0

		否 ヒ		倉増医院 クラ マ イイン				320-0856		宇都宮市砥上町675-1				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		その他：人材の確保 タ ジンザイ カクホ

		否 ヒ		もてぎの森メディカルプラザ				321-3541		茂木町烏生田下郷330				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		宮澤クリニック ミヤザワ				329-0412		下野市柴291-2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		金澤医院 カナザワ イイン				325-0052		那須塩原市中央町1-8				1		1		2		2		2		1		2		2		2		2		2				1		1		2		2		2		1		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		つるたfamilyクリニック				320-0857		宇都宮市鶴田1-17-23				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		フォレストサイドクリニック				321-0152		宇都宮市西川田6-6-17		028-684-2775		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		今野内科胃腸科医院 コンノ ナイカ イチョウカ イイン				321-0151		宇都宮市西川田町933-1		028-645-6121		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		1		1		1		0

		否 ヒ		小島原医院 コジマ ハラ イイン				329-1104		宇都宮市下岡本町4075				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		1		0

		否 ヒ		永田内科眼科医院 ナガタ ナイカ ガンカイ イン				321-0982		宇都宮市御幸ヶ原町136-9		028-662-6774		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		1		0

		否 ヒ		大栗医院 オオクリ イイン				320-0034		宇都宮市泉町1-27				3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1

		否 ヒ		星小児科医院 ホシ ショウニカ イイン				321-0346		宇都宮市下荒針町3588-2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		金子内科医院 カネコ ナイカ イイン				320-0032		宇都宮市昭和1-1-31				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		否 ヒ		石川医院 イシカワ イイン				322-0015		栃木県鹿沼市上石川1-319 ３２２－００１５		0289-76-3145		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		当方では特別養護老人ホームの嘱託医を兼ねておりますため、24時間体制での診察となっております。今回のアンケートに対しましては、オーバーワークにつき協力いたしかねます。 トウホウ トクベツ ヨウゴ ロウジン ショクタクイ カ ジカン タイセイ シンサツ コンカイ タイ キョウリョク

		否 ヒ		しみずファミリークリニック				321-0951		宇都宮市越戸3-15-27				1		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		0		0		0		0		0

		否 ヒ		岡医院 オカ イイン				321-1403		日光市下鉢石町997-1				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		1		1		0		そもそも開業の小児科医が少ないうえに、在宅医療をやっている小児科はほとんどいないのが現状。以前、在宅の重症心身障害児の訪問診療を頼まれて行ったことがあるが、大人の訪問診療と勝手が違う為、内科医にはハードルが高いと感じた。是非、近くの小児科の先生に少しでも取り組んでもらうしかないかと思います。 カイギョウ ショウニ カ イ スク ザイタク イリョウ ショウニカ ゲンジョウ イゼン ザイタク ジュウショウ シンシン ショウガイジ ホウモン シンリョウ タノ オコナ オトナ ホウモン シンリョウ カッテ チガ タメ ナイカ イ タカ カン ゼヒ チカ ショウニカ センセイ スコ ト ク オモ

		否 ヒ		風見診療所 カザミ シンリョウジョ				329-2335		塩谷町上平27				3		3		1		3		2		3		3		2		1		3		3				3		1		1		3		2		2		3		3		2		1		3		3		2		2		0		1		1		0		1		0		1		1		0

		否 ヒ		土谷医院 ツチヤ イイン				321-0136		宇都宮市みどり野町14-3				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		1		0

		否 ヒ		遠藤小児科 エンドウ ショウニカ				321-0982		宇都宮市御幸ヶ原町224-10				1		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		1		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		油布医院 ユフ イイン				321-0414		宇都宮市中里町175-8				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		1		0

		承諾 ショウダク		さいとう小児科 ショウニカ		0282-22-0757 		328-0015		栃木市万町30番16号		0282-22-0757		1		1		3		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		1		0

		承諾 ショウダク		冨塚メデｲカルクリニック		028-666-2555		321-2116		宇都宮市徳次郎町888				1		1		2		2		2		2		2		2		1		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0		なるべく協力したいが、現在当院副院長が体調悪く、休養中のため困難となっています。 キョウリョク ゲンザイ トウイン フクインチョウ タイチョウ ワル キュウヨウチュウ コンナン

		承諾 ショウダク		山浦内科医院		0284-21-6653 		326-0843		足利市五十部町1256-5				1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3				1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		4		1		1		1		0		0		0		1		0		0

		承諾 ショウダク		小倉医院		0282-82-0057		321-0227		壬生町通町10-5				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		承諾 ショウダク		飯岡小児科		0289-65-3257		322-0074		鹿沼市日吉町569-2				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		3				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		3		2		2		2		0		0		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		角田内科医院		0285-53-5665 		329-0511		下野市石橋549				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		1		1		1		1		1		0		0

		承諾 ショウダク		おかべこどもクリニック		0285-40-7300 		329-0433		下野市緑5-17-12				3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		くろばね齋藤醫院		0287-54-0031		324-0233		大田原市黒羽田町612				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		1		0

		承諾 ショウダク		立花医院		0287-72-0311		325-0003		那須郡那須町寺子乙3967-190				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		その他：スタッフの充実　　1～9すべて当てはまります タ ジュウジツ ア

		承諾 ショウダク		さいとうハート＆キッズクリニック		0287-53-7979		324-0043		大田原市浅香1-4-3				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		1		0

		承諾 ショウダク		小山すぎの木クリニック		0285-30-3456		323-0806		小山市中久喜1131-1				1		1		1		1		1		1		2		2		2		1		1				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		4		1		1		0		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		有村小児科医院		028-656-7207		321-0912		宇都宮市石井町3128-11		028-656-7207		1		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		1		0		1		1		0		無床の診療所の小児科医としては、急性疾患（特に感染症が多く）への対応が中心です。時間に追われています。予防接種については、時間枠をとって対応できます。一次診療についても、訪問看護との連携等があれば対応可能な場合があります。（例えば点滴投薬等）現時点では往診は無理ですが。 ムショウ シンリョウジョ ショウニ カ イ キュウセイ シッカン トク カンセンショウ オオ タイオウ チュウシン ジカン オ ヨボウ セッシュ ジカンワク タイオウ イチジ シンリョウ ホウモン カンゴ レンケイ トウ タイオウ カノウ バアイ タト テンテキ トウヤク ナド ゲンジテン オウシン ムリ

		承諾 ショウダク		吉永医院		0285-63-2303		321-3564		茂木町増井190-1				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		1		1		0		0		0

		承諾 ショウダク		あさかクリニック		0287-22-2601		324-0043		大田原市浅香3-3711				1		1		2		2		2		2		1		1		2		2		2				1		1		2		2		2		2		1		1		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		坪水医院		0283-62-0265		327-0312		佐野市栃本町2241				1		1		3		3		3		3		3		3		1		3		3				1		1		3		3		3		3		3		3		1		3		3		3		3		3		0		1		1		0		0		0		0		1		0		若い頃、町田市にある重度心身障害者の施設にボランティアで行き、足で書いたお手紙をもらって感動しました。何かのお役にたてればと思いますが、現在実態がよく分かりません。 ワカ コロ マチダシ ジュウド シンシン ショウガイシャ シセツ イ アシ カ テガミ カンドウ ナニ ヤク オモ ゲンザイ ジッタイ ワ

		承諾 ショウダク		こどもヶ丘診療所		028-615-1077		321-0151		宇都宮市西川田町183-21				1		1		3		3		3		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		1		0		1		1		0

		承諾 ショウダク		竹田内科小児科クリニック		0282-29-1233		328-0011		栃木市大宮町52番地		0282-29-1233		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		0		1		1		1		0		0		1		0

		承諾 ショウダク		すながクリニック		0284-44-7211		326-0015		足利市八椚町494-1　				1		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		1		1		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		片山医院		028-661-9764		321-0944		宇都宮市東峰町3008-21				1		1		2		2		2		1		2		2		2		2		2				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		4		0		1		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		稲毛クリニック		0283-25-2566		327-0103		佐野市石塚町893-1				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		1		1		1		1		1		その他：当クリニックでは勤務医での診療のみを行っており、重症心身障害児に対応できるシステムはととのっておらず、申し訳ありません。 タ トウ キンムイ シンリョウ オコナ ジュウショウ シンシン ショウガイジ タイオウ モウ ワケ

		承諾 ショウダク		小川こどもクリニック		0289-74-5421		322-0027		鹿沼市貝島町5006-2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		くさの小児科		0284-73-7000		326-0335		足利市上渋垂町338-3				3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		みやの杜クリニック　		028-683-7811		321-0904		宇都宮市陽東2-4-5				1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1				3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		1		0		0		1		0		0		1		0		0		0		Q2訪問診療のみ対応可 ホウモン シンリョウ タイオウ カ

		承諾 ショウダク		にいたに内科　		028-675-6515		329-1231		塩谷郡高根沢町宝石台 3-3-19				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1

		承諾 ショウダク		よこやま内科小児科クリニック		0282-24-8102		328-0075		栃木市箱森町38-70				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		さいとうクリニック		0287-39-1805		329-2724		那須塩原市西幸町7-13				1		1		3		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		0		0		0		0		1		その他：現在の診療所での診療との兼ね合いが困難であり、複数の医師や看護師が必要 タ ゲンザイ シンリョウジョ シンリョウ カ ア コンナン フクスウ イシ カンゴシ ヒツヨウ

		承諾 ショウダク		桜井消化器科・内科		028-643-0870		320-0073		宇都宮市細谷1-7-38				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		承諾 ショウダク		佐藤医院		0287-96-2841		324-0501		那須郡那珂川町小川2960-1				1		1		3		3		2		3		3		2		1		1		1				1		1		3		3		2		3		3		2		1		1		1		3		3		4		0		1		1		1		0		1		0		0		0

		承諾 ショウダク		大根田内科医院		028-624-6322		320-0072		宇都宮市若草3-4-22				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		0		0		0		0		0		0		0		当方の医師が高齢であり、しかもスタッフがそろっていないので在宅医療は無理なので、ましてや重症心身障害者においておやです。 トウホウ イシ コウレイ ザイタク イリョウ ムリ ジュウショウ シンシン ショウガイシャ

		承諾 ショウダク		医療法人　赤羽病院		028-661-5446		321-0904		宇都宮市陽東7-2-2				1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3				3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		2		2		2		0		1		1		1		0		0		1		0		0

		承諾 ショウダク		田井の里クリニック		0285-81-6502		321-4301		真岡市西田井内外748-2				1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2				3		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		みずぬまクリニック		0287-39-1581		329-2751		那須塩原市東三島2-80-6				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		その他：在宅医療をやっていないので現状は無理である タ ザイタク イリョウ ゲンジョウ ムリ

		承諾 ショウダク		キッズクリニックはせがわ		0283-27-0200		327-0843		佐野市堀米町3946-6				1		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		その他：時間的余裕 タ ジカンテキ ヨユウ

		承諾 ショウダク		小森谷内科医院		0282-43-7327		329-4404		栃木市大平町富田4003-8				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		熊倉医院		0282-55-8425		329-4316		下都賀郡岩舟町新里180-1				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		いちはらファミリークリニック		028-612-8350		321-0414		宇都宮市中里町322				3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3				3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		1		2		0		1		1		1		0		1		0		1		0

		承諾 ショウダク		かとう小児科 ショウニカ		0282-82-7576		321-0218		壬生町落合3-7-30		 		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		福田こどもクリニック		028-659-8850		320-0852		栃木県宇都宮市下砥上町1545-20				1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3				1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		2		2		2		0		1		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		てらもと小児科		028-650-6636		321-0975		宇都宮市関堀町971-6				1		1		3		2		2		3		3		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		0		小児科医としてはもっと積極的に協力しなければいけないと思いますが、現在の我診療所の状態では不可能なことが多く残念です。 ショウニ カ イ セッキョクテキ キョウリョク オモ ゲンザイ ワガ シンリョウジョ ジョウタイ フカノウ オオ ザンネン

		承諾 ショウダク		木村内科医院		0288-22-7880		321-1264		日光市瀬尾497-1				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		承諾 ショウダク		こばやしファミリークリニック		0283-85-9900		327-0311		佐野市多田町566				1		1		1		1		3		1		1		2		1		1		1				1		1		1		1		3		1		1		3		1		1		1		3		3		2		0		1		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		あいファミリィクリニック足利 アシカガ		0284-22-3788		329-4213		足利市寺岡町505-1				1		1		1		1		1		1		1		3		1		1		1				1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		1		0		1		0		0		0		0		1		0

		承諾 ショウダク		腰塚医院		0282-62-2072		323-1104		栃木市藤岡町藤岡1845-10				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		1		1		1		1		0

		承諾 ショウダク		桜井こどもクリニック		0282-24-5987		328-0034		栃木市本町16-9				1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		承諾 ショウダク		神鳥谷クリニック		0285-22-7700		323-0827		小山市神鳥谷1-19-1		 		2		2		2		2		2		2		2		2		1		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		持田医院		0282-67-3661		329-0319		栃木市藤岡町中根115-5				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		4		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		田村医院		0282-43-3368		329-4423		栃木市大平町西水代1835-1				1		1		1		1		1		1		1		2		1		1		1				1		1		1		1		1		1		1		2		1		1		1		3		1		4		1		1		1		1		1		1		1		1		0		Q5.訪問看護、訪問リハビリテーションを利用 ホウモン カンゴ ホウモン リヨウ

		承諾 ショウダク		大橋内科クリニック		0282-82-8522		321-0219		壬生町福和田1003-1				1		1		2		2		2		3		2		2		2		2		3				1		1		2		2		2		3		2		2		2		2		3		3		3		2		0		1		1		0		0		0		0		1		0

		承諾 ショウダク		てらだファミリークリニック		028-654-2188		321-0132		宇都宮市雀の宮5-5-1				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		1		1		1		1		0

		承諾 ショウダク		あおい内科小児科ｸﾘﾆｯｸ		028-663-6000		321-0973		宇都宮市岩曽町1086-1				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		1		1		1		その他：往診時間の確保ができること タ オウシン ジカン カクホ

		承諾 ショウダク		飯塚医院		0287-92-2034		324-0613		那須郡那珂川町馬頭484-3				1		1		2		2		2		2		2		2		1		2		1				1		1		2		2		2		2		2		2		1		2		1		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		0

		承諾 ショウダク		やの小児科医院		0285-56-0280		329-0611		河内郡上三川町上三川3446-3				1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3				1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		2		2		2		0		1		1		1		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		仲嶋医院		028-681-7755		329-1311		さくら市氏家3245-17				3		3		3		3		2		3		3		3		3		2		3				3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		2		3		2		1		1		1		1		1		1		1		0		0		成人（18才以上）を対象に回答しました セイジン サイ イジョウ タイショウ カイトウ

		承諾 ショウダク		小林診療所		0285-82-3873		321-4369		真岡市熊倉3-10-7				1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		1				1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		1		2		2		2		0		1		0		0		0		1		0		0		0

		承諾 ショウダク		西真岡こどもクリニック		0285-81-7900		321-4341		真岡市高勢町3-205-1				1		1		1		3		1		1		1		1		1		3		3				1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		その他：現在おこなっています タ ゲンザイ

		承諾 ショウダク		鈴木医院		0285-72-2032		321-4217		益子町益子1747-2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		承諾 ショウダク		緑の屋根診療所		0283-20-2577		327-0843		佐野市堀米町1348-5				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		0		0		1		0		1		0		1		0		0		地域の社会資源が少ない。マンパワー不足 チイキ シャカイ シゲン スク ブソク

		承諾 ショウダク		ひがのクリニック		0285-74-0051 		321-4521		真岡市久下田941-1				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		豊郷中央渡辺内科　		028-622-8900		320-0004		宇都宮市長岡町1217-5				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		1				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		1		0		0

		承諾 ショウダク		きくちクリニック		028-683-3387		321-0903		宇都宮市下平出町614-2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		0		0

		承諾 ショウダク		サンレディースクリニック		0282-24-3541		328-0024		栃木市樋ノ口町504-1				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		医療法人　亀田内科		028-633-2884		320-0812		宇都宮市一番町1-28				1		1		1		2		2		1		2		2		2		2		1				1		1		1		2		2		1		2		2		2		2		1		3		3		3		0		0		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		越戸クリニック		028-660-6190		321-0951		宇都宮市越戸町139-6				1		1		2		2		2		3		2		2		2		2		3				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		佐藤内科		0285-53-1305		329-0511		下野市石橋839-14				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		承諾 ショウダク		グリムこどもクリニック		0285-51-1515		329-0502		下野市下古山2-6-17				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		事前連絡の上での一次診療、予防接種ですので、申し訳ありません。 ジゼン レンラク ウエ イチジ シンリョウ ヨボウ セッシュ モウ ワケ

		承諾 ショウダク		吉原医院		0288-21-0161		321-1261		日光市今市826-4				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		1		1		1		その他：設備 タ セツビ

		承諾 ショウダク		梅園医院		028-633-2869		320-0035		宇都宮市伝馬町3-28				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		1		0		0

		承諾 ショウダク		森田医院		028-633-1573		320-0861		宇都宮市西3-5-8				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		鈴木内科クリニック		028-655-1229		321-0139		宇都宮市若松原2-4-19				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		その他：24時間対応が必要となると考えますが、当院診療時間内の往診は難しいと考えます。 タ ジカン タイオウ ヒツヨウ カンガ トウイン シンリョウ ジカン ナイ オウシン ムズカ カンガ

		承諾 ショウダク		小松医院		0289-60-5515		322-0064		鹿沼市文化橋町2300-1				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		1		0		0		1		0



														1.医療ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する外来診療について、以下の医療行為に対応できますか。 イリョウ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ガイライ シンリョウ イカ イリョウ コウイ タイオウ																								2.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する往診及び訪問診療について、以下の医療行為に対応できますか イリョウテキ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ オウシン オヨ ホウモン シンリョウ イカ イリョウ コウイ タイオウ

														予防接種 ヨボウ セッシュ		一次診療
（経過観察、栄養観察を含む） イチジ シンリョウ ケイカ カンサツ エイヨウ カンサツ フク		経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ		経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ		中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ		酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ		気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ		人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ		尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ		人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ		褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ				予防接種 ヨボウ セッシュ		一次診療
（経過観察、栄養観察を含む） イチジ シンリョウ ケイカ カンサツ エイヨウ カンサツ フク		経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ		経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ		中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ		酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ		気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ		人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ		尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ		人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ		褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ

										1		できる		83		57		12		9		7		13		11		6		17		8		16		できる		39		29		8		6		5		9		9		6		10		7		12

										2		できない		55		80		127		134		142		130		136		146		131		137		124		できない		102		115		141		143		148		140		144		148		140		145		134

										3		要相談 ヨウ ソウダン		27		28		26		22		16		22		18		13		16		20		25		要相談 ヨウ ソウダン		24		21		16		16		12		15		12		11		15		13		19

																																																														0

														3.24時間、重症心身障害児（18歳未満）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイジ サイ ミマン イリョウ タイオウ

										1		できる		1

										2		できない		150

										3		要相談 ヨウ ソウダン		14

														4.24時間、重症心身障害者（18歳以上）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイシャ サイ イジョウ イリョウ タイオウ

										1		できる		3

										2		できない		150

										3		要相談 ヨウ ソウダン		12

														5.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する訪問リハビリてーションを提供していますか イリョウテキ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ホウモン テイキョウ

										1		提供している テイキョウ		1

										2		提供していない テイキョウ		152

										3		提供していないが対応は可能 テイキョウ タイオウ カノウ		4

										4		要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン		8

														6.重症心身障害児（者）在宅医療に対応できるようになるための条件はなんですか

										1		診療報酬の点数が増えること シンリョウ ホウシュウ テンスウ フ		24

										2		訪問看護尾の連携 ホウモン カンゴ オ レンケイ		73

										3		病院との連携 ビョウイン レンケイ		90

										4		在宅療養支援診療所と小児科医とのグループ診療 ザイタク リョウヨウ シエン シンリョウジョ ショウニ カ イ シンリョウ		43

										5		在宅療養支援診療所に助言や相談を求めることができること ザイタク リョウヨウ シエン シンリョウジョ ジョゲン ソウダン モト		28

										6		小児科医に助言や相談を求めることができること ショウニ カ イ ジョゲン ソウダン モト		26

										7		経験のある医師がいること ケイケン イシ		62

										8		研修などの自己のスキルアップ ケンシュウ ジコ		47

										9		その他 タ		21



できる	予防接種	一次診療	
（経過観察、栄養観察を含む）	経鼻経管栄養の管理	経皮経管栄養の管理	
（胃ろう）	中心静脈栄養の管理	酸素療法の管理	気管切開の管理	人工呼吸器の管理	尿道留置カテーテル	
の管理	人工肛門の管理	褥瘡の管理	83	57	12	9	7	13	11	6	17	8	16	できない	予防接種	一次診療	
（経過観察、栄養観察を含む）	経鼻経管栄養の管理	経皮経管栄養の管理	
（胃ろう）	中心静脈栄養の管理	酸素療法の管理	気管切開の管理	人工呼吸器の管理	尿道留置カテーテル	
の管理	人工肛門の管理	褥瘡の管理	55	80	127	134	142	130	136	146	131	137	124	要相談	予防接種	一次診療	
（経過観察、栄養観察を含む）	経鼻経管栄養の管理	経皮経管栄養の管理	
（胃ろう）	中心静脈栄養の管理	酸素療法の管理	気管切開の管理	人工呼吸器の管理	尿道留置カテーテル	
の管理	人工肛門の管理	褥瘡の管理	27	28	26	22	16	22	18	13	16	20	25	3.24時間、重症心身障害児（18歳未満）の医療に対応ができますか	できる	できない	要相談	1	150	14	4.24時間、重症心身障害者（18歳以上）の医療に対応ができますか	できる	できない	要相談	3	150	12	5.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する訪問リハビリてーションを提供していますか	提供している	提供していない	提供していないが対応は可能	要相談（条件による）	1	152	4	8	6.重症心身障害児（者）在宅医療に対応できるようになるための条件はなんですか	診療報酬の点数が増えること	訪問看護尾の連携	病院との連携	在宅療養支援診療所と小児科医とのグループ診療	在宅療養支援診療所に助言や相談を求めることができること	小児科医に	助言や相談を求めることができること	経験のある医師がいること	研修などの自己のスキルアップ	その他	24	73	90	43	28	26	62	47	21	できる	予防接種	一次診療	
（経過観察、栄養観察を含む）	経鼻経管栄養の管理	経皮経管栄養の管理	
（胃ろう）	中心静脈栄養の管理	酸素療法の管理	気管切開の管理	人工呼吸器の管理	尿道留置カテーテル	
の管理	人工肛門の管理	褥瘡の管理	39	29	8	6	5	9	9	6	10	7	12	できない	予防接種	一次診療	
（経過観察、栄養観察を含む）	経鼻経管栄養の管理	経皮経管栄養の管理	
（胃ろう）	中心静脈栄養の管理	酸素療法の管理	気管切開の管理	人工呼吸器の管理	尿道留置カテーテル	
の管理	人工肛門の管理	褥瘡の管理	102	115	141	143	148	140	144	148	140	145	134	要相談	予防接種	一次診療	
（経過観察、栄養観察を含む）	経鼻経管栄養の管理	経皮経管栄養の管理	
（胃ろう）	中心静脈栄養の管理	酸素療法の管理	気管切開の管理	人工呼吸器の管理	尿道留置カテーテル	
の管理	人工肛門の管理	褥瘡の管理	24	21	16	16	12	15	12	11	15	13	19	

診療所 (2)

		Ｑ１		1.医療ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する外来診療について、以下の医療行為に対応できますか。 イリョウ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ガイライ シンリョウ イカ イリョウ コウイ タイオウ

				Ｑ1-1										予防接種 ヨボウ セッシュ

				Ｑ1-2										一次診療
（経過観察、栄養観察を含む） イチジ シンリョウ ケイカ カンサツ エイヨウ カンサツ フク

				Ｑ1-3										経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ

				Ｑ1-4										経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ

				Ｑ1-5										中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ

				Ｑ1-6										酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ

				Ｑ1-7										気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ

				Ｑ1-8										人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ

				Ｑ1-9										尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ

				Ｑ1-10										人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ

				Ｑ1-11										褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ

		Ｑ２		2.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する往診及び訪問診療について、以下の医療行為に対応できますか イリョウテキ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ オウシン オヨ ホウモン シンリョウ イカ イリョウ コウイ タイオウ

				Ｑ2-1										予防接種 ヨボウ セッシュ

				Ｑ2-2										一次診療
（経過観察、栄養観察を含む） イチジ シンリョウ ケイカ カンサツ エイヨウ カンサツ フク

				Ｑ2-3										経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ

				Ｑ2-4										経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ

				Ｑ2-5										中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ

				Ｑ2-6										酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ

				Ｑ2-7										気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ

				Ｑ2-8										人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ

				Ｑ2-9										尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ

				Ｑ2-10										人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ

				Ｑ2-11										褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ

		Ｑ3		3.24時間、重症心身障害児（18歳未満）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイジ サイ ミマン イリョウ タイオウ

				Ｑ3-1										できる

				Ｑ3-2										できない

				Ｑ3-3										要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン

		Ｑ4		4.24時間、重症心身障害者（18歳以上）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイシャ サイ イジョウ イリョウ タイオウ

				Ｑ4-1										できる

				Ｑ4-2										できない

				Ｑ4-3										要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン

		Ｑ5		5.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する訪問リハビリてーションを提供していますか イリョウテキ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ホウモン テイキョウ

				Ｑ5-1										提供している テイキョウ

				Ｑ5-2										提供していない テイキョウ

				Ｑ5-3										提供していないが対応は可能 テイキョウ タイオウ カノウ

				Ｑ5-4										要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン

		Ｑ6		6.重症心身障害児（者）在宅医療に対応できるようになるための条件はなんですか ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ ザイタク イリョウ タイオウ ジョウケン

				Ｑ6-1										診療報酬の点数が増えること シンリョウ ホウシュウ テンスウ フ

				Ｑ6-2										訪問看護尾の連携 ホウモン カンゴ オ レンケイ

				Ｑ6-3										病院との連携 ビョウイン レンケイ

				Ｑ6-4										在宅療養支援診療所と小児科医とのグループ診療 ザイタク リョウヨウ シエン シンリョウジョ ショウニ カ イ シンリョウ

				Ｑ6-5										在宅療養支援診療所に助言や相談を求めることができること ザイタク リョウヨウ シエン シンリョウジョ ジョゲン ソウダン モト

				Ｑ6-6										小児科医に助言や相談を求めることができること ショウニ カ イ ジョゲン ソウダン モト

				Ｑ6-7										経験のある医師がいること ケイケン イシ

				Ｑ6-8										研修などの自己のスキルアップ ケンシュウ ジコ

				Ｑ6-9										その他 タ

		Ｑ7		7.重症心身障害児（者）の方に対する医療、在宅生活等についてお気づきのことなど、ご自由にお書きください ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ カタ タイ イリョウ ザイタク セイカツ ナド キ ジユウ カ



		承諾可否 ショウダク カヒ		診療所名 シンリョウジョ メイ		電話番号 デンワ バンゴウ		郵便番号 ユウビンバンゴウ		所在地 ショザイチ		電話番号 デンワ バンゴウ		Ｑ１　1.医療ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する外来診療について、以下の医療行為に対応できますか。																								Ｑ２　2.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する往診及び訪問診療について、以下の医療行為に対応できますか																						Ｑ3		Ｑ4		Ｑ5		Ｑ6　6.重症心身障害児（者）在宅医療に対応できるようになるための条件はなんですか																		Ｑ7重症心身障害児（者）の方に対する医療、在宅生活等についてお気づきのことなど、ご自由にお書きください

														Ｑ1-1		Ｑ1-2		Ｑ1-3		Ｑ1-4		Ｑ1-5		Ｑ1-6		Ｑ1-7		Ｑ1-8		Ｑ1-9		Ｑ1-10		Ｑ1-11				Ｑ2-1		Ｑ2-2		Ｑ2-3		Ｑ2-4		Ｑ2-5		Ｑ2-6		Ｑ2-7		Ｑ2-8		Ｑ2-9		Ｑ2-10		Ｑ2-11								Ｑ6-1		Ｑ6-2		Ｑ6-3		Ｑ6-4		Ｑ6-5		Ｑ6-6		Ｑ6-7		Ｑ6-8		Ｑ6-9

		否 ヒ		不明 フメイ						不明 フメイ		不明 フメイ		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		7		0		0

		否 ヒ		不明 フメイ						不明 フメイ		不明 フメイ		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		1		1		0		0		0		1		0

		否 ヒ		不明 フメイ						不明 フメイ		不明 フメイ		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		不明 フメイ						不明 フメイ		不明 フメイ		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		0

		否 ヒ		不明 フメイ						不明 フメイ		不明 フメイ		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		否 ヒ		不明 フメイ						不明 フメイ		不明 フメイ		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		0		1		0

		否 ヒ		不明 フメイ						不明 フメイ		不明 フメイ		1		1		2		2		2		2		2		2		1		2		1				1		1		2		2		2		2		2		2		1		2		1		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		その他：各種の健康的処置の管理ができるかどうか。その訓練を受けているかどうかです。 タ カクシュ ケンコウテキ ショチ カンリ クンレン ウ

		否 ヒ		不明 フメイ						不明 フメイ		不明 フメイ		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		0		0		1		0		0

		否 ヒ		不明 フメイ						不明 フメイ		不明 フメイ		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		その他:スタッフ不足（医師、看護師、介助者）スペース不足 タ フソク イシ カンゴシ カイジョシャ フソク

		否 ヒ		宇都宮市保健所 ウツノミヤシ ホケンジョ				321-0974		宇都宮市竹林町972				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		その他：保健所は直接的な医療サービスを行っていないことから、今後も対応は行わない タ ホケンジョ チョクセツ テキ イリョウ オコナ コンゴ タイオウ オコナ

		承諾 ショウダク		深谷医院 フカヤ イイン		0285-75-0007 		321-4502		真岡市物井1268-7				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		1				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		1		2		2		2		0		0		1		1		0		0		0		0		0

		否 ヒ		こどもクリニックしまむら				326-0822		足利市田中町908-4				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		かしま産婦人科 サンフジンカ		0284-65-0341		326-0844		足利市鹿島町501-1				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		婦人科疾患（不正性器出血/帯下/外陰掻痒等）については外来対応させて頂いております フジンカ シッカン フセイ セイキ シュッケツ タイゲ ガイイン カ カユ ナド ガイライ タイオウ イタダ

		否 ヒ		医療法人雄仁会　奥山医院 イリョウ ホウジン ユウジン カイ オクヤマ イイン				322-0065		鹿沼市上材木町2320				1		3		3		3		3		3		1		3		3		2		2				1		3		2		3		2		3		1		3		3		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		1		1		0		0

		否 ヒ		水沼医院 ミズヌマ イイン				321-0628		那須烏山市金井1-14-8				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		3				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		飯野医院				321-4539		真岡市長沼730-1				3		2		2		2		2		3		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		おおきこどもクリニック		0285-41-0025 		329-0207		小山市美しが丘3-35-3				1		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		宇都宮市子ども発達センター診療所 ウツノミヤシ コ ハッタツ シンリョウジョ		028-647-4720		320-0851		栃木県宇都宮市鶴田町970-1				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		その他：子ども発達センター内の療育を利用する児の診療所であるため タ コ ハッタツ ナイ リョウイク リヨウ ジ シンリョウジョ

		承諾 ショウダク		中川医院 ナカガワ イイン		0287-62-0040		325-0057		那須塩原市黒磯幸町6-27				3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		1		0		1		0

		否 ヒ		ももやこどもクリニック				321-0118		宇都宮市インターパーク3-6-1				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		1		0		0		0		0		0

		否 ヒ		阿久津医院 アクツ イイン				329-1226		高根沢町大谷176-1 タカネザワマチ オオタニ				1		1		2		2		2		3		2		2		3		3		3				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		1		0		0		0		1		0		0

		否 ヒ		伊保内診療所 イホ ナイ シンリョウジョ				327-0034		佐野市伊保内町3841-1				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		1		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		にじいろこども診療所 シンリョウジョ		0285-44-7716		329-0414		下野市小金井4-1-1				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		0		1		1		0

		否 ヒ		戸野塚内科医院 トノヅカ ナイカ イイン				323-0064		小山市下石塚471				3		3		3		3		3		1		1		1		1		3		1				3		3		3		3		3		1		1		1		1		3		1		3		3		4		0		0		1		0		0		1		1		1		0

		否 ヒ		賀川診療所 カガワ シンリョウジョ				326-0843		足利市五十部町1785				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		1		0		1		0		0

		承諾 ショウダク		豊郷台クリニック ユタカ ゴウ ダイ		028-643-8998		320-0003		宇都宮市豊郷台2-21-3		028-643-8998（FAX8999）		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1				1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		2		0		1		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		いとうこどもクリニック		0289-63-5566		322-0025		鹿沼市緑町2-2-29				1		1		3		3		2		2		3		2		2		3		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		0		0		1		1		0

		承諾 ショウダク		清原台こどもクリニック キヨハラ ダイ		028-305-6017		321-3223		宇都宮市清原台2-4-14				1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		その他：医師、看護師の増員 タ イシ カンゴシ ゾウイン

		否 ヒ		阿部医院				324-0032		大田原市佐久山2018 オオタワラシ サクヤマ		0287-28-0053（FAX0287-28-2112）		1		1		2		2		2		2		1		2		1		2		1				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		4		0		1		1		0		1		0		0		1		0

		否 ヒ		中元内科医院 ナカモト ナイカ イイン				328-0027		栃木市今泉町2-10-18				1		3		2		2		2		3		2		2		3		2		3				3		3		2		2		2		3		2		2		3		2		3		2		2		2		0		0		1		0		1		0		0		1		0		①重症心身障害者の重症度の程度問題　②家庭の受け入れ問題、経済的負担 ジュウショウ シンシン ショウガイシャ ジュウショウ ド テイド モンダイ カテイ ウ イ モンダイ ケイザイテキ フタン

		否 ヒ		布川小児科 フカワ ショウニ カ				322-0036		鹿沼市下田町2-1099				1		1		3		3		2		3		2		2		2		3		3				1		1		3		3		2		3		2		2		2		2		3		2		2		2		0		1		1		1		0		0		1		1		0

		否 ヒ		ちづかクリニック				328-0133		栃木市大森町445-4		0282-31-3750		3		3		3		3		2		3		2		2		2		2		3				3		3		3		3		2		3		2		2		2		2		3		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		多島医院 タジマ イイン				321-1524		日光市足尾町赤沢21-28				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		否 ヒ		篠崎内科クリニック シノザキ ナイカ				321-3223		宇都宮市清原台6-1-13				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		否 ヒ		和久医院 ワク イイン				321-3324		芳賀町西水沼119-1				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		否 ヒ		近藤クリニック コンドウ				321-0634		那須烏山市野上町637-2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		0		0		0		0		1		0		0

		否 ヒ		高根沢内科クリニック タカネザワ ナイカ				321-4305		真岡市荒町2-11-1				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		岡田こどもクリニック オカダ				327-0832		佐野市植上町1408-2				1		3		3		3		3		2		3		2		3		3		3				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		0		0		0		0		0		往診医療ができたらと考えていた時もありましたが、現在は物理的に困難で申し訳ありません
重心のお子さんの通院所と個別の相談で応じる可能性はあります オウシン イリョウ カンガ トキ ゲンザイ ブツリテキ コンナン モウ ワケ ジュウシン コ ツウイン ジョ コベツ ソウダン オウ カノウセイ

		否 ヒ		真岡メディカルクリニック モオカ				321-4305		真岡市荒町3-49-6				3		3		3		3		3		3		3		3				3		3				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		0		0		0		1		1		0

		否 ヒ		いしだ整形外科 セイケイ ゲカ				321-0912		宇都宮市石井町3236-1				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		山中クリニック ヤマナカ				327-0835		佐野市植下町2468				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		1		1		0		0		1		0		0

		否 ヒ		医療法人　寿幸会　吉野医院 イリョウ ホウジン コトブキ サチ カイ ヨシノ イイン				320-0014		宇都宮市大曽4-9-11				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		1		1		0		0		1		0		0

		否 ヒ		柳田産婦人科・小児科医院 ヤナギダ サンフジンカ ショウニカ イイン				321-4361		真岡市並木町4-5-3				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		0

		否 ヒ		石田消化器科・内科クリニック イシダ ショウカキ カ ナイカ				321-0216		壬生町壬生丁259-7				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		1		0		0		0		0		0

		否 ヒ		赤羽胃腸科・外科・肛門科医院 アカバネ イチョウカ ゲカ コウモンカ イイン				324-0052		大田原市城山2-5-29				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		医療法人　文仁会　扶桑医院 イリョウ ホウジン ブン ジン カイ フソウ イイン				323-0016		小山市扶桑1-2-1				1		3		3		3		2		2		3		2		3		3		3				3		3		3		2		2		2		3		2		3		2		3		2		2		2		0		0		1		1		0		0		1		1		0

		否 ヒ		馬場医院 ババ イイン				327-0043		佐野市君田町35				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		否 ヒ		井戸川クリニック イドガワ				326-0331		足利市福富町2096-1				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		0		0		1		0		0		0

		否 ヒ		鎌田浅香医院 カマタ アサカ イイン				324-0043		大田原市浅香3-3-9				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		0		1		0		0		0		0		0		0		高額医療はひかえています。悪質ととらえられますので!! コウガク イリョウ アクシツ

		否 ヒ		山門クリニック ヤマカド				328-0031		栃木市日の出町6-35				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		0		0		0		1		0

		否 ヒ		新村ファミリークリニック ニイムラ				328-0011		栃木市大宮町2120-11				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		宇都宮東部クリニック ウツノミヤ トウブ				321-3223		宇都宮市清原台5-14-19				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1

		否 ヒ		車田医院 クルマダ イイン				324-0242		大田原市大豆田457-24				3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3				3		3		3		3		3		0		2		2		3		3		3		2		2		2		0		0		1		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		にがみどう内科クリニック ナイカ				322-0003		鹿沼市仁神堂町351-26				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		松谷内科胃腸科クリニック マツヤ ナイカ イチョウカ				321-3304		芳賀町祖母井1708-17				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		1		0		0

		否 ヒ		まなか医院 イイン				329-1225		高根沢町石末２０９３－１０				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		植木医院 ウエキ イイン				329-2224		塩谷町金枝950				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		1		2		2		2		2		3		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		0		0		0		0		0

		否 ヒ		大岡医院 オオオカ イイン				320-0047		宇都宮市一の沢274-7				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		川野クリニック カワノ				329-1112		宇都宮市上田原町660-6				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		0		1		0

		否 ヒ		陣内医院 ジンナイ イイン				321-0225		壬生町本丸1-7-10		0282-82-0242		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		1		0

		否 ヒ		船越医院 フナコシ イイン				328-0111		栃木市都賀町家中5986-6				1		1		2		2		2		2		2		2		3		2		3				1		1		2		2		2		2		2		2		3		2		3		2		2		2		0		1		1		0		1		1		0		1		0

		否 ヒ		林クリニック ハヤシ				321-0158		宇都宮市西川田本町1-8-29				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		0		0		0		0		0

		否 ヒ		河島医院 カワシマ イイン				329-3436		那須郡那須町伊王野1503				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		松本内科医院 マツモト ナイカ イイン				321-0226		壬生町中央町6-37				3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		否 ヒ		佐藤医院 サトウ イイン				329-2728		栃木県那須塩原市西栄町7-16 ３２９－２７２８		0287-36-0147		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1

		否 ヒ		渡部医院 ワタナベ イイン				329-3153		那須塩原市大原間140-1 ナスシオバラ シ オオハラマ				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		宇都宮市保健センター ウツノミヤシ ホケン				321-0964		宇都宮市駅前通り1-4-6				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		0

		否 ヒ		川村医院 カワムラ イイン				321-2522		日光市鬼怒川温泉大原1396-20				1		1		3		1		3		1		3		2		3		3		3				3		3		3		3		3		3		2		2		3		3		3		2		2		2		0		0		1		0		0		1		1		0		0

		否 ヒ		ほうずみ整形外科内科小児科医院				320-0047		宇都宮市一の沢2-1-43				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		小島内科医院 コジマ ナイカ イイン				321-0168		宇都宮市東原町5-3				3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		1		0		0		0		0

		否 ヒ		那須高原クリニック ナス コウゲン				329-3131		那須塩原市唐杉31-2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		サンフラワークリニック				323-0808		小山市出井1936				3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		昌平町こどもクリニック ショウヘイ マチ				326-0813		足利市昌平町2368				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		①中心となる施設へ患者が訪問するように、移動手段・補助（人、お金）を考えるべき。どうしても動けない、動かせない人のみ専門職（医者以外）が訪問しIT技術等で必要に応じてセンター施設のスペシャリストと連絡し治療（入院‥）の判断をし実行する。
②既存の人・技術・施設を日曜大工的発想で組み合わせて、システムを構築することには賛成できない。現状をどうにかするための方策でなく、医療の公正（正義）を行うためにどうすべきかを考えるべきだと思う チュウシン シセツ カンジャ ホウモン イドウ シュダン ホジョ ヒト カネ カンガ ウゴ ウゴ ヒト センモン ショク イシャ イガイ ホウモン ギジュツナド ヒツヨウ オウ シセツ レンラク チリョウ ニュウイン ハンダン ジッコウ キゾン ヒト ギジュツ シセツ ニチヨウ ダイク テキ ハッソウ ク ア コウチク サンセイ ゲンジョウ ホウサク イリョウ コウセイ セイギ オコナ カンガ オモ

		否 ヒ		赤田診療所 アカダ シンリョウジョ				329-2743		那須塩原市南赤田321-1192				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		手塚内科 テヅカ ナイカ				321-0966		宇都宮市今泉3-12-12				3		3		2		2		2		2		2		2		1		3		3				3		3		2		2		2		2		2		2		3		3		3		2		2		2		0		1		1		0		1		0		1		0		0		今まで具体的な症例に会っていません イマ グタイテキ ショウレイ ア

		否 ヒ		板橋医院 イタバシ イイン				327-0803		佐野市犬伏新町1308-2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		1		1		0

		否 ヒ		倉増医院 クラ マ イイン				320-0856		宇都宮市砥上町675-1				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		その他：人材の確保 タ ジンザイ カクホ

		否 ヒ		もてぎの森メディカルプラザ				321-3541		茂木町烏生田下郷330				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		宮澤クリニック ミヤザワ				329-0412		下野市柴291-2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		金澤医院 カナザワ イイン				325-0052		那須塩原市中央町1-8				1		1		2		2		2		1		2		2		2		2		2				1		1		2		2		2		1		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		つるたfamilyクリニック				320-0857		宇都宮市鶴田1-17-23				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		フォレストサイドクリニック				321-0152		宇都宮市西川田6-6-17		028-684-2775		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		今野内科胃腸科医院 コンノ ナイカ イチョウカ イイン				321-0151		宇都宮市西川田町933-1		028-645-6121		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		1		1		1		0

		否 ヒ		小島原医院 コジマ ハラ イイン				329-1104		宇都宮市下岡本町4075				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		1		0

		否 ヒ		永田内科眼科医院 ナガタ ナイカ ガンカイ イン				321-0982		宇都宮市御幸ヶ原町136-9		028-662-6774		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		1		0

		否 ヒ		大栗医院 オオクリ イイン				320-0034		宇都宮市泉町1-27				3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1

		否 ヒ		星小児科医院 ホシ ショウニカ イイン				321-0346		宇都宮市下荒針町3588-2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		金子内科医院 カネコ ナイカ イイン				320-0032		宇都宮市昭和1-1-31				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		否 ヒ		石川医院 イシカワ イイン				322-0015		栃木県鹿沼市上石川1-319 ３２２－００１５		0289-76-3145		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		当方では特別養護老人ホームの嘱託医を兼ねておりますため、24時間体制での診察となっております。今回のアンケートに対しましては、オーバーワークにつき協力いたしかねます。 トウホウ トクベツ ヨウゴ ロウジン ショクタクイ カ ジカン タイセイ シンサツ コンカイ タイ キョウリョク

		否 ヒ		しみずファミリークリニック				321-0951		宇都宮市越戸3-15-27				1		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		0		0		0		0		0

		否 ヒ		岡医院 オカ イイン				321-1403		日光市下鉢石町997-1				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		1		1		0		そもそも開業の小児科医が少ないうえに、在宅医療をやっている小児科はほとんどいないのが現状。以前、在宅の重症心身障害児の訪問診療を頼まれて行ったことがあるが、大人の訪問診療と勝手が違う為、内科医にはハードルが高いと感じた。是非、近くの小児科の先生に少しでも取り組んでもらうしかないかと思います。 カイギョウ ショウニ カ イ スク ザイタク イリョウ ショウニカ ゲンジョウ イゼン ザイタク ジュウショウ シンシン ショウガイジ ホウモン シンリョウ タノ オコナ オトナ ホウモン シンリョウ カッテ チガ タメ ナイカ イ タカ カン ゼヒ チカ ショウニカ センセイ スコ ト ク オモ

		否 ヒ		風見診療所 カザミ シンリョウジョ				329-2335		塩谷町上平27				3		3		1		3		2		3		3		2		1		3		3				3		1		1		3		2		2		3		3		2		1		3		3		2		2		0		1		1		0		1		0		1		1		0

		否 ヒ		土谷医院 ツチヤ イイン				321-0136		宇都宮市みどり野町14-3				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		1		0

		否 ヒ		遠藤小児科 エンドウ ショウニカ				321-0982		宇都宮市御幸ヶ原町224-10				1		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		1		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		油布医院 ユフ イイン				321-0414		宇都宮市中里町175-8				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		1		0

		承諾 ショウダク		さいとう小児科 ショウニカ		0282-22-0757 		328-0015		栃木市万町30番16号		0282-22-0757		1		1		3		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		1		0

		承諾 ショウダク		冨塚メデｲカルクリニック		028-666-2555		321-2116		宇都宮市徳次郎町888				1		1		2		2		2		2		2		2		1		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0		なるべく協力したいが、現在当院副院長が体調悪く、休養中のため困難となっています。 キョウリョク ゲンザイ トウイン フクインチョウ タイチョウ ワル キュウヨウチュウ コンナン

		承諾 ショウダク		山浦内科医院		0284-21-6653 		326-0843		足利市五十部町1256-5				1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3				1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		4		1		1		1		0		0		0		1		0		0

		承諾 ショウダク		小倉医院		0282-82-0057		321-0227		壬生町通町10-5				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		承諾 ショウダク		飯岡小児科		0289-65-3257		322-0074		鹿沼市日吉町569-2				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		3				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		3		2		2		2		0		0		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		角田内科医院		0285-53-5665 		329-0511		下野市石橋549				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		1		1		1		1		1		0		0

		承諾 ショウダク		おかべこどもクリニック		0285-40-7300 		329-0433		下野市緑5-17-12				3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		くろばね齋藤醫院		0287-54-0031		324-0233		大田原市黒羽田町612				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		1		0

		承諾 ショウダク		立花医院		0287-72-0311		325-0003		那須郡那須町寺子乙3967-190				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		その他：スタッフの充実　　1～9すべて当てはまります タ ジュウジツ ア

		承諾 ショウダク		さいとうハート＆キッズクリニック		0287-53-7979		324-0043		大田原市浅香1-4-3				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		1		0

		承諾 ショウダク		小山すぎの木クリニック		0285-30-3456		323-0806		小山市中久喜1131-1				1		1		1		1		1		1		2		2		2		1		1				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		4		1		1		0		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		有村小児科医院		028-656-7207		321-0912		宇都宮市石井町3128-11		028-656-7207		1		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		1		0		1		1		0		無床の診療所の小児科医としては、急性疾患（特に感染症が多く）への対応が中心です。時間に追われています。予防接種については、時間枠をとって対応できます。一次診療についても、訪問看護との連携等があれば対応可能な場合があります。（例えば点滴投薬等）現時点では往診は無理ですが。 ムショウ シンリョウジョ ショウニ カ イ キュウセイ シッカン トク カンセンショウ オオ タイオウ チュウシン ジカン オ ヨボウ セッシュ ジカンワク タイオウ イチジ シンリョウ ホウモン カンゴ レンケイ トウ タイオウ カノウ バアイ タト テンテキ トウヤク ナド ゲンジテン オウシン ムリ

		承諾 ショウダク		吉永医院		0285-63-2303		321-3564		茂木町増井190-1				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		1		1		0		0		0

		承諾 ショウダク		あさかクリニック		0287-22-2601		324-0043		大田原市浅香3-3711				1		1		2		2		2		2		1		1		2		2		2				1		1		2		2		2		2		1		1		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		坪水医院		0283-62-0265		327-0312		佐野市栃本町2241				1		1		3		3		3		3		3		3		1		3		3				1		1		3		3		3		3		3		3		1		3		3		3		3		3		0		1		1		0		0		0		0		1		0		若い頃、町田市にある重度心身障害者の施設にボランティアで行き、足で書いたお手紙をもらって感動しました。何かのお役にたてればと思いますが、現在実態がよく分かりません。 ワカ コロ マチダシ ジュウド シンシン ショウガイシャ シセツ イ アシ カ テガミ カンドウ ナニ ヤク オモ ゲンザイ ジッタイ ワ

		承諾 ショウダク		こどもヶ丘診療所		028-615-1077		321-0151		宇都宮市西川田町183-21				1		1		3		3		3		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		1		0		1		1		0

		承諾 ショウダク		竹田内科小児科クリニック		0282-29-1233		328-0011		栃木市大宮町52番地		0282-29-1233		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		0		1		1		1		0		0		1		0

		承諾 ショウダク		すながクリニック		0284-44-7211		326-0015		足利市八椚町494-1　				1		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		1		1		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		片山医院		028-661-9764		321-0944		宇都宮市東峰町3008-21				1		1		2		2		2		1		2		2		2		2		2				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		4		0		1		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		稲毛クリニック		0283-25-2566		327-0103		佐野市石塚町893-1				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		1		1		1		1		1		その他：当クリニックでは勤務医での診療のみを行っており、重症心身障害児に対応できるシステムはととのっておらず、申し訳ありません。 タ トウ キンムイ シンリョウ オコナ ジュウショウ シンシン ショウガイジ タイオウ モウ ワケ

		承諾 ショウダク		小川こどもクリニック		0289-74-5421		322-0027		鹿沼市貝島町5006-2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		くさの小児科		0284-73-7000		326-0335		足利市上渋垂町338-3				3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		みやの杜クリニック　		028-683-7811		321-0904		宇都宮市陽東2-4-5				1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1				3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		1		0		0		1		0		0		1		0		0		0		Q2訪問診療のみ対応可 ホウモン シンリョウ タイオウ カ

		承諾 ショウダク		にいたに内科　		028-675-6515		329-1231		塩谷郡高根沢町宝石台 3-3-19				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1

		承諾 ショウダク		よこやま内科小児科クリニック		0282-24-8102		328-0075		栃木市箱森町38-70				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		さいとうクリニック		0287-39-1805		329-2724		那須塩原市西幸町7-13				1		1		3		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		0		0		0		0		1		その他：現在の診療所での診療との兼ね合いが困難であり、複数の医師や看護師が必要 タ ゲンザイ シンリョウジョ シンリョウ カ ア コンナン フクスウ イシ カンゴシ ヒツヨウ

		承諾 ショウダク		桜井消化器科・内科		028-643-0870		320-0073		宇都宮市細谷1-7-38				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		承諾 ショウダク		佐藤医院		0287-96-2841		324-0501		那須郡那珂川町小川2960-1				1		1		3		3		2		3		3		2		1		1		1				1		1		3		3		2		3		3		2		1		1		1		3		3		4		0		1		1		1		0		1		0		0		0

		承諾 ショウダク		大根田内科医院		028-624-6322		320-0072		宇都宮市若草3-4-22				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		0		0		0		0		0		0		0		当方の医師が高齢であり、しかもスタッフがそろっていないので在宅医療は無理なので、ましてや重症心身障害者においておやです。 トウホウ イシ コウレイ ザイタク イリョウ ムリ ジュウショウ シンシン ショウガイシャ

		承諾 ショウダク		医療法人　赤羽病院		028-661-5446		321-0904		宇都宮市陽東7-2-2				1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3				3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		2		2		2		0		1		1		1		0		0		1		0		0

		承諾 ショウダク		田井の里クリニック		0285-81-6502		321-4301		真岡市西田井内外748-2				1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2				3		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		みずぬまクリニック		0287-39-1581		329-2751		那須塩原市東三島2-80-6				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		その他：在宅医療をやっていないので現状は無理である タ ザイタク イリョウ ゲンジョウ ムリ

		承諾 ショウダク		キッズクリニックはせがわ		0283-27-0200		327-0843		佐野市堀米町3946-6				1		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		その他：時間的余裕 タ ジカンテキ ヨユウ

		承諾 ショウダク		小森谷内科医院		0282-43-7327		329-4404		栃木市大平町富田4003-8				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		熊倉医院		0282-55-8425		329-4316		下都賀郡岩舟町新里180-1				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		いちはらファミリークリニック		028-612-8350		321-0414		宇都宮市中里町322				3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3				3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		1		2		0		1		1		1		0		1		0		1		0

		承諾 ショウダク		かとう小児科 ショウニカ		0282-82-7576		321-0218		壬生町落合3-7-30		 		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		福田こどもクリニック		028-659-8850		320-0852		栃木県宇都宮市下砥上町1545-20				1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3				1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		2		2		2		0		1		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		てらもと小児科		028-650-6636		321-0975		宇都宮市関堀町971-6				1		1		3		2		2		3		3		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		0		小児科医としてはもっと積極的に協力しなければいけないと思いますが、現在の我診療所の状態では不可能なことが多く残念です。 ショウニ カ イ セッキョクテキ キョウリョク オモ ゲンザイ ワガ シンリョウジョ ジョウタイ フカノウ オオ ザンネン

		承諾 ショウダク		木村内科医院		0288-22-7880		321-1264		日光市瀬尾497-1				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		承諾 ショウダク		こばやしファミリークリニック		0283-85-9900		327-0311		佐野市多田町566				1		1		1		1		3		1		1		2		1		1		1				1		1		1		1		3		1		1		3		1		1		1		3		3		2		0		1		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		あいファミリィクリニック足利 アシカガ		0284-22-3788		329-4213		足利市寺岡町505-1				1		1		1		1		1		1		1		3		1		1		1				1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		1		0		1		0		0		0		0		1		0

		承諾 ショウダク		腰塚医院		0282-62-2072		323-1104		栃木市藤岡町藤岡1845-10				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		1		1		1		1		0

		承諾 ショウダク		桜井こどもクリニック		0282-24-5987		328-0034		栃木市本町16-9				1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		承諾 ショウダク		神鳥谷クリニック		0285-22-7700		323-0827		小山市神鳥谷1-19-1		 		2		2		2		2		2		2		2		2		1		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		持田医院		0282-67-3661		329-0319		栃木市藤岡町中根115-5				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		4		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		田村医院		0282-43-3368		329-4423		栃木市大平町西水代1835-1				1		1		1		1		1		1		1		2		1		1		1				1		1		1		1		1		1		1		2		1		1		1		3		1		4		1		1		1		1		1		1		1		1		0		Q5.訪問看護、訪問リハビリテーションを利用 ホウモン カンゴ ホウモン リヨウ

		承諾 ショウダク		大橋内科クリニック		0282-82-8522		321-0219		壬生町福和田1003-1				1		1		2		2		2		3		2		2		2		2		3				1		1		2		2		2		3		2		2		2		2		3		3		3		2		0		1		1		0		0		0		0		1		0

		承諾 ショウダク		てらだファミリークリニック		028-654-2188		321-0132		宇都宮市雀の宮5-5-1				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		1		1		1		1		0

		承諾 ショウダク		あおい内科小児科ｸﾘﾆｯｸ		028-663-6000		321-0973		宇都宮市岩曽町1086-1				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		1		1		1		その他：往診時間の確保ができること タ オウシン ジカン カクホ

		承諾 ショウダク		飯塚医院		0287-92-2034		324-0613		那須郡那珂川町馬頭484-3				1		1		2		2		2		2		2		2		1		2		1				1		1		2		2		2		2		2		2		1		2		1		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		0

		承諾 ショウダク		やの小児科医院		0285-56-0280		329-0611		河内郡上三川町上三川3446-3				1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3				1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		2		2		2		0		1		1		1		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		仲嶋医院		028-681-7755		329-1311		さくら市氏家3245-17				3		3		3		3		2		3		3		3		3		2		3				3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		2		3		2		1		1		1		1		1		1		1		0		0		成人（18才以上）を対象に回答しました セイジン サイ イジョウ タイショウ カイトウ

		承諾 ショウダク		小林診療所		0285-82-3873		321-4369		真岡市熊倉3-10-7				1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		1				1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		1		2		2		2		0		1		0		0		0		1		0		0		0

		承諾 ショウダク		西真岡こどもクリニック		0285-81-7900		321-4341		真岡市高勢町3-205-1				1		1		1		3		1		1		1		1		1		3		3				1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		その他：現在おこなっています タ ゲンザイ

		承諾 ショウダク		鈴木医院		0285-72-2032		321-4217		益子町益子1747-2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		承諾 ショウダク		緑の屋根診療所		0283-20-2577		327-0843		佐野市堀米町1348-5				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		0		0		1		0		1		0		1		0		0		地域の社会資源が少ない。マンパワー不足 チイキ シャカイ シゲン スク ブソク

		承諾 ショウダク		ひがのクリニック		0285-74-0051 		321-4521		真岡市久下田941-1				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		豊郷中央渡辺内科　		028-622-8900		320-0004		宇都宮市長岡町1217-5				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		1				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		1		0		0

		承諾 ショウダク		きくちクリニック		028-683-3387		321-0903		宇都宮市下平出町614-2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		0		0

		承諾 ショウダク		サンレディースクリニック		0282-24-3541		328-0024		栃木市樋ノ口町504-1				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		医療法人　亀田内科		028-633-2884		320-0812		宇都宮市一番町1-28				1		1		1		2		2		1		2		2		2		2		1				1		1		1		2		2		1		2		2		2		2		1		3		3		3		0		0		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		越戸クリニック		028-660-6190		321-0951		宇都宮市越戸町139-6				1		1		2		2		2		3		2		2		2		2		3				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		佐藤内科		0285-53-1305		329-0511		下野市石橋839-14				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		承諾 ショウダク		グリムこどもクリニック		0285-51-1515		329-0502		下野市下古山2-6-17				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		事前連絡の上での一次診療、予防接種ですので、申し訳ありません。 ジゼン レンラク ウエ イチジ シンリョウ ヨボウ セッシュ モウ ワケ

		承諾 ショウダク		吉原医院		0288-21-0161		321-1261		日光市今市826-4				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		1		1		1		その他：設備 タ セツビ

		承諾 ショウダク		梅園医院		028-633-2869		320-0035		宇都宮市伝馬町3-28				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		1		0		0

		承諾 ショウダク		森田医院		028-633-1573		320-0861		宇都宮市西3-5-8				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		鈴木内科クリニック		028-655-1229		321-0139		宇都宮市若松原2-4-19				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		その他：24時間対応が必要となると考えますが、当院診療時間内の往診は難しいと考えます。 タ ジカン タイオウ ヒツヨウ カンガ トウイン シンリョウ ジカン ナイ オウシン ムズカ カンガ

		承諾 ショウダク		小松医院		0289-60-5515		322-0064		鹿沼市文化橋町2300-1				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		1		0		0		1		0



														1.医療ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する外来診療について、以下の医療行為に対応できますか。 イリョウ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ガイライ シンリョウ イカ イリョウ コウイ タイオウ																								2.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する往診及び訪問診療について、以下の医療行為に対応できますか イリョウテキ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ オウシン オヨ ホウモン シンリョウ イカ イリョウ コウイ タイオウ

														予防接種 ヨボウ セッシュ		一次診療
（経過観察、栄養観察を含む） イチジ シンリョウ ケイカ カンサツ エイヨウ カンサツ フク		経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ		経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ		中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ		酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ		気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ		人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ		尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ		人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ		褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ				予防接種 ヨボウ セッシュ		一次診療
（経過観察、栄養観察を含む） イチジ シンリョウ ケイカ カンサツ エイヨウ カンサツ フク		経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ		経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ		中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ		酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ		気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ		人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ		尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ		人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ		褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ

										1		できる		83		57		12		9		7		13		11		6		17		8		16		できる		39		29		8		6		5		9		9		6		10		7		12

										2		できない		55		80		127		134		142		130		136		146		131		137		124		できない		102		115		141		143		148		140		144		148		140		145		134

										3		要相談 ヨウ ソウダン		27		28		26		22		16		22		18		13		16		20		25		要相談 ヨウ ソウダン		24		21		16		16		12		15		12		11		15		13		19

																																																														0

														3.24時間、重症心身障害児（18歳未満）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイジ サイ ミマン イリョウ タイオウ

										1		できる		1

										2		できない		150

										3		要相談 ヨウ ソウダン		14

														4.24時間、重症心身障害者（18歳以上）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイシャ サイ イジョウ イリョウ タイオウ

										1		できる		3

										2		できない		150

										3		要相談 ヨウ ソウダン		12

														5.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する訪問リハビリてーションを提供していますか イリョウテキ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ホウモン テイキョウ

										1		提供している テイキョウ		1

										2		提供していない テイキョウ		152

										3		提供していないが対応は可能 テイキョウ タイオウ カノウ		4

										4		要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン		8

														6.重症心身障害児（者）在宅医療に対応できるようになるための条件はなんですか

										1		診療報酬の点数が増えること シンリョウ ホウシュウ テンスウ フ		24

										2		訪問看護尾の連携 ホウモン カンゴ オ レンケイ		73

										3		病院との連携 ビョウイン レンケイ		90

										4		在宅療養支援診療所と小児科医とのグループ診療 ザイタク リョウヨウ シエン シンリョウジョ ショウニ カ イ シンリョウ		43

										5		在宅療養支援診療所に助言や相談を求めることができること ザイタク リョウヨウ シエン シンリョウジョ ジョゲン ソウダン モト		28

										6		小児科医に助言や相談を求めることができること ショウニ カ イ ジョゲン ソウダン モト		26

										7		経験のある医師がいること ケイケン イシ		62

										8		研修などの自己のスキルアップ ケンシュウ ジコ		47

										9		その他 タ		21



できる	できない	要相談	3.24時間、重症心身障害児（18歳未満）の医療に対応ができますか	4.24時間、重症心身障害者（18歳以上）の医療に対応ができますか	5.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する訪問リハビリてーションを提供していますか	6.重症心身障害児（者）在宅医療に対応できるようになるための条件はなんですか	できる	できない	要相談	

病院

		Ｑ１		1.医療ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する外来診療について、以下の医療行為に対応できますか。 イリョウ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ガイライ シンリョウ イカ イリョウ コウイ タイオウ						1.医療ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する外来診療について、以下の医療行為に対応できますか。 イリョウ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ガイライ シンリョウ イカ イリョウ コウイ タイオウ

				Ｑ1-1						Ｑ1-1		予防接種 ヨボウ セッシュ

				Ｑ1-2						Ｑ1-2		一次診療
（経過観察、栄養観察を含む） イチジ シンリョウ ケイカ カンサツ エイヨウ カンサツ フク

				Ｑ1-3						Ｑ1-3		経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ

				Ｑ1-4						Ｑ1-4		経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ

				Ｑ1-5						Ｑ1-5		中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ

				Ｑ1-6						Ｑ1-6		酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ

				Ｑ1-7						Ｑ1-7		気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ

				Ｑ1-8						Ｑ1-8		人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ

				Ｑ1-9						Ｑ1-9		尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ

				Ｑ1-10						Ｑ1-10		人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ

				Ｑ1-11						Ｑ1-11		褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ

		Ｑ２		2.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する往診及び訪問診療について、以下の医療行為に対応できますか イリョウテキ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ オウシン オヨ ホウモン シンリョウ イカ イリョウ コウイ タイオウ						2.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する往診及び訪問診療について、以下の医療行為に対応できますか イリョウテキ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ オウシン オヨ ホウモン シンリョウ イカ イリョウ コウイ タイオウ

				Ｑ2-1						Ｑ2-1		予防接種 ヨボウ セッシュ

				Ｑ2-2						Ｑ2-2		経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ

				Ｑ2-3						Ｑ2-3		経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ

				Ｑ2-4						Ｑ2-4		中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ

				Ｑ2-5						Ｑ2-5		酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ

				Ｑ2-6						Ｑ2-6		気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ

				Ｑ2-7						Ｑ2-7		人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ

				Ｑ2-8						Ｑ2-8		尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ

				Ｑ2-9						Ｑ2-9		人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ

				Ｑ2-10						Ｑ2-10		褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ

		Ｑ3		3.24時間、重症心身障害児（18歳未満）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイジ サイ ミマン イリョウ タイオウ						3.24時間、重症心身障害児（18歳未満）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイジ サイ ミマン イリョウ タイオウ

				Ｑ3-1						Ｑ3-1		できる

				Ｑ3-2						Ｑ3-2		できない

				Ｑ3-3						Ｑ3-3		要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン

		Ｑ4		4.24時間、重症心身障害者（18歳以上）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイシャ サイ イジョウ イリョウ タイオウ						4.24時間、重症心身障害者（18歳以上）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイシャ サイ イジョウ イリョウ タイオウ

				Ｑ4-1						Ｑ4-1		できる

				Ｑ4-2						Ｑ4-2		できない

				Ｑ4-3						Ｑ4-3		要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン

		Ｑ5		5.重症心身障害児（者）のレスパイト入院に対応できますか ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ ニュウイン タイオウ						5.重症心身障害児（者）のレスパイト入院に対応できますか ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ ニュウイン タイオウ

				Ｑ5-1						Ｑ5-1		できる

				Ｑ5-2						Ｑ5-2		できない

				Ｑ5-3						Ｑ5-3		要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン

		Ｑ6		6.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する訪問リハビリテーションを提供していますか イリョウテキ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ホウモン テイキョウ						6.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する訪問リハビリテーションを提供していますか イリョウテキ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ホウモン テイキョウ

				Ｑ6-1						Ｑ6-1		提供している テイキョウ

				Ｑ6-2						Ｑ6-2		提供していない テイキョウ

				Ｑ6-3						Ｑ6-3		提供していないが対応は可能 テイキョウ タイオウ カノウ

				Ｑ6-4						Ｑ6-4		要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン

		Ｑ7		7.平成26年度において、以下における長期入院児（6ヶ月以上）の患者数は何名ですか（「原疾患」及び「長期入院理由」について、複数の理由がある場合は、主な理由を選んでください） ヘイセイ ネンド イカ チョウキ ニュウイン ジ ゲツイジョウ カンジャスウ ナンメイ ゲンシッカン オヨ チョウキ ニュウイン リユウ フクスウ リユウ バアイ オモ リユウ エラ						7.平成26年度において、以下における長期入院児（6ヶ月以上）の患者数は何名ですか（「原疾患」及び「長期入院理由」について、複数の理由がある場合は、主な理由を選んでください） ヘイセイ ネンド イカ チョウキ ニュウイン ジ ゲツイジョウ カンジャスウ ナンメイ ゲンシッカン オヨ チョウキ ニュウイン リユウ フクスウ リユウ バアイ オモ リユウ エラ

				※個別シートにて対応 コベツ タイオウ						※個別シートにて対応 コベツ タイオウ

		Q8		8.重症心身障害児（者）に対する相談窓口はありますか ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ソウダン マドグチ

										1		ある

										2		ない

		Q9		9.重症心身障害児（者）の方に対する医療、在宅生活等についてお気づきのことなど、ご自由にお書きください。 ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ カタ タイ イリョウ ザイタク セイカツ ナド キ ジユウ カ

		承諾可否 ショウダク カヒ		診療所名 シンリョウジョ メイ		電話番号 デンワ バンゴウ		郵便番号 ユウビンバンゴウ		所在地 ショザイチ		Ｑ1.医療ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する外来診療について、以下の医療行為に対応できますか																						Ｑ２医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する往診及び訪問診療について、以下の医療行為に対応できますか																				Ｑ3		Ｑ4		Ｑ5		Q6		Ｑ7		8.重症心身障害児（者）に対する相談窓口はありますか										Q9

												予防接種 ヨボウ セッシュ		一次診療
（経過観察、栄養観察を含む） イチジ シンリョウ ケイカ カンサツ エイヨウ カンサツ フク		経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ		経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ		中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ		酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ		気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ		人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ		尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ		人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ		褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ		予防接種 ヨボウ セッシュ		経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ		経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ		中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ		酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ		気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ		人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ		尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ		人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ		褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ												有無 ウム		部署名・職名 ブショ メイ ショクメイ		ご担当者氏名 タントウシャ シメイ		連絡先TEL レンラクサキ		連絡先MAIL レンラクサキ

		否 イナ		野木病院		0280-57-1011		329-0101		下都賀郡野木町友沼5320-2		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		2

		否 イナ		今市病院		0288-22-2200		321-1261		日光市今市381		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		2

		否 イナ		黒須病院　		028-682-8811		329-1311		さくら市氏家2650		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		2		2		別紙参照 ベッシ サンショウ		1		病診連携室・社会福祉士 ビョウシンレンケイ シツ シャカイ フクシ シ		井上雅晶 イノウエ マサアキ		028-682-8811（代表）
028-681-5551（直通） ダイヒョウ チョクツウ		byo-renkei@kurosu-hospital.jp

		否 イナ		日光市民病院		0288-50-1188		321-1441		日光市清滝安良沢町1752-10		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		2										小児科常務医がいないため、小児科非常勤医師在院時のみ相談可能と考えます ショウニカ ジョウム イ ショウニカ ヒジョウキン イシ ザイイン ジ ソウダン カノウ カンガ

		否 イナ		国際医療福祉大学塩谷病院　		0287-44-1155		329-2145		矢板市富田77		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		2

		否 イナ		那須南病院		0287-84-3911		321-0621		栃木県那須烏山市中央3-2-13		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		2		2		なし		1		医療福祉相談医療連絡室 イリョウ フクシ ソウダン イリョウ レンラク シツ		原健二 ハラ ケンジ		0287-84-3911

		承諾 ショウダク		西方病院		0282-92-2323		322-0601		栃木県上都賀郡西方町金崎273-3		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		1		西方病院地域連携室 ニシカタ ビョウイン チイキ レンケイ シツ				0282-25-7310		nishikata-renkei@cc9.ne.jp

		承諾 ショウダク		新小山市民病院		0285-36-0200		323-0827		栃木県小山市神鳥谷2251-1 ３２３－０８２７		1		1		3		2		2		2		2		2		2		2		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		2		なし		1		医療相談室保健師 イリョウ ソウダンシツ ホケンシ		多賀谷邦子 タガヤ クニコ		0285-36-0256		soudan@hospital.oyama.tochigi.jp		重症心身障害児（者）の方々の外来診察は随時受け入れておりますが、特に障害児の入院についてはまだ十分に対応できる体制になっておりません。そのため、今回のガイドマップの内容で受け入れ可能な項目が少なく申し訳ありません。相談については、幅広く承っております。 ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ カタガタ ガイライ シンサツ ズイジ ウ イ トク ショウガイジ ニュウイン ジュウブン タイオウ タイセイ コンカイ ナイヨウ ウ イ カノウ コウモク スク モウ ワケ ソウダン ハバヒロ ウケタマワ

		承諾 ショウダク		小山厚生病院		0285-22-1105		323-0031		栃木県小山市八幡町2-10-6		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		2		なし		1		看護師長 カンゴシ チョウ		横家よね子 ヨコ イエ コ		0285-22-1105
0285-24-9890				在宅生活困難者につき当院では入院で対応させていただくことが多いです。 ザイタク セイカツ コンナン シャ トウイン ニュウイン タイオウ オオ

		承諾 ショウダク		石橋総合病院		0285-53-1134		329-0511		栃木県下野市石橋628		1		1		1		1		1		1		1		2		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		1		なし		1		地域医療連携部 チイキ イリョウ レンケイ ブ		（部長）岩崎さゆり ブチョウ イワサキ		0285-53-1134		ishibashi-renkei@yushikai.jp

		承諾 ショウダク		下都賀総合病院		0282-22-2551		328-0044		栃木県栃木市富士見町5-32		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		3		なし		1		医療福祉相談室 イリョウ フクシ ソウダンシツ		MSWが3人おります ニン		0282-22-2551

		承諾 ショウダク		とちの木病院		0282-22-7722		328-0071		栃木県栃木市大町39-5		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		2

		承諾 ショウダク		自治医科大学附属病院　		0285-44-2111		329-0498		下野市薬師寺3311-1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		2		3		2		別紙参照 ベッシ サンショウ		1		地域医療連携部（看護師） チイキ イリョウ レンケイ ブ カンゴシ		黒田　光恵 クロダ ミツエ		0285-44-2111		mazuek@jichi.ac.jp		在宅医療を充実させていただくうえで、往診医や地域の開業医の先生方との連携強化やスタッフの充実が望まれると思います。 ザイタク イリョウ ジュウジツ オウシン イ チイキ カイギョウイ センセイガタ レンケイ キョウカ ジュウジツ ノゾ オモ

		承諾 ショウダク		済生会宇都宮病院		028-626-5500		321-0974		宇都宮市竹林町911-1		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		2		別紙参照 ベッシ サンショウ		1		地域連携課 チイキ レンケイ カ		荻津　守 オギツ カミ		028-626-5500

		承諾 ショウダク		足利赤十字病院		0284-21-0121		326-0843		栃木県足利市五十部町284-1		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		3		1		2		別紙参照 ベッシ サンショウ		1		事務部医事課社会福祉士 ジム ブ イジ カ シャカイ フクシ シ		布施　麻由実 フセ マユミ		0284-20-1307				医療依存度の高い患者様が自宅へ退院する場合、利用できる社会資源が限られており、デイサービスやリハビリテーション、ショートステイなどのサービスを本人、ご家族様のニーズに合わせて利用していただくことが困難なケースが多々あります。（例：家族としては週２回以上リハビリに本人を通わせたいと考えているが、リハビリテーション事業所としては利用者数も多いため、週1回の対応が限度と考えている場合など）今回のアンケート調査を機に、各地域の社会資源の情報を整理し、なるべくニーズに合わせて、多くの方に適切にサービスを利用していただける環境を構築できればと思っております。よろしくお願いいたします。 イリョウ イゾンド タカ カンジャサマ ジタク タイイン バアイ リヨウ シャカイ シゲン カギ ホンニン カゾク サマ ア リヨウ コンナン タタ レイ カゾク シュウ カイイジョウ ホンニン カヨ カンガ ジギョウショ リヨウシャ スウ オオ シュウ カイ タイオウ ゲンド カンガ バアイ コンカイ チョウサ キ カクチイキ シャカイ シゲン ジョウホウ セイリ ア オオ カタ テキセツ リヨウ カンキョウ コウチク オモ ネガ

		承諾 ショウダク		獨協医科大学病院		0282-86-1111		321-0293		下都賀郡壬生町大字北小林880		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		3		2		別紙参照 ベッシ サンショウ		1		地域医療連携センター医療福祉相談室 チイキ イリョウ レンケイ イリョウ フクシ ソウダンシツ				0282-87-2185

		承諾 ショウダク		あしかがの森足利病院		0284-91-0611		326-0011		足利市大沼田町615		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		1		2		別紙参照 ベッシ サンショウ		1		メディカルソーシャルワーカー		福地　哲郎 フクチ テツロウ		0284-91-0611		soudan@hshikagu-hospital.or.jp

		承諾 ショウダク		JCHO　うつのみや病院		028-653-1001		321-0143		宇都宮市南高砂町11-17		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		2

		承諾 ショウダク		菅又病院　		028-676-0311		329-1207		塩谷郡高根沢町花岡2351		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		2										要相談の診療項目につきましては、病院にお電話で問い合わせていただければ対応いたします。小児科の入院対応はしておりません。外来診察につきましては、急性期の管理は困難であることもありますが、状態が安定している場合には相談いただければ可能な限り対応いたします。 ヨウ ソウダン シンリョウ コウモク ビョウイン デンワ ト ア タイオウ ショウニカ ニュウイン タイオウ ガイライ シンサツ キュウセイキ カンリ コンナン ジョウタイ アンテイ バアイ ソウダン カノウ カギ タイオウ

		承諾 ショウダク		那須赤十字病院		0287-23-1122		324-8686		栃木県大田原市中田原1081-4		1		1		3		3		3		1		3		1		3		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		1		4		なし		1		地域医療福祉連携課福祉係長 チイキ イリョウ フクシ レンケイ カ フクシ カカリチョウ		野中美希 ノナカ ミキ		0287-23-1122		renkeika@nasu.jrc.or.jp



												Ｑ1.医療ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する外来診療について、以下の医療行為に対応できますか

												予防接種 ヨボウ セッシュ		一次診療
（経過観察、栄養観察を含む） イチジ シンリョウ ケイカ カンサツ エイヨウ カンサツ フク		経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ		経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ		中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ		酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ		気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ		人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ		尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ		人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ		褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ

										できる		13		13		9		8		7		9		8		8		7		7		7

										できない		3		3		7		8		8		8		8		9		8		8		6

										要相談 ヨウ ソウダン		4		4		4		4		5		3		4		3		5		5		7



												Ｑ２医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する往診及び訪問診療について、以下の医療行為に対応できますか

												予防接種 ヨボウ セッシュ		経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ		経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ		中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ		酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ		気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ		人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ		尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ		人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ		褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ

										できる		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

										できない		19		20		20		20		20		20		20		20		20		20

										要相談 ヨウ ソウダン		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0



										Ｑ3		3.24時間、重症心身障害児（18歳未満）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイジ サイ ミマン イリョウ タイオウ				3.24時間、重症心身障害児（18歳未満）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイジ サイ ミマン イリョウ タイオウ

										できる		4

										できない		14

										要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン		2

										Ｑ4		4.24時間、重症心身障害者（18歳以上）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイシャ サイ イジョウ イリョウ タイオウ				4.24時間、重症心身障害者（18歳以上）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイシャ サイ イジョウ イリョウ タイオウ

										できる		3

										できない		9

										要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン		8

										Ｑ5		5.重症心身障害児（者）のレスパイト入院に対応できますか ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ ニュウイン タイオウ				5.重症心身障害児（者）のレスパイト入院に対応できますか ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ ニュウイン タイオウ

										できる		5

										できない		10

										要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン		5

										Ｑ6		6.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する訪問リハビリテーションを提供していますか イリョウテキ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ホウモン テイキョウ				6.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する訪問リハビリテーションを提供していますか イリョウテキ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ホウモン テイキョウ

										提供している テイキョウ		1

										提供していない テイキョウ		17

										提供していないが対応は可能 テイキョウ タイオウ カノウ		1

										要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン		1

										Ｑ7		7.平成26年度において、以下における長期入院児（6ヶ月以上）の患者数は何名ですか（「原疾患」及び「長期入院理由」について、複数の理由がある場合は、主な理由を選んでください） ヘイセイ ネンド イカ チョウキ ニュウイン ジ ゲツイジョウ カンジャスウ ナンメイ ゲンシッカン オヨ チョウキ ニュウイン リユウ フクスウ リユウ バアイ オモ リユウ エラ				7.平成26年度において、以下における長期入院児（6ヶ月以上）の患者数は何名ですか（「原疾患」及び「長期入院理由」について、複数の理由がある場合は、主な理由を選んでください） ヘイセイ ネンド イカ チョウキ ニュウイン ジ ゲツイジョウ カンジャスウ ナンメイ ゲンシッカン オヨ チョウキ ニュウイン リユウ フクスウ リユウ バアイ オモ リユウ エラ

										Q8		8.重症心身障害児（者）に対する相談窓口はありますか ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ソウダン マドグチ

																1		ある		13

																2		ない		7
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病院 作業

		Ｑ１		1.医療ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する外来診療について、以下の医療行為に対応できますか。 イリョウ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ガイライ シンリョウ イカ イリョウ コウイ タイオウ						1.医療ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する外来診療について、以下の医療行為に対応できますか。 イリョウ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ガイライ シンリョウ イカ イリョウ コウイ タイオウ

				Ｑ1-1						Ｑ1-1		予防接種 ヨボウ セッシュ

				Ｑ1-2						Ｑ1-2		一次診療
（経過観察、栄養観察を含む） イチジ シンリョウ ケイカ カンサツ エイヨウ カンサツ フク

				Ｑ1-3						Ｑ1-3		経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ

				Ｑ1-4						Ｑ1-4		経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ

				Ｑ1-5						Ｑ1-5		中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ

				Ｑ1-6						Ｑ1-6		酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ

				Ｑ1-7						Ｑ1-7		気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ

				Ｑ1-8						Ｑ1-8		人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ

				Ｑ1-9						Ｑ1-9		尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ

				Ｑ1-10						Ｑ1-10		人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ

				Ｑ1-11						Ｑ1-11		褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ

		Ｑ２		2.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する往診及び訪問診療について、以下の医療行為に対応できますか イリョウテキ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ オウシン オヨ ホウモン シンリョウ イカ イリョウ コウイ タイオウ						2.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する往診及び訪問診療について、以下の医療行為に対応できますか イリョウテキ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ オウシン オヨ ホウモン シンリョウ イカ イリョウ コウイ タイオウ

				Ｑ2-1						Ｑ2-1		予防接種 ヨボウ セッシュ

				Ｑ2-2						Ｑ2-2		経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ

				Ｑ2-3						Ｑ2-3		経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ

				Ｑ2-4						Ｑ2-4		中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ

				Ｑ2-5						Ｑ2-5		酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ

				Ｑ2-6						Ｑ2-6		気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ

				Ｑ2-7						Ｑ2-7		人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ

				Ｑ2-8						Ｑ2-8		尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ

				Ｑ2-9						Ｑ2-9		人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ

				Ｑ2-10						Ｑ2-10		褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ

		Ｑ3		3.24時間、重症心身障害児（18歳未満）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイジ サイ ミマン イリョウ タイオウ						3.24時間、重症心身障害児（18歳未満）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイジ サイ ミマン イリョウ タイオウ

				Ｑ3-1						Ｑ3-1		できる

				Ｑ3-2						Ｑ3-2		できない

				Ｑ3-3						Ｑ3-3		要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン

		Ｑ4		4.24時間、重症心身障害者（18歳以上）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイシャ サイ イジョウ イリョウ タイオウ						4.24時間、重症心身障害者（18歳以上）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイシャ サイ イジョウ イリョウ タイオウ

				Ｑ4-1						Ｑ4-1		できる

				Ｑ4-2						Ｑ4-2		できない

				Ｑ4-3						Ｑ4-3		要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン

		Ｑ5		5.重症心身障害児（者）のレスパイト入院に対応できますか ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ ニュウイン タイオウ						5.重症心身障害児（者）のレスパイト入院に対応できますか ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ ニュウイン タイオウ

				Ｑ5-1						Ｑ5-1		できる

				Ｑ5-2						Ｑ5-2		できない

				Ｑ5-3						Ｑ5-3		要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン

		Ｑ6		6.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する訪問リハビリテーションを提供していますか イリョウテキ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ホウモン テイキョウ						6.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する訪問リハビリテーションを提供していますか イリョウテキ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ホウモン テイキョウ

				Ｑ6-1						Ｑ6-1		提供している テイキョウ

				Ｑ6-2						Ｑ6-2		提供していない テイキョウ

				Ｑ6-3						Ｑ6-3		提供していないが対応は可能 テイキョウ タイオウ カノウ

				Ｑ6-4						Ｑ6-4		要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン

		Ｑ7		7.平成26年度において、以下における長期入院児（6ヶ月以上）の患者数は何名ですか（「原疾患」及び「長期入院理由」について、複数の理由がある場合は、主な理由を選んでください） ヘイセイ ネンド イカ チョウキ ニュウイン ジ ゲツイジョウ カンジャスウ ナンメイ ゲンシッカン オヨ チョウキ ニュウイン リユウ フクスウ リユウ バアイ オモ リユウ エラ						7.平成26年度において、以下における長期入院児（6ヶ月以上）の患者数は何名ですか（「原疾患」及び「長期入院理由」について、複数の理由がある場合は、主な理由を選んでください） ヘイセイ ネンド イカ チョウキ ニュウイン ジ ゲツイジョウ カンジャスウ ナンメイ ゲンシッカン オヨ チョウキ ニュウイン リユウ フクスウ リユウ バアイ オモ リユウ エラ

				※個別シートにて対応 コベツ タイオウ						※個別シートにて対応 コベツ タイオウ

		Q8		8.重症心身障害児（者）に対する相談窓口はありますか ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ソウダン マドグチ

										1		ある

										2		ない

		Q9		9.重症心身障害児（者）の方に対する医療、在宅生活等についてお気づきのことなど、ご自由にお書きください。 ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ カタ タイ イリョウ ザイタク セイカツ ナド キ ジユウ カ

		承諾可否 ショウダク カヒ		診療所名 シンリョウジョ メイ		電話番号 デンワ バンゴウ		郵便番号 ユウビンバンゴウ		所在地 ショザイチ		Ｑ1.医療ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する外来診療について、以下の医療行為に対応できますか																						Ｑ２医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する往診及び訪問診療について、以下の医療行為に対応できますか																				Ｑ3		Ｑ4		Ｑ5		Q6		Ｑ7		8.重症心身障害児（者）に対する相談窓口はありますか										Q9

												予防接種 ヨボウ セッシュ		一次診療
（経過観察、栄養観察を含む） イチジ シンリョウ ケイカ カンサツ エイヨウ カンサツ フク		経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ		経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ		中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ		酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ		気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ		人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ		尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ		人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ		褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ		予防接種 ヨボウ セッシュ		経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ		経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ		中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ		酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ		気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ		人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ		尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ		人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ		褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ												有無 ウム		部署名・職名 ブショ メイ ショクメイ		ご担当者氏名 タントウシャ シメイ		連絡先TEL レンラクサキ		連絡先MAIL レンラクサキ

		否 イナ		野木病院		0280-57-1011		329-0101		下都賀郡野木町友沼5320-2		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		2

		否 イナ		今市病院		0288-22-2200		321-1261		日光市今市381		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		2

		否 イナ		黒須病院　		028-682-8811		329-1311		さくら市氏家2650		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		2		2		別紙参照 ベッシ サンショウ		1		病診連携室・社会福祉士 ビョウシンレンケイ シツ シャカイ フクシ シ		井上雅晶 イノウエ マサアキ		028-682-8811（代表）
028-681-5551（直通） ダイヒョウ チョクツウ		byo-renkei@kurosu-hospital.jp

		否 イナ		日光市民病院		0288-50-1188		321-1441		日光市清滝安良沢町1752-10		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		2										小児科常務医がいないため、小児科非常勤医師在院時のみ相談可能と考えます ショウニカ ジョウム イ ショウニカ ヒジョウキン イシ ザイイン ジ ソウダン カノウ カンガ

		否 イナ		国際医療福祉大学塩谷病院　		0287-44-1155		329-2145		矢板市富田77		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		2

		否 イナ		那須南病院		0287-84-3911		321-0621		栃木県那須烏山市中央3-2-13		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		2		2		なし		1		医療福祉相談医療連絡室 イリョウ フクシ ソウダン イリョウ レンラク シツ		原健二 ハラ ケンジ		0287-84-3911

		承諾 ショウダク		西方病院		0282-92-2323		322-0601		栃木県上都賀郡西方町金崎273-3		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		1		西方病院地域連携室 ニシカタ ビョウイン チイキ レンケイ シツ				0282-25-7310		nishikata-renkei@cc9.ne.jp

		承諾 ショウダク		新小山市民病院		0285-36-0200		323-0827		栃木県小山市神鳥谷2251-1 ３２３－０８２７		1		1		3		2		2		2		2		2		2		2		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		2		なし		1		医療相談室保健師 イリョウ ソウダンシツ ホケンシ		多賀谷邦子 タガヤ クニコ		0285-36-0256		soudan@hospital.oyama.tochigi.jp		重症心身障害児（者）の方々の外来診察は随時受け入れておりますが、特に障害児の入院についてはまだ十分に対応できる体制になっておりません。そのため、今回のガイドマップの内容で受け入れ可能な項目が少なく申し訳ありません。相談については、幅広く承っております。 ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ カタガタ ガイライ シンサツ ズイジ ウ イ トク ショウガイジ ニュウイン ジュウブン タイオウ タイセイ コンカイ ナイヨウ ウ イ カノウ コウモク スク モウ ワケ ソウダン ハバヒロ ウケタマワ

		承諾 ショウダク		小山厚生病院		0285-22-1105		323-0031		栃木県小山市八幡町2-10-6		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		2		なし		1		看護師長 カンゴシ チョウ		横家よね子 ヨコ イエ コ		0285-22-1105
0285-24-9890				在宅生活困難者につき当院では入院で対応させていただくことが多いです。 ザイタク セイカツ コンナン シャ トウイン ニュウイン タイオウ オオ

		承諾 ショウダク		石橋総合病院		0285-53-1134		329-0511		栃木県下野市石橋628		1		1		1		1		1		1		1		2		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		1		なし		1		地域医療連携部 チイキ イリョウ レンケイ ブ		（部長）岩崎さゆり ブチョウ イワサキ		0285-53-1134		ishibashi-renkei@yushikai.jp

		承諾 ショウダク		下都賀総合病院		0282-22-2551		328-0044		栃木県栃木市富士見町5-32		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		3		なし		1		医療福祉相談室 イリョウ フクシ ソウダンシツ		MSWが3人おります ニン		0282-22-2551

		承諾 ショウダク		とちの木病院		0282-22-7722		328-0071		栃木県栃木市大町39-5		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		2

		承諾 ショウダク		自治医科大学附属病院　		0285-44-2111		329-0498		下野市薬師寺3311-1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		2		3		2		別紙参照 ベッシ サンショウ		1		地域医療連携部（看護師） チイキ イリョウ レンケイ ブ カンゴシ		黒田　光恵 クロダ ミツエ		0285-44-2111		mazuek@jichi.ac.jp		在宅医療を充実させていただくうえで、往診医や地域の開業医の先生方との連携強化やスタッフの充実が望まれると思います。 ザイタク イリョウ ジュウジツ オウシン イ チイキ カイギョウイ センセイガタ レンケイ キョウカ ジュウジツ ノゾ オモ

		承諾 ショウダク		済生会宇都宮病院		028-626-5500		321-0974		宇都宮市竹林町911-1		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		2		別紙参照 ベッシ サンショウ		1		地域連携課 チイキ レンケイ カ		荻津　守 オギツ カミ		028-626-5500

		承諾 ショウダク		足利赤十字病院		0284-21-0121		326-0843		栃木県足利市五十部町284-1		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		3		1		2		別紙参照 ベッシ サンショウ		1		事務部医事課社会福祉士 ジム ブ イジ カ シャカイ フクシ シ		布施　麻由実 フセ マユミ		0284-20-1307				医療依存度の高い患者様が自宅へ退院する場合、利用できる社会資源が限られており、デイサービスやリハビリテーション、ショートステイなどのサービスを本人、ご家族様のニーズに合わせて利用していただくことが困難なケースが多々あります。（例：家族としては週２回以上リハビリに本人を通わせたいと考えているが、リハビリテーション事業所としては利用者数も多いため、週1回の対応が限度と考えている場合など）今回のアンケート調査を機に、各地域の社会資源の情報を整理し、なるべくニーズに合わせて、多くの方に適切にサービスを利用していただける環境を構築できればと思っております。よろしくお願いいたします。 イリョウ イゾンド タカ カンジャサマ ジタク タイイン バアイ リヨウ シャカイ シゲン カギ ホンニン カゾク サマ ア リヨウ コンナン タタ レイ カゾク シュウ カイイジョウ ホンニン カヨ カンガ ジギョウショ リヨウシャ スウ オオ シュウ カイ タイオウ ゲンド カンガ バアイ コンカイ チョウサ キ カクチイキ シャカイ シゲン ジョウホウ セイリ ア オオ カタ テキセツ リヨウ カンキョウ コウチク オモ ネガ

		承諾 ショウダク		獨協医科大学病院		0282-86-1111		321-0293		下都賀郡壬生町大字北小林880		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		3		2		別紙参照 ベッシ サンショウ		1		地域医療連携センター医療福祉相談室 チイキ イリョウ レンケイ イリョウ フクシ ソウダンシツ				0282-87-2185

		承諾 ショウダク		あしかがの森足利病院		0284-91-0611		326-0011		足利市大沼田町615		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		1		2		別紙参照 ベッシ サンショウ		1		メディカルソーシャルワーカー		福地　哲郎 フクチ テツロウ		0284-91-0611		soudan@hshikagu-hospital.or.jp

		承諾 ショウダク		JCHO　うつのみや病院		028-653-1001		321-0143		宇都宮市南高砂町11-17		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		2

		承諾 ショウダク		菅又病院　		028-676-0311		329-1207		塩谷郡高根沢町花岡2351		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		2										要相談の診療項目につきましては、病院にお電話で問い合わせていただければ対応いたします。小児科の入院対応はしておりません。外来診察につきましては、急性期の管理は困難であることもありますが、状態が安定している場合には相談いただければ可能な限り対応いたします。 ヨウ ソウダン シンリョウ コウモク ビョウイン デンワ ト ア タイオウ ショウニカ ニュウイン タイオウ ガイライ シンサツ キュウセイキ カンリ コンナン ジョウタイ アンテイ バアイ ソウダン カノウ カギ タイオウ

		承諾 ショウダク		那須赤十字病院		0287-23-1122		324-8686		栃木県大田原市中田原1081-4		1		1		3		3		3		1		3		1		3		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		1		4		なし		1		地域医療福祉連携課福祉係長 チイキ イリョウ フクシ レンケイ カ フクシ カカリチョウ		野中美希 ノナカ ミキ		0287-23-1122		renkeika@nasu.jrc.or.jp



												Ｑ1.医療ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する外来診療について、以下の医療行為に対応できますか

												予防接種 ヨボウ セッシュ		一次診療
（経過観察、栄養観察を含む） イチジ シンリョウ ケイカ カンサツ エイヨウ カンサツ フク		経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ		経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ		中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ		酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ		気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ		人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ		尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ		人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ		褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ

										できる		13		13		9		8		7		9		8		8		7		7		7

										できない		3		3		7		8		8		8		8		9		8		8		6

										要相談 ヨウ ソウダン		4		4		4		4		5		3		4		3		5		5		7



												Ｑ２医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する往診及び訪問診療について、以下の医療行為に対応できますか

												予防接種 ヨボウ セッシュ		経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ		経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ		中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ		酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ		気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ		人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ		尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ		人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ		褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ

										できる		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

										できない		19		20		20		20		20		20		20		20		20		20

										要相談 ヨウ ソウダン		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0



										Ｑ3		3.24時間、重症心身障害児（18歳未満）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイジ サイ ミマン イリョウ タイオウ				3.24時間、重症心身障害児（18歳未満）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイジ サイ ミマン イリョウ タイオウ

										できる		4

										できない		14

										要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン		2

										Ｑ4		4.24時間、重症心身障害者（18歳以上）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイシャ サイ イジョウ イリョウ タイオウ				4.24時間、重症心身障害者（18歳以上）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイシャ サイ イジョウ イリョウ タイオウ

										できる		3

										できない		9

										要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン		8

										Ｑ5		5.重症心身障害児（者）のレスパイト入院に対応できますか ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ ニュウイン タイオウ				5.重症心身障害児（者）のレスパイト入院に対応できますか ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ ニュウイン タイオウ

										できる		5

										できない		10

										要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン		5

										Ｑ6		6.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する訪問リハビリテーションを提供していますか イリョウテキ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ホウモン テイキョウ				6.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する訪問リハビリテーションを提供していますか イリョウテキ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ホウモン テイキョウ

										提供している テイキョウ		1

										提供していない テイキョウ		17

										提供していないが対応は可能 テイキョウ タイオウ カノウ		1

										要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン		1

										Ｑ7		7.平成26年度において、以下における長期入院児（6ヶ月以上）の患者数は何名ですか（「原疾患」及び「長期入院理由」について、複数の理由がある場合は、主な理由を選んでください） ヘイセイ ネンド イカ チョウキ ニュウイン ジ ゲツイジョウ カンジャスウ ナンメイ ゲンシッカン オヨ チョウキ ニュウイン リユウ フクスウ リユウ バアイ オモ リユウ エラ				7.平成26年度において、以下における長期入院児（6ヶ月以上）の患者数は何名ですか（「原疾患」及び「長期入院理由」について、複数の理由がある場合は、主な理由を選んでください） ヘイセイ ネンド イカ チョウキ ニュウイン ジ ゲツイジョウ カンジャスウ ナンメイ ゲンシッカン オヨ チョウキ ニュウイン リユウ フクスウ リユウ バアイ オモ リユウ エラ

										Q8		8.重症心身障害児（者）に対する相談窓口はありますか ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ソウダン マドグチ

																1		ある		13

																2		ない		7

																														できる		できない		要相談 ヨウ ソウダン						できる		できない		要相談 ヨウ ソウダン						提供している テイキョウ		提供していない テイキョウ		提供していないが対応は可能 テイキョウ タイオウ カノウ		要相談 ヨウ ソウダン										NICU及びGCU オヨ		PICU		その他小児病棟 タ ショウニ ビョウトウ

																												予防接種 ヨボウ セッシュ		13		3		4				18歳未満 サイ ミマン		4		14		2						5		10		5		5								6ヶ月以上1年未満 ゲツイジョウ ネン ミマン		9		0		11

																												一次診療
（経過観察、栄養観察を含む） イチジ シンリョウ ケイカ カンサツ エイヨウ カンサツ フク		13		3		4				18歳以上 サイ イジョウ		3		9		8																				1年以上2年未満 ネンイジョウ ネン ミマン		1		0		10

																												経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ		9		7		4																提供している テイキョウ		5												2年以上 ネンイジョウ		4		0		154

																												経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ		8		8		4						できる		できない		要相談 ヨウ ソウダン						提供していない テイキョウ		10

																												中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ		7		8		5						5		10		5						提供していないが対応は可能 テイキョウ タイオウ カノウ		5

																												酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ		9		8		3						3		9		8						要相談 ヨウ ソウダン		5														NICU及びGCU オヨ		PICU		その他小児病棟 タ ショウニ ビョウトウ

																												気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ		8		8		4																														新生児仮死 シンセイジ カシ		2		0		38

																												人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ		8		9		3																														仮死以外の神経、筋疾患 カシ イガイ シンケイ キン シッカン		3		0		48

																												尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ		7		8		5																		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3歳～6歳 サイ サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13歳～17歳 サイ サイ		18歳以上 サイイジョウ				事故 ジコ		0		0		4

																												人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ		7		8		5																気管切開人工呼吸患者 キカン セッカイ ジンコウ コキュウ カンジャ		11		4		8		5		12				先天異常症候群 センテン イジョウ ショウコウグン		11		0		22

																												褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ		7		6		7																非気管切開人工呼吸患者（NPPV) ヒ キカン セッカイ ジンコウ コキュウ カンジャ		2		0		0		0		1				慢性肺疾患、気道病変 マンセイ ハイ シッカン キドウ ビョウヘン		1		0		0

																																																		気管切開患者 キカン セッカイ カンジャ		2		3		2		0		14				低出生体重児 テイ シュッセイ タイジュウ ジ		5		0		7

																														できる		できない		要相談 ヨウ ソウダン																その他 タ		4		2		2		0		1				社会的事情 シャカイテキ ジジョウ		0		0		2

																												予防接種 ヨボウ セッシュ		0		19		1																														その他 タ		2		0		44

																												経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ		0		20		0

																												経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ		0		20		0

																												中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ		0		20		0

																												酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ		0		20		0

																												気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ		0		20		0

																												人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ		0		20		0

																												尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ		0		20		0

																												人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ		0		20		0

																												褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ		0		20		0



																												24時間、重症心身障害児の医療に対応ができますか
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病院 (2)

		Ｑ１		1.医療ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する外来診療について、以下の医療行為に対応できますか。 イリョウ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ガイライ シンリョウ イカ イリョウ コウイ タイオウ						1.医療ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する外来診療について、以下の医療行為に対応できますか。 イリョウ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ガイライ シンリョウ イカ イリョウ コウイ タイオウ

				Ｑ1-1						Ｑ1-1		予防接種 ヨボウ セッシュ

				Ｑ1-2						Ｑ1-2		一次診療
（経過観察、栄養観察を含む） イチジ シンリョウ ケイカ カンサツ エイヨウ カンサツ フク

				Ｑ1-3						Ｑ1-3		経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ

				Ｑ1-4						Ｑ1-4		経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ

				Ｑ1-5						Ｑ1-5		中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ

				Ｑ1-6						Ｑ1-6		酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ

				Ｑ1-7						Ｑ1-7		気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ

				Ｑ1-8						Ｑ1-8		人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ

				Ｑ1-9						Ｑ1-9		尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ

				Ｑ1-10						Ｑ1-10		人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ

				Ｑ1-11						Ｑ1-11		褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ

		Ｑ２		2.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する往診及び訪問診療について、以下の医療行為に対応できますか イリョウテキ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ オウシン オヨ ホウモン シンリョウ イカ イリョウ コウイ タイオウ						2.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する往診及び訪問診療について、以下の医療行為に対応できますか イリョウテキ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ オウシン オヨ ホウモン シンリョウ イカ イリョウ コウイ タイオウ

				Ｑ2-1						Ｑ2-1		予防接種 ヨボウ セッシュ

				Ｑ2-2						Ｑ2-2		経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ

				Ｑ2-3						Ｑ2-3		経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ

				Ｑ2-4						Ｑ2-4		中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ

				Ｑ2-5						Ｑ2-5		酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ

				Ｑ2-6						Ｑ2-6		気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ

				Ｑ2-7						Ｑ2-7		人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ

				Ｑ2-8						Ｑ2-8		尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ

				Ｑ2-9						Ｑ2-9		人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ

				Ｑ2-10						Ｑ2-10		褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ

		Ｑ3		3.24時間、重症心身障害児（18歳未満）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイジ サイ ミマン イリョウ タイオウ						3.24時間、重症心身障害児（18歳未満）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイジ サイ ミマン イリョウ タイオウ

				Ｑ3-1						Ｑ3-1		できる

				Ｑ3-2						Ｑ3-2		できない

				Ｑ3-3						Ｑ3-3		要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン

		Ｑ4		4.24時間、重症心身障害者（18歳以上）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイシャ サイ イジョウ イリョウ タイオウ						4.24時間、重症心身障害者（18歳以上）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイシャ サイ イジョウ イリョウ タイオウ

				Ｑ4-1						Ｑ4-1		できる

				Ｑ4-2						Ｑ4-2		できない

				Ｑ4-3						Ｑ4-3		要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン

		Ｑ5		5.重症心身障害児（者）のレスパイト入院に対応できますか ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ ニュウイン タイオウ						5.重症心身障害児（者）のレスパイト入院に対応できますか ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ ニュウイン タイオウ

				Ｑ5-1						Ｑ5-1		できる

				Ｑ5-2						Ｑ5-2		できない

				Ｑ5-3						Ｑ5-3		要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン

		Ｑ6		6.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する訪問リハビリテーションを提供していますか イリョウテキ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ホウモン テイキョウ						6.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する訪問リハビリテーションを提供していますか イリョウテキ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ホウモン テイキョウ

				Ｑ6-1						Ｑ6-1		提供している テイキョウ

				Ｑ6-2						Ｑ6-2		提供していない テイキョウ

				Ｑ6-3						Ｑ6-3		提供していないが対応は可能 テイキョウ タイオウ カノウ

				Ｑ6-4						Ｑ6-4		要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン

		Ｑ7		7.平成26年度において、以下における長期入院児（6ヶ月以上）の患者数は何名ですか（「原疾患」及び「長期入院理由」について、複数の理由がある場合は、主な理由を選んでください） ヘイセイ ネンド イカ チョウキ ニュウイン ジ ゲツイジョウ カンジャスウ ナンメイ ゲンシッカン オヨ チョウキ ニュウイン リユウ フクスウ リユウ バアイ オモ リユウ エラ						7.平成26年度において、以下における長期入院児（6ヶ月以上）の患者数は何名ですか（「原疾患」及び「長期入院理由」について、複数の理由がある場合は、主な理由を選んでください） ヘイセイ ネンド イカ チョウキ ニュウイン ジ ゲツイジョウ カンジャスウ ナンメイ ゲンシッカン オヨ チョウキ ニュウイン リユウ フクスウ リユウ バアイ オモ リユウ エラ

				※個別シートにて対応 コベツ タイオウ						※個別シートにて対応 コベツ タイオウ

		Q8		8.重症心身障害児（者）に対する相談窓口はありますか ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ソウダン マドグチ

										1		ある

										2		ない

		Q9		9.重症心身障害児（者）の方に対する医療、在宅生活等についてお気づきのことなど、ご自由にお書きください。 ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ カタ タイ イリョウ ザイタク セイカツ ナド キ ジユウ カ

		承諾可否 ショウダク カヒ		診療所名 シンリョウジョ メイ		電話番号 デンワ バンゴウ		郵便番号 ユウビンバンゴウ		所在地 ショザイチ		Ｑ1.医療ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する外来診療について、以下の医療行為に対応できますか																						Ｑ２医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する往診及び訪問診療について、以下の医療行為に対応できますか																				Ｑ3		Ｑ4		Ｑ5		Q6		Ｑ7		8.重症心身障害児（者）に対する相談窓口はありますか										Q9

												予防接種 ヨボウ セッシュ		一次診療
（経過観察、栄養観察を含む） イチジ シンリョウ ケイカ カンサツ エイヨウ カンサツ フク		経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ		経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ		中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ		酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ		気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ		人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ		尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ		人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ		褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ		予防接種 ヨボウ セッシュ		経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ		経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ		中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ		酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ		気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ		人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ		尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ		人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ		褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ												有無 ウム		部署名・職名 ブショ メイ ショクメイ		ご担当者氏名 タントウシャ シメイ		連絡先TEL レンラクサキ		連絡先MAIL レンラクサキ

		否 イナ		野木病院		0280-57-1011		329-0101		下都賀郡野木町友沼5320-2		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		2

		否 イナ		今市病院		0288-22-2200		321-1261		日光市今市381		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		2

		否 イナ		黒須病院　		028-682-8811		329-1311		さくら市氏家2650		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		2		2		別紙参照 ベッシ サンショウ		1		病診連携室・社会福祉士 ビョウシンレンケイ シツ シャカイ フクシ シ		井上雅晶 イノウエ マサアキ		028-682-8811（代表）
028-681-5551（直通） ダイヒョウ チョクツウ		byo-renkei@kurosu-hospital.jp

		否 イナ		日光市民病院		0288-50-1188		321-1441		日光市清滝安良沢町1752-10		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		2										小児科常務医がいないため、小児科非常勤医師在院時のみ相談可能と考えます ショウニカ ジョウム イ ショウニカ ヒジョウキン イシ ザイイン ジ ソウダン カノウ カンガ

		否 イナ		国際医療福祉大学塩谷病院　		0287-44-1155		329-2145		矢板市富田77		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		2

		否 イナ		那須南病院		0287-84-3911		321-0621		栃木県那須烏山市中央3-2-13		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		2		2		なし		1		医療福祉相談医療連絡室 イリョウ フクシ ソウダン イリョウ レンラク シツ		原健二 ハラ ケンジ		0287-84-3911

		承諾 ショウダク		西方病院		0282-92-2323		322-0601		栃木県上都賀郡西方町金崎273-3		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		1		西方病院地域連携室 ニシカタ ビョウイン チイキ レンケイ シツ				0282-25-7310		nishikata-renkei@cc9.ne.jp

		承諾 ショウダク		新小山市民病院		0285-36-0200		323-0827		栃木県小山市神鳥谷2251-1 ３２３－０８２７		1		1		3		2		2		2		2		2		2		2		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		2		なし		1		医療相談室保健師 イリョウ ソウダンシツ ホケンシ		多賀谷邦子 タガヤ クニコ		0285-36-0256		soudan@hospital.oyama.tochigi.jp		重症心身障害児（者）の方々の外来診察は随時受け入れておりますが、特に障害児の入院についてはまだ十分に対応できる体制になっておりません。そのため、今回のガイドマップの内容で受け入れ可能な項目が少なく申し訳ありません。相談については、幅広く承っております。 ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ カタガタ ガイライ シンサツ ズイジ ウ イ トク ショウガイジ ニュウイン ジュウブン タイオウ タイセイ コンカイ ナイヨウ ウ イ カノウ コウモク スク モウ ワケ ソウダン ハバヒロ ウケタマワ

		承諾 ショウダク		小山厚生病院		0285-22-1105		323-0031		栃木県小山市八幡町2-10-6		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		2		なし		1		看護師長 カンゴシ チョウ		横家よね子 ヨコ イエ コ		0285-22-1105
0285-24-9890				在宅生活困難者につき当院では入院で対応させていただくことが多いです。 ザイタク セイカツ コンナン シャ トウイン ニュウイン タイオウ オオ

		承諾 ショウダク		石橋総合病院		0285-53-1134		329-0511		栃木県下野市石橋628		1		1		1		1		1		1		1		2		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		1		なし		1		地域医療連携部 チイキ イリョウ レンケイ ブ		（部長）岩崎さゆり ブチョウ イワサキ		0285-53-1134		ishibashi-renkei@yushikai.jp

		承諾 ショウダク		下都賀総合病院		0282-22-2551		328-0044		栃木県栃木市富士見町5-32		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		3		なし		1		医療福祉相談室 イリョウ フクシ ソウダンシツ		MSWが3人おります ニン		0282-22-2551

		承諾 ショウダク		とちの木病院		0282-22-7722		328-0071		栃木県栃木市大町39-5		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		2

		承諾 ショウダク		自治医科大学附属病院　		0285-44-2111		329-0498		下野市薬師寺3311-1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		2		3		2		別紙参照 ベッシ サンショウ		1		地域医療連携部（看護師） チイキ イリョウ レンケイ ブ カンゴシ		黒田　光恵 クロダ ミツエ		0285-44-2111		mazuek@jichi.ac.jp		在宅医療を充実させていただくうえで、往診医や地域の開業医の先生方との連携強化やスタッフの充実が望まれると思います。 ザイタク イリョウ ジュウジツ オウシン イ チイキ カイギョウイ センセイガタ レンケイ キョウカ ジュウジツ ノゾ オモ

		承諾 ショウダク		済生会宇都宮病院		028-626-5500		321-0974		宇都宮市竹林町911-1		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		2		別紙参照 ベッシ サンショウ		1		地域連携課 チイキ レンケイ カ		荻津　守 オギツ カミ		028-626-5500

		承諾 ショウダク		足利赤十字病院		0284-21-0121		326-0843		栃木県足利市五十部町284-1		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		3		1		2		別紙参照 ベッシ サンショウ		1		事務部医事課社会福祉士 ジム ブ イジ カ シャカイ フクシ シ		布施　麻由実 フセ マユミ		0284-20-1307				医療依存度の高い患者様が自宅へ退院する場合、利用できる社会資源が限られており、デイサービスやリハビリテーション、ショートステイなどのサービスを本人、ご家族様のニーズに合わせて利用していただくことが困難なケースが多々あります。（例：家族としては週２回以上リハビリに本人を通わせたいと考えているが、リハビリテーション事業所としては利用者数も多いため、週1回の対応が限度と考えている場合など）今回のアンケート調査を機に、各地域の社会資源の情報を整理し、なるべくニーズに合わせて、多くの方に適切にサービスを利用していただける環境を構築できればと思っております。よろしくお願いいたします。 イリョウ イゾンド タカ カンジャサマ ジタク タイイン バアイ リヨウ シャカイ シゲン カギ ホンニン カゾク サマ ア リヨウ コンナン タタ レイ カゾク シュウ カイイジョウ ホンニン カヨ カンガ ジギョウショ リヨウシャ スウ オオ シュウ カイ タイオウ ゲンド カンガ バアイ コンカイ チョウサ キ カクチイキ シャカイ シゲン ジョウホウ セイリ ア オオ カタ テキセツ リヨウ カンキョウ コウチク オモ ネガ

		承諾 ショウダク		獨協医科大学病院		0282-86-1111		321-0293		下都賀郡壬生町大字北小林880		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		3		2		別紙参照 ベッシ サンショウ		1		地域医療連携センター医療福祉相談室 チイキ イリョウ レンケイ イリョウ フクシ ソウダンシツ				0282-87-2185

		承諾 ショウダク		あしかがの森足利病院		0284-91-0611		326-0011		足利市大沼田町615		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		1		2		別紙参照 ベッシ サンショウ		1		メディカルソーシャルワーカー		福地　哲郎 フクチ テツロウ		0284-91-0611		soudan@hshikagu-hospital.or.jp

		承諾 ショウダク		JCHO　うつのみや病院		028-653-1001		321-0143		宇都宮市南高砂町11-17		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		2

		承諾 ショウダク		菅又病院　		028-676-0311		329-1207		塩谷郡高根沢町花岡2351		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		2										要相談の診療項目につきましては、病院にお電話で問い合わせていただければ対応いたします。小児科の入院対応はしておりません。外来診察につきましては、急性期の管理は困難であることもありますが、状態が安定している場合には相談いただければ可能な限り対応いたします。 ヨウ ソウダン シンリョウ コウモク ビョウイン デンワ ト ア タイオウ ショウニカ ニュウイン タイオウ ガイライ シンサツ キュウセイキ カンリ コンナン ジョウタイ アンテイ バアイ ソウダン カノウ カギ タイオウ

		承諾 ショウダク		那須赤十字病院		0287-23-1122		324-8686		栃木県大田原市中田原1081-4		1		1		3		3		3		1		3		1		3		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		1		4		なし		1		地域医療福祉連携課福祉係長 チイキ イリョウ フクシ レンケイ カ フクシ カカリチョウ		野中美希 ノナカ ミキ		0287-23-1122		renkeika@nasu.jrc.or.jp



												Ｑ1.医療ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する外来診療について、以下の医療行為に対応できますか

												予防接種 ヨボウ セッシュ		一次診療
（経過観察、栄養観察を含む） イチジ シンリョウ ケイカ カンサツ エイヨウ カンサツ フク		経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ		経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ		中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ		酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ		気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ		人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ		尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ		人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ		褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ

										できる		13		13		9		8		7		9		8		8		7		7		7

										できない		3		3		7		8		8		8		8		9		8		8		6

										要相談 ヨウ ソウダン		4		4		4		4		5		3		4		3		5		5		7



												Ｑ２医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する往診及び訪問診療について、以下の医療行為に対応できますか

												予防接種 ヨボウ セッシュ		経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ		経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ		中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ		酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ		気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ		人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ		尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ		人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ		褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ

										できる		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

										できない		19		20		20		20		20		20		20		20		20		20

										要相談 ヨウ ソウダン		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0

										Ｑ3		3.24時間、重症心身障害児（18歳未満）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイジ サイ ミマン イリョウ タイオウ				3.24時間、重症心身障害児（18歳未満）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイジ サイ ミマン イリョウ タイオウ

										できる		4

										できない		14

										要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン		2

										Ｑ4		4.24時間、重症心身障害者（18歳以上）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイシャ サイ イジョウ イリョウ タイオウ				4.24時間、重症心身障害者（18歳以上）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイシャ サイ イジョウ イリョウ タイオウ

										できる		3

										できない		9

										要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン		8

										Ｑ5		5.重症心身障害児（者）のレスパイト入院に対応できますか ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ ニュウイン タイオウ				5.重症心身障害児（者）のレスパイト入院に対応できますか ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ ニュウイン タイオウ

										できる		5

										できない		10

										要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン		5

										Ｑ6		6.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する訪問リハビリテーションを提供していますか イリョウテキ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ホウモン テイキョウ				6.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する訪問リハビリテーションを提供していますか イリョウテキ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ホウモン テイキョウ

										提供している テイキョウ		1

										提供していない テイキョウ		17

										提供していないが対応は可能 テイキョウ タイオウ カノウ		1

										要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン		1

										Ｑ7		7.平成26年度において、以下における長期入院児（6ヶ月以上）の患者数は何名ですか（「原疾患」及び「長期入院理由」について、複数の理由がある場合は、主な理由を選んでください） ヘイセイ ネンド イカ チョウキ ニュウイン ジ ゲツイジョウ カンジャスウ ナンメイ ゲンシッカン オヨ チョウキ ニュウイン リユウ フクスウ リユウ バアイ オモ リユウ エラ				7.平成26年度において、以下における長期入院児（6ヶ月以上）の患者数は何名ですか（「原疾患」及び「長期入院理由」について、複数の理由がある場合は、主な理由を選んでください） ヘイセイ ネンド イカ チョウキ ニュウイン ジ ゲツイジョウ カンジャスウ ナンメイ ゲンシッカン オヨ チョウキ ニュウイン リユウ フクスウ リユウ バアイ オモ リユウ エラ

										Q8		8.重症心身障害児（者）に対する相談窓口はありますか ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ソウダン マドグチ

																1		ある		13

																2		ない		7
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Ｑ7統計



				乳児～2歳 ニュウジ サイ		3歳～6歳 サイ サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13歳～17歳 サイ サイ		18歳以上 サイイジョウ

		気管切開人工呼吸患者 キカン セッカイ ジンコウ コキュウ カンジャ		11		4		8		5		12

		非気管切開人工呼吸患者（NPPV) ヒ キカン セッカイ ジンコウ コキュウ カンジャ		2		0		0		0		1

		気管切開患者 キカン セッカイ カンジャ		2		3		2		0		14

		その他 タ		4		2		2		0		1



		入院期間 ニュウイン キカン		NICU及びGCU オヨ		PICU		その他小児病棟 タ ショウニ ビョウトウ

		6ヶ月以上1年未満 ゲツイジョウ ネン ミマン		9		0		11

		1年以上2年未満 ネンイジョウ ネン ミマン		1		0		10

		2年以上 ネンイジョウ		4		0		154

		原疾患 ゲンシッカン		NICU及びGCU オヨ		PICU		その他小児病棟 タ ショウニ ビョウトウ

		新生児仮死 シンセイジ カシ		2		0		38

		仮死以外の神経、筋疾患 カシ イガイ シンケイ キン シッカン		3		0		48

		事故 ジコ		0		0		4

		先天異常症候群 センテン イジョウ ショウコウグン		11		0		22

		慢性肺疾患、気道病変 マンセイ ハイ シッカン キドウ ビョウヘン		1		0		0

		低出生体重児 テイ シュッセイ タイジュウ ジ		5		0		7

		社会的事情 シャカイテキ ジジョウ		0		0		2

		その他 タ		2		0		44

		長期入院理由 チョウキ ニュウイン リユウ		NICU及びGCU オヨ		PICU		その他小児病棟 タ ショウニ ビョウトウ

		病状が不安定 ビョウジョウ フアンテイ		6		0		30

		療育施設入所待ち リョウイク シセツ ニュウショ マ		0		0		18

		中間施設受入体制の不備 チュウカン シセツ ウケイレ タイセイ フビ		0		0		0

		地域サポートの不備 チイキ フビ		0		0		0

		病院の在宅医療フォロー体制不備 ビョウイン ザイタク イリョウ タイセイ フビ		0		0		0

		家族の受入困難 カゾク ウケイレ コンナン		4		0		127

		家庭環境、経済的理由 カテイ カンキョウ ケイザイテキ リユウ		1		0		5

		在宅準備中 ザイタク ジュンビチュウ		3		0		4

		その他 タ		0		0		1





黒須病院

				乳児～2歳 ニュウジ サイ		3歳～6歳 サイ サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13歳～17歳 サイ サイ		18歳以上 サイイジョウ

		気管切開人工呼吸患者 キカン セッカイ ジンコウ コキュウ カンジャ										1

		非気管切開人工呼吸患者（NPPV) ヒ キカン セッカイ ジンコウ コキュウ カンジャ										0

		気管切開患者 キカン セッカイ カンジャ										3

		その他 タ



		入院期間 ニュウイン キカン		NICU及びGCU オヨ		PICU		その他小児病棟 タ ショウニ ビョウトウ

		6ヶ月以上1年未満 ゲツイジョウ ネン ミマン

		1年以上2年未満 ネンイジョウ ネン ミマン

		2年以上 ネンイジョウ

		原疾患 ゲンシッカン

		新生児仮死 シンセイジ カシ

		仮死以外の神経、筋疾患 カシ イガイ シンケイ キン シッカン

		事故（溺水、交通事故、転落等） ジコ デキスイ コウツウ ジコ テンラク ナド

		先天異常症候群（染色体異常、欠乏奇形症候群、欠乏性代謝異常など） センテン イジョウ ショウコウグン センショクタイ イジョウ ケツボウ キケイ ショウコウグン ケツボウ セイ タイシャ イジョウ

		慢性肺疾患、気道病変 マンセイ ハイ シッカン キドウ ビョウヘン

		低出生体重児 テイ シュッセイ タイジュウ ジ

		社会的事情 シャカイテキ ジジョウ

		その他 タ

		長期入院理由 チョウキ ニュウイン リユウ

		病状が不安定 ビョウジョウ フアンテイ

		療育施設入所待ち リョウイク シセツ ニュウショ マ

		中間施設受入体制の不備 チュウカン シセツ ウケイレ タイセイ フビ

		地域サポートの不備 チイキ フビ

		病院の在宅医療フォロー体制不備 ビョウイン ザイタク イリョウ タイセイ フビ

		家族の受入困難 カゾク ウケイレ コンナン

		家庭環境、経済的理由 カテイ カンキョウ ケイザイテキ リユウ

		在宅準備中 ザイタク ジュンビチュウ

		その他 タ





自治医科大学附属病院

				乳児～2歳 ニュウジ サイ		3歳～6歳 サイ サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13歳～17歳 サイ サイ		18歳以上 サイイジョウ

		気管切開人工呼吸患者 キカン セッカイ ジンコウ コキュウ カンジャ		1

		非気管切開人工呼吸患者（NPPV) ヒ キカン セッカイ ジンコウ コキュウ カンジャ		1

		気管切開患者 キカン セッカイ カンジャ						1				1

		その他 タ		2		1



		入院期間 ニュウイン キカン		NICU及びGCU オヨ		PICU		その他小児病棟 タ ショウニ ビョウトウ

		6ヶ月以上1年未満 ゲツイジョウ ネン ミマン						4

		1年以上2年未満 ネンイジョウ ネン ミマン						2

		2年以上 ネンイジョウ						1

		原疾患 ゲンシッカン

		新生児仮死 シンセイジ カシ

		仮死以外の神経、筋疾患 カシ イガイ シンケイ キン シッカン						3

		事故（溺水、交通事故、転落等） ジコ デキスイ コウツウ ジコ テンラク ナド

		先天異常症候群（染色体異常、欠乏奇形症候群、欠乏性代謝異常など） センテン イジョウ ショウコウグン センショクタイ イジョウ ケツボウ キケイ ショウコウグン ケツボウ セイ タイシャ イジョウ						3

		慢性肺疾患、気道病変 マンセイ ハイ シッカン キドウ ビョウヘン

		低出生体重児 テイ シュッセイ タイジュウ ジ						1

		社会的事情 シャカイテキ ジジョウ

		その他 タ

		長期入院理由 チョウキ ニュウイン リユウ

		病状が不安定 ビョウジョウ フアンテイ						5

		療育施設入所待ち リョウイク シセツ ニュウショ マ						0

		中間施設受入体制の不備 チュウカン シセツ ウケイレ タイセイ フビ						0

		地域サポートの不備 チイキ フビ						0

		病院の在宅医療フォロー体制不備 ビョウイン ザイタク イリョウ タイセイ フビ						0

		家族の受入困難 カゾク ウケイレ コンナン						1

		家庭環境、経済的理由 カテイ カンキョウ ケイザイテキ リユウ						0

		在宅準備中 ザイタク ジュンビチュウ						1

		その他 タ						0





済生会宇都宮病院

				乳児～2歳 ニュウジ サイ		3歳～6歳 サイ サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13歳～17歳 サイ サイ		18歳以上 サイイジョウ

		気管切開人工呼吸患者 キカン セッカイ ジンコウ コキュウ カンジャ						1				2

		非気管切開人工呼吸患者（NPPV) ヒ キカン セッカイ ジンコウ コキュウ カンジャ

		気管切開患者 キカン セッカイ カンジャ

		その他 タ										1



		入院期間 ニュウイン キカン		NICU及びGCU オヨ		PICU		その他小児病棟 タ ショウニ ビョウトウ

		6ヶ月以上1年未満 ゲツイジョウ ネン ミマン						1

		1年以上2年未満 ネンイジョウ ネン ミマン

		2年以上 ネンイジョウ						3

		原疾患 ゲンシッカン

		新生児仮死 シンセイジ カシ						1

		仮死以外の神経、筋疾患 カシ イガイ シンケイ キン シッカン

		事故（溺水、交通事故、転落等） ジコ デキスイ コウツウ ジコ テンラク ナド

		先天異常症候群（染色体異常、欠乏奇形症候群、欠乏性代謝異常など） センテン イジョウ ショウコウグン センショクタイ イジョウ ケツボウ キケイ ショウコウグン ケツボウ セイ タイシャ イジョウ

		慢性肺疾患、気道病変 マンセイ ハイ シッカン キドウ ビョウヘン

		低出生体重児 テイ シュッセイ タイジュウ ジ

		社会的事情 シャカイテキ ジジョウ

		その他 タ						3

		長期入院理由 チョウキ ニュウイン リユウ

		病状が不安定 ビョウジョウ フアンテイ

		療育施設入所待ち リョウイク シセツ ニュウショ マ						3

		中間施設受入体制の不備 チュウカン シセツ ウケイレ タイセイ フビ

		地域サポートの不備 チイキ フビ

		病院の在宅医療フォロー体制不備 ビョウイン ザイタク イリョウ タイセイ フビ

		家族の受入困難 カゾク ウケイレ コンナン

		家庭環境、経済的理由 カテイ カンキョウ ケイザイテキ リユウ

		在宅準備中 ザイタク ジュンビチュウ

		その他 タ						1





足利赤十字病院

				乳児～2歳 ニュウジ サイ		3歳～6歳 サイ サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13歳～17歳 サイ サイ		18歳以上 サイイジョウ

		気管切開人工呼吸患者 キカン セッカイ ジンコウ コキュウ カンジャ

		非気管切開人工呼吸患者（NPPV) ヒ キカン セッカイ ジンコウ コキュウ カンジャ		1

		気管切開患者 キカン セッカイ カンジャ

		その他 タ



		入院期間 ニュウイン キカン		NICU及びGCU オヨ		PICU		その他小児病棟 タ ショウニ ビョウトウ

		6ヶ月以上1年未満 ゲツイジョウ ネン ミマン						1

		1年以上2年未満 ネンイジョウ ネン ミマン

		2年以上 ネンイジョウ

		原疾患 ゲンシッカン

		新生児仮死 シンセイジ カシ

		仮死以外の神経、筋疾患 カシ イガイ シンケイ キン シッカン

		事故（溺水、交通事故、転落等） ジコ デキスイ コウツウ ジコ テンラク ナド

		先天異常症候群（染色体異常、欠乏奇形症候群、欠乏性代謝異常など） センテン イジョウ ショウコウグン センショクタイ イジョウ ケツボウ キケイ ショウコウグン ケツボウ セイ タイシャ イジョウ

		慢性肺疾患、気道病変 マンセイ ハイ シッカン キドウ ビョウヘン

		低出生体重児 テイ シュッセイ タイジュウ ジ

		社会的事情 シャカイテキ ジジョウ

		その他 タ						1

		長期入院理由 チョウキ ニュウイン リユウ

		病状が不安定 ビョウジョウ フアンテイ

		療育施設入所待ち リョウイク シセツ ニュウショ マ

		中間施設受入体制の不備 チュウカン シセツ ウケイレ タイセイ フビ

		地域サポートの不備 チイキ フビ

		病院の在宅医療フォロー体制不備 ビョウイン ザイタク イリョウ タイセイ フビ

		家族の受入困難 カゾク ウケイレ コンナン

		家庭環境、経済的理由 カテイ カンキョウ ケイザイテキ リユウ						1

		在宅準備中 ザイタク ジュンビチュウ

		その他 タ





獨協医科大学病院

				乳児～2歳 ニュウジ サイ		3歳～6歳 サイ サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13歳～17歳 サイ サイ		18歳以上 サイイジョウ

		気管切開人工呼吸患者 キカン セッカイ ジンコウ コキュウ カンジャ		10		1		3

		非気管切開人工呼吸患者（NPPV) ヒ キカン セッカイ ジンコウ コキュウ カンジャ

		気管切開患者 キカン セッカイ カンジャ		2

		その他 タ		2				1



		入院期間 ニュウイン キカン		NICU及びGCU オヨ		PICU		その他小児病棟 タ ショウニ ビョウトウ

		6ヶ月以上1年未満 ゲツイジョウ ネン ミマン		9				4

		1年以上2年未満 ネンイジョウ ネン ミマン						2

		2年以上 ネンイジョウ						4

		原疾患 ゲンシッカン

		新生児仮死 シンセイジ カシ

		仮死以外の神経、筋疾患 カシ イガイ シンケイ キン シッカン		2

		事故（溺水、交通事故、転落等） ジコ デキスイ コウツウ ジコ テンラク ナド

		先天異常症候群（染色体異常、欠乏奇形症候群、欠乏性代謝異常など） センテン イジョウ ショウコウグン センショクタイ イジョウ ケツボウ キケイ ショウコウグン ケツボウ セイ タイシャ イジョウ		10

		慢性肺疾患、気道病変 マンセイ ハイ シッカン キドウ ビョウヘン

		低出生体重児 テイ シュッセイ タイジュウ ジ		5

		社会的事情 シャカイテキ ジジョウ

		その他 タ		2

		長期入院理由 チョウキ ニュウイン リユウ

		病状が不安定 ビョウジョウ フアンテイ		6				2

		療育施設入所待ち リョウイク シセツ ニュウショ マ						15

		中間施設受入体制の不備 チュウカン シセツ ウケイレ タイセイ フビ

		地域サポートの不備 チイキ フビ

		病院の在宅医療フォロー体制不備 ビョウイン ザイタク イリョウ タイセイ フビ

		家族の受入困難 カゾク ウケイレ コンナン

		家庭環境、経済的理由 カテイ カンキョウ ケイザイテキ リユウ		1

		在宅準備中 ザイタク ジュンビチュウ		2				3

		その他 タ





あしかがの森足利病院

				乳児～2歳 ニュウジ サイ		3歳～6歳 サイ サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13歳～17歳 サイ サイ		18歳以上 サイイジョウ

		気管切開人工呼吸患者 キカン セッカイ ジンコウ コキュウ カンジャ				3		4		5		9

		非気管切開人工呼吸患者（NPPV) ヒ キカン セッカイ ジンコウ コキュウ カンジャ										1

		気管切開患者 キカン セッカイ カンジャ				3		1				10

		その他 タ				1		1



		入院期間 ニュウイン キカン		NICU及びGCU オヨ		PICU		その他小児病棟 タ ショウニ ビョウトウ

		6ヶ月以上1年未満 ゲツイジョウ ネン ミマン						1

		1年以上2年未満 ネンイジョウ ネン ミマン		1				6

		2年以上 ネンイジョウ		4				146

		原疾患 ゲンシッカン

		新生児仮死 シンセイジ カシ		2				37

		仮死以外の神経、筋疾患 カシ イガイ シンケイ キン シッカン		1				45

		事故（溺水、交通事故、転落等） ジコ デキスイ コウツウ ジコ テンラク ナド						4

		先天異常症候群（染色体異常、欠乏奇形症候群、欠乏性代謝異常など） センテン イジョウ ショウコウグン センショクタイ イジョウ ケツボウ キケイ ショウコウグン ケツボウ セイ タイシャ イジョウ		1				19

		慢性肺疾患、気道病変 マンセイ ハイ シッカン キドウ ビョウヘン		1

		低出生体重児 テイ シュッセイ タイジュウ ジ						6

		社会的事情 シャカイテキ ジジョウ						2

		その他 タ						40

		長期入院理由 チョウキ ニュウイン リユウ

		病状が不安定 ビョウジョウ フアンテイ						23

		療育施設入所待ち リョウイク シセツ ニュウショ マ

		中間施設受入体制の不備 チュウカン シセツ ウケイレ タイセイ フビ

		地域サポートの不備 チイキ フビ

		病院の在宅医療フォロー体制不備 ビョウイン ザイタク イリョウ タイセイ フビ

		家族の受入困難 カゾク ウケイレ コンナン		4				126

		家庭環境、経済的理由 カテイ カンキョウ ケイザイテキ リユウ						4

		在宅準備中 ザイタク ジュンビチュウ		1

		その他 タ





管理

		1/15/16		09:30～11:30		120

		1/16/16		19:30～22:00		150

		1/19/16		16:20～17：30		70

		1/28/16		17：30～18:30		60

				22:30～23：30		60

				11：30～13:30		120

		1/30/16		12:00～14：30		150

		1/31/16		15：30～17：45		135

		2/1/16		16：00～18：00		120

		2/1/16		23：30～0：40		70
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NICU及びGCU PICU その他小児病棟

病状が不安定 6 0 30
療育施設入所待ち 0 0 18
中間施設受入体制の不備 0 0 0
地域サポートの不備 0 0 0
病院の在宅医療フォロー体制不備 0 0 0
家族の受入困難 4 0 127
家庭環境、経済的理由 1 0 5
在宅準備中 3 0 4
その他 0 0 1

■長期入院理由
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PICU

NICU及びGCU

Ⅰ．病院


相談支援事業所一覧表

		市区郡 シク グン		事業所名 ジギョウショ メイ		電話番号 デンワ バンゴウ		FAX番号 バンゴウ		郵便番号 ユウビンバンゴウ		所在地 ショザイチ		訪問可能な主な市町村 ホウモン カノウ オモ シチョウソン

		足利市 アシカガシ		特定相談支援センターはじめ		0284-22-4561		0284-22-4562		326-0143		足利市葉鹿町735-1		足利市 アシカガシ

		足利市 アシカガシ		足利障害者相談支援センター		0284-44-0307		0284-44-0318		326-0064		足利市東砂原後町1072		足利市、佐野市 アシカガシ サノシ

		足利市 アシカガシ		足利ケアサービス		0284-21-7630		0284-21-3109		326-0843		足利市五十部町809-3		足利市、佐野市、太田市 アシカガシ サノシ オオタシ

		足利市 アシカガシ		障害者相談支援センターフォレスト		0284-91-1816		0284-91-2867		326-0011		足利市大沼田町615		足利市及び近隣市町村 アシカガシ オヨ キンリン シチョウソン

		足利市 アシカガシ		相談支援事業所こころみ		0284-41-5039		0284-43-2665		326-0061		足利市田島町611-2

		宇都宮市 ウツノミヤシ		相談支援事業所ポンテ		028-652-7288		028-652-6355		321-0341		宇都宮市古賀志町1964-12		宇都宮、鹿沼、日光、壬生 ウツノミヤ カヌマ ニッコウ ミブ

		宇都宮市 ウツノミヤシ		うつのみや		028-632-6074		028-632-6075		320-0861		宇都宮市西2-1-7		宇都宮市 ウツノミヤシ

		宇都宮市 ウツノミヤシ		サポートセンターきりん		028-612-3838		028-678-3257		321-0905		宇都宮市平出工業団地43-100 ウツノミヤシ ヒライデコウギョウダンチ		宇都宮市 ウツノミヤシ

		宇都宮市 ウツノミヤシ		サポートセンターとみや生活支援センター		028-665-8230		028-665-8230		321-2116		宇都宮市徳次郎町540		宇都宮市 ウツノミヤシ

		宇都宮市 ウツノミヤシ		サポートセンターひばり		028-670-0330		028-667-7315		321-3236		宇都宮市竹下町435-159		宇都宮市 ウツノミヤシ

		宇都宮市 ウツノミヤシ		相談支援センターネクスト		080-8854-9551		028-612-7174		320-0034		宇都宮市泉町6-25		宇都宮市 ウツノミヤシ

		宇都宮市 ウツノミヤシ		特定相談支援事業所やすらぎ		028-650-7727		028-650-7728		320-0011		宇都宮市富士見が丘3－19－20		宇都宮市 ウツノミヤシ

		宇都宮市 ウツノミヤシ		障がい者生活支援センターこぶし		028-680-5746		028-688-0214		321-0126		宇都宮市茂原町837-1		宇都宮市、上三川町 ウツノミヤシ カミノカワマチ

		大田原市 オオタワラシ		相談支援事業所つばさ		0287-53-7393		0287-53-7394		324-0044		大田原市親園824-1		大田原市、那須塩原市、那須烏山市、矢板市、さくら市、那須町、塩谷町、高根沢町 オオタワラシ ナスシオバラシ ナスカラスヤマシ ヤイタシ シ ナスマチ シオ タニ マチ タカネザワマチ

		大田原市 オオタワラシ		相談支援事業所とまり木		0287-54-2854		0287-54-2230		324-0231		大田原市北野上3952		大田原市、那須塩原市、那須町 オオタワラシ ナスシオバラシ ナスマチ

		小山市 オヤマシ		相談支援事業所わくわくおやま		0285-24-6575		0285-20-0255		323-0022		小山市駅東通り3-9-6		小山市 オヤマシ

		小山市 オヤマシ		友井タクシー介護ステーションふれあい		0285-30-0840		0285-30-0844		323-0025		小山市城山町2丁目12-25		小山市 オヤマシ

		小山市 オヤマシ		相談支援事業所おやま		0285-22-1833		0285-22-8946		323-0014		小山市喜沢660		小山市、下野市 オヤマシ シモノ シ

		小山市 オヤマシ		社会就労センターえいぶるの里 シャカイ シュウロウ サト		0285-22-4561		0285-22-4581		323-0003		小山市東島田2403-2		小山市、下野市、上三川町、野木町、結城市、古河市、筑西市 オヤマシ シモノ シ カミノカワマチ ノギマチ ユウキシ コガシ ツク ニシ シ

		小山市 オヤマシ		はつらつサロン南天相談支援事業所		0285-22-4659		0285-38-6529		323-0027		小山市花垣町2-3-19		小山市、栃木市 オヤマシ トチギシ

		小山市 オヤマシ		相談支援事業所みどり		0285-45-8362		0285-45-8397		329-0214		小山市乙女786-1		小山市、栃木市、古河市、結城市 オヤマシ トチギシ コガシ ユウキシ

		上三川町 カミノカワマチ		上三川障がい児・者生活相談支援センター		0285-38-6854		0285-38-6841		329-0611		上三川町上三川5082-15		上三川町 カミノカワマチ

		さくら市 シ		障がい者支援センターにんべん		028-686-2539		028-686-2584		329-1417		さくら市フィオーレ喜連川5-2-1　フィオーレガーデン1-102		さくら市 シ

		佐野市 サノシ		社会福祉法人とちのみ会　こなかの森 シャカイ フクシ ホウジン カイ モリ		0283-24-5757		0283-24-6294		327-0001		佐野市小中町1280		佐野市、足利市 サノシ アシカガシ

		佐野市 サノシ		さの社協相談支援センターほっぷ		0283-22-8152		0283-22-8199		327-0003		佐野市大橋町3212-27		佐野市全域 サノシ ゼンイキ

		下野市 シモノ シ		南栃木支援センター相談支援		0285-44-6118		0285-44-7215		329-0412		下野市柴1432-105		下野市、小山市、壬生町 シモノ シ オヤマシ ミブマチ

		下野市 シモノ シ		下野市相談支援事業所 こばと		0285-44-6783		0285-44-6783		329-0414		下野市小金井1146-6		下野市、上三川町 シモノ シ カミノカワマチ

		高根沢町 タカネザワマチ		高根沢町障害児者生活支援センターすまいる タカネザワマチ		028-612-2751		028-612-2752		329-1225		塩谷郡高根沢町石末1825　福祉センター内 シオヤグン タカネザワマチ イシヅエ フクシ ナイ		高根沢町 タカネザワマチ

		高根沢町 タカネザワマチ		障害者相談支援センターいぶき		028-678-3502		028-676-3501		329-1216		塩谷郡高根沢町桑窪2266-2		高根沢町 タカネザワマチ

		栃木市 トチギシ		相談支援事業所わらしべの家		0282-27-1627		0282-27-1675		328-0011		栃木市大宮町2708-3		栃木市 トチギシ

		栃木市 トチギシ		相談支援センターぴあん ソウダン シエン		0282-31-1755		0282-31-2919		328-0067		栃木市皆川城内町333-2		栃木市、小山市 トチギシ オヤマシ

		栃木市 トチギシ		相談支援事業所「ピュア」		0282-31-3911		0282-31-3912		328-0133		栃木市大森町465		栃木市、鹿沼市、佐野市、小山市、壬生町 トチギシ カヌマシ サノシ オヤマシ ミブマチ

		栃木市 トチギシ		相談支援ウエイブ		0282-23-4465		0282-23-4465		328-0012		栃木市平柳町1-2-7		栃木市、壬生町 トチギシ ミブマチ

		栃木市 トチギシ		もくせいの里		0282-43-0593		0282-43-1387		329-4405		栃木市大平町西山田1198		栃木市内 トチギシナイ

		那須町 ナスマチ		障がい者相談支援事業所ケアサプライ		0287-73-5312		0287-73-5311		329-3221		那須郡那須町漆塚762-102 ナスグン ナスマチ ウルシツカ		白河市、那須町、那須塩原市、大田原市 シラカワシ ナスマチ ナスシオバラシ オオタワラシ

		那須塩原市 ナスシオバラ シ		相談支援事業所テトテ		0287-36-7171		0287-36-7181		329-2732		那須塩原市一区町251-1		那須塩原市（大田原、矢板、那須町、那珂川町、烏山） ナスシオバラ シ オオタワラ ヤイタ ナスマチ ナカガワマチ カラスヤマ

		那須塩原市 ナスシオバラ シ		相談支援事業のぞみ		0287-65-2288		0287-65-2282		329-3152		那須塩原市上中野53		那須塩原市、大田原市、那須町 ナスシオバラ シ オオタワラシ ナスマチ

		那須塩原市 ナスシオバラ シ		相談支援事業所　空		0287-73-8165		0287-73-8165		329-3157		那須塩原市大原間西1-19-9		那須塩原市、大田原市、那須町 ナスシオバラ シ オオタワラシ ナスマチ

		那須塩原市 ナスシオバラ シ		指定特定相談支援事業所あじさい		0287-60-3361		0287-60-3362		325-0034		那須塩原市東原166		那須塩原市、那須町 ナスシオバラ シ ナスマチ

		野木町 ノギマチ		さわやか相談支援センター		0280-57-4884		0280-57-4994		329-0112		野木町南赤塚1145-1		小山市、野木町、古河市、栃木市 オヤマシ ノギマチ コガシ トチギシ

		芳賀郡 ハガ グン		相談支援センター光輝舎		0285-70-2020		0285-72-8222		321-4105		芳賀郡益子町北中1113-1		芳賀郡、真岡市等 ハガ グン モオカシ ナド

		芳賀郡 ハガ グン		相談支援センターみさと		0285-72-9767				321-4104		芳賀郡益子町大沢2800-5		芳賀郡内（真岡市、益子町、市貝町、芳賀町、茂木町） ハガ グンナイ モオカシ マシコ チョウ イチ ガイ マチ ハガマチ モギマチ

		真岡市 モオカシ		相談支援センターのどか　真岡センター		0285-81-5890		0285-85-8452		321-4305		真岡市荒町111-1		真岡市、芳賀町、市貝町、益子町、茂木町 モオカシ ハガマチ イチガイ マチ マシコ チョウ モギ マチ

		真岡市 モオカシ		真岡介護センター		0285-80-5200		0285-80-5211		321-4361		真岡市並木町1-8-1　シティ並木102 ナミキ		真岡市、芳賀町南部、市貝町南部、益子町西部、上三川東部 モオカシ ハガマチ ナンブ イチ ガイ チョウ ナンブ マシコ チョウ セイブ カミノカワ トウブ

		壬生町 ミブマチ		指定障害者相談支援事業所あるしぇん		0282-86-7665		0282-21-7109		321-0201		下都賀郡壬生町安塚2032 シモツガグン ミブマチ ヤスヅカ		壬生町 ミブマチ





訪問看護事業所一覧表

		市区郡 シク グン		事業所名 ジギョウショ メイ		電話番号 デンワ バンゴウ		FAX番号 バンゴウ		郵便番号 ユウビンバンゴウ		所在地 ショザイチ		訪問可能な主な市町村 ホウモン カノウ オモ シチョウソン

		足利市 アシカガシ		あおい訪問看護ステーション		0284-73-9456		0284-72-7600		326-0831		足利市堀込町2556 セレッソ・コート1階		足利市とその周辺（佐野市、館林市、巴楽町、太田市、桐生市） アシカガシ シュウヘン サノシ タテバヤシシ トモエ ラク マチ オオタシ キリュウシ				足利市 アシカガシ		2

		足利市 アシカガシ		ライフ訪問看護リハビリテーション		0284-64-8799		0284-64-8335		326-0831		足利市堀込町2656-7　ASKビル301号		足利市、佐野市、館林市、邑楽郡、太田市、桐生市 アシカガシ サノシ タテバヤシシ オウラ グン オオタシ キリュウシ				宇都宮市 ウツノミヤシ		7

		宇都宮市 ウツノミヤシ		ＷＡＤＥＷＡＤＥ訪問看護ステーション		028-666-5420		028-666-5460		321-0923		宇都宮市下栗町2913-1 ウツノミヤシ シモグリマチ		宇都宮市、上三川町、 ウツノミヤシ カミノカワマチ				大田原市 オオタワラシ		4

		宇都宮市 ウツノミヤシ		訪問看護ステーションここあ		028-600-3735		028-600-3736		321-2116		宇都宮市徳次郎町998-9 ウツノミヤシ トクジロウマチ		宇都宮市、日光市、 ウツノミヤシ ニッコウシ				小山市 オヤマシ		3

		宇都宮市 ウツノミヤシ		訪問看護ステーションうつのみや		028-612-6103		028-612-6104		320-0852		宇都宮市下砥上町字並塚643番地1		宇都宮市、壬生町 ウツノミヤシ ミブマチ				鹿沼市 カヌマシ		1

		宇都宮市 ウツノミヤシ		訪問看護ステーションあるく		028-643-5586		028-678-8796		320-0036		宇都宮市小幡2-6-14 		宇都宮市 ウツノミヤシ				さくら市 シ		1

		宇都宮市 ウツノミヤシ		訪問看護ステーション風		028-612-1333		028-612-1384		321-0117		宇都宮市城南3丁目5-6		宇都宮、鹿沼、下野、壬生 ウツノミヤ カヌマ シモノ ミブ				佐野市 サノシ		2

		宇都宮市 ウツノミヤシ		訪問看護ステーションほっと		028-626-5739		028-625-8201		321-0974		宇都宮市竹林町958		宇都宮市 ウツノミヤシ				下野市 シモツケシ		1

		宇都宮市 ウツノミヤシ		宮の橋訪問看護ステーション		028-635-9839		028-635-9839		321-0963		宇都宮市南大通り1-1-23		宇都宮市 ウツノミヤシ				高根沢町 タカネザワマチ		1

		大田原市 オオタワラシ		訪問看護ステーションゆりの木		0287-47-5123		0287-47-5124		324-0028		大田原市山の手1-1-7 ヤマ テ		大田原市、那須塩原市、那珂川町 オオタワラシ ナスシオバラ シ ナカガワマチ				栃木市 トチギシ		1

		大田原市 オオタワラシ		とちぎ訪問看護ステーションくろばね		0287-54-0507		0287-54-0580		324-0241		大田原市黒羽向町142番地		大田原市、那須塩原市、那須町、那珂川町 オオタワラシ ナスシオバラ シ ナスマチ ナカガワマチ				那須烏山市 ナスカラスヤマシ		1

		大田原市 オオタワラシ		さくら訪問看護ステーション		0287-29-3252		0287-29-3252		324-0058		大田原市紫塚3-2633-10		大田原市、那須塩原市、矢板市 オオタワラシ ナスシオバラ シ ヤイタ シ				那須塩原市 ナスシオバラ シ		1

		大田原市 オオタワラシ		那須赤十字訪問看護ステーション		0287-23-8866		0287-23-8903		324-8686		大田原市中田原1081-4		大田原市、那須塩原市（一部を除く） オオタワラシ ナスシオバラ シ イチブ ノゾ				野木町 ノギマチ		1

		小山市 オヤマシ		とちぎ訪問看護ステーションおやま		0285-39-8602		0285-39-8607		323-0827		小山市神鳥谷2251-7 オヤマシ ヒトトノヤ		小山市、下野市（南部）、野木町（北部） オヤマシ シモノ シ ナンブ ノギ マチ ホクブ				壬生町 ミブマチ		1

		小山市 オヤマシ		わくわく訪問看護ステーションおやま		0285-24-6575		0285-20-0255		323-0022		小山市駅東通り3-9-6		小山市、結城市（茨城県）、下野市の一部、栃木市（PTのみ） オヤマシ ユウキシ イバラキケン シモノ シ イチブ トチギシ				真岡市 モオカシ		1

		小山市 オヤマシ		訪問看護ステーションみどり		0285-45-8362		0285-45-8397		329-0214		小山市乙女786-1		小山市、栃木市、古河市、結城市 オヤマシ トチギシ コガシ ユウキシ						28

		鹿沼市 カヌマシ		鹿沼訪問看護ステーション		0289-60-5650		0289-60-1687		322-0021		鹿沼市上野町320-3高橋ビル1階103号室		鹿沼市、旧宇都宮市、旧今市市、壬生町、西片町 カヌマシ キュウ ウツノミヤシ キュウ イマイチシ ミブマチ ニシカタマチ

		さくら市 シ		訪問看護ステーション卯の郷		028-682-7770		028-682-7766		329-1311		さくら市氏家2650番地		さくら市（周辺15ｋｍ以内）、塩谷町、那須烏山市、宇都宮市、高根沢町 シ シュウヘン イナイ シオヤ マチ ナスカラスヤマシ ウツノミヤシ タカネザワ マチ

		佐野市 サノシ		訪問看護ステーションマザーの家		0283-85-7771		0283-85-7772		327-0504		佐野市中町942-1		佐野市 サノシ

		佐野市 サノシ		訪問看護ステーション佐野		0283-86-7013		0283-86-7031		327-0847		佐野市天神町774-22 メープルハイツ101号室		足利市、佐野市、栃木市（旧岩船市） アシカガシ サノシ トチギシ キュウ イワフネ シ

		下野市 シモツケシ		訪問看護ステーション石橋		0285-52-2293		0285-52-2268		329-0511		下野市石橋628番地		下野市、上三川町、壬生町、宇都宮市（部） シモノ シ カミノカワマチ ミブマチ ウツノミヤシ ブ

		高根沢町 タカネザワ マチ		訪問看護ステーションたかねざわ		028-680-1701		028-680-1702		329-1233		塩谷郡高根沢町宝積寺2426-8 		高根沢町、さくら市、那須烏山市、芳賀町、市貝町、茂木町、益子町、宇都宮市 タカネザワマチ シ ナスカラスヤマシ ハガ マチ イチ カイ チョウ モギマチ マシコ チョウ ウツノミヤシ

		栃木市 トチギシ		訪問看護ステーションオリーブ		0282-27-8414		0282-27-8415		328-0027		栃木市今泉町1丁目17番29号		栃木市、小山市、下野市、壬生町 トチギシ オヤマシ シモノ シ ミブ マチ

		那須烏山市 ナスカラスヤマシ		訪問看護ステーションあい		0287-83-8035		0287-83-8222		321-0628		那須烏山市金井2-5-9 ベンチャープラザ7号室 ゴウシツ		那須烏山市、那珂川町、茂木町、一貝町 ナスカラスヤマシ ナカガワマチ モギマチ イチ ガイ マチ

		那須塩原市 ナスシオバラ シ		マロニエ訪問看護ステーション		0287-37-6322		0287-39-3305		329-2763		那須塩原市井口537-3 にしなすの総合在宅ケアセンター内		那須塩原市、那須町、大田原市　リハビリのみ→那珂川町訪問可能 ナスシオバラ シ ナスマチ オオタワラシ ナカガワ マチ ホウモン カノウ

		野木町 ノギマチ		訪問看護ステーションたんぽぽ		0280-57-1888		0280-57-3819		329-0101		下都賀郡野木町友沼5119-12		野木町、小山市、旧藤岡町 ノギマチ オヤマシ キュウ フジオカマチ

		壬生町 ミブマチ		とちぎ訪問看護ステーションみぶ		0282-82-7262		0282-82-7260		321-0218		下都賀郡壬生町落合1-18-12		上三川町、下野市、壬生町、宇都宮 カミノカワマチ シモノ シ ミブ チョウ ウツノミヤ

		真岡市 モオカシ		芳賀赤十字訪問看護ステーション		0285-84-8266		0285-84-8266		321-4306		真岡市台町2461		芳賀郡全域（真岡市、益子町、芳賀町、茂木町） ハガ グン ゼンイキ モオカシ マシコマチ ハガマチ モギ マチ





診療所一覧表

		市区郡 シク グン		診療所名 シンリョウジョ メイ		電話番号 デンワ バンゴウ		郵便番号 ユウビンバンゴウ		所在地 ショザイチ

		足利市 アシカガシ		山浦内科医院		0284-21-6653 		326-0843		足利市五十部町1256-5

		足利市 アシカガシ		あいファミリィクリニック足利 アシカガ		0284-22-3788		329-4213		足利市寺岡町505-1

		足利市 アシカガシ		かしま産婦人科 サンフジンカ		0284-65-0341		326-0844		足利市鹿島町501-1

		足利市 アシカガシ		くさの小児科		0284-73-7000		326-0335		足利市上渋垂町338-3

		足利市 アシカガシ		すながクリニック		0284-44-7211		326-0015		足利市八椚町494-1　

		宇都宮市 ウツノミヤシ		医療法人　亀田内科		028-633-2884		320-0812		宇都宮市一番町1-28

		宇都宮市 ウツノミヤシ		越戸クリニック		028-660-6190		321-0951		宇都宮市越戸町139-6

		宇都宮市 ウツノミヤシ		福田こどもクリニック		028-659-8850		320-0852		宇都宮市下砥上町1545-20

		宇都宮市 ウツノミヤシ		きくちクリニック		028-683-3387		321-0903		宇都宮市下平出町614-2

		宇都宮市 ウツノミヤシ		てらもと小児科		028-650-6636		321-0975		宇都宮市関堀町971-6

		宇都宮市 ウツノミヤシ		あおい内科小児科ｸﾘﾆｯｸ		028-663-6000		321-0973		宇都宮市岩曽町1086-1

		宇都宮市 ウツノミヤシ		桜井消化器科・内科		028-643-0870		320-0073		宇都宮市細谷1-7-38

		宇都宮市 ウツノミヤシ		鈴木内科クリニック		028-655-1229		321-0139		宇都宮市若松原2-4-19

		宇都宮市 ウツノミヤシ		大根田内科医院		028-624-6322		320-0072		宇都宮市若草3-4-22

		宇都宮市 ウツノミヤシ		てらだファミリークリニック		028-654-2188		321-0132		宇都宮市雀の宮5-5-1

		宇都宮市 ウツノミヤシ		清原台こどもクリニック キヨハラ ダイ		028-305-6017		321-3223		宇都宮市清原台2-4-14

		宇都宮市 ウツノミヤシ		森田医院		028-633-1573		320-0861		宇都宮市西3-5-8

		宇都宮市 ウツノミヤシ		こどもヶ丘診療所		028-615-1077		321-0151		宇都宮市西川田町183-21

		宇都宮市 ウツノミヤシ		有村小児科医院		028-656-7207		321-0912		宇都宮市石井町3128-11

		宇都宮市 ウツノミヤシ		いちはらファミリークリニック		028-612-8350		321-0414		宇都宮市中里町322

		宇都宮市 ウツノミヤシ		豊郷中央渡辺内科　		028-622-8900		320-0004		宇都宮市長岡町1217-5

		宇都宮市 ウツノミヤシ		宇都宮市子ども発達センター診療所 ウツノミヤシ コ ハッタツ シンリョウジョ		028-647-4720		320-0851		宇都宮市鶴田町970-1

		宇都宮市 ウツノミヤシ		梅園医院		028-633-2869		320-0035		宇都宮市伝馬町3-28

		宇都宮市 ウツノミヤシ		片山医院		028-661-9764		321-0944		宇都宮市東峰町3008-21

		宇都宮市 ウツノミヤシ		冨塚メデｲカルクリニック		028-666-2555		321-2116		宇都宮市徳次郎町888

		宇都宮市 ウツノミヤシ		豊郷台クリニック ユタカ ゴウ ダイ		028-643-8998		320-0003		宇都宮市豊郷台2-21-3

		宇都宮市 ウツノミヤシ		みやの杜クリニック　		028-683-7811		321-0904		宇都宮市陽東2-4-5

		宇都宮市 ウツノミヤシ		医療法人　赤羽病院		028-661-5446		321-0904		宇都宮市陽東7-2-2

		大田原市 オオタワラシ		くろばね齋藤醫院		0287-54-0031		324-0233		大田原市黒羽田町612

		大田原市 オオタワラシ		さいとうハート＆キッズクリニック		0287-53-7979		324-0043		大田原市浅香1-4-3

		大田原市 オオタワラシ		あさかクリニック		0287-22-2601		324-0043		大田原市浅香3-3711

		小山市 オヤマシ		神鳥谷クリニック		0285-22-7700		323-0827		小山市神鳥谷1-19-1

		小山市 オヤマシ		小山すぎの木クリニック		0285-30-3456		323-0806		小山市中久喜1131-1

		小山市 オヤマシ		おおきこどもクリニック		0285-41-0025 		329-0207		小山市美しが丘3-35-3

		鹿沼市 カヌマシ		小川こどもクリニック		0289-74-5421		322-0027		鹿沼市貝島町5006-2

		鹿沼市 カヌマシ		飯岡小児科		0289-65-3257		322-0074		鹿沼市日吉町569-2

		鹿沼市 カヌマシ		小松医院		0289-60-5515		322-0064		鹿沼市文化橋町2300-1

		鹿沼市 カヌマシ		いとうこどもクリニック		0289-63-5566		322-0025		鹿沼市緑町2-2-29

		上三川 カミノカワ		やの小児科医院		0285-56-0280		329-0611		河内郡上三川町上三川3446-3

		さくら市 シ		仲嶋医院		028-681-7755		329-1311		さくら市氏家3245-17

		佐野市 サノシ		稲毛クリニック		0283-25-2566		327-0103		佐野市石塚町893-1

		佐野市 サノシ		こばやしファミリークリニック		0283-85-9900		327-0311		佐野市多田町566

		佐野市 サノシ		坪水医院		0283-62-0265		327-0312		佐野市栃本町2241

		佐野市 サノシ		緑の屋根診療所		0283-20-2577		327-0843		佐野市堀米町1348-5

		佐野市 サノシ		キッズクリニックはせがわ		0283-27-0200		327-0843		佐野市堀米町3946-6

		下野市 シモノ シ		グリムこどもクリニック		0285-51-1515		329-0502		下野市下古山2-6-17

		下野市 シモノ シ		にじいろこども診療所 シンリョウジョ		0285-44-7716		329-0414		下野市小金井4-1-1

		下野市 シモノ シ		角田内科医院		0285-53-5665 		329-0511		下野市石橋549

		下野市 シモノ シ		佐藤内科		0285-53-1305		329-0511		下野市石橋839-14

		下野市 シモノ シ		おかべこどもクリニック		0285-40-7300 		329-0433		下野市緑5-17-12

		高根沢町 タカネザワマチ		にいたに内科　		028-675-6515		329-1231		塩谷郡高根沢町宝石台 3-3-19

		栃木市 トチギシ		熊倉医院		0282-55-8425		329-4316		栃木市岩舟町新里180-1 トチギシ

		栃木市 トチギシ		竹田内科小児科クリニック		0282-29-1233		328-0011		栃木市大宮町52番地

		栃木市 トチギシ		田村医院		0282-43-3368		329-4423		栃木市大平町西水代1835-1

		栃木市 トチギシ		小森谷内科医院		0282-43-7327		329-4404		栃木市大平町富田4003-8

		栃木市 トチギシ		持田医院		0282-67-3661		329-0319		栃木市藤岡町中根115-5

		栃木市 トチギシ		腰塚医院		0282-62-2072		323-1104		栃木市藤岡町藤岡1845-10

		栃木市 トチギシ		よこやま内科小児科クリニック		0282-24-8102		328-0075		栃木市箱森町38-70

		栃木市 トチギシ		サンレディースクリニック		0282-24-3541		328-0024		栃木市樋ノ口町504-1

		栃木市 トチギシ		桜井こどもクリニック		0282-24-5987		328-0034		栃木市本町16-9

		栃木市 トチギシ		さいとう小児科 ショウニカ		0282-22-0757 		328-0015		栃木市万町30番16号

		那珂川町 ナカガワマチ		佐藤医院		0287-96-2841		324-0501		那須郡那珂川町小川2960-1

		那珂川町 ナカガワマチ		飯塚医院		0287-92-2034		324-0613		那須郡那珂川町馬頭484-3

		那珂川町 ナカガワマチ		立花医院		0287-72-0311		325-0003		那須郡那須町寺子乙3967-190

		那須塩原市 ナスシオバラ シ		中川医院 ナカガワ イイン		0287-62-0040		325-0057		那須塩原市黒磯幸町6-27

		那須塩原市 ナスシオバラ シ		さいとうクリニック		0287-39-1805		329-2724		那須塩原市西幸町7-13

		那須塩原市 ナスシオバラ シ		みずぬまクリニック		0287-39-1581		329-2751		那須塩原市東三島2-80-6

		日光市 ニッコウシ		吉原医院		0288-21-0161		321-1261		日光市今市826-4

		日光市 ニッコウシ		木村内科医院		0288-22-7880		321-1264		日光市瀬尾497-1

		益子町 マシコマチ		鈴木医院		0285-72-2032		321-4217		益子町益子1747-2

		壬生町 ミブマチ		小倉医院		0282-82-0057		321-0227		壬生町通町10-5

		壬生町 ミブマチ		大橋内科クリニック		0282-82-8522		321-0219		壬生町福和田1003-1

		壬生町 ミブマチ		かとう小児科 ショウニカ		0282-82-7576		321-0218		壬生町落合3-7-30

		真岡市 モオカシ		ひがのクリニック		0285-74-0051 		321-4521		真岡市久下田941-1

		真岡市 モオカシ		小林診療所		0285-82-3873		321-4369		真岡市熊倉3-10-7

		真岡市 モオカシ		西真岡こどもクリニック		0285-81-7900		321-4341		真岡市高勢町3-205-1

		真岡市 モオカシ		田井の里クリニック		0285-81-6502		321-4301		真岡市西田井内外748-2

		真岡市 モオカシ		深谷医院 フカヤ イイン		0285-75-0007 		321-4502		真岡市物井1268-7

		茂木町 モギマチ		吉永医院		0285-63-2303		321-3564		茂木町増井190-1





病院一覧表

		市区郡 シク グン		診療所名 シンリョウジョ メイ		電話番号 デンワ バンゴウ		郵便番号 ユウビンバンゴウ		所在地 ショザイチ																																																						相談窓口 ソウダン マドグチ		部署名・職名 ブショ メイ ショクメイ		ご担当者氏名 タントウシャ シメイ		連絡先TEL レンラクサキ		連絡先MAIL レンラクサキ

		足利市 アシカガシ		あしかがの森足利病院		0284-91-0611		326-0011		足利市大沼田町615		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		1		2		別紙参照 ベッシ サンショウ		有		メディカルソーシャルワーカー		福地　哲郎 フクチ テツロウ		0284-91-0611		soudan@hshikagu-hospital.or.jp

		足利市 アシカガシ		足利赤十字病院		0284-21-0121		326-0843		足利市五十部町284-1		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		3		1		2		別紙参照 ベッシ サンショウ		有		事務部医事課社会福祉士 ジム ブ イジ カ シャカイ フクシ シ		布施　麻由実 フセ マユミ		0284-20-1307

		宇都宮市 ウツノミヤシ		済生会宇都宮病院		028-626-5500		321-0974		宇都宮市竹林町911-1		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		2		別紙参照 ベッシ サンショウ		有		地域連携課 チイキ レンケイ カ		荻津　守 オギツ カミ		028-626-5500

		宇都宮市 ウツノミヤシ		JCHO　うつのみや病院		028-653-1001		321-0143		宇都宮市南高砂町11-17		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		無

		大田原市 オオタワラシ		那須赤十字病院		0287-23-1122		324-8686		大田原市中田原1081-4		1		1		3		3		3		1		3		1		3		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		1		4		なし		有		地域医療福祉連携課福祉係長 チイキ イリョウ フクシ レンケイ カ フクシ カカリチョウ		野中 美希 ノナカ ミキ		0287-23-1122		renkeika@nasu.jrc.or.jp

		小山市 オヤマシ		新小山市民病院		0285-36-0200		323-0827		小山市神鳥谷2251-1 オヤマシ ヒトトノヤ		1		1		3		2		2		2		2		2		2		2		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		2		なし		有		医療相談室保健師 イリョウ ソウダンシツ ホケンシ		多賀谷 邦子 タガヤ クニコ		0285-36-0256		soudan@hospital.oyama.tochigi.jp

		小山市 オヤマシ		小山厚生病院		0285-22-1105		323-0031		小山市八幡町2-10-6		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		2		なし		有		看護師長 カンゴシ チョウ		横家 よね子 ヨコ イエ コ		0285-22-1105
0285-24-9890

		下野市 シモツケシ		自治医科大学附属病院　		0285-44-2111		329-0498		下野市薬師寺3311-1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		2		3		2		別紙参照 ベッシ サンショウ		有		地域医療連携部（看護師） チイキ イリョウ レンケイ ブ カンゴシ		黒田　光恵 クロダ ミツエ		0285-44-2111		mazuek@jichi.ac.jp

		下野市 シモツケシ		石橋総合病院		0285-53-1134		329-0511		下野市石橋628		1		1		1		1		1		1		1		2		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		1		なし		有		地域医療連携部 チイキ イリョウ レンケイ ブ		(部長)岩崎 さゆり ブチョウ イワサキ		0285-53-1134		ishibashi-renkei@yushikai.jp

		高根沢町 タカネザワマチ		菅又病院　		028-676-0311		329-1207		塩谷郡高根沢町花岡2351		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		無

		栃木市 トチギシ		とちの木病院		0282-22-7722		328-0071		栃木市大町39-5		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		無

		栃木市 トチギシ		下都賀総合病院		0282-22-2551		328-0044		栃木市富士見町5-32		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		3		なし		有		医療福祉相談室 イリョウ フクシ ソウダンシツ		MSWが3人おります ニン		0282-22-2551

		栃木市 トチギシ		西方病院		0282-92-2323		322-0601		栃木市西方町金崎273-3 トチギシ		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		有		西方病院地域連携室 ニシカタ ビョウイン チイキ レンケイ シツ				0282-25-7310		nishikata-renkei@cc9.ne.jp

		壬生町 ミブマチ		獨協医科大学病院		0282-86-1111		321-0293		下都賀郡壬生町大字北小林880		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		3		2		別紙参照 ベッシ サンショウ		有		地域医療連携センター医療福祉相談室 チイキ イリョウ レンケイ イリョウ フクシ ソウダンシツ				0282-87-2185
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相談支援事業所

		Ｑ1.貴施設について、お伺いいたします キ シセツ ウカガ										事業所名とコメントをくっつけるで一表を作る ジギョウショ メイ イッピョウ ツク

		1		事業所名 ジギョウショ メイ								今月中 コンゲツ チュウ

		2		電話番号 デンワ バンゴウ								地図と一覧表をパワーポイント チズ イチラン ヒョウ

		3		FAX番号 バンゴウ								各項目ごとにページを作る カクコウモク ツク

		4		所在地 ショザイチ

		5		訪問可能な主な市町村 ホウモン カノウ オモ シチョウソン

		Ｑ2.重症心身障害児（者）の定義をご存知ですか ジュウショウシンシンショウガイジ シャ テイギ ゾンジ

		Ｑ2-1		知っている シ

		Ｑ2-2		知らない シ

		Ｑ3.重症心身障害児（者）の方（家族・関係機関等）からの相談を受けたことがありますか ジュウショウシンシンショウガイジ シャ カタ カゾク カンケイ キカン ナド ソウダン ウ

		Ｑ3-1		1		ある

		Ｑ3-2		2		ない

		Ｑ3-1-Ａ

				Ａ-1それは誰からの相談でしたか ダレ ソウダン

				1		ａ.家族 カゾク

				2		ｂ.支援者 シエンシャ

				3		ｃ.関係機関 カンケイ キカン

				Ａ-2それはどんな相談でしたか（複数回答可） ソウダン フクスウ カイトウ カ

				1		ａ.生活上の相談 セイカツ ジョウ ソウダン

				2		ｂ.医療的な相談 イリョウテキ ソウダン

				3		ｃ.制度に関する相談 セイド カン ソウダン

				4		ｄ.教育に関する相談 キョウイク カン ソウダン

				5		ｅ.サービス等利用計画書作成に関する相談 ナド リヨウ ケイカクショ サクセイ カン ソウダン

				6		ｆ.その他 タ

				Ａ-3それらの相談事業所として対応（解決）はできましたか ソウダン ジギョウショ タイオウ カイケツ

				1		ａ.できた

				2		ｂ.できなかった

				Ａ-3-1それはどうしてですか

				1		ａ解決手段・方法がなかった カイケツ シュダン ホウホウ

				2		ｂ.ほかの相談支援事業所に依頼した ソウダン シエン ジギョウショ イライ

				3		ｃ.行政に依頼した ギョウセイ イライ

				4		ｄ.その他 タ

		Ｑ4.Ｑ3-2「ない」→これから重症心身障害児（者）の方（本人・家族等）からの相談があればどのように対応されますか ジュウショウシンシンショウガイジ シャ カタ ホンニン カゾク ナド ソウダン タイオウ

				Ｑ4-1		自分の事業所で対応する ジブン ジギョウショ タイオウ

				Ｑ4-2		ほかの相談支援事業所へ依頼する ソウダン シエン ジギョウショ イライ

				Ｑ4-3		行政に依頼する ギョウセイ イライ

				Ｑ4-4		その他 タ

		Ｑ5.重症心身障害児（者）の方のサービス等利用計画書を作成したことがありますか ジュウショウシンシンショウガイジ シャ カタ ナド リヨウ ケイカクショ サクセイ

				Ｑ5-1		ある

				Ｑ5-2		ない

						Ｑ5-1-Ａ		「ある」と回答→作成にあたり、苦労したこと困ったことがありましたか カイトウ サクセイ クロウ コマ

						Ｑ5-2-Ａ		「ない」と回答 カイトウ

						1		ａ.今後依頼があれば作成する コンゴ イライ サクセイ

						2		ｂ.他の相談支援事業所に依頼する ホカ ソウダン シエン ジギョウショ イライ

						3		ｃ.作成するかどうかわからない サクセイ

						Ｑ5-2-Ａ-1		b.cを回答→それはどうしてですか カイトウ

		Q6.重症心身障害児（者）の方がより良い在宅生活をしていく上で何か必要だと思うことがあればご自由にお書きください ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ カタ ヨ ザイタク セイカツ ウエ ナニ ヒツヨウ オモ ジユウ カ



		承諾可否 ショウダク カヒ		Q1												Ｑ2.重症心身障害児（者）の定義をご存知ですか ジュウショウシンシンショウガイジ シャ テイギ ゾンジ				Ｑ3.重症心身障害児（者）の方（家族・関係機関等）からの相談を受けたことがありますか ジュウショウシンシンショウガイジ シャ カタ カゾク カンケイ キカン ナド ソウダン ウ																														Ｑ4.Ｑ3-2「ない」→これから重症心身障害児（者）の方（本人・家族等）からの相談があればどのように対応されますか ジュウショウシンシンショウガイジ シャ カタ ホンニン カゾク ナド ソウダン タイオウ										Ｑ5.重症心身障害児（者）の方のサービス等利用計画書を作成したことがありますか ジュウショウシンシンショウガイジ シャ カタ ナド リヨウ ケイカクショ サクセイ										Q6.重症心身障害児（者）の方がより良い在宅生活をしていく上で何か必要だと思うことがあればご自由にお書きください ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ カタ ヨ ザイタク セイカツ ウエ ナニ ヒツヨウ オモ ジユウ カ

				事業所名 ジギョウショ メイ		電話番号 デンワ バンゴウ		FAX番号 バンゴウ		郵便番号 ユウビンバンゴウ		所在地 ショザイチ		訪問可能な主な市町村 ホウモン カノウ オモ シチョウソン		知っている		知らない シ		ある		ない		それは誰からの相談でしたか						それはどんな相談でしたか														それらの相談事業所として対応（解決）はできましたか						自分の事業所で対応する ジブン ジギョウショ タイオウ		他の相談支援事業所へ依頼する ホカ ソウダン シエン ジギョウショ イライ		行政に依頼する ギョウセイ イライ		その他 タ				ある		ない		「ある」と回答		「ない」
と回答		b.c（23）を回答

																								家族 カゾク		支援者 シエンシャ		関係機関 カンケイ キカン		生活上の相談 セイカツ ジョウ ソウダン		医療的な相談 イリョウテキ ソウダン		制度に関する相談 セイド カン ソウダン		教育に関する相談 キョウイク カン ソウダン		サービス等利用計画書作成に関する相談 ナド リヨウ ケイカクショ サクセイ カン ソウダン		その他 タ		その他回答 タ カイトウ		それらの相談事業所として対応（解決）はできましたか		それはどうしてですか		それはどうしてですか

		否 イナ		手話通訳派遣協会相談支援事業所		0287-73-4422		0287-62-7776		325-0026		栃木県那須塩原市上厚崎431-17 ３２５－００２６				0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		0		1		本事業所と同様の地域で一般相談支援事業所と連携を図り対応する ホン ジギョウショ ドウヨウ チイキ イッパン ソウダン シエン ジギョウショ レンケイ ハカ タイオウ		0		1		0		2		当事業所は手話通訳派遣を主目的とする事業所であるため、聴覚障害に対するノウハウはあるがそれ以外の障害者に対応する専門性を有していない為 トウ ジギョウショ シュワ ツウヤク ハケン シュモクテキ ジギョウショ チョウカク ショウガイ タイ イガイ ショウガイシャ タイオウ センモンセイ ユウ タメ

		否 イナ		相談支援事業所すまいる		0285-45-7199		0285-45-8437		329-0205		小山市間々田750-1		小山市 オヤマシ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		1		0				0		1		0		3		現在担当させていただいているケースの他に受け入れる時間的余裕がないため。また専門的な知識や経験がなく自信がないため。 ゲンザイ タントウ ホカ ウ イ ジカンテキ ヨユウ センモンテキ チシキ ケイケン ジシン

		否 イナ		やまゆりの里		0284-90-2030		0284-90-2031		326-0011		足利市大沼田町525-1		足利市 アシカガシ		0		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		ショートステイの利用が可能かどうか リヨウ カノウ		2		1		ショートの利用を希望していたが、幼児で夜間に吸引が必要とのことだったので職員配置上困難と判断 リヨウ キボウ ヨウジ ヤカン キュウイン ヒツヨウ ショクイン ハイチ ジョウ コンナン ハンダン		0		0		0		0				0		1		0		2		あしかがの森さんが近くにあり専門性もあるため モリ チカ センモンセイ

		否 イナ		相談支援センターひかり		028-612-7717		028-612-7718		320-0072		宇都宮市若草4-20-7		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		0		1		0		1		0		0		1		0		1		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		居宅介護事業所とニーズのマッチング キョタク カイゴ ジギョウショ		0				短期入所事業所（医療的ケア対応型）の整備 タンキ ニュウショ ジギョウショ イリョウテキ タイオウガタ セイビ

		否 イナ		相談支援センター歩み		028-667-5151		028-667-5150		321-3233		宇都宮市上籠谷町3792		真岡市、芳賀町、宇都宮市 モオカシ ハガマチ ウツノミヤシ		0		1		1		0		0		1		0		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		毎日お会いしている方ではないしお話ができる方ではないので、計画書を作ることは少々戸惑いはありましたが、すべて療育指導室の先生にご指導いただき作成することができました。お幸せな時を過ごしてほしいという思いはいっぱいありますが、なにも出来ていない自分が申し訳ないような気持ちです。 マイニチ ア カタ ハナシ カタ ケイカクショ ツク ショウショウ トマド リョウイク シドウシツ センセイ シドウ サクセイ シアワ トキ ス オモ デキ ジブン モウ ワケ キモ		0				すみません。経験不足で在宅の方はよくわかりませんが、独立行政法人国立病院機構宇都宮病院にお伺いし行き届いた介護、職員の先生方の情熱にこういうところで重症心身障害者の方が過ごせることは幸せなのでは…としみじみ思いました。 ケイケン ブソク ザイタク カタ ドクリツ ギョウセイ ホウジン コクリツ ビョウイン キコウ ウツノミヤ ビョウイン ウカガ イ トド カイゴ ショクイン センセイガタ ジョウネツ ジュウショウ シンシン ショウガイシャ カタ ス シアワ オモ

		否 イナ		ワークス共育		0287-39-5593		0287-39-5630		329-2213		那須塩原市上大貫2028-2				1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		0		1		状況に応じて対応する ジョウキョウ オウ タイオウ		0		1				1				相談支援専門員のレベルアップが必要ではないかと思います ソウダン シエン センモンイン ヒツヨウ オモ

		否 イナ		指定特定相談支援センタードリーム		0288-32-2280		0288-32-2281		321-2341		日光市大沢町274		日光市、塩谷町、鹿沼市、宇都宮市 ニッコウシ シオヤ チョウ カヌマシ ウツノミヤ シ		0		1		1		0		1		0		0		1		1		1		0		0		0				1		0				0		0		0		0				1		0		計画を作成するにあたり医療機関との連携方法を具体化していくことに連絡調整に時間を要しました。また医師同士でのやりとりの方が早いように感じました。※解決できたと言っても施設の空き待ちで関係する病院で入院しております。 ケイカク サクセイ イリョウ キカン レンケイ ホウホウ グタイカ レンラク チョウセイ ジカン ヨウ イシ ドウシ ホウ ハヤ カン カイケツ イ シセツ ア マ カンケイ ビョウイン ニュウイン		0				入所ではなく、医療ケアのできる短期入所やグループホーム、日中一時、生活介護の拡充が必要であること。また重症心身障害児（者）への理解を広めていき、理解者を増やすこと、訪問看護、訪問医療、居宅介護も活用しやすい環境づくりを相談支援専門員はネットワークづくりに努めなければんらないと思います。 ニュウショ イリョウ タンキ ニュウショ ニッチュウ イチジ セイカツ カイゴ カクジュウ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ リカイ ヒロ リカイシャ フ ホウモン カンゴ ホウモン イリョウ キョタク カイゴ カツヨウ カンキョウ ソウダン シエン センモンイン ツト オモ

		否 イナ		ユーファーム支援センター		028-689-0070		028-680-0750		321-0972		宇都宮市下川俣町206-127		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2		これまでの実績として主に就労系の利用計画の作成を行っており重症心身障害児の方への支援については経験や人員の不足から対応が困難であると思われるため ジッセキ オモ シュウロウ ケイ リヨウ ケイカク サクセイ オコナ ジュウショウ シンシン ショウガイジ カタ シエン ケイケン ジンイン フソク タイオウ コンナン オモ

		否 イナ		障害者相談支援センターひびき		028-666-7601		028-666-7602		321-0403		宇都宮市下小倉町1536		宇都宮市、さくら市 ウツノミヤシ シ		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2		かつて受け入れたことがなく、またスタッフにも医療的ケアの知識や経験が乏しく、自信をもって迎え入れることができない ウ イ イリョウテキ チシキ ケイケン トボ ジシン ムカ イ		受け入れる施設が近辺にあること ウ イ シセツ キンペン

		否 イナ		相談支援事業ぴゅあ		028-611-1771		028-611-1772		321-0911		宇都宮市問屋町3426-46		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2

		否 イナ		指定特定相談支援事業所すえひろ		0287-23-3962		0287-24-1670		324-0042		大田原市末広1-2-5		大田原市、大田原市以外は交通費を受領 オオタワラシ オオタワラシ イガイ コウツウヒ ジュリョウ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2		事業所の対象を精神障害に限定し、市に申請しているため ジギョウショ タイショウ セイシン ショウガイ ゲンテイ シ シンセイ

		否 イナ		相談支援センターふじみだい		0285-44-0200		0285-44-4255		329-0412		下野市芝1123		下野市 シモノ シ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		0		1		ケースによって検討 ケントウ		0		1				2

		否 イナ		相談支援センターひゅーまにあ宇都宮		028-678-5385		028-678-5395		320-0802		宇都宮市江野町6-15大立ビル4階		宇都宮市（鹿沼市等近隣市町村） ウツノミヤシ カヌマシ ナド キンリン シチョウソン		0		1		1		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		あるではありますが、初めての作成でまた完成はしていない段階です。病院で実施されている活動医療等で自分自身が未熟で理解が足りていない為に苦労しています。 ハジ サクセイ カンセイ ダンカイ ビョウイン ジッシ カツドウ イリョウ ナド ジブン ジシン ミジュク リカイ タ タメ クロウ		0				①医療面での安心②外部と交流する機会③家族の方への支援 イリョウ メン アンシン ガイブ コウリュウ キカイ カゾク カタ シエン

		否 イナ		地域活動支援センターあしかが		0284-41-2643		0284-43-0463		326-0808		足利市本城1-1547		足利市 アシカガシ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0						0		1		0		0				0		1				2		専門外で知識等はなく、計画書の作成は難しいため センモンガイ チシキ トウ ケイカクショ サクセイ ムズカ

		否 イナ		南那須地区障害者相談支援センター		0287-80-1020		0287-80-1027		321-0624		那須烏山市旭1-18-8		那須烏山市、那珂川町 ナスカラスヤマシ ナカガワマチ		1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		アセスメント、院内での面会予定の調整、家族への説明など インナイ メンカイ ヨテイ チョウセイ カゾク セツメイ		0				在宅医療、訪問リハビリなど24時間対応出来る専門家チーム ザイタク イリョウ ホウモン ジカン タイオウ デキ センモンカ

		否 イナ		ワン・ハーモニー		0287-22-8255		0287-48-7225		324-0042		大田原市末広1-3618-13				0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				0

		否 イナ		ひまわり相談支援事業所		0282-20-5006		0282-23-4878		328-0052		栃木市祝町12－9				0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		1		0				0		1				3		意思伝達が自分にとって受け止められるかに不安があるため イシ デンタツ ジブン ウ ト フアン

		否 イナ		サンフラワーライフ		0285-22-1109		0285-22-1345		323-0808		小山市出井1936		小山市内 オヤマシナイ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				3		近隣に受け入れ施設が少なく在宅福祉サービスに向けるのが難しい キンリン ウ イ シセツ スク ザイタク フクシ ム ムズカ

		否 イナ		natu- la(ナチュラ)		0287-67-3115		0287-67-3115		329-3153		那須塩原市大原間239-1		那須塩原市、大田原市、那須町 ナスシオバラ シ オオタワラシ ナスマチ		0		1		1		0		1		0		0		1		1		1		0		0		0				1		0				0		0		0		0				1		0		サービス自体の幅がせまいため、本人が安全に安心した生活をうけられるためにどう組み合わせたら良いか。又、家族によっては苦手な事業所もあり限られた事業所を探すのが難しかった。 ジタイ ハバ ホンニン アンゼン アンシン セイカツ ク ア ヨ マタ カゾク ニガテ ジギョウショ カギ ジギョウショ サガ ムズカ		0				訪問系のサービスがもっと充実して欲しい ホウモン ケイ ジュウジツ ホ

		否 イナ		相談支援事業所ふるさとホーム那須		0287-98-3001		0287-98-8080		324-0414		大田原市片府田1301-59		大田原市、那須町、那須塩原市、周辺 オオタワラシ ナスマチ ナスシオバラ シ シュウヘン		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2		主な精神知的関係なので、今後はできるよう専門的な部分の勉強が必要です。 オモ セイシン チテキ カンケイ コンゴ センモンテキ ブブン ベンキョウ ヒツヨウ		①専門相談②居場所③地域の理解 センモン ソウダン イバショ チイキ リカイ

		否 イナ		特定相談支援事業所きのこ		028-635-8746		028-635-8778		320-0846		栃木県宇都宮市滝の原2-4-42 ３２０－０８４６		宇都宮市 ウツノミヤシ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		1		0				0		1				3		どのように作成したらいいか不安のため サクセイ フアン

		否 イナ		こども発達支援センター鹿沼市あおば園		0289-63-1745		0289-63-1745		322-0074		鹿沼市日吉町320－1				1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		1		0				0		1				2		相談支援専門員の不足、児童発達支援事業所利用のための計画書作成が主な業務になっている ソウダン シエン センモンイン フソク ジドウ ハッタツ シエン ジギョウショ リヨウ ケイカクショ サクセイ オモ ギョウム

		否 イナ		障害者相談支援センターみつか・Ｒｕ		028-648-3971		028-648-3936		321-0347		宇都宮市飯田町261		宇都宮市、鹿沼市 ウツノミヤシ カヌマシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		1		状況に応じして他機関と連携し判断する場合もある ジョウキョウ オウ ホカ キカン レンケイ ハンダン バアイ		0		1				1		計画依頼の状況に応じて対応できない月もある（モニタリング件数） ケイカク イライ ジョウキョウ オウ タイオウ ツキ ケンスウ

		否 イナ		工房つばさ		0285-40-0388		0285-40-6700		329-0401		下野市箕輪425-1		下野市、上三川町、壬生町、ただし状況に応じて対応することが難しい場合もある シモノ シ カミノカワマチ ミブマチ ジョウキョウ オウ タイオウ ムズカ バアイ		1		0		1		0		1		0		0		1		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		短期入所、ヘルパーなどの利用希望があっても受け入れてくれる事業所が見つからない タンキ ニュウショ リヨウ キボウ ウ イ ジギョウショ ミ		3		状況により作成することができない場合がある ジョウキョウ サクセイ バアイ		重心の方の短期入所等の利用ができるところが必要。在宅でのサービスの受入必要だと思われる。 ジュウシン カタ タンキ ニュウショ ナド リヨウ ヒツヨウ ザイタク ウケイレ ヒツヨウ オモ

		否 イナ		相談支援事業所グーフォ		028-673-0002		028-671-0785		329-1105		宇都宮市中岡本町3178-3				1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1				在宅生活を支える家族に負担が重くならないようにする。緊急時に対応してくれる医療ケア付きの宿泊施設を増やしてほしい ザイタク セイカツ ササ カゾク フタン オモ キンキュウジ タイオウ イリョウ ツ シュクハク シセツ フ

		否 イナ		那珂川町社協相談支援事業所		0287-92-1273		0287-92-1295		324-0613		那珂川町馬頭560-1		那珂川町 ナカガワマチ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				0				移動支援サービス イドウ シエン

		否 イナ		相談支援事業所大山田ノンフェール		0287-93-0660		0287-83-8182		324-0602		那珂川町大山田下郷955		那珂川町 ナカガワマチ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		1		0				0		1				2		平成27年度で相談支援事業を終了するため ヘイセイ ネンド ソウダン シエン ジギョウ シュウリョウ

		否 イナ		在宅サポートこころ		028-651-0780		028-651-0781		320-0042		宇都宮市材木町4-24				0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2

		否 イナ		相談支援事業所みらい ソウダン シエン ジギョウショ		0280-57-2673		0280-57-2673		329-0111		野木町丸林371-12		野木町、小山市 ノギマチ オヤマシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		0		1		しかるべき関係機関と連携して対応する カンケイ キカン レンケイ タイオウ		0		1				3		重症心身のノウハウがない ジュウショウ シンシン

		否 イナ		大田原市社会福祉協議会		0287-54-1849		0287-54-2745		324-0233		栃木県大田原市黒羽田町848 ３２４－０２３３		大田原市内 オオタワラシナイ		0		1		1		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0				2		1				0		1		0		0				0		1				2		職員が未熟なため ショクイン ミジュク		在宅医療の充実、居宅介護の２４時間対応（サービス事業所）の充実 ザイタク イリョウ ジュウジツ キョタク カイゴ ジカン タイオウ ジギョウショ ジュウジツ

		否 イナ		障がい者相談支援センターとまつり		028-680-5570		028-680-5271		320-0052		宇都宮市中戸祭町813		宇都宮市、近隣市町村 ウツノミヤシ キンリン シチョウソン		0		1		1		0		1		0		0		1		0		0		0		0		1		親子間の関わり オヤコ カン カカ		0		0		現在対応中 ゲンザイ タイオウチュウ		0		0		0		0				1		0		保護者との連携がとれない ホゴシャ レンケイ		0

		否 イナ		宇都宮市社会福祉協議会		028-636-1536		028-636-1537		320-0806		宇都宮市中央1-1-15		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		0				2		1		医療的ケアが必要な方が長時間外出したい。長時間支援者の拘束、移動手段（車の中での対応）、医療的ケアが必要な方が外出したいときに外出できる環境がすぐに整えられない、医療的けが必要な方で要介助であるが、歩行できる方が利用できる短期入所先はないか（アクセス時間も含む） イリョウテキ ヒツヨウ カタ チョウジカン ガイシュツ チョウジカン シエン シャ コウソク イドウ シュダン クルマ ナカ タイオウ イリョウテキ ヒツヨウ カタ ガイシュツ ガイシュツ カンキョウ トトノ イリョウテキ ヒツヨウ カタ ヨウ カイジョ ホコウ カタ リヨウ タンキ ニュウショ サキ ジカン フク		0		0		0		0				1		0		専門的（医療面）な知識がなく、専門用語が多く調べたり聞いたりしながら支援していくこと。長く関わらないと親の思いまで聞き出せないこと。 センモンテキ イリョウ メン チシキ センモン ヨウゴ オオ シラ キ シエン ナガ カカ オヤ オモ キ ダ		0				当事者が何歳になっても利用できるサービス環境（短期入所、訪問入浴など）。教育もほかのお子さん同様平等に受けられる機会（学校行事も含む）。相談対応できる人材の確保。緊急時でも利用できるサービスの調整・確保。直接支援できるサービス・人材を増やすこと。 トウジシャ ナンサイ リヨウ カンキョウ タンキ ニュウショ ホウモン ニュウヨク キョウイク コ ドウヨウ ビョウドウ ウ キカイ ガッコウ ギョウジ フク ソウダン タイオウ ジンザイ カクホ キンキュウジ リヨウ チョウセイ カクホ チョクセツ シエン ジンザイ フ

		承諾 ショウダク		ライフサポートセンターゆめ		0280-33-3624		0280-57-4624		329-0111		野木町丸林630-4		野木町、その周辺地域 ノギマチ シュウヘン チイキ		1		0		1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		1		福祉サービス利用に関する相談 フクシ リヨウ カン ソウダン		1		0				0		0		0		0				1		0		医療的な情報、知識に乏しくわからない用語などが数多く出てきた。医療的ケアの内容の聞き取り（どの部分を聞いていけばよいのか） イリョウテキ ジョウホウ チシキ トボ ヨウゴ カズオオ デ イリョウテキ ナイヨウ キ ト ブブン キ		0				Ｆａの負担軽減のためのレスパイト先（ＨＰ、ＳＳ機関等）。家族それぞれの訴え、希望を明確にしていく。関係機関がチームになりＦａの支え応援をしていく。 フタン ケイゲン サキ キカンナド カゾク ウッタ キボウ メイカク カンケイ キカン ササ オウエン

		承諾 ショウダク		足利ケアサービス		0284-21-7630		0284-21-3109		326-0843		足利市五十部町809-3		足利市、佐野市、太田市 アシカガシ サノシ オオタシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		0		1		ケースによって対応する タイオウ		0		1				3

		承諾 ショウダク		相談支援センターみさと		0285-72-9767				321-4104		芳賀郡益子町大沢2800-5		芳賀郡内（真岡市、益子町、市貝町、芳賀町、茂木町） ハガ グンナイ モオカシ マシコ チョウ イチ ガイ マチ ハガマチ モギマチ		1		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		資源が少ない、短期入所先の確保が難しかった。計画を作るのには、医療情報が難しく感じられた。 シゲン スク タンキ ニュウショ サキ カクホ ムズカ ケイカク ツク イリョウ ジョウホウ ムズカ カン		0				連携の取れる医療関係者がたくさん地域の中にいてくれると安心して生活できるかな。外出や余暇の充実を図るために医療の必要な人の生活が限られてしまっている（あきらめてしまっている） レンケイ ト イリョウ カンケイシャ チイキ ナカ アンシン セイカツ ガイシュツ ヨカ ジュウジツ ハカ イリョウ ヒツヨウ ヒト セイカツ カギ

		承諾 ショウダク		サポートセンターとみや生活支援センター		028-665-8230		028-665-8230		321-2116		宇都宮市徳次郎町540		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		0		1		0		0		0		0		1		1		1		1		1		0				0		1		医療的なケアが必要な利用者様の日中活動先が限られて利用できない人がいる。学校との連携が取りにくい。通勤手段・行事参加制限があり平等性が保たれない。学校はサービスで対応を望み、福祉行政は教育で何とかするべきとつねに折り合わない。 イリョウテキ ヒツヨウ リヨウシャサマ ニッチュウ カツドウ サキ カギ リヨウ ヒト ガッコウ レンケイ ト ツウキン シュダン ギョウジ サンカ セイゲン ビョウドウセイ タモ ガッコウ タイオウ ノゾ フクシ ギョウセイ キョウイク ナン オ ア		0		0		1		0		協力してほしい キョウリョク		1		0		利用できるサービスが限られている。社会参加できる機会が少なく、場が限られている。介護者の負担軽減が取りにくい。夢や希望を叶えるための資源が少ない。 リヨウ カギ シャカイ サンカ キカイ スク バ カギ カイゴシャ フタン ケイゲン ト ユメ キボウ カナ シゲン スク		0				通勤手段、保護者なくても教育が受けられる環境。常に親同行を求めるのでは、自立につながらず、いつになっても親の負担は軽減されない。親が安心して託せる日中活動の場。社会参加、役割を担える環境作り、職場。地域で生活していくための交流の機会や場があるといい。緊急的にレスパイトを受け入れてくれる場。 ツウキン シュダン ホゴシャ キョウイク ウ カンキョウ ツネ オヤ ドウコウ モト ジリツ オヤ フタン ケイゲン オヤ アンシン タク ニッチュウ カツドウ バ シャカイ サンカ ヤクワリ ニナ カンキョウ ヅク ショクバ チイキ セイカツ コウリュウ キカイ バ キンキュウテキ ウ イ バ

		承諾 ショウダク		社会就労センターえいぶるの里 シャカイ シュウロウ サト		0285-22-4561		0285-224581		323-0003		小山市東島田2403-2		小山市、下野市、上三川町、野木町、結城市、古河市、筑西市 オヤマシ シモノ シ カミノカワマチ ノギマチ ユウキシ コガシ ツク ニシ シ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				1		0		自己決定が難しいため、家族中心の考えになってしまうこと。また、利用できる社会資源が少ない。 ジコ ケッテイ ムズカ カゾク チュウシン カンガ リヨウ シャカイ シゲン スク		1				関係機関との連携、特に在宅が長い方は医療機関とのかかわりが家族も含め、希薄になってしまい、二次障害に対応できない。地域に総合的に支援でき、医療的ケアが受けられる場所、または訪問医療の充実が必要と思います。 カンケイ キカン レンケイ トク ザイタク ナガ カタ イリョウ キカン カゾク フク キハク ニジ ショウガイ タイオウ チイキ ソウゴウテキ シエン イリョウテキ ウ バショ ホウモン イリョウ ジュウジツ ヒツヨウ オモ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所「ピュア」		0282-31-3911		0282-31-3912		328-0133		栃木市大森町465		栃木市、鹿沼市、佐野市、小山市、壬生町 トチギシ カヌマシ サノシ オヤマシ ミブマチ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1

		承諾 ショウダク		社会福祉法人とちのみ会　こなかの森 シャカイ フクシ ホウジン カイ モリ		0283-24-5757		0283-24-6294		327-0001		佐野市小中町1280		佐野市、足利市 サノシ アシカガシ		1		0		1		0		1		0		0		1		0		1		0		0		0				1		2		通所型のため、短期入所の受け入れはサービスとして提供できず、他施設の紹介、相談支援事業につなげている。 ツウショ ガタ タンキ ニュウショ ウ イ テイキョウ タ シセツ ショウカイ ソウダン シエン ジギョウ		0		0		0		0				1		0		療養型短期入所ほかの施設への短期入所の受け入れ状況など、受け入れ場所を見つけるなど。短期入所時の発作発症時医療への繋ぎが困難。問題多（かかりつけ医への搬送） リョウヨウガタ タンキ ニュウショ シセツ タンキ ニュウショ ウ イ ジョウキョウ ウ イ バショ ミ タンキ ニュウショ ジ ホッサ ハッショウ ジ イリョウ ツナ コンナン モンダイ タ イ ハンソウ		0				佐野市には、身障（重心）短期入所施設がなく老人施設に佐野市が委託しているが、利用する人もいなく、サービスが使いづらい状態にある。短期入所受け入れ可能施設が増えることで、家族のほうも使いやすく利便性があがると考えます。 サノシ シンショウ ジュウシン タンキ ニュウショ シセツ ロウジン シセツ サノシ イタク リヨウ ヒト ツカ ジョウタイ タンキ ニュウショ ウ イ カノウ シセツ フ カゾク ツカ リベンセイ カンガ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所テトテ		0287-36-7171		0287-36-7181		329-2732		那須塩原市一区町251-1		那須塩原市（大田原、矢板、那須町、那珂川町、烏山） ナスシオバラ シ オオタワラ ヤイタ ナスマチ ナカガワマチ カラスヤマ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		0		1		委託の相談支援事業所や重心専門の事業所に相談する イタク ソウダン シエン ジギョウショ ジュウシン センモン ジギョウショ ソウダン		0		1				3		その方にとって、より専門性の高い方が対応することが望ましいと思いますので、作成が適するか否か周囲のサービス状況なども考慮して決めたいと思います。適切にアドバイスをいただける地域の環境が整っていれば、スキルアップ、経験の積み重ねのためにも作成したいです。 カタ センモンセイ タカ ホウ タイオウ ノゾ オモ サクセイ テキ イナ シュウイ ジョウキョウ コウリョ キ オモ テキセツ チイキ カンキョウ トトノ ケイケン ツ カサ サクセイ		相談支援専門員のスキルアップ。きめ細かい支援（サービスの充実）本人のニーズを正しく理解できる人材の育成と地域の理解。 ソウダン シエン センモンイン コマ シエン ジュウジツ ホンニン タダ リカイ ジンザイ イクセイ チイキ リカイ

		承諾 ショウダク		指定特定相談支援事業所あじさい		0287-60-3361		0287-60-3362		325-0034		那須塩原市東原166		那須塩原市、那須町 ナスシオバラ シ ナスマチ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2				訪問看護、訪問診療を行う医師が必要だと思います。 ホウモン カンゴ ホウモン シンリョウ オコナ イシ ヒツヨウ オモ

		承諾 ショウダク		障害者相談支援センターいぶき		028-678-3502		028-676-3501		329-1216		高根沢町桑窪2266-2		高根沢町 タカネザワマチ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1				短期入所など受け入れてくれる施設を増やしてほしい。県内で受け入れていただけない為、県外の施設を考えなくてはいけない方がいます。 タンキ ニュウショ ウ イ シセツ フ ケンナイ ウ イ タメ ケンガイ シセツ カンガ カタ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所わくわくおやま		0285-24-6575		0285-20-0255		323-0022		小山市駅東通り3-9-6		小山市 オヤマシ		1		0		1		0		1		1		1		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		関係事業所が多いことで情報収集連携等大変。医療機関とも連携を図る必要あり。レスパイト、ショートステイの受入困難。利用できる事業所が少ない。 カンケイ ジギョウショ オオ ジョウホウ シュウシュウ レンケイ ナド タイヘン イリョウ キカン レンケイ ハカ ヒツヨウ ウケイレ コンナン リヨウ ジギョウショ スク		0				重症心身障害児（者）を受け入れしてくれる事業所、施設がもっと多くあればよいと思われる。通所日中一時短期入所など。相談支援、計画作成についてもほかの事業所が受け入れてくれないとの理由で受け入れ可能事業所へ集中してしまう為、相談員への研修等を増やせばよいが。しかし日々の業務が多忙であるため、難しいのかな？ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ ウ イ ジギョウショ シセツ オオ オモ ツウショ ニッチュウ イチジ タンキ ニュウショ ソウダン シエン ケイカク サクセイ ジギョウショ ウ イ リユウ ウ イ カノウ ジギョウショ シュウチュウ タメ ソウダン イン ケンシュウ ナド フ ヒビ ギョウム タボウ ムズカ

		承諾 ショウダク		相談支援センターネクスト		080-8854-9551		0280-612-1558		320-0034		宇都宮市泉町6-25		宇都宮市 ウツノミヤシ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2

		承諾 ショウダク		相談支援事業のぞみ		0287-65-2288		0287-65-2282		329-3152		那須塩原市上中野53		那須塩原市、大田原市、那須町 ナスシオバラ シ オオタワラシ ナスマチ		1		0		1		0		0		0		1		1		1		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		現サービスでの医療ケアをふまえ、将来にむけて他事業との連携につなげるよう計画作成、調整に苦労した。 ゲン イリョウ ショウライ タ ジギョウ レンケイ ケイカク サクセイ チョウセイ クロウ		0				選択肢が増えるよう受け入れ可能な福祉サービス事業所の増加が必要だと思われます。 センタクシ フ ウ イ カノウ フクシ ジギョウショ ゾウカ ヒツヨウ オモ

		承諾 ショウダク		サポートセンターひばり		028-670-0330		028-667-7315		321-3236		宇都宮市竹下町435-159		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		苦労ではないが、お母様がとても一生懸命ですでにサービスも繋がっていたため、現状を計画にする形となったが、計画作成後のかかわりについて相談員としてどのようにすべきことが望ましいかと考える。 クロウ カアサマ イッショウケンメイ ツナ ゲンジョウ ケイカク カタチ ケイカク サクセイ ゴ ソウダン イン ノゾ カンガ		0				福祉サービスや医療、またボランティアが入室されるととてもよいと思います。また、介助者（家族）のケアも考えると気軽に参加できるようなイベント（医療が整っていたり、介助するボランティアさんがいたり）や、同じ重症心身障害児（者）をもつかたとのネットワークがあるといいのかなと思います。 フクシ イリョウ ニュウシツ オモ カイジョシャ カゾク カンガ キガル サンカ イリョウ トトノ カイジョ オナ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ オモ

		承諾 ショウダク		高根沢町障害児者生活支援センターすまいる タカネザワマチ		028-612-2751		028-612-2752		329-1225		栃木県塩谷郡高根沢町石末1825　福祉センター内 ３２９－１２２５ フクシ ナイ		高根沢町 タカネザワマチ		1		0		1		0		0		0		1		0		0		1		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		地元に使える資源がなく苦労した ジモト ツカ シゲン クロウ		0				①医療と福祉の連携ネットワーク②重心の方でも利用できるサービスが増えること③訪問診療医 イリョウ フクシ レンケイ ジュウシン カタ リヨウ フ ホウモン シンリョウ イ

		承諾 ショウダク		障害者相談支援センターフォレスト		0284-91-1816		0284-91-2867		326-0011		足利市大沼田町615		足利市及び近隣市町村 アシカガシ オヨ キンリン シチョウソン		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0				0

		承諾 ショウダク		障がい者相談支援事業所ケアサプライ		0287-73-5312		0287-73-5311		329-3221		栃木県那須郡那須町漆塚762-102 ３２９－３２２１		白河市、那須町、那須塩原市、大田原市 シラカワシ ナスマチ ナスシオバラシ オオタワラシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1				サービスを提供できる事業所の充実を図る テイキョウ ジギョウショ ジュウジツ ハカ

		承諾 ショウダク		南栃木支援センター相談支援		0285-44-6118		0285-44-7215		329-0412		下野市柴1432-105		下野市、小山市、壬生町 シモノ シ オヤマシ ミブマチ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		0		1		介護保険と併用する場合のみ対応する カイゴ ホケン ヘイヨウ バアイ タイオウ		0		1				3		介護保険と併用する場合のみ作成する カイゴ ホケン ヘイヨウ バアイ サクセイ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所とまり木		0287-54-2854		0287-54-2230		324-0231		大田原市北野上3952		大田原市、那須塩原市、那須町 オオタワラシ ナスシオバラシ ナスマチ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1				当事業所の対応範囲は現在、知的障害者特に中・軽度が主だが、精神（高次脳機能障害も含む）分野もやり始めている。今後重症心身障害者もほかの相談支援事業所の助けを得ながら、勉強しながら対応したいと考えている。そのために研修や見学の機会を多く作っていただきたい。今は、当事業所はその程度しか考えられない。 トウ ジギョウショ タイオウ ハンイ ゲンザイ チテキ ショウガイシャ トク チュウ ケイド オモ セイシン コウジ ノウ キノウ ショウガイ フク ブンヤ ハジ コンゴ ジュウショウ シンシン ショウガイシャ ソウダン シエン ジギョウショ タス エ ベンキョウ タイオウ カンガ ケンシュウ ケンガク キカイ オオ ツク イマ トウ ジギョウショ テイド カンガ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所ポンテ		028-652-7288		028-652-6355		321-0341		宇都宮市古賀志町1964-12		宇都宮、鹿沼、日光、壬生 ウツノミヤ カヌマ ニッコウ ミブ		0		1		1		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0				0				未就学児（3～5才）の方の医療型児童発達支援を分離で行う施設が数か所あると良いと思います。 ミシュウガクジ サイ カタ イリョウ ガタ ジドウ ハッタツ シエン ブンリ オコナ シセツ スウ ショ ヨ オモ

		承諾 ショウダク		相談支援センター光輝舎		0285-70-2020		0285-72-8222		321-4105		芳賀郡益子町北中1113-1		芳賀郡、真岡市等 ハガ グン モオカシ ナド		1		0		1		0		1		1		1		1		0		1		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		利用できるサービス事業所が少ない。重心児者に合わせたプログラムが見つからない（近隣で） リヨウ ジギョウショ スク ジュウシン ジ シャ ア ミ キンリン		0				本人の状態にもよるが、重度化する状況に対応できる事業所の確保。家族の負担が大きくなり在宅生活の継続が困難になることが予測されるので、在宅で支援が受けられるような体制の充実と、レスパイトサービスの拡大。 ホンニン ジョウタイ ジュウドカ ジョウキョウ タイオウ ジギョウショ カクホ カゾク フタン オオ ザイタク セイカツ ケイゾク コンナン ヨソク ザイタク シエン ウ タイセイ ジュウジツ カクダイ

		承諾 ショウダク		特定相談支援事業所やすらぎ		028-650-7727		028-650-7728		320-0011		宇都宮市富士見が丘3－19－20		宇都宮市 ウツノミヤシ		0		0		1		0		1		0		0		0		0		1		1		0		0				0		3		対応できるヘルパーがいれば支援する タイオウ シエン		0		0		0		0				0		1				3

		承諾 ショウダク		障がい者支援センターにんべん		028-686-2539		028-686-2584		329-1417		さくら市フィオーレ喜連川5-2-1　フィオーレガーデン1-102		さくら市 シ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1				地域資源アンケートをいただきありがとうございました。設問に対しまして知識不足にこれでいいのかという思いです。相談支援専門員として設問にありました「3」要望がでますれば、先輩相談員・各職種の方々に相談・指導をいただき、相談支援事業を行ってみたいと考えます。大島先生について学ばせて頂きました。 チイキ シゲン セツモン タイ チシキ ブソク オモ ソウダン シエン センモンイン セツモン ヨウボウ センパイ ソウダン イン カクショクシュ カタガタ ソウダン シドウ ソウダン シエン ジギョウ オコナ カンガ オオシマ センセイ マナ イタダ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所おやま		0285-22-1833		0285-228946		323-0014		小山市喜沢660		小山市、下野市 オヤマシ シモノ シ		1		0		1		0		1		1		0		0		0		0		0		1		0				2		3				0		0		0		0				1		0		本人の意思が明確でないので親の意向中心のものになってしまった。 ホンニン イシ メイカク オヤ イコウ チュウシン		0

		承諾 ショウダク		真岡介護センター		0285-80-5200		0285-80-5211		321-4361		真岡市並木町1-8-1　シティ並木102 ナミキ		真岡市、芳賀町南部、市貝町南部、益子町西部、上三川東部 モオカシ ハガマチ ナンブ イチ ガイ チョウ ナンブ マシコ チョウ セイブ カミノカワ トウブ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		0		1				0		1				3		担当者の受け持ちケースの状況など考慮し対応できるか検討したい タントウシャ ウ モ ジョウキョウ コウリョ タイオウ ケントウ

		承諾 ショウダク		さの社協相談支援センターほっぷ		0283-22-8152		0283-22-8199		327-0003		佐野市大橋町3212-27		佐野市全域 サノシ ゼンイキ		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2		現在相談支援専門員1名で行っているため ゲンザイ ソウダン シエン センモンイン メイ オコナ

		承諾 ショウダク		相談支援ウエイブ		0282-23-4465		0282-23-4465		328-0012		栃木市平柳町1-2-7		栃木市、壬生町 トチギシ ミブマチ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		1		0				0		1				2		指定特定相談支援事業で精神に対応しているため シテイ トクテイ ソウダン シエン ジギョウ セイシン タイオウ		ご家族の中だけでは生活がマンネリ化して単調になりかねないので、音楽、体を動かす、読み聞かせ麻痺・拘縮のマッサージなどのリハビリの頻度を高める。ご本人が楽しいと感じることを提供できる。ご家族が疲弊しないよう旅行や趣味などの充実した時間がもてるようサービスを利用していくこと。 カゾク ナカ セイカツ カ タンチョウ オンガク カラダ ウゴ ヨ キ マヒ コウシュク ヒンド タカ ホンニン タノ カン テイキョウ カゾク ヒヘイ リョコウ シュミ ジュウジツ ジカン リヨウ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所わらしべの家		0282-27-1627		0282-27-1675		328-0011		栃木市大宮町2708-3		栃木市 トチギシ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1		専門的な知識が不十分なため行政などの機関と相談しながらの対応となります センモンテキ チシキ フジュウブン ギョウセイ キカン ソウダン タイオウ		短期入所や移動支援などの福祉サービス利用時にお付き合いのある医療機関や訪問看護の看護師が同行でき緊急時の対応が迅速にとれる体制（すでにできていたらすみません） タンキ ニュウショ イドウ シエン フクシ リヨウ ジ ツ ア イリョウ キカン ホウモン カンゴ カンゴシ ドウコウ キンキュウジ タイオウ ジンソク タイセイ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所　空		0287-73-8165		0287-73-8165		329-3157		那須塩原市大原間西1-19-9		那須塩原市、大田原市、那須町 ナスシオバラ シ オオタワラシ ナスマチ		1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		重心のお子様の療育支援をやっていたので、苦労はありませんでしたが、医療（訪問看護）訪問リハ訪問入浴の制度を知らなかったので、その方々との連携が取れて大変勉強になりました。 ジュウシン コサマ リョウイク シエン クロウ イリョウ ホウモン カンゴ ホウモン ホウモン ニュウヨク セイド シ カタガタ レンケイ ト タイヘン ベンキョウ		0				医療的ケアの必要な方には支援スタッフ・必ず看護師の方が不在では双方安心したケアはできません。例）乳幼児の通所事業は保母と看護師さん。小学→高校までは義務教育がありますが事後に生活介護はもちろんですが、本当に重心の方の為の日中活動の場が不足しているとおもいますので重心の方の通所事業は必要と思います。家庭以外で通える場所→一時預かりや療育支援事業→高校卒業後は通所施設（一時預かりも含めて） イリョウテキ ヒツヨウ カタ シエン カナラ カンゴシ カタ フザイ ソウホウ アンシン レイ ニュウヨウジ ツウショ ジギョウ ホボ カンゴシ ショウガク コウコウ ギム キョウイク ジゴ セイカツ カイゴ ホントウ ジュウシン カタ タメ ニッチュウ カツドウ バ フソク ジュウシン カタ ツウショ ジギョウ ヒツヨウ オモ カテイ イガイ カヨ バショ イチジ アズ リョウイク シエン ジギョウ コウコウ ソツギョウゴ ツウショ シセツ イチジ アズ フク

		承諾 ショウダク		相談支援事業所みどり		0285-45-8362		0285-45-8397		329-0214		小山市乙女786-1		小山市、栃木市、古河市、結城市 オヤマシ トチギシ コガシ ユウキシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0		大人は対応可能 オトナ タイオウ カノウ		1		1		大人はあるが、こどもはない。先日訪問介護を事業所にお願いしたところどこの事業所も受けていただけなかった。 オトナ センジツ ホウモン カイゴ ジギョウショ ネガ ジギョウショ ウ		3		成人しか計画相談をしたことがないので不安である。当事業所は相談員が一名なので相談する相手がいない セイジン ケイカク ソウダン フアン トウ ジギョウショ ソウダン イン イチメイ ソウダン アイテ		サービス事業所で受けてもらえないケースがある。特に重心や精神知的等重複して疾患を持っていると問い合わせた時点でお断りされてします。 ジギョウショ ウ トク ジュウシン セイシン チテキ ナド チョウフク シッカン モ ト ア ジテン コトワ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所こころみ		0284-41-5039		0284-43-2665		326-0061		足利市田島町611-2				0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		1		0				0		1				3		これまで前例がなく、またこの障害について熟知した方（機関）があるならそちらでしていただいた方がご本人様にとってよい支援であると考えるから。※現在当法人の入所・通所等サービスを利用されている方の相談支援がほとんどの状況です。 ゼンレイ ショウガイ ジュクチ カタ キカン ホウ ホンニンサマ シエン カンガ ゲンザイ トウホウジン ニュウショ ツウショ ナド リヨウ カタ ソウダン シエン ジョウキョウ

		承諾 ショウダク		相談支援センターのどか　真岡センター		0285-81-5890		0285-85-8452		321-4305		真岡市荒町111-1		真岡市、芳賀町、市貝町、益子町、茂木町 モオカシ ハガマチ イチガイ マチ マシコ チョウ モギ マチ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1				在宅での生活では家族の介護負担の軽減が必要。フォーマルインフォーマルの枠にとらわれない福祉サービス。 ザイタク セイカツ カゾク カイゴ フタン ケイゲン ヒツヨウ ワク フクシ

		承諾 ショウダク		友井タクシー介護ステーションふれあい		0285-30-0840		0285-30-0844		323-0025		小山市城山町2丁目12-25		小山市 オヤマシ		1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		利用するサービスは多様で、施設・病院・学校など医療福祉事業所数も多く連携を図るのが困難。学校行事に参加するための会出自の支援サービスがない。 リヨウ タヨウ シセツ ビョウイン ガッコウ イリョウ フクシ ジギョウショ スウ オオ レンケイ ハカ コンナン ガッコウ ギョウジ サンカ カイ シュツジ シエン		0				ご家族様が安心して預けることができる施設と必要に預けられる施設の数は少ない。片道１時間以上かかるためとても不便に思います。呼吸器の方の預かり先は少ない。 カゾクサマ アンシン アズ シセツ ヒツヨウ アズ シセツ カズ スク カタミチ ジカン イジョウ フベン オモ コキュウキ カタ アズ サキ スク

		承諾 ショウダク		もくせいの里		0282-43-0593		0282-43-1387		329-4405		栃木市大平町西山田1198		栃木市内 トチギシナイ		0		1		1		0		1		0		0		1		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		ニーズにあてはまるサービスがなかった。例）①入浴支援②移送サービス　①自宅の浴槽では支援が入れず訪問入浴を検討。しかし、浴槽を置けるスペースがなく断念。②主たる介護者が入院。学校までの送迎ができず特例で市の移送サービスを利用するもかなり時間を要した。 レイ ニュウヨク シエン イソウ ジタク ヨクソウ シエン ハイ ホウモン ニュウヨク ケントウ ヨクソウ オ ダンネン シュ カイゴシャ ニュウイン ガッコウ ソウゲイ トクレイ シ イソウ リヨウ ジカン ヨウ		0				①地域の理解や協力②受け入れの拡大（重心の通所、24時間看護体制が整った短期入所）③デマンドタクシー等関係者の重心に対する理解（理解附属により資源として存在するが利用しがたい）④児童が入浴支援を受けられる環境（家族の身体的な介護負担軽減） チイキ リカイ キョウリョク ウ イ カクダイ ジュウシン ツウショ ジカン カンゴ タイセイ トトノ タンキ ニュウショ ナド カンケイシャ ジュウシン タイ リカイ リカイ フゾク シゲン ソンザイ リヨウ ジドウ ニュウヨク シエン ウ カンキョウ カゾク シンタイテキ カイゴ フタン ケイゲン

		承諾 ショウダク		足利障害者相談支援センター		0284-44-0307		0284-44-0318		326-0064		足利市東砂原後町1072		足利市、佐野市 アシカガシ サノシ		1		0		1		0		1		0		0		1		0		1		0		1		0				1		0				0		0		0		0				0		1				2		委託相談支援事業所のため イタク ソウダン シエン ジギョウショ		医療的ケアが整った施設のショートステイ充実が必要。また、特に呼吸器をつけた方のショート療養介護の利用とそれらを利用するための送迎体制の充実が必要。 イリョウテキ トトノ シセツ ジュウジツ ヒツヨウ トク コキュウキ カタ リョウヨウ カイゴ リヨウ リヨウ ソウゲイ タイセイ ジュウジツ ヒツヨウ

		承諾 ショウダク		指定障害者相談支援事業所あるしぇん		0282-86-7665		0282-21-7109		321-0201		栃木県下都賀郡壬生町安塚2032 ３２１－０２０１		壬生町 ミブマチ		1		0		1		0		1		0		0		1		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		①相談支援専門員として重症心身障害児（者）の方に対する支援の知識や経験が少ない②医療的ケアが必要となる方に対して対応できる福祉サービス（事業所）が少ない。 ソウダン シエン センモンイン ジュウショウシンシンショウガイジ シャ カタ タイ シエン チシキ ケイケン スク イリョウテキ ヒツヨウ カタ タイ タイオウ フクシ ジギョウショ スク		0				医療的ケアが必要な方に関して、福祉のサービスでは対応しきれない部分が多く、結果として家族が本人を抱え込まざるを得ない現状があるように感じます。家族の介護負担が少しでも軽減できるよう福祉サービスも柔軟な対応が出来るようになるといいなと思います。 イリョウテキ ヒツヨウ カタ カン フクシ タイオウ ブブン オオ ケッカ カゾク ホンニン カカ コ エ ゲンジョウ カン カゾク カイゴ フタン スコ ケイゲン フクシ ジュウナン タイオウ デキ オモ

		承諾 ショウダク		下野市相談支援事業所 こばと		0285-44-6783		0285-44-6783		329-0414		下野市小金井1146-6		下野市、上三川町 シモノ シ カミノカワマチ		1		0		1		0		0		0		1		1		0		1		1		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		医療的ケアが必要な乳幼児に対応できるヘルパー事業所。短期入所・日中一時支援事業所が近くにない（少ない）。 イリョウテキ ヒツヨウ ニュウヨウジ タイオウ ジギョウショ タンキ ニュウショ ニッチュウ イチジ シエン ジギョウショ チカ スク		0				設問5で回答した内容：外出可能な方は児童発達支援を利用可能であるが無理な方は外部との交流をもちにくい。訪問看護・訪問リハビリが入っているケースはいいがない場合母子で孤立しがち。幸いあそびの支援をしてくれるヘルパー事業所があり支援につながっている。ヘルパー利用を希望されない家庭、利用したくてもヘルパー事業所がない等支援に苦慮する。 セツモン カイトウ ナイヨウ ガイシュツ カノウ カタ ジドウ ハッタツ シエン リヨウ カノウ ムリ カタ ガイブ コウリュウ ホウモン カンゴ ホウモン ハイ バアイ ボシ コリツ サイワ シエン ジギョウショ シエン リヨウ キボウ カテイ リヨウ ジギョウショ ナド シエン クリョ

		承諾 ショウダク		相談支援センターぴあん ソウダン シエン		0282-31-1755		0282-31-2919		328-0067		栃木市皆川城内町333-2		栃木市、小山市 トチギシ オヤマシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1				これまで現場で関わったことがなく、事例検討でしか情報を把握しておらず不安はあります。でも関係機関やご家族様からいろいろなことを教えて頂きながら相談支援として専門性を活かせればと思っています。色々な立場の方からお話をお伺いしてもご家族や医療機関専門的な事業所の負担が大きく相談支援があまり役に立つことができていない（場合によっては自ら引いてしまう）今の現状を少しでも変えていければいいと思います。 ゲンバ カカ ジレイ ケントウ ジョウホウ ハアク フアン カンケイ キカン カゾクサマ オシ イタダ ソウダン シエン センモンセイ イ オモ イロイロ タチバ カタ ハナシ ウカガ カゾク イリョウ キカン センモンテキ ジギョウショ フタン オオ ソウダン シエン ヤク タ バアイ ミズカ ヒ イマ ゲンジョウ スコ カ オモ

		承諾 ショウダク		うつのみや		028-632-6074/090-4059-9728		028-632-6075		320-0861		宇都宮市西2-1-7		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				3		専門的な知識を社会資源のアドバイスを他相談支援事業所からいただきながらみずからの事業所で引き受けるという形が望ましい センモンテキ チシキ シャカイ シゲン ホカ ソウダン シエン ジギョウショ ジギョウショ ヒ ウ カタチ ノゾ

		承諾 ショウダク		サポートセンターきりん		028-612-3838		028-678-3257		321-0905		栃木県宇都宮市平出工業団地43-100 ３２１－０９０５		宇都宮市 ウツノミヤシ		0		1		1		0		1		0		0		1		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		療養介護に入所しているので他のサービスの利用が困難。そのための社会資源をつなげたり、活用したりするのが難しい。 リョウヨウ カイゴ ニュウショ ホカ リヨウ コンナン シャカイ シゲン カツヨウ ムズカ		0				今後、市町村などで展開されていく生活拠点に関する事業をうまく活用できればいいなと感じています。入所されている方々については地域とのつながり方が今後は重要になってくると思われますので、広く門扉を開けた活動などが多くなってくるといいなと思っています。 コンゴ シチョウソン テンカイ セイカツ キョテン カン ジギョウ カツヨウ カン ニュウショ カタガタ チイキ カタ コンゴ ジュウヨウ オモ ヒロ モンピ ア カツドウ オオ オモ

		承諾 ショウダク		さわやか相談支援センター		0280-57-4884		0280-57-4994		329-0112		野木町南赤塚1145-1		小山市、野木町、古河市、栃木市 オヤマシ ノギマチ コガシ トチギシ		0		1		1		0		0		0		1		0		0		1		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		現実的な目標の位置づけ ゲンジツテキ モクヒョウ イチ		0

		承諾 ショウダク		相談支援事業所つばさ		0287-53-7393		0287-53-7394		324-0044		大田原市親園824-1		大田原市、那須塩原市、那須烏山市、矢板市、さくら市、那須町、塩谷町、高根沢町 オオタワラシ ナスシオバラシ ナスカラスヤマシ ヤイタシ シ ナスマチ シオ タニ マチ タカネザワマチ		1		0		1		0		1		0		1		1		0		1		0		0		0				1		2		医療的なケアが必要なケース、将来的に短期入所につなげたいケースだった為、専門の事業所に依頼した イリョウテキ ヒツヨウ ショウライテキ タンキ ニュウショ タメ センモン ジギョウショ イライ		1		1		0		0				1		0		使えるサービスの少なさに調整が難しかった ツカ スク チョウセイ ムズカ		1				乳幼児期の受け入れ可能な福祉サービス等の社会資源が必要である。 ニュウヨウジ キ ウ イ カノウ フクシ ナド シャカイシゲン ヒツヨウ

		承諾 ショウダク		特定相談支援センターはじめ		0284-22-4561		0284-22-4562		326-0143		足利市葉鹿町735-1		足利市 アシカガシ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1

		承諾 ショウダク		上三川障がい児・者生活相談支援センター		0285-38-6854		0285-38-6841		329-0611		上三川町上三川5082-15		上三川町 カミノカワマチ		1		0		1		0		1		0		0		1		0		0		0		0		0				1		0				0		0		0		0				1		0				0

		承諾 ショウダク		はつらつサロン南天相談支援事業所		0285-22-4659		0285-38-6529		323-0027		小山市花垣町2-3-19		小山市、栃木市 オヤマシ トチギシ		0		0		1		0		1		1		0		1		1		1		1		1		0				0		0				0		0		0		0				1		0		利用したいサービス事業所が少なく生活改善、家族、支援者の負担軽減に繋がらない（訪問入浴、ショートステイ、生活介護などなど（就労Ａ型））医師によっては連携が困難。何処の精神科がよいかと利用者に問われるが答えは解らない。 リヨウ ジギョウショ スク セイカツ カイゼン カゾク シエンシャ フタン ケイゲン ツナ ホウモン ニュウヨク セイカツ カイゴ シュウロウ ガタ イシ レンケイ コンナン ドコ セイシンカ リヨウシャ ト コタ ワカ		0				本人の選択や受け入れ事業所の間口を広げる。例えば入浴はヘルパーの2人対応で行ているがヘルパー不足や腰痛の悪化などで対応が難しくなってくる。機会浴のできる生活介護を勧めるも本人の選択肢がない。自宅から出かける自由さのようなものが閉ざされているような気がする。反面高齢者のサービスは増加する一方で利用者が不足し閉鎖なども聞かれる。高齢者・障害者がともにデイサービスやショートステイを利用できるようにならないかと思う。障害児については働く両親をサポートすることで生活の安定や療育などへ通園のし易さを図り、送迎サービスの充実など。 ホンニン センタク ウ イ ジギョウショ マグチ ヒロ タト ニュウヨク ニン タイオウ オコナ ブソク ヨウツウ アッカ タイオウ ムズカ キカイ ヨク セイカツ カイゴ スス ホンニン センタクシ ジタク デ ジユウ ト キ ハンメン コウレイシャ ゾウカ イッポウ リヨウシャ フソク ヘイサ キ コウレイシャ ショウガイシャ リヨウ オモ ショウガイジ ハタラ リョウシン セイカツ アンテイ リョウイク ツウエン ヤス ハカ ソウゲイ ジュウジツ

		承諾 ショウダク		障がい者生活支援センターこぶし		028-680-5746		028-688-0214		321-0126		栃木県宇都宮市茂原町837-1		宇都宮市、上三川町 ウツノミヤシ カミノカワマチ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1				①医療機関との細かな連携体制②相談関係者を含め本人に関わり支援をするなかで即座に動きが取れるようなフットワークの軽いチーム作り イリョウ キカン コマ レンケイ タイセイ ソウダン カンケイシャ フク ホンニン カカ シエン ソクザ ウゴ ト カル ヅク
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相談支援事業所 (2)

		Ｑ1.貴施設について、お伺いいたします キ シセツ ウカガ										事業所名とコメントをくっつけるで一表を作る ジギョウショ メイ イッピョウ ツク

		1		事業所名 ジギョウショ メイ								今月中 コンゲツ チュウ

		2		電話番号 デンワ バンゴウ								地図と一覧表をパワーポイント チズ イチラン ヒョウ

		3		FAX番号 バンゴウ								各項目ごとにページを作る カクコウモク ツク

		4		所在地 ショザイチ

		5		訪問可能な主な市町村 ホウモン カノウ オモ シチョウソン

		Ｑ2.重症心身障害児（者）の定義をご存知ですか ジュウショウシンシンショウガイジ シャ テイギ ゾンジ

		Ｑ2-1		知っている シ

		Ｑ2-2		知らない シ

		Ｑ3.重症心身障害児（者）の方（家族・関係機関等）からの相談を受けたことがありますか ジュウショウシンシンショウガイジ シャ カタ カゾク カンケイ キカン ナド ソウダン ウ

		Ｑ3-1		1		ある

		Ｑ3-2		2		ない

		Ｑ3-1-Ａ

				Ａ-1それは誰からの相談でしたか ダレ ソウダン

				1		ａ.家族 カゾク

				2		ｂ.支援者 シエンシャ

				3		ｃ.関係機関 カンケイ キカン

				Ａ-2それはどんな相談でしたか（複数回答可） ソウダン フクスウ カイトウ カ

				1		ａ.生活上の相談 セイカツ ジョウ ソウダン

				2		ｂ.医療的な相談 イリョウテキ ソウダン

				3		ｃ.制度に関する相談 セイド カン ソウダン

				4		ｄ.教育に関する相談 キョウイク カン ソウダン

				5		ｅ.サービス等利用計画書作成に関する相談 ナド リヨウ ケイカクショ サクセイ カン ソウダン

				6		ｆ.その他 タ

				Ａ-3それらの相談事業所として対応（解決）はできましたか ソウダン ジギョウショ タイオウ カイケツ

				1		ａ.できた

				2		ｂ.できなかった

				Ａ-3-1それはどうしてですか

				1		ａ解決手段・方法がなかった カイケツ シュダン ホウホウ

				2		ｂ.ほかの相談支援事業所に依頼した ソウダン シエン ジギョウショ イライ

				3		ｃ.行政に依頼した ギョウセイ イライ

				4		ｄ.その他 タ

		Ｑ4.Ｑ3-2「ない」→これから重症心身障害児（者）の方（本人・家族等）からの相談があればどのように対応されますか ジュウショウシンシンショウガイジ シャ カタ ホンニン カゾク ナド ソウダン タイオウ

				Ｑ4-1		自分の事業所で対応する ジブン ジギョウショ タイオウ

				Ｑ4-2		ほかの相談支援事業所へ依頼する ソウダン シエン ジギョウショ イライ

				Ｑ4-3		行政に依頼する ギョウセイ イライ

				Ｑ4-4		その他 タ

		Ｑ5.重症心身障害児（者）の方のサービス等利用計画書を作成したことがありますか ジュウショウシンシンショウガイジ シャ カタ ナド リヨウ ケイカクショ サクセイ

				Ｑ5-1		ある

				Ｑ5-2		ない

						Ｑ5-1-Ａ		「ある」と回答→作成にあたり、苦労したこと困ったことがありましたか カイトウ サクセイ クロウ コマ

						Ｑ5-2-Ａ		「ない」と回答 カイトウ

						1		ａ.今後依頼があれば作成する コンゴ イライ サクセイ

						2		ｂ.他の相談支援事業所に依頼する ホカ ソウダン シエン ジギョウショ イライ

						3		ｃ.作成するかどうかわからない サクセイ

						Ｑ5-2-Ａ-1		b.cを回答→それはどうしてですか カイトウ

		Q6.重症心身障害児（者）の方がより良い在宅生活をしていく上で何か必要だと思うことがあればご自由にお書きください ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ カタ ヨ ザイタク セイカツ ウエ ナニ ヒツヨウ オモ ジユウ カ



		承諾可否 ショウダク カヒ		Q1												Ｑ2.重症心身障害児（者）の定義をご存知ですか ジュウショウシンシンショウガイジ シャ テイギ ゾンジ				Ｑ3.重症心身障害児（者）の方（家族・関係機関等）からの相談を受けたことがありますか ジュウショウシンシンショウガイジ シャ カタ カゾク カンケイ キカン ナド ソウダン ウ																														Ｑ4.Ｑ3-2「ない」→これから重症心身障害児（者）の方（本人・家族等）からの相談があればどのように対応されますか ジュウショウシンシンショウガイジ シャ カタ ホンニン カゾク ナド ソウダン タイオウ										Ｑ5.重症心身障害児（者）の方のサービス等利用計画書を作成したことがありますか ジュウショウシンシンショウガイジ シャ カタ ナド リヨウ ケイカクショ サクセイ										Q6.重症心身障害児（者）の方がより良い在宅生活をしていく上で何か必要だと思うことがあればご自由にお書きください ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ カタ ヨ ザイタク セイカツ ウエ ナニ ヒツヨウ オモ ジユウ カ

				事業所名 ジギョウショ メイ		電話番号 デンワ バンゴウ		FAX番号 バンゴウ		郵便番号 ユウビンバンゴウ		所在地 ショザイチ		訪問可能な主な市町村 ホウモン カノウ オモ シチョウソン		知っている		知らない シ		ある		ない		それは誰からの相談でしたか						それはどんな相談でしたか														それらの相談事業所として対応（解決）はできましたか						自分の事業所で対応する ジブン ジギョウショ タイオウ		他の相談支援事業所へ依頼する ホカ ソウダン シエン ジギョウショ イライ		行政に依頼する ギョウセイ イライ		その他 タ				ある		ない		「ある」と回答		「ない」
と回答		b.c（23）を回答

																								家族 カゾク		支援者 シエンシャ		関係機関 カンケイ キカン		生活上の相談 セイカツ ジョウ ソウダン		医療的な相談 イリョウテキ ソウダン		制度に関する相談 セイド カン ソウダン		教育に関する相談 キョウイク カン ソウダン		サービス等利用計画書作成に関する相談 ナド リヨウ ケイカクショ サクセイ カン ソウダン		その他 タ		その他回答 タ カイトウ		それらの相談事業所として対応（解決）はできましたか		それはどうしてですか		それはどうしてですか

		否 イナ		手話通訳派遣協会相談支援事業所		0287-73-4422		0287-62-7776		325-0026		栃木県那須塩原市上厚崎431-17 ３２５－００２６				0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		0		1		本事業所と同様の地域で一般相談支援事業所と連携を図り対応する ホン ジギョウショ ドウヨウ チイキ イッパン ソウダン シエン ジギョウショ レンケイ ハカ タイオウ		0		1		0		2		当事業所は手話通訳派遣を主目的とする事業所であるため、聴覚障害に対するノウハウはあるがそれ以外の障害者に対応する専門性を有していない為 トウ ジギョウショ シュワ ツウヤク ハケン シュモクテキ ジギョウショ チョウカク ショウガイ タイ イガイ ショウガイシャ タイオウ センモンセイ ユウ タメ

		否 イナ		相談支援事業所すまいる		0285-45-7199		0285-45-8437		329-0205		小山市間々田750-1		小山市 オヤマシ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		1		0				0		1		0		3		現在担当させていただいているケースの他に受け入れる時間的余裕がないため。また専門的な知識や経験がなく自信がないため。 ゲンザイ タントウ ホカ ウ イ ジカンテキ ヨユウ センモンテキ チシキ ケイケン ジシン

		否 イナ		やまゆりの里		0284-90-2030		0284-90-2031		326-0011		足利市大沼田町525-1		足利市 アシカガシ		0		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		ショートステイの利用が可能かどうか リヨウ カノウ		2		1		ショートの利用を希望していたが、幼児で夜間に吸引が必要とのことだったので職員配置上困難と判断 リヨウ キボウ ヨウジ ヤカン キュウイン ヒツヨウ ショクイン ハイチ ジョウ コンナン ハンダン		0		0		0		0				0		1		0		2		あしかがの森さんが近くにあり専門性もあるため モリ チカ センモンセイ

		否 イナ		相談支援センターひかり		028-612-7717		028-612-7718		320-0072		宇都宮市若草4-20-7		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		0		1		0		1		0		0		1		0		1		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		居宅介護事業所とニーズのマッチング キョタク カイゴ ジギョウショ		0				短期入所事業所（医療的ケア対応型）の整備 タンキ ニュウショ ジギョウショ イリョウテキ タイオウガタ セイビ

		否 イナ		相談支援センター歩み		028-667-5151		028-667-5150		321-3233		宇都宮市上籠谷町3792		真岡市、芳賀町、宇都宮市 モオカシ ハガマチ ウツノミヤシ		0		1		1		0		0		1		0		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		毎日お会いしている方ではないしお話ができる方ではないので、計画書を作ることは少々戸惑いはありましたが、すべて療育指導室の先生にご指導いただき作成することができました。お幸せな時を過ごしてほしいという思いはいっぱいありますが、なにも出来ていない自分が申し訳ないような気持ちです。 マイニチ ア カタ ハナシ カタ ケイカクショ ツク ショウショウ トマド リョウイク シドウシツ センセイ シドウ サクセイ シアワ トキ ス オモ デキ ジブン モウ ワケ キモ		0				すみません。経験不足で在宅の方はよくわかりませんが、独立行政法人国立病院機構宇都宮病院にお伺いし行き届いた介護、職員の先生方の情熱にこういうところで重症心身障害者の方が過ごせることは幸せなのでは…としみじみ思いました。 ケイケン ブソク ザイタク カタ ドクリツ ギョウセイ ホウジン コクリツ ビョウイン キコウ ウツノミヤ ビョウイン ウカガ イ トド カイゴ ショクイン センセイガタ ジョウネツ ジュウショウ シンシン ショウガイシャ カタ ス シアワ オモ

		否 イナ		ワークス共育		0287-39-5593		0287-39-5630		329-2213		那須塩原市上大貫2028-2				1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		0		1		状況に応じて対応する ジョウキョウ オウ タイオウ		0		1				1				相談支援専門員のレベルアップが必要ではないかと思います ソウダン シエン センモンイン ヒツヨウ オモ

		否 イナ		指定特定相談支援センタードリーム		0288-32-2280		0288-32-2281		321-2341		日光市大沢町274		日光市、塩谷町、鹿沼市、宇都宮市 ニッコウシ シオヤ チョウ カヌマシ ウツノミヤ シ		0		1		1		0		1		0		0		1		1		1		0		0		0				1		0				0		0		0		0				1		0		計画を作成するにあたり医療機関との連携方法を具体化していくことに連絡調整に時間を要しました。また医師同士でのやりとりの方が早いように感じました。※解決できたと言っても施設の空き待ちで関係する病院で入院しております。 ケイカク サクセイ イリョウ キカン レンケイ ホウホウ グタイカ レンラク チョウセイ ジカン ヨウ イシ ドウシ ホウ ハヤ カン カイケツ イ シセツ ア マ カンケイ ビョウイン ニュウイン		0				入所ではなく、医療ケアのできる短期入所やグループホーム、日中一時、生活介護の拡充が必要であること。また重症心身障害児（者）への理解を広めていき、理解者を増やすこと、訪問看護、訪問医療、居宅介護も活用しやすい環境づくりを相談支援専門員はネットワークづくりに努めなければんらないと思います。 ニュウショ イリョウ タンキ ニュウショ ニッチュウ イチジ セイカツ カイゴ カクジュウ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ リカイ ヒロ リカイシャ フ ホウモン カンゴ ホウモン イリョウ キョタク カイゴ カツヨウ カンキョウ ソウダン シエン センモンイン ツト オモ

		否 イナ		ユーファーム支援センター		028-689-0070		028-680-0750		321-0972		宇都宮市下川俣町206-127		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2		これまでの実績として主に就労系の利用計画の作成を行っており重症心身障害児の方への支援については経験や人員の不足から対応が困難であると思われるため ジッセキ オモ シュウロウ ケイ リヨウ ケイカク サクセイ オコナ ジュウショウ シンシン ショウガイジ カタ シエン ケイケン ジンイン フソク タイオウ コンナン オモ

		否 イナ		障害者相談支援センターひびき		028-666-7601		028-666-7602		321-0403		宇都宮市下小倉町1536		宇都宮市、さくら市 ウツノミヤシ シ		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2		かつて受け入れたことがなく、またスタッフにも医療的ケアの知識や経験が乏しく、自信をもって迎え入れることができない ウ イ イリョウテキ チシキ ケイケン トボ ジシン ムカ イ		受け入れる施設が近辺にあること ウ イ シセツ キンペン

		否 イナ		相談支援事業ぴゅあ		028-611-1771		028-611-1772		321-0911		宇都宮市問屋町3426-46		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2

		否 イナ		指定特定相談支援事業所すえひろ		0287-23-3962		0287-24-1670		324-0042		大田原市末広1-2-5		大田原市、大田原市以外は交通費を受領 オオタワラシ オオタワラシ イガイ コウツウヒ ジュリョウ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2		事業所の対象を精神障害に限定し、市に申請しているため ジギョウショ タイショウ セイシン ショウガイ ゲンテイ シ シンセイ

		否 イナ		相談支援センターふじみだい		0285-44-0200		0285-44-4255		329-0412		下野市芝1123		下野市 シモノ シ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		0		1		ケースによって検討 ケントウ		0		1				2

		否 イナ		相談支援センターひゅーまにあ宇都宮		028-678-5385		028-678-5395		320-0802		宇都宮市江野町6-15大立ビル4階		宇都宮市（鹿沼市等近隣市町村） ウツノミヤシ カヌマシ ナド キンリン シチョウソン		0		1		1		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		あるではありますが、初めての作成でまた完成はしていない段階です。病院で実施されている活動医療等で自分自身が未熟で理解が足りていない為に苦労しています。 ハジ サクセイ カンセイ ダンカイ ビョウイン ジッシ カツドウ イリョウ ナド ジブン ジシン ミジュク リカイ タ タメ クロウ		0				①医療面での安心②外部と交流する機会③家族の方への支援 イリョウ メン アンシン ガイブ コウリュウ キカイ カゾク カタ シエン

		否 イナ		地域活動支援センターあしかが		0284-41-2643		0284-43-0463		326-0808		足利市本城1-1547		足利市 アシカガシ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0						0		1		0		0				0		1				2		専門外で知識等はなく、計画書の作成は難しいため センモンガイ チシキ トウ ケイカクショ サクセイ ムズカ

		否 イナ		南那須地区障害者相談支援センター		0287-80-1020		0287-80-1027		321-0624		那須烏山市旭1-18-8		那須烏山市、那珂川町 ナスカラスヤマシ ナカガワマチ		1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		アセスメント、院内での面会予定の調整、家族への説明など インナイ メンカイ ヨテイ チョウセイ カゾク セツメイ		0				在宅医療、訪問リハビリなど24時間対応出来る専門家チーム ザイタク イリョウ ホウモン ジカン タイオウ デキ センモンカ

		否 イナ		ワン・ハーモニー		0287-22-8255		0287-48-7225		324-0042		大田原市末広1-3618-13				0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				0

		否 イナ		ひまわり相談支援事業所		0282-20-5006		0282-23-4878		328-0052		栃木市祝町12－9				0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		1		0				0		1				3		意思伝達が自分にとって受け止められるかに不安があるため イシ デンタツ ジブン ウ ト フアン

		否 イナ		サンフラワーライフ		0285-22-1109		0285-22-1345		323-0808		小山市出井1936		小山市内 オヤマシナイ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				3		近隣に受け入れ施設が少なく在宅福祉サービスに向けるのが難しい キンリン ウ イ シセツ スク ザイタク フクシ ム ムズカ

		否 イナ		natu- la(ナチュラ)		0287-67-3115		0287-67-3115		329-3153		那須塩原市大原間239-1		那須塩原市、大田原市、那須町 ナスシオバラ シ オオタワラシ ナスマチ		0		1		1		0		1		0		0		1		1		1		0		0		0				1		0				0		0		0		0				1		0		サービス自体の幅がせまいため、本人が安全に安心した生活をうけられるためにどう組み合わせたら良いか。又、家族によっては苦手な事業所もあり限られた事業所を探すのが難しかった。 ジタイ ハバ ホンニン アンゼン アンシン セイカツ ク ア ヨ マタ カゾク ニガテ ジギョウショ カギ ジギョウショ サガ ムズカ		0				訪問系のサービスがもっと充実して欲しい ホウモン ケイ ジュウジツ ホ

		否 イナ		相談支援事業所ふるさとホーム那須		0287-98-3001		0287-98-8080		324-0414		大田原市片府田1301-59		大田原市、那須町、那須塩原市、周辺 オオタワラシ ナスマチ ナスシオバラ シ シュウヘン		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2		主な精神知的関係なので、今後はできるよう専門的な部分の勉強が必要です。 オモ セイシン チテキ カンケイ コンゴ センモンテキ ブブン ベンキョウ ヒツヨウ		①専門相談②居場所③地域の理解 センモン ソウダン イバショ チイキ リカイ

		否 イナ		特定相談支援事業所きのこ		028-635-8746		028-635-8778		320-0846		栃木県宇都宮市滝の原2-4-42 ３２０－０８４６		宇都宮市 ウツノミヤシ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		1		0				0		1				3		どのように作成したらいいか不安のため サクセイ フアン

		否 イナ		こども発達支援センター鹿沼市あおば園		0289-63-1745		0289-63-1745		322-0074		鹿沼市日吉町320－1				1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		1		0				0		1				2		相談支援専門員の不足、児童発達支援事業所利用のための計画書作成が主な業務になっている ソウダン シエン センモンイン フソク ジドウ ハッタツ シエン ジギョウショ リヨウ ケイカクショ サクセイ オモ ギョウム

		否 イナ		障害者相談支援センターみつか・Ｒｕ		028-648-3971		028-648-3936		321-0347		宇都宮市飯田町261		宇都宮市、鹿沼市 ウツノミヤシ カヌマシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		1		状況に応じして他機関と連携し判断する場合もある ジョウキョウ オウ ホカ キカン レンケイ ハンダン バアイ		0		1				1		計画依頼の状況に応じて対応できない月もある（モニタリング件数） ケイカク イライ ジョウキョウ オウ タイオウ ツキ ケンスウ

		否 イナ		工房つばさ		0285-40-0388		0285-40-6700		329-0401		下野市箕輪425-1		下野市、上三川町、壬生町、ただし状況に応じて対応することが難しい場合もある シモノ シ カミノカワマチ ミブマチ ジョウキョウ オウ タイオウ ムズカ バアイ		1		0		1		0		1		0		0		1		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		短期入所、ヘルパーなどの利用希望があっても受け入れてくれる事業所が見つからない タンキ ニュウショ リヨウ キボウ ウ イ ジギョウショ ミ		3		状況により作成することができない場合がある ジョウキョウ サクセイ バアイ		重心の方の短期入所等の利用ができるところが必要。在宅でのサービスの受入必要だと思われる。 ジュウシン カタ タンキ ニュウショ ナド リヨウ ヒツヨウ ザイタク ウケイレ ヒツヨウ オモ

		否 イナ		相談支援事業所グーフォ		028-673-0002		028-671-0785		329-1105		宇都宮市中岡本町3178-3				1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1				在宅生活を支える家族に負担が重くならないようにする。緊急時に対応してくれる医療ケア付きの宿泊施設を増やしてほしい ザイタク セイカツ ササ カゾク フタン オモ キンキュウジ タイオウ イリョウ ツ シュクハク シセツ フ

		否 イナ		那珂川町社協相談支援事業所		0287-92-1273		0287-92-1295		324-0613		那珂川町馬頭560-1		那珂川町 ナカガワマチ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				0				移動支援サービス イドウ シエン

		否 イナ		相談支援事業所大山田ノンフェール		0287-93-0660		0287-83-8182		324-0602		那珂川町大山田下郷955		那珂川町 ナカガワマチ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		1		0				0		1				2		平成27年度で相談支援事業を終了するため ヘイセイ ネンド ソウダン シエン ジギョウ シュウリョウ

		否 イナ		在宅サポートこころ		028-651-0780		028-651-0781		320-0042		宇都宮市材木町4-24				0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2

		否 イナ		相談支援事業所みらい ソウダン シエン ジギョウショ		0280-57-2673		0280-57-2673		329-0111		野木町丸林371-12		野木町、小山市 ノギマチ オヤマシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		0		1		しかるべき関係機関と連携して対応する カンケイ キカン レンケイ タイオウ		0		1				3		重症心身のノウハウがない ジュウショウ シンシン

		否 イナ		大田原市社会福祉協議会		0287-54-1849		0287-54-2745		324-0233		栃木県大田原市黒羽田町848 ３２４－０２３３		大田原市内 オオタワラシナイ		0		1		1		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0				2		1				0		1		0		0				0		1				2		職員が未熟なため ショクイン ミジュク		在宅医療の充実、居宅介護の２４時間対応（サービス事業所）の充実 ザイタク イリョウ ジュウジツ キョタク カイゴ ジカン タイオウ ジギョウショ ジュウジツ

		否 イナ		障がい者相談支援センターとまつり		028-680-5570		028-680-5271		320-0052		宇都宮市中戸祭町813		宇都宮市、近隣市町村 ウツノミヤシ キンリン シチョウソン		0		1		1		0		1		0		0		1		0		0		0		0		1		親子間の関わり オヤコ カン カカ		0		0		現在対応中 ゲンザイ タイオウチュウ		0		0		0		0				1		0		保護者との連携がとれない ホゴシャ レンケイ		0

		否 イナ		宇都宮市社会福祉協議会		028-636-1536		028-636-1537		320-0806		宇都宮市中央1-1-15		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		0				2		1		医療的ケアが必要な方が長時間外出したい。長時間支援者の拘束、移動手段（車の中での対応）、医療的ケアが必要な方が外出したいときに外出できる環境がすぐに整えられない、医療的けが必要な方で要介助であるが、歩行できる方が利用できる短期入所先はないか（アクセス時間も含む） イリョウテキ ヒツヨウ カタ チョウジカン ガイシュツ チョウジカン シエン シャ コウソク イドウ シュダン クルマ ナカ タイオウ イリョウテキ ヒツヨウ カタ ガイシュツ ガイシュツ カンキョウ トトノ イリョウテキ ヒツヨウ カタ ヨウ カイジョ ホコウ カタ リヨウ タンキ ニュウショ サキ ジカン フク		0		0		0		0				1		0		専門的（医療面）な知識がなく、専門用語が多く調べたり聞いたりしながら支援していくこと。長く関わらないと親の思いまで聞き出せないこと。 センモンテキ イリョウ メン チシキ センモン ヨウゴ オオ シラ キ シエン ナガ カカ オヤ オモ キ ダ		0				当事者が何歳になっても利用できるサービス環境（短期入所、訪問入浴など）。教育もほかのお子さん同様平等に受けられる機会（学校行事も含む）。相談対応できる人材の確保。緊急時でも利用できるサービスの調整・確保。直接支援できるサービス・人材を増やすこと。 トウジシャ ナンサイ リヨウ カンキョウ タンキ ニュウショ ホウモン ニュウヨク キョウイク コ ドウヨウ ビョウドウ ウ キカイ ガッコウ ギョウジ フク ソウダン タイオウ ジンザイ カクホ キンキュウジ リヨウ チョウセイ カクホ チョクセツ シエン ジンザイ フ

		承諾 ショウダク		ライフサポートセンターゆめ		0280-33-3624		0280-57-4624		329-0111		野木町丸林630-4		野木町、その周辺地域 ノギマチ シュウヘン チイキ		1		0		1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		1		福祉サービス利用に関する相談 フクシ リヨウ カン ソウダン		1		0				0		0		0		0				1		0		医療的な情報、知識に乏しくわからない用語などが数多く出てきた。医療的ケアの内容の聞き取り（どの部分を聞いていけばよいのか） イリョウテキ ジョウホウ チシキ トボ ヨウゴ カズオオ デ イリョウテキ ナイヨウ キ ト ブブン キ		0				Ｆａの負担軽減のためのレスパイト先（ＨＰ、ＳＳ機関等）。家族それぞれの訴え、希望を明確にしていく。関係機関がチームになりＦａの支え応援をしていく。 フタン ケイゲン サキ キカンナド カゾク ウッタ キボウ メイカク カンケイ キカン ササ オウエン

		承諾 ショウダク		足利ケアサービス		0284-21-7630		0284-21-3109		326-0843		足利市五十部町809-3		足利市、佐野市、太田市 アシカガシ サノシ オオタシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		0		1		ケースによって対応する タイオウ		0		1				3

		承諾 ショウダク		相談支援センターみさと		0285-72-9767				321-4104		芳賀郡益子町大沢2800-5		芳賀郡内（真岡市、益子町、市貝町、芳賀町、茂木町） ハガ グンナイ モオカシ マシコ チョウ イチ ガイ マチ ハガマチ モギマチ		1		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		資源が少ない、短期入所先の確保が難しかった。計画を作るのには、医療情報が難しく感じられた。 シゲン スク タンキ ニュウショ サキ カクホ ムズカ ケイカク ツク イリョウ ジョウホウ ムズカ カン		0				連携の取れる医療関係者がたくさん地域の中にいてくれると安心して生活できるかな。外出や余暇の充実を図るために医療の必要な人の生活が限られてしまっている（あきらめてしまっている） レンケイ ト イリョウ カンケイシャ チイキ ナカ アンシン セイカツ ガイシュツ ヨカ ジュウジツ ハカ イリョウ ヒツヨウ ヒト セイカツ カギ

		承諾 ショウダク		サポートセンターとみや生活支援センター		028-665-8230		028-665-8230		321-2116		宇都宮市徳次郎町540		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		0		1		0		0		0		0		1		1		1		1		1		0				0		1		医療的なケアが必要な利用者様の日中活動先が限られて利用できない人がいる。学校との連携が取りにくい。通勤手段・行事参加制限があり平等性が保たれない。学校はサービスで対応を望み、福祉行政は教育で何とかするべきとつねに折り合わない。 イリョウテキ ヒツヨウ リヨウシャサマ ニッチュウ カツドウ サキ カギ リヨウ ヒト ガッコウ レンケイ ト ツウキン シュダン ギョウジ サンカ セイゲン ビョウドウセイ タモ ガッコウ タイオウ ノゾ フクシ ギョウセイ キョウイク ナン オ ア		0		0		1		0		協力してほしい キョウリョク		1		0		利用できるサービスが限られている。社会参加できる機会が少なく、場が限られている。介護者の負担軽減が取りにくい。夢や希望を叶えるための資源が少ない。 リヨウ カギ シャカイ サンカ キカイ スク バ カギ カイゴシャ フタン ケイゲン ト ユメ キボウ カナ シゲン スク		0				通勤手段、保護者なくても教育が受けられる環境。常に親同行を求めるのでは、自立につながらず、いつになっても親の負担は軽減されない。親が安心して託せる日中活動の場。社会参加、役割を担える環境作り、職場。地域で生活していくための交流の機会や場があるといい。緊急的にレスパイトを受け入れてくれる場。 ツウキン シュダン ホゴシャ キョウイク ウ カンキョウ ツネ オヤ ドウコウ モト ジリツ オヤ フタン ケイゲン オヤ アンシン タク ニッチュウ カツドウ バ シャカイ サンカ ヤクワリ ニナ カンキョウ ヅク ショクバ チイキ セイカツ コウリュウ キカイ バ キンキュウテキ ウ イ バ

		承諾 ショウダク		社会就労センターえいぶるの里 シャカイ シュウロウ サト		0285-22-4561		0285-224581		323-0003		小山市東島田2403-2		小山市、下野市、上三川町、野木町、結城市、古河市、筑西市 オヤマシ シモノ シ カミノカワマチ ノギマチ ユウキシ コガシ ツク ニシ シ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				1		0		自己決定が難しいため、家族中心の考えになってしまうこと。また、利用できる社会資源が少ない。 ジコ ケッテイ ムズカ カゾク チュウシン カンガ リヨウ シャカイ シゲン スク		1				関係機関との連携、特に在宅が長い方は医療機関とのかかわりが家族も含め、希薄になってしまい、二次障害に対応できない。地域に総合的に支援でき、医療的ケアが受けられる場所、または訪問医療の充実が必要と思います。 カンケイ キカン レンケイ トク ザイタク ナガ カタ イリョウ キカン カゾク フク キハク ニジ ショウガイ タイオウ チイキ ソウゴウテキ シエン イリョウテキ ウ バショ ホウモン イリョウ ジュウジツ ヒツヨウ オモ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所「ピュア」		0282-31-3911		0282-31-3912		328-0133		栃木市大森町465		栃木市、鹿沼市、佐野市、小山市、壬生町 トチギシ カヌマシ サノシ オヤマシ ミブマチ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1

		承諾 ショウダク		社会福祉法人とちのみ会　こなかの森 シャカイ フクシ ホウジン カイ モリ		0283-24-5757		0283-24-6294		327-0001		佐野市小中町1280		佐野市、足利市 サノシ アシカガシ		1		0		1		0		1		0		0		1		0		1		0		0		0				1		2		通所型のため、短期入所の受け入れはサービスとして提供できず、他施設の紹介、相談支援事業につなげている。 ツウショ ガタ タンキ ニュウショ ウ イ テイキョウ タ シセツ ショウカイ ソウダン シエン ジギョウ		0		0		0		0				1		0		療養型短期入所ほかの施設への短期入所の受け入れ状況など、受け入れ場所を見つけるなど。短期入所時の発作発症時医療への繋ぎが困難。問題多（かかりつけ医への搬送） リョウヨウガタ タンキ ニュウショ シセツ タンキ ニュウショ ウ イ ジョウキョウ ウ イ バショ ミ タンキ ニュウショ ジ ホッサ ハッショウ ジ イリョウ ツナ コンナン モンダイ タ イ ハンソウ		0				佐野市には、身障（重心）短期入所施設がなく老人施設に佐野市が委託しているが、利用する人もいなく、サービスが使いづらい状態にある。短期入所受け入れ可能施設が増えることで、家族のほうも使いやすく利便性があがると考えます。 サノシ シンショウ ジュウシン タンキ ニュウショ シセツ ロウジン シセツ サノシ イタク リヨウ ヒト ツカ ジョウタイ タンキ ニュウショ ウ イ カノウ シセツ フ カゾク ツカ リベンセイ カンガ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所テトテ		0287-36-7171		0287-36-7181		329-2732		那須塩原市一区町251-1		那須塩原市（大田原、矢板、那須町、那珂川町、烏山） ナスシオバラ シ オオタワラ ヤイタ ナスマチ ナカガワマチ カラスヤマ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		0		1		委託の相談支援事業所や重心専門の事業所に相談する イタク ソウダン シエン ジギョウショ ジュウシン センモン ジギョウショ ソウダン		0		1				3		その方にとって、より専門性の高い方が対応することが望ましいと思いますので、作成が適するか否か周囲のサービス状況なども考慮して決めたいと思います。適切にアドバイスをいただける地域の環境が整っていれば、スキルアップ、経験の積み重ねのためにも作成したいです。 カタ センモンセイ タカ ホウ タイオウ ノゾ オモ サクセイ テキ イナ シュウイ ジョウキョウ コウリョ キ オモ テキセツ チイキ カンキョウ トトノ ケイケン ツ カサ サクセイ		相談支援専門員のスキルアップ。きめ細かい支援（サービスの充実）本人のニーズを正しく理解できる人材の育成と地域の理解。 ソウダン シエン センモンイン コマ シエン ジュウジツ ホンニン タダ リカイ ジンザイ イクセイ チイキ リカイ

		承諾 ショウダク		指定特定相談支援事業所あじさい		0287-60-3361		0287-60-3362		325-0034		那須塩原市東原166		那須塩原市、那須町 ナスシオバラ シ ナスマチ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2				訪問看護、訪問診療を行う医師が必要だと思います。 ホウモン カンゴ ホウモン シンリョウ オコナ イシ ヒツヨウ オモ

		承諾 ショウダク		障害者相談支援センターいぶき		028-678-3502		028-676-3501		329-1216		高根沢町桑窪2266-2		高根沢町 タカネザワマチ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1				短期入所など受け入れてくれる施設を増やしてほしい。県内で受け入れていただけない為、県外の施設を考えなくてはいけない方がいます。 タンキ ニュウショ ウ イ シセツ フ ケンナイ ウ イ タメ ケンガイ シセツ カンガ カタ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所わくわくおやま		0285-24-6575		0285-20-0255		323-0022		小山市駅東通り3-9-6		小山市 オヤマシ		1		0		1		0		1		1		1		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		関係事業所が多いことで情報収集連携等大変。医療機関とも連携を図る必要あり。レスパイト、ショートステイの受入困難。利用できる事業所が少ない。 カンケイ ジギョウショ オオ ジョウホウ シュウシュウ レンケイ ナド タイヘン イリョウ キカン レンケイ ハカ ヒツヨウ ウケイレ コンナン リヨウ ジギョウショ スク		0				重症心身障害児（者）を受け入れしてくれる事業所、施設がもっと多くあればよいと思われる。通所日中一時短期入所など。相談支援、計画作成についてもほかの事業所が受け入れてくれないとの理由で受け入れ可能事業所へ集中してしまう為、相談員への研修等を増やせばよいが。しかし日々の業務が多忙であるため、難しいのかな？ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ ウ イ ジギョウショ シセツ オオ オモ ツウショ ニッチュウ イチジ タンキ ニュウショ ソウダン シエン ケイカク サクセイ ジギョウショ ウ イ リユウ ウ イ カノウ ジギョウショ シュウチュウ タメ ソウダン イン ケンシュウ ナド フ ヒビ ギョウム タボウ ムズカ

		承諾 ショウダク		相談支援センターネクスト		080-8854-9551		0280-612-1558		320-0034		宇都宮市泉町6-25		宇都宮市 ウツノミヤシ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2

		承諾 ショウダク		相談支援事業のぞみ		0287-65-2288		0287-65-2282		329-3152		那須塩原市上中野53		那須塩原市、大田原市、那須町 ナスシオバラ シ オオタワラシ ナスマチ		1		0		1		0		0		0		1		1		1		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		現サービスでの医療ケアをふまえ、将来にむけて他事業との連携につなげるよう計画作成、調整に苦労した。 ゲン イリョウ ショウライ タ ジギョウ レンケイ ケイカク サクセイ チョウセイ クロウ		0				選択肢が増えるよう受け入れ可能な福祉サービス事業所の増加が必要だと思われます。 センタクシ フ ウ イ カノウ フクシ ジギョウショ ゾウカ ヒツヨウ オモ

		承諾 ショウダク		サポートセンターひばり		028-670-0330		028-667-7315		321-3236		宇都宮市竹下町435-159		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		苦労ではないが、お母様がとても一生懸命ですでにサービスも繋がっていたため、現状を計画にする形となったが、計画作成後のかかわりについて相談員としてどのようにすべきことが望ましいかと考える。 クロウ カアサマ イッショウケンメイ ツナ ゲンジョウ ケイカク カタチ ケイカク サクセイ ゴ ソウダン イン ノゾ カンガ		0				福祉サービスや医療、またボランティアが入室されるととてもよいと思います。また、介助者（家族）のケアも考えると気軽に参加できるようなイベント（医療が整っていたり、介助するボランティアさんがいたり）や、同じ重症心身障害児（者）をもつかたとのネットワークがあるといいのかなと思います。 フクシ イリョウ ニュウシツ オモ カイジョシャ カゾク カンガ キガル サンカ イリョウ トトノ カイジョ オナ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ オモ

		承諾 ショウダク		高根沢町障害児者生活支援センターすまいる タカネザワマチ		028-612-2751		028-612-2752		329-1225		栃木県塩谷郡高根沢町石末1825　福祉センター内 ３２９－１２２５ フクシ ナイ		高根沢町 タカネザワマチ		1		0		1		0		0		0		1		0		0		1		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		地元に使える資源がなく苦労した ジモト ツカ シゲン クロウ		0				①医療と福祉の連携ネットワーク②重心の方でも利用できるサービスが増えること③訪問診療医 イリョウ フクシ レンケイ ジュウシン カタ リヨウ フ ホウモン シンリョウ イ

		承諾 ショウダク		障害者相談支援センターフォレスト		0284-91-1816		0284-91-2867		326-0011		足利市大沼田町615		足利市及び近隣市町村 アシカガシ オヨ キンリン シチョウソン		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0				0

		承諾 ショウダク		障がい者相談支援事業所ケアサプライ		0287-73-5312		0287-73-5311		329-3221		栃木県那須郡那須町漆塚762-102 ３２９－３２２１		白河市、那須町、那須塩原市、大田原市 シラカワシ ナスマチ ナスシオバラシ オオタワラシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1				サービスを提供できる事業所の充実を図る テイキョウ ジギョウショ ジュウジツ ハカ

		承諾 ショウダク		南栃木支援センター相談支援		0285-44-6118		0285-44-7215		329-0412		下野市柴1432-105		下野市、小山市、壬生町 シモノ シ オヤマシ ミブマチ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		0		1		介護保険と併用する場合のみ対応する カイゴ ホケン ヘイヨウ バアイ タイオウ		0		1				3		介護保険と併用する場合のみ作成する カイゴ ホケン ヘイヨウ バアイ サクセイ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所とまり木		0287-54-2854		0287-54-2230		324-0231		大田原市北野上3952		大田原市、那須塩原市、那須町 オオタワラシ ナスシオバラシ ナスマチ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1				当事業所の対応範囲は現在、知的障害者特に中・軽度が主だが、精神（高次脳機能障害も含む）分野もやり始めている。今後重症心身障害者もほかの相談支援事業所の助けを得ながら、勉強しながら対応したいと考えている。そのために研修や見学の機会を多く作っていただきたい。今は、当事業所はその程度しか考えられない。 トウ ジギョウショ タイオウ ハンイ ゲンザイ チテキ ショウガイシャ トク チュウ ケイド オモ セイシン コウジ ノウ キノウ ショウガイ フク ブンヤ ハジ コンゴ ジュウショウ シンシン ショウガイシャ ソウダン シエン ジギョウショ タス エ ベンキョウ タイオウ カンガ ケンシュウ ケンガク キカイ オオ ツク イマ トウ ジギョウショ テイド カンガ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所ポンテ		028-652-7288		028-652-6355		321-0341		宇都宮市古賀志町1964-12		宇都宮、鹿沼、日光、壬生 ウツノミヤ カヌマ ニッコウ ミブ		0		1		1		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0				0				未就学児（3～5才）の方の医療型児童発達支援を分離で行う施設が数か所あると良いと思います。 ミシュウガクジ サイ カタ イリョウ ガタ ジドウ ハッタツ シエン ブンリ オコナ シセツ スウ ショ ヨ オモ

		承諾 ショウダク		相談支援センター光輝舎		0285-70-2020		0285-72-8222		321-4105		芳賀郡益子町北中1113-1		芳賀郡、真岡市等 ハガ グン モオカシ ナド		1		0		1		0		1		1		1		1		0		1		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		利用できるサービス事業所が少ない。重心児者に合わせたプログラムが見つからない（近隣で） リヨウ ジギョウショ スク ジュウシン ジ シャ ア ミ キンリン		0				本人の状態にもよるが、重度化する状況に対応できる事業所の確保。家族の負担が大きくなり在宅生活の継続が困難になることが予測されるので、在宅で支援が受けられるような体制の充実と、レスパイトサービスの拡大。 ホンニン ジョウタイ ジュウドカ ジョウキョウ タイオウ ジギョウショ カクホ カゾク フタン オオ ザイタク セイカツ ケイゾク コンナン ヨソク ザイタク シエン ウ タイセイ ジュウジツ カクダイ

		承諾 ショウダク		特定相談支援事業所やすらぎ		028-650-7727		028-650-7728		320-0011		宇都宮市富士見が丘3－19－20		宇都宮市 ウツノミヤシ		0		0		1		0		1		0		0		0		0		1		1		0		0				0		3		対応できるヘルパーがいれば支援する タイオウ シエン		0		0		0		0				0		1				3

		承諾 ショウダク		障がい者支援センターにんべん		028-686-2539		028-686-2584		329-1417		さくら市フィオーレ喜連川5-2-1　フィオーレガーデン1-102		さくら市 シ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1				地域資源アンケートをいただきありがとうございました。設問に対しまして知識不足にこれでいいのかという思いです。相談支援専門員として設問にありました「3」要望がでますれば、先輩相談員・各職種の方々に相談・指導をいただき、相談支援事業を行ってみたいと考えます。大島先生について学ばせて頂きました。 チイキ シゲン セツモン タイ チシキ ブソク オモ ソウダン シエン センモンイン セツモン ヨウボウ センパイ ソウダン イン カクショクシュ カタガタ ソウダン シドウ ソウダン シエン ジギョウ オコナ カンガ オオシマ センセイ マナ イタダ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所おやま		0285-22-1833		0285-228946		323-0014		小山市喜沢660		小山市、下野市 オヤマシ シモノ シ		1		0		1		0		1		1		0		0		0		0		0		1		0				2		3				0		0		0		0				1		0		本人の意思が明確でないので親の意向中心のものになってしまった。 ホンニン イシ メイカク オヤ イコウ チュウシン		0

		承諾 ショウダク		真岡介護センター		0285-80-5200		0285-80-5211		321-4361		真岡市並木町1-8-1　シティ並木102 ナミキ		真岡市、芳賀町南部、市貝町南部、益子町西部、上三川東部 モオカシ ハガマチ ナンブ イチ ガイ チョウ ナンブ マシコ チョウ セイブ カミノカワ トウブ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		0		1				0		1				3		担当者の受け持ちケースの状況など考慮し対応できるか検討したい タントウシャ ウ モ ジョウキョウ コウリョ タイオウ ケントウ

		承諾 ショウダク		さの社協相談支援センターほっぷ		0283-22-8152		0283-22-8199		327-0003		佐野市大橋町3212-27		佐野市全域 サノシ ゼンイキ		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2		現在相談支援専門員1名で行っているため ゲンザイ ソウダン シエン センモンイン メイ オコナ

		承諾 ショウダク		相談支援ウエイブ		0282-23-4465		0282-23-4465		328-0012		栃木市平柳町1-2-7		栃木市、壬生町 トチギシ ミブマチ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		1		0				0		1				2		指定特定相談支援事業で精神に対応しているため シテイ トクテイ ソウダン シエン ジギョウ セイシン タイオウ		ご家族の中だけでは生活がマンネリ化して単調になりかねないので、音楽、体を動かす、読み聞かせ麻痺・拘縮のマッサージなどのリハビリの頻度を高める。ご本人が楽しいと感じることを提供できる。ご家族が疲弊しないよう旅行や趣味などの充実した時間がもてるようサービスを利用していくこと。 カゾク ナカ セイカツ カ タンチョウ オンガク カラダ ウゴ ヨ キ マヒ コウシュク ヒンド タカ ホンニン タノ カン テイキョウ カゾク ヒヘイ リョコウ シュミ ジュウジツ ジカン リヨウ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所わらしべの家		0282-27-1627		0282-27-1675		328-0011		栃木市大宮町2708-3		栃木市 トチギシ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1		専門的な知識が不十分なため行政などの機関と相談しながらの対応となります センモンテキ チシキ フジュウブン ギョウセイ キカン ソウダン タイオウ		短期入所や移動支援などの福祉サービス利用時にお付き合いのある医療機関や訪問看護の看護師が同行でき緊急時の対応が迅速にとれる体制（すでにできていたらすみません） タンキ ニュウショ イドウ シエン フクシ リヨウ ジ ツ ア イリョウ キカン ホウモン カンゴ カンゴシ ドウコウ キンキュウジ タイオウ ジンソク タイセイ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所　空		0287-73-8165		0287-73-8165		329-3157		那須塩原市大原間西1-19-9		那須塩原市、大田原市、那須町 ナスシオバラ シ オオタワラシ ナスマチ		1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		重心のお子様の療育支援をやっていたので、苦労はありませんでしたが、医療（訪問看護）訪問リハ訪問入浴の制度を知らなかったので、その方々との連携が取れて大変勉強になりました。 ジュウシン コサマ リョウイク シエン クロウ イリョウ ホウモン カンゴ ホウモン ホウモン ニュウヨク セイド シ カタガタ レンケイ ト タイヘン ベンキョウ		0				医療的ケアの必要な方には支援スタッフ・必ず看護師の方が不在では双方安心したケアはできません。例）乳幼児の通所事業は保母と看護師さん。小学→高校までは義務教育がありますが事後に生活介護はもちろんですが、本当に重心の方の為の日中活動の場が不足しているとおもいますので重心の方の通所事業は必要と思います。家庭以外で通える場所→一時預かりや療育支援事業→高校卒業後は通所施設（一時預かりも含めて） イリョウテキ ヒツヨウ カタ シエン カナラ カンゴシ カタ フザイ ソウホウ アンシン レイ ニュウヨウジ ツウショ ジギョウ ホボ カンゴシ ショウガク コウコウ ギム キョウイク ジゴ セイカツ カイゴ ホントウ ジュウシン カタ タメ ニッチュウ カツドウ バ フソク ジュウシン カタ ツウショ ジギョウ ヒツヨウ オモ カテイ イガイ カヨ バショ イチジ アズ リョウイク シエン ジギョウ コウコウ ソツギョウゴ ツウショ シセツ イチジ アズ フク

		承諾 ショウダク		相談支援事業所みどり		0285-45-8362		0285-45-8397		329-0214		小山市乙女786-1		小山市、栃木市、古河市、結城市 オヤマシ トチギシ コガシ ユウキシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0		大人は対応可能 オトナ タイオウ カノウ		1		1		大人はあるが、こどもはない。先日訪問介護を事業所にお願いしたところどこの事業所も受けていただけなかった。 オトナ センジツ ホウモン カイゴ ジギョウショ ネガ ジギョウショ ウ		3		成人しか計画相談をしたことがないので不安である。当事業所は相談員が一名なので相談する相手がいない セイジン ケイカク ソウダン フアン トウ ジギョウショ ソウダン イン イチメイ ソウダン アイテ		サービス事業所で受けてもらえないケースがある。特に重心や精神知的等重複して疾患を持っていると問い合わせた時点でお断りされてします。 ジギョウショ ウ トク ジュウシン セイシン チテキ ナド チョウフク シッカン モ ト ア ジテン コトワ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所こころみ		0284-41-5039		0284-43-2665		326-0061		足利市田島町611-2				0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		1		0				0		1				3		これまで前例がなく、またこの障害について熟知した方（機関）があるならそちらでしていただいた方がご本人様にとってよい支援であると考えるから。※現在当法人の入所・通所等サービスを利用されている方の相談支援がほとんどの状況です。 ゼンレイ ショウガイ ジュクチ カタ キカン ホウ ホンニンサマ シエン カンガ ゲンザイ トウホウジン ニュウショ ツウショ ナド リヨウ カタ ソウダン シエン ジョウキョウ

		承諾 ショウダク		相談支援センターのどか　真岡センター		0285-81-5890		0285-85-8452		321-4305		真岡市荒町111-1		真岡市、芳賀町、市貝町、益子町、茂木町 モオカシ ハガマチ イチガイ マチ マシコ チョウ モギ マチ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1				在宅での生活では家族の介護負担の軽減が必要。フォーマルインフォーマルの枠にとらわれない福祉サービス。 ザイタク セイカツ カゾク カイゴ フタン ケイゲン ヒツヨウ ワク フクシ

		承諾 ショウダク		友井タクシー介護ステーションふれあい		0285-30-0840		0285-30-0844		323-0025		小山市城山町2丁目12-25		小山市 オヤマシ		1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		利用するサービスは多様で、施設・病院・学校など医療福祉事業所数も多く連携を図るのが困難。学校行事に参加するための会出自の支援サービスがない。 リヨウ タヨウ シセツ ビョウイン ガッコウ イリョウ フクシ ジギョウショ スウ オオ レンケイ ハカ コンナン ガッコウ ギョウジ サンカ カイ シュツジ シエン		0				ご家族様が安心して預けることができる施設と必要に預けられる施設の数は少ない。片道１時間以上かかるためとても不便に思います。呼吸器の方の預かり先は少ない。 カゾクサマ アンシン アズ シセツ ヒツヨウ アズ シセツ カズ スク カタミチ ジカン イジョウ フベン オモ コキュウキ カタ アズ サキ スク

		承諾 ショウダク		もくせいの里		0282-43-0593		0282-43-1387		329-4405		栃木市大平町西山田1198		栃木市内 トチギシナイ		0		1		1		0		1		0		0		1		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		ニーズにあてはまるサービスがなかった。例）①入浴支援②移送サービス　①自宅の浴槽では支援が入れず訪問入浴を検討。しかし、浴槽を置けるスペースがなく断念。②主たる介護者が入院。学校までの送迎ができず特例で市の移送サービスを利用するもかなり時間を要した。 レイ ニュウヨク シエン イソウ ジタク ヨクソウ シエン ハイ ホウモン ニュウヨク ケントウ ヨクソウ オ ダンネン シュ カイゴシャ ニュウイン ガッコウ ソウゲイ トクレイ シ イソウ リヨウ ジカン ヨウ		0				①地域の理解や協力②受け入れの拡大（重心の通所、24時間看護体制が整った短期入所）③デマンドタクシー等関係者の重心に対する理解（理解附属により資源として存在するが利用しがたい）④児童が入浴支援を受けられる環境（家族の身体的な介護負担軽減） チイキ リカイ キョウリョク ウ イ カクダイ ジュウシン ツウショ ジカン カンゴ タイセイ トトノ タンキ ニュウショ ナド カンケイシャ ジュウシン タイ リカイ リカイ フゾク シゲン ソンザイ リヨウ ジドウ ニュウヨク シエン ウ カンキョウ カゾク シンタイテキ カイゴ フタン ケイゲン

		承諾 ショウダク		足利障害者相談支援センター		0284-44-0307		0284-44-0318		326-0064		足利市東砂原後町1072		足利市、佐野市 アシカガシ サノシ		1		0		1		0		1		0		0		1		0		1		0		1		0				1		0				0		0		0		0				0		1				2		委託相談支援事業所のため イタク ソウダン シエン ジギョウショ		医療的ケアが整った施設のショートステイ充実が必要。また、特に呼吸器をつけた方のショート療養介護の利用とそれらを利用するための送迎体制の充実が必要。 イリョウテキ トトノ シセツ ジュウジツ ヒツヨウ トク コキュウキ カタ リョウヨウ カイゴ リヨウ リヨウ ソウゲイ タイセイ ジュウジツ ヒツヨウ

		承諾 ショウダク		指定障害者相談支援事業所あるしぇん		0282-86-7665		0282-21-7109		321-0201		栃木県下都賀郡壬生町安塚2032 ３２１－０２０１		壬生町 ミブマチ		1		0		1		0		1		0		0		1		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		①相談支援専門員として重症心身障害児（者）の方に対する支援の知識や経験が少ない②医療的ケアが必要となる方に対して対応できる福祉サービス（事業所）が少ない。 ソウダン シエン センモンイン ジュウショウシンシンショウガイジ シャ カタ タイ シエン チシキ ケイケン スク イリョウテキ ヒツヨウ カタ タイ タイオウ フクシ ジギョウショ スク		0				医療的ケアが必要な方に関して、福祉のサービスでは対応しきれない部分が多く、結果として家族が本人を抱え込まざるを得ない現状があるように感じます。家族の介護負担が少しでも軽減できるよう福祉サービスも柔軟な対応が出来るようになるといいなと思います。 イリョウテキ ヒツヨウ カタ カン フクシ タイオウ ブブン オオ ケッカ カゾク ホンニン カカ コ エ ゲンジョウ カン カゾク カイゴ フタン スコ ケイゲン フクシ ジュウナン タイオウ デキ オモ

		承諾 ショウダク		下野市相談支援事業所 こばと		0285-44-6783		0285-44-6783		329-0414		下野市小金井1146-6		下野市、上三川町 シモノ シ カミノカワマチ		1		0		1		0		0		0		1		1		0		1		1		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		医療的ケアが必要な乳幼児に対応できるヘルパー事業所。短期入所・日中一時支援事業所が近くにない（少ない）。 イリョウテキ ヒツヨウ ニュウヨウジ タイオウ ジギョウショ タンキ ニュウショ ニッチュウ イチジ シエン ジギョウショ チカ スク		0				設問5で回答した内容：外出可能な方は児童発達支援を利用可能であるが無理な方は外部との交流をもちにくい。訪問看護・訪問リハビリが入っているケースはいいがない場合母子で孤立しがち。幸いあそびの支援をしてくれるヘルパー事業所があり支援につながっている。ヘルパー利用を希望されない家庭、利用したくてもヘルパー事業所がない等支援に苦慮する。 セツモン カイトウ ナイヨウ ガイシュツ カノウ カタ ジドウ ハッタツ シエン リヨウ カノウ ムリ カタ ガイブ コウリュウ ホウモン カンゴ ホウモン ハイ バアイ ボシ コリツ サイワ シエン ジギョウショ シエン リヨウ キボウ カテイ リヨウ ジギョウショ ナド シエン クリョ

		承諾 ショウダク		相談支援センターぴあん ソウダン シエン		0282-31-1755		0282-31-2919		328-0067		栃木市皆川城内町333-2		栃木市、小山市 トチギシ オヤマシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1				これまで現場で関わったことがなく、事例検討でしか情報を把握しておらず不安はあります。でも関係機関やご家族様からいろいろなことを教えて頂きながら相談支援として専門性を活かせればと思っています。色々な立場の方からお話をお伺いしてもご家族や医療機関専門的な事業所の負担が大きく相談支援があまり役に立つことができていない（場合によっては自ら引いてしまう）今の現状を少しでも変えていければいいと思います。 ゲンバ カカ ジレイ ケントウ ジョウホウ ハアク フアン カンケイ キカン カゾクサマ オシ イタダ ソウダン シエン センモンセイ イ オモ イロイロ タチバ カタ ハナシ ウカガ カゾク イリョウ キカン センモンテキ ジギョウショ フタン オオ ソウダン シエン ヤク タ バアイ ミズカ ヒ イマ ゲンジョウ スコ カ オモ

		承諾 ショウダク		うつのみや		028-632-6074/090-4059-9728		028-632-6075		320-0861		宇都宮市西2-1-7		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				3		専門的な知識を社会資源のアドバイスを他相談支援事業所からいただきながらみずからの事業所で引き受けるという形が望ましい センモンテキ チシキ シャカイ シゲン ホカ ソウダン シエン ジギョウショ ジギョウショ ヒ ウ カタチ ノゾ

		承諾 ショウダク		サポートセンターきりん		028-612-3838		028-678-3257		321-0905		栃木県宇都宮市平出工業団地43-100 ３２１－０９０５		宇都宮市 ウツノミヤシ		0		1		1		0		1		0		0		1		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		療養介護に入所しているので他のサービスの利用が困難。そのための社会資源をつなげたり、活用したりするのが難しい。 リョウヨウ カイゴ ニュウショ ホカ リヨウ コンナン シャカイ シゲン カツヨウ ムズカ		0				今後、市町村などで展開されていく生活拠点に関する事業をうまく活用できればいいなと感じています。入所されている方々については地域とのつながり方が今後は重要になってくると思われますので、広く門扉を開けた活動などが多くなってくるといいなと思っています。 コンゴ シチョウソン テンカイ セイカツ キョテン カン ジギョウ カツヨウ カン ニュウショ カタガタ チイキ カタ コンゴ ジュウヨウ オモ ヒロ モンピ ア カツドウ オオ オモ

		承諾 ショウダク		さわやか相談支援センター		0280-57-4884		0280-57-4994		329-0112		野木町南赤塚1145-1		小山市、野木町、古河市、栃木市 オヤマシ ノギマチ コガシ トチギシ		0		1		1		0		0		0		1		0		0		1		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		現実的な目標の位置づけ ゲンジツテキ モクヒョウ イチ		0

		承諾 ショウダク		相談支援事業所つばさ		0287-53-7393		0287-53-7394		324-0044		大田原市親園824-1		大田原市、那須塩原市、那須烏山市、矢板市、さくら市、那須町、塩谷町、高根沢町 オオタワラシ ナスシオバラシ ナスカラスヤマシ ヤイタシ シ ナスマチ シオ タニ マチ タカネザワマチ		1		0		1		0		1		0		1		1		0		1		0		0		0				1		2		医療的なケアが必要なケース、将来的に短期入所につなげたいケースだった為、専門の事業所に依頼した イリョウテキ ヒツヨウ ショウライテキ タンキ ニュウショ タメ センモン ジギョウショ イライ		1		1		0		0				1		0		使えるサービスの少なさに調整が難しかった ツカ スク チョウセイ ムズカ		1				乳幼児期の受け入れ可能な福祉サービス等の社会資源が必要である。 ニュウヨウジ キ ウ イ カノウ フクシ ナド シャカイシゲン ヒツヨウ

		承諾 ショウダク		特定相談支援センターはじめ		0284-22-4561		0284-22-4562		326-0143		足利市葉鹿町735-1		足利市 アシカガシ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1

		承諾 ショウダク		上三川障がい児・者生活相談支援センター		0285-38-6854		0285-38-6841		329-0611		上三川町上三川5082-15		上三川町 カミノカワマチ		1		0		1		0		1		0		0		1		0		0		0		0		0				1		0				0		0		0		0				1		0				0

		承諾 ショウダク		はつらつサロン南天相談支援事業所		0285-22-4659		0285-38-6529		323-0027		小山市花垣町2-3-19		小山市、栃木市 オヤマシ トチギシ		0		0		1		0		1		1		0		1		1		1		1		1		0				0		0				0		0		0		0				1		0		利用したいサービス事業所が少なく生活改善、家族、支援者の負担軽減に繋がらない（訪問入浴、ショートステイ、生活介護などなど（就労Ａ型））医師によっては連携が困難。何処の精神科がよいかと利用者に問われるが答えは解らない。 リヨウ ジギョウショ スク セイカツ カイゼン カゾク シエンシャ フタン ケイゲン ツナ ホウモン ニュウヨク セイカツ カイゴ シュウロウ ガタ イシ レンケイ コンナン ドコ セイシンカ リヨウシャ ト コタ ワカ		0				本人の選択や受け入れ事業所の間口を広げる。例えば入浴はヘルパーの2人対応で行ているがヘルパー不足や腰痛の悪化などで対応が難しくなってくる。機会浴のできる生活介護を勧めるも本人の選択肢がない。自宅から出かける自由さのようなものが閉ざされているような気がする。反面高齢者のサービスは増加する一方で利用者が不足し閉鎖なども聞かれる。高齢者・障害者がともにデイサービスやショートステイを利用できるようにならないかと思う。障害児については働く両親をサポートすることで生活の安定や療育などへ通園のし易さを図り、送迎サービスの充実など。 ホンニン センタク ウ イ ジギョウショ マグチ ヒロ タト ニュウヨク ニン タイオウ オコナ ブソク ヨウツウ アッカ タイオウ ムズカ キカイ ヨク セイカツ カイゴ スス ホンニン センタクシ ジタク デ ジユウ ト キ ハンメン コウレイシャ ゾウカ イッポウ リヨウシャ フソク ヘイサ キ コウレイシャ ショウガイシャ リヨウ オモ ショウガイジ ハタラ リョウシン セイカツ アンテイ リョウイク ツウエン ヤス ハカ ソウゲイ ジュウジツ

		承諾 ショウダク		障がい者生活支援センターこぶし		028-680-5746		028-688-0214		321-0126		栃木県宇都宮市茂原町837-1		宇都宮市、上三川町 ウツノミヤシ カミノカワマチ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1				①医療機関との細かな連携体制②相談関係者を含め本人に関わり支援をするなかで即座に動きが取れるようなフットワークの軽いチーム作り イリョウ キカン コマ レンケイ タイセイ ソウダン カンケイシャ フク ホンニン カカ シエン ソクザ ウゴ ト カル ヅク

								Ｑ2.重症心身障害児（者）の定義をご存知ですか

				1		知っている シ		40

				2		知らない シ		33

								Ｑ3.重症心身障害児（者）の方（家族・関係機関等）からの相談を受けたことがありますか

						ある		35

						ない		43

										それは誰からの相談でしたか

								ａ.家族 カゾク		27

								ｂ.支援者 シエンシャ		6

								ｃ.関係機関 カンケイ キカン		12

										それはどんな相談でしたか

								生活上の相談 セイカツ ジョウ ソウダン		19

								医療的な相談 イリョウテキ ソウダン		7

								制度に関する相談 セイド カン ソウダン		15

								教育に関する相談 キョウイク カン ソウダン		5

								サービス等利用計画書作成に関する相談 ナド リヨウ ケイカクショ サクセイ カン ソウダン		26

								その他 タ		3

										それらの相談事業所として対応（解決）はできましたか

								ａ.できた		27

								ｂ.できなかった		4

								Ｑ4.Ｑ3-2「ない」→これから重症心身障害児（者）の方（本人・家族等）からの相談があればどのように対応されますか

						自分の事業所で対応する ジブン ジギョウショ タイオウ		17

						ほかの相談支援事業所へ依頼する ソウダン シエン ジギョウショ イライ		15

						行政に依頼する ギョウセイ イライ		8

						その他 タ		9

								Ｑ5.重症心身障害児（者）の方のサービス等利用計画書を作成したことがありますか

						ある		33

						ない		46

						今後依頼があれば作成する コンゴ イライ サクセイ		15

						他の相談支援事業所に依頼する ホカ ソウダン シエン ジギョウショ イライ		18

						作成するかどうかわからない サクセイ		14

										「ない」と回答 カイトウ



重症心身障害児（者）の定義をご存知ですか

Ｑ2.重症心身障害児（者）の定義をご存知ですか	Ｑ3.重症心身障害児（者）の方（家族・関係機関等）からの相談を受けたことがありますか	それは誰からの相談でしたか	それはどんな相談でしたか	それらの相談事業所として対応（解決）はできましたか	Ｑ5.重症心身障害児（者）の方のサービス等利用計画書を作成したことがありますか	Ｑ5.重症心身障害児（者）の方のサービス等利用計画書

　　 を作成したことがありますか

ない
59%



訪問看護事業所

		Ｑ1.貴施設について、お伺いいたします キ シセツ ウカガ

		1		事業所名 ジギョウショ メイ

		2		電話番号 デンワ バンゴウ

		3		FAX番号 バンゴウ

		4		所在地 ショザイチ

		5		職員構成（常勤・非常勤は問いません） ショクイン コウセイ ジョウキン ヒジョウキン ト

						看護師 カンゴシ

						作業療法士 サギョウ リョウホウシ

						准看護師 ジュンカンゴシ

						理学療法士 リガク リョウホウシ

						保健師 ホケンシ

						言語療法士 ゲンゴ リョウホウシ

						その他 タ

		6		訪問可能な主な市町村 ホウモン カノウ オモ シチョウソン

		Q2.いままでに以下の項目を在宅看護で行ったことがありますか（あるものすべてにチェックをしてください） イカ コウモク ザイタク カンゴ オコナ

								成人在宅 セイジン ザイタク				小児在宅 ショウニ ザイタク

				在宅人工呼吸器の管理 ザイタク ジンコウ コキュウキ カンリ

				気管カニューレの交換 キカン コウカン

				気管カニューレ部位のガーゼ交換 キカン ブイ コウカン

				気管内吸引 キカンナイ キュウイン

				食事介助 ショクジ カイジョ

				経鼻チューブの交換 ケイビ コウカン

				胃瘻の管理 イロウ カンリ

				経管栄養の注入 ケイカン エイヨウ チュウニュウ

				ストーマの管理 カンリ

				尿道カテーテルの管理 ニョウドウ カンリ

				導尿 ドウニョウ

				入浴介助 ニュウヨク カイジョ

				看護師によるリハビリテーション カンゴシ

				OTもしくはPTによるリハビリテーション

				中心静脈カテーテル管理 チュウシン ジョウミャク カンリ

				高カロリー輸液の管理 コウ ユエキ カンリ

				薬剤の静注（抗生物質や利尿剤など） ヤクザイ ジョウチュウ コウセイ ブッシツ リニョウザイ

				麻薬による疼痛コントロール マヤク ウズ ツウ

				終末期の医療的ケア シュウマツキ イリョウテキ

				在宅での看取り ザイタク ミト

				24時間対応 ジカン タイオウ

		Q3.現時点で、依頼のあった場合、重症心身障害児（者）の在宅医療を行うことはできますか ゲンジテン イライ バアイ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ ザイタク イリョウ オコナ

		1		できる

		2		できない

		3		要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン

		Q4.依頼があった場合に可能な医療的ケアと身体介護についてお答えください イライ バアイ カノウ イリョウテキ シンタイ カイゴ コタ

		※個別シートにて対応 コベツ タイオウ



				Ｑ1.貴施設について、お伺いいたします キ シセツ ウカガ																										Q2.いままでに以下の項目を在宅看護で行ったことがありますか（あるものすべてにチェックをしてください）【1.ある、0.ない】 イカ コウモク ザイタク カンゴ オコナ																																																																																				Q3		Q4.依頼があった場合に可能な医療的ケアと身体介護についてお答えください【1.できる、2.できない、3.要相談（条件による）】 イライ バアイ カノウ イリョウテキ シンタイ カイゴ コタ ヨウ ソウダン ジョウケン																																																																																																																																																																																																																		Q5.重症心身障害児（者）の方に対する医療、在宅生活等についてお気づきのことなど、ご自由にお書きください ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ カタ タイ イリョウ ザイタク セイカツナド キ ジユウ カ

				事業所名 ジギョウショ メイ		電話番号 デンワ バンゴウ		FAX番号 バンゴウ		郵便番号 ユウビンバンゴウ		所在地 ショザイチ		職員構成（常勤・非常勤は問いません）【人数：名】 ショクイン コウセイ ジョウキン ヒジョウキン ト ニンズウ メイ														訪問可能な主な市町村 ホウモン カノウ オモ シチョウソン		在宅人工呼吸器の管理 ザイタク ジンコウ コキュウキ カンリ				気管カニューレの交換 キカン コウカン				気管カニューレ部位のガーゼ交換 キカン ブイ コウカン				気管内吸引 キカンナイ キュウイン				食事介助 ショクジ カイジョ				経鼻チューブの交換 ケイビ コウカン				胃瘻の管理 イロウ カンリ				経管栄養の注入 ケイカン エイヨウ チュウニュウ				ストーマの管理 カンリ				尿道カテーテルの管理 ニョウドウ カンリ				導尿 ドウニョウ				入浴介助 ニュウヨク カイジョ				看護師によるリハビリテーション カンゴシ				OTもしくはPTによるリハビリテーション				中心静脈カテーテル管理 チュウシン ジョウミャク カンリ				高カロリー輸液の管理 コウ ユエキ カンリ				薬剤の静注（抗生物質や利尿剤など） ヤクザイ ジョウチュウ コウセイ ブッシツ リニョウザイ				麻薬による疼痛コントロール マヤク ウズ ツウ				終末期の医療的ケア シュウマツキ イリョウテキ				在宅での看取り ザイタク ミト				24時間対応 ジカン タイオウ						在宅人工呼吸器の管理 ザイタク ジンコウ コキュウキ カンリ										気管カニューレの交換 キカン コウカン										気管カニューレの管理（日常の交換以外の対応） キカン カンリ ニチジョウ コウカン イガイ タイオウ										気管内吸引 キカンナイ キュウイン										食事介助 ショクジ カイジョ										経鼻チューブの交換 ケイビ コウカン										ストーマの管理 カンリ										尿道カテーテルの管理 ニョウドウ カンリ										導尿 ドウニョウ										入浴介助 ニュウヨク カイジョ										看護師によるリハビリテーション カンゴシ										OTもしくはPTによるリハビリテーション										中心静脈カテーテル管理 チュウシン ジョウミャク カンリ										高カロリー輸液の管理 コウ ユエキ カンリ										薬剤の静注（抗生物質や利尿剤など） ヤクザイ ジョウチュウ コウセイ ブッシツ リニョウザイ										麻薬による疼痛コントロール マヤク トウツウ										終末期の医療的ケア シュウマツキ イリョウテキ										在宅での看取り ザイタク ミト										24時間対応 ジカン タイオウ										外出の介助 ガイシュツ カイジョ										通院の介助 ツウイン カイジョ

		承諾可否 ショウダク カヒ												看護師 カンゴシ		作業療法士 サギョウ リョウホウシ		准看護師 ジュンカンゴシ		理学療法士 リガク リョウホウシ		保健師 ホケンシ		言語療法士 ゲンゴ リョウホウシ		その他 タ				成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ				乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ

		否 ヒ		曙訪問看護ステーション アケボノ ホウモン カンゴ		028-660-7803		028-683-5306		321-0901		宇都宮市平出町413番地		8		3		0		3		0		1				宇都宮、高根沢 ウツノミヤ タカネザワ		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		3		2		2		2		2		3		2		2		2		2		2		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		1		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		1		1		1		3		3		3		1		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		2		2		2		2		2		いつも大変お世話になっております。当STでも数名の小児利用者をNS、PT、OTでサポートしています。又、貴院のショートステイを利用させて頂いております。ご利用者様、家族が安心して過ごせるよう地域でサポートできたらと考えています。どうぞよろしくお願い申し上げます。 タイヘン セワ トウ スウメイ ショウニ リヨウシャ マタ キ イン リヨウ イタダ リヨウシャサマ カゾク アンシン ス チイキ カンガ ネガ モウ ア

		否 ヒ		とちぎメディカルセンター		0282-22-5810		0282-225812		328-0043		栃木市境町27-21		9		0		4		1		0		1		2		栃木市、小山市、壬生町 トチギシ オヤマシ ミブマチ		1		1		1		0		1		1		1		1		1		0		1		0		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		0		1		1		3		2		1		1		1		1		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		2		2		2		1		1		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		1		1		1		1		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		2		2		2		2		2

		否 ヒ		あいケアステーション		0282-23-6221		0282-24-9850		328-0074		栃木市薗部町2-5-9		1		0		2		2		0		0				栃木市 トチギシ		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		3		2		2		2		2		3		2		2		2		2		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		3		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		3		2		2		2		2		3		2		2		2		2		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		2		2		2		2		3

		否 ヒ		訪問看護ステーションこすもす		0285-80-5511		0285-80-5512		321-4337		真岡市上高間木2-24-4		4		2		0		1		0		0						1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		3		2		2		2		3		3		2		2		2		3		3		2		2		2		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		3		3		3		3		3		3		3		2		2		2		3		3		2		2		2		3		3		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		2		2		2		2		3		2		2		2		2		3		2		2		2		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		1		3		3		3		3		3		2		2		2		2		2		緊急時に主治医又はバッックベットのある病院との連携がとれる体制が整っていないと、在宅での対応に不安があります。
現在のところ、小児科、精神科看護を経験したスタッフがいない為、受け入れに不安がありますので今回はガイドマップ等に公表することに同意する事は控えさせていただきたいと思います。 キンキュウジ シュジイ マタ ビョウイン レンケイ タイセイ トトノ ザイタク タイオウ フアン ゲンザイ ショウニカ セイシンカ カンゴ ケイケン タメ ウ イ フアン コンカイ ナド コウヒョウ ドウイ コト ヒカ オモ

		否 ヒ		訪問看護ステーションひばり		0289-64-7226		0289-64-2225		322-8550		鹿沼市下田町1-1033		6		1		0		1		0		0				市内及び近隣市 シナイ オヨ キンリン シ		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		0		1		1		2

chizuru_tanaka: 未記入		1		1		2		2		1		2		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		1		3		3		1		1		1		3		3		3		3		1		3		3		1		1		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		1		3		3		3		1		1		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1

		否 ヒ		訪問看護ステーション那須		0287-73-5048		0287-63-4566		325-0023		那須塩原市豊浦10-706		5		0		2		0		0		0				那須塩原市、大田原市、那須町 ナスシオバラ シ オオタワラシ ナスマチ		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		0		0		1		0		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		2

chizuru_tanaka: 未記入		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1

		承諾 ショウダク		さくら訪問看護ステーション		0287-29-3252		0287-29-3252		324-0058		大田原市紫塚3-2633-10		5		0		0		1		0		0				大田原市、那須塩原市、矢板市 オオタワラシ ナスシオバラ シ ヤイタ シ		1		0		1		1		1		1		1		1		1		0		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		0		1		1		3		3		3		3		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		小児の受入数（実績）が少ないので、実際依頼があった場合、入院中から手技等の指導を受けたいと思います。 ショウニ ウケイレスウ ジッセキ スク ジッサイ イライ バアイ ニュウインチュウ シュギ ナド シドウ ウ オモ

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションたんぽぽ		0280-57-1888		0280-57-3819		329-0101		下都賀郡野木町友沼5119-12		20		3		0		5		0		0		2		野木町、小山市、旧藤岡町 ノギマチ オヤマシ キュウ フジオカマチ		1		1		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		1		1		1		1		1		1		0		0		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		3		1		1		1		1		1		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		3		3		3		3		3		1		1		3		2		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		2		2		2		2		2		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		受け入れてくれる訪問看護Stの数が少ないと思います。研修会の機会を設けてサービス体制が構築できると良いと思います。 ウ イ ホウモン カンゴ カズ スク オモ ケンシュウカイ キカイ モウ タイセイ コウチク ヨ オモ

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションうつのみや		028-612-6103		028-612-6104		320-0852		宇都宮市下砥上町字並塚643番地1		11		0		0		0		0		0		1		宇都宮市、壬生町 ウツノミヤシ ミブマチ		1		1		0		0		1		1		1		1		1		0		0		0		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		2

chizuru_tanaka: 未記入		3		3		3		3		1		2		2		2		2		2		3		3		3		1		1		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		3		3		3		1		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		3		3		3		1		1		3		3		3		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーション石橋		0285-52-2293		0285-52-2268		329-0511		下野市石橋628番地		7		0		0		1		0		0		1		下野市、上三川町、壬生町、宇都宮市（部） シモノ シ カミノカワマチ ミブマチ ウツノミヤシ ブ		1		1		0		0		1		1		1		1		1		0		1		0		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		3		1		1		1		1		1		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		1		3		3		3		3		3		3		3		3		1		1		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		2		2		2		2		2		最近、訪問依頼が増えてきていますが、私たち看護師の力量不足から利用者家族へ満足のいく看護が提供できないように感じています。現在の、利用者家族から教わることが多くあり、私たちが勉強になります。ただ、訪問していて思うことは、ご両親の今までの経験でケアが進み危険であり、指導させていただいても理解が得られないこともあり、ジレンマとなっています。例）誤嚥性肺炎を繰り返している方にヘッドアップして食事を摂るよう説明してもフラットのままであったり、他の方でPEG造設されているので、栄養はPEGからにして経口からは楽しみ程度にしてと言っても、食事を経口から摂るなど。 サイキン ホウモン イライ フ ワタクシ カンゴシ リキリョウ ブソク リヨウシャ カゾク マンゾク カンゴ テイキョウ カン ゲンザイ リヨウシャ カゾク オソ オオ ワタシ ベンキョウ ホウモン オモ リョウシン イマ ケイケン スス キケン シドウ リカイ エ レイ ゴエンセイ ハイエン ク カエ カタ ショクジ ト セツメイ ホカ カタ ゾウ セツ エイヨウ ケイコウ タノ テイド イ ショクジ ケイコウ ト

		承諾 ショウダク		マロニエ訪問看護ステーション		0287-37-6322		0287-39-3305		329-2763		那須塩原市井口537-3 にしなすの総合在宅ｹｱｾﾝﾀｰ内		5		7		0		5		0		2		1		那須塩原市、那須町、大田原市　リハビリのみ→那珂川町訪問可能 ナスシオバラ シ ナスマチ オオタワラシ ナカガワ マチ ホウモン カノウ		1		1		1		0		1		1		1		1		0		0		0		1		1		1		1		1		1		0		1		1		1		1		1		1		0		0		1		1		1		0		1		0		0		0		1		0		1		1		1		1		1		1		3		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーション佐野		0283-86-7013		0283-86-7031		327-0847		佐野市天神町７７４－２２ メープルハイツ１０１号室		3		0		1		0		0		0		1		足利市、佐野市、栃木市（旧岩船市） アシカガシ サノシ トチギシ キュウ イワフネ シ		0		0		0		0		1		0		1		0		1		0		0		0		1		0		0		0		1		0		1		0		0		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		2		2		2		2		2		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1

		承諾 ショウダク		とちぎ訪問看護ステーションくろばね		0287-54-0507		0287-54-0580		324-0241		大田原市黒羽向町142番地		6		0		0		0		1		0		2		大田原市、那須塩原市、那須町、那珂川町 オオタワラシ ナスシオバラ シ ナスマチ ナカガワマチ		1		0		0		0		1		1		1		1		1		0		1		0		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		3		3		3		3		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		1		2		2		2		2		2		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3

		承諾 ショウダク		鹿沼訪問看護ステーション		0289-60-5650		0289-60-1687		322-0021		鹿沼市上野町320-3高橋ビル１階１０３号室		5		0		0		0		0		0				鹿沼市、旧宇都宮市、旧今市市、壬生町、西片町 カヌマシ キュウ ウツノミヤシ キュウ イマイチシ ミブマチ ニシカタマチ		0		0		0		0		0		0		1		0		1		0		0		0		1		0		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		2

chizuru_tanaka: 未記入		2		2		2		2		1		2		2		2		2		3		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションほっと		028-626-5739		028-625-8201		321-0974		宇都宮市竹林町958		11		0		0		2		0		0		0		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2

		承諾 ショウダク		芳賀赤十字訪問看護ステーション		0285-84-8266		0285-84-8266		321-4306		真岡市台町2461		6		0		0		0		0		0		0		芳賀郡全域（真岡市、益子町、芳賀町、茂木町） ハガ グン ゼンイキ モオカシ マシコマチ ハガマチ モギ マチ		1		1		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		3		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		当ステーションは今年度小児在宅医との連携を開始することができました。安心して在宅療養を継続できるよう、多職種と連携し、実施しています。高齢者が介護サービスを選択するように、サービスの充実は得られていません。現実は家族だけで利用者（児）のケアを実施しているケースもあり家族の介護負担は大きいと考えます。負担軽減のためには、スムーズなレスパイト入院や日中の一時お預かり等充実した施設が増えることでさらに安心した療養環境の提供ができると思います。よろしくお願いいたします。 トウ コンネンド ショウニ ザイタク イ レンケイ カイシ アンシン ザイタク リョウヨウ ケイゾク タ ショクシュ レンケイ ジッシ コウレイシャ カイゴ センタク ジュウジツ エ ゲンジツ カゾク リヨウシャ ジ ジッシ カゾク カイゴ フタン オオ カンガ フタン ケイゲン ニュウイン ニッチュウ イチジ アズ ナド ジュウジツ シセツ フ アンシン リョウヨウ カンキョウ テイキョウ オモ ネガ

		承諾 ショウダク		とちぎ訪問看護ステーションみぶ		0282-82-7262		0282-82-7260		321-0218		下都賀郡壬生町落合1-18-12		16		0		0		0		0		0		1		上三川町、下野市、壬生町、宇都宮 カミノカワマチ シモノ シ ミブ チョウ ウツノミヤ		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		1		0		1		1		1		1		1		1		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		病院との連携が大切。在宅生活を支援するためにチームで対応する（介護者の支援） ビョウイン レンケイ タイセツ ザイタク セイカツ シエン タイオウ カイゴシャ シエン

		承諾 ショウダク		ＷＡＤＥＷＡＤＥ訪問看護ステーション		028-666-5420		028-666-5460		321-0923		栃木県宇都宮市下栗町2913-1 ３２１－０９２３		12		0		0		0		0		0				宇都宮市、上三川町、 ウツノミヤシ カミノカワマチ		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		0		0		1		0		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		重心の方を看る側（介護者）の負担軽減の必要性を感じてしまいます。まだまだ「私がやらなければ」という気持ちが強く、様々な資源活用へと動きが進むような発信が大切だと思っています。 ジュウシン カタ ミ ガワ カイゴシャ フタン ケイゲン ヒツヨウセイ カン ワタシ キモ ツヨ サマザマ シゲン カツヨウ ウゴ スス ハッシン タイセツ オモ

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションあい		0287-83-8035		0287-83-8222		321-0628		那須烏山市金井2-5-9 ベンチャープラザ7号室 ゴウシツ		8		0		1		0		0		0		1		那須烏山市、那珂川町、茂木町、一貝町 ナスカラスヤマシ ナカガワマチ モギマチ イチ ガイ マチ		1		1		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		0		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		小児や重心など医療依存度が高い方には家族が安心して預けられる事業所とスタッフが必要です（レスパイトの本当の意味で）訪問看護スタッフが動きやすい仕組みがあればもっと介入できると思います。例えば在宅以外への支援での算定が可能になる。長時間支援が可能になるなど。在宅支援診療所が多ければ助かります。開業医で努力してくださる医師の力で乗り切っている地域は特にそう感じます。後方病院親元病院との連携、地域との調整などスムーズにシームレスに行われるとうれしいです。行政からの介入が少なく、制度のことなど知らないまま苦労されている方が多いので、窓口での丁寧かつタイミングよく助言をしていただくと嬉しいです。 ショウニ ジュウシン イリョウ イゾンド タカ カタ カゾク アンシン アズ ジギョウショ ヒツヨウ ホントウ イミ ホウモン カンゴ ウゴ シク カイニュウ オモ タト ザイタク イガイ シエン サンテイ カノウ チョウジカン シエン カノウ ザイタク シエン シンリョウジョ オオ タス カイギョウイ ドリョク イシ チカラ ノ キ チイキ トク カン コウホウ ビョウイン オヤモト ビョウイン レンケイ チイキ チョウセイ オコナ ギョウセイ カイニュウ スク セイド シ クロウ カタ オオ マドグチ テイネイ ジョゲン ウレ

		承諾 ショウダク		あおい訪問看護ステーション		0284-73-9456		0284-72-7600		326-0831		足利市堀込町2556 セレッソ・コート１階		16		0		0		4		0		0				足利市とその周辺（佐野市、館林市、巴楽町、太田市、桐生市） アシカガシ シュウヘン サノシ タテバヤシシ トモエ ラク マチ オオタシ キリュウシ		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1

		承諾 ショウダク		那須赤十字訪問看護ステーション		0287-23-8866		0287-23-8903		324-8686		大田原市中田原1081-4		8		1		0		0		0		0				大田原市、那須塩原市（一部を除く） オオタワラシ ナスシオバラ シ イチブ ノゾ		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		1		1		0		1		0		1		1		1		0		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションゆりの木		0287-47-5123		0287-47-5124		324-0028		大田原市山の手1-1-7 ヤマ テ		4		0		0		0		0		0				大田原市、那須塩原市、那珂川町 オオタワラシ ナスシオバラ シ ナカガワマチ		1		1		1		0		1		1		1		1		0		0		0		1		1		0		1		1		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		0		0		1		0		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		3		1		1		1		1		2		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		3		1		1		1		1		3		1		1		1		1		1		1		1		1		3		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		3		3		1		3		3		1		1		1		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		重症心身障害児施設で勤務したことのある看護師が2名いますので積極的に依頼があれば支援させていただきたいと思っています。こどもはやはり親元で成長発達できることが何よりも必要なことであると思っています。 ジュウショウ シンシン ショウガイ ジ シセツ キンム カンゴシ メイ セッキョクテキ イライ シエン オモ オヤモト セイチョウ ハッタツ ナニ ヒツヨウ オモ

		承諾 ショウダク		ライフ訪問看護リハビリテーション		0284-64-8799		0284-64-8335		326-0831		足利市堀込町2656-7　ASKビル３０１号		5		0		0		1		0		0		0		足利市、佐野市、館林市、邑楽郡、太田市、桐生市 アシカガシ サノシ タテバヤシシ オウラ グン オオタシ キリュウシ		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		この件に関する研修の案内が少ないため、学ぶ機会をもっと増やしてほしい ケン カン ケンシュウ アンナイ スク マナ キカイ フ

		承諾 ショウダク		わくわく訪問看護ステーションおやま		0285-24-6575		0285-20-0255		323-0022		小山市駅東通り3-9-6		11		0		0		5		0		0		0		小山市、結城市（茨城県）、下野市の一部、栃木市（PTのみ） オヤマシ ユウキシ イバラキケン シモノ シ イチブ トチギシ		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		1		1		1		1		3		3		3		1		1		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		自立支援のケアマネージャーがいるが、医療福祉行政をうまく連携してまとめる役割が果たせていない。それぞれが別々で動いており、介護者が困ったときの相談窓口に迷う。 ジリツ シエン イリョウ フクシ ギョウセイ レンケイ ヤクワリ ハ ベツベツ ウゴ カイゴシャ コマ ソウダン マドグチ マヨ

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーション風		028-612-1333		028-612-1384		321-0117		宇都宮市城南3丁目5-6		3		1		0		1		0		0				宇都宮、鹿沼、下野、壬生 ウツノミヤ カヌマ シモノ ミブ		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		1		1		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1

		承諾 ショウダク		宮の橋訪問看護ステーション		028-635-9839		028-635-9839		321-0963		宇都宮市南大通り1-1-23		7		0		0		1		0		0		0		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		1		1		0		1		1		1		1		1		0		0		0		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		レスパイト等受け入れ先が少ない。市のコーディネーター様がご多忙の様子であり、要望に対しての対応にかなりの時間を要する（対応されないこともある）。年度変わるときなど、担当者（市）の引き継ぎがされず、進んでいた調整も振り出しに戻ってしまうことがある。 トウ ウ イ サキ スク シ サマ タボウ ヨウス ヨウボウ タイ タイオウ ジカン ヨウ タイオウ ネンド カ タントウシャ シ ヒ ツ スス チョウセイ フ ダ モド

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションオリーブ		0282-27-8414		0282-27-8415		328-0027		栃木市今泉町1丁目17番29号		7		0		0		0		0		0				栃木市、小山市、下野市、壬生町 トチギシ オヤマシ シモノ シ ミブ マチ		1		1		1		0		1		1		1		1		0		0		0		0		1		1		1		1		0		0		1		1		1		0		1		1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションマザーの家		0283-85-7771		0283-85-7772		327-0504		佐野市中町942-1		2		0		3		0		0		0				佐野市 サノシ		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーション卯の郷		028-682-7770		028-682-7766		329-1311		さくら市氏家2650番地		3		0		0		0		0		0				さくら市（周辺15ｋｍ以内）、塩谷町、那須烏山市、宇都宮市、高根沢町 シ シュウヘン イナイ シオヤ マチ ナスカラスヤマシ ウツノミヤシ タカネザワ マチ		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		3		3		3		3		3		1		2		2		2		2		2		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		2		2		2		3		3		3		3		1		1		1		3		3		3		3		1		2		2		2		2		2		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		2		2		2		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションたかねざわ		028-680-1701		028-680-1702		329-1233		塩谷郡高根沢町宝積寺2426-8 		16		0		0		0		0		0				高根沢町、さくら市、那須烏山市、芳賀町、市貝町、茂木町、益子町、宇都宮市 タカネザワマチ シ ナスカラスヤマシ ハガ マチ イチ カイ チョウ モギマチ マシコ チョウ ウツノミヤシ		1		1		1		0		1		1		1		1		1		0		1		0		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		2		2		2		2		2

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションみどり		0285-45-8362		0285-45-8397		329-0214		小山市乙女786-1		3		0		1		0		0		0				小山市、栃木市、古河市、結城市 オヤマシ トチギシ コガシ ユウキシ		0		0		1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		1		0		1		0		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		3		2		2		2		3		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		1		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		1		1		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		訪問看護師がもっと社会資源として同行できるとよいと思う。在宅での療養はもっと看護師が活躍できる体制が整うとよいと思った。 ホウモン カンゴシ シャカイ シゲン ドウコウ オモ ザイタク リョウヨウ カンゴシ カツヤク タイセイ トトノ オモ

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションあるく		028-643-5586		028-678-8796		320-0036		宇都宮市小幡2-6-14 		5		0		1		0		0		0		1		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		0		1		0		1		0		1		0		0		1		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3

		承諾 ショウダク		とちぎ訪問看護ステーションおやま		0285-39-8602		0285-39-8607		323-0827		栃木県小山市神鳥谷2251-7 ３２３－０８２７		12		0		0		0		0		0		1		小山市、下野市（南部）、野木町（北部） オヤマシ シモノ シ ナンブ ノギ マチ ホクブ		1		1		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		1		1		1		0		0		1		0		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		3		3		1		1		1		3		1		1		1		1		小児の重症心身障害児の訪問看護を行っていく上で。たびたび感じるのが成長に伴った教育、就学が難しく親御さんの希望通りにいかないことが多く残念に思います。難しいところだと思いますが… ショウニ ジュウショウ シンシン ショウガイジ ホウモン カンゴ オコナ ウエ カン セイチョウ トモナ キョウイク シュウガク ムズカ オヤゴ キボウ ドオ オオ ザンネン オモ ムズカ オモ

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションここあ		028-600-3735		028-600-3736		321-2116		栃木県宇都宮市徳次郎町998-9 ３２１－２１１６		10		1		0		1		0		0		2		宇都宮市、日光市、 ウツノミヤシ ニッコウシ		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2

chizuru_tanaka: 未記入		

chizuru_tanaka: 未記入		

chizuru_tanaka: 未記入		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3















																														Q2.いままでに以下の項目を在宅看護で行ったことがありますか（あるものすべてにチェックをしてください）																																																																																						Q4.依頼があった場合に可能な医療的ケアと身体介護についてお答えください

				事業所名 ジギョウショ メイ		電話番号 デンワ バンゴウ		FAX番号 バンゴウ		郵便番号 ユウビンバンゴウ		所在地 ショザイチ		職員構成（常勤・非常勤は問いません）【人数：名】 ショクイン コウセイ ジョウキン ヒジョウキン ト ニンズウ メイ														訪問可能な主な市町村 ホウモン カノウ オモ シチョウソン		在宅人工呼吸器の管理 ザイタク ジンコウ コキュウキ カンリ				気管カニューレの交換 キカン コウカン				気管カニューレ部位のガーゼ交換 キカン ブイ コウカン				気管内吸引 キカンナイ キュウイン				食事介助 ショクジ カイジョ				経鼻チューブの交換 ケイビ コウカン				胃瘻の管理 イロウ カンリ				経管栄養の注入 ケイカン エイヨウ チュウニュウ				ストーマの管理 カンリ				尿道カテーテルの管理 ニョウドウ カンリ				導尿 ドウニョウ				入浴介助 ニュウヨク カイジョ				看護師によるリハビリテーション カンゴシ				OTもしくはPTによるリハビリテーション				中心静脈カテーテル管理 チュウシン ジョウミャク カンリ				高カロリー輸液の管理 コウ ユエキ カンリ				薬剤の静注（抗生物質や利尿剤など） ヤクザイ ジョウチュウ コウセイ ブッシツ リニョウザイ				麻薬による疼痛コントロール マヤク ウズ ツウ				終末期の医療的ケア シュウマツキ イリョウテキ				在宅での看取り ザイタク ミト				24時間対応 ジカン タイオウ						在宅人工呼吸器の管理 ザイタク ジンコウ コキュウキ カンリ										気管カニューレの交換 キカン コウカン										気管カニューレの管理（日常の交換以外の対応） キカン カンリ ニチジョウ コウカン イガイ タイオウ										気管内吸引 キカンナイ キュウイン										食事介助 ショクジ カイジョ										経鼻チューブの交換 ケイビ コウカン										ストーマの管理 カンリ										尿道カテーテルの管理 ニョウドウ カンリ										導尿 ドウニョウ										入浴介助 ニュウヨク カイジョ										看護師によるリハビリテーション カンゴシ										OTもしくはPTによるリハビリテーション										中心静脈カテーテル管理 チュウシン ジョウミャク カンリ										高カロリー輸液の管理 コウ ユエキ カンリ										薬剤の静注（抗生物質や利尿剤など） ヤクザイ ジョウチュウ コウセイ ブッシツ リニョウザイ										麻薬による疼痛コントロール マヤク トウツウ										終末期の医療的ケア シュウマツキ イリョウテキ										在宅での看取り ザイタク ミト										24時間対応 ジカン タイオウ										外出の介助 ガイシュツ カイジョ										通院の介助 ツウイン カイジョ

														看護師 カンゴシ		作業療法士 サギョウ リョウホウシ		准看護師 ジュンカンゴシ		理学療法士 リガク リョウホウシ		保健師 ホケンシ		言語療法士 ゲンゴ リョウホウシ		その他 タ				成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ				乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ

																																																																																																																		できる		18		20		19		20		27		9		11		13		13		18		22		22		22		24		30		25		25		26		29		34		25		25		26		27		31		16		17		19		21		27		21		22		23		26		32		16		18		22		25		33		16		18		22		24		32		26		25		29		30		31		18		20		22		23		30		9		10		9		9		12		20		20		23		25		31		21		22		24		27		32		14		14		16		18		27		12		12		13		15		25		18		17		19		20		28		19		18		19		21		29		23		23		24		25		33		7		7		9		10		14		5		6		7		8		11

																																																																																																																		できない		8		7		8		5		1		18		15		14		12		6		6		6		6		4		1		5		5		5		4		0		6		6		6		5		1		11		11		11		9		3		5		5		5		3		0		8		8		8		5		0		9		8		8		5		0		5		6		5		4		1		8		7		7		6		2		19		18		18		19		17		7		7		7		6		1		6		6		6		5		1		10		10		10		7		2		6		6		6		5		1		6		6		6		5		2		5		5		5		4		1		5		5		5		4		1		11		11		11		10		7		17		17		17		16		13

																																																																																																																		要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン		8		7		7		9		6		7		8		7		9		10		6		6		6		6		3		4		4		3		1		0		3		3		2		2		2		7		6		4		4		4		8		7		6		5		2		10		8		4		4		1		9		8		4		5		2		3		3		0		0		2		8		7		5		5		2		6		6		7		6		5		7		7		4		3		2		7		6		4		2		1		10		10		8		9		5		16		16		15		14		8		10		11		9		9		4		10		11		10		9		4		6		6		5		5		0		16		16		14		14		13		12		11		10		10		10



																																																																																																																		Ｑ4.できる

																																																																																																																				在宅人工呼吸器の管理		気管カニューレの交換		気管カニューレの管理（日常の交換以外の対応）		気管内吸引		食事介助		経鼻チューブの交換		ストーマの管理		尿道カテーテルの管理		導尿		入浴介助		看護師によるリハビリテーション		OTもしくはPTによるリハビリテーション		中心静脈カテーテル管理 チュウシン ジョウミャク カンリ		高カロリー輸液の管理 コウ ユエキ カンリ		薬剤の静注（抗生物質や利尿剤など） ヤクザイ ジョウチュウ コウセイ ブッシツ リニョウザイ		麻薬による疼痛コントロール マヤク トウツウ		終末期の医療的ケア シュウマツキ イリョウテキ		在宅での看取り ザイタク ミト		24時間対応 ジカン タイオウ		外出の介助		通院の介助

																																																																																																																		乳児～2歳 ニュウジ サイ		18		9		22		25		25		16		21		16		16		26		18		9		20		21		14		12		18		19		23		7		5

																																																																																																																		3～6歳 サイ		20		11		22		25		25		17		22		18		18		25		20		10		20		22		14		12		17		18		23		7		6

																																																																																																																		7歳～12歳 サイ サイ		19		13		22		26		26		19		23		22		22		29		22		9		23		24		16		13		19		19		24		9		7

																																																																																																																		13～17歳 サイ		20		13		24		29		24		21		26		25		24		30		23		9		25		27		18		15		20		21		25		10		8

																																																																																																																		18歳以上 サイイジョウ		27		18		30		34		31		27		32		33		32		31		30		12		31		32		27		25		28		29		33		14		11



																																																																																																																		Ｑ4.できない

																																																																																																																				在宅人工呼吸器の管理		気管カニューレの交換		気管カニューレの管理（日常の交換以外の対応）		気管内吸引		食事介助		経鼻チューブの交換		ストーマの管理		尿道カテーテルの管理		導尿		入浴介助		看護師によるリハビリテーション		OTもしくはPTによるリハビリテーション		中心静脈カテーテル管理 チュウシン ジョウミャク カンリ		高カロリー輸液の管理 コウ ユエキ カンリ		薬剤の静注（抗生物質や利尿剤など） ヤクザイ ジョウチュウ コウセイ ブッシツ リニョウザイ		麻薬による疼痛コントロール マヤク トウツウ		終末期の医療的ケア シュウマツキ イリョウテキ		在宅での看取り ザイタク ミト		24時間対応 ジカン タイオウ		外出の介助		通院の介助

																																																																																																																		乳児～2歳 ニュウジ サイ		8		18		6		5		6		11		5		8		9		5		8		19		7		6		10		6		6		5		5		11		17

																																																																																																																		3～6歳 サイ		7		15		6		5		6		11		5		8		8		6		7		18		7		6		10		6		6		5		5		11		17

																																																																																																																		7歳～12歳 サイ サイ		8		14		6		5		6		11		5		8		8		5		7		18		7		6		10		6		6		5		5		11		17

																																																																																																																		13～17歳 サイ		5		12		4		4		5		9		3		5		5		4		6		19		6		5		7		5		5		4		4		10		16

																																																																																																																		18歳以上 サイイジョウ		1		6		1		0		1		3		0		0		0		1		2		17		1		1		2		1		2		1		1		7		13



																																																																																																																		Ｑ4.要相談 ヨウ ソウダン

																																																																																																																				在宅人工呼吸器の管理		気管カニューレの交換		気管カニューレの管理（日常の交換以外の対応）		気管内吸引		食事介助		経鼻チューブの交換		ストーマの管理		尿道カテーテルの管理		導尿		入浴介助		看護師によるリハビリテーション		OTもしくはPTによるリハビリテーション		中心静脈カテーテル管理 チュウシン ジョウミャク カンリ		高カロリー輸液の管理 コウ ユエキ カンリ		薬剤の静注（抗生物質や利尿剤など） ヤクザイ ジョウチュウ コウセイ ブッシツ リニョウザイ		麻薬による疼痛コントロール マヤク トウツウ		終末期の医療的ケア シュウマツキ イリョウテキ		在宅での看取り ザイタク ミト		24時間対応 ジカン タイオウ		外出の介助		通院の介助

																																																																																																																		乳児～2歳 ニュウジ サイ		8		7		6		4		3		7		8		10		9		3		8		6		7		7		10		16		10		10		6		16		12

																																																																																																																		3～6歳 サイ		7		8		6		4		3		6		7		8		8		3		7		6		7		6		10		16		11		11		6		16		11

																																																																																																																		7歳～12歳 サイ サイ		7		7		6		3		2		4		6		4		4		0		5		7		4		4		8		15		9		10		5		14		10

																																Q3.現時点で、依頼のあった場合、重症心身障害児（者）の在宅医療を行うことはできますか ゲンジテン イライ バアイ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ ザイタク イリョウ オコナ																																																																																		13～17歳 サイ		9		9		6		1		2		4		5		4		5		0		5		6		3		2		9		14		9		9		5		14		10

																														できる		14																																																																																		18歳以上 サイイジョウ		6		10		3		0		2		4		2		1		2		2		2		5		2		1		5		8		4		4		0		13		10

																														できない		6

																														要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン		14



																														在宅人工呼吸器の管理 ザイタク ジンコウ コキュウキ カンリ		気管カニューレの交換 キカン コウカン		気管カニューレ部位のガーゼ交換 キカン ブイ コウカン		気管内吸引 キカンナイ キュウイン		食事介助 ショクジ カイジョ		経鼻チューブの交換 ケイビ コウカン		胃瘻の管理 イロウ カンリ		経管栄養の注入 ケイカン エイヨウ チュウニュウ		ストーマの管理 カンリ		尿道カテーテルの管理 ニョウドウ カンリ		導尿 ドウニョウ		入浴介助 ニュウヨク カイジョ		看護師によるリハビリテーション カンゴシ		OTもしくはPTによるリハビリテーション		中心静脈カテーテル管理 チュウシン ジョウミャク カンリ		高カロリー輸液の管理 コウ ユエキ カンリ		薬剤の静注（抗生物質や利尿剤など） ヤクザイ ジョウチュウ コウセイ ブッシツ リニョウザイ		麻薬による疼痛コントロール マヤク ウズ ツウ		終末期の医療的ケア シュウマツキ イリョウテキ		在宅での看取り ザイタク ミト		24時間対応 ジカン タイオウ

																												成人 セイジン		28		24		30		31		28		22		32		31		32		33		31		33		33		16		29		30		28		30		32		31		33

																												小児 ショウニ		21		11		23		24		14		17		21		19		6		7		8		20		18		9		2		4		3		3		6		4		22



成人	在宅人工呼吸器の管理	気管カニューレの交換	気管カニューレ部位のガーゼ交換	気管内吸引	食事介助	経鼻チューブの交換	胃瘻の管理	経管栄養の注入	ストーマの管理	尿道カテーテルの管理	導尿	入浴介助	看護師によるリハビリテーション	OTもしくはPTによるリハビリテ	ーション	中心静脈カテーテル管理	高カロリー輸液の管理	薬剤の静注（抗生物質や利尿剤など）	麻薬による疼痛コントロール	終末期の医療的ケア	在宅での看取り	24時間対応	28	24	30	31	28	22	32	31	32	33	31	33	33	16	29	30	28	30	32	31	33	小児	在宅人工呼吸器の管理	気管カニューレの交換	気管カニューレ部位のガーゼ交換	気管内吸引	食事介助	経鼻チュー	ブの交換	胃瘻の管理	経管栄養の注入	ストーマの管理	尿道カテーテルの管理	導尿	入浴介助	看護師によるリハビリテーション	OTもしくはPTによるリハビリテーション	中心静脈カテーテル管理	高カロリー輸液の管理	薬剤の静注（抗生物質や利尿剤など）	麻薬による疼痛コントロール	終末期の医療的ケア	在宅での看取り	24時間対応	21	11	23	24	14	17	21	19	6	7	8	20	18	9	2	4	3	3	6	4	22	Q3.現時点で、依頼のあった場合、重症心身障害児（者）の在宅医療を行うことはできますか

Q3.現時点で、依頼のあった場合、重症心身障害児（者）の在宅医療を行うことはできますか	できる	できない	要相談（条件による）	14	6	14	乳児～2歳	在宅人工呼吸器の管理	気管カニューレの交換	気管カニューレの管理（日常の交換以外の対応）	気管内吸引	食事介助	経鼻チューブの交換	ストーマの管理	尿道カテーテルの管理	導尿	入浴介助	看護師によるリハビリテーション	OTもしくはPTによるリハビリテーション	中心静脈カテーテル管理	高カロリー輸液の管理	薬剤の静注（抗生物質や利尿剤など）	麻薬による疼痛コント	ロール	終末期の医療的ケア	在宅での看取り	24時間対応	外出の介助	通院の介助	18	9	22	25	25	16	21	16	16	26	18	9	20	21	14	12	18	19	23	7	5	3～6歳	在宅人工呼吸器の管理	気管カニューレの交換	気管カニューレの管理（日常の交換以外の対応）	気管内吸引	食事介助	経鼻チューブの交換	ストーマの管理	尿道カテーテルの管理	導尿	入浴介助	看護師によるリハビリテーション	OTもしくはPTによるリハビリテーション	中心静脈カテーテル管理	高カロリー輸液の管理	薬剤の静注（抗生物質や利尿剤など）	麻薬による疼痛コントロール	終末期の医療的ケア	在宅での看取り	24時間対応	外出の介助	通院の介助	20	11	22	25	25	17	22	18	18	25	20	10	20	22	14	12	17	18	23	7	6	7歳～12歳	在宅人工呼吸	器の管理	気管カニューレの交換	気管カニューレの管理（日常の交換以外の対応）	気管内吸引	食事介助	経鼻チューブの交換	ストーマの管理	尿道カテーテルの管理	導尿	入浴介助	看護師によるリハビリテーション	OTもしくはPTによるリハビリテーション	中心静脈カテーテル管理	高カロリー輸液の管理	薬剤の静注（抗生物質や利尿剤など）	麻薬による疼痛コントロール	終末期の医療的ケア	在宅での看取り	24時間対応	外出の介助	通院の介助	19	13	22	26	26	19	23	22	22	29	22	9	23	24	16	13	19	19	24	9	7	13～17歳	在宅人工呼吸器の管理	気管カニューレの交換	気管カニューレの管理（日常の交換以外の対応）	気管内吸引	食事介助	経鼻チューブの交換	ストーマの管理	尿道カテーテルの管理	導尿	入浴介助	看護師によるリハビリテーション	OTもしくはPTによるリハビリテーション	中心静脈カテーテル管理	高カロリー輸液の管理	薬剤の静注（抗生物質や利尿剤など）	麻薬による疼痛コントロール	終末期の医療的ケア	在宅での看取り	24時間対応	外出の介助	通院の介助	20	13	24	29	24	21	26	25	24	30	23	9	25	27	18	15	20	21	25	10	8	18歳以上	在宅人工呼吸器の管理	気管カニューレの交換	気管カニューレの管理（日常の交換以外の対応）	気管内吸引	食事介助	経鼻チューブの交換	ストーマの管理	尿道カテーテルの管理	導尿	入浴介助	看護師によるリハビリテーション	OTもしくはPTによるリハビリテーション	中心静脈カテーテル管理	高カロリー輸液の管理	薬剤の静注（抗生物質や利尿剤など）	麻薬による疼痛コントロール	終末期の医療的ケア	在宅での看取り	24時間対応	外出の介助	通院の介助	27	18	30	34	31	27	32	33	32	31	30	12	31	32	27	25	28	29	33	14	11	乳児～2歳	在宅人工呼吸器の管理	気管カニューレの交換	気管カニューレの管理（日常の交換以外の対応）	気管内吸引	食事介助	経鼻チューブの交換	ストーマの管理	尿道カテーテルの管理	導尿	入浴介助	看護師によるリハビリテーション	OTもしくはPTによるリハビリテーション	中心静脈カテーテル	管理	高カロリー輸液の管理	薬剤の静注（抗生物質や利尿剤など）	麻薬による疼痛コントロール	終末期の医療的ケア	在宅での看取り	24時間対応	外出の介助	通院の介助	8	18	6	5	6	11	5	8	9	5	8	19	7	6	10	6	6	5	5	11	17	3～6歳	在宅人工呼吸器の管理	気管カニューレの交換	気管カニューレの管理（日常の交換以外の対応）	気管内吸引	食事介助	経鼻チューブの交換	ストーマの管理	尿道カテーテルの管理	導尿	入浴介助	看護師によるリハビリテーション	OTもしくはPTによるリハビリテーション	中心静脈カテーテル管理	高カロリー輸液の管理	薬剤の静注（抗生物質や利尿剤など）	麻薬による疼痛コントロール	終末期の医療的ケア	在宅での看取り	24時間対応	外出の介助	通院の介助	7	15	6	5	6	11	5	8	8	6	7	18	7	6	10	6	6	5	5	11	17	7歳～12歳	在宅人工呼吸器の管理	気管カニューレの交換	気管カニューレの管理（日常の交換以外の対応）	気管内吸引	食事介助	経鼻チューブの交換	ストーマの管理	尿道カテーテルの管理	導尿	入浴介助	看護師によるリハビリテーション	OTもしくはPTによるリハビリテーション	中心静脈カテーテル管理	高カロリー輸液の管理	薬剤の静注（抗生物質や利尿剤など）	麻薬による疼痛コントロール	終末期の医療的ケア	在宅での看取り	24時間対応	外出の介助	通院の介助	8	14	6	5	6	11	5	8	8	5	7	18	7	6	10	6	6	5	5	11	17	13～17歳	在宅人工呼吸器の管理	気管カニューレの交換	気管カニューレの管理（日常の交換以外の対応）	気管内吸引	食事介助	経鼻チューブの交換	ストーマの管理	尿道カテーテルの管理	導尿	入浴介助	看護師によるリハビリテーション	OTもしくはPTによるリハビリテーション	中心静脈カテーテル管理	高カロリー輸液の管理	薬剤の静注（抗生物質や利尿剤など）	麻薬による疼痛コントロール	終末期の医療的ケア	在宅での看取り	24時間対応	外出の介助	通院の介助	5	12	4	4	5	9	3	5	5	4	6	19	6	5	7	5	5	4	4	10	16	18歳以上	在宅人工呼吸器の管理	気管カニューレの交換	気管カニューレの管理（日常の交換以外の対応）	気管内吸引	食事介助	経鼻チューブの交換	ストーマの管理	尿道カテーテルの管理	導尿	入浴介助	看護師によるリハビリテーション	OTもしくはPTによるリハビリテーション	中心静脈カテーテル管理	高カロリー輸液の管理	薬剤の静注（抗生物質や利尿剤など）	麻薬による疼痛コントロール	終末期の医療的ケア	在宅での看取り	24時間対応	外出の介助	通院の介助	1	6	1	0	1	3	0	0	0	1	2	17	1	1	2	1	2	1	1	7	13	

乳児～2歳	在宅人工呼吸器の管理	気管カニューレの交換	気管カニューレの管理（日常の交換以外の対応）	気管内吸引	食事介助	経鼻チューブの交換	ストーマの管理	尿道カテーテルの管理	導尿	入浴介助	看護師によるリハビリテーション	OTもしくはPTによるリハビリテーション	中心静脈カテーテル	管理	高カロリー輸液の管理	薬剤の静注（抗生物質や利尿剤など）	麻薬による疼痛コントロール	終末期の医療的ケア	在宅での看取り	24時間対応	外出の介助	通院の介助	8	7	6	4	3	7	8	10	9	3	8	6	7	7	10	16	10	10	6	16	12	3～6歳	在宅人工呼吸器の管理	気管カニューレの交換	気管カニューレの管理（日常の交換以外の対応）	気管内吸引	食事介助	経鼻チューブの交換	ストーマの管理	尿道カテーテルの管理	導尿	入浴介助	看護師によるリハビリテーション	OTもしくはPTによるリハビリテーション	中心静脈カテーテル管理	高カロリー輸液の管理	薬剤の静注（抗生物質や利尿剤など）	麻薬による疼痛コントロール	終末期の医療的ケア	在宅での看取り	24時間対応	外出の介助	通院の介助	7	8	6	4	3	6	7	8	8	3	7	6	7	6	10	16	11	11	6	16	11	7歳～12歳	在宅人工呼吸器の管理	気管カニューレの交換	気管カニューレの管理（日常の交換以外の対応）	気管内吸引	食事介助	経鼻チューブの交換	ストーマの管理	尿道カテーテルの管理	導尿	入浴介助	看護師によるリハビリテーション	OTもしくはPTによるリハビリテーション	中心静脈カテーテル管理	高カロリー輸液の管理	薬剤の静注（抗生物質や利尿剤など）	麻薬による疼痛コントロール	終末期の医療的ケア	在宅での看取り	24時間対応	外出の介助	通院の介助	7	7	6	3	2	4	6	4	4	0	5	7	4	4	8	15	9	10	5	14	10	13～17歳	在宅人工呼吸器の管理	気管カニューレの交換	気管カニューレの管理（日常の交換以外の対応）	気管内吸引	食事介助	経鼻チューブの交換	ストーマの管理	尿道カテーテルの管理	導尿	入浴介助	看護師によるリハビリテーション	OTもしくはPTによるリハビリテーション	中心静脈カテーテル管理	高カロリー輸液の管理	薬剤の静注（抗生物質や利尿剤など）	麻薬による疼痛コントロール	終末期の医療的ケア	在宅での看取り	24時間対応	外出の介助	通院の介助	9	9	6	1	2	4	5	4	5	0	5	6	3	2	9	14	9	9	5	14	10	18歳以上	在宅人工呼吸器の管理	気管カニューレの交換	気管カニューレの管理（日常の交換以外の対応）	気管内吸引	食事介助	経鼻チューブの交換	ストーマの管理	尿道カテーテルの管理	導尿	入浴介助	看護師によるリハビリテーション	OTもしくはPTによるリハビリテーション	中心静脈カテーテル管理	高カロリー輸液の管理	薬剤の静注（抗生物質や利尿剤など）	麻薬による疼痛コントロール	終末期の医療的ケア	在宅での看取り	24時間対応	外出の介助	通院の介助	6	10	3	0	2	4	2	1	2	2	2	5	2	1	5	8	4	4	0	13	10	

訪問看護事業所 (2)

		Ｑ1.貴施設について、お伺いいたします キ シセツ ウカガ

		1		事業所名 ジギョウショ メイ

		2		電話番号 デンワ バンゴウ

		3		FAX番号 バンゴウ

		4		所在地 ショザイチ

		5		職員構成（常勤・非常勤は問いません） ショクイン コウセイ ジョウキン ヒジョウキン ト

						看護師 カンゴシ

						作業療法士 サギョウ リョウホウシ

						准看護師 ジュンカンゴシ

						理学療法士 リガク リョウホウシ

						保健師 ホケンシ

						言語療法士 ゲンゴ リョウホウシ

						その他 タ

		6		訪問可能な主な市町村 ホウモン カノウ オモ シチョウソン

		Q2.いままでに以下の項目を在宅看護で行ったことがありますか（あるものすべてにチェックをしてください） イカ コウモク ザイタク カンゴ オコナ

								成人在宅 セイジン ザイタク				小児在宅 ショウニ ザイタク

				在宅人工呼吸器の管理 ザイタク ジンコウ コキュウキ カンリ

				気管カニューレの交換 キカン コウカン

				気管カニューレ部位のガーゼ交換 キカン ブイ コウカン

				気管内吸引 キカンナイ キュウイン

				食事介助 ショクジ カイジョ

				経鼻チューブの交換 ケイビ コウカン

				胃瘻の管理 イロウ カンリ

				経管栄養の注入 ケイカン エイヨウ チュウニュウ

				ストーマの管理 カンリ

				尿道カテーテルの管理 ニョウドウ カンリ

				導尿 ドウニョウ

				入浴介助 ニュウヨク カイジョ

				看護師によるリハビリテーション カンゴシ

				OTもしくはPTによるリハビリテーション

				中心静脈カテーテル管理 チュウシン ジョウミャク カンリ

				高カロリー輸液の管理 コウ ユエキ カンリ

				薬剤の静注（抗生物質や利尿剤など） ヤクザイ ジョウチュウ コウセイ ブッシツ リニョウザイ

				麻薬による疼痛コントロール マヤク ウズ ツウ

				終末期の医療的ケア シュウマツキ イリョウテキ

				在宅での看取り ザイタク ミト

				24時間対応 ジカン タイオウ

		Q3.現時点で、依頼のあった場合、重症心身障害児（者）の在宅医療を行うことはできますか ゲンジテン イライ バアイ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ ザイタク イリョウ オコナ

		1		できる

		2		できない

		3		要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン

		Q4.依頼があった場合に可能な医療的ケアと身体介護についてお答えください イライ バアイ カノウ イリョウテキ シンタイ カイゴ コタ

		※個別シートにて対応 コベツ タイオウ



				Ｑ1.貴施設について、お伺いいたします キ シセツ ウカガ																										Q2.いままでに以下の項目を在宅看護で行ったことがありますか（あるものすべてにチェックをしてください）【1.ある、0.ない】 イカ コウモク ザイタク カンゴ オコナ																																																																																				Q3		Q4.依頼があった場合に可能な医療的ケアと身体介護についてお答えください【1.できる、2.できない、3.要相談（条件による）】 イライ バアイ カノウ イリョウテキ シンタイ カイゴ コタ ヨウ ソウダン ジョウケン																																																																																																																																																																																																																		Q5.重症心身障害児（者）の方に対する医療、在宅生活等についてお気づきのことなど、ご自由にお書きください ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ カタ タイ イリョウ ザイタク セイカツナド キ ジユウ カ

				事業所名 ジギョウショ メイ		電話番号 デンワ バンゴウ		FAX番号 バンゴウ		郵便番号 ユウビンバンゴウ		所在地 ショザイチ		職員構成（常勤・非常勤は問いません）【人数：名】 ショクイン コウセイ ジョウキン ヒジョウキン ト ニンズウ メイ														訪問可能な主な市町村 ホウモン カノウ オモ シチョウソン		在宅人工呼吸器の管理 ザイタク ジンコウ コキュウキ カンリ				気管カニューレの交換 キカン コウカン				気管カニューレ部位のガーゼ交換 キカン ブイ コウカン				気管内吸引 キカンナイ キュウイン				食事介助 ショクジ カイジョ				経鼻チューブの交換 ケイビ コウカン				胃瘻の管理 イロウ カンリ				経管栄養の注入 ケイカン エイヨウ チュウニュウ				ストーマの管理 カンリ				尿道カテーテルの管理 ニョウドウ カンリ				導尿 ドウニョウ				入浴介助 ニュウヨク カイジョ				看護師によるリハビリテーション カンゴシ				OTもしくはPTによるリハビリテーション				中心静脈カテーテル管理 チュウシン ジョウミャク カンリ				高カロリー輸液の管理 コウ ユエキ カンリ				薬剤の静注（抗生物質や利尿剤など） ヤクザイ ジョウチュウ コウセイ ブッシツ リニョウザイ				麻薬による疼痛コントロール マヤク ウズ ツウ				終末期の医療的ケア シュウマツキ イリョウテキ				在宅での看取り ザイタク ミト				24時間対応 ジカン タイオウ						在宅人工呼吸器の管理 ザイタク ジンコウ コキュウキ カンリ										気管カニューレの交換 キカン コウカン										気管カニューレの管理（日常の交換以外の対応） キカン カンリ ニチジョウ コウカン イガイ タイオウ										気管内吸引 キカンナイ キュウイン										食事介助 ショクジ カイジョ										経鼻チューブの交換 ケイビ コウカン										ストーマの管理 カンリ										尿道カテーテルの管理 ニョウドウ カンリ										導尿 ドウニョウ										入浴介助 ニュウヨク カイジョ										看護師によるリハビリテーション カンゴシ										OTもしくはPTによるリハビリテーション										中心静脈カテーテル管理 チュウシン ジョウミャク カンリ										高カロリー輸液の管理 コウ ユエキ カンリ										薬剤の静注（抗生物質や利尿剤など） ヤクザイ ジョウチュウ コウセイ ブッシツ リニョウザイ										麻薬による疼痛コントロール マヤク トウツウ										終末期の医療的ケア シュウマツキ イリョウテキ										在宅での看取り ザイタク ミト										24時間対応 ジカン タイオウ										外出の介助 ガイシュツ カイジョ										通院の介助 ツウイン カイジョ

		承諾可否 ショウダク カヒ												看護師 カンゴシ		作業療法士 サギョウ リョウホウシ		准看護師 ジュンカンゴシ		理学療法士 リガク リョウホウシ		保健師 ホケンシ		言語療法士 ゲンゴ リョウホウシ		その他 タ				成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ				乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ

		否 ヒ		曙訪問看護ステーション アケボノ ホウモン カンゴ		028-660-7803		028-683-5306		321-0901		宇都宮市平出町413番地		8		3		0		3		0		1				宇都宮、高根沢 ウツノミヤ タカネザワ		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		3		2		2		2		2		3		2		2		2		2		2		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		1		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		1		1		1		3		3		3		1		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		2		2		2		2		2		いつも大変お世話になっております。当STでも数名の小児利用者をNS、PT、OTでサポートしています。又、貴院のショートステイを利用させて頂いております。ご利用者様、家族が安心して過ごせるよう地域でサポートできたらと考えています。どうぞよろしくお願い申し上げます。 タイヘン セワ トウ スウメイ ショウニ リヨウシャ マタ キ イン リヨウ イタダ リヨウシャサマ カゾク アンシン ス チイキ カンガ ネガ モウ ア

		否 ヒ		とちぎメディカルセンター		0282-22-5810		0282-225812		328-0043		栃木市境町27-21		9		0		4		1		0		1		2		栃木市、小山市、壬生町 トチギシ オヤマシ ミブマチ		1		1		1		0		1		1		1		1		1		0		1		0		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		0		1		1		3		2		1		1		1		1		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		2		2		2		1		1		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		1		1		1		1		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		2		2		2		2		2

		否 ヒ		あいケアステーション		0282-23-6221		0282-24-9850		328-0074		栃木市薗部町2-5-9		1		0		2		2		0		0				栃木市 トチギシ		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		3		2		2		2		2		3		2		2		2		2		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		3		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		3		2		2		2		2		3		2		2		2		2		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		2		2		2		2		3

		否 ヒ		訪問看護ステーションこすもす		0285-80-5511		0285-80-5512		321-4337		真岡市上高間木2-24-4		4		2		0		1		0		0						1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		3		2		2		2		3		3		2		2		2		3		3		2		2		2		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		3		3		3		3		3		3		3		2		2		2		3		3		2		2		2		3		3		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		2		2		2		2		3		2		2		2		2		3		2		2		2		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		1		3		3		3		3		3		2		2		2		2		2		緊急時に主治医又はバッックベットのある病院との連携がとれる体制が整っていないと、在宅での対応に不安があります。
現在のところ、小児科、精神科看護を経験したスタッフがいない為、受け入れに不安がありますので今回はガイドマップ等に公表することに同意する事は控えさせていただきたいと思います。 キンキュウジ シュジイ マタ ビョウイン レンケイ タイセイ トトノ ザイタク タイオウ フアン ゲンザイ ショウニカ セイシンカ カンゴ ケイケン タメ ウ イ フアン コンカイ ナド コウヒョウ ドウイ コト ヒカ オモ

		否 ヒ		訪問看護ステーションひばり		0289-64-7226		0289-64-2225		322-8550		鹿沼市下田町1-1033		6		1		0		1		0		0				市内及び近隣市 シナイ オヨ キンリン シ		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		0		1		1		2

chizuru_tanaka: 未記入		1		1		2		2		1		2		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		1		3		3		1		1		1		3		3		3		3		1		3		3		1		1		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		1		3		3		3		1		1		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1

		否 ヒ		訪問看護ステーション那須		0287-73-5048		0287-63-4566		325-0023		那須塩原市豊浦10-706		5		0		2		0		0		0				那須塩原市、大田原市、那須町 ナスシオバラ シ オオタワラシ ナスマチ		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		0		0		1		0		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		2

chizuru_tanaka: 未記入		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1

		承諾 ショウダク		さくら訪問看護ステーション		0287-29-3252		0287-29-3252		324-0058		大田原市紫塚3-2633-10		5		0		0		1		0		0				大田原市、那須塩原市、矢板市 オオタワラシ ナスシオバラ シ ヤイタ シ		1		0		1		1		1		1		1		1		1		0		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		0		1		1		3		3		3		3		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		小児の受入数（実績）が少ないので、実際依頼があった場合、入院中から手技等の指導を受けたいと思います。 ショウニ ウケイレスウ ジッセキ スク ジッサイ イライ バアイ ニュウインチュウ シュギ ナド シドウ ウ オモ

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションたんぽぽ		0280-57-1888		0280-57-3819		329-0101		下都賀郡野木町友沼5119-12		20		3		0		5		0		0		2		野木町、小山市、旧藤岡町 ノギマチ オヤマシ キュウ フジオカマチ		1		1		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		1		1		1		1		1		1		0		0		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		3		1		1		1		1		1		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		3		3		3		3		3		1		1		3		2		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		2		2		2		2		2		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		受け入れてくれる訪問看護Stの数が少ないと思います。研修会の機会を設けてサービス体制が構築できると良いと思います。 ウ イ ホウモン カンゴ カズ スク オモ ケンシュウカイ キカイ モウ タイセイ コウチク ヨ オモ

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションうつのみや		028-612-6103		028-612-6104		320-0852		宇都宮市下砥上町字並塚643番地1		11		0		0		0		0		0		1		宇都宮市、壬生町 ウツノミヤシ ミブマチ		1		1		0		0		1		1		1		1		1		0		0		0		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		2

chizuru_tanaka: 未記入		3		3		3		3		1		2		2		2		2		2		3		3		3		1		1		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		3		3		3		1		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		3		3		3		1		1		3		3		3		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーション石橋		0285-52-2293		0285-52-2268		329-0511		下野市石橋628番地		7		0		0		1		0		0		1		下野市、上三川町、壬生町、宇都宮市（部） シモノ シ カミノカワマチ ミブマチ ウツノミヤシ ブ		1		1		0		0		1		1		1		1		1		0		1		0		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		3		1		1		1		1		1		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		1		3		3		3		3		3		3		3		3		1		1		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		2		2		2		2		2		最近、訪問依頼が増えてきていますが、私たち看護師の力量不足から利用者家族へ満足のいく看護が提供できないように感じています。現在の、利用者家族から教わることが多くあり、私たちが勉強になります。ただ、訪問していて思うことは、ご両親の今までの経験でケアが進み危険であり、指導させていただいても理解が得られないこともあり、ジレンマとなっています。例）誤嚥性肺炎を繰り返している方にヘッドアップして食事を摂るよう説明してもフラットのままであったり、他の方でPEG造設されているので、栄養はPEGからにして経口からは楽しみ程度にしてと言っても、食事を経口から摂るなど。 サイキン ホウモン イライ フ ワタクシ カンゴシ リキリョウ ブソク リヨウシャ カゾク マンゾク カンゴ テイキョウ カン ゲンザイ リヨウシャ カゾク オソ オオ ワタシ ベンキョウ ホウモン オモ リョウシン イマ ケイケン スス キケン シドウ リカイ エ レイ ゴエンセイ ハイエン ク カエ カタ ショクジ ト セツメイ ホカ カタ ゾウ セツ エイヨウ ケイコウ タノ テイド イ ショクジ ケイコウ ト

		承諾 ショウダク		マロニエ訪問看護ステーション		0287-37-6322		0287-39-3305		329-2763		那須塩原市井口537-3 にしなすの総合在宅ｹｱｾﾝﾀｰ内		5		7		0		5		0		2		1		那須塩原市、那須町、大田原市　リハビリのみ→那珂川町訪問可能 ナスシオバラ シ ナスマチ オオタワラシ ナカガワ マチ ホウモン カノウ		1		1		1		0		1		1		1		1		0		0		0		1		1		1		1		1		1		0		1		1		1		1		1		1		0		0		1		1		1		0		1		0		0		0		1		0		1		1		1		1		1		1		3		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーション佐野		0283-86-7013		0283-86-7031		327-0847		佐野市天神町７７４－２２ メープルハイツ１０１号室		3		0		1		0		0		0		1		足利市、佐野市、栃木市（旧岩船市） アシカガシ サノシ トチギシ キュウ イワフネ シ		0		0		0		0		1		0		1		0		1		0		0		0		1		0		0		0		1		0		1		0		0		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		2		2		2		2		2		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1

		承諾 ショウダク		とちぎ訪問看護ステーションくろばね		0287-54-0507		0287-54-0580		324-0241		大田原市黒羽向町142番地		6		0		0		0		1		0		2		大田原市、那須塩原市、那須町、那珂川町 オオタワラシ ナスシオバラ シ ナスマチ ナカガワマチ		1		0		0		0		1		1		1		1		1		0		1		0		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		3		3		3		3		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		1		2		2		2		2		2		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3

		承諾 ショウダク		鹿沼訪問看護ステーション		0289-60-5650		0289-60-1687		322-0021		鹿沼市上野町320-3高橋ビル１階１０３号室		5		0		0		0		0		0				鹿沼市、旧宇都宮市、旧今市市、壬生町、西片町 カヌマシ キュウ ウツノミヤシ キュウ イマイチシ ミブマチ ニシカタマチ		0		0		0		0		0		0		1		0		1		0		0		0		1		0		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		2

chizuru_tanaka: 未記入		2		2		2		2		1		2		2		2		2		3		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションほっと		028-626-5739		028-625-8201		321-0974		宇都宮市竹林町958		11		0		0		2		0		0		0		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2

		承諾 ショウダク		芳賀赤十字訪問看護ステーション		0285-84-8266		0285-84-8266		321-4306		真岡市台町2461		6		0		0		0		0		0		0		芳賀郡全域（真岡市、益子町、芳賀町、茂木町） ハガ グン ゼンイキ モオカシ マシコマチ ハガマチ モギ マチ		1		1		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		3		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		当ステーションは今年度小児在宅医との連携を開始することができました。安心して在宅療養を継続できるよう、多職種と連携し、実施しています。高齢者が介護サービスを選択するように、サービスの充実は得られていません。現実は家族だけで利用者（児）のケアを実施しているケースもあり家族の介護負担は大きいと考えます。負担軽減のためには、スムーズなレスパイト入院や日中の一時お預かり等充実した施設が増えることでさらに安心した療養環境の提供ができると思います。よろしくお願いいたします。 トウ コンネンド ショウニ ザイタク イ レンケイ カイシ アンシン ザイタク リョウヨウ ケイゾク タ ショクシュ レンケイ ジッシ コウレイシャ カイゴ センタク ジュウジツ エ ゲンジツ カゾク リヨウシャ ジ ジッシ カゾク カイゴ フタン オオ カンガ フタン ケイゲン ニュウイン ニッチュウ イチジ アズ ナド ジュウジツ シセツ フ アンシン リョウヨウ カンキョウ テイキョウ オモ ネガ

		承諾 ショウダク		とちぎ訪問看護ステーションみぶ		0282-82-7262		0282-82-7260		321-0218		下都賀郡壬生町落合1-18-12		16		0		0		0		0		0		1		上三川町、下野市、壬生町、宇都宮 カミノカワマチ シモノ シ ミブ チョウ ウツノミヤ		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		1		0		1		1		1		1		1		1		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		病院との連携が大切。在宅生活を支援するためにチームで対応する（介護者の支援） ビョウイン レンケイ タイセツ ザイタク セイカツ シエン タイオウ カイゴシャ シエン

		承諾 ショウダク		ＷＡＤＥＷＡＤＥ訪問看護ステーション		028-666-5420		028-666-5460		321-0923		栃木県宇都宮市下栗町2913-1 ３２１－０９２３		12		0		0		0		0		0				宇都宮市、上三川町、 ウツノミヤシ カミノカワマチ		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		0		0		1		0		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		重心の方を看る側（介護者）の負担軽減の必要性を感じてしまいます。まだまだ「私がやらなければ」という気持ちが強く、様々な資源活用へと動きが進むような発信が大切だと思っています。 ジュウシン カタ ミ ガワ カイゴシャ フタン ケイゲン ヒツヨウセイ カン ワタシ キモ ツヨ サマザマ シゲン カツヨウ ウゴ スス ハッシン タイセツ オモ

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションあい		0287-83-8035		0287-83-8222		321-0628		那須烏山市金井2-5-9 ベンチャープラザ7号室 ゴウシツ		8		0		1		0		0		0		1		那須烏山市、那珂川町、茂木町、一貝町 ナスカラスヤマシ ナカガワマチ モギマチ イチ ガイ マチ		1		1		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		0		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		小児や重心など医療依存度が高い方には家族が安心して預けられる事業所とスタッフが必要です（レスパイトの本当の意味で）訪問看護スタッフが動きやすい仕組みがあればもっと介入できると思います。例えば在宅以外への支援での算定が可能になる。長時間支援が可能になるなど。在宅支援診療所が多ければ助かります。開業医で努力してくださる医師の力で乗り切っている地域は特にそう感じます。後方病院親元病院との連携、地域との調整などスムーズにシームレスに行われるとうれしいです。行政からの介入が少なく、制度のことなど知らないまま苦労されている方が多いので、窓口での丁寧かつタイミングよく助言をしていただくと嬉しいです。 ショウニ ジュウシン イリョウ イゾンド タカ カタ カゾク アンシン アズ ジギョウショ ヒツヨウ ホントウ イミ ホウモン カンゴ ウゴ シク カイニュウ オモ タト ザイタク イガイ シエン サンテイ カノウ チョウジカン シエン カノウ ザイタク シエン シンリョウジョ オオ タス カイギョウイ ドリョク イシ チカラ ノ キ チイキ トク カン コウホウ ビョウイン オヤモト ビョウイン レンケイ チイキ チョウセイ オコナ ギョウセイ カイニュウ スク セイド シ クロウ カタ オオ マドグチ テイネイ ジョゲン ウレ

		承諾 ショウダク		あおい訪問看護ステーション		0284-73-9456		0284-72-7600		326-0831		足利市堀込町2556 セレッソ・コート１階		16		0		0		4		0		0				足利市とその周辺（佐野市、館林市、巴楽町、太田市、桐生市） アシカガシ シュウヘン サノシ タテバヤシシ トモエ ラク マチ オオタシ キリュウシ		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1

		承諾 ショウダク		那須赤十字訪問看護ステーション		0287-23-8866		0287-23-8903		324-8686		大田原市中田原1081-4		8		1		0		0		0		0				大田原市、那須塩原市（一部を除く） オオタワラシ ナスシオバラ シ イチブ ノゾ		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		1		1		0		1		0		1		1		1		0		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションゆりの木		0287-47-5123		0287-47-5124		324-0028		大田原市山の手1-1-7 ヤマ テ		4		0		0		0		0		0				大田原市、那須塩原市、那珂川町 オオタワラシ ナスシオバラ シ ナカガワマチ		1		1		1		0		1		1		1		1		0		0		0		1		1		0		1		1		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		0		0		1		0		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		3		1		1		1		1		2		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		3		1		1		1		1		3		1		1		1		1		1		1		1		1		3		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		3		3		1		3		3		1		1		1		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		重症心身障害児施設で勤務したことのある看護師が2名いますので積極的に依頼があれば支援させていただきたいと思っています。こどもはやはり親元で成長発達できることが何よりも必要なことであると思っています。 ジュウショウ シンシン ショウガイ ジ シセツ キンム カンゴシ メイ セッキョクテキ イライ シエン オモ オヤモト セイチョウ ハッタツ ナニ ヒツヨウ オモ

		承諾 ショウダク		ライフ訪問看護リハビリテーション		0284-64-8799		0284-64-8335		326-0831		足利市堀込町2656-7　ASKビル３０１号		5		0		0		1		0		0		0		足利市、佐野市、館林市、邑楽郡、太田市、桐生市 アシカガシ サノシ タテバヤシシ オウラ グン オオタシ キリュウシ		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		この件に関する研修の案内が少ないため、学ぶ機会をもっと増やしてほしい ケン カン ケンシュウ アンナイ スク マナ キカイ フ

		承諾 ショウダク		わくわく訪問看護ステーションおやま		0285-24-6575		0285-20-0255		323-0022		小山市駅東通り3-9-6		11		0		0		5		0		0		0		小山市、結城市（茨城県）、下野市の一部、栃木市（PTのみ） オヤマシ ユウキシ イバラキケン シモノ シ イチブ トチギシ		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		1		1		1		1		3		3		3		1		1		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		自立支援のケアマネージャーがいるが、医療福祉行政をうまく連携してまとめる役割が果たせていない。それぞれが別々で動いており、介護者が困ったときの相談窓口に迷う。 ジリツ シエン イリョウ フクシ ギョウセイ レンケイ ヤクワリ ハ ベツベツ ウゴ カイゴシャ コマ ソウダン マドグチ マヨ

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーション風		028-612-1333		028-612-1384		321-0117		宇都宮市城南3丁目5-6		3		1		0		1		0		0				宇都宮、鹿沼、下野、壬生 ウツノミヤ カヌマ シモノ ミブ		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		1		1		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1

		承諾 ショウダク		宮の橋訪問看護ステーション		028-635-9839		028-635-9839		321-0963		宇都宮市南大通り1-1-23		7		0		0		1		0		0		0		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		1		1		0		1		1		1		1		1		0		0		0		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		レスパイト等受け入れ先が少ない。市のコーディネーター様がご多忙の様子であり、要望に対しての対応にかなりの時間を要する（対応されないこともある）。年度変わるときなど、担当者（市）の引き継ぎがされず、進んでいた調整も振り出しに戻ってしまうことがある。 トウ ウ イ サキ スク シ サマ タボウ ヨウス ヨウボウ タイ タイオウ ジカン ヨウ タイオウ ネンド カ タントウシャ シ ヒ ツ スス チョウセイ フ ダ モド

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションオリーブ		0282-27-8414		0282-27-8415		328-0027		栃木市今泉町1丁目17番29号		7		0		0		0		0		0				栃木市、小山市、下野市、壬生町 トチギシ オヤマシ シモノ シ ミブ マチ		1		1		1		0		1		1		1		1		0		0		0		0		1		1		1		1		0		0		1		1		1		0		1		1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションマザーの家		0283-85-7771		0283-85-7772		327-0504		佐野市中町942-1		2		0		3		0		0		0				佐野市 サノシ		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーション卯の郷		028-682-7770		028-682-7766		329-1311		さくら市氏家2650番地		3		0		0		0		0		0				さくら市（周辺15ｋｍ以内）、塩谷町、那須烏山市、宇都宮市、高根沢町 シ シュウヘン イナイ シオヤ マチ ナスカラスヤマシ ウツノミヤシ タカネザワ マチ		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		3		3		3		3		3		1		2		2		2		2		2		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		2		2		2		3		3		3		3		1		1		1		3		3		3		3		1		2		2		2		2		2		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		2		2		2		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションたかねざわ		028-680-1701		028-680-1702		329-1233		塩谷郡高根沢町宝積寺2426-8 		16		0		0		0		0		0				高根沢町、さくら市、那須烏山市、芳賀町、市貝町、茂木町、益子町、宇都宮市 タカネザワマチ シ ナスカラスヤマシ ハガ マチ イチ カイ チョウ モギマチ マシコ チョウ ウツノミヤシ		1		1		1		0		1		1		1		1		1		0		1		0		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		2		2		2		2		2

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションみどり		0285-45-8362		0285-45-8397		329-0214		小山市乙女786-1		3		0		1		0		0		0				小山市、栃木市、古河市、結城市 オヤマシ トチギシ コガシ ユウキシ		0		0		1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		1		0		1		0		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		3		2		2		2		3		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		1		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		1		1		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		訪問看護師がもっと社会資源として同行できるとよいと思う。在宅での療養はもっと看護師が活躍できる体制が整うとよいと思った。 ホウモン カンゴシ シャカイ シゲン ドウコウ オモ ザイタク リョウヨウ カンゴシ カツヤク タイセイ トトノ オモ

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションあるく		028-643-5586		028-678-8796		320-0036		宇都宮市小幡2-6-14 		5		0		1		0		0		0		1		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		0		1		0		1		0		1		0		0		1		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3

		承諾 ショウダク		とちぎ訪問看護ステーションおやま		0285-39-8602		0285-39-8607		323-0827		栃木県小山市神鳥谷2251-7 ３２３－０８２７		12		0		0		0		0		0		1		小山市、下野市（南部）、野木町（北部） オヤマシ シモノ シ ナンブ ノギ マチ ホクブ		1		1		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		1		1		1		0		0		1		0		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		3		3		1		1		1		3		1		1		1		1		小児の重症心身障害児の訪問看護を行っていく上で。たびたび感じるのが成長に伴った教育、就学が難しく親御さんの希望通りにいかないことが多く残念に思います。難しいところだと思いますが… ショウニ ジュウショウ シンシン ショウガイジ ホウモン カンゴ オコナ ウエ カン セイチョウ トモナ キョウイク シュウガク ムズカ オヤゴ キボウ ドオ オオ ザンネン オモ ムズカ オモ

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションここあ		028-600-3735		028-600-3736		321-2116		栃木県宇都宮市徳次郎町998-9 ３２１－２１１６		10		1		0		1		0		0		2		宇都宮市、日光市、 ウツノミヤシ ニッコウシ		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2

chizuru_tanaka: 未記入		

chizuru_tanaka: 未記入		

chizuru_tanaka: 未記入		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3















																														Q2.いままでに以下の項目を在宅看護で行ったことがありますか（あるものすべてにチェックをしてください）																																																																																						Q4.依頼があった場合に可能な医療的ケアと身体介護についてお答えください

				事業所名 ジギョウショ メイ		電話番号 デンワ バンゴウ		FAX番号 バンゴウ		郵便番号 ユウビンバンゴウ		所在地 ショザイチ		職員構成（常勤・非常勤は問いません）【人数：名】 ショクイン コウセイ ジョウキン ヒジョウキン ト ニンズウ メイ														訪問可能な主な市町村 ホウモン カノウ オモ シチョウソン		在宅人工呼吸器の管理 ザイタク ジンコウ コキュウキ カンリ				気管カニューレの交換 キカン コウカン				気管カニューレ部位のガーゼ交換 キカン ブイ コウカン				気管内吸引 キカンナイ キュウイン				食事介助 ショクジ カイジョ				経鼻チューブの交換 ケイビ コウカン				胃瘻の管理 イロウ カンリ				経管栄養の注入 ケイカン エイヨウ チュウニュウ				ストーマの管理 カンリ				尿道カテーテルの管理 ニョウドウ カンリ				導尿 ドウニョウ				入浴介助 ニュウヨク カイジョ				看護師によるリハビリテーション カンゴシ				OTもしくはPTによるリハビリテーション				中心静脈カテーテル管理 チュウシン ジョウミャク カンリ				高カロリー輸液の管理 コウ ユエキ カンリ				薬剤の静注（抗生物質や利尿剤など） ヤクザイ ジョウチュウ コウセイ ブッシツ リニョウザイ				麻薬による疼痛コントロール マヤク ウズ ツウ				終末期の医療的ケア シュウマツキ イリョウテキ				在宅での看取り ザイタク ミト				24時間対応 ジカン タイオウ						在宅人工呼吸器の管理 ザイタク ジンコウ コキュウキ カンリ										気管カニューレの交換 キカン コウカン										気管カニューレの管理（日常の交換以外の対応） キカン カンリ ニチジョウ コウカン イガイ タイオウ										気管内吸引 キカンナイ キュウイン										食事介助 ショクジ カイジョ										経鼻チューブの交換 ケイビ コウカン										ストーマの管理 カンリ										尿道カテーテルの管理 ニョウドウ カンリ										導尿 ドウニョウ										入浴介助 ニュウヨク カイジョ										看護師によるリハビリテーション カンゴシ										OTもしくはPTによるリハビリテーション										中心静脈カテーテル管理 チュウシン ジョウミャク カンリ										高カロリー輸液の管理 コウ ユエキ カンリ										薬剤の静注（抗生物質や利尿剤など） ヤクザイ ジョウチュウ コウセイ ブッシツ リニョウザイ										麻薬による疼痛コントロール マヤク トウツウ										終末期の医療的ケア シュウマツキ イリョウテキ										在宅での看取り ザイタク ミト										24時間対応 ジカン タイオウ										外出の介助 ガイシュツ カイジョ										通院の介助 ツウイン カイジョ

														看護師 カンゴシ		作業療法士 サギョウ リョウホウシ		准看護師 ジュンカンゴシ		理学療法士 リガク リョウホウシ		保健師 ホケンシ		言語療法士 ゲンゴ リョウホウシ		その他 タ				成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ				乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ

																																																																																																																		できる		18		20		19		20		27		9		11		13		13		18		22		22		22		24		30		25		25		26		29		34		25		25		26		27		31		16		17		19		21		27		21		22		23		26		32		16		18		22		25		33		16		18		22		24		32		26		25		29		30		31		18		20		22		23		30		9		10		9		9		12		20		20		23		25		31		21		22		24		27		32		14		14		16		18		27		12		12		13		15		25		18		17		19		20		28		19		18		19		21		29		23		23		24		25		33		7		7		9		10		14		5		6		7		8		11

																																																																																																																		できない		8		7		8		5		1		18		15		14		12		6		6		6		6		4		1		5		5		5		4		0		6		6		6		5		1		11		11		11		9		3		5		5		5		3		0		8		8		8		5		0		9		8		8		5		0		5		6		5		4		1		8		7		7		6		2		19		18		18		19		17		7		7		7		6		1		6		6		6		5		1		10		10		10		7		2		6		6		6		5		1		6		6		6		5		2		5		5		5		4		1		5		5		5		4		1		11		11		11		10		7		17		17		17		16		13

																																																																																																																		要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン		8		7		7		9		6		7		8		7		9		10		6		6		6		6		3		4		4		3		1		0		3		3		2		2		2		7		6		4		4		4		8		7		6		5		2		10		8		4		4		1		9		8		4		5		2		3		3		0		0		2		8		7		5		5		2		6		6		7		6		5		7		7		4		3		2		7		6		4		2		1		10		10		8		9		5		16		16		15		14		8		10		11		9		9		4		10		11		10		9		4		6		6		5		5		0		16		16		14		14		13		12		11		10		10		10



																																																																																																																		Ｑ4.できる

																																																																																																																				在宅人工呼吸器の管理		気管カニューレの交換		気管カニューレの管理（日常の交換以外の対応）		気管内吸引		食事介助		経鼻チューブの交換		ストーマの管理		尿道カテーテルの管理		導尿		入浴介助		看護師によるリハビリテーション		OTもしくはPTによるリハビリテーション		中心静脈カテーテル管理 チュウシン ジョウミャク カンリ		高カロリー輸液の管理 コウ ユエキ カンリ		薬剤の静注（抗生物質や利尿剤など） ヤクザイ ジョウチュウ コウセイ ブッシツ リニョウザイ		麻薬による疼痛コントロール マヤク トウツウ		終末期の医療的ケア シュウマツキ イリョウテキ		在宅での看取り ザイタク ミト		24時間対応 ジカン タイオウ		外出の介助		通院の介助

																																																																																																																		乳児～2歳 ニュウジ サイ		18		9		22		25		25		16		21		16		16		26		18		9		20		21		14		12		18		19		23		7		5

																																																																																																																		3～6歳 サイ		20		11		22		25		25		17		22		18		18		25		20		10		20		22		14		12		17		18		23		7		6

																																																																																																																		7歳～12歳 サイ サイ		19		13		22		26		26		19		23		22		22		29		22		9		23		24		16		13		19		19		24		9		7

																																																																																																																		13～17歳 サイ		20		13		24		29		24		21		26		25		24		30		23		9		25		27		18		15		20		21		25		10		8

																																																																																																																		18歳以上 サイイジョウ		27		18		30		34		31		27		32		33		32		31		30		12		31		32		27		25		28		29		33		14		11



																																																																																																																		Ｑ4.できない

																																																																																																																				在宅人工呼吸器の管理		気管カニューレの交換		気管カニューレの管理（日常の交換以外の対応）		気管内吸引		食事介助		経鼻チューブの交換		ストーマの管理		尿道カテーテルの管理		導尿		入浴介助		看護師によるリハビリテーション		OTもしくはPTによるリハビリテーション		中心静脈カテーテル管理 チュウシン ジョウミャク カンリ		高カロリー輸液の管理 コウ ユエキ カンリ		薬剤の静注（抗生物質や利尿剤など） ヤクザイ ジョウチュウ コウセイ ブッシツ リニョウザイ		麻薬による疼痛コントロール マヤク トウツウ		終末期の医療的ケア シュウマツキ イリョウテキ		在宅での看取り ザイタク ミト		24時間対応 ジカン タイオウ		外出の介助		通院の介助

																																																																																																																		乳児～2歳 ニュウジ サイ		8		18		6		5		6		11		5		8		9		5		8		19		7		6		10		6		6		5		5		11		17

																																																																																																																		3～6歳 サイ		7		15		6		5		6		11		5		8		8		6		7		18		7		6		10		6		6		5		5		11		17

																																																																																																																		7歳～12歳 サイ サイ		8		14		6		5		6		11		5		8		8		5		7		18		7		6		10		6		6		5		5		11		17

																																																																																																																		13～17歳 サイ		5		12		4		4		5		9		3		5		5		4		6		19		6		5		7		5		5		4		4		10		16

																																																																																																																		18歳以上 サイイジョウ		1		6		1		0		1		3		0		0		0		1		2		17		1		1		2		1		2		1		1		7		13



																																																																																																																		Ｑ4.要相談 ヨウ ソウダン

																																																																																																																				在宅人工呼吸器の管理		気管カニューレの交換		気管カニューレの管理（日常の交換以外の対応）		気管内吸引		食事介助		経鼻チューブの交換		ストーマの管理		尿道カテーテルの管理		導尿		入浴介助		看護師によるリハビリテーション		OTもしくはPTによるリハビリテーション		中心静脈カテーテル管理 チュウシン ジョウミャク カンリ		高カロリー輸液の管理 コウ ユエキ カンリ		薬剤の静注（抗生物質や利尿剤など） ヤクザイ ジョウチュウ コウセイ ブッシツ リニョウザイ		麻薬による疼痛コントロール マヤク トウツウ		終末期の医療的ケア シュウマツキ イリョウテキ		在宅での看取り ザイタク ミト		24時間対応 ジカン タイオウ		外出の介助		通院の介助

																																																																																																																		乳児～2歳 ニュウジ サイ		8		7		6		4		3		7		8		10		9		3		8		6		7		7		10		16		10		10		6		16		12

																																																																																																																		3～6歳 サイ		7		8		6		4		3		6		7		8		8		3		7		6		7		6		10		16		11		11		6		16		11

																																																																																																																		7歳～12歳 サイ サイ		7		7		6		3		2		4		6		4		4		0		5		7		4		4		8		15		9		10		5		14		10

																																Q3.現時点で、依頼のあった場合、重症心身障害児（者）の在宅医療を行うことはできますか ゲンジテン イライ バアイ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ ザイタク イリョウ オコナ																																																																																		13～17歳 サイ		9		9		6		1		2		4		5		4		5		0		5		6		3		2		9		14		9		9		5		14		10

																														できる		14																																																																																		18歳以上 サイイジョウ		6		10		3		0		2		4		2		1		2		2		2		5		2		1		5		8		4		4		0		13		10

																														できない		6

																														要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン		14



																														在宅人工呼吸器の管理 ザイタク ジンコウ コキュウキ カンリ		気管カニューレの交換 キカン コウカン		気管カニューレ部位のガーゼ交換 キカン ブイ コウカン		気管内吸引 キカンナイ キュウイン		食事介助 ショクジ カイジョ		経鼻チューブの交換 ケイビ コウカン		胃瘻の管理 イロウ カンリ		経管栄養の注入 ケイカン エイヨウ チュウニュウ		ストーマの管理 カンリ		尿道カテーテルの管理 ニョウドウ カンリ		導尿 ドウニョウ		入浴介助 ニュウヨク カイジョ		看護師によるリハビリテーション カンゴシ		OTもしくはPTによるリハビリテーション		中心静脈カテーテル管理 チュウシン ジョウミャク カンリ		高カロリー輸液の管理 コウ ユエキ カンリ		薬剤の静注（抗生物質や利尿剤など） ヤクザイ ジョウチュウ コウセイ ブッシツ リニョウザイ		麻薬による疼痛コントロール マヤク ウズ ツウ		終末期の医療的ケア シュウマツキ イリョウテキ		在宅での看取り ザイタク ミト		24時間対応 ジカン タイオウ

																												成人 セイジン		28		24		30		31		28		22		32		31		32		33		31		33		33		16		29		30		28		30		32		31		33

																												小児 ショウニ		21		11		23		24		14		17		21		19		6		7		8		20		18		9		2		4		3		3		6		4		22



成人	小児	Q3.現時点で、依頼のあった場合、重症心身障害児（者）の在宅医療を行うことはできますか

Q3.現時点で、依頼のあった場合、重症心身障害児（者）の在宅医療を行うことはできますか	乳児～2歳	3～6歳	7歳～12歳	13～17歳	18歳以上	乳児～2歳	3～6歳	7歳～12歳	13～17歳	18歳以上	

乳児～2歳	3～6歳	7歳～12歳	13～17歳	18歳以上	

診療所

		Ｑ１		1.医療ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する外来診療について、以下の医療行為に対応できますか。 イリョウ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ガイライ シンリョウ イカ イリョウ コウイ タイオウ

				Ｑ1-1										予防接種 ヨボウ セッシュ

				Ｑ1-2										一次診療
（経過観察、栄養観察を含む） イチジ シンリョウ ケイカ カンサツ エイヨウ カンサツ フク

				Ｑ1-3										経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ

				Ｑ1-4										経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ

				Ｑ1-5										中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ

				Ｑ1-6										酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ

				Ｑ1-7										気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ

				Ｑ1-8										人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ

				Ｑ1-9										尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ

				Ｑ1-10										人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ

				Ｑ1-11										褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ

		Ｑ２		2.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する往診及び訪問診療について、以下の医療行為に対応できますか イリョウテキ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ オウシン オヨ ホウモン シンリョウ イカ イリョウ コウイ タイオウ

				Ｑ2-1										予防接種 ヨボウ セッシュ

				Ｑ2-2										一次診療
（経過観察、栄養観察を含む） イチジ シンリョウ ケイカ カンサツ エイヨウ カンサツ フク

				Ｑ2-3										経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ

				Ｑ2-4										経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ

				Ｑ2-5										中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ

				Ｑ2-6										酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ

				Ｑ2-7										気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ

				Ｑ2-8										人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ

				Ｑ2-9										尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ

				Ｑ2-10										人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ

				Ｑ2-11										褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ

		Ｑ3		3.24時間、重症心身障害児（18歳未満）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイジ サイ ミマン イリョウ タイオウ

				Ｑ3-1										できる

				Ｑ3-2										できない

				Ｑ3-3										要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン

		Ｑ4		4.24時間、重症心身障害者（18歳以上）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイシャ サイ イジョウ イリョウ タイオウ

				Ｑ4-1										できる

				Ｑ4-2										できない

				Ｑ4-3										要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン

		Ｑ5		5.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する訪問リハビリてーションを提供していますか イリョウテキ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ホウモン テイキョウ

				Ｑ5-1										提供している テイキョウ

				Ｑ5-2										提供していない テイキョウ

				Ｑ5-3										提供していないが対応は可能 テイキョウ タイオウ カノウ

				Ｑ5-4										要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン

		Ｑ6		6.重症心身障害児（者）在宅医療に対応できるようになるための条件はなんですか ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ ザイタク イリョウ タイオウ ジョウケン

				Ｑ6-1										診療報酬の点数が増えること シンリョウ ホウシュウ テンスウ フ

				Ｑ6-2										訪問看護尾の連携 ホウモン カンゴ オ レンケイ

				Ｑ6-3										病院との連携 ビョウイン レンケイ

				Ｑ6-4										在宅療養支援診療所と小児科医とのグループ診療 ザイタク リョウヨウ シエン シンリョウジョ ショウニ カ イ シンリョウ

				Ｑ6-5										在宅療養支援診療所に助言や相談を求めることができること ザイタク リョウヨウ シエン シンリョウジョ ジョゲン ソウダン モト

				Ｑ6-6										小児科医に助言や相談を求めることができること ショウニ カ イ ジョゲン ソウダン モト

				Ｑ6-7										経験のある医師がいること ケイケン イシ

				Ｑ6-8										研修などの自己のスキルアップ ケンシュウ ジコ

				Ｑ6-9										その他 タ

		Ｑ7		7.重症心身障害児（者）の方に対する医療、在宅生活等についてお気づきのことなど、ご自由にお書きください ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ カタ タイ イリョウ ザイタク セイカツ ナド キ ジユウ カ



		承諾可否 ショウダク カヒ		診療所名 シンリョウジョ メイ		電話番号 デンワ バンゴウ		郵便番号 ユウビンバンゴウ		所在地 ショザイチ		電話番号 デンワ バンゴウ		Ｑ１　1.医療ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する外来診療について、以下の医療行為に対応できますか。																								Ｑ２　2.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する往診及び訪問診療について、以下の医療行為に対応できますか																						Ｑ3		Ｑ4		Ｑ5		Ｑ6　6.重症心身障害児（者）在宅医療に対応できるようになるための条件はなんですか																		Ｑ7重症心身障害児（者）の方に対する医療、在宅生活等についてお気づきのことなど、ご自由にお書きください

														Ｑ1-1		Ｑ1-2		Ｑ1-3		Ｑ1-4		Ｑ1-5		Ｑ1-6		Ｑ1-7		Ｑ1-8		Ｑ1-9		Ｑ1-10		Ｑ1-11				Ｑ2-1		Ｑ2-2		Ｑ2-3		Ｑ2-4		Ｑ2-5		Ｑ2-6		Ｑ2-7		Ｑ2-8		Ｑ2-9		Ｑ2-10		Ｑ2-11								Ｑ6-1		Ｑ6-2		Ｑ6-3		Ｑ6-4		Ｑ6-5		Ｑ6-6		Ｑ6-7		Ｑ6-8		Ｑ6-9

		否 ヒ		不明 フメイ						不明 フメイ		不明 フメイ		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		7		0		0

		否 ヒ		不明 フメイ						不明 フメイ		不明 フメイ		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		1		1		0		0		0		1		0

		否 ヒ		不明 フメイ						不明 フメイ		不明 フメイ		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		不明 フメイ						不明 フメイ		不明 フメイ		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		0

		否 ヒ		不明 フメイ						不明 フメイ		不明 フメイ		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		否 ヒ		不明 フメイ						不明 フメイ		不明 フメイ		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		0		1		0

		否 ヒ		不明 フメイ						不明 フメイ		不明 フメイ		1		1		2		2		2		2		2		2		1		2		1				1		1		2		2		2		2		2		2		1		2		1		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		その他：各種の健康的処置の管理ができるかどうか。その訓練を受けているかどうかです。 タ カクシュ ケンコウテキ ショチ カンリ クンレン ウ

		否 ヒ		不明 フメイ						不明 フメイ		不明 フメイ		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		0		0		1		0		0

		否 ヒ		不明 フメイ						不明 フメイ		不明 フメイ		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		その他:スタッフ不足（医師、看護師、介助者）スペース不足 タ フソク イシ カンゴシ カイジョシャ フソク

		否 ヒ		宇都宮市保健所 ウツノミヤシ ホケンジョ				321-0974		宇都宮市竹林町972				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		その他：保健所は直接的な医療サービスを行っていないことから、今後も対応は行わない タ ホケンジョ チョクセツ テキ イリョウ オコナ コンゴ タイオウ オコナ

		承諾 ショウダク		深谷医院 フカヤ イイン		0285-75-0007 		321-4502		真岡市物井1268-7				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		1				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		1		2		2		2		0		0		1		1		0		0		0		0		0

		否 ヒ		こどもクリニックしまむら				326-0822		足利市田中町908-4				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		かしま産婦人科 サンフジンカ		0284-65-0341		326-0844		足利市鹿島町501-1				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		婦人科疾患（不正性器出血/帯下/外陰掻痒等）については外来対応させて頂いております フジンカ シッカン フセイ セイキ シュッケツ タイゲ ガイイン カ カユ ナド ガイライ タイオウ イタダ

		否 ヒ		医療法人雄仁会　奥山医院 イリョウ ホウジン ユウジン カイ オクヤマ イイン				322-0065		鹿沼市上材木町2320				1		3		3		3		3		3		1		3		3		2		2				1		3		2		3		2		3		1		3		3		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		1		1		0		0

		否 ヒ		水沼医院 ミズヌマ イイン				321-0628		那須烏山市金井1-14-8				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		3				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		飯野医院				321-4539		真岡市長沼730-1				3		2		2		2		2		3		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		おおきこどもクリニック		0285-41-0025 		329-0207		小山市美しが丘3-35-3				1		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		宇都宮市子ども発達センター診療所 ウツノミヤシ コ ハッタツ シンリョウジョ		028-647-4720		320-0851		栃木県宇都宮市鶴田町970-1				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		その他：子ども発達センター内の療育を利用する児の診療所であるため タ コ ハッタツ ナイ リョウイク リヨウ ジ シンリョウジョ

		承諾 ショウダク		中川医院 ナカガワ イイン		0287-62-0040		325-0057		那須塩原市黒磯幸町6-27				3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		1		0		1		0

		否 ヒ		ももやこどもクリニック				321-0118		宇都宮市インターパーク3-6-1				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		1		0		0		0		0		0

		否 ヒ		阿久津医院 アクツ イイン				329-1226		高根沢町大谷176-1 タカネザワマチ オオタニ				1		1		2		2		2		3		2		2		3		3		3				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		1		0		0		0		1		0		0

		否 ヒ		伊保内診療所 イホ ナイ シンリョウジョ				327-0034		佐野市伊保内町3841-1				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		1		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		にじいろこども診療所 シンリョウジョ		0285-44-7716		329-0414		下野市小金井4-1-1				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		0		1		1		0

		否 ヒ		戸野塚内科医院 トノヅカ ナイカ イイン				323-0064		小山市下石塚471				3		3		3		3		3		1		1		1		1		3		1				3		3		3		3		3		1		1		1		1		3		1		3		3		4		0		0		1		0		0		1		1		1		0

		否 ヒ		賀川診療所 カガワ シンリョウジョ				326-0843		足利市五十部町1785				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		1		0		1		0		0

		承諾 ショウダク		豊郷台クリニック ユタカ ゴウ ダイ		028-643-8998		320-0003		宇都宮市豊郷台2-21-3		028-643-8998（FAX8999）		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1				1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		2		0		1		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		いとうこどもクリニック		0289-63-5566		322-0025		鹿沼市緑町2-2-29				1		1		3		3		2		2		3		2		2		3		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		0		0		1		1		0

		承諾 ショウダク		清原台こどもクリニック キヨハラ ダイ		028-305-6017		321-3223		宇都宮市清原台2-4-14				1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		その他：医師、看護師の増員 タ イシ カンゴシ ゾウイン

		否 ヒ		阿部医院				324-0032		大田原市佐久山2018 オオタワラシ サクヤマ		0287-28-0053（FAX0287-28-2112）		1		1		2		2		2		2		1		2		1		2		1				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		4		0		1		1		0		1		0		0		1		0

		否 ヒ		中元内科医院 ナカモト ナイカ イイン				328-0027		栃木市今泉町2-10-18				1		3		2		2		2		3		2		2		3		2		3				3		3		2		2		2		3		2		2		3		2		3		2		2		2		0		0		1		0		1		0		0		1		0		①重症心身障害者の重症度の程度問題　②家庭の受け入れ問題、経済的負担 ジュウショウ シンシン ショウガイシャ ジュウショウ ド テイド モンダイ カテイ ウ イ モンダイ ケイザイテキ フタン

		否 ヒ		布川小児科 フカワ ショウニ カ				322-0036		鹿沼市下田町2-1099				1		1		3		3		2		3		2		2		2		3		3				1		1		3		3		2		3		2		2		2		2		3		2		2		2		0		1		1		1		0		0		1		1		0

		否 ヒ		ちづかクリニック				328-0133		栃木市大森町445-4		0282-31-3750		3		3		3		3		2		3		2		2		2		2		3				3		3		3		3		2		3		2		2		2		2		3		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		多島医院 タジマ イイン				321-1524		日光市足尾町赤沢21-28				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		否 ヒ		篠崎内科クリニック シノザキ ナイカ				321-3223		宇都宮市清原台6-1-13				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		否 ヒ		和久医院 ワク イイン				321-3324		芳賀町西水沼119-1				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		否 ヒ		近藤クリニック コンドウ				321-0634		那須烏山市野上町637-2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		0		0		0		0		1		0		0

		否 ヒ		高根沢内科クリニック タカネザワ ナイカ				321-4305		真岡市荒町2-11-1				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		岡田こどもクリニック オカダ				327-0832		佐野市植上町1408-2				1		3		3		3		3		2		3		2		3		3		3				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		0		0		0		0		0		往診医療ができたらと考えていた時もありましたが、現在は物理的に困難で申し訳ありません
重心のお子さんの通院所と個別の相談で応じる可能性はあります オウシン イリョウ カンガ トキ ゲンザイ ブツリテキ コンナン モウ ワケ ジュウシン コ ツウイン ジョ コベツ ソウダン オウ カノウセイ

		否 ヒ		真岡メディカルクリニック モオカ				321-4305		真岡市荒町3-49-6				3		3		3		3		3		3		3		3				3		3				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		0		0		0		1		1		0

		否 ヒ		いしだ整形外科 セイケイ ゲカ				321-0912		宇都宮市石井町3236-1				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		山中クリニック ヤマナカ				327-0835		佐野市植下町2468				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		1		1		0		0		1		0		0

		否 ヒ		医療法人　寿幸会　吉野医院 イリョウ ホウジン コトブキ サチ カイ ヨシノ イイン				320-0014		宇都宮市大曽4-9-11				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		1		1		0		0		1		0		0

		否 ヒ		柳田産婦人科・小児科医院 ヤナギダ サンフジンカ ショウニカ イイン				321-4361		真岡市並木町4-5-3				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		0

		否 ヒ		石田消化器科・内科クリニック イシダ ショウカキ カ ナイカ				321-0216		壬生町壬生丁259-7				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		1		0		0		0		0		0

		否 ヒ		赤羽胃腸科・外科・肛門科医院 アカバネ イチョウカ ゲカ コウモンカ イイン				324-0052		大田原市城山2-5-29				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		医療法人　文仁会　扶桑医院 イリョウ ホウジン ブン ジン カイ フソウ イイン				323-0016		小山市扶桑1-2-1				1		3		3		3		2		2		3		2		3		3		3				3		3		3		2		2		2		3		2		3		2		3		2		2		2		0		0		1		1		0		0		1		1		0

		否 ヒ		馬場医院 ババ イイン				327-0043		佐野市君田町35				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		否 ヒ		井戸川クリニック イドガワ				326-0331		足利市福富町2096-1				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		0		0		1		0		0		0

		否 ヒ		鎌田浅香医院 カマタ アサカ イイン				324-0043		大田原市浅香3-3-9				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		0		1		0		0		0		0		0		0		高額医療はひかえています。悪質ととらえられますので!! コウガク イリョウ アクシツ

		否 ヒ		山門クリニック ヤマカド				328-0031		栃木市日の出町6-35				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		0		0		0		1		0

		否 ヒ		新村ファミリークリニック ニイムラ				328-0011		栃木市大宮町2120-11				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		宇都宮東部クリニック ウツノミヤ トウブ				321-3223		宇都宮市清原台5-14-19				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1

		否 ヒ		車田医院 クルマダ イイン				324-0242		大田原市大豆田457-24				3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3				3		3		3		3		3		0		2		2		3		3		3		2		2		2		0		0		1		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		にがみどう内科クリニック ナイカ				322-0003		鹿沼市仁神堂町351-26				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		松谷内科胃腸科クリニック マツヤ ナイカ イチョウカ				321-3304		芳賀町祖母井1708-17				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		1		0		0

		否 ヒ		まなか医院 イイン				329-1225		高根沢町石末２０９３－１０				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		植木医院 ウエキ イイン				329-2224		塩谷町金枝950				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		1		2		2		2		2		3		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		0		0		0		0		0

		否 ヒ		大岡医院 オオオカ イイン				320-0047		宇都宮市一の沢274-7				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		川野クリニック カワノ				329-1112		宇都宮市上田原町660-6				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		0		1		0

		否 ヒ		陣内医院 ジンナイ イイン				321-0225		壬生町本丸1-7-10		0282-82-0242		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		1		0

		否 ヒ		船越医院 フナコシ イイン				328-0111		栃木市都賀町家中5986-6				1		1		2		2		2		2		2		2		3		2		3				1		1		2		2		2		2		2		2		3		2		3		2		2		2		0		1		1		0		1		1		0		1		0

		否 ヒ		林クリニック ハヤシ				321-0158		宇都宮市西川田本町1-8-29				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		0		0		0		0		0

		否 ヒ		河島医院 カワシマ イイン				329-3436		那須郡那須町伊王野1503				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		松本内科医院 マツモト ナイカ イイン				321-0226		壬生町中央町6-37				3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		否 ヒ		佐藤医院 サトウ イイン				329-2728		栃木県那須塩原市西栄町7-16 ３２９－２７２８		0287-36-0147		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1

		否 ヒ		渡部医院 ワタナベ イイン				329-3153		那須塩原市大原間140-1 ナスシオバラ シ オオハラマ				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		宇都宮市保健センター ウツノミヤシ ホケン				321-0964		宇都宮市駅前通り1-4-6				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		0

		否 ヒ		川村医院 カワムラ イイン				321-2522		日光市鬼怒川温泉大原1396-20				1		1		3		1		3		1		3		2		3		3		3				3		3		3		3		3		3		2		2		3		3		3		2		2		2		0		0		1		0		0		1		1		0		0

		否 ヒ		ほうずみ整形外科内科小児科医院				320-0047		宇都宮市一の沢2-1-43				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		小島内科医院 コジマ ナイカ イイン				321-0168		宇都宮市東原町5-3				3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		1		0		0		0		0

		否 ヒ		那須高原クリニック ナス コウゲン				329-3131		那須塩原市唐杉31-2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		サンフラワークリニック				323-0808		小山市出井1936				3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		昌平町こどもクリニック ショウヘイ マチ				326-0813		足利市昌平町2368				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		①中心となる施設へ患者が訪問するように、移動手段・補助（人、お金）を考えるべき。どうしても動けない、動かせない人のみ専門職（医者以外）が訪問しIT技術等で必要に応じてセンター施設のスペシャリストと連絡し治療（入院‥）の判断をし実行する。
②既存の人・技術・施設を日曜大工的発想で組み合わせて、システムを構築することには賛成できない。現状をどうにかするための方策でなく、医療の公正（正義）を行うためにどうすべきかを考えるべきだと思う チュウシン シセツ カンジャ ホウモン イドウ シュダン ホジョ ヒト カネ カンガ ウゴ ウゴ ヒト センモン ショク イシャ イガイ ホウモン ギジュツナド ヒツヨウ オウ シセツ レンラク チリョウ ニュウイン ハンダン ジッコウ キゾン ヒト ギジュツ シセツ ニチヨウ ダイク テキ ハッソウ ク ア コウチク サンセイ ゲンジョウ ホウサク イリョウ コウセイ セイギ オコナ カンガ オモ

		否 ヒ		赤田診療所 アカダ シンリョウジョ				329-2743		那須塩原市南赤田321-1192				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		手塚内科 テヅカ ナイカ				321-0966		宇都宮市今泉3-12-12				3		3		2		2		2		2		2		2		1		3		3				3		3		2		2		2		2		2		2		3		3		3		2		2		2		0		1		1		0		1		0		1		0		0		今まで具体的な症例に会っていません イマ グタイテキ ショウレイ ア

		否 ヒ		板橋医院 イタバシ イイン				327-0803		佐野市犬伏新町1308-2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		1		1		0

		否 ヒ		倉増医院 クラ マ イイン				320-0856		宇都宮市砥上町675-1				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		その他：人材の確保 タ ジンザイ カクホ

		否 ヒ		もてぎの森メディカルプラザ				321-3541		茂木町烏生田下郷330				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		宮澤クリニック ミヤザワ				329-0412		下野市柴291-2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		金澤医院 カナザワ イイン				325-0052		那須塩原市中央町1-8				1		1		2		2		2		1		2		2		2		2		2				1		1		2		2		2		1		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		つるたfamilyクリニック				320-0857		宇都宮市鶴田1-17-23				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		フォレストサイドクリニック				321-0152		宇都宮市西川田6-6-17		028-684-2775		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		今野内科胃腸科医院 コンノ ナイカ イチョウカ イイン				321-0151		宇都宮市西川田町933-1		028-645-6121		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		1		1		1		0

		否 ヒ		小島原医院 コジマ ハラ イイン				329-1104		宇都宮市下岡本町4075				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		1		0

		否 ヒ		永田内科眼科医院 ナガタ ナイカ ガンカイ イン				321-0982		宇都宮市御幸ヶ原町136-9		028-662-6774		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		1		0

		否 ヒ		大栗医院 オオクリ イイン				320-0034		宇都宮市泉町1-27				3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1

		否 ヒ		星小児科医院 ホシ ショウニカ イイン				321-0346		宇都宮市下荒針町3588-2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		金子内科医院 カネコ ナイカ イイン				320-0032		宇都宮市昭和1-1-31				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		否 ヒ		石川医院 イシカワ イイン				322-0015		栃木県鹿沼市上石川1-319 ３２２－００１５		0289-76-3145		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		当方では特別養護老人ホームの嘱託医を兼ねておりますため、24時間体制での診察となっております。今回のアンケートに対しましては、オーバーワークにつき協力いたしかねます。 トウホウ トクベツ ヨウゴ ロウジン ショクタクイ カ ジカン タイセイ シンサツ コンカイ タイ キョウリョク

		否 ヒ		しみずファミリークリニック				321-0951		宇都宮市越戸3-15-27				1		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		0		0		0		0		0

		否 ヒ		岡医院 オカ イイン				321-1403		日光市下鉢石町997-1				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		1		1		0		そもそも開業の小児科医が少ないうえに、在宅医療をやっている小児科はほとんどいないのが現状。以前、在宅の重症心身障害児の訪問診療を頼まれて行ったことがあるが、大人の訪問診療と勝手が違う為、内科医にはハードルが高いと感じた。是非、近くの小児科の先生に少しでも取り組んでもらうしかないかと思います。 カイギョウ ショウニ カ イ スク ザイタク イリョウ ショウニカ ゲンジョウ イゼン ザイタク ジュウショウ シンシン ショウガイジ ホウモン シンリョウ タノ オコナ オトナ ホウモン シンリョウ カッテ チガ タメ ナイカ イ タカ カン ゼヒ チカ ショウニカ センセイ スコ ト ク オモ

		否 ヒ		風見診療所 カザミ シンリョウジョ				329-2335		塩谷町上平27				3		3		1		3		2		3		3		2		1		3		3				3		1		1		3		2		2		3		3		2		1		3		3		2		2		0		1		1		0		1		0		1		1		0

		否 ヒ		土谷医院 ツチヤ イイン				321-0136		宇都宮市みどり野町14-3				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		1		0

		否 ヒ		遠藤小児科 エンドウ ショウニカ				321-0982		宇都宮市御幸ヶ原町224-10				1		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		1		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		油布医院 ユフ イイン				321-0414		宇都宮市中里町175-8				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		1		0

		承諾 ショウダク		さいとう小児科 ショウニカ		0282-22-0757 		328-0015		栃木市万町30番16号		0282-22-0757		1		1		3		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		1		0

		承諾 ショウダク		冨塚メデｲカルクリニック		028-666-2555		321-2116		宇都宮市徳次郎町888				1		1		2		2		2		2		2		2		1		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0		なるべく協力したいが、現在当院副院長が体調悪く、休養中のため困難となっています。 キョウリョク ゲンザイ トウイン フクインチョウ タイチョウ ワル キュウヨウチュウ コンナン

		承諾 ショウダク		山浦内科医院		0284-21-6653 		326-0843		足利市五十部町1256-5				1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3				1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		4		1		1		1		0		0		0		1		0		0

		承諾 ショウダク		小倉医院		0282-82-0057		321-0227		壬生町通町10-5				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		承諾 ショウダク		飯岡小児科		0289-65-3257		322-0074		鹿沼市日吉町569-2				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		3				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		3		2		2		2		0		0		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		角田内科医院		0285-53-5665 		329-0511		下野市石橋549				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		1		1		1		1		1		0		0

		承諾 ショウダク		おかべこどもクリニック		0285-40-7300 		329-0433		下野市緑5-17-12				3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		くろばね齋藤醫院		0287-54-0031		324-0233		大田原市黒羽田町612				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		1		0

		承諾 ショウダク		立花医院		0287-72-0311		325-0003		那須郡那須町寺子乙3967-190				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		その他：スタッフの充実　　1～9すべて当てはまります タ ジュウジツ ア

		承諾 ショウダク		さいとうハート＆キッズクリニック		0287-53-7979		324-0043		大田原市浅香1-4-3				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		1		0

		承諾 ショウダク		小山すぎの木クリニック		0285-30-3456		323-0806		小山市中久喜1131-1				1		1		1		1		1		1		2		2		2		1		1				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		4		1		1		0		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		有村小児科医院		028-656-7207		321-0912		宇都宮市石井町3128-11		028-656-7207		1		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		1		0		1		1		0		無床の診療所の小児科医としては、急性疾患（特に感染症が多く）への対応が中心です。時間に追われています。予防接種については、時間枠をとって対応できます。一次診療についても、訪問看護との連携等があれば対応可能な場合があります。（例えば点滴投薬等）現時点では往診は無理ですが。 ムショウ シンリョウジョ ショウニ カ イ キュウセイ シッカン トク カンセンショウ オオ タイオウ チュウシン ジカン オ ヨボウ セッシュ ジカンワク タイオウ イチジ シンリョウ ホウモン カンゴ レンケイ トウ タイオウ カノウ バアイ タト テンテキ トウヤク ナド ゲンジテン オウシン ムリ

		承諾 ショウダク		吉永医院		0285-63-2303		321-3564		茂木町増井190-1				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		1		1		0		0		0

		承諾 ショウダク		あさかクリニック		0287-22-2601		324-0043		大田原市浅香3-3711				1		1		2		2		2		2		1		1		2		2		2				1		1		2		2		2		2		1		1		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		坪水医院		0283-62-0265		327-0312		佐野市栃本町2241				1		1		3		3		3		3		3		3		1		3		3				1		1		3		3		3		3		3		3		1		3		3		3		3		3		0		1		1		0		0		0		0		1		0		若い頃、町田市にある重度心身障害者の施設にボランティアで行き、足で書いたお手紙をもらって感動しました。何かのお役にたてればと思いますが、現在実態がよく分かりません。 ワカ コロ マチダシ ジュウド シンシン ショウガイシャ シセツ イ アシ カ テガミ カンドウ ナニ ヤク オモ ゲンザイ ジッタイ ワ

		承諾 ショウダク		こどもヶ丘診療所		028-615-1077		321-0151		宇都宮市西川田町183-21				1		1		3		3		3		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		1		0		1		1		0

		承諾 ショウダク		竹田内科小児科クリニック		0282-29-1233		328-0011		栃木市大宮町52番地		0282-29-1233		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		0		1		1		1		0		0		1		0

		承諾 ショウダク		すながクリニック		0284-44-7211		326-0015		足利市八椚町494-1　				1		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		1		1		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		片山医院		028-661-9764		321-0944		宇都宮市東峰町3008-21				1		1		2		2		2		1		2		2		2		2		2				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		4		0		1		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		稲毛クリニック		0283-25-2566		327-0103		佐野市石塚町893-1				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		1		1		1		1		1		その他：当クリニックでは勤務医での診療のみを行っており、重症心身障害児に対応できるシステムはととのっておらず、申し訳ありません。 タ トウ キンムイ シンリョウ オコナ ジュウショウ シンシン ショウガイジ タイオウ モウ ワケ

		承諾 ショウダク		小川こどもクリニック		0289-74-5421		322-0027		鹿沼市貝島町5006-2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		くさの小児科		0284-73-7000		326-0335		足利市上渋垂町338-3				3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		みやの杜クリニック　		028-683-7811		321-0904		宇都宮市陽東2-4-5				1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1				3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		1		0		0		1		0		0		1		0		0		0		Q2訪問診療のみ対応可 ホウモン シンリョウ タイオウ カ

		承諾 ショウダク		にいたに内科　		028-675-6515		329-1231		塩谷郡高根沢町宝石台 3-3-19				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1

		承諾 ショウダク		よこやま内科小児科クリニック		0282-24-8102		328-0075		栃木市箱森町38-70				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		さいとうクリニック		0287-39-1805		329-2724		那須塩原市西幸町7-13				1		1		3		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		0		0		0		0		1		その他：現在の診療所での診療との兼ね合いが困難であり、複数の医師や看護師が必要 タ ゲンザイ シンリョウジョ シンリョウ カ ア コンナン フクスウ イシ カンゴシ ヒツヨウ

		承諾 ショウダク		桜井消化器科・内科		028-643-0870		320-0073		宇都宮市細谷1-7-38				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		承諾 ショウダク		佐藤医院		0287-96-2841		324-0501		那須郡那珂川町小川2960-1				1		1		3		3		2		3		3		2		1		1		1				1		1		3		3		2		3		3		2		1		1		1		3		3		4		0		1		1		1		0		1		0		0		0

		承諾 ショウダク		大根田内科医院		028-624-6322		320-0072		宇都宮市若草3-4-22				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		0		0		0		0		0		0		0		当方の医師が高齢であり、しかもスタッフがそろっていないので在宅医療は無理なので、ましてや重症心身障害者においておやです。 トウホウ イシ コウレイ ザイタク イリョウ ムリ ジュウショウ シンシン ショウガイシャ

		承諾 ショウダク		医療法人　赤羽病院		028-661-5446		321-0904		宇都宮市陽東7-2-2				1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3				3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		2		2		2		0		1		1		1		0		0		1		0		0

		承諾 ショウダク		田井の里クリニック		0285-81-6502		321-4301		真岡市西田井内外748-2				1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2				3		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		みずぬまクリニック		0287-39-1581		329-2751		那須塩原市東三島2-80-6				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		その他：在宅医療をやっていないので現状は無理である タ ザイタク イリョウ ゲンジョウ ムリ

		承諾 ショウダク		キッズクリニックはせがわ		0283-27-0200		327-0843		佐野市堀米町3946-6				1		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		その他：時間的余裕 タ ジカンテキ ヨユウ

		承諾 ショウダク		小森谷内科医院		0282-43-7327		329-4404		栃木市大平町富田4003-8				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		熊倉医院		0282-55-8425		329-4316		下都賀郡岩舟町新里180-1				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		いちはらファミリークリニック		028-612-8350		321-0414		宇都宮市中里町322				3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3				3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		1		2		0		1		1		1		0		1		0		1		0

		承諾 ショウダク		かとう小児科 ショウニカ		0282-82-7576		321-0218		壬生町落合3-7-30		 		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		福田こどもクリニック		028-659-8850		320-0852		栃木県宇都宮市下砥上町1545-20				1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3				1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		2		2		2		0		1		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		てらもと小児科		028-650-6636		321-0975		宇都宮市関堀町971-6				1		1		3		2		2		3		3		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		0		小児科医としてはもっと積極的に協力しなければいけないと思いますが、現在の我診療所の状態では不可能なことが多く残念です。 ショウニ カ イ セッキョクテキ キョウリョク オモ ゲンザイ ワガ シンリョウジョ ジョウタイ フカノウ オオ ザンネン

		承諾 ショウダク		木村内科医院		0288-22-7880		321-1264		日光市瀬尾497-1				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		承諾 ショウダク		こばやしファミリークリニック		0283-85-9900		327-0311		佐野市多田町566				1		1		1		1		3		1		1		2		1		1		1				1		1		1		1		3		1		1		3		1		1		1		3		3		2		0		1		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		あいファミリィクリニック足利 アシカガ		0284-22-3788		329-4213		足利市寺岡町505-1				1		1		1		1		1		1		1		3		1		1		1				1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		1		0		1		0		0		0		0		1		0

		承諾 ショウダク		腰塚医院		0282-62-2072		323-1104		栃木市藤岡町藤岡1845-10				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		1		1		1		1		0

		承諾 ショウダク		桜井こどもクリニック		0282-24-5987		328-0034		栃木市本町16-9				1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		承諾 ショウダク		神鳥谷クリニック		0285-22-7700		323-0827		小山市神鳥谷1-19-1		 		2		2		2		2		2		2		2		2		1		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		持田医院		0282-67-3661		329-0319		栃木市藤岡町中根115-5				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		4		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		田村医院		0282-43-3368		329-4423		栃木市大平町西水代1835-1				1		1		1		1		1		1		1		2		1		1		1				1		1		1		1		1		1		1		2		1		1		1		3		1		4		1		1		1		1		1		1		1		1		0		Q5.訪問看護、訪問リハビリテーションを利用 ホウモン カンゴ ホウモン リヨウ

		承諾 ショウダク		大橋内科クリニック		0282-82-8522		321-0219		壬生町福和田1003-1				1		1		2		2		2		3		2		2		2		2		3				1		1		2		2		2		3		2		2		2		2		3		3		3		2		0		1		1		0		0		0		0		1		0

		承諾 ショウダク		てらだファミリークリニック		028-654-2188		321-0132		宇都宮市雀の宮5-5-1				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		1		1		1		1		0

		承諾 ショウダク		あおい内科小児科ｸﾘﾆｯｸ		028-663-6000		321-0973		宇都宮市岩曽町1086-1				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		1		1		1		その他：往診時間の確保ができること タ オウシン ジカン カクホ

		承諾 ショウダク		飯塚医院		0287-92-2034		324-0613		那須郡那珂川町馬頭484-3				1		1		2		2		2		2		2		2		1		2		1				1		1		2		2		2		2		2		2		1		2		1		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		0

		承諾 ショウダク		やの小児科医院		0285-56-0280		329-0611		河内郡上三川町上三川3446-3				1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3				1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		2		2		2		0		1		1		1		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		仲嶋医院		028-681-7755		329-1311		さくら市氏家3245-17				3		3		3		3		2		3		3		3		3		2		3				3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		2		3		2		1		1		1		1		1		1		1		0		0		成人（18才以上）を対象に回答しました セイジン サイ イジョウ タイショウ カイトウ

		承諾 ショウダク		小林診療所		0285-82-3873		321-4369		真岡市熊倉3-10-7				1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		1				1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		1		2		2		2		0		1		0		0		0		1		0		0		0

		承諾 ショウダク		西真岡こどもクリニック		0285-81-7900		321-4341		真岡市高勢町3-205-1				1		1		1		3		1		1		1		1		1		3		3				1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		その他：現在おこなっています タ ゲンザイ

		承諾 ショウダク		鈴木医院		0285-72-2032		321-4217		益子町益子1747-2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		承諾 ショウダク		緑の屋根診療所		0283-20-2577		327-0843		佐野市堀米町1348-5				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		0		0		1		0		1		0		1		0		0		地域の社会資源が少ない。マンパワー不足 チイキ シャカイ シゲン スク ブソク

		承諾 ショウダク		ひがのクリニック		0285-74-0051 		321-4521		真岡市久下田941-1				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		豊郷中央渡辺内科　		028-622-8900		320-0004		宇都宮市長岡町1217-5				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		1				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		1		0		0

		承諾 ショウダク		きくちクリニック		028-683-3387		321-0903		宇都宮市下平出町614-2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		0		0

		承諾 ショウダク		サンレディースクリニック		0282-24-3541		328-0024		栃木市樋ノ口町504-1				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		医療法人　亀田内科		028-633-2884		320-0812		宇都宮市一番町1-28				1		1		1		2		2		1		2		2		2		2		1				1		1		1		2		2		1		2		2		2		2		1		3		3		3		0		0		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		越戸クリニック		028-660-6190		321-0951		宇都宮市越戸町139-6				1		1		2		2		2		3		2		2		2		2		3				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		佐藤内科		0285-53-1305		329-0511		下野市石橋839-14				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		承諾 ショウダク		グリムこどもクリニック		0285-51-1515		329-0502		下野市下古山2-6-17				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		事前連絡の上での一次診療、予防接種ですので、申し訳ありません。 ジゼン レンラク ウエ イチジ シンリョウ ヨボウ セッシュ モウ ワケ

		承諾 ショウダク		吉原医院		0288-21-0161		321-1261		日光市今市826-4				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		1		1		1		その他：設備 タ セツビ

		承諾 ショウダク		梅園医院		028-633-2869		320-0035		宇都宮市伝馬町3-28				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		1		0		0

		承諾 ショウダク		森田医院		028-633-1573		320-0861		宇都宮市西3-5-8				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		鈴木内科クリニック		028-655-1229		321-0139		宇都宮市若松原2-4-19				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		その他：24時間対応が必要となると考えますが、当院診療時間内の往診は難しいと考えます。 タ ジカン タイオウ ヒツヨウ カンガ トウイン シンリョウ ジカン ナイ オウシン ムズカ カンガ

		承諾 ショウダク		小松医院		0289-60-5515		322-0064		鹿沼市文化橋町2300-1				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		1		0		0		1		0



														1.医療ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する外来診療について、以下の医療行為に対応できますか。 イリョウ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ガイライ シンリョウ イカ イリョウ コウイ タイオウ																								2.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する往診及び訪問診療について、以下の医療行為に対応できますか イリョウテキ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ オウシン オヨ ホウモン シンリョウ イカ イリョウ コウイ タイオウ

														予防接種 ヨボウ セッシュ		一次診療
（経過観察、栄養観察を含む） イチジ シンリョウ ケイカ カンサツ エイヨウ カンサツ フク		経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ		経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ		中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ		酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ		気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ		人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ		尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ		人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ		褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ				予防接種 ヨボウ セッシュ		一次診療
（経過観察、栄養観察を含む） イチジ シンリョウ ケイカ カンサツ エイヨウ カンサツ フク		経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ		経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ		中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ		酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ		気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ		人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ		尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ		人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ		褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ

										1		できる		83		57		12		9		7		13		11		6		17		8		16		できる		39		29		8		6		5		9		9		6		10		7		12

										2		できない		55		80		127		134		142		130		136		146		131		137		124		できない		102		115		141		143		148		140		144		148		140		145		134

										3		要相談 ヨウ ソウダン		27		28		26		22		16		22		18		13		16		20		25		要相談 ヨウ ソウダン		24		21		16		16		12		15		12		11		15		13		19

																																																														0

														3.24時間、重症心身障害児（18歳未満）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイジ サイ ミマン イリョウ タイオウ

										1		できる		1

										2		できない		150

										3		要相談 ヨウ ソウダン		14

														4.24時間、重症心身障害者（18歳以上）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイシャ サイ イジョウ イリョウ タイオウ

										1		できる		3

										2		できない		150

										3		要相談 ヨウ ソウダン		12

														5.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する訪問リハビリてーションを提供していますか イリョウテキ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ホウモン テイキョウ

										1		提供している テイキョウ		1

										2		提供していない テイキョウ		152

										3		提供していないが対応は可能 テイキョウ タイオウ カノウ		4

										4		要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン		8

														6.重症心身障害児（者）在宅医療に対応できるようになるための条件はなんですか

										1		診療報酬の点数が増えること シンリョウ ホウシュウ テンスウ フ		24

										2		訪問看護尾の連携 ホウモン カンゴ オ レンケイ		73

										3		病院との連携 ビョウイン レンケイ		90

										4		在宅療養支援診療所と小児科医とのグループ診療 ザイタク リョウヨウ シエン シンリョウジョ ショウニ カ イ シンリョウ		43

										5		在宅療養支援診療所に助言や相談を求めることができること ザイタク リョウヨウ シエン シンリョウジョ ジョゲン ソウダン モト		28

										6		小児科医に助言や相談を求めることができること ショウニ カ イ ジョゲン ソウダン モト		26

										7		経験のある医師がいること ケイケン イシ		62

										8		研修などの自己のスキルアップ ケンシュウ ジコ		47

										9		その他 タ		21



できる	予防接種	一次診療	
（経過観察、栄養観察を含む）	経鼻経管栄養の管理	経皮経管栄養の管理	
（胃ろう）	中心静脈栄養の管理	酸素療法の管理	気管切開の管理	人工呼吸器の管理	尿道留置カテーテル	
の管理	人工肛門の管理	褥瘡の管理	83	57	12	9	7	13	11	6	17	8	16	できない	予防接種	一次診療	
（経過観察、栄養観察を含む）	経鼻経管栄養の管理	経皮経管栄養の管理	
（胃ろう）	中心静脈栄養の管理	酸素療法の管理	気管切開の管理	人工呼吸器の管理	尿道留置カテーテル	
の管理	人工肛門の管理	褥瘡の管理	55	80	127	134	142	130	136	146	131	137	124	要相談	予防接種	一次診療	
（経過観察、栄養観察を含む）	経鼻経管栄養の管理	経皮経管栄養の管理	
（胃ろう）	中心静脈栄養の管理	酸素療法の管理	気管切開の管理	人工呼吸器の管理	尿道留置カテーテル	
の管理	人工肛門の管理	褥瘡の管理	27	28	26	22	16	22	18	13	16	20	25	3.24時間、重症心身障害児（18歳未満）の医療に対応ができますか	できる	できない	要相談	1	150	14	4.24時間、重症心身障害者（18歳以上）の医療に対応ができますか	できる	できない	要相談	3	150	12	5.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する訪問リハビリてーションを提供していますか	提供している	提供していない	提供していないが対応は可能	要相談（条件による）	1	152	4	8	6.重症心身障害児（者）在宅医療に対応できるようになるための条件はなんですか	診療報酬の点数が増えること	訪問看護尾の連携	病院との連携	在宅療養支援診療所と小児科医とのグループ診療	在宅療養支援診療所に助言や相談を求めることができること	小児科医に	助言や相談を求めることができること	経験のある医師がいること	研修などの自己のスキルアップ	その他	24	73	90	43	28	26	62	47	21	できる	予防接種	一次診療	
（経過観察、栄養観察を含む）	経鼻経管栄養の管理	経皮経管栄養の管理	
（胃ろう）	中心静脈栄養の管理	酸素療法の管理	気管切開の管理	人工呼吸器の管理	尿道留置カテーテル	
の管理	人工肛門の管理	褥瘡の管理	39	29	8	6	5	9	9	6	10	7	12	できない	予防接種	一次診療	
（経過観察、栄養観察を含む）	経鼻経管栄養の管理	経皮経管栄養の管理	
（胃ろう）	中心静脈栄養の管理	酸素療法の管理	気管切開の管理	人工呼吸器の管理	尿道留置カテーテル	
の管理	人工肛門の管理	褥瘡の管理	102	115	141	143	148	140	144	148	140	145	134	要相談	予防接種	一次診療	
（経過観察、栄養観察を含む）	経鼻経管栄養の管理	経皮経管栄養の管理	
（胃ろう）	中心静脈栄養の管理	酸素療法の管理	気管切開の管理	人工呼吸器の管理	尿道留置カテーテル	
の管理	人工肛門の管理	褥瘡の管理	24	21	16	16	12	15	12	11	15	13	19	

診療所 (2)

		Ｑ１		1.医療ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する外来診療について、以下の医療行為に対応できますか。 イリョウ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ガイライ シンリョウ イカ イリョウ コウイ タイオウ

				Ｑ1-1										予防接種 ヨボウ セッシュ

				Ｑ1-2										一次診療
（経過観察、栄養観察を含む） イチジ シンリョウ ケイカ カンサツ エイヨウ カンサツ フク

				Ｑ1-3										経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ

				Ｑ1-4										経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ

				Ｑ1-5										中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ

				Ｑ1-6										酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ

				Ｑ1-7										気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ

				Ｑ1-8										人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ

				Ｑ1-9										尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ

				Ｑ1-10										人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ

				Ｑ1-11										褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ

		Ｑ２		2.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する往診及び訪問診療について、以下の医療行為に対応できますか イリョウテキ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ オウシン オヨ ホウモン シンリョウ イカ イリョウ コウイ タイオウ

				Ｑ2-1										予防接種 ヨボウ セッシュ

				Ｑ2-2										一次診療
（経過観察、栄養観察を含む） イチジ シンリョウ ケイカ カンサツ エイヨウ カンサツ フク

				Ｑ2-3										経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ

				Ｑ2-4										経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ

				Ｑ2-5										中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ

				Ｑ2-6										酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ

				Ｑ2-7										気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ

				Ｑ2-8										人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ

				Ｑ2-9										尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ

				Ｑ2-10										人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ

				Ｑ2-11										褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ

		Ｑ3		3.24時間、重症心身障害児（18歳未満）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイジ サイ ミマン イリョウ タイオウ

				Ｑ3-1										できる

				Ｑ3-2										できない

				Ｑ3-3										要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン

		Ｑ4		4.24時間、重症心身障害者（18歳以上）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイシャ サイ イジョウ イリョウ タイオウ

				Ｑ4-1										できる

				Ｑ4-2										できない

				Ｑ4-3										要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン

		Ｑ5		5.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する訪問リハビリてーションを提供していますか イリョウテキ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ホウモン テイキョウ

				Ｑ5-1										提供している テイキョウ

				Ｑ5-2										提供していない テイキョウ

				Ｑ5-3										提供していないが対応は可能 テイキョウ タイオウ カノウ

				Ｑ5-4										要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン

		Ｑ6		6.重症心身障害児（者）在宅医療に対応できるようになるための条件はなんですか ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ ザイタク イリョウ タイオウ ジョウケン

				Ｑ6-1										診療報酬の点数が増えること シンリョウ ホウシュウ テンスウ フ

				Ｑ6-2										訪問看護尾の連携 ホウモン カンゴ オ レンケイ

				Ｑ6-3										病院との連携 ビョウイン レンケイ

				Ｑ6-4										在宅療養支援診療所と小児科医とのグループ診療 ザイタク リョウヨウ シエン シンリョウジョ ショウニ カ イ シンリョウ

				Ｑ6-5										在宅療養支援診療所に助言や相談を求めることができること ザイタク リョウヨウ シエン シンリョウジョ ジョゲン ソウダン モト

				Ｑ6-6										小児科医に助言や相談を求めることができること ショウニ カ イ ジョゲン ソウダン モト

				Ｑ6-7										経験のある医師がいること ケイケン イシ

				Ｑ6-8										研修などの自己のスキルアップ ケンシュウ ジコ

				Ｑ6-9										その他 タ

		Ｑ7		7.重症心身障害児（者）の方に対する医療、在宅生活等についてお気づきのことなど、ご自由にお書きください ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ カタ タイ イリョウ ザイタク セイカツ ナド キ ジユウ カ



		承諾可否 ショウダク カヒ		診療所名 シンリョウジョ メイ		電話番号 デンワ バンゴウ		郵便番号 ユウビンバンゴウ		所在地 ショザイチ		電話番号 デンワ バンゴウ		Ｑ１　1.医療ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する外来診療について、以下の医療行為に対応できますか。																								Ｑ２　2.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する往診及び訪問診療について、以下の医療行為に対応できますか																						Ｑ3		Ｑ4		Ｑ5		Ｑ6　6.重症心身障害児（者）在宅医療に対応できるようになるための条件はなんですか																		Ｑ7重症心身障害児（者）の方に対する医療、在宅生活等についてお気づきのことなど、ご自由にお書きください
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		否 ヒ		不明 フメイ						不明 フメイ		不明 フメイ		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		7		0		0

		否 ヒ		不明 フメイ						不明 フメイ		不明 フメイ		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		1		1		0		0		0		1		0

		否 ヒ		不明 フメイ						不明 フメイ		不明 フメイ		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		不明 フメイ						不明 フメイ		不明 フメイ		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		0

		否 ヒ		不明 フメイ						不明 フメイ		不明 フメイ		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		否 ヒ		不明 フメイ						不明 フメイ		不明 フメイ		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		0		1		0

		否 ヒ		不明 フメイ						不明 フメイ		不明 フメイ		1		1		2		2		2		2		2		2		1		2		1				1		1		2		2		2		2		2		2		1		2		1		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		その他：各種の健康的処置の管理ができるかどうか。その訓練を受けているかどうかです。 タ カクシュ ケンコウテキ ショチ カンリ クンレン ウ

		否 ヒ		不明 フメイ						不明 フメイ		不明 フメイ		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		0		0		1		0		0

		否 ヒ		不明 フメイ						不明 フメイ		不明 フメイ		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		その他:スタッフ不足（医師、看護師、介助者）スペース不足 タ フソク イシ カンゴシ カイジョシャ フソク

		否 ヒ		宇都宮市保健所 ウツノミヤシ ホケンジョ				321-0974		宇都宮市竹林町972				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		その他：保健所は直接的な医療サービスを行っていないことから、今後も対応は行わない タ ホケンジョ チョクセツ テキ イリョウ オコナ コンゴ タイオウ オコナ

		承諾 ショウダク		深谷医院 フカヤ イイン		0285-75-0007 		321-4502		真岡市物井1268-7				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		1				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		1		2		2		2		0		0		1		1		0		0		0		0		0

		否 ヒ		こどもクリニックしまむら				326-0822		足利市田中町908-4				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		かしま産婦人科 サンフジンカ		0284-65-0341		326-0844		足利市鹿島町501-1				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		婦人科疾患（不正性器出血/帯下/外陰掻痒等）については外来対応させて頂いております フジンカ シッカン フセイ セイキ シュッケツ タイゲ ガイイン カ カユ ナド ガイライ タイオウ イタダ

		否 ヒ		医療法人雄仁会　奥山医院 イリョウ ホウジン ユウジン カイ オクヤマ イイン				322-0065		鹿沼市上材木町2320				1		3		3		3		3		3		1		3		3		2		2				1		3		2		3		2		3		1		3		3		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		1		1		0		0

		否 ヒ		水沼医院 ミズヌマ イイン				321-0628		那須烏山市金井1-14-8				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		3				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		飯野医院				321-4539		真岡市長沼730-1				3		2		2		2		2		3		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		おおきこどもクリニック		0285-41-0025 		329-0207		小山市美しが丘3-35-3				1		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		宇都宮市子ども発達センター診療所 ウツノミヤシ コ ハッタツ シンリョウジョ		028-647-4720		320-0851		栃木県宇都宮市鶴田町970-1				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		その他：子ども発達センター内の療育を利用する児の診療所であるため タ コ ハッタツ ナイ リョウイク リヨウ ジ シンリョウジョ

		承諾 ショウダク		中川医院 ナカガワ イイン		0287-62-0040		325-0057		那須塩原市黒磯幸町6-27				3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		1		0		1		0

		否 ヒ		ももやこどもクリニック				321-0118		宇都宮市インターパーク3-6-1				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		1		0		0		0		0		0

		否 ヒ		阿久津医院 アクツ イイン				329-1226		高根沢町大谷176-1 タカネザワマチ オオタニ				1		1		2		2		2		3		2		2		3		3		3				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		1		0		0		0		1		0		0

		否 ヒ		伊保内診療所 イホ ナイ シンリョウジョ				327-0034		佐野市伊保内町3841-1				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		1		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		にじいろこども診療所 シンリョウジョ		0285-44-7716		329-0414		下野市小金井4-1-1				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		0		1		1		0

		否 ヒ		戸野塚内科医院 トノヅカ ナイカ イイン				323-0064		小山市下石塚471				3		3		3		3		3		1		1		1		1		3		1				3		3		3		3		3		1		1		1		1		3		1		3		3		4		0		0		1		0		0		1		1		1		0

		否 ヒ		賀川診療所 カガワ シンリョウジョ				326-0843		足利市五十部町1785				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		1		0		1		0		0

		承諾 ショウダク		豊郷台クリニック ユタカ ゴウ ダイ		028-643-8998		320-0003		宇都宮市豊郷台2-21-3		028-643-8998（FAX8999）		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1				1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		2		0		1		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		いとうこどもクリニック		0289-63-5566		322-0025		鹿沼市緑町2-2-29				1		1		3		3		2		2		3		2		2		3		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		0		0		1		1		0

		承諾 ショウダク		清原台こどもクリニック キヨハラ ダイ		028-305-6017		321-3223		宇都宮市清原台2-4-14				1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		その他：医師、看護師の増員 タ イシ カンゴシ ゾウイン

		否 ヒ		阿部医院				324-0032		大田原市佐久山2018 オオタワラシ サクヤマ		0287-28-0053（FAX0287-28-2112）		1		1		2		2		2		2		1		2		1		2		1				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		4		0		1		1		0		1		0		0		1		0

		否 ヒ		中元内科医院 ナカモト ナイカ イイン				328-0027		栃木市今泉町2-10-18				1		3		2		2		2		3		2		2		3		2		3				3		3		2		2		2		3		2		2		3		2		3		2		2		2		0		0		1		0		1		0		0		1		0		①重症心身障害者の重症度の程度問題　②家庭の受け入れ問題、経済的負担 ジュウショウ シンシン ショウガイシャ ジュウショウ ド テイド モンダイ カテイ ウ イ モンダイ ケイザイテキ フタン

		否 ヒ		布川小児科 フカワ ショウニ カ				322-0036		鹿沼市下田町2-1099				1		1		3		3		2		3		2		2		2		3		3				1		1		3		3		2		3		2		2		2		2		3		2		2		2		0		1		1		1		0		0		1		1		0

		否 ヒ		ちづかクリニック				328-0133		栃木市大森町445-4		0282-31-3750		3		3		3		3		2		3		2		2		2		2		3				3		3		3		3		2		3		2		2		2		2		3		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		多島医院 タジマ イイン				321-1524		日光市足尾町赤沢21-28				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		否 ヒ		篠崎内科クリニック シノザキ ナイカ				321-3223		宇都宮市清原台6-1-13				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		否 ヒ		和久医院 ワク イイン				321-3324		芳賀町西水沼119-1				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		否 ヒ		近藤クリニック コンドウ				321-0634		那須烏山市野上町637-2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		0		0		0		0		1		0		0

		否 ヒ		高根沢内科クリニック タカネザワ ナイカ				321-4305		真岡市荒町2-11-1				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		岡田こどもクリニック オカダ				327-0832		佐野市植上町1408-2				1		3		3		3		3		2		3		2		3		3		3				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		0		0		0		0		0		往診医療ができたらと考えていた時もありましたが、現在は物理的に困難で申し訳ありません
重心のお子さんの通院所と個別の相談で応じる可能性はあります オウシン イリョウ カンガ トキ ゲンザイ ブツリテキ コンナン モウ ワケ ジュウシン コ ツウイン ジョ コベツ ソウダン オウ カノウセイ

		否 ヒ		真岡メディカルクリニック モオカ				321-4305		真岡市荒町3-49-6				3		3		3		3		3		3		3		3				3		3				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		0		0		0		1		1		0

		否 ヒ		いしだ整形外科 セイケイ ゲカ				321-0912		宇都宮市石井町3236-1				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		山中クリニック ヤマナカ				327-0835		佐野市植下町2468				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		1		1		0		0		1		0		0

		否 ヒ		医療法人　寿幸会　吉野医院 イリョウ ホウジン コトブキ サチ カイ ヨシノ イイン				320-0014		宇都宮市大曽4-9-11				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		1		1		0		0		1		0		0

		否 ヒ		柳田産婦人科・小児科医院 ヤナギダ サンフジンカ ショウニカ イイン				321-4361		真岡市並木町4-5-3				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		0

		否 ヒ		石田消化器科・内科クリニック イシダ ショウカキ カ ナイカ				321-0216		壬生町壬生丁259-7				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		1		0		0		0		0		0

		否 ヒ		赤羽胃腸科・外科・肛門科医院 アカバネ イチョウカ ゲカ コウモンカ イイン				324-0052		大田原市城山2-5-29				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		医療法人　文仁会　扶桑医院 イリョウ ホウジン ブン ジン カイ フソウ イイン				323-0016		小山市扶桑1-2-1				1		3		3		3		2		2		3		2		3		3		3				3		3		3		2		2		2		3		2		3		2		3		2		2		2		0		0		1		1		0		0		1		1		0

		否 ヒ		馬場医院 ババ イイン				327-0043		佐野市君田町35				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		否 ヒ		井戸川クリニック イドガワ				326-0331		足利市福富町2096-1				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		0		0		1		0		0		0

		否 ヒ		鎌田浅香医院 カマタ アサカ イイン				324-0043		大田原市浅香3-3-9				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		0		1		0		0		0		0		0		0		高額医療はひかえています。悪質ととらえられますので!! コウガク イリョウ アクシツ

		否 ヒ		山門クリニック ヤマカド				328-0031		栃木市日の出町6-35				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		0		0		0		1		0

		否 ヒ		新村ファミリークリニック ニイムラ				328-0011		栃木市大宮町2120-11				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		宇都宮東部クリニック ウツノミヤ トウブ				321-3223		宇都宮市清原台5-14-19				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1

		否 ヒ		車田医院 クルマダ イイン				324-0242		大田原市大豆田457-24				3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3				3		3		3		3		3		0		2		2		3		3		3		2		2		2		0		0		1		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		にがみどう内科クリニック ナイカ				322-0003		鹿沼市仁神堂町351-26				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		松谷内科胃腸科クリニック マツヤ ナイカ イチョウカ				321-3304		芳賀町祖母井1708-17				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		1		0		0

		否 ヒ		まなか医院 イイン				329-1225		高根沢町石末２０９３－１０				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		植木医院 ウエキ イイン				329-2224		塩谷町金枝950				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		1		2		2		2		2		3		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		0		0		0		0		0

		否 ヒ		大岡医院 オオオカ イイン				320-0047		宇都宮市一の沢274-7				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		川野クリニック カワノ				329-1112		宇都宮市上田原町660-6				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		0		1		0

		否 ヒ		陣内医院 ジンナイ イイン				321-0225		壬生町本丸1-7-10		0282-82-0242		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		1		0

		否 ヒ		船越医院 フナコシ イイン				328-0111		栃木市都賀町家中5986-6				1		1		2		2		2		2		2		2		3		2		3				1		1		2		2		2		2		2		2		3		2		3		2		2		2		0		1		1		0		1		1		0		1		0

		否 ヒ		林クリニック ハヤシ				321-0158		宇都宮市西川田本町1-8-29				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		0		0		0		0		0

		否 ヒ		河島医院 カワシマ イイン				329-3436		那須郡那須町伊王野1503				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		松本内科医院 マツモト ナイカ イイン				321-0226		壬生町中央町6-37				3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		否 ヒ		佐藤医院 サトウ イイン				329-2728		栃木県那須塩原市西栄町7-16 ３２９－２７２８		0287-36-0147		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1

		否 ヒ		渡部医院 ワタナベ イイン				329-3153		那須塩原市大原間140-1 ナスシオバラ シ オオハラマ				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		宇都宮市保健センター ウツノミヤシ ホケン				321-0964		宇都宮市駅前通り1-4-6				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		0

		否 ヒ		川村医院 カワムラ イイン				321-2522		日光市鬼怒川温泉大原1396-20				1		1		3		1		3		1		3		2		3		3		3				3		3		3		3		3		3		2		2		3		3		3		2		2		2		0		0		1		0		0		1		1		0		0

		否 ヒ		ほうずみ整形外科内科小児科医院				320-0047		宇都宮市一の沢2-1-43				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		小島内科医院 コジマ ナイカ イイン				321-0168		宇都宮市東原町5-3				3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		1		0		0		0		0

		否 ヒ		那須高原クリニック ナス コウゲン				329-3131		那須塩原市唐杉31-2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		サンフラワークリニック				323-0808		小山市出井1936				3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		昌平町こどもクリニック ショウヘイ マチ				326-0813		足利市昌平町2368				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		①中心となる施設へ患者が訪問するように、移動手段・補助（人、お金）を考えるべき。どうしても動けない、動かせない人のみ専門職（医者以外）が訪問しIT技術等で必要に応じてセンター施設のスペシャリストと連絡し治療（入院‥）の判断をし実行する。
②既存の人・技術・施設を日曜大工的発想で組み合わせて、システムを構築することには賛成できない。現状をどうにかするための方策でなく、医療の公正（正義）を行うためにどうすべきかを考えるべきだと思う チュウシン シセツ カンジャ ホウモン イドウ シュダン ホジョ ヒト カネ カンガ ウゴ ウゴ ヒト センモン ショク イシャ イガイ ホウモン ギジュツナド ヒツヨウ オウ シセツ レンラク チリョウ ニュウイン ハンダン ジッコウ キゾン ヒト ギジュツ シセツ ニチヨウ ダイク テキ ハッソウ ク ア コウチク サンセイ ゲンジョウ ホウサク イリョウ コウセイ セイギ オコナ カンガ オモ

		否 ヒ		赤田診療所 アカダ シンリョウジョ				329-2743		那須塩原市南赤田321-1192				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		手塚内科 テヅカ ナイカ				321-0966		宇都宮市今泉3-12-12				3		3		2		2		2		2		2		2		1		3		3				3		3		2		2		2		2		2		2		3		3		3		2		2		2		0		1		1		0		1		0		1		0		0		今まで具体的な症例に会っていません イマ グタイテキ ショウレイ ア

		否 ヒ		板橋医院 イタバシ イイン				327-0803		佐野市犬伏新町1308-2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		1		1		0

		否 ヒ		倉増医院 クラ マ イイン				320-0856		宇都宮市砥上町675-1				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		その他：人材の確保 タ ジンザイ カクホ

		否 ヒ		もてぎの森メディカルプラザ				321-3541		茂木町烏生田下郷330				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		宮澤クリニック ミヤザワ				329-0412		下野市柴291-2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		金澤医院 カナザワ イイン				325-0052		那須塩原市中央町1-8				1		1		2		2		2		1		2		2		2		2		2				1		1		2		2		2		1		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		つるたfamilyクリニック				320-0857		宇都宮市鶴田1-17-23				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		フォレストサイドクリニック				321-0152		宇都宮市西川田6-6-17		028-684-2775		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		今野内科胃腸科医院 コンノ ナイカ イチョウカ イイン				321-0151		宇都宮市西川田町933-1		028-645-6121		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		1		1		1		0

		否 ヒ		小島原医院 コジマ ハラ イイン				329-1104		宇都宮市下岡本町4075				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		1		0

		否 ヒ		永田内科眼科医院 ナガタ ナイカ ガンカイ イン				321-0982		宇都宮市御幸ヶ原町136-9		028-662-6774		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		1		0

		否 ヒ		大栗医院 オオクリ イイン				320-0034		宇都宮市泉町1-27				3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1

		否 ヒ		星小児科医院 ホシ ショウニカ イイン				321-0346		宇都宮市下荒針町3588-2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		金子内科医院 カネコ ナイカ イイン				320-0032		宇都宮市昭和1-1-31				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		否 ヒ		石川医院 イシカワ イイン				322-0015		栃木県鹿沼市上石川1-319 ３２２－００１５		0289-76-3145		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		当方では特別養護老人ホームの嘱託医を兼ねておりますため、24時間体制での診察となっております。今回のアンケートに対しましては、オーバーワークにつき協力いたしかねます。 トウホウ トクベツ ヨウゴ ロウジン ショクタクイ カ ジカン タイセイ シンサツ コンカイ タイ キョウリョク

		否 ヒ		しみずファミリークリニック				321-0951		宇都宮市越戸3-15-27				1		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		0		0		0		0		0

		否 ヒ		岡医院 オカ イイン				321-1403		日光市下鉢石町997-1				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		1		1		0		そもそも開業の小児科医が少ないうえに、在宅医療をやっている小児科はほとんどいないのが現状。以前、在宅の重症心身障害児の訪問診療を頼まれて行ったことがあるが、大人の訪問診療と勝手が違う為、内科医にはハードルが高いと感じた。是非、近くの小児科の先生に少しでも取り組んでもらうしかないかと思います。 カイギョウ ショウニ カ イ スク ザイタク イリョウ ショウニカ ゲンジョウ イゼン ザイタク ジュウショウ シンシン ショウガイジ ホウモン シンリョウ タノ オコナ オトナ ホウモン シンリョウ カッテ チガ タメ ナイカ イ タカ カン ゼヒ チカ ショウニカ センセイ スコ ト ク オモ

		否 ヒ		風見診療所 カザミ シンリョウジョ				329-2335		塩谷町上平27				3		3		1		3		2		3		3		2		1		3		3				3		1		1		3		2		2		3		3		2		1		3		3		2		2		0		1		1		0		1		0		1		1		0

		否 ヒ		土谷医院 ツチヤ イイン				321-0136		宇都宮市みどり野町14-3				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		1		0

		否 ヒ		遠藤小児科 エンドウ ショウニカ				321-0982		宇都宮市御幸ヶ原町224-10				1		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		1		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		油布医院 ユフ イイン				321-0414		宇都宮市中里町175-8				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		1		0

		承諾 ショウダク		さいとう小児科 ショウニカ		0282-22-0757 		328-0015		栃木市万町30番16号		0282-22-0757		1		1		3		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		1		0

		承諾 ショウダク		冨塚メデｲカルクリニック		028-666-2555		321-2116		宇都宮市徳次郎町888				1		1		2		2		2		2		2		2		1		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0		なるべく協力したいが、現在当院副院長が体調悪く、休養中のため困難となっています。 キョウリョク ゲンザイ トウイン フクインチョウ タイチョウ ワル キュウヨウチュウ コンナン

		承諾 ショウダク		山浦内科医院		0284-21-6653 		326-0843		足利市五十部町1256-5				1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3				1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		4		1		1		1		0		0		0		1		0		0

		承諾 ショウダク		小倉医院		0282-82-0057		321-0227		壬生町通町10-5				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		承諾 ショウダク		飯岡小児科		0289-65-3257		322-0074		鹿沼市日吉町569-2				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		3				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		3		2		2		2		0		0		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		角田内科医院		0285-53-5665 		329-0511		下野市石橋549				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		1		1		1		1		1		0		0

		承諾 ショウダク		おかべこどもクリニック		0285-40-7300 		329-0433		下野市緑5-17-12				3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		くろばね齋藤醫院		0287-54-0031		324-0233		大田原市黒羽田町612				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		1		0

		承諾 ショウダク		立花医院		0287-72-0311		325-0003		那須郡那須町寺子乙3967-190				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		その他：スタッフの充実　　1～9すべて当てはまります タ ジュウジツ ア

		承諾 ショウダク		さいとうハート＆キッズクリニック		0287-53-7979		324-0043		大田原市浅香1-4-3				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		1		0

		承諾 ショウダク		小山すぎの木クリニック		0285-30-3456		323-0806		小山市中久喜1131-1				1		1		1		1		1		1		2		2		2		1		1				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		4		1		1		0		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		有村小児科医院		028-656-7207		321-0912		宇都宮市石井町3128-11		028-656-7207		1		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		1		0		1		1		0		無床の診療所の小児科医としては、急性疾患（特に感染症が多く）への対応が中心です。時間に追われています。予防接種については、時間枠をとって対応できます。一次診療についても、訪問看護との連携等があれば対応可能な場合があります。（例えば点滴投薬等）現時点では往診は無理ですが。 ムショウ シンリョウジョ ショウニ カ イ キュウセイ シッカン トク カンセンショウ オオ タイオウ チュウシン ジカン オ ヨボウ セッシュ ジカンワク タイオウ イチジ シンリョウ ホウモン カンゴ レンケイ トウ タイオウ カノウ バアイ タト テンテキ トウヤク ナド ゲンジテン オウシン ムリ

		承諾 ショウダク		吉永医院		0285-63-2303		321-3564		茂木町増井190-1				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		1		1		0		0		0

		承諾 ショウダク		あさかクリニック		0287-22-2601		324-0043		大田原市浅香3-3711				1		1		2		2		2		2		1		1		2		2		2				1		1		2		2		2		2		1		1		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		坪水医院		0283-62-0265		327-0312		佐野市栃本町2241				1		1		3		3		3		3		3		3		1		3		3				1		1		3		3		3		3		3		3		1		3		3		3		3		3		0		1		1		0		0		0		0		1		0		若い頃、町田市にある重度心身障害者の施設にボランティアで行き、足で書いたお手紙をもらって感動しました。何かのお役にたてればと思いますが、現在実態がよく分かりません。 ワカ コロ マチダシ ジュウド シンシン ショウガイシャ シセツ イ アシ カ テガミ カンドウ ナニ ヤク オモ ゲンザイ ジッタイ ワ

		承諾 ショウダク		こどもヶ丘診療所		028-615-1077		321-0151		宇都宮市西川田町183-21				1		1		3		3		3		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		1		0		1		1		0

		承諾 ショウダク		竹田内科小児科クリニック		0282-29-1233		328-0011		栃木市大宮町52番地		0282-29-1233		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		0		1		1		1		0		0		1		0

		承諾 ショウダク		すながクリニック		0284-44-7211		326-0015		足利市八椚町494-1　				1		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		1		1		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		片山医院		028-661-9764		321-0944		宇都宮市東峰町3008-21				1		1		2		2		2		1		2		2		2		2		2				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		4		0		1		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		稲毛クリニック		0283-25-2566		327-0103		佐野市石塚町893-1				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		1		1		1		1		1		その他：当クリニックでは勤務医での診療のみを行っており、重症心身障害児に対応できるシステムはととのっておらず、申し訳ありません。 タ トウ キンムイ シンリョウ オコナ ジュウショウ シンシン ショウガイジ タイオウ モウ ワケ

		承諾 ショウダク		小川こどもクリニック		0289-74-5421		322-0027		鹿沼市貝島町5006-2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		くさの小児科		0284-73-7000		326-0335		足利市上渋垂町338-3				3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		みやの杜クリニック　		028-683-7811		321-0904		宇都宮市陽東2-4-5				1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1				3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		1		0		0		1		0		0		1		0		0		0		Q2訪問診療のみ対応可 ホウモン シンリョウ タイオウ カ

		承諾 ショウダク		にいたに内科　		028-675-6515		329-1231		塩谷郡高根沢町宝石台 3-3-19				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1

		承諾 ショウダク		よこやま内科小児科クリニック		0282-24-8102		328-0075		栃木市箱森町38-70				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		さいとうクリニック		0287-39-1805		329-2724		那須塩原市西幸町7-13				1		1		3		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		0		0		0		0		1		その他：現在の診療所での診療との兼ね合いが困難であり、複数の医師や看護師が必要 タ ゲンザイ シンリョウジョ シンリョウ カ ア コンナン フクスウ イシ カンゴシ ヒツヨウ

		承諾 ショウダク		桜井消化器科・内科		028-643-0870		320-0073		宇都宮市細谷1-7-38				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		承諾 ショウダク		佐藤医院		0287-96-2841		324-0501		那須郡那珂川町小川2960-1				1		1		3		3		2		3		3		2		1		1		1				1		1		3		3		2		3		3		2		1		1		1		3		3		4		0		1		1		1		0		1		0		0		0

		承諾 ショウダク		大根田内科医院		028-624-6322		320-0072		宇都宮市若草3-4-22				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		0		0		0		0		0		0		0		当方の医師が高齢であり、しかもスタッフがそろっていないので在宅医療は無理なので、ましてや重症心身障害者においておやです。 トウホウ イシ コウレイ ザイタク イリョウ ムリ ジュウショウ シンシン ショウガイシャ

		承諾 ショウダク		医療法人　赤羽病院		028-661-5446		321-0904		宇都宮市陽東7-2-2				1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3				3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		2		2		2		0		1		1		1		0		0		1		0		0

		承諾 ショウダク		田井の里クリニック		0285-81-6502		321-4301		真岡市西田井内外748-2				1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2				3		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		みずぬまクリニック		0287-39-1581		329-2751		那須塩原市東三島2-80-6				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		その他：在宅医療をやっていないので現状は無理である タ ザイタク イリョウ ゲンジョウ ムリ

		承諾 ショウダク		キッズクリニックはせがわ		0283-27-0200		327-0843		佐野市堀米町3946-6				1		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		その他：時間的余裕 タ ジカンテキ ヨユウ

		承諾 ショウダク		小森谷内科医院		0282-43-7327		329-4404		栃木市大平町富田4003-8				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		熊倉医院		0282-55-8425		329-4316		下都賀郡岩舟町新里180-1				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		いちはらファミリークリニック		028-612-8350		321-0414		宇都宮市中里町322				3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3				3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		1		2		0		1		1		1		0		1		0		1		0

		承諾 ショウダク		かとう小児科 ショウニカ		0282-82-7576		321-0218		壬生町落合3-7-30		 		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		福田こどもクリニック		028-659-8850		320-0852		栃木県宇都宮市下砥上町1545-20				1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3				1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		2		2		2		0		1		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		てらもと小児科		028-650-6636		321-0975		宇都宮市関堀町971-6				1		1		3		2		2		3		3		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		0		小児科医としてはもっと積極的に協力しなければいけないと思いますが、現在の我診療所の状態では不可能なことが多く残念です。 ショウニ カ イ セッキョクテキ キョウリョク オモ ゲンザイ ワガ シンリョウジョ ジョウタイ フカノウ オオ ザンネン

		承諾 ショウダク		木村内科医院		0288-22-7880		321-1264		日光市瀬尾497-1				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		承諾 ショウダク		こばやしファミリークリニック		0283-85-9900		327-0311		佐野市多田町566				1		1		1		1		3		1		1		2		1		1		1				1		1		1		1		3		1		1		3		1		1		1		3		3		2		0		1		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		あいファミリィクリニック足利 アシカガ		0284-22-3788		329-4213		足利市寺岡町505-1				1		1		1		1		1		1		1		3		1		1		1				1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		1		0		1		0		0		0		0		1		0

		承諾 ショウダク		腰塚医院		0282-62-2072		323-1104		栃木市藤岡町藤岡1845-10				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		1		1		1		1		0

		承諾 ショウダク		桜井こどもクリニック		0282-24-5987		328-0034		栃木市本町16-9				1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		承諾 ショウダク		神鳥谷クリニック		0285-22-7700		323-0827		小山市神鳥谷1-19-1		 		2		2		2		2		2		2		2		2		1		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		持田医院		0282-67-3661		329-0319		栃木市藤岡町中根115-5				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		4		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		田村医院		0282-43-3368		329-4423		栃木市大平町西水代1835-1				1		1		1		1		1		1		1		2		1		1		1				1		1		1		1		1		1		1		2		1		1		1		3		1		4		1		1		1		1		1		1		1		1		0		Q5.訪問看護、訪問リハビリテーションを利用 ホウモン カンゴ ホウモン リヨウ

		承諾 ショウダク		大橋内科クリニック		0282-82-8522		321-0219		壬生町福和田1003-1				1		1		2		2		2		3		2		2		2		2		3				1		1		2		2		2		3		2		2		2		2		3		3		3		2		0		1		1		0		0		0		0		1		0

		承諾 ショウダク		てらだファミリークリニック		028-654-2188		321-0132		宇都宮市雀の宮5-5-1				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		1		1		1		1		0

		承諾 ショウダク		あおい内科小児科ｸﾘﾆｯｸ		028-663-6000		321-0973		宇都宮市岩曽町1086-1				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		1		1		1		その他：往診時間の確保ができること タ オウシン ジカン カクホ

		承諾 ショウダク		飯塚医院		0287-92-2034		324-0613		那須郡那珂川町馬頭484-3				1		1		2		2		2		2		2		2		1		2		1				1		1		2		2		2		2		2		2		1		2		1		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		0

		承諾 ショウダク		やの小児科医院		0285-56-0280		329-0611		河内郡上三川町上三川3446-3				1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3				1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		2		2		2		0		1		1		1		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		仲嶋医院		028-681-7755		329-1311		さくら市氏家3245-17				3		3		3		3		2		3		3		3		3		2		3				3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		2		3		2		1		1		1		1		1		1		1		0		0		成人（18才以上）を対象に回答しました セイジン サイ イジョウ タイショウ カイトウ

		承諾 ショウダク		小林診療所		0285-82-3873		321-4369		真岡市熊倉3-10-7				1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		1				1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		1		2		2		2		0		1		0		0		0		1		0		0		0

		承諾 ショウダク		西真岡こどもクリニック		0285-81-7900		321-4341		真岡市高勢町3-205-1				1		1		1		3		1		1		1		1		1		3		3				1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		その他：現在おこなっています タ ゲンザイ

		承諾 ショウダク		鈴木医院		0285-72-2032		321-4217		益子町益子1747-2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		承諾 ショウダク		緑の屋根診療所		0283-20-2577		327-0843		佐野市堀米町1348-5				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		0		0		1		0		1		0		1		0		0		地域の社会資源が少ない。マンパワー不足 チイキ シャカイ シゲン スク ブソク

		承諾 ショウダク		ひがのクリニック		0285-74-0051 		321-4521		真岡市久下田941-1				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		豊郷中央渡辺内科　		028-622-8900		320-0004		宇都宮市長岡町1217-5				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		1				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		1		0		0

		承諾 ショウダク		きくちクリニック		028-683-3387		321-0903		宇都宮市下平出町614-2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		0		0

		承諾 ショウダク		サンレディースクリニック		0282-24-3541		328-0024		栃木市樋ノ口町504-1				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		医療法人　亀田内科		028-633-2884		320-0812		宇都宮市一番町1-28				1		1		1		2		2		1		2		2		2		2		1				1		1		1		2		2		1		2		2		2		2		1		3		3		3		0		0		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		越戸クリニック		028-660-6190		321-0951		宇都宮市越戸町139-6				1		1		2		2		2		3		2		2		2		2		3				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		佐藤内科		0285-53-1305		329-0511		下野市石橋839-14				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		承諾 ショウダク		グリムこどもクリニック		0285-51-1515		329-0502		下野市下古山2-6-17				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		事前連絡の上での一次診療、予防接種ですので、申し訳ありません。 ジゼン レンラク ウエ イチジ シンリョウ ヨボウ セッシュ モウ ワケ

		承諾 ショウダク		吉原医院		0288-21-0161		321-1261		日光市今市826-4				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		1		1		1		その他：設備 タ セツビ

		承諾 ショウダク		梅園医院		028-633-2869		320-0035		宇都宮市伝馬町3-28				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		1		0		0

		承諾 ショウダク		森田医院		028-633-1573		320-0861		宇都宮市西3-5-8				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		鈴木内科クリニック		028-655-1229		321-0139		宇都宮市若松原2-4-19				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		その他：24時間対応が必要となると考えますが、当院診療時間内の往診は難しいと考えます。 タ ジカン タイオウ ヒツヨウ カンガ トウイン シンリョウ ジカン ナイ オウシン ムズカ カンガ

		承諾 ショウダク		小松医院		0289-60-5515		322-0064		鹿沼市文化橋町2300-1				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		1		0		0		1		0



														1.医療ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する外来診療について、以下の医療行為に対応できますか。 イリョウ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ガイライ シンリョウ イカ イリョウ コウイ タイオウ																								2.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する往診及び訪問診療について、以下の医療行為に対応できますか イリョウテキ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ オウシン オヨ ホウモン シンリョウ イカ イリョウ コウイ タイオウ

														予防接種 ヨボウ セッシュ		一次診療
（経過観察、栄養観察を含む） イチジ シンリョウ ケイカ カンサツ エイヨウ カンサツ フク		経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ		経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ		中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ		酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ		気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ		人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ		尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ		人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ		褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ				予防接種 ヨボウ セッシュ		一次診療
（経過観察、栄養観察を含む） イチジ シンリョウ ケイカ カンサツ エイヨウ カンサツ フク		経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ		経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ		中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ		酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ		気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ		人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ		尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ		人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ		褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ

										1		できる		83		57		12		9		7		13		11		6		17		8		16		できる		39		29		8		6		5		9		9		6		10		7		12

										2		できない		55		80		127		134		142		130		136		146		131		137		124		できない		102		115		141		143		148		140		144		148		140		145		134

										3		要相談 ヨウ ソウダン		27		28		26		22		16		22		18		13		16		20		25		要相談 ヨウ ソウダン		24		21		16		16		12		15		12		11		15		13		19

																																																														0

														3.24時間、重症心身障害児（18歳未満）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイジ サイ ミマン イリョウ タイオウ

										1		できる		1

										2		できない		150

										3		要相談 ヨウ ソウダン		14

														4.24時間、重症心身障害者（18歳以上）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイシャ サイ イジョウ イリョウ タイオウ

										1		できる		3

										2		できない		150

										3		要相談 ヨウ ソウダン		12

														5.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する訪問リハビリてーションを提供していますか イリョウテキ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ホウモン テイキョウ

										1		提供している テイキョウ		1

										2		提供していない テイキョウ		152

										3		提供していないが対応は可能 テイキョウ タイオウ カノウ		4

										4		要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン		8

														6.重症心身障害児（者）在宅医療に対応できるようになるための条件はなんですか

										1		診療報酬の点数が増えること シンリョウ ホウシュウ テンスウ フ		24

										2		訪問看護尾の連携 ホウモン カンゴ オ レンケイ		73

										3		病院との連携 ビョウイン レンケイ		90

										4		在宅療養支援診療所と小児科医とのグループ診療 ザイタク リョウヨウ シエン シンリョウジョ ショウニ カ イ シンリョウ		43

										5		在宅療養支援診療所に助言や相談を求めることができること ザイタク リョウヨウ シエン シンリョウジョ ジョゲン ソウダン モト		28

										6		小児科医に助言や相談を求めることができること ショウニ カ イ ジョゲン ソウダン モト		26

										7		経験のある医師がいること ケイケン イシ		62

										8		研修などの自己のスキルアップ ケンシュウ ジコ		47

										9		その他 タ		21



できる	できない	要相談	3.24時間、重症心身障害児（18歳未満）の医療に対応ができますか	4.24時間、重症心身障害者（18歳以上）の医療に対応ができますか	5.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する訪問リハビリてーションを提供していますか	6.重症心身障害児（者）在宅医療に対応できるようになるための条件はなんですか	できる	できない	要相談	

病院

		Ｑ１		1.医療ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する外来診療について、以下の医療行為に対応できますか。 イリョウ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ガイライ シンリョウ イカ イリョウ コウイ タイオウ						1.医療ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する外来診療について、以下の医療行為に対応できますか。 イリョウ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ガイライ シンリョウ イカ イリョウ コウイ タイオウ

				Ｑ1-1						Ｑ1-1		予防接種 ヨボウ セッシュ

				Ｑ1-2						Ｑ1-2		一次診療
（経過観察、栄養観察を含む） イチジ シンリョウ ケイカ カンサツ エイヨウ カンサツ フク

				Ｑ1-3						Ｑ1-3		経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ

				Ｑ1-4						Ｑ1-4		経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ

				Ｑ1-5						Ｑ1-5		中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ

				Ｑ1-6						Ｑ1-6		酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ

				Ｑ1-7						Ｑ1-7		気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ

				Ｑ1-8						Ｑ1-8		人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ

				Ｑ1-9						Ｑ1-9		尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ

				Ｑ1-10						Ｑ1-10		人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ

				Ｑ1-11						Ｑ1-11		褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ

		Ｑ２		2.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する往診及び訪問診療について、以下の医療行為に対応できますか イリョウテキ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ オウシン オヨ ホウモン シンリョウ イカ イリョウ コウイ タイオウ						2.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する往診及び訪問診療について、以下の医療行為に対応できますか イリョウテキ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ オウシン オヨ ホウモン シンリョウ イカ イリョウ コウイ タイオウ

				Ｑ2-1						Ｑ2-1		予防接種 ヨボウ セッシュ

				Ｑ2-2						Ｑ2-2		経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ

				Ｑ2-3						Ｑ2-3		経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ

				Ｑ2-4						Ｑ2-4		中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ

				Ｑ2-5						Ｑ2-5		酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ

				Ｑ2-6						Ｑ2-6		気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ

				Ｑ2-7						Ｑ2-7		人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ

				Ｑ2-8						Ｑ2-8		尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ

				Ｑ2-9						Ｑ2-9		人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ

				Ｑ2-10						Ｑ2-10		褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ

		Ｑ3		3.24時間、重症心身障害児（18歳未満）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイジ サイ ミマン イリョウ タイオウ						3.24時間、重症心身障害児（18歳未満）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイジ サイ ミマン イリョウ タイオウ

				Ｑ3-1						Ｑ3-1		できる

				Ｑ3-2						Ｑ3-2		できない

				Ｑ3-3						Ｑ3-3		要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン

		Ｑ4		4.24時間、重症心身障害者（18歳以上）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイシャ サイ イジョウ イリョウ タイオウ						4.24時間、重症心身障害者（18歳以上）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイシャ サイ イジョウ イリョウ タイオウ

				Ｑ4-1						Ｑ4-1		できる

				Ｑ4-2						Ｑ4-2		できない

				Ｑ4-3						Ｑ4-3		要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン

		Ｑ5		5.重症心身障害児（者）のレスパイト入院に対応できますか ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ ニュウイン タイオウ						5.重症心身障害児（者）のレスパイト入院に対応できますか ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ ニュウイン タイオウ

				Ｑ5-1						Ｑ5-1		できる

				Ｑ5-2						Ｑ5-2		できない

				Ｑ5-3						Ｑ5-3		要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン

		Ｑ6		6.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する訪問リハビリテーションを提供していますか イリョウテキ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ホウモン テイキョウ						6.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する訪問リハビリテーションを提供していますか イリョウテキ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ホウモン テイキョウ

				Ｑ6-1						Ｑ6-1		提供している テイキョウ

				Ｑ6-2						Ｑ6-2		提供していない テイキョウ

				Ｑ6-3						Ｑ6-3		提供していないが対応は可能 テイキョウ タイオウ カノウ

				Ｑ6-4						Ｑ6-4		要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン

		Ｑ7		7.平成26年度において、以下における長期入院児（6ヶ月以上）の患者数は何名ですか（「原疾患」及び「長期入院理由」について、複数の理由がある場合は、主な理由を選んでください） ヘイセイ ネンド イカ チョウキ ニュウイン ジ ゲツイジョウ カンジャスウ ナンメイ ゲンシッカン オヨ チョウキ ニュウイン リユウ フクスウ リユウ バアイ オモ リユウ エラ						7.平成26年度において、以下における長期入院児（6ヶ月以上）の患者数は何名ですか（「原疾患」及び「長期入院理由」について、複数の理由がある場合は、主な理由を選んでください） ヘイセイ ネンド イカ チョウキ ニュウイン ジ ゲツイジョウ カンジャスウ ナンメイ ゲンシッカン オヨ チョウキ ニュウイン リユウ フクスウ リユウ バアイ オモ リユウ エラ

				※個別シートにて対応 コベツ タイオウ						※個別シートにて対応 コベツ タイオウ

		Q8		8.重症心身障害児（者）に対する相談窓口はありますか ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ソウダン マドグチ

										1		ある

										2		ない

		Q9		9.重症心身障害児（者）の方に対する医療、在宅生活等についてお気づきのことなど、ご自由にお書きください。 ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ カタ タイ イリョウ ザイタク セイカツ ナド キ ジユウ カ

		承諾可否 ショウダク カヒ		診療所名 シンリョウジョ メイ		電話番号 デンワ バンゴウ		郵便番号 ユウビンバンゴウ		所在地 ショザイチ		Ｑ1.医療ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する外来診療について、以下の医療行為に対応できますか																						Ｑ２医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する往診及び訪問診療について、以下の医療行為に対応できますか																				Ｑ3		Ｑ4		Ｑ5		Q6		Ｑ7		8.重症心身障害児（者）に対する相談窓口はありますか										Q9

												予防接種 ヨボウ セッシュ		一次診療
（経過観察、栄養観察を含む） イチジ シンリョウ ケイカ カンサツ エイヨウ カンサツ フク		経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ		経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ		中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ		酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ		気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ		人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ		尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ		人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ		褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ		予防接種 ヨボウ セッシュ		経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ		経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ		中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ		酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ		気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ		人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ		尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ		人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ		褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ												有無 ウム		部署名・職名 ブショ メイ ショクメイ		ご担当者氏名 タントウシャ シメイ		連絡先TEL レンラクサキ		連絡先MAIL レンラクサキ

		否 イナ		野木病院		0280-57-1011		329-0101		下都賀郡野木町友沼5320-2		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		2

		否 イナ		今市病院		0288-22-2200		321-1261		日光市今市381		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		2

		否 イナ		黒須病院　		028-682-8811		329-1311		さくら市氏家2650		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		2		2		別紙参照 ベッシ サンショウ		1		病診連携室・社会福祉士 ビョウシンレンケイ シツ シャカイ フクシ シ		井上雅晶 イノウエ マサアキ		028-682-8811（代表）
028-681-5551（直通） ダイヒョウ チョクツウ		byo-renkei@kurosu-hospital.jp

		否 イナ		日光市民病院		0288-50-1188		321-1441		日光市清滝安良沢町1752-10		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		2										小児科常務医がいないため、小児科非常勤医師在院時のみ相談可能と考えます ショウニカ ジョウム イ ショウニカ ヒジョウキン イシ ザイイン ジ ソウダン カノウ カンガ

		否 イナ		国際医療福祉大学塩谷病院　		0287-44-1155		329-2145		矢板市富田77		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		2

		否 イナ		那須南病院		0287-84-3911		321-0621		栃木県那須烏山市中央3-2-13		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		2		2		なし		1		医療福祉相談医療連絡室 イリョウ フクシ ソウダン イリョウ レンラク シツ		原健二 ハラ ケンジ		0287-84-3911

		承諾 ショウダク		西方病院		0282-92-2323		322-0601		栃木県上都賀郡西方町金崎273-3		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		1		西方病院地域連携室 ニシカタ ビョウイン チイキ レンケイ シツ				0282-25-7310		nishikata-renkei@cc9.ne.jp

		承諾 ショウダク		新小山市民病院		0285-36-0200		323-0827		栃木県小山市神鳥谷2251-1 ３２３－０８２７		1		1		3		2		2		2		2		2		2		2		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		2		なし		1		医療相談室保健師 イリョウ ソウダンシツ ホケンシ		多賀谷邦子 タガヤ クニコ		0285-36-0256		soudan@hospital.oyama.tochigi.jp		重症心身障害児（者）の方々の外来診察は随時受け入れておりますが、特に障害児の入院についてはまだ十分に対応できる体制になっておりません。そのため、今回のガイドマップの内容で受け入れ可能な項目が少なく申し訳ありません。相談については、幅広く承っております。 ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ カタガタ ガイライ シンサツ ズイジ ウ イ トク ショウガイジ ニュウイン ジュウブン タイオウ タイセイ コンカイ ナイヨウ ウ イ カノウ コウモク スク モウ ワケ ソウダン ハバヒロ ウケタマワ

		承諾 ショウダク		小山厚生病院		0285-22-1105		323-0031		栃木県小山市八幡町2-10-6		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		2		なし		1		看護師長 カンゴシ チョウ		横家よね子 ヨコ イエ コ		0285-22-1105
0285-24-9890				在宅生活困難者につき当院では入院で対応させていただくことが多いです。 ザイタク セイカツ コンナン シャ トウイン ニュウイン タイオウ オオ

		承諾 ショウダク		石橋総合病院		0285-53-1134		329-0511		栃木県下野市石橋628		1		1		1		1		1		1		1		2		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		1		なし		1		地域医療連携部 チイキ イリョウ レンケイ ブ		（部長）岩崎さゆり ブチョウ イワサキ		0285-53-1134		ishibashi-renkei@yushikai.jp

		承諾 ショウダク		下都賀総合病院		0282-22-2551		328-0044		栃木県栃木市富士見町5-32		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		3		なし		1		医療福祉相談室 イリョウ フクシ ソウダンシツ		MSWが3人おります ニン		0282-22-2551

		承諾 ショウダク		とちの木病院		0282-22-7722		328-0071		栃木県栃木市大町39-5		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		2

		承諾 ショウダク		自治医科大学附属病院　		0285-44-2111		329-0498		下野市薬師寺3311-1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		2		3		2		別紙参照 ベッシ サンショウ		1		地域医療連携部（看護師） チイキ イリョウ レンケイ ブ カンゴシ		黒田　光恵 クロダ ミツエ		0285-44-2111		mazuek@jichi.ac.jp		在宅医療を充実させていただくうえで、往診医や地域の開業医の先生方との連携強化やスタッフの充実が望まれると思います。 ザイタク イリョウ ジュウジツ オウシン イ チイキ カイギョウイ センセイガタ レンケイ キョウカ ジュウジツ ノゾ オモ

		承諾 ショウダク		済生会宇都宮病院		028-626-5500		321-0974		宇都宮市竹林町911-1		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		2		別紙参照 ベッシ サンショウ		1		地域連携課 チイキ レンケイ カ		荻津　守 オギツ カミ		028-626-5500

		承諾 ショウダク		足利赤十字病院		0284-21-0121		326-0843		栃木県足利市五十部町284-1		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		3		1		2		別紙参照 ベッシ サンショウ		1		事務部医事課社会福祉士 ジム ブ イジ カ シャカイ フクシ シ		布施　麻由実 フセ マユミ		0284-20-1307				医療依存度の高い患者様が自宅へ退院する場合、利用できる社会資源が限られており、デイサービスやリハビリテーション、ショートステイなどのサービスを本人、ご家族様のニーズに合わせて利用していただくことが困難なケースが多々あります。（例：家族としては週２回以上リハビリに本人を通わせたいと考えているが、リハビリテーション事業所としては利用者数も多いため、週1回の対応が限度と考えている場合など）今回のアンケート調査を機に、各地域の社会資源の情報を整理し、なるべくニーズに合わせて、多くの方に適切にサービスを利用していただける環境を構築できればと思っております。よろしくお願いいたします。 イリョウ イゾンド タカ カンジャサマ ジタク タイイン バアイ リヨウ シャカイ シゲン カギ ホンニン カゾク サマ ア リヨウ コンナン タタ レイ カゾク シュウ カイイジョウ ホンニン カヨ カンガ ジギョウショ リヨウシャ スウ オオ シュウ カイ タイオウ ゲンド カンガ バアイ コンカイ チョウサ キ カクチイキ シャカイ シゲン ジョウホウ セイリ ア オオ カタ テキセツ リヨウ カンキョウ コウチク オモ ネガ

		承諾 ショウダク		獨協医科大学病院		0282-86-1111		321-0293		下都賀郡壬生町大字北小林880		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		3		2		別紙参照 ベッシ サンショウ		1		地域医療連携センター医療福祉相談室 チイキ イリョウ レンケイ イリョウ フクシ ソウダンシツ				0282-87-2185

		承諾 ショウダク		あしかがの森足利病院		0284-91-0611		326-0011		足利市大沼田町615		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		1		2		別紙参照 ベッシ サンショウ		1		メディカルソーシャルワーカー		福地　哲郎 フクチ テツロウ		0284-91-0611		soudan@hshikagu-hospital.or.jp

		承諾 ショウダク		JCHO　うつのみや病院		028-653-1001		321-0143		宇都宮市南高砂町11-17		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		2

		承諾 ショウダク		菅又病院　		028-676-0311		329-1207		塩谷郡高根沢町花岡2351		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		2										要相談の診療項目につきましては、病院にお電話で問い合わせていただければ対応いたします。小児科の入院対応はしておりません。外来診察につきましては、急性期の管理は困難であることもありますが、状態が安定している場合には相談いただければ可能な限り対応いたします。 ヨウ ソウダン シンリョウ コウモク ビョウイン デンワ ト ア タイオウ ショウニカ ニュウイン タイオウ ガイライ シンサツ キュウセイキ カンリ コンナン ジョウタイ アンテイ バアイ ソウダン カノウ カギ タイオウ

		承諾 ショウダク		那須赤十字病院		0287-23-1122		324-8686		栃木県大田原市中田原1081-4		1		1		3		3		3		1		3		1		3		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		1		4		なし		1		地域医療福祉連携課福祉係長 チイキ イリョウ フクシ レンケイ カ フクシ カカリチョウ		野中美希 ノナカ ミキ		0287-23-1122		renkeika@nasu.jrc.or.jp



												Ｑ1.医療ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する外来診療について、以下の医療行為に対応できますか

												予防接種 ヨボウ セッシュ		一次診療
（経過観察、栄養観察を含む） イチジ シンリョウ ケイカ カンサツ エイヨウ カンサツ フク		経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ		経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ		中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ		酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ		気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ		人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ		尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ		人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ		褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ

										できる		13		13		9		8		7		9		8		8		7		7		7

										できない		3		3		7		8		8		8		8		9		8		8		6

										要相談 ヨウ ソウダン		4		4		4		4		5		3		4		3		5		5		7



												Ｑ２医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する往診及び訪問診療について、以下の医療行為に対応できますか

												予防接種 ヨボウ セッシュ		経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ		経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ		中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ		酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ		気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ		人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ		尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ		人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ		褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ

										できる		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

										できない		19		20		20		20		20		20		20		20		20		20

										要相談 ヨウ ソウダン		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0



										Ｑ3		3.24時間、重症心身障害児（18歳未満）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイジ サイ ミマン イリョウ タイオウ				3.24時間、重症心身障害児（18歳未満）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイジ サイ ミマン イリョウ タイオウ

										できる		4

										できない		14

										要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン		2

										Ｑ4		4.24時間、重症心身障害者（18歳以上）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイシャ サイ イジョウ イリョウ タイオウ				4.24時間、重症心身障害者（18歳以上）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイシャ サイ イジョウ イリョウ タイオウ

										できる		3

										できない		9

										要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン		8

										Ｑ5		5.重症心身障害児（者）のレスパイト入院に対応できますか ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ ニュウイン タイオウ				5.重症心身障害児（者）のレスパイト入院に対応できますか ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ ニュウイン タイオウ

										できる		5

										できない		10

										要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン		5

										Ｑ6		6.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する訪問リハビリテーションを提供していますか イリョウテキ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ホウモン テイキョウ				6.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する訪問リハビリテーションを提供していますか イリョウテキ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ホウモン テイキョウ

										提供している テイキョウ		1

										提供していない テイキョウ		17

										提供していないが対応は可能 テイキョウ タイオウ カノウ		1

										要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン		1

										Ｑ7		7.平成26年度において、以下における長期入院児（6ヶ月以上）の患者数は何名ですか（「原疾患」及び「長期入院理由」について、複数の理由がある場合は、主な理由を選んでください） ヘイセイ ネンド イカ チョウキ ニュウイン ジ ゲツイジョウ カンジャスウ ナンメイ ゲンシッカン オヨ チョウキ ニュウイン リユウ フクスウ リユウ バアイ オモ リユウ エラ				7.平成26年度において、以下における長期入院児（6ヶ月以上）の患者数は何名ですか（「原疾患」及び「長期入院理由」について、複数の理由がある場合は、主な理由を選んでください） ヘイセイ ネンド イカ チョウキ ニュウイン ジ ゲツイジョウ カンジャスウ ナンメイ ゲンシッカン オヨ チョウキ ニュウイン リユウ フクスウ リユウ バアイ オモ リユウ エラ

										Q8		8.重症心身障害児（者）に対する相談窓口はありますか ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ソウダン マドグチ

																1		ある		13

																2		ない		7
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病院 作業

		Ｑ１		1.医療ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する外来診療について、以下の医療行為に対応できますか。 イリョウ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ガイライ シンリョウ イカ イリョウ コウイ タイオウ						1.医療ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する外来診療について、以下の医療行為に対応できますか。 イリョウ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ガイライ シンリョウ イカ イリョウ コウイ タイオウ

				Ｑ1-1						Ｑ1-1		予防接種 ヨボウ セッシュ

				Ｑ1-2						Ｑ1-2		一次診療
（経過観察、栄養観察を含む） イチジ シンリョウ ケイカ カンサツ エイヨウ カンサツ フク

				Ｑ1-3						Ｑ1-3		経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ

				Ｑ1-4						Ｑ1-4		経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ

				Ｑ1-5						Ｑ1-5		中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ

				Ｑ1-6						Ｑ1-6		酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ

				Ｑ1-7						Ｑ1-7		気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ

				Ｑ1-8						Ｑ1-8		人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ

				Ｑ1-9						Ｑ1-9		尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ

				Ｑ1-10						Ｑ1-10		人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ

				Ｑ1-11						Ｑ1-11		褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ

		Ｑ２		2.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する往診及び訪問診療について、以下の医療行為に対応できますか イリョウテキ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ オウシン オヨ ホウモン シンリョウ イカ イリョウ コウイ タイオウ						2.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する往診及び訪問診療について、以下の医療行為に対応できますか イリョウテキ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ オウシン オヨ ホウモン シンリョウ イカ イリョウ コウイ タイオウ

				Ｑ2-1						Ｑ2-1		予防接種 ヨボウ セッシュ

				Ｑ2-2						Ｑ2-2		経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ

				Ｑ2-3						Ｑ2-3		経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ

				Ｑ2-4						Ｑ2-4		中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ

				Ｑ2-5						Ｑ2-5		酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ

				Ｑ2-6						Ｑ2-6		気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ

				Ｑ2-7						Ｑ2-7		人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ

				Ｑ2-8						Ｑ2-8		尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ

				Ｑ2-9						Ｑ2-9		人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ

				Ｑ2-10						Ｑ2-10		褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ

		Ｑ3		3.24時間、重症心身障害児（18歳未満）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイジ サイ ミマン イリョウ タイオウ						3.24時間、重症心身障害児（18歳未満）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイジ サイ ミマン イリョウ タイオウ

				Ｑ3-1						Ｑ3-1		できる

				Ｑ3-2						Ｑ3-2		できない

				Ｑ3-3						Ｑ3-3		要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン

		Ｑ4		4.24時間、重症心身障害者（18歳以上）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイシャ サイ イジョウ イリョウ タイオウ						4.24時間、重症心身障害者（18歳以上）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイシャ サイ イジョウ イリョウ タイオウ

				Ｑ4-1						Ｑ4-1		できる

				Ｑ4-2						Ｑ4-2		できない

				Ｑ4-3						Ｑ4-3		要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン

		Ｑ5		5.重症心身障害児（者）のレスパイト入院に対応できますか ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ ニュウイン タイオウ						5.重症心身障害児（者）のレスパイト入院に対応できますか ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ ニュウイン タイオウ

				Ｑ5-1						Ｑ5-1		できる

				Ｑ5-2						Ｑ5-2		できない

				Ｑ5-3						Ｑ5-3		要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン

		Ｑ6		6.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する訪問リハビリテーションを提供していますか イリョウテキ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ホウモン テイキョウ						6.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する訪問リハビリテーションを提供していますか イリョウテキ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ホウモン テイキョウ

				Ｑ6-1						Ｑ6-1		提供している テイキョウ

				Ｑ6-2						Ｑ6-2		提供していない テイキョウ

				Ｑ6-3						Ｑ6-3		提供していないが対応は可能 テイキョウ タイオウ カノウ

				Ｑ6-4						Ｑ6-4		要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン

		Ｑ7		7.平成26年度において、以下における長期入院児（6ヶ月以上）の患者数は何名ですか（「原疾患」及び「長期入院理由」について、複数の理由がある場合は、主な理由を選んでください） ヘイセイ ネンド イカ チョウキ ニュウイン ジ ゲツイジョウ カンジャスウ ナンメイ ゲンシッカン オヨ チョウキ ニュウイン リユウ フクスウ リユウ バアイ オモ リユウ エラ						7.平成26年度において、以下における長期入院児（6ヶ月以上）の患者数は何名ですか（「原疾患」及び「長期入院理由」について、複数の理由がある場合は、主な理由を選んでください） ヘイセイ ネンド イカ チョウキ ニュウイン ジ ゲツイジョウ カンジャスウ ナンメイ ゲンシッカン オヨ チョウキ ニュウイン リユウ フクスウ リユウ バアイ オモ リユウ エラ

				※個別シートにて対応 コベツ タイオウ						※個別シートにて対応 コベツ タイオウ

		Q8		8.重症心身障害児（者）に対する相談窓口はありますか ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ソウダン マドグチ

										1		ある

										2		ない

		Q9		9.重症心身障害児（者）の方に対する医療、在宅生活等についてお気づきのことなど、ご自由にお書きください。 ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ カタ タイ イリョウ ザイタク セイカツ ナド キ ジユウ カ

		承諾可否 ショウダク カヒ		診療所名 シンリョウジョ メイ		電話番号 デンワ バンゴウ		郵便番号 ユウビンバンゴウ		所在地 ショザイチ		Ｑ1.医療ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する外来診療について、以下の医療行為に対応できますか																						Ｑ２医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する往診及び訪問診療について、以下の医療行為に対応できますか																				Ｑ3		Ｑ4		Ｑ5		Q6		Ｑ7		8.重症心身障害児（者）に対する相談窓口はありますか										Q9

												予防接種 ヨボウ セッシュ		一次診療
（経過観察、栄養観察を含む） イチジ シンリョウ ケイカ カンサツ エイヨウ カンサツ フク		経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ		経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ		中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ		酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ		気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ		人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ		尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ		人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ		褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ		予防接種 ヨボウ セッシュ		経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ		経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ		中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ		酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ		気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ		人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ		尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ		人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ		褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ												有無 ウム		部署名・職名 ブショ メイ ショクメイ		ご担当者氏名 タントウシャ シメイ		連絡先TEL レンラクサキ		連絡先MAIL レンラクサキ

		否 イナ		野木病院		0280-57-1011		329-0101		下都賀郡野木町友沼5320-2		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		2

		否 イナ		今市病院		0288-22-2200		321-1261		日光市今市381		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		2

		否 イナ		黒須病院　		028-682-8811		329-1311		さくら市氏家2650		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		2		2		別紙参照 ベッシ サンショウ		1		病診連携室・社会福祉士 ビョウシンレンケイ シツ シャカイ フクシ シ		井上雅晶 イノウエ マサアキ		028-682-8811（代表）
028-681-5551（直通） ダイヒョウ チョクツウ		byo-renkei@kurosu-hospital.jp

		否 イナ		日光市民病院		0288-50-1188		321-1441		日光市清滝安良沢町1752-10		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		2										小児科常務医がいないため、小児科非常勤医師在院時のみ相談可能と考えます ショウニカ ジョウム イ ショウニカ ヒジョウキン イシ ザイイン ジ ソウダン カノウ カンガ

		否 イナ		国際医療福祉大学塩谷病院　		0287-44-1155		329-2145		矢板市富田77		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		2

		否 イナ		那須南病院		0287-84-3911		321-0621		栃木県那須烏山市中央3-2-13		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		2		2		なし		1		医療福祉相談医療連絡室 イリョウ フクシ ソウダン イリョウ レンラク シツ		原健二 ハラ ケンジ		0287-84-3911

		承諾 ショウダク		西方病院		0282-92-2323		322-0601		栃木県上都賀郡西方町金崎273-3		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		1		西方病院地域連携室 ニシカタ ビョウイン チイキ レンケイ シツ				0282-25-7310		nishikata-renkei@cc9.ne.jp

		承諾 ショウダク		新小山市民病院		0285-36-0200		323-0827		栃木県小山市神鳥谷2251-1 ３２３－０８２７		1		1		3		2		2		2		2		2		2		2		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		2		なし		1		医療相談室保健師 イリョウ ソウダンシツ ホケンシ		多賀谷邦子 タガヤ クニコ		0285-36-0256		soudan@hospital.oyama.tochigi.jp		重症心身障害児（者）の方々の外来診察は随時受け入れておりますが、特に障害児の入院についてはまだ十分に対応できる体制になっておりません。そのため、今回のガイドマップの内容で受け入れ可能な項目が少なく申し訳ありません。相談については、幅広く承っております。 ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ カタガタ ガイライ シンサツ ズイジ ウ イ トク ショウガイジ ニュウイン ジュウブン タイオウ タイセイ コンカイ ナイヨウ ウ イ カノウ コウモク スク モウ ワケ ソウダン ハバヒロ ウケタマワ

		承諾 ショウダク		小山厚生病院		0285-22-1105		323-0031		栃木県小山市八幡町2-10-6		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		2		なし		1		看護師長 カンゴシ チョウ		横家よね子 ヨコ イエ コ		0285-22-1105
0285-24-9890				在宅生活困難者につき当院では入院で対応させていただくことが多いです。 ザイタク セイカツ コンナン シャ トウイン ニュウイン タイオウ オオ

		承諾 ショウダク		石橋総合病院		0285-53-1134		329-0511		栃木県下野市石橋628		1		1		1		1		1		1		1		2		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		1		なし		1		地域医療連携部 チイキ イリョウ レンケイ ブ		（部長）岩崎さゆり ブチョウ イワサキ		0285-53-1134		ishibashi-renkei@yushikai.jp

		承諾 ショウダク		下都賀総合病院		0282-22-2551		328-0044		栃木県栃木市富士見町5-32		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		3		なし		1		医療福祉相談室 イリョウ フクシ ソウダンシツ		MSWが3人おります ニン		0282-22-2551

		承諾 ショウダク		とちの木病院		0282-22-7722		328-0071		栃木県栃木市大町39-5		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		2

		承諾 ショウダク		自治医科大学附属病院　		0285-44-2111		329-0498		下野市薬師寺3311-1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		2		3		2		別紙参照 ベッシ サンショウ		1		地域医療連携部（看護師） チイキ イリョウ レンケイ ブ カンゴシ		黒田　光恵 クロダ ミツエ		0285-44-2111		mazuek@jichi.ac.jp		在宅医療を充実させていただくうえで、往診医や地域の開業医の先生方との連携強化やスタッフの充実が望まれると思います。 ザイタク イリョウ ジュウジツ オウシン イ チイキ カイギョウイ センセイガタ レンケイ キョウカ ジュウジツ ノゾ オモ

		承諾 ショウダク		済生会宇都宮病院		028-626-5500		321-0974		宇都宮市竹林町911-1		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		2		別紙参照 ベッシ サンショウ		1		地域連携課 チイキ レンケイ カ		荻津　守 オギツ カミ		028-626-5500

		承諾 ショウダク		足利赤十字病院		0284-21-0121		326-0843		栃木県足利市五十部町284-1		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		3		1		2		別紙参照 ベッシ サンショウ		1		事務部医事課社会福祉士 ジム ブ イジ カ シャカイ フクシ シ		布施　麻由実 フセ マユミ		0284-20-1307				医療依存度の高い患者様が自宅へ退院する場合、利用できる社会資源が限られており、デイサービスやリハビリテーション、ショートステイなどのサービスを本人、ご家族様のニーズに合わせて利用していただくことが困難なケースが多々あります。（例：家族としては週２回以上リハビリに本人を通わせたいと考えているが、リハビリテーション事業所としては利用者数も多いため、週1回の対応が限度と考えている場合など）今回のアンケート調査を機に、各地域の社会資源の情報を整理し、なるべくニーズに合わせて、多くの方に適切にサービスを利用していただける環境を構築できればと思っております。よろしくお願いいたします。 イリョウ イゾンド タカ カンジャサマ ジタク タイイン バアイ リヨウ シャカイ シゲン カギ ホンニン カゾク サマ ア リヨウ コンナン タタ レイ カゾク シュウ カイイジョウ ホンニン カヨ カンガ ジギョウショ リヨウシャ スウ オオ シュウ カイ タイオウ ゲンド カンガ バアイ コンカイ チョウサ キ カクチイキ シャカイ シゲン ジョウホウ セイリ ア オオ カタ テキセツ リヨウ カンキョウ コウチク オモ ネガ

		承諾 ショウダク		獨協医科大学病院		0282-86-1111		321-0293		下都賀郡壬生町大字北小林880		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		3		2		別紙参照 ベッシ サンショウ		1		地域医療連携センター医療福祉相談室 チイキ イリョウ レンケイ イリョウ フクシ ソウダンシツ				0282-87-2185

		承諾 ショウダク		あしかがの森足利病院		0284-91-0611		326-0011		足利市大沼田町615		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		1		2		別紙参照 ベッシ サンショウ		1		メディカルソーシャルワーカー		福地　哲郎 フクチ テツロウ		0284-91-0611		soudan@hshikagu-hospital.or.jp

		承諾 ショウダク		JCHO　うつのみや病院		028-653-1001		321-0143		宇都宮市南高砂町11-17		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		2

		承諾 ショウダク		菅又病院　		028-676-0311		329-1207		塩谷郡高根沢町花岡2351		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		2										要相談の診療項目につきましては、病院にお電話で問い合わせていただければ対応いたします。小児科の入院対応はしておりません。外来診察につきましては、急性期の管理は困難であることもありますが、状態が安定している場合には相談いただければ可能な限り対応いたします。 ヨウ ソウダン シンリョウ コウモク ビョウイン デンワ ト ア タイオウ ショウニカ ニュウイン タイオウ ガイライ シンサツ キュウセイキ カンリ コンナン ジョウタイ アンテイ バアイ ソウダン カノウ カギ タイオウ

		承諾 ショウダク		那須赤十字病院		0287-23-1122		324-8686		栃木県大田原市中田原1081-4		1		1		3		3		3		1		3		1		3		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		1		4		なし		1		地域医療福祉連携課福祉係長 チイキ イリョウ フクシ レンケイ カ フクシ カカリチョウ		野中美希 ノナカ ミキ		0287-23-1122		renkeika@nasu.jrc.or.jp



												Ｑ1.医療ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する外来診療について、以下の医療行為に対応できますか

												予防接種 ヨボウ セッシュ		一次診療
（経過観察、栄養観察を含む） イチジ シンリョウ ケイカ カンサツ エイヨウ カンサツ フク		経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ		経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ		中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ		酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ		気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ		人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ		尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ		人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ		褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ

										できる		13		13		9		8		7		9		8		8		7		7		7

										できない		3		3		7		8		8		8		8		9		8		8		6

										要相談 ヨウ ソウダン		4		4		4		4		5		3		4		3		5		5		7



												Ｑ２医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する往診及び訪問診療について、以下の医療行為に対応できますか

												予防接種 ヨボウ セッシュ		経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ		経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ		中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ		酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ		気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ		人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ		尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ		人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ		褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ

										できる		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

										できない		19		20		20		20		20		20		20		20		20		20

										要相談 ヨウ ソウダン		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0



										Ｑ3		3.24時間、重症心身障害児（18歳未満）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイジ サイ ミマン イリョウ タイオウ				3.24時間、重症心身障害児（18歳未満）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイジ サイ ミマン イリョウ タイオウ

										できる		4

										できない		14

										要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン		2

										Ｑ4		4.24時間、重症心身障害者（18歳以上）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイシャ サイ イジョウ イリョウ タイオウ				4.24時間、重症心身障害者（18歳以上）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイシャ サイ イジョウ イリョウ タイオウ

										できる		3

										できない		9

										要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン		8

										Ｑ5		5.重症心身障害児（者）のレスパイト入院に対応できますか ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ ニュウイン タイオウ				5.重症心身障害児（者）のレスパイト入院に対応できますか ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ ニュウイン タイオウ

										できる		5

										できない		10

										要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン		5

										Ｑ6		6.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する訪問リハビリテーションを提供していますか イリョウテキ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ホウモン テイキョウ				6.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する訪問リハビリテーションを提供していますか イリョウテキ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ホウモン テイキョウ

										提供している テイキョウ		1

										提供していない テイキョウ		17

										提供していないが対応は可能 テイキョウ タイオウ カノウ		1

										要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン		1

										Ｑ7		7.平成26年度において、以下における長期入院児（6ヶ月以上）の患者数は何名ですか（「原疾患」及び「長期入院理由」について、複数の理由がある場合は、主な理由を選んでください） ヘイセイ ネンド イカ チョウキ ニュウイン ジ ゲツイジョウ カンジャスウ ナンメイ ゲンシッカン オヨ チョウキ ニュウイン リユウ フクスウ リユウ バアイ オモ リユウ エラ				7.平成26年度において、以下における長期入院児（6ヶ月以上）の患者数は何名ですか（「原疾患」及び「長期入院理由」について、複数の理由がある場合は、主な理由を選んでください） ヘイセイ ネンド イカ チョウキ ニュウイン ジ ゲツイジョウ カンジャスウ ナンメイ ゲンシッカン オヨ チョウキ ニュウイン リユウ フクスウ リユウ バアイ オモ リユウ エラ

										Q8		8.重症心身障害児（者）に対する相談窓口はありますか ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ソウダン マドグチ

																1		ある		13

																2		ない		7

																														できる		できない		要相談 ヨウ ソウダン						できる		できない		要相談 ヨウ ソウダン						提供している テイキョウ		提供していない テイキョウ		提供していないが対応は可能 テイキョウ タイオウ カノウ		要相談 ヨウ ソウダン										NICU及びGCU オヨ		PICU		その他小児病棟 タ ショウニ ビョウトウ

																												予防接種 ヨボウ セッシュ		13		3		4				18歳未満 サイ ミマン		4		14		2						5		10		5		5								6ヶ月以上1年未満 ゲツイジョウ ネン ミマン		9		0		11

																												一次診療
（経過観察、栄養観察を含む） イチジ シンリョウ ケイカ カンサツ エイヨウ カンサツ フク		13		3		4				18歳以上 サイ イジョウ		3		9		8																				1年以上2年未満 ネンイジョウ ネン ミマン		1		0		10

																												経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ		9		7		4																提供している テイキョウ		5												2年以上 ネンイジョウ		4		0		154

																												経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ		8		8		4						できる		できない		要相談 ヨウ ソウダン						提供していない テイキョウ		10

																												中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ		7		8		5						5		10		5						提供していないが対応は可能 テイキョウ タイオウ カノウ		5

																												酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ		9		8		3						3		9		8						要相談 ヨウ ソウダン		5														NICU及びGCU オヨ		PICU		その他小児病棟 タ ショウニ ビョウトウ

																												気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ		8		8		4																														新生児仮死 シンセイジ カシ		2		0		38

																												人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ		8		9		3																														仮死以外の神経、筋疾患 カシ イガイ シンケイ キン シッカン		3		0		48

																												尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ		7		8		5																		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3歳～6歳 サイ サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13歳～17歳 サイ サイ		18歳以上 サイイジョウ				事故 ジコ		0		0		4

																												人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ		7		8		5																気管切開人工呼吸患者 キカン セッカイ ジンコウ コキュウ カンジャ		11		4		8		5		12				先天異常症候群 センテン イジョウ ショウコウグン		11		0		22

																												褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ		7		6		7																非気管切開人工呼吸患者（NPPV) ヒ キカン セッカイ ジンコウ コキュウ カンジャ		2		0		0		0		1				慢性肺疾患、気道病変 マンセイ ハイ シッカン キドウ ビョウヘン		1		0		0

																																																		気管切開患者 キカン セッカイ カンジャ		2		3		2		0		14				低出生体重児 テイ シュッセイ タイジュウ ジ		5		0		7

																														できる		できない		要相談 ヨウ ソウダン																その他 タ		4		2		2		0		1				社会的事情 シャカイテキ ジジョウ		0		0		2

																												予防接種 ヨボウ セッシュ		0		19		1																														その他 タ		2		0		44

																												経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ		0		20		0

																												経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ		0		20		0																																NICU及びGCU オヨ		PICU		その他小児病棟 タ ショウニ ビョウトウ

																												中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ		0		20		0																														病状が不安定 ビョウジョウ フアンテイ		6		0		30

																												酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ		0		20		0																														療育施設入所待ち リョウイク シセツ ニュウショ マ		0		0		18

																												気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ		0		20		0																														中間施設受入体制の不備 チュウカン シセツ ウケイレ タイセイ フビ		0		0		0

																												人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ		0		20		0																														地域サポートの不備 チイキ フビ		0		0		0

																												尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ		0		20		0																														病院の在宅医療フォロー体制不備 ビョウイン ザイタク イリョウ タイセイ フビ		0		0		0

																												人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ		0		20		0																														家族の受入困難 カゾク ウケイレ コンナン		4		0		127

																												褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ		0		20		0																														家庭環境、経済的理由 カテイ カンキョウ ケイザイテキ リユウ		1		0		5

																																																																在宅準備中 ザイタク ジュンビチュウ		3		0		4

																																																																その他 タ		0		0		1

																												24時間、重症心身障害児の医療に対応ができますか
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病院 (2)

		Ｑ１		1.医療ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する外来診療について、以下の医療行為に対応できますか。 イリョウ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ガイライ シンリョウ イカ イリョウ コウイ タイオウ						1.医療ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する外来診療について、以下の医療行為に対応できますか。 イリョウ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ガイライ シンリョウ イカ イリョウ コウイ タイオウ

				Ｑ1-1						Ｑ1-1		予防接種 ヨボウ セッシュ

				Ｑ1-2						Ｑ1-2		一次診療
（経過観察、栄養観察を含む） イチジ シンリョウ ケイカ カンサツ エイヨウ カンサツ フク

				Ｑ1-3						Ｑ1-3		経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ

				Ｑ1-4						Ｑ1-4		経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ

				Ｑ1-5						Ｑ1-5		中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ

				Ｑ1-6						Ｑ1-6		酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ

				Ｑ1-7						Ｑ1-7		気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ

				Ｑ1-8						Ｑ1-8		人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ

				Ｑ1-9						Ｑ1-9		尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ

				Ｑ1-10						Ｑ1-10		人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ

				Ｑ1-11						Ｑ1-11		褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ

		Ｑ２		2.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する往診及び訪問診療について、以下の医療行為に対応できますか イリョウテキ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ オウシン オヨ ホウモン シンリョウ イカ イリョウ コウイ タイオウ						2.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する往診及び訪問診療について、以下の医療行為に対応できますか イリョウテキ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ オウシン オヨ ホウモン シンリョウ イカ イリョウ コウイ タイオウ

				Ｑ2-1						Ｑ2-1		予防接種 ヨボウ セッシュ

				Ｑ2-2						Ｑ2-2		経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ

				Ｑ2-3						Ｑ2-3		経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ

				Ｑ2-4						Ｑ2-4		中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ

				Ｑ2-5						Ｑ2-5		酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ

				Ｑ2-6						Ｑ2-6		気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ

				Ｑ2-7						Ｑ2-7		人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ

				Ｑ2-8						Ｑ2-8		尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ

				Ｑ2-9						Ｑ2-9		人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ

				Ｑ2-10						Ｑ2-10		褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ

		Ｑ3		3.24時間、重症心身障害児（18歳未満）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイジ サイ ミマン イリョウ タイオウ						3.24時間、重症心身障害児（18歳未満）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイジ サイ ミマン イリョウ タイオウ

				Ｑ3-1						Ｑ3-1		できる

				Ｑ3-2						Ｑ3-2		できない

				Ｑ3-3						Ｑ3-3		要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン

		Ｑ4		4.24時間、重症心身障害者（18歳以上）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイシャ サイ イジョウ イリョウ タイオウ						4.24時間、重症心身障害者（18歳以上）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイシャ サイ イジョウ イリョウ タイオウ

				Ｑ4-1						Ｑ4-1		できる

				Ｑ4-2						Ｑ4-2		できない

				Ｑ4-3						Ｑ4-3		要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン

		Ｑ5		5.重症心身障害児（者）のレスパイト入院に対応できますか ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ ニュウイン タイオウ						5.重症心身障害児（者）のレスパイト入院に対応できますか ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ ニュウイン タイオウ

				Ｑ5-1						Ｑ5-1		できる

				Ｑ5-2						Ｑ5-2		できない

				Ｑ5-3						Ｑ5-3		要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン

		Ｑ6		6.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する訪問リハビリテーションを提供していますか イリョウテキ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ホウモン テイキョウ						6.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する訪問リハビリテーションを提供していますか イリョウテキ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ホウモン テイキョウ

				Ｑ6-1						Ｑ6-1		提供している テイキョウ

				Ｑ6-2						Ｑ6-2		提供していない テイキョウ

				Ｑ6-3						Ｑ6-3		提供していないが対応は可能 テイキョウ タイオウ カノウ

				Ｑ6-4						Ｑ6-4		要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン

		Ｑ7		7.平成26年度において、以下における長期入院児（6ヶ月以上）の患者数は何名ですか（「原疾患」及び「長期入院理由」について、複数の理由がある場合は、主な理由を選んでください） ヘイセイ ネンド イカ チョウキ ニュウイン ジ ゲツイジョウ カンジャスウ ナンメイ ゲンシッカン オヨ チョウキ ニュウイン リユウ フクスウ リユウ バアイ オモ リユウ エラ						7.平成26年度において、以下における長期入院児（6ヶ月以上）の患者数は何名ですか（「原疾患」及び「長期入院理由」について、複数の理由がある場合は、主な理由を選んでください） ヘイセイ ネンド イカ チョウキ ニュウイン ジ ゲツイジョウ カンジャスウ ナンメイ ゲンシッカン オヨ チョウキ ニュウイン リユウ フクスウ リユウ バアイ オモ リユウ エラ

				※個別シートにて対応 コベツ タイオウ						※個別シートにて対応 コベツ タイオウ

		Q8		8.重症心身障害児（者）に対する相談窓口はありますか ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ソウダン マドグチ

										1		ある

										2		ない

		Q9		9.重症心身障害児（者）の方に対する医療、在宅生活等についてお気づきのことなど、ご自由にお書きください。 ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ カタ タイ イリョウ ザイタク セイカツ ナド キ ジユウ カ

		承諾可否 ショウダク カヒ		診療所名 シンリョウジョ メイ		電話番号 デンワ バンゴウ		郵便番号 ユウビンバンゴウ		所在地 ショザイチ		Ｑ1.医療ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する外来診療について、以下の医療行為に対応できますか																						Ｑ２医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する往診及び訪問診療について、以下の医療行為に対応できますか																				Ｑ3		Ｑ4		Ｑ5		Q6		Ｑ7		8.重症心身障害児（者）に対する相談窓口はありますか										Q9

												予防接種 ヨボウ セッシュ		一次診療
（経過観察、栄養観察を含む） イチジ シンリョウ ケイカ カンサツ エイヨウ カンサツ フク		経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ		経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ		中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ		酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ		気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ		人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ		尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ		人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ		褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ		予防接種 ヨボウ セッシュ		経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ		経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ		中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ		酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ		気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ		人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ		尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ		人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ		褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ												有無 ウム		部署名・職名 ブショ メイ ショクメイ		ご担当者氏名 タントウシャ シメイ		連絡先TEL レンラクサキ		連絡先MAIL レンラクサキ

		否 イナ		野木病院		0280-57-1011		329-0101		下都賀郡野木町友沼5320-2		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		2

		否 イナ		今市病院		0288-22-2200		321-1261		日光市今市381		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		2

		否 イナ		黒須病院　		028-682-8811		329-1311		さくら市氏家2650		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		2		2		別紙参照 ベッシ サンショウ		1		病診連携室・社会福祉士 ビョウシンレンケイ シツ シャカイ フクシ シ		井上雅晶 イノウエ マサアキ		028-682-8811（代表）
028-681-5551（直通） ダイヒョウ チョクツウ		byo-renkei@kurosu-hospital.jp

		否 イナ		日光市民病院		0288-50-1188		321-1441		日光市清滝安良沢町1752-10		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		2										小児科常務医がいないため、小児科非常勤医師在院時のみ相談可能と考えます ショウニカ ジョウム イ ショウニカ ヒジョウキン イシ ザイイン ジ ソウダン カノウ カンガ

		否 イナ		国際医療福祉大学塩谷病院　		0287-44-1155		329-2145		矢板市富田77		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		2

		否 イナ		那須南病院		0287-84-3911		321-0621		栃木県那須烏山市中央3-2-13		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		2		2		なし		1		医療福祉相談医療連絡室 イリョウ フクシ ソウダン イリョウ レンラク シツ		原健二 ハラ ケンジ		0287-84-3911

		承諾 ショウダク		西方病院		0282-92-2323		322-0601		栃木県上都賀郡西方町金崎273-3		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		1		西方病院地域連携室 ニシカタ ビョウイン チイキ レンケイ シツ				0282-25-7310		nishikata-renkei@cc9.ne.jp

		承諾 ショウダク		新小山市民病院		0285-36-0200		323-0827		栃木県小山市神鳥谷2251-1 ３２３－０８２７		1		1		3		2		2		2		2		2		2		2		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		2		なし		1		医療相談室保健師 イリョウ ソウダンシツ ホケンシ		多賀谷邦子 タガヤ クニコ		0285-36-0256		soudan@hospital.oyama.tochigi.jp		重症心身障害児（者）の方々の外来診察は随時受け入れておりますが、特に障害児の入院についてはまだ十分に対応できる体制になっておりません。そのため、今回のガイドマップの内容で受け入れ可能な項目が少なく申し訳ありません。相談については、幅広く承っております。 ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ カタガタ ガイライ シンサツ ズイジ ウ イ トク ショウガイジ ニュウイン ジュウブン タイオウ タイセイ コンカイ ナイヨウ ウ イ カノウ コウモク スク モウ ワケ ソウダン ハバヒロ ウケタマワ

		承諾 ショウダク		小山厚生病院		0285-22-1105		323-0031		栃木県小山市八幡町2-10-6		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		2		なし		1		看護師長 カンゴシ チョウ		横家よね子 ヨコ イエ コ		0285-22-1105
0285-24-9890				在宅生活困難者につき当院では入院で対応させていただくことが多いです。 ザイタク セイカツ コンナン シャ トウイン ニュウイン タイオウ オオ

		承諾 ショウダク		石橋総合病院		0285-53-1134		329-0511		栃木県下野市石橋628		1		1		1		1		1		1		1		2		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		1		なし		1		地域医療連携部 チイキ イリョウ レンケイ ブ		（部長）岩崎さゆり ブチョウ イワサキ		0285-53-1134		ishibashi-renkei@yushikai.jp

		承諾 ショウダク		下都賀総合病院		0282-22-2551		328-0044		栃木県栃木市富士見町5-32		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		3		なし		1		医療福祉相談室 イリョウ フクシ ソウダンシツ		MSWが3人おります ニン		0282-22-2551

		承諾 ショウダク		とちの木病院		0282-22-7722		328-0071		栃木県栃木市大町39-5		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		2

		承諾 ショウダク		自治医科大学附属病院　		0285-44-2111		329-0498		下野市薬師寺3311-1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		2		3		2		別紙参照 ベッシ サンショウ		1		地域医療連携部（看護師） チイキ イリョウ レンケイ ブ カンゴシ		黒田　光恵 クロダ ミツエ		0285-44-2111		mazuek@jichi.ac.jp		在宅医療を充実させていただくうえで、往診医や地域の開業医の先生方との連携強化やスタッフの充実が望まれると思います。 ザイタク イリョウ ジュウジツ オウシン イ チイキ カイギョウイ センセイガタ レンケイ キョウカ ジュウジツ ノゾ オモ

		承諾 ショウダク		済生会宇都宮病院		028-626-5500		321-0974		宇都宮市竹林町911-1		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		2		別紙参照 ベッシ サンショウ		1		地域連携課 チイキ レンケイ カ		荻津　守 オギツ カミ		028-626-5500

		承諾 ショウダク		足利赤十字病院		0284-21-0121		326-0843		栃木県足利市五十部町284-1		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		3		1		2		別紙参照 ベッシ サンショウ		1		事務部医事課社会福祉士 ジム ブ イジ カ シャカイ フクシ シ		布施　麻由実 フセ マユミ		0284-20-1307				医療依存度の高い患者様が自宅へ退院する場合、利用できる社会資源が限られており、デイサービスやリハビリテーション、ショートステイなどのサービスを本人、ご家族様のニーズに合わせて利用していただくことが困難なケースが多々あります。（例：家族としては週２回以上リハビリに本人を通わせたいと考えているが、リハビリテーション事業所としては利用者数も多いため、週1回の対応が限度と考えている場合など）今回のアンケート調査を機に、各地域の社会資源の情報を整理し、なるべくニーズに合わせて、多くの方に適切にサービスを利用していただける環境を構築できればと思っております。よろしくお願いいたします。 イリョウ イゾンド タカ カンジャサマ ジタク タイイン バアイ リヨウ シャカイ シゲン カギ ホンニン カゾク サマ ア リヨウ コンナン タタ レイ カゾク シュウ カイイジョウ ホンニン カヨ カンガ ジギョウショ リヨウシャ スウ オオ シュウ カイ タイオウ ゲンド カンガ バアイ コンカイ チョウサ キ カクチイキ シャカイ シゲン ジョウホウ セイリ ア オオ カタ テキセツ リヨウ カンキョウ コウチク オモ ネガ

		承諾 ショウダク		獨協医科大学病院		0282-86-1111		321-0293		下都賀郡壬生町大字北小林880		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		3		2		別紙参照 ベッシ サンショウ		1		地域医療連携センター医療福祉相談室 チイキ イリョウ レンケイ イリョウ フクシ ソウダンシツ				0282-87-2185

		承諾 ショウダク		あしかがの森足利病院		0284-91-0611		326-0011		足利市大沼田町615		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		1		2		別紙参照 ベッシ サンショウ		1		メディカルソーシャルワーカー		福地　哲郎 フクチ テツロウ		0284-91-0611		soudan@hshikagu-hospital.or.jp

		承諾 ショウダク		JCHO　うつのみや病院		028-653-1001		321-0143		宇都宮市南高砂町11-17		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		2

		承諾 ショウダク		菅又病院　		028-676-0311		329-1207		塩谷郡高根沢町花岡2351		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		2										要相談の診療項目につきましては、病院にお電話で問い合わせていただければ対応いたします。小児科の入院対応はしておりません。外来診察につきましては、急性期の管理は困難であることもありますが、状態が安定している場合には相談いただければ可能な限り対応いたします。 ヨウ ソウダン シンリョウ コウモク ビョウイン デンワ ト ア タイオウ ショウニカ ニュウイン タイオウ ガイライ シンサツ キュウセイキ カンリ コンナン ジョウタイ アンテイ バアイ ソウダン カノウ カギ タイオウ

		承諾 ショウダク		那須赤十字病院		0287-23-1122		324-8686		栃木県大田原市中田原1081-4		1		1		3		3		3		1		3		1		3		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		1		4		なし		1		地域医療福祉連携課福祉係長 チイキ イリョウ フクシ レンケイ カ フクシ カカリチョウ		野中美希 ノナカ ミキ		0287-23-1122		renkeika@nasu.jrc.or.jp



												Ｑ1.医療ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する外来診療について、以下の医療行為に対応できますか

												予防接種 ヨボウ セッシュ		一次診療
（経過観察、栄養観察を含む） イチジ シンリョウ ケイカ カンサツ エイヨウ カンサツ フク		経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ		経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ		中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ		酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ		気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ		人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ		尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ		人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ		褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ

										できる		13		13		9		8		7		9		8		8		7		7		7

										できない		3		3		7		8		8		8		8		9		8		8		6

										要相談 ヨウ ソウダン		4		4		4		4		5		3		4		3		5		5		7



												Ｑ２医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する往診及び訪問診療について、以下の医療行為に対応できますか

												予防接種 ヨボウ セッシュ		経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ		経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ		中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ		酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ		気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ		人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ		尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ		人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ		褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ

										できる		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

										できない		19		20		20		20		20		20		20		20		20		20

										要相談 ヨウ ソウダン		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0

										Ｑ3		3.24時間、重症心身障害児（18歳未満）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイジ サイ ミマン イリョウ タイオウ				3.24時間、重症心身障害児（18歳未満）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイジ サイ ミマン イリョウ タイオウ

										できる		4

										できない		14

										要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン		2

										Ｑ4		4.24時間、重症心身障害者（18歳以上）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイシャ サイ イジョウ イリョウ タイオウ				4.24時間、重症心身障害者（18歳以上）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイシャ サイ イジョウ イリョウ タイオウ

										できる		3

										できない		9

										要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン		8

										Ｑ5		5.重症心身障害児（者）のレスパイト入院に対応できますか ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ ニュウイン タイオウ				5.重症心身障害児（者）のレスパイト入院に対応できますか ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ ニュウイン タイオウ

										できる		5

										できない		10

										要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン		5

										Ｑ6		6.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する訪問リハビリテーションを提供していますか イリョウテキ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ホウモン テイキョウ				6.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する訪問リハビリテーションを提供していますか イリョウテキ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ホウモン テイキョウ

										提供している テイキョウ		1

										提供していない テイキョウ		17

										提供していないが対応は可能 テイキョウ タイオウ カノウ		1

										要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン		1

										Ｑ7		7.平成26年度において、以下における長期入院児（6ヶ月以上）の患者数は何名ですか（「原疾患」及び「長期入院理由」について、複数の理由がある場合は、主な理由を選んでください） ヘイセイ ネンド イカ チョウキ ニュウイン ジ ゲツイジョウ カンジャスウ ナンメイ ゲンシッカン オヨ チョウキ ニュウイン リユウ フクスウ リユウ バアイ オモ リユウ エラ				7.平成26年度において、以下における長期入院児（6ヶ月以上）の患者数は何名ですか（「原疾患」及び「長期入院理由」について、複数の理由がある場合は、主な理由を選んでください） ヘイセイ ネンド イカ チョウキ ニュウイン ジ ゲツイジョウ カンジャスウ ナンメイ ゲンシッカン オヨ チョウキ ニュウイン リユウ フクスウ リユウ バアイ オモ リユウ エラ

										Q8		8.重症心身障害児（者）に対する相談窓口はありますか ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ソウダン マドグチ

																1		ある		13

																2		ない		7
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Ｑ7統計



				乳児～2歳 ニュウジ サイ		3歳～6歳 サイ サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13歳～17歳 サイ サイ		18歳以上 サイイジョウ

		気管切開人工呼吸患者 キカン セッカイ ジンコウ コキュウ カンジャ		11		4		8		5		12

		非気管切開人工呼吸患者（NPPV) ヒ キカン セッカイ ジンコウ コキュウ カンジャ		2		0		0		0		1

		気管切開患者 キカン セッカイ カンジャ		2		3		2		0		14

		その他 タ		4		2		2		0		1



		入院期間 ニュウイン キカン		NICU及びGCU オヨ		PICU		その他小児病棟 タ ショウニ ビョウトウ

		6ヶ月以上1年未満 ゲツイジョウ ネン ミマン		9		0		11

		1年以上2年未満 ネンイジョウ ネン ミマン		1		0		10

		2年以上 ネンイジョウ		4		0		154

		原疾患 ゲンシッカン		NICU及びGCU オヨ		PICU		その他小児病棟 タ ショウニ ビョウトウ

		新生児仮死 シンセイジ カシ		2		0		38

		仮死以外の神経、筋疾患 カシ イガイ シンケイ キン シッカン		3		0		48

		事故 ジコ		0		0		4

		先天異常症候群 センテン イジョウ ショウコウグン		11		0		22

		慢性肺疾患、気道病変 マンセイ ハイ シッカン キドウ ビョウヘン		1		0		0

		低出生体重児 テイ シュッセイ タイジュウ ジ		5		0		7

		社会的事情 シャカイテキ ジジョウ		0		0		2

		その他 タ		2		0		44

		長期入院理由 チョウキ ニュウイン リユウ		NICU及びGCU オヨ		PICU		その他小児病棟 タ ショウニ ビョウトウ

		病状が不安定 ビョウジョウ フアンテイ		6		0		30

		療育施設入所待ち リョウイク シセツ ニュウショ マ		0		0		18

		中間施設受入体制の不備 チュウカン シセツ ウケイレ タイセイ フビ		0		0		0

		地域サポートの不備 チイキ フビ		0		0		0

		病院の在宅医療フォロー体制不備 ビョウイン ザイタク イリョウ タイセイ フビ		0		0		0

		家族の受入困難 カゾク ウケイレ コンナン		4		0		127

		家庭環境、経済的理由 カテイ カンキョウ ケイザイテキ リユウ		1		0		5

		在宅準備中 ザイタク ジュンビチュウ		3		0		4

		その他 タ		0		0		1





黒須病院

				乳児～2歳 ニュウジ サイ		3歳～6歳 サイ サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13歳～17歳 サイ サイ		18歳以上 サイイジョウ

		気管切開人工呼吸患者 キカン セッカイ ジンコウ コキュウ カンジャ										1

		非気管切開人工呼吸患者（NPPV) ヒ キカン セッカイ ジンコウ コキュウ カンジャ										0

		気管切開患者 キカン セッカイ カンジャ										3

		その他 タ



		入院期間 ニュウイン キカン		NICU及びGCU オヨ		PICU		その他小児病棟 タ ショウニ ビョウトウ

		6ヶ月以上1年未満 ゲツイジョウ ネン ミマン

		1年以上2年未満 ネンイジョウ ネン ミマン

		2年以上 ネンイジョウ

		原疾患 ゲンシッカン

		新生児仮死 シンセイジ カシ

		仮死以外の神経、筋疾患 カシ イガイ シンケイ キン シッカン

		事故（溺水、交通事故、転落等） ジコ デキスイ コウツウ ジコ テンラク ナド

		先天異常症候群（染色体異常、欠乏奇形症候群、欠乏性代謝異常など） センテン イジョウ ショウコウグン センショクタイ イジョウ ケツボウ キケイ ショウコウグン ケツボウ セイ タイシャ イジョウ

		慢性肺疾患、気道病変 マンセイ ハイ シッカン キドウ ビョウヘン

		低出生体重児 テイ シュッセイ タイジュウ ジ

		社会的事情 シャカイテキ ジジョウ

		その他 タ

		長期入院理由 チョウキ ニュウイン リユウ

		病状が不安定 ビョウジョウ フアンテイ

		療育施設入所待ち リョウイク シセツ ニュウショ マ

		中間施設受入体制の不備 チュウカン シセツ ウケイレ タイセイ フビ

		地域サポートの不備 チイキ フビ

		病院の在宅医療フォロー体制不備 ビョウイン ザイタク イリョウ タイセイ フビ

		家族の受入困難 カゾク ウケイレ コンナン

		家庭環境、経済的理由 カテイ カンキョウ ケイザイテキ リユウ

		在宅準備中 ザイタク ジュンビチュウ

		その他 タ





自治医科大学附属病院

				乳児～2歳 ニュウジ サイ		3歳～6歳 サイ サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13歳～17歳 サイ サイ		18歳以上 サイイジョウ

		気管切開人工呼吸患者 キカン セッカイ ジンコウ コキュウ カンジャ		1

		非気管切開人工呼吸患者（NPPV) ヒ キカン セッカイ ジンコウ コキュウ カンジャ		1

		気管切開患者 キカン セッカイ カンジャ						1				1

		その他 タ		2		1



		入院期間 ニュウイン キカン		NICU及びGCU オヨ		PICU		その他小児病棟 タ ショウニ ビョウトウ

		6ヶ月以上1年未満 ゲツイジョウ ネン ミマン						4

		1年以上2年未満 ネンイジョウ ネン ミマン						2

		2年以上 ネンイジョウ						1

		原疾患 ゲンシッカン

		新生児仮死 シンセイジ カシ

		仮死以外の神経、筋疾患 カシ イガイ シンケイ キン シッカン						3

		事故（溺水、交通事故、転落等） ジコ デキスイ コウツウ ジコ テンラク ナド

		先天異常症候群（染色体異常、欠乏奇形症候群、欠乏性代謝異常など） センテン イジョウ ショウコウグン センショクタイ イジョウ ケツボウ キケイ ショウコウグン ケツボウ セイ タイシャ イジョウ						3

		慢性肺疾患、気道病変 マンセイ ハイ シッカン キドウ ビョウヘン

		低出生体重児 テイ シュッセイ タイジュウ ジ						1

		社会的事情 シャカイテキ ジジョウ

		その他 タ

		長期入院理由 チョウキ ニュウイン リユウ

		病状が不安定 ビョウジョウ フアンテイ						5

		療育施設入所待ち リョウイク シセツ ニュウショ マ						0

		中間施設受入体制の不備 チュウカン シセツ ウケイレ タイセイ フビ						0

		地域サポートの不備 チイキ フビ						0

		病院の在宅医療フォロー体制不備 ビョウイン ザイタク イリョウ タイセイ フビ						0

		家族の受入困難 カゾク ウケイレ コンナン						1

		家庭環境、経済的理由 カテイ カンキョウ ケイザイテキ リユウ						0

		在宅準備中 ザイタク ジュンビチュウ						1

		その他 タ						0





済生会宇都宮病院

				乳児～2歳 ニュウジ サイ		3歳～6歳 サイ サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13歳～17歳 サイ サイ		18歳以上 サイイジョウ

		気管切開人工呼吸患者 キカン セッカイ ジンコウ コキュウ カンジャ						1				2

		非気管切開人工呼吸患者（NPPV) ヒ キカン セッカイ ジンコウ コキュウ カンジャ

		気管切開患者 キカン セッカイ カンジャ

		その他 タ										1



		入院期間 ニュウイン キカン		NICU及びGCU オヨ		PICU		その他小児病棟 タ ショウニ ビョウトウ

		6ヶ月以上1年未満 ゲツイジョウ ネン ミマン						1

		1年以上2年未満 ネンイジョウ ネン ミマン

		2年以上 ネンイジョウ						3

		原疾患 ゲンシッカン

		新生児仮死 シンセイジ カシ						1

		仮死以外の神経、筋疾患 カシ イガイ シンケイ キン シッカン

		事故（溺水、交通事故、転落等） ジコ デキスイ コウツウ ジコ テンラク ナド

		先天異常症候群（染色体異常、欠乏奇形症候群、欠乏性代謝異常など） センテン イジョウ ショウコウグン センショクタイ イジョウ ケツボウ キケイ ショウコウグン ケツボウ セイ タイシャ イジョウ

		慢性肺疾患、気道病変 マンセイ ハイ シッカン キドウ ビョウヘン

		低出生体重児 テイ シュッセイ タイジュウ ジ

		社会的事情 シャカイテキ ジジョウ

		その他 タ						3

		長期入院理由 チョウキ ニュウイン リユウ

		病状が不安定 ビョウジョウ フアンテイ

		療育施設入所待ち リョウイク シセツ ニュウショ マ						3

		中間施設受入体制の不備 チュウカン シセツ ウケイレ タイセイ フビ

		地域サポートの不備 チイキ フビ

		病院の在宅医療フォロー体制不備 ビョウイン ザイタク イリョウ タイセイ フビ

		家族の受入困難 カゾク ウケイレ コンナン

		家庭環境、経済的理由 カテイ カンキョウ ケイザイテキ リユウ

		在宅準備中 ザイタク ジュンビチュウ

		その他 タ						1





足利赤十字病院

				乳児～2歳 ニュウジ サイ		3歳～6歳 サイ サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13歳～17歳 サイ サイ		18歳以上 サイイジョウ

		気管切開人工呼吸患者 キカン セッカイ ジンコウ コキュウ カンジャ

		非気管切開人工呼吸患者（NPPV) ヒ キカン セッカイ ジンコウ コキュウ カンジャ		1

		気管切開患者 キカン セッカイ カンジャ

		その他 タ



		入院期間 ニュウイン キカン		NICU及びGCU オヨ		PICU		その他小児病棟 タ ショウニ ビョウトウ

		6ヶ月以上1年未満 ゲツイジョウ ネン ミマン						1

		1年以上2年未満 ネンイジョウ ネン ミマン

		2年以上 ネンイジョウ

		原疾患 ゲンシッカン

		新生児仮死 シンセイジ カシ

		仮死以外の神経、筋疾患 カシ イガイ シンケイ キン シッカン

		事故（溺水、交通事故、転落等） ジコ デキスイ コウツウ ジコ テンラク ナド

		先天異常症候群（染色体異常、欠乏奇形症候群、欠乏性代謝異常など） センテン イジョウ ショウコウグン センショクタイ イジョウ ケツボウ キケイ ショウコウグン ケツボウ セイ タイシャ イジョウ

		慢性肺疾患、気道病変 マンセイ ハイ シッカン キドウ ビョウヘン

		低出生体重児 テイ シュッセイ タイジュウ ジ

		社会的事情 シャカイテキ ジジョウ

		その他 タ						1

		長期入院理由 チョウキ ニュウイン リユウ

		病状が不安定 ビョウジョウ フアンテイ

		療育施設入所待ち リョウイク シセツ ニュウショ マ

		中間施設受入体制の不備 チュウカン シセツ ウケイレ タイセイ フビ

		地域サポートの不備 チイキ フビ

		病院の在宅医療フォロー体制不備 ビョウイン ザイタク イリョウ タイセイ フビ

		家族の受入困難 カゾク ウケイレ コンナン

		家庭環境、経済的理由 カテイ カンキョウ ケイザイテキ リユウ						1

		在宅準備中 ザイタク ジュンビチュウ

		その他 タ





獨協医科大学病院

				乳児～2歳 ニュウジ サイ		3歳～6歳 サイ サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13歳～17歳 サイ サイ		18歳以上 サイイジョウ

		気管切開人工呼吸患者 キカン セッカイ ジンコウ コキュウ カンジャ		10		1		3

		非気管切開人工呼吸患者（NPPV) ヒ キカン セッカイ ジンコウ コキュウ カンジャ

		気管切開患者 キカン セッカイ カンジャ		2

		その他 タ		2				1



		入院期間 ニュウイン キカン		NICU及びGCU オヨ		PICU		その他小児病棟 タ ショウニ ビョウトウ

		6ヶ月以上1年未満 ゲツイジョウ ネン ミマン		9				4

		1年以上2年未満 ネンイジョウ ネン ミマン						2

		2年以上 ネンイジョウ						4

		原疾患 ゲンシッカン

		新生児仮死 シンセイジ カシ

		仮死以外の神経、筋疾患 カシ イガイ シンケイ キン シッカン		2

		事故（溺水、交通事故、転落等） ジコ デキスイ コウツウ ジコ テンラク ナド

		先天異常症候群（染色体異常、欠乏奇形症候群、欠乏性代謝異常など） センテン イジョウ ショウコウグン センショクタイ イジョウ ケツボウ キケイ ショウコウグン ケツボウ セイ タイシャ イジョウ		10

		慢性肺疾患、気道病変 マンセイ ハイ シッカン キドウ ビョウヘン

		低出生体重児 テイ シュッセイ タイジュウ ジ		5

		社会的事情 シャカイテキ ジジョウ

		その他 タ		2

		長期入院理由 チョウキ ニュウイン リユウ

		病状が不安定 ビョウジョウ フアンテイ		6				2

		療育施設入所待ち リョウイク シセツ ニュウショ マ						15

		中間施設受入体制の不備 チュウカン シセツ ウケイレ タイセイ フビ

		地域サポートの不備 チイキ フビ

		病院の在宅医療フォロー体制不備 ビョウイン ザイタク イリョウ タイセイ フビ

		家族の受入困難 カゾク ウケイレ コンナン

		家庭環境、経済的理由 カテイ カンキョウ ケイザイテキ リユウ		1

		在宅準備中 ザイタク ジュンビチュウ		2				3

		その他 タ





あしかがの森足利病院

				乳児～2歳 ニュウジ サイ		3歳～6歳 サイ サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13歳～17歳 サイ サイ		18歳以上 サイイジョウ

		気管切開人工呼吸患者 キカン セッカイ ジンコウ コキュウ カンジャ				3		4		5		9

		非気管切開人工呼吸患者（NPPV) ヒ キカン セッカイ ジンコウ コキュウ カンジャ										1

		気管切開患者 キカン セッカイ カンジャ				3		1				10

		その他 タ				1		1



		入院期間 ニュウイン キカン		NICU及びGCU オヨ		PICU		その他小児病棟 タ ショウニ ビョウトウ

		6ヶ月以上1年未満 ゲツイジョウ ネン ミマン						1

		1年以上2年未満 ネンイジョウ ネン ミマン		1				6

		2年以上 ネンイジョウ		4				146

		原疾患 ゲンシッカン

		新生児仮死 シンセイジ カシ		2				37

		仮死以外の神経、筋疾患 カシ イガイ シンケイ キン シッカン		1				45

		事故（溺水、交通事故、転落等） ジコ デキスイ コウツウ ジコ テンラク ナド						4

		先天異常症候群（染色体異常、欠乏奇形症候群、欠乏性代謝異常など） センテン イジョウ ショウコウグン センショクタイ イジョウ ケツボウ キケイ ショウコウグン ケツボウ セイ タイシャ イジョウ		1				19

		慢性肺疾患、気道病変 マンセイ ハイ シッカン キドウ ビョウヘン		1

		低出生体重児 テイ シュッセイ タイジュウ ジ						6

		社会的事情 シャカイテキ ジジョウ						2

		その他 タ						40

		長期入院理由 チョウキ ニュウイン リユウ

		病状が不安定 ビョウジョウ フアンテイ						23

		療育施設入所待ち リョウイク シセツ ニュウショ マ

		中間施設受入体制の不備 チュウカン シセツ ウケイレ タイセイ フビ

		地域サポートの不備 チイキ フビ

		病院の在宅医療フォロー体制不備 ビョウイン ザイタク イリョウ タイセイ フビ

		家族の受入困難 カゾク ウケイレ コンナン		4				126

		家庭環境、経済的理由 カテイ カンキョウ ケイザイテキ リユウ						4

		在宅準備中 ザイタク ジュンビチュウ		1

		その他 タ





管理

		1/15/16		09:30～11:30		120

		1/16/16		19:30～22:00		150

		1/19/16		16:20～17：30		70

		1/28/16		17：30～18:30		60

				22:30～23：30		60

				11：30～13:30		120

		1/30/16		12:00～14：30		150

		1/31/16		15：30～17：45		135

		2/1/16		16：00～18：00		120

		2/1/16		23：30～0：40		70
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■重症心身障害児（者）に対する相談窓口はありますか

ある ない

13 7

ある
65%

ない
35%

Ⅰ．病院

事業所名 部署名・職名 ご担当者氏名 連絡先　Tel e-mail address

西方病院 西方病院地域連携室 0282-25-7310 nishikata-renkei@cc9.ne.jp
新小山市民病院 医療相談室保健師 多賀谷邦子 0285-36-0256 soudan@hospital.oyama.tochigi.jp

小山厚生病院 看護師長 横家よね子
0285-22-1105

0285-24-9890

石橋総合病院 地域医療連携部 （部長）岩崎さゆり 0285-53-1134 ishibashi-renkei@yushikai.jp
下都賀総合病院 医療福祉相談室 MSWが3人おります 0282-22-2551

自治医科大学附属病院　 地域医療連携部（看護師） 黒田　光恵 0285-44-2111 mazuek@jichi.ac.jp
済生会宇都宮病院 地域連携課 荻津　守 028-626-5500

足利赤十字病院 事務部医事課社会福祉士 布施　麻由実 0284-20-1307

獨協医科大学病院 地域医療連携センター医療福祉相談室 0282-87-2185

あしかがの森足利病院 メディカルソーシャルワーカー 福地　哲郎 0284-91-0611 soudan@ashikaga-hospital.or.jp
那須赤十字病院 地域医療福祉連携課福祉係長 野中美希 0287-23-1122 renkeika@nasu.jrc.or.jp


相談支援事業所一覧表

		市区郡 シク グン		事業所名 ジギョウショ メイ		電話番号 デンワ バンゴウ		FAX番号 バンゴウ		郵便番号 ユウビンバンゴウ		所在地 ショザイチ		訪問可能な主な市町村 ホウモン カノウ オモ シチョウソン

		足利市 アシカガシ		特定相談支援センターはじめ		0284-22-4561		0284-22-4562		326-0143		足利市葉鹿町735-1		足利市 アシカガシ

		足利市 アシカガシ		足利障害者相談支援センター		0284-44-0307		0284-44-0318		326-0064		足利市東砂原後町1072		足利市、佐野市 アシカガシ サノシ

		足利市 アシカガシ		足利ケアサービス		0284-21-7630		0284-21-3109		326-0843		足利市五十部町809-3		足利市、佐野市、太田市 アシカガシ サノシ オオタシ

		足利市 アシカガシ		障害者相談支援センターフォレスト		0284-91-1816		0284-91-2867		326-0011		足利市大沼田町615		足利市及び近隣市町村 アシカガシ オヨ キンリン シチョウソン

		足利市 アシカガシ		相談支援事業所こころみ		0284-41-5039		0284-43-2665		326-0061		足利市田島町611-2

		宇都宮市 ウツノミヤシ		相談支援事業所ポンテ		028-652-7288		028-652-6355		321-0341		宇都宮市古賀志町1964-12		宇都宮、鹿沼、日光、壬生 ウツノミヤ カヌマ ニッコウ ミブ

		宇都宮市 ウツノミヤシ		うつのみや		028-632-6074		028-632-6075		320-0861		宇都宮市西2-1-7		宇都宮市 ウツノミヤシ

		宇都宮市 ウツノミヤシ		サポートセンターきりん		028-612-3838		028-678-3257		321-0905		宇都宮市平出工業団地43-100 ウツノミヤシ ヒライデコウギョウダンチ		宇都宮市 ウツノミヤシ

		宇都宮市 ウツノミヤシ		サポートセンターとみや生活支援センター		028-665-8230		028-665-8230		321-2116		宇都宮市徳次郎町540		宇都宮市 ウツノミヤシ

		宇都宮市 ウツノミヤシ		サポートセンターひばり		028-670-0330		028-667-7315		321-3236		宇都宮市竹下町435-159		宇都宮市 ウツノミヤシ

		宇都宮市 ウツノミヤシ		相談支援センターネクスト		080-8854-9551		028-612-7174		320-0034		宇都宮市泉町6-25		宇都宮市 ウツノミヤシ

		宇都宮市 ウツノミヤシ		特定相談支援事業所やすらぎ		028-650-7727		028-650-7728		320-0011		宇都宮市富士見が丘3－19－20		宇都宮市 ウツノミヤシ

		宇都宮市 ウツノミヤシ		障がい者生活支援センターこぶし		028-680-5746		028-688-0214		321-0126		宇都宮市茂原町837-1		宇都宮市、上三川町 ウツノミヤシ カミノカワマチ

		大田原市 オオタワラシ		相談支援事業所つばさ		0287-53-7393		0287-53-7394		324-0044		大田原市親園824-1		大田原市、那須塩原市、那須烏山市、矢板市、さくら市、那須町、塩谷町、高根沢町 オオタワラシ ナスシオバラシ ナスカラスヤマシ ヤイタシ シ ナスマチ シオ タニ マチ タカネザワマチ

		大田原市 オオタワラシ		相談支援事業所とまり木		0287-54-2854		0287-54-2230		324-0231		大田原市北野上3952		大田原市、那須塩原市、那須町 オオタワラシ ナスシオバラシ ナスマチ

		小山市 オヤマシ		相談支援事業所わくわくおやま		0285-24-6575		0285-20-0255		323-0022		小山市駅東通り3-9-6		小山市 オヤマシ

		小山市 オヤマシ		友井タクシー介護ステーションふれあい		0285-30-0840		0285-30-0844		323-0025		小山市城山町2丁目12-25		小山市 オヤマシ

		小山市 オヤマシ		相談支援事業所おやま		0285-22-1833		0285-22-8946		323-0014		小山市喜沢660		小山市、下野市 オヤマシ シモノ シ

		小山市 オヤマシ		社会就労センターえいぶるの里 シャカイ シュウロウ サト		0285-22-4561		0285-22-4581		323-0003		小山市東島田2403-2		小山市、下野市、上三川町、野木町、結城市、古河市、筑西市 オヤマシ シモノ シ カミノカワマチ ノギマチ ユウキシ コガシ ツク ニシ シ

		小山市 オヤマシ		はつらつサロン南天相談支援事業所		0285-22-4659		0285-38-6529		323-0027		小山市花垣町2-3-19		小山市、栃木市 オヤマシ トチギシ

		小山市 オヤマシ		相談支援事業所みどり		0285-45-8362		0285-45-8397		329-0214		小山市乙女786-1		小山市、栃木市、古河市、結城市 オヤマシ トチギシ コガシ ユウキシ

		上三川町 カミノカワマチ		上三川障がい児・者生活相談支援センター		0285-38-6854		0285-38-6841		329-0611		上三川町上三川5082-15		上三川町 カミノカワマチ

		さくら市 シ		障がい者支援センターにんべん		028-686-2539		028-686-2584		329-1417		さくら市フィオーレ喜連川5-2-1　フィオーレガーデン1-102		さくら市 シ

		佐野市 サノシ		社会福祉法人とちのみ会　こなかの森 シャカイ フクシ ホウジン カイ モリ		0283-24-5757		0283-24-6294		327-0001		佐野市小中町1280		佐野市、足利市 サノシ アシカガシ

		佐野市 サノシ		さの社協相談支援センターほっぷ		0283-22-8152		0283-22-8199		327-0003		佐野市大橋町3212-27		佐野市全域 サノシ ゼンイキ

		下野市 シモノ シ		南栃木支援センター相談支援		0285-44-6118		0285-44-7215		329-0412		下野市柴1432-105		下野市、小山市、壬生町 シモノ シ オヤマシ ミブマチ

		下野市 シモノ シ		下野市相談支援事業所 こばと		0285-44-6783		0285-44-6783		329-0414		下野市小金井1146-6		下野市、上三川町 シモノ シ カミノカワマチ

		高根沢町 タカネザワマチ		高根沢町障害児者生活支援センターすまいる タカネザワマチ		028-612-2751		028-612-2752		329-1225		塩谷郡高根沢町石末1825　福祉センター内 シオヤグン タカネザワマチ イシヅエ フクシ ナイ		高根沢町 タカネザワマチ

		高根沢町 タカネザワマチ		障害者相談支援センターいぶき		028-678-3502		028-676-3501		329-1216		塩谷郡高根沢町桑窪2266-2		高根沢町 タカネザワマチ

		栃木市 トチギシ		相談支援事業所わらしべの家		0282-27-1627		0282-27-1675		328-0011		栃木市大宮町2708-3		栃木市 トチギシ

		栃木市 トチギシ		相談支援センターぴあん ソウダン シエン		0282-31-1755		0282-31-2919		328-0067		栃木市皆川城内町333-2		栃木市、小山市 トチギシ オヤマシ

		栃木市 トチギシ		相談支援事業所「ピュア」		0282-31-3911		0282-31-3912		328-0133		栃木市大森町465		栃木市、鹿沼市、佐野市、小山市、壬生町 トチギシ カヌマシ サノシ オヤマシ ミブマチ

		栃木市 トチギシ		相談支援ウエイブ		0282-23-4465		0282-23-4465		328-0012		栃木市平柳町1-2-7		栃木市、壬生町 トチギシ ミブマチ

		栃木市 トチギシ		もくせいの里		0282-43-0593		0282-43-1387		329-4405		栃木市大平町西山田1198		栃木市内 トチギシナイ

		那須町 ナスマチ		障がい者相談支援事業所ケアサプライ		0287-73-5312		0287-73-5311		329-3221		那須郡那須町漆塚762-102 ナスグン ナスマチ ウルシツカ		白河市、那須町、那須塩原市、大田原市 シラカワシ ナスマチ ナスシオバラシ オオタワラシ

		那須塩原市 ナスシオバラ シ		相談支援事業所テトテ		0287-36-7171		0287-36-7181		329-2732		那須塩原市一区町251-1		那須塩原市（大田原、矢板、那須町、那珂川町、烏山） ナスシオバラ シ オオタワラ ヤイタ ナスマチ ナカガワマチ カラスヤマ

		那須塩原市 ナスシオバラ シ		相談支援事業のぞみ		0287-65-2288		0287-65-2282		329-3152		那須塩原市上中野53		那須塩原市、大田原市、那須町 ナスシオバラ シ オオタワラシ ナスマチ

		那須塩原市 ナスシオバラ シ		相談支援事業所　空		0287-73-8165		0287-73-8165		329-3157		那須塩原市大原間西1-19-9		那須塩原市、大田原市、那須町 ナスシオバラ シ オオタワラシ ナスマチ

		那須塩原市 ナスシオバラ シ		指定特定相談支援事業所あじさい		0287-60-3361		0287-60-3362		325-0034		那須塩原市東原166		那須塩原市、那須町 ナスシオバラ シ ナスマチ

		野木町 ノギマチ		さわやか相談支援センター		0280-57-4884		0280-57-4994		329-0112		野木町南赤塚1145-1		小山市、野木町、古河市、栃木市 オヤマシ ノギマチ コガシ トチギシ

		芳賀郡 ハガ グン		相談支援センター光輝舎		0285-70-2020		0285-72-8222		321-4105		芳賀郡益子町北中1113-1		芳賀郡、真岡市等 ハガ グン モオカシ ナド

		芳賀郡 ハガ グン		相談支援センターみさと		0285-72-9767				321-4104		芳賀郡益子町大沢2800-5		芳賀郡内（真岡市、益子町、市貝町、芳賀町、茂木町） ハガ グンナイ モオカシ マシコ チョウ イチ ガイ マチ ハガマチ モギマチ

		真岡市 モオカシ		相談支援センターのどか　真岡センター		0285-81-5890		0285-85-8452		321-4305		真岡市荒町111-1		真岡市、芳賀町、市貝町、益子町、茂木町 モオカシ ハガマチ イチガイ マチ マシコ チョウ モギ マチ

		真岡市 モオカシ		真岡介護センター		0285-80-5200		0285-80-5211		321-4361		真岡市並木町1-8-1　シティ並木102 ナミキ		真岡市、芳賀町南部、市貝町南部、益子町西部、上三川東部 モオカシ ハガマチ ナンブ イチ ガイ チョウ ナンブ マシコ チョウ セイブ カミノカワ トウブ

		壬生町 ミブマチ		指定障害者相談支援事業所あるしぇん		0282-86-7665		0282-21-7109		321-0201		下都賀郡壬生町安塚2032 シモツガグン ミブマチ ヤスヅカ		壬生町 ミブマチ





訪問看護事業所一覧表

		市区郡 シク グン		事業所名 ジギョウショ メイ		電話番号 デンワ バンゴウ		FAX番号 バンゴウ		郵便番号 ユウビンバンゴウ		所在地 ショザイチ		訪問可能な主な市町村 ホウモン カノウ オモ シチョウソン

		足利市 アシカガシ		あおい訪問看護ステーション		0284-73-9456		0284-72-7600		326-0831		足利市堀込町2556 セレッソ・コート1階		足利市とその周辺（佐野市、館林市、巴楽町、太田市、桐生市） アシカガシ シュウヘン サノシ タテバヤシシ トモエ ラク マチ オオタシ キリュウシ				足利市 アシカガシ		2

		足利市 アシカガシ		ライフ訪問看護リハビリテーション		0284-64-8799		0284-64-8335		326-0831		足利市堀込町2656-7　ASKビル301号		足利市、佐野市、館林市、邑楽郡、太田市、桐生市 アシカガシ サノシ タテバヤシシ オウラ グン オオタシ キリュウシ				宇都宮市 ウツノミヤシ		7

		宇都宮市 ウツノミヤシ		ＷＡＤＥＷＡＤＥ訪問看護ステーション		028-666-5420		028-666-5460		321-0923		宇都宮市下栗町2913-1 ウツノミヤシ シモグリマチ		宇都宮市、上三川町、 ウツノミヤシ カミノカワマチ				大田原市 オオタワラシ		4

		宇都宮市 ウツノミヤシ		訪問看護ステーションここあ		028-600-3735		028-600-3736		321-2116		宇都宮市徳次郎町998-9 ウツノミヤシ トクジロウマチ		宇都宮市、日光市、 ウツノミヤシ ニッコウシ				小山市 オヤマシ		3

		宇都宮市 ウツノミヤシ		訪問看護ステーションうつのみや		028-612-6103		028-612-6104		320-0852		宇都宮市下砥上町字並塚643番地1		宇都宮市、壬生町 ウツノミヤシ ミブマチ				鹿沼市 カヌマシ		1

		宇都宮市 ウツノミヤシ		訪問看護ステーションあるく		028-643-5586		028-678-8796		320-0036		宇都宮市小幡2-6-14 		宇都宮市 ウツノミヤシ				さくら市 シ		1

		宇都宮市 ウツノミヤシ		訪問看護ステーション風		028-612-1333		028-612-1384		321-0117		宇都宮市城南3丁目5-6		宇都宮、鹿沼、下野、壬生 ウツノミヤ カヌマ シモノ ミブ				佐野市 サノシ		2

		宇都宮市 ウツノミヤシ		訪問看護ステーションほっと		028-626-5739		028-625-8201		321-0974		宇都宮市竹林町958		宇都宮市 ウツノミヤシ				下野市 シモツケシ		1

		宇都宮市 ウツノミヤシ		宮の橋訪問看護ステーション		028-635-9839		028-635-9839		321-0963		宇都宮市南大通り1-1-23		宇都宮市 ウツノミヤシ				高根沢町 タカネザワマチ		1

		大田原市 オオタワラシ		訪問看護ステーションゆりの木		0287-47-5123		0287-47-5124		324-0028		大田原市山の手1-1-7 ヤマ テ		大田原市、那須塩原市、那珂川町 オオタワラシ ナスシオバラ シ ナカガワマチ				栃木市 トチギシ		1

		大田原市 オオタワラシ		とちぎ訪問看護ステーションくろばね		0287-54-0507		0287-54-0580		324-0241		大田原市黒羽向町142番地		大田原市、那須塩原市、那須町、那珂川町 オオタワラシ ナスシオバラ シ ナスマチ ナカガワマチ				那須烏山市 ナスカラスヤマシ		1

		大田原市 オオタワラシ		さくら訪問看護ステーション		0287-29-3252		0287-29-3252		324-0058		大田原市紫塚3-2633-10		大田原市、那須塩原市、矢板市 オオタワラシ ナスシオバラ シ ヤイタ シ				那須塩原市 ナスシオバラ シ		1

		大田原市 オオタワラシ		那須赤十字訪問看護ステーション		0287-23-8866		0287-23-8903		324-8686		大田原市中田原1081-4		大田原市、那須塩原市（一部を除く） オオタワラシ ナスシオバラ シ イチブ ノゾ				野木町 ノギマチ		1

		小山市 オヤマシ		とちぎ訪問看護ステーションおやま		0285-39-8602		0285-39-8607		323-0827		小山市神鳥谷2251-7 オヤマシ ヒトトノヤ		小山市、下野市（南部）、野木町（北部） オヤマシ シモノ シ ナンブ ノギ マチ ホクブ				壬生町 ミブマチ		1

		小山市 オヤマシ		わくわく訪問看護ステーションおやま		0285-24-6575		0285-20-0255		323-0022		小山市駅東通り3-9-6		小山市、結城市（茨城県）、下野市の一部、栃木市（PTのみ） オヤマシ ユウキシ イバラキケン シモノ シ イチブ トチギシ				真岡市 モオカシ		1

		小山市 オヤマシ		訪問看護ステーションみどり		0285-45-8362		0285-45-8397		329-0214		小山市乙女786-1		小山市、栃木市、古河市、結城市 オヤマシ トチギシ コガシ ユウキシ						28

		鹿沼市 カヌマシ		鹿沼訪問看護ステーション		0289-60-5650		0289-60-1687		322-0021		鹿沼市上野町320-3高橋ビル1階103号室		鹿沼市、旧宇都宮市、旧今市市、壬生町、西片町 カヌマシ キュウ ウツノミヤシ キュウ イマイチシ ミブマチ ニシカタマチ

		さくら市 シ		訪問看護ステーション卯の郷		028-682-7770		028-682-7766		329-1311		さくら市氏家2650番地		さくら市（周辺15ｋｍ以内）、塩谷町、那須烏山市、宇都宮市、高根沢町 シ シュウヘン イナイ シオヤ マチ ナスカラスヤマシ ウツノミヤシ タカネザワ マチ

		佐野市 サノシ		訪問看護ステーションマザーの家		0283-85-7771		0283-85-7772		327-0504		佐野市中町942-1		佐野市 サノシ

		佐野市 サノシ		訪問看護ステーション佐野		0283-86-7013		0283-86-7031		327-0847		佐野市天神町774-22 メープルハイツ101号室		足利市、佐野市、栃木市（旧岩船市） アシカガシ サノシ トチギシ キュウ イワフネ シ

		下野市 シモツケシ		訪問看護ステーション石橋		0285-52-2293		0285-52-2268		329-0511		下野市石橋628番地		下野市、上三川町、壬生町、宇都宮市（部） シモノ シ カミノカワマチ ミブマチ ウツノミヤシ ブ

		高根沢町 タカネザワ マチ		訪問看護ステーションたかねざわ		028-680-1701		028-680-1702		329-1233		塩谷郡高根沢町宝積寺2426-8 		高根沢町、さくら市、那須烏山市、芳賀町、市貝町、茂木町、益子町、宇都宮市 タカネザワマチ シ ナスカラスヤマシ ハガ マチ イチ カイ チョウ モギマチ マシコ チョウ ウツノミヤシ

		栃木市 トチギシ		訪問看護ステーションオリーブ		0282-27-8414		0282-27-8415		328-0027		栃木市今泉町1丁目17番29号		栃木市、小山市、下野市、壬生町 トチギシ オヤマシ シモノ シ ミブ マチ

		那須烏山市 ナスカラスヤマシ		訪問看護ステーションあい		0287-83-8035		0287-83-8222		321-0628		那須烏山市金井2-5-9 ベンチャープラザ7号室 ゴウシツ		那須烏山市、那珂川町、茂木町、一貝町 ナスカラスヤマシ ナカガワマチ モギマチ イチ ガイ マチ

		那須塩原市 ナスシオバラ シ		マロニエ訪問看護ステーション		0287-37-6322		0287-39-3305		329-2763		那須塩原市井口537-3 にしなすの総合在宅ケアセンター内		那須塩原市、那須町、大田原市　リハビリのみ→那珂川町訪問可能 ナスシオバラ シ ナスマチ オオタワラシ ナカガワ マチ ホウモン カノウ

		野木町 ノギマチ		訪問看護ステーションたんぽぽ		0280-57-1888		0280-57-3819		329-0101		下都賀郡野木町友沼5119-12		野木町、小山市、旧藤岡町 ノギマチ オヤマシ キュウ フジオカマチ

		壬生町 ミブマチ		とちぎ訪問看護ステーションみぶ		0282-82-7262		0282-82-7260		321-0218		下都賀郡壬生町落合1-18-12		上三川町、下野市、壬生町、宇都宮 カミノカワマチ シモノ シ ミブ チョウ ウツノミヤ

		真岡市 モオカシ		芳賀赤十字訪問看護ステーション		0285-84-8266		0285-84-8266		321-4306		真岡市台町2461		芳賀郡全域（真岡市、益子町、芳賀町、茂木町） ハガ グン ゼンイキ モオカシ マシコマチ ハガマチ モギ マチ





診療所一覧表

		市区郡 シク グン		診療所名 シンリョウジョ メイ		電話番号 デンワ バンゴウ		郵便番号 ユウビンバンゴウ		所在地 ショザイチ

		足利市 アシカガシ		山浦内科医院		0284-21-6653 		326-0843		足利市五十部町1256-5

		足利市 アシカガシ		あいファミリィクリニック足利 アシカガ		0284-22-3788		329-4213		足利市寺岡町505-1

		足利市 アシカガシ		かしま産婦人科 サンフジンカ		0284-65-0341		326-0844		足利市鹿島町501-1

		足利市 アシカガシ		くさの小児科		0284-73-7000		326-0335		足利市上渋垂町338-3

		足利市 アシカガシ		すながクリニック		0284-44-7211		326-0015		足利市八椚町494-1　

		宇都宮市 ウツノミヤシ		医療法人　亀田内科		028-633-2884		320-0812		宇都宮市一番町1-28

		宇都宮市 ウツノミヤシ		越戸クリニック		028-660-6190		321-0951		宇都宮市越戸町139-6

		宇都宮市 ウツノミヤシ		福田こどもクリニック		028-659-8850		320-0852		宇都宮市下砥上町1545-20

		宇都宮市 ウツノミヤシ		きくちクリニック		028-683-3387		321-0903		宇都宮市下平出町614-2

		宇都宮市 ウツノミヤシ		てらもと小児科		028-650-6636		321-0975		宇都宮市関堀町971-6

		宇都宮市 ウツノミヤシ		あおい内科小児科ｸﾘﾆｯｸ		028-663-6000		321-0973		宇都宮市岩曽町1086-1

		宇都宮市 ウツノミヤシ		桜井消化器科・内科		028-643-0870		320-0073		宇都宮市細谷1-7-38

		宇都宮市 ウツノミヤシ		鈴木内科クリニック		028-655-1229		321-0139		宇都宮市若松原2-4-19

		宇都宮市 ウツノミヤシ		大根田内科医院		028-624-6322		320-0072		宇都宮市若草3-4-22

		宇都宮市 ウツノミヤシ		てらだファミリークリニック		028-654-2188		321-0132		宇都宮市雀の宮5-5-1

		宇都宮市 ウツノミヤシ		清原台こどもクリニック キヨハラ ダイ		028-305-6017		321-3223		宇都宮市清原台2-4-14

		宇都宮市 ウツノミヤシ		森田医院		028-633-1573		320-0861		宇都宮市西3-5-8

		宇都宮市 ウツノミヤシ		こどもヶ丘診療所		028-615-1077		321-0151		宇都宮市西川田町183-21

		宇都宮市 ウツノミヤシ		有村小児科医院		028-656-7207		321-0912		宇都宮市石井町3128-11

		宇都宮市 ウツノミヤシ		いちはらファミリークリニック		028-612-8350		321-0414		宇都宮市中里町322

		宇都宮市 ウツノミヤシ		豊郷中央渡辺内科　		028-622-8900		320-0004		宇都宮市長岡町1217-5

		宇都宮市 ウツノミヤシ		宇都宮市子ども発達センター診療所 ウツノミヤシ コ ハッタツ シンリョウジョ		028-647-4720		320-0851		宇都宮市鶴田町970-1

		宇都宮市 ウツノミヤシ		梅園医院		028-633-2869		320-0035		宇都宮市伝馬町3-28

		宇都宮市 ウツノミヤシ		片山医院		028-661-9764		321-0944		宇都宮市東峰町3008-21

		宇都宮市 ウツノミヤシ		冨塚メデｲカルクリニック		028-666-2555		321-2116		宇都宮市徳次郎町888

		宇都宮市 ウツノミヤシ		豊郷台クリニック ユタカ ゴウ ダイ		028-643-8998		320-0003		宇都宮市豊郷台2-21-3

		宇都宮市 ウツノミヤシ		みやの杜クリニック　		028-683-7811		321-0904		宇都宮市陽東2-4-5

		宇都宮市 ウツノミヤシ		医療法人　赤羽病院		028-661-5446		321-0904		宇都宮市陽東7-2-2

		大田原市 オオタワラシ		くろばね齋藤醫院		0287-54-0031		324-0233		大田原市黒羽田町612

		大田原市 オオタワラシ		さいとうハート＆キッズクリニック		0287-53-7979		324-0043		大田原市浅香1-4-3

		大田原市 オオタワラシ		あさかクリニック		0287-22-2601		324-0043		大田原市浅香3-3711

		小山市 オヤマシ		神鳥谷クリニック		0285-22-7700		323-0827		小山市神鳥谷1-19-1

		小山市 オヤマシ		小山すぎの木クリニック		0285-30-3456		323-0806		小山市中久喜1131-1

		小山市 オヤマシ		おおきこどもクリニック		0285-41-0025 		329-0207		小山市美しが丘3-35-3

		鹿沼市 カヌマシ		小川こどもクリニック		0289-74-5421		322-0027		鹿沼市貝島町5006-2

		鹿沼市 カヌマシ		飯岡小児科		0289-65-3257		322-0074		鹿沼市日吉町569-2

		鹿沼市 カヌマシ		小松医院		0289-60-5515		322-0064		鹿沼市文化橋町2300-1

		鹿沼市 カヌマシ		いとうこどもクリニック		0289-63-5566		322-0025		鹿沼市緑町2-2-29

		上三川 カミノカワ		やの小児科医院		0285-56-0280		329-0611		河内郡上三川町上三川3446-3

		さくら市 シ		仲嶋医院		028-681-7755		329-1311		さくら市氏家3245-17

		佐野市 サノシ		稲毛クリニック		0283-25-2566		327-0103		佐野市石塚町893-1

		佐野市 サノシ		こばやしファミリークリニック		0283-85-9900		327-0311		佐野市多田町566

		佐野市 サノシ		坪水医院		0283-62-0265		327-0312		佐野市栃本町2241

		佐野市 サノシ		緑の屋根診療所		0283-20-2577		327-0843		佐野市堀米町1348-5

		佐野市 サノシ		キッズクリニックはせがわ		0283-27-0200		327-0843		佐野市堀米町3946-6

		下野市 シモノ シ		グリムこどもクリニック		0285-51-1515		329-0502		下野市下古山2-6-17

		下野市 シモノ シ		にじいろこども診療所 シンリョウジョ		0285-44-7716		329-0414		下野市小金井4-1-1

		下野市 シモノ シ		角田内科医院		0285-53-5665 		329-0511		下野市石橋549

		下野市 シモノ シ		佐藤内科		0285-53-1305		329-0511		下野市石橋839-14

		下野市 シモノ シ		おかべこどもクリニック		0285-40-7300 		329-0433		下野市緑5-17-12

		高根沢町 タカネザワマチ		にいたに内科　		028-675-6515		329-1231		塩谷郡高根沢町宝石台 3-3-19

		栃木市 トチギシ		熊倉医院		0282-55-8425		329-4316		栃木市岩舟町新里180-1 トチギシ

		栃木市 トチギシ		竹田内科小児科クリニック		0282-29-1233		328-0011		栃木市大宮町52番地

		栃木市 トチギシ		田村医院		0282-43-3368		329-4423		栃木市大平町西水代1835-1

		栃木市 トチギシ		小森谷内科医院		0282-43-7327		329-4404		栃木市大平町富田4003-8

		栃木市 トチギシ		持田医院		0282-67-3661		329-0319		栃木市藤岡町中根115-5

		栃木市 トチギシ		腰塚医院		0282-62-2072		323-1104		栃木市藤岡町藤岡1845-10

		栃木市 トチギシ		よこやま内科小児科クリニック		0282-24-8102		328-0075		栃木市箱森町38-70

		栃木市 トチギシ		サンレディースクリニック		0282-24-3541		328-0024		栃木市樋ノ口町504-1

		栃木市 トチギシ		桜井こどもクリニック		0282-24-5987		328-0034		栃木市本町16-9

		栃木市 トチギシ		さいとう小児科 ショウニカ		0282-22-0757 		328-0015		栃木市万町30番16号

		那珂川町 ナカガワマチ		佐藤医院		0287-96-2841		324-0501		那須郡那珂川町小川2960-1

		那珂川町 ナカガワマチ		飯塚医院		0287-92-2034		324-0613		那須郡那珂川町馬頭484-3

		那珂川町 ナカガワマチ		立花医院		0287-72-0311		325-0003		那須郡那須町寺子乙3967-190

		那須塩原市 ナスシオバラ シ		中川医院 ナカガワ イイン		0287-62-0040		325-0057		那須塩原市黒磯幸町6-27

		那須塩原市 ナスシオバラ シ		さいとうクリニック		0287-39-1805		329-2724		那須塩原市西幸町7-13

		那須塩原市 ナスシオバラ シ		みずぬまクリニック		0287-39-1581		329-2751		那須塩原市東三島2-80-6

		日光市 ニッコウシ		吉原医院		0288-21-0161		321-1261		日光市今市826-4

		日光市 ニッコウシ		木村内科医院		0288-22-7880		321-1264		日光市瀬尾497-1

		益子町 マシコマチ		鈴木医院		0285-72-2032		321-4217		益子町益子1747-2

		壬生町 ミブマチ		小倉医院		0282-82-0057		321-0227		壬生町通町10-5

		壬生町 ミブマチ		大橋内科クリニック		0282-82-8522		321-0219		壬生町福和田1003-1

		壬生町 ミブマチ		かとう小児科 ショウニカ		0282-82-7576		321-0218		壬生町落合3-7-30

		真岡市 モオカシ		ひがのクリニック		0285-74-0051 		321-4521		真岡市久下田941-1

		真岡市 モオカシ		小林診療所		0285-82-3873		321-4369		真岡市熊倉3-10-7

		真岡市 モオカシ		西真岡こどもクリニック		0285-81-7900		321-4341		真岡市高勢町3-205-1

		真岡市 モオカシ		田井の里クリニック		0285-81-6502		321-4301		真岡市西田井内外748-2

		真岡市 モオカシ		深谷医院 フカヤ イイン		0285-75-0007 		321-4502		真岡市物井1268-7

		茂木町 モギマチ		吉永医院		0285-63-2303		321-3564		茂木町増井190-1





病院一覧表

		市区郡 シク グン		診療所名 シンリョウジョ メイ		電話番号 デンワ バンゴウ		郵便番号 ユウビンバンゴウ		所在地 ショザイチ																																																						相談窓口 ソウダン マドグチ		部署名・職名 ブショ メイ ショクメイ		ご担当者氏名 タントウシャ シメイ		連絡先TEL レンラクサキ		連絡先MAIL レンラクサキ

		足利市 アシカガシ		あしかがの森足利病院		0284-91-0611		326-0011		足利市大沼田町615		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		1		2		別紙参照 ベッシ サンショウ		有		メディカルソーシャルワーカー		福地　哲郎 フクチ テツロウ		0284-91-0611		soudan@hshikagu-hospital.or.jp

		足利市 アシカガシ		足利赤十字病院		0284-21-0121		326-0843		足利市五十部町284-1		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		3		1		2		別紙参照 ベッシ サンショウ		有		事務部医事課社会福祉士 ジム ブ イジ カ シャカイ フクシ シ		布施　麻由実 フセ マユミ		0284-20-1307

		宇都宮市 ウツノミヤシ		済生会宇都宮病院		028-626-5500		321-0974		宇都宮市竹林町911-1		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		2		別紙参照 ベッシ サンショウ		有		地域連携課 チイキ レンケイ カ		荻津　守 オギツ カミ		028-626-5500

		宇都宮市 ウツノミヤシ		JCHO　うつのみや病院		028-653-1001		321-0143		宇都宮市南高砂町11-17		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		無

		大田原市 オオタワラシ		那須赤十字病院		0287-23-1122		324-8686		大田原市中田原1081-4		1		1		3		3		3		1		3		1		3		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		1		4		なし		有		地域医療福祉連携課福祉係長 チイキ イリョウ フクシ レンケイ カ フクシ カカリチョウ		野中 美希 ノナカ ミキ		0287-23-1122		renkeika@nasu.jrc.or.jp

		小山市 オヤマシ		新小山市民病院		0285-36-0200		323-0827		小山市神鳥谷2251-1 オヤマシ ヒトトノヤ		1		1		3		2		2		2		2		2		2		2		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		2		なし		有		医療相談室保健師 イリョウ ソウダンシツ ホケンシ		多賀谷 邦子 タガヤ クニコ		0285-36-0256		soudan@hospital.oyama.tochigi.jp

		小山市 オヤマシ		小山厚生病院		0285-22-1105		323-0031		小山市八幡町2-10-6		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		2		なし		有		看護師長 カンゴシ チョウ		横家 よね子 ヨコ イエ コ		0285-22-1105
0285-24-9890

		下野市 シモツケシ		自治医科大学附属病院　		0285-44-2111		329-0498		下野市薬師寺3311-1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		2		3		2		別紙参照 ベッシ サンショウ		有		地域医療連携部（看護師） チイキ イリョウ レンケイ ブ カンゴシ		黒田　光恵 クロダ ミツエ		0285-44-2111		mazuek@jichi.ac.jp

		下野市 シモツケシ		石橋総合病院		0285-53-1134		329-0511		下野市石橋628		1		1		1		1		1		1		1		2		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		1		なし		有		地域医療連携部 チイキ イリョウ レンケイ ブ		(部長)岩崎 さゆり ブチョウ イワサキ		0285-53-1134		ishibashi-renkei@yushikai.jp

		高根沢町 タカネザワマチ		菅又病院　		028-676-0311		329-1207		塩谷郡高根沢町花岡2351		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		無

		栃木市 トチギシ		とちの木病院		0282-22-7722		328-0071		栃木市大町39-5		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		無

		栃木市 トチギシ		下都賀総合病院		0282-22-2551		328-0044		栃木市富士見町5-32		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		3		なし		有		医療福祉相談室 イリョウ フクシ ソウダンシツ		MSWが3人おります ニン		0282-22-2551

		栃木市 トチギシ		西方病院		0282-92-2323		322-0601		栃木市西方町金崎273-3 トチギシ		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		有		西方病院地域連携室 ニシカタ ビョウイン チイキ レンケイ シツ				0282-25-7310		nishikata-renkei@cc9.ne.jp

		壬生町 ミブマチ		獨協医科大学病院		0282-86-1111		321-0293		下都賀郡壬生町大字北小林880		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		3		2		別紙参照 ベッシ サンショウ		有		地域医療連携センター医療福祉相談室 チイキ イリョウ レンケイ イリョウ フクシ ソウダンシツ				0282-87-2185
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相談支援事業所

		Ｑ1.貴施設について、お伺いいたします キ シセツ ウカガ										事業所名とコメントをくっつけるで一表を作る ジギョウショ メイ イッピョウ ツク

		1		事業所名 ジギョウショ メイ								今月中 コンゲツ チュウ

		2		電話番号 デンワ バンゴウ								地図と一覧表をパワーポイント チズ イチラン ヒョウ

		3		FAX番号 バンゴウ								各項目ごとにページを作る カクコウモク ツク

		4		所在地 ショザイチ

		5		訪問可能な主な市町村 ホウモン カノウ オモ シチョウソン

		Ｑ2.重症心身障害児（者）の定義をご存知ですか ジュウショウシンシンショウガイジ シャ テイギ ゾンジ

		Ｑ2-1		知っている シ

		Ｑ2-2		知らない シ

		Ｑ3.重症心身障害児（者）の方（家族・関係機関等）からの相談を受けたことがありますか ジュウショウシンシンショウガイジ シャ カタ カゾク カンケイ キカン ナド ソウダン ウ

		Ｑ3-1		1		ある

		Ｑ3-2		2		ない

		Ｑ3-1-Ａ

				Ａ-1それは誰からの相談でしたか ダレ ソウダン

				1		ａ.家族 カゾク

				2		ｂ.支援者 シエンシャ

				3		ｃ.関係機関 カンケイ キカン

				Ａ-2それはどんな相談でしたか（複数回答可） ソウダン フクスウ カイトウ カ

				1		ａ.生活上の相談 セイカツ ジョウ ソウダン

				2		ｂ.医療的な相談 イリョウテキ ソウダン

				3		ｃ.制度に関する相談 セイド カン ソウダン

				4		ｄ.教育に関する相談 キョウイク カン ソウダン

				5		ｅ.サービス等利用計画書作成に関する相談 ナド リヨウ ケイカクショ サクセイ カン ソウダン

				6		ｆ.その他 タ

				Ａ-3それらの相談事業所として対応（解決）はできましたか ソウダン ジギョウショ タイオウ カイケツ

				1		ａ.できた

				2		ｂ.できなかった

				Ａ-3-1それはどうしてですか

				1		ａ解決手段・方法がなかった カイケツ シュダン ホウホウ

				2		ｂ.ほかの相談支援事業所に依頼した ソウダン シエン ジギョウショ イライ

				3		ｃ.行政に依頼した ギョウセイ イライ

				4		ｄ.その他 タ

		Ｑ4.Ｑ3-2「ない」→これから重症心身障害児（者）の方（本人・家族等）からの相談があればどのように対応されますか ジュウショウシンシンショウガイジ シャ カタ ホンニン カゾク ナド ソウダン タイオウ

				Ｑ4-1		自分の事業所で対応する ジブン ジギョウショ タイオウ

				Ｑ4-2		ほかの相談支援事業所へ依頼する ソウダン シエン ジギョウショ イライ

				Ｑ4-3		行政に依頼する ギョウセイ イライ

				Ｑ4-4		その他 タ

		Ｑ5.重症心身障害児（者）の方のサービス等利用計画書を作成したことがありますか ジュウショウシンシンショウガイジ シャ カタ ナド リヨウ ケイカクショ サクセイ

				Ｑ5-1		ある

				Ｑ5-2		ない

						Ｑ5-1-Ａ		「ある」と回答→作成にあたり、苦労したこと困ったことがありましたか カイトウ サクセイ クロウ コマ

						Ｑ5-2-Ａ		「ない」と回答 カイトウ

						1		ａ.今後依頼があれば作成する コンゴ イライ サクセイ

						2		ｂ.他の相談支援事業所に依頼する ホカ ソウダン シエン ジギョウショ イライ

						3		ｃ.作成するかどうかわからない サクセイ

						Ｑ5-2-Ａ-1		b.cを回答→それはどうしてですか カイトウ

		Q6.重症心身障害児（者）の方がより良い在宅生活をしていく上で何か必要だと思うことがあればご自由にお書きください ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ カタ ヨ ザイタク セイカツ ウエ ナニ ヒツヨウ オモ ジユウ カ



		承諾可否 ショウダク カヒ		Q1												Ｑ2.重症心身障害児（者）の定義をご存知ですか ジュウショウシンシンショウガイジ シャ テイギ ゾンジ				Ｑ3.重症心身障害児（者）の方（家族・関係機関等）からの相談を受けたことがありますか ジュウショウシンシンショウガイジ シャ カタ カゾク カンケイ キカン ナド ソウダン ウ																														Ｑ4.Ｑ3-2「ない」→これから重症心身障害児（者）の方（本人・家族等）からの相談があればどのように対応されますか ジュウショウシンシンショウガイジ シャ カタ ホンニン カゾク ナド ソウダン タイオウ										Ｑ5.重症心身障害児（者）の方のサービス等利用計画書を作成したことがありますか ジュウショウシンシンショウガイジ シャ カタ ナド リヨウ ケイカクショ サクセイ										Q6.重症心身障害児（者）の方がより良い在宅生活をしていく上で何か必要だと思うことがあればご自由にお書きください ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ カタ ヨ ザイタク セイカツ ウエ ナニ ヒツヨウ オモ ジユウ カ

				事業所名 ジギョウショ メイ		電話番号 デンワ バンゴウ		FAX番号 バンゴウ		郵便番号 ユウビンバンゴウ		所在地 ショザイチ		訪問可能な主な市町村 ホウモン カノウ オモ シチョウソン		知っている		知らない シ		ある		ない		それは誰からの相談でしたか						それはどんな相談でしたか														それらの相談事業所として対応（解決）はできましたか						自分の事業所で対応する ジブン ジギョウショ タイオウ		他の相談支援事業所へ依頼する ホカ ソウダン シエン ジギョウショ イライ		行政に依頼する ギョウセイ イライ		その他 タ				ある		ない		「ある」と回答		「ない」
と回答		b.c（23）を回答

																								家族 カゾク		支援者 シエンシャ		関係機関 カンケイ キカン		生活上の相談 セイカツ ジョウ ソウダン		医療的な相談 イリョウテキ ソウダン		制度に関する相談 セイド カン ソウダン		教育に関する相談 キョウイク カン ソウダン		サービス等利用計画書作成に関する相談 ナド リヨウ ケイカクショ サクセイ カン ソウダン		その他 タ		その他回答 タ カイトウ		それらの相談事業所として対応（解決）はできましたか		それはどうしてですか		それはどうしてですか

		否 イナ		手話通訳派遣協会相談支援事業所		0287-73-4422		0287-62-7776		325-0026		栃木県那須塩原市上厚崎431-17 ３２５－００２６				0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		0		1		本事業所と同様の地域で一般相談支援事業所と連携を図り対応する ホン ジギョウショ ドウヨウ チイキ イッパン ソウダン シエン ジギョウショ レンケイ ハカ タイオウ		0		1		0		2		当事業所は手話通訳派遣を主目的とする事業所であるため、聴覚障害に対するノウハウはあるがそれ以外の障害者に対応する専門性を有していない為 トウ ジギョウショ シュワ ツウヤク ハケン シュモクテキ ジギョウショ チョウカク ショウガイ タイ イガイ ショウガイシャ タイオウ センモンセイ ユウ タメ

		否 イナ		相談支援事業所すまいる		0285-45-7199		0285-45-8437		329-0205		小山市間々田750-1		小山市 オヤマシ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		1		0				0		1		0		3		現在担当させていただいているケースの他に受け入れる時間的余裕がないため。また専門的な知識や経験がなく自信がないため。 ゲンザイ タントウ ホカ ウ イ ジカンテキ ヨユウ センモンテキ チシキ ケイケン ジシン

		否 イナ		やまゆりの里		0284-90-2030		0284-90-2031		326-0011		足利市大沼田町525-1		足利市 アシカガシ		0		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		ショートステイの利用が可能かどうか リヨウ カノウ		2		1		ショートの利用を希望していたが、幼児で夜間に吸引が必要とのことだったので職員配置上困難と判断 リヨウ キボウ ヨウジ ヤカン キュウイン ヒツヨウ ショクイン ハイチ ジョウ コンナン ハンダン		0		0		0		0				0		1		0		2		あしかがの森さんが近くにあり専門性もあるため モリ チカ センモンセイ

		否 イナ		相談支援センターひかり		028-612-7717		028-612-7718		320-0072		宇都宮市若草4-20-7		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		0		1		0		1		0		0		1		0		1		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		居宅介護事業所とニーズのマッチング キョタク カイゴ ジギョウショ		0				短期入所事業所（医療的ケア対応型）の整備 タンキ ニュウショ ジギョウショ イリョウテキ タイオウガタ セイビ

		否 イナ		相談支援センター歩み		028-667-5151		028-667-5150		321-3233		宇都宮市上籠谷町3792		真岡市、芳賀町、宇都宮市 モオカシ ハガマチ ウツノミヤシ		0		1		1		0		0		1		0		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		毎日お会いしている方ではないしお話ができる方ではないので、計画書を作ることは少々戸惑いはありましたが、すべて療育指導室の先生にご指導いただき作成することができました。お幸せな時を過ごしてほしいという思いはいっぱいありますが、なにも出来ていない自分が申し訳ないような気持ちです。 マイニチ ア カタ ハナシ カタ ケイカクショ ツク ショウショウ トマド リョウイク シドウシツ センセイ シドウ サクセイ シアワ トキ ス オモ デキ ジブン モウ ワケ キモ		0				すみません。経験不足で在宅の方はよくわかりませんが、独立行政法人国立病院機構宇都宮病院にお伺いし行き届いた介護、職員の先生方の情熱にこういうところで重症心身障害者の方が過ごせることは幸せなのでは…としみじみ思いました。 ケイケン ブソク ザイタク カタ ドクリツ ギョウセイ ホウジン コクリツ ビョウイン キコウ ウツノミヤ ビョウイン ウカガ イ トド カイゴ ショクイン センセイガタ ジョウネツ ジュウショウ シンシン ショウガイシャ カタ ス シアワ オモ

		否 イナ		ワークス共育		0287-39-5593		0287-39-5630		329-2213		那須塩原市上大貫2028-2				1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		0		1		状況に応じて対応する ジョウキョウ オウ タイオウ		0		1				1				相談支援専門員のレベルアップが必要ではないかと思います ソウダン シエン センモンイン ヒツヨウ オモ

		否 イナ		指定特定相談支援センタードリーム		0288-32-2280		0288-32-2281		321-2341		日光市大沢町274		日光市、塩谷町、鹿沼市、宇都宮市 ニッコウシ シオヤ チョウ カヌマシ ウツノミヤ シ		0		1		1		0		1		0		0		1		1		1		0		0		0				1		0				0		0		0		0				1		0		計画を作成するにあたり医療機関との連携方法を具体化していくことに連絡調整に時間を要しました。また医師同士でのやりとりの方が早いように感じました。※解決できたと言っても施設の空き待ちで関係する病院で入院しております。 ケイカク サクセイ イリョウ キカン レンケイ ホウホウ グタイカ レンラク チョウセイ ジカン ヨウ イシ ドウシ ホウ ハヤ カン カイケツ イ シセツ ア マ カンケイ ビョウイン ニュウイン		0				入所ではなく、医療ケアのできる短期入所やグループホーム、日中一時、生活介護の拡充が必要であること。また重症心身障害児（者）への理解を広めていき、理解者を増やすこと、訪問看護、訪問医療、居宅介護も活用しやすい環境づくりを相談支援専門員はネットワークづくりに努めなければんらないと思います。 ニュウショ イリョウ タンキ ニュウショ ニッチュウ イチジ セイカツ カイゴ カクジュウ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ リカイ ヒロ リカイシャ フ ホウモン カンゴ ホウモン イリョウ キョタク カイゴ カツヨウ カンキョウ ソウダン シエン センモンイン ツト オモ

		否 イナ		ユーファーム支援センター		028-689-0070		028-680-0750		321-0972		宇都宮市下川俣町206-127		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2		これまでの実績として主に就労系の利用計画の作成を行っており重症心身障害児の方への支援については経験や人員の不足から対応が困難であると思われるため ジッセキ オモ シュウロウ ケイ リヨウ ケイカク サクセイ オコナ ジュウショウ シンシン ショウガイジ カタ シエン ケイケン ジンイン フソク タイオウ コンナン オモ

		否 イナ		障害者相談支援センターひびき		028-666-7601		028-666-7602		321-0403		宇都宮市下小倉町1536		宇都宮市、さくら市 ウツノミヤシ シ		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2		かつて受け入れたことがなく、またスタッフにも医療的ケアの知識や経験が乏しく、自信をもって迎え入れることができない ウ イ イリョウテキ チシキ ケイケン トボ ジシン ムカ イ		受け入れる施設が近辺にあること ウ イ シセツ キンペン

		否 イナ		相談支援事業ぴゅあ		028-611-1771		028-611-1772		321-0911		宇都宮市問屋町3426-46		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2

		否 イナ		指定特定相談支援事業所すえひろ		0287-23-3962		0287-24-1670		324-0042		大田原市末広1-2-5		大田原市、大田原市以外は交通費を受領 オオタワラシ オオタワラシ イガイ コウツウヒ ジュリョウ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2		事業所の対象を精神障害に限定し、市に申請しているため ジギョウショ タイショウ セイシン ショウガイ ゲンテイ シ シンセイ

		否 イナ		相談支援センターふじみだい		0285-44-0200		0285-44-4255		329-0412		下野市芝1123		下野市 シモノ シ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		0		1		ケースによって検討 ケントウ		0		1				2

		否 イナ		相談支援センターひゅーまにあ宇都宮		028-678-5385		028-678-5395		320-0802		宇都宮市江野町6-15大立ビル4階		宇都宮市（鹿沼市等近隣市町村） ウツノミヤシ カヌマシ ナド キンリン シチョウソン		0		1		1		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		あるではありますが、初めての作成でまた完成はしていない段階です。病院で実施されている活動医療等で自分自身が未熟で理解が足りていない為に苦労しています。 ハジ サクセイ カンセイ ダンカイ ビョウイン ジッシ カツドウ イリョウ ナド ジブン ジシン ミジュク リカイ タ タメ クロウ		0				①医療面での安心②外部と交流する機会③家族の方への支援 イリョウ メン アンシン ガイブ コウリュウ キカイ カゾク カタ シエン

		否 イナ		地域活動支援センターあしかが		0284-41-2643		0284-43-0463		326-0808		足利市本城1-1547		足利市 アシカガシ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0						0		1		0		0				0		1				2		専門外で知識等はなく、計画書の作成は難しいため センモンガイ チシキ トウ ケイカクショ サクセイ ムズカ

		否 イナ		南那須地区障害者相談支援センター		0287-80-1020		0287-80-1027		321-0624		那須烏山市旭1-18-8		那須烏山市、那珂川町 ナスカラスヤマシ ナカガワマチ		1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		アセスメント、院内での面会予定の調整、家族への説明など インナイ メンカイ ヨテイ チョウセイ カゾク セツメイ		0				在宅医療、訪問リハビリなど24時間対応出来る専門家チーム ザイタク イリョウ ホウモン ジカン タイオウ デキ センモンカ

		否 イナ		ワン・ハーモニー		0287-22-8255		0287-48-7225		324-0042		大田原市末広1-3618-13				0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				0

		否 イナ		ひまわり相談支援事業所		0282-20-5006		0282-23-4878		328-0052		栃木市祝町12－9				0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		1		0				0		1				3		意思伝達が自分にとって受け止められるかに不安があるため イシ デンタツ ジブン ウ ト フアン

		否 イナ		サンフラワーライフ		0285-22-1109		0285-22-1345		323-0808		小山市出井1936		小山市内 オヤマシナイ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				3		近隣に受け入れ施設が少なく在宅福祉サービスに向けるのが難しい キンリン ウ イ シセツ スク ザイタク フクシ ム ムズカ

		否 イナ		natu- la(ナチュラ)		0287-67-3115		0287-67-3115		329-3153		那須塩原市大原間239-1		那須塩原市、大田原市、那須町 ナスシオバラ シ オオタワラシ ナスマチ		0		1		1		0		1		0		0		1		1		1		0		0		0				1		0				0		0		0		0				1		0		サービス自体の幅がせまいため、本人が安全に安心した生活をうけられるためにどう組み合わせたら良いか。又、家族によっては苦手な事業所もあり限られた事業所を探すのが難しかった。 ジタイ ハバ ホンニン アンゼン アンシン セイカツ ク ア ヨ マタ カゾク ニガテ ジギョウショ カギ ジギョウショ サガ ムズカ		0				訪問系のサービスがもっと充実して欲しい ホウモン ケイ ジュウジツ ホ

		否 イナ		相談支援事業所ふるさとホーム那須		0287-98-3001		0287-98-8080		324-0414		大田原市片府田1301-59		大田原市、那須町、那須塩原市、周辺 オオタワラシ ナスマチ ナスシオバラ シ シュウヘン		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2		主な精神知的関係なので、今後はできるよう専門的な部分の勉強が必要です。 オモ セイシン チテキ カンケイ コンゴ センモンテキ ブブン ベンキョウ ヒツヨウ		①専門相談②居場所③地域の理解 センモン ソウダン イバショ チイキ リカイ

		否 イナ		特定相談支援事業所きのこ		028-635-8746		028-635-8778		320-0846		栃木県宇都宮市滝の原2-4-42 ３２０－０８４６		宇都宮市 ウツノミヤシ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		1		0				0		1				3		どのように作成したらいいか不安のため サクセイ フアン

		否 イナ		こども発達支援センター鹿沼市あおば園		0289-63-1745		0289-63-1745		322-0074		鹿沼市日吉町320－1				1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		1		0				0		1				2		相談支援専門員の不足、児童発達支援事業所利用のための計画書作成が主な業務になっている ソウダン シエン センモンイン フソク ジドウ ハッタツ シエン ジギョウショ リヨウ ケイカクショ サクセイ オモ ギョウム

		否 イナ		障害者相談支援センターみつか・Ｒｕ		028-648-3971		028-648-3936		321-0347		宇都宮市飯田町261		宇都宮市、鹿沼市 ウツノミヤシ カヌマシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		1		状況に応じして他機関と連携し判断する場合もある ジョウキョウ オウ ホカ キカン レンケイ ハンダン バアイ		0		1				1		計画依頼の状況に応じて対応できない月もある（モニタリング件数） ケイカク イライ ジョウキョウ オウ タイオウ ツキ ケンスウ

		否 イナ		工房つばさ		0285-40-0388		0285-40-6700		329-0401		下野市箕輪425-1		下野市、上三川町、壬生町、ただし状況に応じて対応することが難しい場合もある シモノ シ カミノカワマチ ミブマチ ジョウキョウ オウ タイオウ ムズカ バアイ		1		0		1		0		1		0		0		1		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		短期入所、ヘルパーなどの利用希望があっても受け入れてくれる事業所が見つからない タンキ ニュウショ リヨウ キボウ ウ イ ジギョウショ ミ		3		状況により作成することができない場合がある ジョウキョウ サクセイ バアイ		重心の方の短期入所等の利用ができるところが必要。在宅でのサービスの受入必要だと思われる。 ジュウシン カタ タンキ ニュウショ ナド リヨウ ヒツヨウ ザイタク ウケイレ ヒツヨウ オモ

		否 イナ		相談支援事業所グーフォ		028-673-0002		028-671-0785		329-1105		宇都宮市中岡本町3178-3				1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1				在宅生活を支える家族に負担が重くならないようにする。緊急時に対応してくれる医療ケア付きの宿泊施設を増やしてほしい ザイタク セイカツ ササ カゾク フタン オモ キンキュウジ タイオウ イリョウ ツ シュクハク シセツ フ

		否 イナ		那珂川町社協相談支援事業所		0287-92-1273		0287-92-1295		324-0613		那珂川町馬頭560-1		那珂川町 ナカガワマチ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				0				移動支援サービス イドウ シエン

		否 イナ		相談支援事業所大山田ノンフェール		0287-93-0660		0287-83-8182		324-0602		那珂川町大山田下郷955		那珂川町 ナカガワマチ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		1		0				0		1				2		平成27年度で相談支援事業を終了するため ヘイセイ ネンド ソウダン シエン ジギョウ シュウリョウ

		否 イナ		在宅サポートこころ		028-651-0780		028-651-0781		320-0042		宇都宮市材木町4-24				0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2

		否 イナ		相談支援事業所みらい ソウダン シエン ジギョウショ		0280-57-2673		0280-57-2673		329-0111		野木町丸林371-12		野木町、小山市 ノギマチ オヤマシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		0		1		しかるべき関係機関と連携して対応する カンケイ キカン レンケイ タイオウ		0		1				3		重症心身のノウハウがない ジュウショウ シンシン

		否 イナ		大田原市社会福祉協議会		0287-54-1849		0287-54-2745		324-0233		栃木県大田原市黒羽田町848 ３２４－０２３３		大田原市内 オオタワラシナイ		0		1		1		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0				2		1				0		1		0		0				0		1				2		職員が未熟なため ショクイン ミジュク		在宅医療の充実、居宅介護の２４時間対応（サービス事業所）の充実 ザイタク イリョウ ジュウジツ キョタク カイゴ ジカン タイオウ ジギョウショ ジュウジツ

		否 イナ		障がい者相談支援センターとまつり		028-680-5570		028-680-5271		320-0052		宇都宮市中戸祭町813		宇都宮市、近隣市町村 ウツノミヤシ キンリン シチョウソン		0		1		1		0		1		0		0		1		0		0		0		0		1		親子間の関わり オヤコ カン カカ		0		0		現在対応中 ゲンザイ タイオウチュウ		0		0		0		0				1		0		保護者との連携がとれない ホゴシャ レンケイ		0

		否 イナ		宇都宮市社会福祉協議会		028-636-1536		028-636-1537		320-0806		宇都宮市中央1-1-15		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		0				2		1		医療的ケアが必要な方が長時間外出したい。長時間支援者の拘束、移動手段（車の中での対応）、医療的ケアが必要な方が外出したいときに外出できる環境がすぐに整えられない、医療的けが必要な方で要介助であるが、歩行できる方が利用できる短期入所先はないか（アクセス時間も含む） イリョウテキ ヒツヨウ カタ チョウジカン ガイシュツ チョウジカン シエン シャ コウソク イドウ シュダン クルマ ナカ タイオウ イリョウテキ ヒツヨウ カタ ガイシュツ ガイシュツ カンキョウ トトノ イリョウテキ ヒツヨウ カタ ヨウ カイジョ ホコウ カタ リヨウ タンキ ニュウショ サキ ジカン フク		0		0		0		0				1		0		専門的（医療面）な知識がなく、専門用語が多く調べたり聞いたりしながら支援していくこと。長く関わらないと親の思いまで聞き出せないこと。 センモンテキ イリョウ メン チシキ センモン ヨウゴ オオ シラ キ シエン ナガ カカ オヤ オモ キ ダ		0				当事者が何歳になっても利用できるサービス環境（短期入所、訪問入浴など）。教育もほかのお子さん同様平等に受けられる機会（学校行事も含む）。相談対応できる人材の確保。緊急時でも利用できるサービスの調整・確保。直接支援できるサービス・人材を増やすこと。 トウジシャ ナンサイ リヨウ カンキョウ タンキ ニュウショ ホウモン ニュウヨク キョウイク コ ドウヨウ ビョウドウ ウ キカイ ガッコウ ギョウジ フク ソウダン タイオウ ジンザイ カクホ キンキュウジ リヨウ チョウセイ カクホ チョクセツ シエン ジンザイ フ

		承諾 ショウダク		ライフサポートセンターゆめ		0280-33-3624		0280-57-4624		329-0111		野木町丸林630-4		野木町、その周辺地域 ノギマチ シュウヘン チイキ		1		0		1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		1		福祉サービス利用に関する相談 フクシ リヨウ カン ソウダン		1		0				0		0		0		0				1		0		医療的な情報、知識に乏しくわからない用語などが数多く出てきた。医療的ケアの内容の聞き取り（どの部分を聞いていけばよいのか） イリョウテキ ジョウホウ チシキ トボ ヨウゴ カズオオ デ イリョウテキ ナイヨウ キ ト ブブン キ		0				Ｆａの負担軽減のためのレスパイト先（ＨＰ、ＳＳ機関等）。家族それぞれの訴え、希望を明確にしていく。関係機関がチームになりＦａの支え応援をしていく。 フタン ケイゲン サキ キカンナド カゾク ウッタ キボウ メイカク カンケイ キカン ササ オウエン

		承諾 ショウダク		足利ケアサービス		0284-21-7630		0284-21-3109		326-0843		足利市五十部町809-3		足利市、佐野市、太田市 アシカガシ サノシ オオタシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		0		1		ケースによって対応する タイオウ		0		1				3

		承諾 ショウダク		相談支援センターみさと		0285-72-9767				321-4104		芳賀郡益子町大沢2800-5		芳賀郡内（真岡市、益子町、市貝町、芳賀町、茂木町） ハガ グンナイ モオカシ マシコ チョウ イチ ガイ マチ ハガマチ モギマチ		1		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		資源が少ない、短期入所先の確保が難しかった。計画を作るのには、医療情報が難しく感じられた。 シゲン スク タンキ ニュウショ サキ カクホ ムズカ ケイカク ツク イリョウ ジョウホウ ムズカ カン		0				連携の取れる医療関係者がたくさん地域の中にいてくれると安心して生活できるかな。外出や余暇の充実を図るために医療の必要な人の生活が限られてしまっている（あきらめてしまっている） レンケイ ト イリョウ カンケイシャ チイキ ナカ アンシン セイカツ ガイシュツ ヨカ ジュウジツ ハカ イリョウ ヒツヨウ ヒト セイカツ カギ

		承諾 ショウダク		サポートセンターとみや生活支援センター		028-665-8230		028-665-8230		321-2116		宇都宮市徳次郎町540		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		0		1		0		0		0		0		1		1		1		1		1		0				0		1		医療的なケアが必要な利用者様の日中活動先が限られて利用できない人がいる。学校との連携が取りにくい。通勤手段・行事参加制限があり平等性が保たれない。学校はサービスで対応を望み、福祉行政は教育で何とかするべきとつねに折り合わない。 イリョウテキ ヒツヨウ リヨウシャサマ ニッチュウ カツドウ サキ カギ リヨウ ヒト ガッコウ レンケイ ト ツウキン シュダン ギョウジ サンカ セイゲン ビョウドウセイ タモ ガッコウ タイオウ ノゾ フクシ ギョウセイ キョウイク ナン オ ア		0		0		1		0		協力してほしい キョウリョク		1		0		利用できるサービスが限られている。社会参加できる機会が少なく、場が限られている。介護者の負担軽減が取りにくい。夢や希望を叶えるための資源が少ない。 リヨウ カギ シャカイ サンカ キカイ スク バ カギ カイゴシャ フタン ケイゲン ト ユメ キボウ カナ シゲン スク		0				通勤手段、保護者なくても教育が受けられる環境。常に親同行を求めるのでは、自立につながらず、いつになっても親の負担は軽減されない。親が安心して託せる日中活動の場。社会参加、役割を担える環境作り、職場。地域で生活していくための交流の機会や場があるといい。緊急的にレスパイトを受け入れてくれる場。 ツウキン シュダン ホゴシャ キョウイク ウ カンキョウ ツネ オヤ ドウコウ モト ジリツ オヤ フタン ケイゲン オヤ アンシン タク ニッチュウ カツドウ バ シャカイ サンカ ヤクワリ ニナ カンキョウ ヅク ショクバ チイキ セイカツ コウリュウ キカイ バ キンキュウテキ ウ イ バ

		承諾 ショウダク		社会就労センターえいぶるの里 シャカイ シュウロウ サト		0285-22-4561		0285-224581		323-0003		小山市東島田2403-2		小山市、下野市、上三川町、野木町、結城市、古河市、筑西市 オヤマシ シモノ シ カミノカワマチ ノギマチ ユウキシ コガシ ツク ニシ シ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				1		0		自己決定が難しいため、家族中心の考えになってしまうこと。また、利用できる社会資源が少ない。 ジコ ケッテイ ムズカ カゾク チュウシン カンガ リヨウ シャカイ シゲン スク		1				関係機関との連携、特に在宅が長い方は医療機関とのかかわりが家族も含め、希薄になってしまい、二次障害に対応できない。地域に総合的に支援でき、医療的ケアが受けられる場所、または訪問医療の充実が必要と思います。 カンケイ キカン レンケイ トク ザイタク ナガ カタ イリョウ キカン カゾク フク キハク ニジ ショウガイ タイオウ チイキ ソウゴウテキ シエン イリョウテキ ウ バショ ホウモン イリョウ ジュウジツ ヒツヨウ オモ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所「ピュア」		0282-31-3911		0282-31-3912		328-0133		栃木市大森町465		栃木市、鹿沼市、佐野市、小山市、壬生町 トチギシ カヌマシ サノシ オヤマシ ミブマチ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1

		承諾 ショウダク		社会福祉法人とちのみ会　こなかの森 シャカイ フクシ ホウジン カイ モリ		0283-24-5757		0283-24-6294		327-0001		佐野市小中町1280		佐野市、足利市 サノシ アシカガシ		1		0		1		0		1		0		0		1		0		1		0		0		0				1		2		通所型のため、短期入所の受け入れはサービスとして提供できず、他施設の紹介、相談支援事業につなげている。 ツウショ ガタ タンキ ニュウショ ウ イ テイキョウ タ シセツ ショウカイ ソウダン シエン ジギョウ		0		0		0		0				1		0		療養型短期入所ほかの施設への短期入所の受け入れ状況など、受け入れ場所を見つけるなど。短期入所時の発作発症時医療への繋ぎが困難。問題多（かかりつけ医への搬送） リョウヨウガタ タンキ ニュウショ シセツ タンキ ニュウショ ウ イ ジョウキョウ ウ イ バショ ミ タンキ ニュウショ ジ ホッサ ハッショウ ジ イリョウ ツナ コンナン モンダイ タ イ ハンソウ		0				佐野市には、身障（重心）短期入所施設がなく老人施設に佐野市が委託しているが、利用する人もいなく、サービスが使いづらい状態にある。短期入所受け入れ可能施設が増えることで、家族のほうも使いやすく利便性があがると考えます。 サノシ シンショウ ジュウシン タンキ ニュウショ シセツ ロウジン シセツ サノシ イタク リヨウ ヒト ツカ ジョウタイ タンキ ニュウショ ウ イ カノウ シセツ フ カゾク ツカ リベンセイ カンガ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所テトテ		0287-36-7171		0287-36-7181		329-2732		那須塩原市一区町251-1		那須塩原市（大田原、矢板、那須町、那珂川町、烏山） ナスシオバラ シ オオタワラ ヤイタ ナスマチ ナカガワマチ カラスヤマ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		0		1		委託の相談支援事業所や重心専門の事業所に相談する イタク ソウダン シエン ジギョウショ ジュウシン センモン ジギョウショ ソウダン		0		1				3		その方にとって、より専門性の高い方が対応することが望ましいと思いますので、作成が適するか否か周囲のサービス状況なども考慮して決めたいと思います。適切にアドバイスをいただける地域の環境が整っていれば、スキルアップ、経験の積み重ねのためにも作成したいです。 カタ センモンセイ タカ ホウ タイオウ ノゾ オモ サクセイ テキ イナ シュウイ ジョウキョウ コウリョ キ オモ テキセツ チイキ カンキョウ トトノ ケイケン ツ カサ サクセイ		相談支援専門員のスキルアップ。きめ細かい支援（サービスの充実）本人のニーズを正しく理解できる人材の育成と地域の理解。 ソウダン シエン センモンイン コマ シエン ジュウジツ ホンニン タダ リカイ ジンザイ イクセイ チイキ リカイ

		承諾 ショウダク		指定特定相談支援事業所あじさい		0287-60-3361		0287-60-3362		325-0034		那須塩原市東原166		那須塩原市、那須町 ナスシオバラ シ ナスマチ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2				訪問看護、訪問診療を行う医師が必要だと思います。 ホウモン カンゴ ホウモン シンリョウ オコナ イシ ヒツヨウ オモ

		承諾 ショウダク		障害者相談支援センターいぶき		028-678-3502		028-676-3501		329-1216		高根沢町桑窪2266-2		高根沢町 タカネザワマチ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1				短期入所など受け入れてくれる施設を増やしてほしい。県内で受け入れていただけない為、県外の施設を考えなくてはいけない方がいます。 タンキ ニュウショ ウ イ シセツ フ ケンナイ ウ イ タメ ケンガイ シセツ カンガ カタ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所わくわくおやま		0285-24-6575		0285-20-0255		323-0022		小山市駅東通り3-9-6		小山市 オヤマシ		1		0		1		0		1		1		1		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		関係事業所が多いことで情報収集連携等大変。医療機関とも連携を図る必要あり。レスパイト、ショートステイの受入困難。利用できる事業所が少ない。 カンケイ ジギョウショ オオ ジョウホウ シュウシュウ レンケイ ナド タイヘン イリョウ キカン レンケイ ハカ ヒツヨウ ウケイレ コンナン リヨウ ジギョウショ スク		0				重症心身障害児（者）を受け入れしてくれる事業所、施設がもっと多くあればよいと思われる。通所日中一時短期入所など。相談支援、計画作成についてもほかの事業所が受け入れてくれないとの理由で受け入れ可能事業所へ集中してしまう為、相談員への研修等を増やせばよいが。しかし日々の業務が多忙であるため、難しいのかな？ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ ウ イ ジギョウショ シセツ オオ オモ ツウショ ニッチュウ イチジ タンキ ニュウショ ソウダン シエン ケイカク サクセイ ジギョウショ ウ イ リユウ ウ イ カノウ ジギョウショ シュウチュウ タメ ソウダン イン ケンシュウ ナド フ ヒビ ギョウム タボウ ムズカ

		承諾 ショウダク		相談支援センターネクスト		080-8854-9551		0280-612-1558		320-0034		宇都宮市泉町6-25		宇都宮市 ウツノミヤシ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2

		承諾 ショウダク		相談支援事業のぞみ		0287-65-2288		0287-65-2282		329-3152		那須塩原市上中野53		那須塩原市、大田原市、那須町 ナスシオバラ シ オオタワラシ ナスマチ		1		0		1		0		0		0		1		1		1		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		現サービスでの医療ケアをふまえ、将来にむけて他事業との連携につなげるよう計画作成、調整に苦労した。 ゲン イリョウ ショウライ タ ジギョウ レンケイ ケイカク サクセイ チョウセイ クロウ		0				選択肢が増えるよう受け入れ可能な福祉サービス事業所の増加が必要だと思われます。 センタクシ フ ウ イ カノウ フクシ ジギョウショ ゾウカ ヒツヨウ オモ

		承諾 ショウダク		サポートセンターひばり		028-670-0330		028-667-7315		321-3236		宇都宮市竹下町435-159		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		苦労ではないが、お母様がとても一生懸命ですでにサービスも繋がっていたため、現状を計画にする形となったが、計画作成後のかかわりについて相談員としてどのようにすべきことが望ましいかと考える。 クロウ カアサマ イッショウケンメイ ツナ ゲンジョウ ケイカク カタチ ケイカク サクセイ ゴ ソウダン イン ノゾ カンガ		0				福祉サービスや医療、またボランティアが入室されるととてもよいと思います。また、介助者（家族）のケアも考えると気軽に参加できるようなイベント（医療が整っていたり、介助するボランティアさんがいたり）や、同じ重症心身障害児（者）をもつかたとのネットワークがあるといいのかなと思います。 フクシ イリョウ ニュウシツ オモ カイジョシャ カゾク カンガ キガル サンカ イリョウ トトノ カイジョ オナ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ オモ

		承諾 ショウダク		高根沢町障害児者生活支援センターすまいる タカネザワマチ		028-612-2751		028-612-2752		329-1225		栃木県塩谷郡高根沢町石末1825　福祉センター内 ３２９－１２２５ フクシ ナイ		高根沢町 タカネザワマチ		1		0		1		0		0		0		1		0		0		1		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		地元に使える資源がなく苦労した ジモト ツカ シゲン クロウ		0				①医療と福祉の連携ネットワーク②重心の方でも利用できるサービスが増えること③訪問診療医 イリョウ フクシ レンケイ ジュウシン カタ リヨウ フ ホウモン シンリョウ イ

		承諾 ショウダク		障害者相談支援センターフォレスト		0284-91-1816		0284-91-2867		326-0011		足利市大沼田町615		足利市及び近隣市町村 アシカガシ オヨ キンリン シチョウソン		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0				0

		承諾 ショウダク		障がい者相談支援事業所ケアサプライ		0287-73-5312		0287-73-5311		329-3221		栃木県那須郡那須町漆塚762-102 ３２９－３２２１		白河市、那須町、那須塩原市、大田原市 シラカワシ ナスマチ ナスシオバラシ オオタワラシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1				サービスを提供できる事業所の充実を図る テイキョウ ジギョウショ ジュウジツ ハカ

		承諾 ショウダク		南栃木支援センター相談支援		0285-44-6118		0285-44-7215		329-0412		下野市柴1432-105		下野市、小山市、壬生町 シモノ シ オヤマシ ミブマチ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		0		1		介護保険と併用する場合のみ対応する カイゴ ホケン ヘイヨウ バアイ タイオウ		0		1				3		介護保険と併用する場合のみ作成する カイゴ ホケン ヘイヨウ バアイ サクセイ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所とまり木		0287-54-2854		0287-54-2230		324-0231		大田原市北野上3952		大田原市、那須塩原市、那須町 オオタワラシ ナスシオバラシ ナスマチ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1				当事業所の対応範囲は現在、知的障害者特に中・軽度が主だが、精神（高次脳機能障害も含む）分野もやり始めている。今後重症心身障害者もほかの相談支援事業所の助けを得ながら、勉強しながら対応したいと考えている。そのために研修や見学の機会を多く作っていただきたい。今は、当事業所はその程度しか考えられない。 トウ ジギョウショ タイオウ ハンイ ゲンザイ チテキ ショウガイシャ トク チュウ ケイド オモ セイシン コウジ ノウ キノウ ショウガイ フク ブンヤ ハジ コンゴ ジュウショウ シンシン ショウガイシャ ソウダン シエン ジギョウショ タス エ ベンキョウ タイオウ カンガ ケンシュウ ケンガク キカイ オオ ツク イマ トウ ジギョウショ テイド カンガ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所ポンテ		028-652-7288		028-652-6355		321-0341		宇都宮市古賀志町1964-12		宇都宮、鹿沼、日光、壬生 ウツノミヤ カヌマ ニッコウ ミブ		0		1		1		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0				0				未就学児（3～5才）の方の医療型児童発達支援を分離で行う施設が数か所あると良いと思います。 ミシュウガクジ サイ カタ イリョウ ガタ ジドウ ハッタツ シエン ブンリ オコナ シセツ スウ ショ ヨ オモ

		承諾 ショウダク		相談支援センター光輝舎		0285-70-2020		0285-72-8222		321-4105		芳賀郡益子町北中1113-1		芳賀郡、真岡市等 ハガ グン モオカシ ナド		1		0		1		0		1		1		1		1		0		1		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		利用できるサービス事業所が少ない。重心児者に合わせたプログラムが見つからない（近隣で） リヨウ ジギョウショ スク ジュウシン ジ シャ ア ミ キンリン		0				本人の状態にもよるが、重度化する状況に対応できる事業所の確保。家族の負担が大きくなり在宅生活の継続が困難になることが予測されるので、在宅で支援が受けられるような体制の充実と、レスパイトサービスの拡大。 ホンニン ジョウタイ ジュウドカ ジョウキョウ タイオウ ジギョウショ カクホ カゾク フタン オオ ザイタク セイカツ ケイゾク コンナン ヨソク ザイタク シエン ウ タイセイ ジュウジツ カクダイ

		承諾 ショウダク		特定相談支援事業所やすらぎ		028-650-7727		028-650-7728		320-0011		宇都宮市富士見が丘3－19－20		宇都宮市 ウツノミヤシ		0		0		1		0		1		0		0		0		0		1		1		0		0				0		3		対応できるヘルパーがいれば支援する タイオウ シエン		0		0		0		0				0		1				3

		承諾 ショウダク		障がい者支援センターにんべん		028-686-2539		028-686-2584		329-1417		さくら市フィオーレ喜連川5-2-1　フィオーレガーデン1-102		さくら市 シ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1				地域資源アンケートをいただきありがとうございました。設問に対しまして知識不足にこれでいいのかという思いです。相談支援専門員として設問にありました「3」要望がでますれば、先輩相談員・各職種の方々に相談・指導をいただき、相談支援事業を行ってみたいと考えます。大島先生について学ばせて頂きました。 チイキ シゲン セツモン タイ チシキ ブソク オモ ソウダン シエン センモンイン セツモン ヨウボウ センパイ ソウダン イン カクショクシュ カタガタ ソウダン シドウ ソウダン シエン ジギョウ オコナ カンガ オオシマ センセイ マナ イタダ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所おやま		0285-22-1833		0285-228946		323-0014		小山市喜沢660		小山市、下野市 オヤマシ シモノ シ		1		0		1		0		1		1		0		0		0		0		0		1		0				2		3				0		0		0		0				1		0		本人の意思が明確でないので親の意向中心のものになってしまった。 ホンニン イシ メイカク オヤ イコウ チュウシン		0

		承諾 ショウダク		真岡介護センター		0285-80-5200		0285-80-5211		321-4361		真岡市並木町1-8-1　シティ並木102 ナミキ		真岡市、芳賀町南部、市貝町南部、益子町西部、上三川東部 モオカシ ハガマチ ナンブ イチ ガイ チョウ ナンブ マシコ チョウ セイブ カミノカワ トウブ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		0		1				0		1				3		担当者の受け持ちケースの状況など考慮し対応できるか検討したい タントウシャ ウ モ ジョウキョウ コウリョ タイオウ ケントウ

		承諾 ショウダク		さの社協相談支援センターほっぷ		0283-22-8152		0283-22-8199		327-0003		佐野市大橋町3212-27		佐野市全域 サノシ ゼンイキ		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2		現在相談支援専門員1名で行っているため ゲンザイ ソウダン シエン センモンイン メイ オコナ

		承諾 ショウダク		相談支援ウエイブ		0282-23-4465		0282-23-4465		328-0012		栃木市平柳町1-2-7		栃木市、壬生町 トチギシ ミブマチ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		1		0				0		1				2		指定特定相談支援事業で精神に対応しているため シテイ トクテイ ソウダン シエン ジギョウ セイシン タイオウ		ご家族の中だけでは生活がマンネリ化して単調になりかねないので、音楽、体を動かす、読み聞かせ麻痺・拘縮のマッサージなどのリハビリの頻度を高める。ご本人が楽しいと感じることを提供できる。ご家族が疲弊しないよう旅行や趣味などの充実した時間がもてるようサービスを利用していくこと。 カゾク ナカ セイカツ カ タンチョウ オンガク カラダ ウゴ ヨ キ マヒ コウシュク ヒンド タカ ホンニン タノ カン テイキョウ カゾク ヒヘイ リョコウ シュミ ジュウジツ ジカン リヨウ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所わらしべの家		0282-27-1627		0282-27-1675		328-0011		栃木市大宮町2708-3		栃木市 トチギシ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1		専門的な知識が不十分なため行政などの機関と相談しながらの対応となります センモンテキ チシキ フジュウブン ギョウセイ キカン ソウダン タイオウ		短期入所や移動支援などの福祉サービス利用時にお付き合いのある医療機関や訪問看護の看護師が同行でき緊急時の対応が迅速にとれる体制（すでにできていたらすみません） タンキ ニュウショ イドウ シエン フクシ リヨウ ジ ツ ア イリョウ キカン ホウモン カンゴ カンゴシ ドウコウ キンキュウジ タイオウ ジンソク タイセイ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所　空		0287-73-8165		0287-73-8165		329-3157		那須塩原市大原間西1-19-9		那須塩原市、大田原市、那須町 ナスシオバラ シ オオタワラシ ナスマチ		1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		重心のお子様の療育支援をやっていたので、苦労はありませんでしたが、医療（訪問看護）訪問リハ訪問入浴の制度を知らなかったので、その方々との連携が取れて大変勉強になりました。 ジュウシン コサマ リョウイク シエン クロウ イリョウ ホウモン カンゴ ホウモン ホウモン ニュウヨク セイド シ カタガタ レンケイ ト タイヘン ベンキョウ		0				医療的ケアの必要な方には支援スタッフ・必ず看護師の方が不在では双方安心したケアはできません。例）乳幼児の通所事業は保母と看護師さん。小学→高校までは義務教育がありますが事後に生活介護はもちろんですが、本当に重心の方の為の日中活動の場が不足しているとおもいますので重心の方の通所事業は必要と思います。家庭以外で通える場所→一時預かりや療育支援事業→高校卒業後は通所施設（一時預かりも含めて） イリョウテキ ヒツヨウ カタ シエン カナラ カンゴシ カタ フザイ ソウホウ アンシン レイ ニュウヨウジ ツウショ ジギョウ ホボ カンゴシ ショウガク コウコウ ギム キョウイク ジゴ セイカツ カイゴ ホントウ ジュウシン カタ タメ ニッチュウ カツドウ バ フソク ジュウシン カタ ツウショ ジギョウ ヒツヨウ オモ カテイ イガイ カヨ バショ イチジ アズ リョウイク シエン ジギョウ コウコウ ソツギョウゴ ツウショ シセツ イチジ アズ フク

		承諾 ショウダク		相談支援事業所みどり		0285-45-8362		0285-45-8397		329-0214		小山市乙女786-1		小山市、栃木市、古河市、結城市 オヤマシ トチギシ コガシ ユウキシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0		大人は対応可能 オトナ タイオウ カノウ		1		1		大人はあるが、こどもはない。先日訪問介護を事業所にお願いしたところどこの事業所も受けていただけなかった。 オトナ センジツ ホウモン カイゴ ジギョウショ ネガ ジギョウショ ウ		3		成人しか計画相談をしたことがないので不安である。当事業所は相談員が一名なので相談する相手がいない セイジン ケイカク ソウダン フアン トウ ジギョウショ ソウダン イン イチメイ ソウダン アイテ		サービス事業所で受けてもらえないケースがある。特に重心や精神知的等重複して疾患を持っていると問い合わせた時点でお断りされてします。 ジギョウショ ウ トク ジュウシン セイシン チテキ ナド チョウフク シッカン モ ト ア ジテン コトワ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所こころみ		0284-41-5039		0284-43-2665		326-0061		足利市田島町611-2				0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		1		0				0		1				3		これまで前例がなく、またこの障害について熟知した方（機関）があるならそちらでしていただいた方がご本人様にとってよい支援であると考えるから。※現在当法人の入所・通所等サービスを利用されている方の相談支援がほとんどの状況です。 ゼンレイ ショウガイ ジュクチ カタ キカン ホウ ホンニンサマ シエン カンガ ゲンザイ トウホウジン ニュウショ ツウショ ナド リヨウ カタ ソウダン シエン ジョウキョウ

		承諾 ショウダク		相談支援センターのどか　真岡センター		0285-81-5890		0285-85-8452		321-4305		真岡市荒町111-1		真岡市、芳賀町、市貝町、益子町、茂木町 モオカシ ハガマチ イチガイ マチ マシコ チョウ モギ マチ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1				在宅での生活では家族の介護負担の軽減が必要。フォーマルインフォーマルの枠にとらわれない福祉サービス。 ザイタク セイカツ カゾク カイゴ フタン ケイゲン ヒツヨウ ワク フクシ

		承諾 ショウダク		友井タクシー介護ステーションふれあい		0285-30-0840		0285-30-0844		323-0025		小山市城山町2丁目12-25		小山市 オヤマシ		1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		利用するサービスは多様で、施設・病院・学校など医療福祉事業所数も多く連携を図るのが困難。学校行事に参加するための会出自の支援サービスがない。 リヨウ タヨウ シセツ ビョウイン ガッコウ イリョウ フクシ ジギョウショ スウ オオ レンケイ ハカ コンナン ガッコウ ギョウジ サンカ カイ シュツジ シエン		0				ご家族様が安心して預けることができる施設と必要に預けられる施設の数は少ない。片道１時間以上かかるためとても不便に思います。呼吸器の方の預かり先は少ない。 カゾクサマ アンシン アズ シセツ ヒツヨウ アズ シセツ カズ スク カタミチ ジカン イジョウ フベン オモ コキュウキ カタ アズ サキ スク

		承諾 ショウダク		もくせいの里		0282-43-0593		0282-43-1387		329-4405		栃木市大平町西山田1198		栃木市内 トチギシナイ		0		1		1		0		1		0		0		1		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		ニーズにあてはまるサービスがなかった。例）①入浴支援②移送サービス　①自宅の浴槽では支援が入れず訪問入浴を検討。しかし、浴槽を置けるスペースがなく断念。②主たる介護者が入院。学校までの送迎ができず特例で市の移送サービスを利用するもかなり時間を要した。 レイ ニュウヨク シエン イソウ ジタク ヨクソウ シエン ハイ ホウモン ニュウヨク ケントウ ヨクソウ オ ダンネン シュ カイゴシャ ニュウイン ガッコウ ソウゲイ トクレイ シ イソウ リヨウ ジカン ヨウ		0				①地域の理解や協力②受け入れの拡大（重心の通所、24時間看護体制が整った短期入所）③デマンドタクシー等関係者の重心に対する理解（理解附属により資源として存在するが利用しがたい）④児童が入浴支援を受けられる環境（家族の身体的な介護負担軽減） チイキ リカイ キョウリョク ウ イ カクダイ ジュウシン ツウショ ジカン カンゴ タイセイ トトノ タンキ ニュウショ ナド カンケイシャ ジュウシン タイ リカイ リカイ フゾク シゲン ソンザイ リヨウ ジドウ ニュウヨク シエン ウ カンキョウ カゾク シンタイテキ カイゴ フタン ケイゲン

		承諾 ショウダク		足利障害者相談支援センター		0284-44-0307		0284-44-0318		326-0064		足利市東砂原後町1072		足利市、佐野市 アシカガシ サノシ		1		0		1		0		1		0		0		1		0		1		0		1		0				1		0				0		0		0		0				0		1				2		委託相談支援事業所のため イタク ソウダン シエン ジギョウショ		医療的ケアが整った施設のショートステイ充実が必要。また、特に呼吸器をつけた方のショート療養介護の利用とそれらを利用するための送迎体制の充実が必要。 イリョウテキ トトノ シセツ ジュウジツ ヒツヨウ トク コキュウキ カタ リョウヨウ カイゴ リヨウ リヨウ ソウゲイ タイセイ ジュウジツ ヒツヨウ

		承諾 ショウダク		指定障害者相談支援事業所あるしぇん		0282-86-7665		0282-21-7109		321-0201		栃木県下都賀郡壬生町安塚2032 ３２１－０２０１		壬生町 ミブマチ		1		0		1		0		1		0		0		1		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		①相談支援専門員として重症心身障害児（者）の方に対する支援の知識や経験が少ない②医療的ケアが必要となる方に対して対応できる福祉サービス（事業所）が少ない。 ソウダン シエン センモンイン ジュウショウシンシンショウガイジ シャ カタ タイ シエン チシキ ケイケン スク イリョウテキ ヒツヨウ カタ タイ タイオウ フクシ ジギョウショ スク		0				医療的ケアが必要な方に関して、福祉のサービスでは対応しきれない部分が多く、結果として家族が本人を抱え込まざるを得ない現状があるように感じます。家族の介護負担が少しでも軽減できるよう福祉サービスも柔軟な対応が出来るようになるといいなと思います。 イリョウテキ ヒツヨウ カタ カン フクシ タイオウ ブブン オオ ケッカ カゾク ホンニン カカ コ エ ゲンジョウ カン カゾク カイゴ フタン スコ ケイゲン フクシ ジュウナン タイオウ デキ オモ

		承諾 ショウダク		下野市相談支援事業所 こばと		0285-44-6783		0285-44-6783		329-0414		下野市小金井1146-6		下野市、上三川町 シモノ シ カミノカワマチ		1		0		1		0		0		0		1		1		0		1		1		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		医療的ケアが必要な乳幼児に対応できるヘルパー事業所。短期入所・日中一時支援事業所が近くにない（少ない）。 イリョウテキ ヒツヨウ ニュウヨウジ タイオウ ジギョウショ タンキ ニュウショ ニッチュウ イチジ シエン ジギョウショ チカ スク		0				設問5で回答した内容：外出可能な方は児童発達支援を利用可能であるが無理な方は外部との交流をもちにくい。訪問看護・訪問リハビリが入っているケースはいいがない場合母子で孤立しがち。幸いあそびの支援をしてくれるヘルパー事業所があり支援につながっている。ヘルパー利用を希望されない家庭、利用したくてもヘルパー事業所がない等支援に苦慮する。 セツモン カイトウ ナイヨウ ガイシュツ カノウ カタ ジドウ ハッタツ シエン リヨウ カノウ ムリ カタ ガイブ コウリュウ ホウモン カンゴ ホウモン ハイ バアイ ボシ コリツ サイワ シエン ジギョウショ シエン リヨウ キボウ カテイ リヨウ ジギョウショ ナド シエン クリョ

		承諾 ショウダク		相談支援センターぴあん ソウダン シエン		0282-31-1755		0282-31-2919		328-0067		栃木市皆川城内町333-2		栃木市、小山市 トチギシ オヤマシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1				これまで現場で関わったことがなく、事例検討でしか情報を把握しておらず不安はあります。でも関係機関やご家族様からいろいろなことを教えて頂きながら相談支援として専門性を活かせればと思っています。色々な立場の方からお話をお伺いしてもご家族や医療機関専門的な事業所の負担が大きく相談支援があまり役に立つことができていない（場合によっては自ら引いてしまう）今の現状を少しでも変えていければいいと思います。 ゲンバ カカ ジレイ ケントウ ジョウホウ ハアク フアン カンケイ キカン カゾクサマ オシ イタダ ソウダン シエン センモンセイ イ オモ イロイロ タチバ カタ ハナシ ウカガ カゾク イリョウ キカン センモンテキ ジギョウショ フタン オオ ソウダン シエン ヤク タ バアイ ミズカ ヒ イマ ゲンジョウ スコ カ オモ

		承諾 ショウダク		うつのみや		028-632-6074/090-4059-9728		028-632-6075		320-0861		宇都宮市西2-1-7		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				3		専門的な知識を社会資源のアドバイスを他相談支援事業所からいただきながらみずからの事業所で引き受けるという形が望ましい センモンテキ チシキ シャカイ シゲン ホカ ソウダン シエン ジギョウショ ジギョウショ ヒ ウ カタチ ノゾ

		承諾 ショウダク		サポートセンターきりん		028-612-3838		028-678-3257		321-0905		栃木県宇都宮市平出工業団地43-100 ３２１－０９０５		宇都宮市 ウツノミヤシ		0		1		1		0		1		0		0		1		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		療養介護に入所しているので他のサービスの利用が困難。そのための社会資源をつなげたり、活用したりするのが難しい。 リョウヨウ カイゴ ニュウショ ホカ リヨウ コンナン シャカイ シゲン カツヨウ ムズカ		0				今後、市町村などで展開されていく生活拠点に関する事業をうまく活用できればいいなと感じています。入所されている方々については地域とのつながり方が今後は重要になってくると思われますので、広く門扉を開けた活動などが多くなってくるといいなと思っています。 コンゴ シチョウソン テンカイ セイカツ キョテン カン ジギョウ カツヨウ カン ニュウショ カタガタ チイキ カタ コンゴ ジュウヨウ オモ ヒロ モンピ ア カツドウ オオ オモ

		承諾 ショウダク		さわやか相談支援センター		0280-57-4884		0280-57-4994		329-0112		野木町南赤塚1145-1		小山市、野木町、古河市、栃木市 オヤマシ ノギマチ コガシ トチギシ		0		1		1		0		0		0		1		0		0		1		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		現実的な目標の位置づけ ゲンジツテキ モクヒョウ イチ		0

		承諾 ショウダク		相談支援事業所つばさ		0287-53-7393		0287-53-7394		324-0044		大田原市親園824-1		大田原市、那須塩原市、那須烏山市、矢板市、さくら市、那須町、塩谷町、高根沢町 オオタワラシ ナスシオバラシ ナスカラスヤマシ ヤイタシ シ ナスマチ シオ タニ マチ タカネザワマチ		1		0		1		0		1		0		1		1		0		1		0		0		0				1		2		医療的なケアが必要なケース、将来的に短期入所につなげたいケースだった為、専門の事業所に依頼した イリョウテキ ヒツヨウ ショウライテキ タンキ ニュウショ タメ センモン ジギョウショ イライ		1		1		0		0				1		0		使えるサービスの少なさに調整が難しかった ツカ スク チョウセイ ムズカ		1				乳幼児期の受け入れ可能な福祉サービス等の社会資源が必要である。 ニュウヨウジ キ ウ イ カノウ フクシ ナド シャカイシゲン ヒツヨウ

		承諾 ショウダク		特定相談支援センターはじめ		0284-22-4561		0284-22-4562		326-0143		足利市葉鹿町735-1		足利市 アシカガシ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1

		承諾 ショウダク		上三川障がい児・者生活相談支援センター		0285-38-6854		0285-38-6841		329-0611		上三川町上三川5082-15		上三川町 カミノカワマチ		1		0		1		0		1		0		0		1		0		0		0		0		0				1		0				0		0		0		0				1		0				0

		承諾 ショウダク		はつらつサロン南天相談支援事業所		0285-22-4659		0285-38-6529		323-0027		小山市花垣町2-3-19		小山市、栃木市 オヤマシ トチギシ		0		0		1		0		1		1		0		1		1		1		1		1		0				0		0				0		0		0		0				1		0		利用したいサービス事業所が少なく生活改善、家族、支援者の負担軽減に繋がらない（訪問入浴、ショートステイ、生活介護などなど（就労Ａ型））医師によっては連携が困難。何処の精神科がよいかと利用者に問われるが答えは解らない。 リヨウ ジギョウショ スク セイカツ カイゼン カゾク シエンシャ フタン ケイゲン ツナ ホウモン ニュウヨク セイカツ カイゴ シュウロウ ガタ イシ レンケイ コンナン ドコ セイシンカ リヨウシャ ト コタ ワカ		0				本人の選択や受け入れ事業所の間口を広げる。例えば入浴はヘルパーの2人対応で行ているがヘルパー不足や腰痛の悪化などで対応が難しくなってくる。機会浴のできる生活介護を勧めるも本人の選択肢がない。自宅から出かける自由さのようなものが閉ざされているような気がする。反面高齢者のサービスは増加する一方で利用者が不足し閉鎖なども聞かれる。高齢者・障害者がともにデイサービスやショートステイを利用できるようにならないかと思う。障害児については働く両親をサポートすることで生活の安定や療育などへ通園のし易さを図り、送迎サービスの充実など。 ホンニン センタク ウ イ ジギョウショ マグチ ヒロ タト ニュウヨク ニン タイオウ オコナ ブソク ヨウツウ アッカ タイオウ ムズカ キカイ ヨク セイカツ カイゴ スス ホンニン センタクシ ジタク デ ジユウ ト キ ハンメン コウレイシャ ゾウカ イッポウ リヨウシャ フソク ヘイサ キ コウレイシャ ショウガイシャ リヨウ オモ ショウガイジ ハタラ リョウシン セイカツ アンテイ リョウイク ツウエン ヤス ハカ ソウゲイ ジュウジツ

		承諾 ショウダク		障がい者生活支援センターこぶし		028-680-5746		028-688-0214		321-0126		栃木県宇都宮市茂原町837-1		宇都宮市、上三川町 ウツノミヤシ カミノカワマチ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1				①医療機関との細かな連携体制②相談関係者を含め本人に関わり支援をするなかで即座に動きが取れるようなフットワークの軽いチーム作り イリョウ キカン コマ レンケイ タイセイ ソウダン カンケイシャ フク ホンニン カカ シエン ソクザ ウゴ ト カル ヅク
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重症心身障害児（者）の定義をご存知ですか

Ｑ2.重症心身障害児（者）の定義をご存知ですか	知っている	知らない	40	33	Ｑ3.重症心身障害児（者）の方（家族・関係機関等）からの相談を受けたことがありますか	ある	ない	35	43	それは誰からの相談でしたか	ａ.家族	ｂ.支援者	ｃ.関係機関	27	6	12	それはどんな相談でしたか	生活上の相談	医療的な相談	制度に関する相談	教育に関する相談	サービス等利用計画書作成に関する相談	その他	19	7	15	5	26	3	それらの相談事業所として対応（解決）はできましたか	ａ.できた	ｂ.できなかった	27	4	自分の事業所で対応する	ほかの相談支援事業所へ依頼する	行政に依頼する	その他	17	15	8	9	Ｑ5.重症心身障害児（者）の方のサービス等利用計画書を作成したことがありますか	ある	ない	33	46	Ｑ5.重症心身障害児（者）の方のサービス等利用計画書

　　 を作成したことがありますか

ない
59%

ある	今後依頼があれば作成する	他の相談支援事業所に依頼する	作成するかどうかわからない	33	15	18	14	

相談支援事業所 (2)

		Ｑ1.貴施設について、お伺いいたします キ シセツ ウカガ										事業所名とコメントをくっつけるで一表を作る ジギョウショ メイ イッピョウ ツク

		1		事業所名 ジギョウショ メイ								今月中 コンゲツ チュウ

		2		電話番号 デンワ バンゴウ								地図と一覧表をパワーポイント チズ イチラン ヒョウ

		3		FAX番号 バンゴウ								各項目ごとにページを作る カクコウモク ツク

		4		所在地 ショザイチ

		5		訪問可能な主な市町村 ホウモン カノウ オモ シチョウソン

		Ｑ2.重症心身障害児（者）の定義をご存知ですか ジュウショウシンシンショウガイジ シャ テイギ ゾンジ

		Ｑ2-1		知っている シ

		Ｑ2-2		知らない シ

		Ｑ3.重症心身障害児（者）の方（家族・関係機関等）からの相談を受けたことがありますか ジュウショウシンシンショウガイジ シャ カタ カゾク カンケイ キカン ナド ソウダン ウ

		Ｑ3-1		1		ある

		Ｑ3-2		2		ない

		Ｑ3-1-Ａ

				Ａ-1それは誰からの相談でしたか ダレ ソウダン

				1		ａ.家族 カゾク

				2		ｂ.支援者 シエンシャ

				3		ｃ.関係機関 カンケイ キカン

				Ａ-2それはどんな相談でしたか（複数回答可） ソウダン フクスウ カイトウ カ

				1		ａ.生活上の相談 セイカツ ジョウ ソウダン

				2		ｂ.医療的な相談 イリョウテキ ソウダン

				3		ｃ.制度に関する相談 セイド カン ソウダン

				4		ｄ.教育に関する相談 キョウイク カン ソウダン

				5		ｅ.サービス等利用計画書作成に関する相談 ナド リヨウ ケイカクショ サクセイ カン ソウダン

				6		ｆ.その他 タ

				Ａ-3それらの相談事業所として対応（解決）はできましたか ソウダン ジギョウショ タイオウ カイケツ

				1		ａ.できた

				2		ｂ.できなかった

				Ａ-3-1それはどうしてですか

				1		ａ解決手段・方法がなかった カイケツ シュダン ホウホウ

				2		ｂ.ほかの相談支援事業所に依頼した ソウダン シエン ジギョウショ イライ

				3		ｃ.行政に依頼した ギョウセイ イライ

				4		ｄ.その他 タ

		Ｑ4.Ｑ3-2「ない」→これから重症心身障害児（者）の方（本人・家族等）からの相談があればどのように対応されますか ジュウショウシンシンショウガイジ シャ カタ ホンニン カゾク ナド ソウダン タイオウ

				Ｑ4-1		自分の事業所で対応する ジブン ジギョウショ タイオウ

				Ｑ4-2		ほかの相談支援事業所へ依頼する ソウダン シエン ジギョウショ イライ

				Ｑ4-3		行政に依頼する ギョウセイ イライ

				Ｑ4-4		その他 タ

		Ｑ5.重症心身障害児（者）の方のサービス等利用計画書を作成したことがありますか ジュウショウシンシンショウガイジ シャ カタ ナド リヨウ ケイカクショ サクセイ

				Ｑ5-1		ある

				Ｑ5-2		ない

						Ｑ5-1-Ａ		「ある」と回答→作成にあたり、苦労したこと困ったことがありましたか カイトウ サクセイ クロウ コマ

						Ｑ5-2-Ａ		「ない」と回答 カイトウ

						1		ａ.今後依頼があれば作成する コンゴ イライ サクセイ

						2		ｂ.他の相談支援事業所に依頼する ホカ ソウダン シエン ジギョウショ イライ

						3		ｃ.作成するかどうかわからない サクセイ

						Ｑ5-2-Ａ-1		b.cを回答→それはどうしてですか カイトウ

		Q6.重症心身障害児（者）の方がより良い在宅生活をしていく上で何か必要だと思うことがあればご自由にお書きください ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ カタ ヨ ザイタク セイカツ ウエ ナニ ヒツヨウ オモ ジユウ カ



		承諾可否 ショウダク カヒ		Q1												Ｑ2.重症心身障害児（者）の定義をご存知ですか ジュウショウシンシンショウガイジ シャ テイギ ゾンジ				Ｑ3.重症心身障害児（者）の方（家族・関係機関等）からの相談を受けたことがありますか ジュウショウシンシンショウガイジ シャ カタ カゾク カンケイ キカン ナド ソウダン ウ																														Ｑ4.Ｑ3-2「ない」→これから重症心身障害児（者）の方（本人・家族等）からの相談があればどのように対応されますか ジュウショウシンシンショウガイジ シャ カタ ホンニン カゾク ナド ソウダン タイオウ										Ｑ5.重症心身障害児（者）の方のサービス等利用計画書を作成したことがありますか ジュウショウシンシンショウガイジ シャ カタ ナド リヨウ ケイカクショ サクセイ										Q6.重症心身障害児（者）の方がより良い在宅生活をしていく上で何か必要だと思うことがあればご自由にお書きください ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ カタ ヨ ザイタク セイカツ ウエ ナニ ヒツヨウ オモ ジユウ カ

				事業所名 ジギョウショ メイ		電話番号 デンワ バンゴウ		FAX番号 バンゴウ		郵便番号 ユウビンバンゴウ		所在地 ショザイチ		訪問可能な主な市町村 ホウモン カノウ オモ シチョウソン		知っている		知らない シ		ある		ない		それは誰からの相談でしたか						それはどんな相談でしたか														それらの相談事業所として対応（解決）はできましたか						自分の事業所で対応する ジブン ジギョウショ タイオウ		他の相談支援事業所へ依頼する ホカ ソウダン シエン ジギョウショ イライ		行政に依頼する ギョウセイ イライ		その他 タ				ある		ない		「ある」と回答		「ない」
と回答		b.c（23）を回答

																								家族 カゾク		支援者 シエンシャ		関係機関 カンケイ キカン		生活上の相談 セイカツ ジョウ ソウダン		医療的な相談 イリョウテキ ソウダン		制度に関する相談 セイド カン ソウダン		教育に関する相談 キョウイク カン ソウダン		サービス等利用計画書作成に関する相談 ナド リヨウ ケイカクショ サクセイ カン ソウダン		その他 タ		その他回答 タ カイトウ		それらの相談事業所として対応（解決）はできましたか		それはどうしてですか		それはどうしてですか

		否 イナ		手話通訳派遣協会相談支援事業所		0287-73-4422		0287-62-7776		325-0026		栃木県那須塩原市上厚崎431-17 ３２５－００２６				0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		0		1		本事業所と同様の地域で一般相談支援事業所と連携を図り対応する ホン ジギョウショ ドウヨウ チイキ イッパン ソウダン シエン ジギョウショ レンケイ ハカ タイオウ		0		1		0		2		当事業所は手話通訳派遣を主目的とする事業所であるため、聴覚障害に対するノウハウはあるがそれ以外の障害者に対応する専門性を有していない為 トウ ジギョウショ シュワ ツウヤク ハケン シュモクテキ ジギョウショ チョウカク ショウガイ タイ イガイ ショウガイシャ タイオウ センモンセイ ユウ タメ

		否 イナ		相談支援事業所すまいる		0285-45-7199		0285-45-8437		329-0205		小山市間々田750-1		小山市 オヤマシ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		1		0				0		1		0		3		現在担当させていただいているケースの他に受け入れる時間的余裕がないため。また専門的な知識や経験がなく自信がないため。 ゲンザイ タントウ ホカ ウ イ ジカンテキ ヨユウ センモンテキ チシキ ケイケン ジシン

		否 イナ		やまゆりの里		0284-90-2030		0284-90-2031		326-0011		足利市大沼田町525-1		足利市 アシカガシ		0		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		ショートステイの利用が可能かどうか リヨウ カノウ		2		1		ショートの利用を希望していたが、幼児で夜間に吸引が必要とのことだったので職員配置上困難と判断 リヨウ キボウ ヨウジ ヤカン キュウイン ヒツヨウ ショクイン ハイチ ジョウ コンナン ハンダン		0		0		0		0				0		1		0		2		あしかがの森さんが近くにあり専門性もあるため モリ チカ センモンセイ

		否 イナ		相談支援センターひかり		028-612-7717		028-612-7718		320-0072		宇都宮市若草4-20-7		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		0		1		0		1		0		0		1		0		1		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		居宅介護事業所とニーズのマッチング キョタク カイゴ ジギョウショ		0				短期入所事業所（医療的ケア対応型）の整備 タンキ ニュウショ ジギョウショ イリョウテキ タイオウガタ セイビ

		否 イナ		相談支援センター歩み		028-667-5151		028-667-5150		321-3233		宇都宮市上籠谷町3792		真岡市、芳賀町、宇都宮市 モオカシ ハガマチ ウツノミヤシ		0		1		1		0		0		1		0		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		毎日お会いしている方ではないしお話ができる方ではないので、計画書を作ることは少々戸惑いはありましたが、すべて療育指導室の先生にご指導いただき作成することができました。お幸せな時を過ごしてほしいという思いはいっぱいありますが、なにも出来ていない自分が申し訳ないような気持ちです。 マイニチ ア カタ ハナシ カタ ケイカクショ ツク ショウショウ トマド リョウイク シドウシツ センセイ シドウ サクセイ シアワ トキ ス オモ デキ ジブン モウ ワケ キモ		0				すみません。経験不足で在宅の方はよくわかりませんが、独立行政法人国立病院機構宇都宮病院にお伺いし行き届いた介護、職員の先生方の情熱にこういうところで重症心身障害者の方が過ごせることは幸せなのでは…としみじみ思いました。 ケイケン ブソク ザイタク カタ ドクリツ ギョウセイ ホウジン コクリツ ビョウイン キコウ ウツノミヤ ビョウイン ウカガ イ トド カイゴ ショクイン センセイガタ ジョウネツ ジュウショウ シンシン ショウガイシャ カタ ス シアワ オモ

		否 イナ		ワークス共育		0287-39-5593		0287-39-5630		329-2213		那須塩原市上大貫2028-2				1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		0		1		状況に応じて対応する ジョウキョウ オウ タイオウ		0		1				1				相談支援専門員のレベルアップが必要ではないかと思います ソウダン シエン センモンイン ヒツヨウ オモ

		否 イナ		指定特定相談支援センタードリーム		0288-32-2280		0288-32-2281		321-2341		日光市大沢町274		日光市、塩谷町、鹿沼市、宇都宮市 ニッコウシ シオヤ チョウ カヌマシ ウツノミヤ シ		0		1		1		0		1		0		0		1		1		1		0		0		0				1		0				0		0		0		0				1		0		計画を作成するにあたり医療機関との連携方法を具体化していくことに連絡調整に時間を要しました。また医師同士でのやりとりの方が早いように感じました。※解決できたと言っても施設の空き待ちで関係する病院で入院しております。 ケイカク サクセイ イリョウ キカン レンケイ ホウホウ グタイカ レンラク チョウセイ ジカン ヨウ イシ ドウシ ホウ ハヤ カン カイケツ イ シセツ ア マ カンケイ ビョウイン ニュウイン		0				入所ではなく、医療ケアのできる短期入所やグループホーム、日中一時、生活介護の拡充が必要であること。また重症心身障害児（者）への理解を広めていき、理解者を増やすこと、訪問看護、訪問医療、居宅介護も活用しやすい環境づくりを相談支援専門員はネットワークづくりに努めなければんらないと思います。 ニュウショ イリョウ タンキ ニュウショ ニッチュウ イチジ セイカツ カイゴ カクジュウ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ リカイ ヒロ リカイシャ フ ホウモン カンゴ ホウモン イリョウ キョタク カイゴ カツヨウ カンキョウ ソウダン シエン センモンイン ツト オモ

		否 イナ		ユーファーム支援センター		028-689-0070		028-680-0750		321-0972		宇都宮市下川俣町206-127		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2		これまでの実績として主に就労系の利用計画の作成を行っており重症心身障害児の方への支援については経験や人員の不足から対応が困難であると思われるため ジッセキ オモ シュウロウ ケイ リヨウ ケイカク サクセイ オコナ ジュウショウ シンシン ショウガイジ カタ シエン ケイケン ジンイン フソク タイオウ コンナン オモ

		否 イナ		障害者相談支援センターひびき		028-666-7601		028-666-7602		321-0403		宇都宮市下小倉町1536		宇都宮市、さくら市 ウツノミヤシ シ		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2		かつて受け入れたことがなく、またスタッフにも医療的ケアの知識や経験が乏しく、自信をもって迎え入れることができない ウ イ イリョウテキ チシキ ケイケン トボ ジシン ムカ イ		受け入れる施設が近辺にあること ウ イ シセツ キンペン

		否 イナ		相談支援事業ぴゅあ		028-611-1771		028-611-1772		321-0911		宇都宮市問屋町3426-46		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2

		否 イナ		指定特定相談支援事業所すえひろ		0287-23-3962		0287-24-1670		324-0042		大田原市末広1-2-5		大田原市、大田原市以外は交通費を受領 オオタワラシ オオタワラシ イガイ コウツウヒ ジュリョウ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2		事業所の対象を精神障害に限定し、市に申請しているため ジギョウショ タイショウ セイシン ショウガイ ゲンテイ シ シンセイ

		否 イナ		相談支援センターふじみだい		0285-44-0200		0285-44-4255		329-0412		下野市芝1123		下野市 シモノ シ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		0		1		ケースによって検討 ケントウ		0		1				2

		否 イナ		相談支援センターひゅーまにあ宇都宮		028-678-5385		028-678-5395		320-0802		宇都宮市江野町6-15大立ビル4階		宇都宮市（鹿沼市等近隣市町村） ウツノミヤシ カヌマシ ナド キンリン シチョウソン		0		1		1		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		あるではありますが、初めての作成でまた完成はしていない段階です。病院で実施されている活動医療等で自分自身が未熟で理解が足りていない為に苦労しています。 ハジ サクセイ カンセイ ダンカイ ビョウイン ジッシ カツドウ イリョウ ナド ジブン ジシン ミジュク リカイ タ タメ クロウ		0				①医療面での安心②外部と交流する機会③家族の方への支援 イリョウ メン アンシン ガイブ コウリュウ キカイ カゾク カタ シエン

		否 イナ		地域活動支援センターあしかが		0284-41-2643		0284-43-0463		326-0808		足利市本城1-1547		足利市 アシカガシ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0						0		1		0		0				0		1				2		専門外で知識等はなく、計画書の作成は難しいため センモンガイ チシキ トウ ケイカクショ サクセイ ムズカ

		否 イナ		南那須地区障害者相談支援センター		0287-80-1020		0287-80-1027		321-0624		那須烏山市旭1-18-8		那須烏山市、那珂川町 ナスカラスヤマシ ナカガワマチ		1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		アセスメント、院内での面会予定の調整、家族への説明など インナイ メンカイ ヨテイ チョウセイ カゾク セツメイ		0				在宅医療、訪問リハビリなど24時間対応出来る専門家チーム ザイタク イリョウ ホウモン ジカン タイオウ デキ センモンカ

		否 イナ		ワン・ハーモニー		0287-22-8255		0287-48-7225		324-0042		大田原市末広1-3618-13				0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				0

		否 イナ		ひまわり相談支援事業所		0282-20-5006		0282-23-4878		328-0052		栃木市祝町12－9				0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		1		0				0		1				3		意思伝達が自分にとって受け止められるかに不安があるため イシ デンタツ ジブン ウ ト フアン

		否 イナ		サンフラワーライフ		0285-22-1109		0285-22-1345		323-0808		小山市出井1936		小山市内 オヤマシナイ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				3		近隣に受け入れ施設が少なく在宅福祉サービスに向けるのが難しい キンリン ウ イ シセツ スク ザイタク フクシ ム ムズカ

		否 イナ		natu- la(ナチュラ)		0287-67-3115		0287-67-3115		329-3153		那須塩原市大原間239-1		那須塩原市、大田原市、那須町 ナスシオバラ シ オオタワラシ ナスマチ		0		1		1		0		1		0		0		1		1		1		0		0		0				1		0				0		0		0		0				1		0		サービス自体の幅がせまいため、本人が安全に安心した生活をうけられるためにどう組み合わせたら良いか。又、家族によっては苦手な事業所もあり限られた事業所を探すのが難しかった。 ジタイ ハバ ホンニン アンゼン アンシン セイカツ ク ア ヨ マタ カゾク ニガテ ジギョウショ カギ ジギョウショ サガ ムズカ		0				訪問系のサービスがもっと充実して欲しい ホウモン ケイ ジュウジツ ホ

		否 イナ		相談支援事業所ふるさとホーム那須		0287-98-3001		0287-98-8080		324-0414		大田原市片府田1301-59		大田原市、那須町、那須塩原市、周辺 オオタワラシ ナスマチ ナスシオバラ シ シュウヘン		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2		主な精神知的関係なので、今後はできるよう専門的な部分の勉強が必要です。 オモ セイシン チテキ カンケイ コンゴ センモンテキ ブブン ベンキョウ ヒツヨウ		①専門相談②居場所③地域の理解 センモン ソウダン イバショ チイキ リカイ

		否 イナ		特定相談支援事業所きのこ		028-635-8746		028-635-8778		320-0846		栃木県宇都宮市滝の原2-4-42 ３２０－０８４６		宇都宮市 ウツノミヤシ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		1		0				0		1				3		どのように作成したらいいか不安のため サクセイ フアン

		否 イナ		こども発達支援センター鹿沼市あおば園		0289-63-1745		0289-63-1745		322-0074		鹿沼市日吉町320－1				1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		1		0				0		1				2		相談支援専門員の不足、児童発達支援事業所利用のための計画書作成が主な業務になっている ソウダン シエン センモンイン フソク ジドウ ハッタツ シエン ジギョウショ リヨウ ケイカクショ サクセイ オモ ギョウム

		否 イナ		障害者相談支援センターみつか・Ｒｕ		028-648-3971		028-648-3936		321-0347		宇都宮市飯田町261		宇都宮市、鹿沼市 ウツノミヤシ カヌマシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		1		状況に応じして他機関と連携し判断する場合もある ジョウキョウ オウ ホカ キカン レンケイ ハンダン バアイ		0		1				1		計画依頼の状況に応じて対応できない月もある（モニタリング件数） ケイカク イライ ジョウキョウ オウ タイオウ ツキ ケンスウ

		否 イナ		工房つばさ		0285-40-0388		0285-40-6700		329-0401		下野市箕輪425-1		下野市、上三川町、壬生町、ただし状況に応じて対応することが難しい場合もある シモノ シ カミノカワマチ ミブマチ ジョウキョウ オウ タイオウ ムズカ バアイ		1		0		1		0		1		0		0		1		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		短期入所、ヘルパーなどの利用希望があっても受け入れてくれる事業所が見つからない タンキ ニュウショ リヨウ キボウ ウ イ ジギョウショ ミ		3		状況により作成することができない場合がある ジョウキョウ サクセイ バアイ		重心の方の短期入所等の利用ができるところが必要。在宅でのサービスの受入必要だと思われる。 ジュウシン カタ タンキ ニュウショ ナド リヨウ ヒツヨウ ザイタク ウケイレ ヒツヨウ オモ

		否 イナ		相談支援事業所グーフォ		028-673-0002		028-671-0785		329-1105		宇都宮市中岡本町3178-3				1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1				在宅生活を支える家族に負担が重くならないようにする。緊急時に対応してくれる医療ケア付きの宿泊施設を増やしてほしい ザイタク セイカツ ササ カゾク フタン オモ キンキュウジ タイオウ イリョウ ツ シュクハク シセツ フ

		否 イナ		那珂川町社協相談支援事業所		0287-92-1273		0287-92-1295		324-0613		那珂川町馬頭560-1		那珂川町 ナカガワマチ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				0				移動支援サービス イドウ シエン

		否 イナ		相談支援事業所大山田ノンフェール		0287-93-0660		0287-83-8182		324-0602		那珂川町大山田下郷955		那珂川町 ナカガワマチ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		1		0				0		1				2		平成27年度で相談支援事業を終了するため ヘイセイ ネンド ソウダン シエン ジギョウ シュウリョウ

		否 イナ		在宅サポートこころ		028-651-0780		028-651-0781		320-0042		宇都宮市材木町4-24				0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2

		否 イナ		相談支援事業所みらい ソウダン シエン ジギョウショ		0280-57-2673		0280-57-2673		329-0111		野木町丸林371-12		野木町、小山市 ノギマチ オヤマシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		0		1		しかるべき関係機関と連携して対応する カンケイ キカン レンケイ タイオウ		0		1				3		重症心身のノウハウがない ジュウショウ シンシン

		否 イナ		大田原市社会福祉協議会		0287-54-1849		0287-54-2745		324-0233		栃木県大田原市黒羽田町848 ３２４－０２３３		大田原市内 オオタワラシナイ		0		1		1		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0				2		1				0		1		0		0				0		1				2		職員が未熟なため ショクイン ミジュク		在宅医療の充実、居宅介護の２４時間対応（サービス事業所）の充実 ザイタク イリョウ ジュウジツ キョタク カイゴ ジカン タイオウ ジギョウショ ジュウジツ

		否 イナ		障がい者相談支援センターとまつり		028-680-5570		028-680-5271		320-0052		宇都宮市中戸祭町813		宇都宮市、近隣市町村 ウツノミヤシ キンリン シチョウソン		0		1		1		0		1		0		0		1		0		0		0		0		1		親子間の関わり オヤコ カン カカ		0		0		現在対応中 ゲンザイ タイオウチュウ		0		0		0		0				1		0		保護者との連携がとれない ホゴシャ レンケイ		0

		否 イナ		宇都宮市社会福祉協議会		028-636-1536		028-636-1537		320-0806		宇都宮市中央1-1-15		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		0				2		1		医療的ケアが必要な方が長時間外出したい。長時間支援者の拘束、移動手段（車の中での対応）、医療的ケアが必要な方が外出したいときに外出できる環境がすぐに整えられない、医療的けが必要な方で要介助であるが、歩行できる方が利用できる短期入所先はないか（アクセス時間も含む） イリョウテキ ヒツヨウ カタ チョウジカン ガイシュツ チョウジカン シエン シャ コウソク イドウ シュダン クルマ ナカ タイオウ イリョウテキ ヒツヨウ カタ ガイシュツ ガイシュツ カンキョウ トトノ イリョウテキ ヒツヨウ カタ ヨウ カイジョ ホコウ カタ リヨウ タンキ ニュウショ サキ ジカン フク		0		0		0		0				1		0		専門的（医療面）な知識がなく、専門用語が多く調べたり聞いたりしながら支援していくこと。長く関わらないと親の思いまで聞き出せないこと。 センモンテキ イリョウ メン チシキ センモン ヨウゴ オオ シラ キ シエン ナガ カカ オヤ オモ キ ダ		0				当事者が何歳になっても利用できるサービス環境（短期入所、訪問入浴など）。教育もほかのお子さん同様平等に受けられる機会（学校行事も含む）。相談対応できる人材の確保。緊急時でも利用できるサービスの調整・確保。直接支援できるサービス・人材を増やすこと。 トウジシャ ナンサイ リヨウ カンキョウ タンキ ニュウショ ホウモン ニュウヨク キョウイク コ ドウヨウ ビョウドウ ウ キカイ ガッコウ ギョウジ フク ソウダン タイオウ ジンザイ カクホ キンキュウジ リヨウ チョウセイ カクホ チョクセツ シエン ジンザイ フ

		承諾 ショウダク		ライフサポートセンターゆめ		0280-33-3624		0280-57-4624		329-0111		野木町丸林630-4		野木町、その周辺地域 ノギマチ シュウヘン チイキ		1		0		1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		1		福祉サービス利用に関する相談 フクシ リヨウ カン ソウダン		1		0				0		0		0		0				1		0		医療的な情報、知識に乏しくわからない用語などが数多く出てきた。医療的ケアの内容の聞き取り（どの部分を聞いていけばよいのか） イリョウテキ ジョウホウ チシキ トボ ヨウゴ カズオオ デ イリョウテキ ナイヨウ キ ト ブブン キ		0				Ｆａの負担軽減のためのレスパイト先（ＨＰ、ＳＳ機関等）。家族それぞれの訴え、希望を明確にしていく。関係機関がチームになりＦａの支え応援をしていく。 フタン ケイゲン サキ キカンナド カゾク ウッタ キボウ メイカク カンケイ キカン ササ オウエン

		承諾 ショウダク		足利ケアサービス		0284-21-7630		0284-21-3109		326-0843		足利市五十部町809-3		足利市、佐野市、太田市 アシカガシ サノシ オオタシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		0		1		ケースによって対応する タイオウ		0		1				3

		承諾 ショウダク		相談支援センターみさと		0285-72-9767				321-4104		芳賀郡益子町大沢2800-5		芳賀郡内（真岡市、益子町、市貝町、芳賀町、茂木町） ハガ グンナイ モオカシ マシコ チョウ イチ ガイ マチ ハガマチ モギマチ		1		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		資源が少ない、短期入所先の確保が難しかった。計画を作るのには、医療情報が難しく感じられた。 シゲン スク タンキ ニュウショ サキ カクホ ムズカ ケイカク ツク イリョウ ジョウホウ ムズカ カン		0				連携の取れる医療関係者がたくさん地域の中にいてくれると安心して生活できるかな。外出や余暇の充実を図るために医療の必要な人の生活が限られてしまっている（あきらめてしまっている） レンケイ ト イリョウ カンケイシャ チイキ ナカ アンシン セイカツ ガイシュツ ヨカ ジュウジツ ハカ イリョウ ヒツヨウ ヒト セイカツ カギ

		承諾 ショウダク		サポートセンターとみや生活支援センター		028-665-8230		028-665-8230		321-2116		宇都宮市徳次郎町540		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		0		1		0		0		0		0		1		1		1		1		1		0				0		1		医療的なケアが必要な利用者様の日中活動先が限られて利用できない人がいる。学校との連携が取りにくい。通勤手段・行事参加制限があり平等性が保たれない。学校はサービスで対応を望み、福祉行政は教育で何とかするべきとつねに折り合わない。 イリョウテキ ヒツヨウ リヨウシャサマ ニッチュウ カツドウ サキ カギ リヨウ ヒト ガッコウ レンケイ ト ツウキン シュダン ギョウジ サンカ セイゲン ビョウドウセイ タモ ガッコウ タイオウ ノゾ フクシ ギョウセイ キョウイク ナン オ ア		0		0		1		0		協力してほしい キョウリョク		1		0		利用できるサービスが限られている。社会参加できる機会が少なく、場が限られている。介護者の負担軽減が取りにくい。夢や希望を叶えるための資源が少ない。 リヨウ カギ シャカイ サンカ キカイ スク バ カギ カイゴシャ フタン ケイゲン ト ユメ キボウ カナ シゲン スク		0				通勤手段、保護者なくても教育が受けられる環境。常に親同行を求めるのでは、自立につながらず、いつになっても親の負担は軽減されない。親が安心して託せる日中活動の場。社会参加、役割を担える環境作り、職場。地域で生活していくための交流の機会や場があるといい。緊急的にレスパイトを受け入れてくれる場。 ツウキン シュダン ホゴシャ キョウイク ウ カンキョウ ツネ オヤ ドウコウ モト ジリツ オヤ フタン ケイゲン オヤ アンシン タク ニッチュウ カツドウ バ シャカイ サンカ ヤクワリ ニナ カンキョウ ヅク ショクバ チイキ セイカツ コウリュウ キカイ バ キンキュウテキ ウ イ バ

		承諾 ショウダク		社会就労センターえいぶるの里 シャカイ シュウロウ サト		0285-22-4561		0285-224581		323-0003		小山市東島田2403-2		小山市、下野市、上三川町、野木町、結城市、古河市、筑西市 オヤマシ シモノ シ カミノカワマチ ノギマチ ユウキシ コガシ ツク ニシ シ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				1		0		自己決定が難しいため、家族中心の考えになってしまうこと。また、利用できる社会資源が少ない。 ジコ ケッテイ ムズカ カゾク チュウシン カンガ リヨウ シャカイ シゲン スク		1				関係機関との連携、特に在宅が長い方は医療機関とのかかわりが家族も含め、希薄になってしまい、二次障害に対応できない。地域に総合的に支援でき、医療的ケアが受けられる場所、または訪問医療の充実が必要と思います。 カンケイ キカン レンケイ トク ザイタク ナガ カタ イリョウ キカン カゾク フク キハク ニジ ショウガイ タイオウ チイキ ソウゴウテキ シエン イリョウテキ ウ バショ ホウモン イリョウ ジュウジツ ヒツヨウ オモ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所「ピュア」		0282-31-3911		0282-31-3912		328-0133		栃木市大森町465		栃木市、鹿沼市、佐野市、小山市、壬生町 トチギシ カヌマシ サノシ オヤマシ ミブマチ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1

		承諾 ショウダク		社会福祉法人とちのみ会　こなかの森 シャカイ フクシ ホウジン カイ モリ		0283-24-5757		0283-24-6294		327-0001		佐野市小中町1280		佐野市、足利市 サノシ アシカガシ		1		0		1		0		1		0		0		1		0		1		0		0		0				1		2		通所型のため、短期入所の受け入れはサービスとして提供できず、他施設の紹介、相談支援事業につなげている。 ツウショ ガタ タンキ ニュウショ ウ イ テイキョウ タ シセツ ショウカイ ソウダン シエン ジギョウ		0		0		0		0				1		0		療養型短期入所ほかの施設への短期入所の受け入れ状況など、受け入れ場所を見つけるなど。短期入所時の発作発症時医療への繋ぎが困難。問題多（かかりつけ医への搬送） リョウヨウガタ タンキ ニュウショ シセツ タンキ ニュウショ ウ イ ジョウキョウ ウ イ バショ ミ タンキ ニュウショ ジ ホッサ ハッショウ ジ イリョウ ツナ コンナン モンダイ タ イ ハンソウ		0				佐野市には、身障（重心）短期入所施設がなく老人施設に佐野市が委託しているが、利用する人もいなく、サービスが使いづらい状態にある。短期入所受け入れ可能施設が増えることで、家族のほうも使いやすく利便性があがると考えます。 サノシ シンショウ ジュウシン タンキ ニュウショ シセツ ロウジン シセツ サノシ イタク リヨウ ヒト ツカ ジョウタイ タンキ ニュウショ ウ イ カノウ シセツ フ カゾク ツカ リベンセイ カンガ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所テトテ		0287-36-7171		0287-36-7181		329-2732		那須塩原市一区町251-1		那須塩原市（大田原、矢板、那須町、那珂川町、烏山） ナスシオバラ シ オオタワラ ヤイタ ナスマチ ナカガワマチ カラスヤマ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		0		1		委託の相談支援事業所や重心専門の事業所に相談する イタク ソウダン シエン ジギョウショ ジュウシン センモン ジギョウショ ソウダン		0		1				3		その方にとって、より専門性の高い方が対応することが望ましいと思いますので、作成が適するか否か周囲のサービス状況なども考慮して決めたいと思います。適切にアドバイスをいただける地域の環境が整っていれば、スキルアップ、経験の積み重ねのためにも作成したいです。 カタ センモンセイ タカ ホウ タイオウ ノゾ オモ サクセイ テキ イナ シュウイ ジョウキョウ コウリョ キ オモ テキセツ チイキ カンキョウ トトノ ケイケン ツ カサ サクセイ		相談支援専門員のスキルアップ。きめ細かい支援（サービスの充実）本人のニーズを正しく理解できる人材の育成と地域の理解。 ソウダン シエン センモンイン コマ シエン ジュウジツ ホンニン タダ リカイ ジンザイ イクセイ チイキ リカイ

		承諾 ショウダク		指定特定相談支援事業所あじさい		0287-60-3361		0287-60-3362		325-0034		那須塩原市東原166		那須塩原市、那須町 ナスシオバラ シ ナスマチ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2				訪問看護、訪問診療を行う医師が必要だと思います。 ホウモン カンゴ ホウモン シンリョウ オコナ イシ ヒツヨウ オモ

		承諾 ショウダク		障害者相談支援センターいぶき		028-678-3502		028-676-3501		329-1216		高根沢町桑窪2266-2		高根沢町 タカネザワマチ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1				短期入所など受け入れてくれる施設を増やしてほしい。県内で受け入れていただけない為、県外の施設を考えなくてはいけない方がいます。 タンキ ニュウショ ウ イ シセツ フ ケンナイ ウ イ タメ ケンガイ シセツ カンガ カタ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所わくわくおやま		0285-24-6575		0285-20-0255		323-0022		小山市駅東通り3-9-6		小山市 オヤマシ		1		0		1		0		1		1		1		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		関係事業所が多いことで情報収集連携等大変。医療機関とも連携を図る必要あり。レスパイト、ショートステイの受入困難。利用できる事業所が少ない。 カンケイ ジギョウショ オオ ジョウホウ シュウシュウ レンケイ ナド タイヘン イリョウ キカン レンケイ ハカ ヒツヨウ ウケイレ コンナン リヨウ ジギョウショ スク		0				重症心身障害児（者）を受け入れしてくれる事業所、施設がもっと多くあればよいと思われる。通所日中一時短期入所など。相談支援、計画作成についてもほかの事業所が受け入れてくれないとの理由で受け入れ可能事業所へ集中してしまう為、相談員への研修等を増やせばよいが。しかし日々の業務が多忙であるため、難しいのかな？ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ ウ イ ジギョウショ シセツ オオ オモ ツウショ ニッチュウ イチジ タンキ ニュウショ ソウダン シエン ケイカク サクセイ ジギョウショ ウ イ リユウ ウ イ カノウ ジギョウショ シュウチュウ タメ ソウダン イン ケンシュウ ナド フ ヒビ ギョウム タボウ ムズカ

		承諾 ショウダク		相談支援センターネクスト		080-8854-9551		0280-612-1558		320-0034		宇都宮市泉町6-25		宇都宮市 ウツノミヤシ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2

		承諾 ショウダク		相談支援事業のぞみ		0287-65-2288		0287-65-2282		329-3152		那須塩原市上中野53		那須塩原市、大田原市、那須町 ナスシオバラ シ オオタワラシ ナスマチ		1		0		1		0		0		0		1		1		1		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		現サービスでの医療ケアをふまえ、将来にむけて他事業との連携につなげるよう計画作成、調整に苦労した。 ゲン イリョウ ショウライ タ ジギョウ レンケイ ケイカク サクセイ チョウセイ クロウ		0				選択肢が増えるよう受け入れ可能な福祉サービス事業所の増加が必要だと思われます。 センタクシ フ ウ イ カノウ フクシ ジギョウショ ゾウカ ヒツヨウ オモ

		承諾 ショウダク		サポートセンターひばり		028-670-0330		028-667-7315		321-3236		宇都宮市竹下町435-159		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		苦労ではないが、お母様がとても一生懸命ですでにサービスも繋がっていたため、現状を計画にする形となったが、計画作成後のかかわりについて相談員としてどのようにすべきことが望ましいかと考える。 クロウ カアサマ イッショウケンメイ ツナ ゲンジョウ ケイカク カタチ ケイカク サクセイ ゴ ソウダン イン ノゾ カンガ		0				福祉サービスや医療、またボランティアが入室されるととてもよいと思います。また、介助者（家族）のケアも考えると気軽に参加できるようなイベント（医療が整っていたり、介助するボランティアさんがいたり）や、同じ重症心身障害児（者）をもつかたとのネットワークがあるといいのかなと思います。 フクシ イリョウ ニュウシツ オモ カイジョシャ カゾク カンガ キガル サンカ イリョウ トトノ カイジョ オナ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ オモ

		承諾 ショウダク		高根沢町障害児者生活支援センターすまいる タカネザワマチ		028-612-2751		028-612-2752		329-1225		栃木県塩谷郡高根沢町石末1825　福祉センター内 ３２９－１２２５ フクシ ナイ		高根沢町 タカネザワマチ		1		0		1		0		0		0		1		0		0		1		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		地元に使える資源がなく苦労した ジモト ツカ シゲン クロウ		0				①医療と福祉の連携ネットワーク②重心の方でも利用できるサービスが増えること③訪問診療医 イリョウ フクシ レンケイ ジュウシン カタ リヨウ フ ホウモン シンリョウ イ

		承諾 ショウダク		障害者相談支援センターフォレスト		0284-91-1816		0284-91-2867		326-0011		足利市大沼田町615		足利市及び近隣市町村 アシカガシ オヨ キンリン シチョウソン		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0				0

		承諾 ショウダク		障がい者相談支援事業所ケアサプライ		0287-73-5312		0287-73-5311		329-3221		栃木県那須郡那須町漆塚762-102 ３２９－３２２１		白河市、那須町、那須塩原市、大田原市 シラカワシ ナスマチ ナスシオバラシ オオタワラシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1				サービスを提供できる事業所の充実を図る テイキョウ ジギョウショ ジュウジツ ハカ

		承諾 ショウダク		南栃木支援センター相談支援		0285-44-6118		0285-44-7215		329-0412		下野市柴1432-105		下野市、小山市、壬生町 シモノ シ オヤマシ ミブマチ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		0		1		介護保険と併用する場合のみ対応する カイゴ ホケン ヘイヨウ バアイ タイオウ		0		1				3		介護保険と併用する場合のみ作成する カイゴ ホケン ヘイヨウ バアイ サクセイ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所とまり木		0287-54-2854		0287-54-2230		324-0231		大田原市北野上3952		大田原市、那須塩原市、那須町 オオタワラシ ナスシオバラシ ナスマチ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1				当事業所の対応範囲は現在、知的障害者特に中・軽度が主だが、精神（高次脳機能障害も含む）分野もやり始めている。今後重症心身障害者もほかの相談支援事業所の助けを得ながら、勉強しながら対応したいと考えている。そのために研修や見学の機会を多く作っていただきたい。今は、当事業所はその程度しか考えられない。 トウ ジギョウショ タイオウ ハンイ ゲンザイ チテキ ショウガイシャ トク チュウ ケイド オモ セイシン コウジ ノウ キノウ ショウガイ フク ブンヤ ハジ コンゴ ジュウショウ シンシン ショウガイシャ ソウダン シエン ジギョウショ タス エ ベンキョウ タイオウ カンガ ケンシュウ ケンガク キカイ オオ ツク イマ トウ ジギョウショ テイド カンガ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所ポンテ		028-652-7288		028-652-6355		321-0341		宇都宮市古賀志町1964-12		宇都宮、鹿沼、日光、壬生 ウツノミヤ カヌマ ニッコウ ミブ		0		1		1		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0				0				未就学児（3～5才）の方の医療型児童発達支援を分離で行う施設が数か所あると良いと思います。 ミシュウガクジ サイ カタ イリョウ ガタ ジドウ ハッタツ シエン ブンリ オコナ シセツ スウ ショ ヨ オモ

		承諾 ショウダク		相談支援センター光輝舎		0285-70-2020		0285-72-8222		321-4105		芳賀郡益子町北中1113-1		芳賀郡、真岡市等 ハガ グン モオカシ ナド		1		0		1		0		1		1		1		1		0		1		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		利用できるサービス事業所が少ない。重心児者に合わせたプログラムが見つからない（近隣で） リヨウ ジギョウショ スク ジュウシン ジ シャ ア ミ キンリン		0				本人の状態にもよるが、重度化する状況に対応できる事業所の確保。家族の負担が大きくなり在宅生活の継続が困難になることが予測されるので、在宅で支援が受けられるような体制の充実と、レスパイトサービスの拡大。 ホンニン ジョウタイ ジュウドカ ジョウキョウ タイオウ ジギョウショ カクホ カゾク フタン オオ ザイタク セイカツ ケイゾク コンナン ヨソク ザイタク シエン ウ タイセイ ジュウジツ カクダイ

		承諾 ショウダク		特定相談支援事業所やすらぎ		028-650-7727		028-650-7728		320-0011		宇都宮市富士見が丘3－19－20		宇都宮市 ウツノミヤシ		0		0		1		0		1		0		0		0		0		1		1		0		0				0		3		対応できるヘルパーがいれば支援する タイオウ シエン		0		0		0		0				0		1				3

		承諾 ショウダク		障がい者支援センターにんべん		028-686-2539		028-686-2584		329-1417		さくら市フィオーレ喜連川5-2-1　フィオーレガーデン1-102		さくら市 シ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1				地域資源アンケートをいただきありがとうございました。設問に対しまして知識不足にこれでいいのかという思いです。相談支援専門員として設問にありました「3」要望がでますれば、先輩相談員・各職種の方々に相談・指導をいただき、相談支援事業を行ってみたいと考えます。大島先生について学ばせて頂きました。 チイキ シゲン セツモン タイ チシキ ブソク オモ ソウダン シエン センモンイン セツモン ヨウボウ センパイ ソウダン イン カクショクシュ カタガタ ソウダン シドウ ソウダン シエン ジギョウ オコナ カンガ オオシマ センセイ マナ イタダ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所おやま		0285-22-1833		0285-228946		323-0014		小山市喜沢660		小山市、下野市 オヤマシ シモノ シ		1		0		1		0		1		1		0		0		0		0		0		1		0				2		3				0		0		0		0				1		0		本人の意思が明確でないので親の意向中心のものになってしまった。 ホンニン イシ メイカク オヤ イコウ チュウシン		0

		承諾 ショウダク		真岡介護センター		0285-80-5200		0285-80-5211		321-4361		真岡市並木町1-8-1　シティ並木102 ナミキ		真岡市、芳賀町南部、市貝町南部、益子町西部、上三川東部 モオカシ ハガマチ ナンブ イチ ガイ チョウ ナンブ マシコ チョウ セイブ カミノカワ トウブ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		0		1				0		1				3		担当者の受け持ちケースの状況など考慮し対応できるか検討したい タントウシャ ウ モ ジョウキョウ コウリョ タイオウ ケントウ

		承諾 ショウダク		さの社協相談支援センターほっぷ		0283-22-8152		0283-22-8199		327-0003		佐野市大橋町3212-27		佐野市全域 サノシ ゼンイキ		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2		現在相談支援専門員1名で行っているため ゲンザイ ソウダン シエン センモンイン メイ オコナ

		承諾 ショウダク		相談支援ウエイブ		0282-23-4465		0282-23-4465		328-0012		栃木市平柳町1-2-7		栃木市、壬生町 トチギシ ミブマチ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		1		0				0		1				2		指定特定相談支援事業で精神に対応しているため シテイ トクテイ ソウダン シエン ジギョウ セイシン タイオウ		ご家族の中だけでは生活がマンネリ化して単調になりかねないので、音楽、体を動かす、読み聞かせ麻痺・拘縮のマッサージなどのリハビリの頻度を高める。ご本人が楽しいと感じることを提供できる。ご家族が疲弊しないよう旅行や趣味などの充実した時間がもてるようサービスを利用していくこと。 カゾク ナカ セイカツ カ タンチョウ オンガク カラダ ウゴ ヨ キ マヒ コウシュク ヒンド タカ ホンニン タノ カン テイキョウ カゾク ヒヘイ リョコウ シュミ ジュウジツ ジカン リヨウ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所わらしべの家		0282-27-1627		0282-27-1675		328-0011		栃木市大宮町2708-3		栃木市 トチギシ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1		専門的な知識が不十分なため行政などの機関と相談しながらの対応となります センモンテキ チシキ フジュウブン ギョウセイ キカン ソウダン タイオウ		短期入所や移動支援などの福祉サービス利用時にお付き合いのある医療機関や訪問看護の看護師が同行でき緊急時の対応が迅速にとれる体制（すでにできていたらすみません） タンキ ニュウショ イドウ シエン フクシ リヨウ ジ ツ ア イリョウ キカン ホウモン カンゴ カンゴシ ドウコウ キンキュウジ タイオウ ジンソク タイセイ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所　空		0287-73-8165		0287-73-8165		329-3157		那須塩原市大原間西1-19-9		那須塩原市、大田原市、那須町 ナスシオバラ シ オオタワラシ ナスマチ		1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		重心のお子様の療育支援をやっていたので、苦労はありませんでしたが、医療（訪問看護）訪問リハ訪問入浴の制度を知らなかったので、その方々との連携が取れて大変勉強になりました。 ジュウシン コサマ リョウイク シエン クロウ イリョウ ホウモン カンゴ ホウモン ホウモン ニュウヨク セイド シ カタガタ レンケイ ト タイヘン ベンキョウ		0				医療的ケアの必要な方には支援スタッフ・必ず看護師の方が不在では双方安心したケアはできません。例）乳幼児の通所事業は保母と看護師さん。小学→高校までは義務教育がありますが事後に生活介護はもちろんですが、本当に重心の方の為の日中活動の場が不足しているとおもいますので重心の方の通所事業は必要と思います。家庭以外で通える場所→一時預かりや療育支援事業→高校卒業後は通所施設（一時預かりも含めて） イリョウテキ ヒツヨウ カタ シエン カナラ カンゴシ カタ フザイ ソウホウ アンシン レイ ニュウヨウジ ツウショ ジギョウ ホボ カンゴシ ショウガク コウコウ ギム キョウイク ジゴ セイカツ カイゴ ホントウ ジュウシン カタ タメ ニッチュウ カツドウ バ フソク ジュウシン カタ ツウショ ジギョウ ヒツヨウ オモ カテイ イガイ カヨ バショ イチジ アズ リョウイク シエン ジギョウ コウコウ ソツギョウゴ ツウショ シセツ イチジ アズ フク

		承諾 ショウダク		相談支援事業所みどり		0285-45-8362		0285-45-8397		329-0214		小山市乙女786-1		小山市、栃木市、古河市、結城市 オヤマシ トチギシ コガシ ユウキシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0		大人は対応可能 オトナ タイオウ カノウ		1		1		大人はあるが、こどもはない。先日訪問介護を事業所にお願いしたところどこの事業所も受けていただけなかった。 オトナ センジツ ホウモン カイゴ ジギョウショ ネガ ジギョウショ ウ		3		成人しか計画相談をしたことがないので不安である。当事業所は相談員が一名なので相談する相手がいない セイジン ケイカク ソウダン フアン トウ ジギョウショ ソウダン イン イチメイ ソウダン アイテ		サービス事業所で受けてもらえないケースがある。特に重心や精神知的等重複して疾患を持っていると問い合わせた時点でお断りされてします。 ジギョウショ ウ トク ジュウシン セイシン チテキ ナド チョウフク シッカン モ ト ア ジテン コトワ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所こころみ		0284-41-5039		0284-43-2665		326-0061		足利市田島町611-2				0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		1		0				0		1				3		これまで前例がなく、またこの障害について熟知した方（機関）があるならそちらでしていただいた方がご本人様にとってよい支援であると考えるから。※現在当法人の入所・通所等サービスを利用されている方の相談支援がほとんどの状況です。 ゼンレイ ショウガイ ジュクチ カタ キカン ホウ ホンニンサマ シエン カンガ ゲンザイ トウホウジン ニュウショ ツウショ ナド リヨウ カタ ソウダン シエン ジョウキョウ

		承諾 ショウダク		相談支援センターのどか　真岡センター		0285-81-5890		0285-85-8452		321-4305		真岡市荒町111-1		真岡市、芳賀町、市貝町、益子町、茂木町 モオカシ ハガマチ イチガイ マチ マシコ チョウ モギ マチ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1				在宅での生活では家族の介護負担の軽減が必要。フォーマルインフォーマルの枠にとらわれない福祉サービス。 ザイタク セイカツ カゾク カイゴ フタン ケイゲン ヒツヨウ ワク フクシ

		承諾 ショウダク		友井タクシー介護ステーションふれあい		0285-30-0840		0285-30-0844		323-0025		小山市城山町2丁目12-25		小山市 オヤマシ		1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		利用するサービスは多様で、施設・病院・学校など医療福祉事業所数も多く連携を図るのが困難。学校行事に参加するための会出自の支援サービスがない。 リヨウ タヨウ シセツ ビョウイン ガッコウ イリョウ フクシ ジギョウショ スウ オオ レンケイ ハカ コンナン ガッコウ ギョウジ サンカ カイ シュツジ シエン		0				ご家族様が安心して預けることができる施設と必要に預けられる施設の数は少ない。片道１時間以上かかるためとても不便に思います。呼吸器の方の預かり先は少ない。 カゾクサマ アンシン アズ シセツ ヒツヨウ アズ シセツ カズ スク カタミチ ジカン イジョウ フベン オモ コキュウキ カタ アズ サキ スク

		承諾 ショウダク		もくせいの里		0282-43-0593		0282-43-1387		329-4405		栃木市大平町西山田1198		栃木市内 トチギシナイ		0		1		1		0		1		0		0		1		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		ニーズにあてはまるサービスがなかった。例）①入浴支援②移送サービス　①自宅の浴槽では支援が入れず訪問入浴を検討。しかし、浴槽を置けるスペースがなく断念。②主たる介護者が入院。学校までの送迎ができず特例で市の移送サービスを利用するもかなり時間を要した。 レイ ニュウヨク シエン イソウ ジタク ヨクソウ シエン ハイ ホウモン ニュウヨク ケントウ ヨクソウ オ ダンネン シュ カイゴシャ ニュウイン ガッコウ ソウゲイ トクレイ シ イソウ リヨウ ジカン ヨウ		0				①地域の理解や協力②受け入れの拡大（重心の通所、24時間看護体制が整った短期入所）③デマンドタクシー等関係者の重心に対する理解（理解附属により資源として存在するが利用しがたい）④児童が入浴支援を受けられる環境（家族の身体的な介護負担軽減） チイキ リカイ キョウリョク ウ イ カクダイ ジュウシン ツウショ ジカン カンゴ タイセイ トトノ タンキ ニュウショ ナド カンケイシャ ジュウシン タイ リカイ リカイ フゾク シゲン ソンザイ リヨウ ジドウ ニュウヨク シエン ウ カンキョウ カゾク シンタイテキ カイゴ フタン ケイゲン

		承諾 ショウダク		足利障害者相談支援センター		0284-44-0307		0284-44-0318		326-0064		足利市東砂原後町1072		足利市、佐野市 アシカガシ サノシ		1		0		1		0		1		0		0		1		0		1		0		1		0				1		0				0		0		0		0				0		1				2		委託相談支援事業所のため イタク ソウダン シエン ジギョウショ		医療的ケアが整った施設のショートステイ充実が必要。また、特に呼吸器をつけた方のショート療養介護の利用とそれらを利用するための送迎体制の充実が必要。 イリョウテキ トトノ シセツ ジュウジツ ヒツヨウ トク コキュウキ カタ リョウヨウ カイゴ リヨウ リヨウ ソウゲイ タイセイ ジュウジツ ヒツヨウ

		承諾 ショウダク		指定障害者相談支援事業所あるしぇん		0282-86-7665		0282-21-7109		321-0201		栃木県下都賀郡壬生町安塚2032 ３２１－０２０１		壬生町 ミブマチ		1		0		1		0		1		0		0		1		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		①相談支援専門員として重症心身障害児（者）の方に対する支援の知識や経験が少ない②医療的ケアが必要となる方に対して対応できる福祉サービス（事業所）が少ない。 ソウダン シエン センモンイン ジュウショウシンシンショウガイジ シャ カタ タイ シエン チシキ ケイケン スク イリョウテキ ヒツヨウ カタ タイ タイオウ フクシ ジギョウショ スク		0				医療的ケアが必要な方に関して、福祉のサービスでは対応しきれない部分が多く、結果として家族が本人を抱え込まざるを得ない現状があるように感じます。家族の介護負担が少しでも軽減できるよう福祉サービスも柔軟な対応が出来るようになるといいなと思います。 イリョウテキ ヒツヨウ カタ カン フクシ タイオウ ブブン オオ ケッカ カゾク ホンニン カカ コ エ ゲンジョウ カン カゾク カイゴ フタン スコ ケイゲン フクシ ジュウナン タイオウ デキ オモ

		承諾 ショウダク		下野市相談支援事業所 こばと		0285-44-6783		0285-44-6783		329-0414		下野市小金井1146-6		下野市、上三川町 シモノ シ カミノカワマチ		1		0		1		0		0		0		1		1		0		1		1		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		医療的ケアが必要な乳幼児に対応できるヘルパー事業所。短期入所・日中一時支援事業所が近くにない（少ない）。 イリョウテキ ヒツヨウ ニュウヨウジ タイオウ ジギョウショ タンキ ニュウショ ニッチュウ イチジ シエン ジギョウショ チカ スク		0				設問5で回答した内容：外出可能な方は児童発達支援を利用可能であるが無理な方は外部との交流をもちにくい。訪問看護・訪問リハビリが入っているケースはいいがない場合母子で孤立しがち。幸いあそびの支援をしてくれるヘルパー事業所があり支援につながっている。ヘルパー利用を希望されない家庭、利用したくてもヘルパー事業所がない等支援に苦慮する。 セツモン カイトウ ナイヨウ ガイシュツ カノウ カタ ジドウ ハッタツ シエン リヨウ カノウ ムリ カタ ガイブ コウリュウ ホウモン カンゴ ホウモン ハイ バアイ ボシ コリツ サイワ シエン ジギョウショ シエン リヨウ キボウ カテイ リヨウ ジギョウショ ナド シエン クリョ

		承諾 ショウダク		相談支援センターぴあん ソウダン シエン		0282-31-1755		0282-31-2919		328-0067		栃木市皆川城内町333-2		栃木市、小山市 トチギシ オヤマシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1				これまで現場で関わったことがなく、事例検討でしか情報を把握しておらず不安はあります。でも関係機関やご家族様からいろいろなことを教えて頂きながら相談支援として専門性を活かせればと思っています。色々な立場の方からお話をお伺いしてもご家族や医療機関専門的な事業所の負担が大きく相談支援があまり役に立つことができていない（場合によっては自ら引いてしまう）今の現状を少しでも変えていければいいと思います。 ゲンバ カカ ジレイ ケントウ ジョウホウ ハアク フアン カンケイ キカン カゾクサマ オシ イタダ ソウダン シエン センモンセイ イ オモ イロイロ タチバ カタ ハナシ ウカガ カゾク イリョウ キカン センモンテキ ジギョウショ フタン オオ ソウダン シエン ヤク タ バアイ ミズカ ヒ イマ ゲンジョウ スコ カ オモ

		承諾 ショウダク		うつのみや		028-632-6074/090-4059-9728		028-632-6075		320-0861		宇都宮市西2-1-7		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				3		専門的な知識を社会資源のアドバイスを他相談支援事業所からいただきながらみずからの事業所で引き受けるという形が望ましい センモンテキ チシキ シャカイ シゲン ホカ ソウダン シエン ジギョウショ ジギョウショ ヒ ウ カタチ ノゾ

		承諾 ショウダク		サポートセンターきりん		028-612-3838		028-678-3257		321-0905		栃木県宇都宮市平出工業団地43-100 ３２１－０９０５		宇都宮市 ウツノミヤシ		0		1		1		0		1		0		0		1		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		療養介護に入所しているので他のサービスの利用が困難。そのための社会資源をつなげたり、活用したりするのが難しい。 リョウヨウ カイゴ ニュウショ ホカ リヨウ コンナン シャカイ シゲン カツヨウ ムズカ		0				今後、市町村などで展開されていく生活拠点に関する事業をうまく活用できればいいなと感じています。入所されている方々については地域とのつながり方が今後は重要になってくると思われますので、広く門扉を開けた活動などが多くなってくるといいなと思っています。 コンゴ シチョウソン テンカイ セイカツ キョテン カン ジギョウ カツヨウ カン ニュウショ カタガタ チイキ カタ コンゴ ジュウヨウ オモ ヒロ モンピ ア カツドウ オオ オモ

		承諾 ショウダク		さわやか相談支援センター		0280-57-4884		0280-57-4994		329-0112		野木町南赤塚1145-1		小山市、野木町、古河市、栃木市 オヤマシ ノギマチ コガシ トチギシ		0		1		1		0		0		0		1		0		0		1		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		現実的な目標の位置づけ ゲンジツテキ モクヒョウ イチ		0

		承諾 ショウダク		相談支援事業所つばさ		0287-53-7393		0287-53-7394		324-0044		大田原市親園824-1		大田原市、那須塩原市、那須烏山市、矢板市、さくら市、那須町、塩谷町、高根沢町 オオタワラシ ナスシオバラシ ナスカラスヤマシ ヤイタシ シ ナスマチ シオ タニ マチ タカネザワマチ		1		0		1		0		1		0		1		1		0		1		0		0		0				1		2		医療的なケアが必要なケース、将来的に短期入所につなげたいケースだった為、専門の事業所に依頼した イリョウテキ ヒツヨウ ショウライテキ タンキ ニュウショ タメ センモン ジギョウショ イライ		1		1		0		0				1		0		使えるサービスの少なさに調整が難しかった ツカ スク チョウセイ ムズカ		1				乳幼児期の受け入れ可能な福祉サービス等の社会資源が必要である。 ニュウヨウジ キ ウ イ カノウ フクシ ナド シャカイシゲン ヒツヨウ

		承諾 ショウダク		特定相談支援センターはじめ		0284-22-4561		0284-22-4562		326-0143		足利市葉鹿町735-1		足利市 アシカガシ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1

		承諾 ショウダク		上三川障がい児・者生活相談支援センター		0285-38-6854		0285-38-6841		329-0611		上三川町上三川5082-15		上三川町 カミノカワマチ		1		0		1		0		1		0		0		1		0		0		0		0		0				1		0				0		0		0		0				1		0				0

		承諾 ショウダク		はつらつサロン南天相談支援事業所		0285-22-4659		0285-38-6529		323-0027		小山市花垣町2-3-19		小山市、栃木市 オヤマシ トチギシ		0		0		1		0		1		1		0		1		1		1		1		1		0				0		0				0		0		0		0				1		0		利用したいサービス事業所が少なく生活改善、家族、支援者の負担軽減に繋がらない（訪問入浴、ショートステイ、生活介護などなど（就労Ａ型））医師によっては連携が困難。何処の精神科がよいかと利用者に問われるが答えは解らない。 リヨウ ジギョウショ スク セイカツ カイゼン カゾク シエンシャ フタン ケイゲン ツナ ホウモン ニュウヨク セイカツ カイゴ シュウロウ ガタ イシ レンケイ コンナン ドコ セイシンカ リヨウシャ ト コタ ワカ		0				本人の選択や受け入れ事業所の間口を広げる。例えば入浴はヘルパーの2人対応で行ているがヘルパー不足や腰痛の悪化などで対応が難しくなってくる。機会浴のできる生活介護を勧めるも本人の選択肢がない。自宅から出かける自由さのようなものが閉ざされているような気がする。反面高齢者のサービスは増加する一方で利用者が不足し閉鎖なども聞かれる。高齢者・障害者がともにデイサービスやショートステイを利用できるようにならないかと思う。障害児については働く両親をサポートすることで生活の安定や療育などへ通園のし易さを図り、送迎サービスの充実など。 ホンニン センタク ウ イ ジギョウショ マグチ ヒロ タト ニュウヨク ニン タイオウ オコナ ブソク ヨウツウ アッカ タイオウ ムズカ キカイ ヨク セイカツ カイゴ スス ホンニン センタクシ ジタク デ ジユウ ト キ ハンメン コウレイシャ ゾウカ イッポウ リヨウシャ フソク ヘイサ キ コウレイシャ ショウガイシャ リヨウ オモ ショウガイジ ハタラ リョウシン セイカツ アンテイ リョウイク ツウエン ヤス ハカ ソウゲイ ジュウジツ

		承諾 ショウダク		障がい者生活支援センターこぶし		028-680-5746		028-688-0214		321-0126		栃木県宇都宮市茂原町837-1		宇都宮市、上三川町 ウツノミヤシ カミノカワマチ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1				①医療機関との細かな連携体制②相談関係者を含め本人に関わり支援をするなかで即座に動きが取れるようなフットワークの軽いチーム作り イリョウ キカン コマ レンケイ タイセイ ソウダン カンケイシャ フク ホンニン カカ シエン ソクザ ウゴ ト カル ヅク

								Ｑ2.重症心身障害児（者）の定義をご存知ですか

				1		知っている シ		40

				2		知らない シ		33

								Ｑ3.重症心身障害児（者）の方（家族・関係機関等）からの相談を受けたことがありますか

						ある		35

						ない		43

										それは誰からの相談でしたか

								ａ.家族 カゾク		27

								ｂ.支援者 シエンシャ		6

								ｃ.関係機関 カンケイ キカン		12

										それはどんな相談でしたか

								生活上の相談 セイカツ ジョウ ソウダン		19

								医療的な相談 イリョウテキ ソウダン		7

								制度に関する相談 セイド カン ソウダン		15

								教育に関する相談 キョウイク カン ソウダン		5

								サービス等利用計画書作成に関する相談 ナド リヨウ ケイカクショ サクセイ カン ソウダン		26

								その他 タ		3

										それらの相談事業所として対応（解決）はできましたか

								ａ.できた		27

								ｂ.できなかった		4

								Ｑ4.Ｑ3-2「ない」→これから重症心身障害児（者）の方（本人・家族等）からの相談があればどのように対応されますか

						自分の事業所で対応する ジブン ジギョウショ タイオウ		17

						ほかの相談支援事業所へ依頼する ソウダン シエン ジギョウショ イライ		15

						行政に依頼する ギョウセイ イライ		8

						その他 タ		9

								Ｑ5.重症心身障害児（者）の方のサービス等利用計画書を作成したことがありますか

						ある		33

						ない		46

						今後依頼があれば作成する コンゴ イライ サクセイ		15

						他の相談支援事業所に依頼する ホカ ソウダン シエン ジギョウショ イライ		18

						作成するかどうかわからない サクセイ		14

										「ない」と回答 カイトウ



重症心身障害児（者）の定義をご存知ですか

Ｑ2.重症心身障害児（者）の定義をご存知ですか	Ｑ3.重症心身障害児（者）の方（家族・関係機関等）からの相談を受けたことがありますか	それは誰からの相談でしたか	それはどんな相談でしたか	それらの相談事業所として対応（解決）はできましたか	Ｑ5.重症心身障害児（者）の方のサービス等利用計画書を作成したことがありますか	Ｑ5.重症心身障害児（者）の方のサービス等利用計画書

　　 を作成したことがありますか

ない
59%



訪問看護事業所

		Ｑ1.貴施設について、お伺いいたします キ シセツ ウカガ

		1		事業所名 ジギョウショ メイ

		2		電話番号 デンワ バンゴウ

		3		FAX番号 バンゴウ

		4		所在地 ショザイチ

		5		職員構成（常勤・非常勤は問いません） ショクイン コウセイ ジョウキン ヒジョウキン ト

						看護師 カンゴシ

						作業療法士 サギョウ リョウホウシ

						准看護師 ジュンカンゴシ

						理学療法士 リガク リョウホウシ

						保健師 ホケンシ

						言語療法士 ゲンゴ リョウホウシ

						その他 タ

		6		訪問可能な主な市町村 ホウモン カノウ オモ シチョウソン

		Q2.いままでに以下の項目を在宅看護で行ったことがありますか（あるものすべてにチェックをしてください） イカ コウモク ザイタク カンゴ オコナ

								成人在宅 セイジン ザイタク				小児在宅 ショウニ ザイタク

				在宅人工呼吸器の管理 ザイタク ジンコウ コキュウキ カンリ

				気管カニューレの交換 キカン コウカン

				気管カニューレ部位のガーゼ交換 キカン ブイ コウカン

				気管内吸引 キカンナイ キュウイン

				食事介助 ショクジ カイジョ

				経鼻チューブの交換 ケイビ コウカン

				胃瘻の管理 イロウ カンリ

				経管栄養の注入 ケイカン エイヨウ チュウニュウ

				ストーマの管理 カンリ

				尿道カテーテルの管理 ニョウドウ カンリ

				導尿 ドウニョウ

				入浴介助 ニュウヨク カイジョ

				看護師によるリハビリテーション カンゴシ

				OTもしくはPTによるリハビリテーション

				中心静脈カテーテル管理 チュウシン ジョウミャク カンリ

				高カロリー輸液の管理 コウ ユエキ カンリ

				薬剤の静注（抗生物質や利尿剤など） ヤクザイ ジョウチュウ コウセイ ブッシツ リニョウザイ

				麻薬による疼痛コントロール マヤク ウズ ツウ

				終末期の医療的ケア シュウマツキ イリョウテキ

				在宅での看取り ザイタク ミト

				24時間対応 ジカン タイオウ

		Q3.現時点で、依頼のあった場合、重症心身障害児（者）の在宅医療を行うことはできますか ゲンジテン イライ バアイ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ ザイタク イリョウ オコナ

		1		できる

		2		できない

		3		要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン

		Q4.依頼があった場合に可能な医療的ケアと身体介護についてお答えください イライ バアイ カノウ イリョウテキ シンタイ カイゴ コタ

		※個別シートにて対応 コベツ タイオウ



				Ｑ1.貴施設について、お伺いいたします キ シセツ ウカガ																										Q2.いままでに以下の項目を在宅看護で行ったことがありますか（あるものすべてにチェックをしてください）【1.ある、0.ない】 イカ コウモク ザイタク カンゴ オコナ																																																																																				Q3		Q4.依頼があった場合に可能な医療的ケアと身体介護についてお答えください【1.できる、2.できない、3.要相談（条件による）】 イライ バアイ カノウ イリョウテキ シンタイ カイゴ コタ ヨウ ソウダン ジョウケン																																																																																																																																																																																																																		Q5.重症心身障害児（者）の方に対する医療、在宅生活等についてお気づきのことなど、ご自由にお書きください ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ カタ タイ イリョウ ザイタク セイカツナド キ ジユウ カ

				事業所名 ジギョウショ メイ		電話番号 デンワ バンゴウ		FAX番号 バンゴウ		郵便番号 ユウビンバンゴウ		所在地 ショザイチ		職員構成（常勤・非常勤は問いません）【人数：名】 ショクイン コウセイ ジョウキン ヒジョウキン ト ニンズウ メイ														訪問可能な主な市町村 ホウモン カノウ オモ シチョウソン		在宅人工呼吸器の管理 ザイタク ジンコウ コキュウキ カンリ				気管カニューレの交換 キカン コウカン				気管カニューレ部位のガーゼ交換 キカン ブイ コウカン				気管内吸引 キカンナイ キュウイン				食事介助 ショクジ カイジョ				経鼻チューブの交換 ケイビ コウカン				胃瘻の管理 イロウ カンリ				経管栄養の注入 ケイカン エイヨウ チュウニュウ				ストーマの管理 カンリ				尿道カテーテルの管理 ニョウドウ カンリ				導尿 ドウニョウ				入浴介助 ニュウヨク カイジョ				看護師によるリハビリテーション カンゴシ				OTもしくはPTによるリハビリテーション				中心静脈カテーテル管理 チュウシン ジョウミャク カンリ				高カロリー輸液の管理 コウ ユエキ カンリ				薬剤の静注（抗生物質や利尿剤など） ヤクザイ ジョウチュウ コウセイ ブッシツ リニョウザイ				麻薬による疼痛コントロール マヤク ウズ ツウ				終末期の医療的ケア シュウマツキ イリョウテキ				在宅での看取り ザイタク ミト				24時間対応 ジカン タイオウ						在宅人工呼吸器の管理 ザイタク ジンコウ コキュウキ カンリ										気管カニューレの交換 キカン コウカン										気管カニューレの管理（日常の交換以外の対応） キカン カンリ ニチジョウ コウカン イガイ タイオウ										気管内吸引 キカンナイ キュウイン										食事介助 ショクジ カイジョ										経鼻チューブの交換 ケイビ コウカン										ストーマの管理 カンリ										尿道カテーテルの管理 ニョウドウ カンリ										導尿 ドウニョウ										入浴介助 ニュウヨク カイジョ										看護師によるリハビリテーション カンゴシ										OTもしくはPTによるリハビリテーション										中心静脈カテーテル管理 チュウシン ジョウミャク カンリ										高カロリー輸液の管理 コウ ユエキ カンリ										薬剤の静注（抗生物質や利尿剤など） ヤクザイ ジョウチュウ コウセイ ブッシツ リニョウザイ										麻薬による疼痛コントロール マヤク トウツウ										終末期の医療的ケア シュウマツキ イリョウテキ										在宅での看取り ザイタク ミト										24時間対応 ジカン タイオウ										外出の介助 ガイシュツ カイジョ										通院の介助 ツウイン カイジョ

		承諾可否 ショウダク カヒ												看護師 カンゴシ		作業療法士 サギョウ リョウホウシ		准看護師 ジュンカンゴシ		理学療法士 リガク リョウホウシ		保健師 ホケンシ		言語療法士 ゲンゴ リョウホウシ		その他 タ				成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ				乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ

		否 ヒ		曙訪問看護ステーション アケボノ ホウモン カンゴ		028-660-7803		028-683-5306		321-0901		宇都宮市平出町413番地		8		3		0		3		0		1				宇都宮、高根沢 ウツノミヤ タカネザワ		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		3		2		2		2		2		3		2		2		2		2		2		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		1		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		1		1		1		3		3		3		1		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		2		2		2		2		2		いつも大変お世話になっております。当STでも数名の小児利用者をNS、PT、OTでサポートしています。又、貴院のショートステイを利用させて頂いております。ご利用者様、家族が安心して過ごせるよう地域でサポートできたらと考えています。どうぞよろしくお願い申し上げます。 タイヘン セワ トウ スウメイ ショウニ リヨウシャ マタ キ イン リヨウ イタダ リヨウシャサマ カゾク アンシン ス チイキ カンガ ネガ モウ ア

		否 ヒ		とちぎメディカルセンター		0282-22-5810		0282-225812		328-0043		栃木市境町27-21		9		0		4		1		0		1		2		栃木市、小山市、壬生町 トチギシ オヤマシ ミブマチ		1		1		1		0		1		1		1		1		1		0		1		0		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		0		1		1		3		2		1		1		1		1		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		2		2		2		1		1		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		1		1		1		1		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		2		2		2		2		2

		否 ヒ		あいケアステーション		0282-23-6221		0282-24-9850		328-0074		栃木市薗部町2-5-9		1		0		2		2		0		0				栃木市 トチギシ		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		3		2		2		2		2		3		2		2		2		2		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		3		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		3		2		2		2		2		3		2		2		2		2		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		2		2		2		2		3

		否 ヒ		訪問看護ステーションこすもす		0285-80-5511		0285-80-5512		321-4337		真岡市上高間木2-24-4		4		2		0		1		0		0						1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		3		2		2		2		3		3		2		2		2		3		3		2		2		2		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		3		3		3		3		3		3		3		2		2		2		3		3		2		2		2		3		3		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		2		2		2		2		3		2		2		2		2		3		2		2		2		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		1		3		3		3		3		3		2		2		2		2		2		緊急時に主治医又はバッックベットのある病院との連携がとれる体制が整っていないと、在宅での対応に不安があります。
現在のところ、小児科、精神科看護を経験したスタッフがいない為、受け入れに不安がありますので今回はガイドマップ等に公表することに同意する事は控えさせていただきたいと思います。 キンキュウジ シュジイ マタ ビョウイン レンケイ タイセイ トトノ ザイタク タイオウ フアン ゲンザイ ショウニカ セイシンカ カンゴ ケイケン タメ ウ イ フアン コンカイ ナド コウヒョウ ドウイ コト ヒカ オモ

		否 ヒ		訪問看護ステーションひばり		0289-64-7226		0289-64-2225		322-8550		鹿沼市下田町1-1033		6		1		0		1		0		0				市内及び近隣市 シナイ オヨ キンリン シ		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		0		1		1		2

chizuru_tanaka: 未記入		1		1		2		2		1		2		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		1		3		3		1		1		1		3		3		3		3		1		3		3		1		1		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		1		3		3		3		1		1		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1

		否 ヒ		訪問看護ステーション那須		0287-73-5048		0287-63-4566		325-0023		那須塩原市豊浦10-706		5		0		2		0		0		0				那須塩原市、大田原市、那須町 ナスシオバラ シ オオタワラシ ナスマチ		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		0		0		1		0		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		2

chizuru_tanaka: 未記入		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1

		承諾 ショウダク		さくら訪問看護ステーション		0287-29-3252		0287-29-3252		324-0058		大田原市紫塚3-2633-10		5		0		0		1		0		0				大田原市、那須塩原市、矢板市 オオタワラシ ナスシオバラ シ ヤイタ シ		1		0		1		1		1		1		1		1		1		0		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		0		1		1		3		3		3		3		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		小児の受入数（実績）が少ないので、実際依頼があった場合、入院中から手技等の指導を受けたいと思います。 ショウニ ウケイレスウ ジッセキ スク ジッサイ イライ バアイ ニュウインチュウ シュギ ナド シドウ ウ オモ

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションたんぽぽ		0280-57-1888		0280-57-3819		329-0101		下都賀郡野木町友沼5119-12		20		3		0		5		0		0		2		野木町、小山市、旧藤岡町 ノギマチ オヤマシ キュウ フジオカマチ		1		1		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		1		1		1		1		1		1		0		0		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		3		1		1		1		1		1		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		3		3		3		3		3		1		1		3		2		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		2		2		2		2		2		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		受け入れてくれる訪問看護Stの数が少ないと思います。研修会の機会を設けてサービス体制が構築できると良いと思います。 ウ イ ホウモン カンゴ カズ スク オモ ケンシュウカイ キカイ モウ タイセイ コウチク ヨ オモ

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションうつのみや		028-612-6103		028-612-6104		320-0852		宇都宮市下砥上町字並塚643番地1		11		0		0		0		0		0		1		宇都宮市、壬生町 ウツノミヤシ ミブマチ		1		1		0		0		1		1		1		1		1		0		0		0		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		2

chizuru_tanaka: 未記入		3		3		3		3		1		2		2		2		2		2		3		3		3		1		1		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		3		3		3		1		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		3		3		3		1		1		3		3		3		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーション石橋		0285-52-2293		0285-52-2268		329-0511		下野市石橋628番地		7		0		0		1		0		0		1		下野市、上三川町、壬生町、宇都宮市（部） シモノ シ カミノカワマチ ミブマチ ウツノミヤシ ブ		1		1		0		0		1		1		1		1		1		0		1		0		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		3		1		1		1		1		1		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		1		3		3		3		3		3		3		3		3		1		1		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		2		2		2		2		2		最近、訪問依頼が増えてきていますが、私たち看護師の力量不足から利用者家族へ満足のいく看護が提供できないように感じています。現在の、利用者家族から教わることが多くあり、私たちが勉強になります。ただ、訪問していて思うことは、ご両親の今までの経験でケアが進み危険であり、指導させていただいても理解が得られないこともあり、ジレンマとなっています。例）誤嚥性肺炎を繰り返している方にヘッドアップして食事を摂るよう説明してもフラットのままであったり、他の方でPEG造設されているので、栄養はPEGからにして経口からは楽しみ程度にしてと言っても、食事を経口から摂るなど。 サイキン ホウモン イライ フ ワタクシ カンゴシ リキリョウ ブソク リヨウシャ カゾク マンゾク カンゴ テイキョウ カン ゲンザイ リヨウシャ カゾク オソ オオ ワタシ ベンキョウ ホウモン オモ リョウシン イマ ケイケン スス キケン シドウ リカイ エ レイ ゴエンセイ ハイエン ク カエ カタ ショクジ ト セツメイ ホカ カタ ゾウ セツ エイヨウ ケイコウ タノ テイド イ ショクジ ケイコウ ト

		承諾 ショウダク		マロニエ訪問看護ステーション		0287-37-6322		0287-39-3305		329-2763		那須塩原市井口537-3 にしなすの総合在宅ｹｱｾﾝﾀｰ内		5		7		0		5		0		2		1		那須塩原市、那須町、大田原市　リハビリのみ→那珂川町訪問可能 ナスシオバラ シ ナスマチ オオタワラシ ナカガワ マチ ホウモン カノウ		1		1		1		0		1		1		1		1		0		0		0		1		1		1		1		1		1		0		1		1		1		1		1		1		0		0		1		1		1		0		1		0		0		0		1		0		1		1		1		1		1		1		3		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーション佐野		0283-86-7013		0283-86-7031		327-0847		佐野市天神町７７４－２２ メープルハイツ１０１号室		3		0		1		0		0		0		1		足利市、佐野市、栃木市（旧岩船市） アシカガシ サノシ トチギシ キュウ イワフネ シ		0		0		0		0		1		0		1		0		1		0		0		0		1		0		0		0		1		0		1		0		0		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		2		2		2		2		2		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1

		承諾 ショウダク		とちぎ訪問看護ステーションくろばね		0287-54-0507		0287-54-0580		324-0241		大田原市黒羽向町142番地		6		0		0		0		1		0		2		大田原市、那須塩原市、那須町、那珂川町 オオタワラシ ナスシオバラ シ ナスマチ ナカガワマチ		1		0		0		0		1		1		1		1		1		0		1		0		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		3		3		3		3		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		1		2		2		2		2		2		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3

		承諾 ショウダク		鹿沼訪問看護ステーション		0289-60-5650		0289-60-1687		322-0021		鹿沼市上野町320-3高橋ビル１階１０３号室		5		0		0		0		0		0				鹿沼市、旧宇都宮市、旧今市市、壬生町、西片町 カヌマシ キュウ ウツノミヤシ キュウ イマイチシ ミブマチ ニシカタマチ		0		0		0		0		0		0		1		0		1		0		0		0		1		0		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		2

chizuru_tanaka: 未記入		2		2		2		2		1		2		2		2		2		3		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションほっと		028-626-5739		028-625-8201		321-0974		宇都宮市竹林町958		11		0		0		2		0		0		0		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2

		承諾 ショウダク		芳賀赤十字訪問看護ステーション		0285-84-8266		0285-84-8266		321-4306		真岡市台町2461		6		0		0		0		0		0		0		芳賀郡全域（真岡市、益子町、芳賀町、茂木町） ハガ グン ゼンイキ モオカシ マシコマチ ハガマチ モギ マチ		1		1		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		3		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		当ステーションは今年度小児在宅医との連携を開始することができました。安心して在宅療養を継続できるよう、多職種と連携し、実施しています。高齢者が介護サービスを選択するように、サービスの充実は得られていません。現実は家族だけで利用者（児）のケアを実施しているケースもあり家族の介護負担は大きいと考えます。負担軽減のためには、スムーズなレスパイト入院や日中の一時お預かり等充実した施設が増えることでさらに安心した療養環境の提供ができると思います。よろしくお願いいたします。 トウ コンネンド ショウニ ザイタク イ レンケイ カイシ アンシン ザイタク リョウヨウ ケイゾク タ ショクシュ レンケイ ジッシ コウレイシャ カイゴ センタク ジュウジツ エ ゲンジツ カゾク リヨウシャ ジ ジッシ カゾク カイゴ フタン オオ カンガ フタン ケイゲン ニュウイン ニッチュウ イチジ アズ ナド ジュウジツ シセツ フ アンシン リョウヨウ カンキョウ テイキョウ オモ ネガ

		承諾 ショウダク		とちぎ訪問看護ステーションみぶ		0282-82-7262		0282-82-7260		321-0218		下都賀郡壬生町落合1-18-12		16		0		0		0		0		0		1		上三川町、下野市、壬生町、宇都宮 カミノカワマチ シモノ シ ミブ チョウ ウツノミヤ		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		1		0		1		1		1		1		1		1		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		病院との連携が大切。在宅生活を支援するためにチームで対応する（介護者の支援） ビョウイン レンケイ タイセツ ザイタク セイカツ シエン タイオウ カイゴシャ シエン

		承諾 ショウダク		ＷＡＤＥＷＡＤＥ訪問看護ステーション		028-666-5420		028-666-5460		321-0923		栃木県宇都宮市下栗町2913-1 ３２１－０９２３		12		0		0		0		0		0				宇都宮市、上三川町、 ウツノミヤシ カミノカワマチ		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		0		0		1		0		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		重心の方を看る側（介護者）の負担軽減の必要性を感じてしまいます。まだまだ「私がやらなければ」という気持ちが強く、様々な資源活用へと動きが進むような発信が大切だと思っています。 ジュウシン カタ ミ ガワ カイゴシャ フタン ケイゲン ヒツヨウセイ カン ワタシ キモ ツヨ サマザマ シゲン カツヨウ ウゴ スス ハッシン タイセツ オモ

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションあい		0287-83-8035		0287-83-8222		321-0628		那須烏山市金井2-5-9 ベンチャープラザ7号室 ゴウシツ		8		0		1		0		0		0		1		那須烏山市、那珂川町、茂木町、一貝町 ナスカラスヤマシ ナカガワマチ モギマチ イチ ガイ マチ		1		1		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		0		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		小児や重心など医療依存度が高い方には家族が安心して預けられる事業所とスタッフが必要です（レスパイトの本当の意味で）訪問看護スタッフが動きやすい仕組みがあればもっと介入できると思います。例えば在宅以外への支援での算定が可能になる。長時間支援が可能になるなど。在宅支援診療所が多ければ助かります。開業医で努力してくださる医師の力で乗り切っている地域は特にそう感じます。後方病院親元病院との連携、地域との調整などスムーズにシームレスに行われるとうれしいです。行政からの介入が少なく、制度のことなど知らないまま苦労されている方が多いので、窓口での丁寧かつタイミングよく助言をしていただくと嬉しいです。 ショウニ ジュウシン イリョウ イゾンド タカ カタ カゾク アンシン アズ ジギョウショ ヒツヨウ ホントウ イミ ホウモン カンゴ ウゴ シク カイニュウ オモ タト ザイタク イガイ シエン サンテイ カノウ チョウジカン シエン カノウ ザイタク シエン シンリョウジョ オオ タス カイギョウイ ドリョク イシ チカラ ノ キ チイキ トク カン コウホウ ビョウイン オヤモト ビョウイン レンケイ チイキ チョウセイ オコナ ギョウセイ カイニュウ スク セイド シ クロウ カタ オオ マドグチ テイネイ ジョゲン ウレ

		承諾 ショウダク		あおい訪問看護ステーション		0284-73-9456		0284-72-7600		326-0831		足利市堀込町2556 セレッソ・コート１階		16		0		0		4		0		0				足利市とその周辺（佐野市、館林市、巴楽町、太田市、桐生市） アシカガシ シュウヘン サノシ タテバヤシシ トモエ ラク マチ オオタシ キリュウシ		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1

		承諾 ショウダク		那須赤十字訪問看護ステーション		0287-23-8866		0287-23-8903		324-8686		大田原市中田原1081-4		8		1		0		0		0		0				大田原市、那須塩原市（一部を除く） オオタワラシ ナスシオバラ シ イチブ ノゾ		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		1		1		0		1		0		1		1		1		0		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションゆりの木		0287-47-5123		0287-47-5124		324-0028		大田原市山の手1-1-7 ヤマ テ		4		0		0		0		0		0				大田原市、那須塩原市、那珂川町 オオタワラシ ナスシオバラ シ ナカガワマチ		1		1		1		0		1		1		1		1		0		0		0		1		1		0		1		1		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		0		0		1		0		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		3		1		1		1		1		2		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		3		1		1		1		1		3		1		1		1		1		1		1		1		1		3		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		3		3		1		3		3		1		1		1		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		重症心身障害児施設で勤務したことのある看護師が2名いますので積極的に依頼があれば支援させていただきたいと思っています。こどもはやはり親元で成長発達できることが何よりも必要なことであると思っています。 ジュウショウ シンシン ショウガイ ジ シセツ キンム カンゴシ メイ セッキョクテキ イライ シエン オモ オヤモト セイチョウ ハッタツ ナニ ヒツヨウ オモ

		承諾 ショウダク		ライフ訪問看護リハビリテーション		0284-64-8799		0284-64-8335		326-0831		足利市堀込町2656-7　ASKビル３０１号		5		0		0		1		0		0		0		足利市、佐野市、館林市、邑楽郡、太田市、桐生市 アシカガシ サノシ タテバヤシシ オウラ グン オオタシ キリュウシ		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		この件に関する研修の案内が少ないため、学ぶ機会をもっと増やしてほしい ケン カン ケンシュウ アンナイ スク マナ キカイ フ

		承諾 ショウダク		わくわく訪問看護ステーションおやま		0285-24-6575		0285-20-0255		323-0022		小山市駅東通り3-9-6		11		0		0		5		0		0		0		小山市、結城市（茨城県）、下野市の一部、栃木市（PTのみ） オヤマシ ユウキシ イバラキケン シモノ シ イチブ トチギシ		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		1		1		1		1		3		3		3		1		1		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		自立支援のケアマネージャーがいるが、医療福祉行政をうまく連携してまとめる役割が果たせていない。それぞれが別々で動いており、介護者が困ったときの相談窓口に迷う。 ジリツ シエン イリョウ フクシ ギョウセイ レンケイ ヤクワリ ハ ベツベツ ウゴ カイゴシャ コマ ソウダン マドグチ マヨ

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーション風		028-612-1333		028-612-1384		321-0117		宇都宮市城南3丁目5-6		3		1		0		1		0		0				宇都宮、鹿沼、下野、壬生 ウツノミヤ カヌマ シモノ ミブ		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		1		1		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1

		承諾 ショウダク		宮の橋訪問看護ステーション		028-635-9839		028-635-9839		321-0963		宇都宮市南大通り1-1-23		7		0		0		1		0		0		0		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		1		1		0		1		1		1		1		1		0		0		0		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		レスパイト等受け入れ先が少ない。市のコーディネーター様がご多忙の様子であり、要望に対しての対応にかなりの時間を要する（対応されないこともある）。年度変わるときなど、担当者（市）の引き継ぎがされず、進んでいた調整も振り出しに戻ってしまうことがある。 トウ ウ イ サキ スク シ サマ タボウ ヨウス ヨウボウ タイ タイオウ ジカン ヨウ タイオウ ネンド カ タントウシャ シ ヒ ツ スス チョウセイ フ ダ モド

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションオリーブ		0282-27-8414		0282-27-8415		328-0027		栃木市今泉町1丁目17番29号		7		0		0		0		0		0				栃木市、小山市、下野市、壬生町 トチギシ オヤマシ シモノ シ ミブ マチ		1		1		1		0		1		1		1		1		0		0		0		0		1		1		1		1		0		0		1		1		1		0		1		1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションマザーの家		0283-85-7771		0283-85-7772		327-0504		佐野市中町942-1		2		0		3		0		0		0				佐野市 サノシ		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーション卯の郷		028-682-7770		028-682-7766		329-1311		さくら市氏家2650番地		3		0		0		0		0		0				さくら市（周辺15ｋｍ以内）、塩谷町、那須烏山市、宇都宮市、高根沢町 シ シュウヘン イナイ シオヤ マチ ナスカラスヤマシ ウツノミヤシ タカネザワ マチ		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		3		3		3		3		3		1		2		2		2		2		2		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		2		2		2		3		3		3		3		1		1		1		3		3		3		3		1		2		2		2		2		2		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		2		2		2		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションたかねざわ		028-680-1701		028-680-1702		329-1233		塩谷郡高根沢町宝積寺2426-8 		16		0		0		0		0		0				高根沢町、さくら市、那須烏山市、芳賀町、市貝町、茂木町、益子町、宇都宮市 タカネザワマチ シ ナスカラスヤマシ ハガ マチ イチ カイ チョウ モギマチ マシコ チョウ ウツノミヤシ		1		1		1		0		1		1		1		1		1		0		1		0		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		2		2		2		2		2

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションみどり		0285-45-8362		0285-45-8397		329-0214		小山市乙女786-1		3		0		1		0		0		0				小山市、栃木市、古河市、結城市 オヤマシ トチギシ コガシ ユウキシ		0		0		1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		1		0		1		0		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		3		2		2		2		3		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		1		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		1		1		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		訪問看護師がもっと社会資源として同行できるとよいと思う。在宅での療養はもっと看護師が活躍できる体制が整うとよいと思った。 ホウモン カンゴシ シャカイ シゲン ドウコウ オモ ザイタク リョウヨウ カンゴシ カツヤク タイセイ トトノ オモ

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションあるく		028-643-5586		028-678-8796		320-0036		宇都宮市小幡2-6-14 		5		0		1		0		0		0		1		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		0		1		0		1		0		1		0		0		1		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3

		承諾 ショウダク		とちぎ訪問看護ステーションおやま		0285-39-8602		0285-39-8607		323-0827		栃木県小山市神鳥谷2251-7 ３２３－０８２７		12		0		0		0		0		0		1		小山市、下野市（南部）、野木町（北部） オヤマシ シモノ シ ナンブ ノギ マチ ホクブ		1		1		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		1		1		1		0		0		1		0		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		3		3		1		1		1		3		1		1		1		1		小児の重症心身障害児の訪問看護を行っていく上で。たびたび感じるのが成長に伴った教育、就学が難しく親御さんの希望通りにいかないことが多く残念に思います。難しいところだと思いますが… ショウニ ジュウショウ シンシン ショウガイジ ホウモン カンゴ オコナ ウエ カン セイチョウ トモナ キョウイク シュウガク ムズカ オヤゴ キボウ ドオ オオ ザンネン オモ ムズカ オモ

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションここあ		028-600-3735		028-600-3736		321-2116		栃木県宇都宮市徳次郎町998-9 ３２１－２１１６		10		1		0		1		0		0		2		宇都宮市、日光市、 ウツノミヤシ ニッコウシ		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2

chizuru_tanaka: 未記入		

chizuru_tanaka: 未記入		

chizuru_tanaka: 未記入		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3















																														Q2.いままでに以下の項目を在宅看護で行ったことがありますか（あるものすべてにチェックをしてください）																																																																																						Q4.依頼があった場合に可能な医療的ケアと身体介護についてお答えください

				事業所名 ジギョウショ メイ		電話番号 デンワ バンゴウ		FAX番号 バンゴウ		郵便番号 ユウビンバンゴウ		所在地 ショザイチ		職員構成（常勤・非常勤は問いません）【人数：名】 ショクイン コウセイ ジョウキン ヒジョウキン ト ニンズウ メイ														訪問可能な主な市町村 ホウモン カノウ オモ シチョウソン		在宅人工呼吸器の管理 ザイタク ジンコウ コキュウキ カンリ				気管カニューレの交換 キカン コウカン				気管カニューレ部位のガーゼ交換 キカン ブイ コウカン				気管内吸引 キカンナイ キュウイン				食事介助 ショクジ カイジョ				経鼻チューブの交換 ケイビ コウカン				胃瘻の管理 イロウ カンリ				経管栄養の注入 ケイカン エイヨウ チュウニュウ				ストーマの管理 カンリ				尿道カテーテルの管理 ニョウドウ カンリ				導尿 ドウニョウ				入浴介助 ニュウヨク カイジョ				看護師によるリハビリテーション カンゴシ				OTもしくはPTによるリハビリテーション				中心静脈カテーテル管理 チュウシン ジョウミャク カンリ				高カロリー輸液の管理 コウ ユエキ カンリ				薬剤の静注（抗生物質や利尿剤など） ヤクザイ ジョウチュウ コウセイ ブッシツ リニョウザイ				麻薬による疼痛コントロール マヤク ウズ ツウ				終末期の医療的ケア シュウマツキ イリョウテキ				在宅での看取り ザイタク ミト				24時間対応 ジカン タイオウ						在宅人工呼吸器の管理 ザイタク ジンコウ コキュウキ カンリ										気管カニューレの交換 キカン コウカン										気管カニューレの管理（日常の交換以外の対応） キカン カンリ ニチジョウ コウカン イガイ タイオウ										気管内吸引 キカンナイ キュウイン										食事介助 ショクジ カイジョ										経鼻チューブの交換 ケイビ コウカン										ストーマの管理 カンリ										尿道カテーテルの管理 ニョウドウ カンリ										導尿 ドウニョウ										入浴介助 ニュウヨク カイジョ										看護師によるリハビリテーション カンゴシ										OTもしくはPTによるリハビリテーション										中心静脈カテーテル管理 チュウシン ジョウミャク カンリ										高カロリー輸液の管理 コウ ユエキ カンリ										薬剤の静注（抗生物質や利尿剤など） ヤクザイ ジョウチュウ コウセイ ブッシツ リニョウザイ										麻薬による疼痛コントロール マヤク トウツウ										終末期の医療的ケア シュウマツキ イリョウテキ										在宅での看取り ザイタク ミト										24時間対応 ジカン タイオウ										外出の介助 ガイシュツ カイジョ										通院の介助 ツウイン カイジョ

														看護師 カンゴシ		作業療法士 サギョウ リョウホウシ		准看護師 ジュンカンゴシ		理学療法士 リガク リョウホウシ		保健師 ホケンシ		言語療法士 ゲンゴ リョウホウシ		その他 タ				成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ				乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ
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																																																																																																																		できない		8		7		8		5		1		18		15		14		12		6		6		6		6		4		1		5		5		5		4		0		6		6		6		5		1		11		11		11		9		3		5		5		5		3		0		8		8		8		5		0		9		8		8		5		0		5		6		5		4		1		8		7		7		6		2		19		18		18		19		17		7		7		7		6		1		6		6		6		5		1		10		10		10		7		2		6		6		6		5		1		6		6		6		5		2		5		5		5		4		1		5		5		5		4		1		11		11		11		10		7		17		17		17		16		13

																																																																																																																		要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン		8		7		7		9		6		7		8		7		9		10		6		6		6		6		3		4		4		3		1		0		3		3		2		2		2		7		6		4		4		4		8		7		6		5		2		10		8		4		4		1		9		8		4		5		2		3		3		0		0		2		8		7		5		5		2		6		6		7		6		5		7		7		4		3		2		7		6		4		2		1		10		10		8		9		5		16		16		15		14		8		10		11		9		9		4		10		11		10		9		4		6		6		5		5		0		16		16		14		14		13		12		11		10		10		10



																																																																																																																		Ｑ4.できる

																																																																																																																				在宅人工呼吸器の管理		気管カニューレの交換		気管カニューレの管理（日常の交換以外の対応）		気管内吸引		食事介助		経鼻チューブの交換		ストーマの管理		尿道カテーテルの管理		導尿		入浴介助		看護師によるリハビリテーション		OTもしくはPTによるリハビリテーション		中心静脈カテーテル管理 チュウシン ジョウミャク カンリ		高カロリー輸液の管理 コウ ユエキ カンリ		薬剤の静注（抗生物質や利尿剤など） ヤクザイ ジョウチュウ コウセイ ブッシツ リニョウザイ		麻薬による疼痛コントロール マヤク トウツウ		終末期の医療的ケア シュウマツキ イリョウテキ		在宅での看取り ザイタク ミト		24時間対応 ジカン タイオウ		外出の介助		通院の介助

																																																																																																																		乳児～2歳 ニュウジ サイ		18		9		22		25		25		16		21		16		16		26		18		9		20		21		14		12		18		19		23		7		5

																																																																																																																		3～6歳 サイ		20		11		22		25		25		17		22		18		18		25		20		10		20		22		14		12		17		18		23		7		6

																																																																																																																		7歳～12歳 サイ サイ		19		13		22		26		26		19		23		22		22		29		22		9		23		24		16		13		19		19		24		9		7

																																																																																																																		13～17歳 サイ		20		13		24		29		24		21		26		25		24		30		23		9		25		27		18		15		20		21		25		10		8

																																																																																																																		18歳以上 サイイジョウ		27		18		30		34		31		27		32		33		32		31		30		12		31		32		27		25		28		29		33		14		11



																																																																																																																		Ｑ4.できない

																																																																																																																				在宅人工呼吸器の管理		気管カニューレの交換		気管カニューレの管理（日常の交換以外の対応）		気管内吸引		食事介助		経鼻チューブの交換		ストーマの管理		尿道カテーテルの管理		導尿		入浴介助		看護師によるリハビリテーション		OTもしくはPTによるリハビリテーション		中心静脈カテーテル管理 チュウシン ジョウミャク カンリ		高カロリー輸液の管理 コウ ユエキ カンリ		薬剤の静注（抗生物質や利尿剤など） ヤクザイ ジョウチュウ コウセイ ブッシツ リニョウザイ		麻薬による疼痛コントロール マヤク トウツウ		終末期の医療的ケア シュウマツキ イリョウテキ		在宅での看取り ザイタク ミト		24時間対応 ジカン タイオウ		外出の介助		通院の介助

																																																																																																																		乳児～2歳 ニュウジ サイ		8		18		6		5		6		11		5		8		9		5		8		19		7		6		10		6		6		5		5		11		17

																																																																																																																		3～6歳 サイ		7		15		6		5		6		11		5		8		8		6		7		18		7		6		10		6		6		5		5		11		17

																																																																																																																		7歳～12歳 サイ サイ		8		14		6		5		6		11		5		8		8		5		7		18		7		6		10		6		6		5		5		11		17

																																																																																																																		13～17歳 サイ		5		12		4		4		5		9		3		5		5		4		6		19		6		5		7		5		5		4		4		10		16

																																																																																																																		18歳以上 サイイジョウ		1		6		1		0		1		3		0		0		0		1		2		17		1		1		2		1		2		1		1		7		13



																																																																																																																		Ｑ4.要相談 ヨウ ソウダン

																																																																																																																				在宅人工呼吸器の管理		気管カニューレの交換		気管カニューレの管理（日常の交換以外の対応）		気管内吸引		食事介助		経鼻チューブの交換		ストーマの管理		尿道カテーテルの管理		導尿		入浴介助		看護師によるリハビリテーション		OTもしくはPTによるリハビリテーション		中心静脈カテーテル管理 チュウシン ジョウミャク カンリ		高カロリー輸液の管理 コウ ユエキ カンリ		薬剤の静注（抗生物質や利尿剤など） ヤクザイ ジョウチュウ コウセイ ブッシツ リニョウザイ		麻薬による疼痛コントロール マヤク トウツウ		終末期の医療的ケア シュウマツキ イリョウテキ		在宅での看取り ザイタク ミト		24時間対応 ジカン タイオウ		外出の介助		通院の介助

																																																																																																																		乳児～2歳 ニュウジ サイ		8		7		6		4		3		7		8		10		9		3		8		6		7		7		10		16		10		10		6		16		12

																																																																																																																		3～6歳 サイ		7		8		6		4		3		6		7		8		8		3		7		6		7		6		10		16		11		11		6		16		11

																																																																																																																		7歳～12歳 サイ サイ		7		7		6		3		2		4		6		4		4		0		5		7		4		4		8		15		9		10		5		14		10

																																Q3.現時点で、依頼のあった場合、重症心身障害児（者）の在宅医療を行うことはできますか ゲンジテン イライ バアイ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ ザイタク イリョウ オコナ																																																																																		13～17歳 サイ		9		9		6		1		2		4		5		4		5		0		5		6		3		2		9		14		9		9		5		14		10

																														できる		14																																																																																		18歳以上 サイイジョウ		6		10		3		0		2		4		2		1		2		2		2		5		2		1		5		8		4		4		0		13		10

																														できない		6

																														要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン		14



																														在宅人工呼吸器の管理 ザイタク ジンコウ コキュウキ カンリ		気管カニューレの交換 キカン コウカン		気管カニューレ部位のガーゼ交換 キカン ブイ コウカン		気管内吸引 キカンナイ キュウイン		食事介助 ショクジ カイジョ		経鼻チューブの交換 ケイビ コウカン		胃瘻の管理 イロウ カンリ		経管栄養の注入 ケイカン エイヨウ チュウニュウ		ストーマの管理 カンリ		尿道カテーテルの管理 ニョウドウ カンリ		導尿 ドウニョウ		入浴介助 ニュウヨク カイジョ		看護師によるリハビリテーション カンゴシ		OTもしくはPTによるリハビリテーション		中心静脈カテーテル管理 チュウシン ジョウミャク カンリ		高カロリー輸液の管理 コウ ユエキ カンリ		薬剤の静注（抗生物質や利尿剤など） ヤクザイ ジョウチュウ コウセイ ブッシツ リニョウザイ		麻薬による疼痛コントロール マヤク ウズ ツウ		終末期の医療的ケア シュウマツキ イリョウテキ		在宅での看取り ザイタク ミト		24時間対応 ジカン タイオウ

																												成人 セイジン		28		24		30		31		28		22		32		31		32		33		31		33		33		16		29		30		28		30		32		31		33

																												小児 ショウニ		21		11		23		24		14		17		21		19		6		7		8		20		18		9		2		4		3		3		6		4		22



成人	在宅人工呼吸器の管理	気管カニューレの交換	気管カニューレ部位のガーゼ交換	気管内吸引	食事介助	経鼻チューブの交換	胃瘻の管理	経管栄養の注入	ストーマの管理	尿道カテーテルの管理	導尿	入浴介助	看護師によるリハビリテーション	OTもしくはPTによるリハビリテ	ーション	中心静脈カテーテル管理	高カロリー輸液の管理	薬剤の静注（抗生物質や利尿剤など）	麻薬による疼痛コントロール	終末期の医療的ケア	在宅での看取り	24時間対応	28	24	30	31	28	22	32	31	32	33	31	33	33	16	29	30	28	30	32	31	33	小児	在宅人工呼吸器の管理	気管カニューレの交換	気管カニューレ部位のガーゼ交換	気管内吸引	食事介助	経鼻チュー	ブの交換	胃瘻の管理	経管栄養の注入	ストーマの管理	尿道カテーテルの管理	導尿	入浴介助	看護師によるリハビリテーション	OTもしくはPTによるリハビリテーション	中心静脈カテーテル管理	高カロリー輸液の管理	薬剤の静注（抗生物質や利尿剤など）	麻薬による疼痛コントロール	終末期の医療的ケア	在宅での看取り	24時間対応	21	11	23	24	14	17	21	19	6	7	8	20	18	9	2	4	3	3	6	4	22	Q3.現時点で、依頼のあった場合、重症心身障害児（者）の在宅医療を行うことはできますか

Q3.現時点で、依頼のあった場合、重症心身障害児（者）の在宅医療を行うことはできますか	できる	できない	要相談（条件による）	14	6	14	乳児～2歳	在宅人工呼吸器の管理	気管カニューレの交換	気管カニューレの管理（日常の交換以外の対応）	気管内吸引	食事介助	経鼻チューブの交換	ストーマの管理	尿道カテーテルの管理	導尿	入浴介助	看護師によるリハビリテーション	OTもしくはPTによるリハビリテーション	中心静脈カテーテル管理	高カロリー輸液の管理	薬剤の静注（抗生物質や利尿剤など）	麻薬による疼痛コント	ロール	終末期の医療的ケア	在宅での看取り	24時間対応	外出の介助	通院の介助	18	9	22	25	25	16	21	16	16	26	18	9	20	21	14	12	18	19	23	7	5	3～6歳	在宅人工呼吸器の管理	気管カニューレの交換	気管カニューレの管理（日常の交換以外の対応）	気管内吸引	食事介助	経鼻チューブの交換	ストーマの管理	尿道カテーテルの管理	導尿	入浴介助	看護師によるリハビリテーション	OTもしくはPTによるリハビリテーション	中心静脈カテーテル管理	高カロリー輸液の管理	薬剤の静注（抗生物質や利尿剤など）	麻薬による疼痛コントロール	終末期の医療的ケア	在宅での看取り	24時間対応	外出の介助	通院の介助	20	11	22	25	25	17	22	18	18	25	20	10	20	22	14	12	17	18	23	7	6	7歳～12歳	在宅人工呼吸	器の管理	気管カニューレの交換	気管カニューレの管理（日常の交換以外の対応）	気管内吸引	食事介助	経鼻チューブの交換	ストーマの管理	尿道カテーテルの管理	導尿	入浴介助	看護師によるリハビリテーション	OTもしくはPTによるリハビリテーション	中心静脈カテーテル管理	高カロリー輸液の管理	薬剤の静注（抗生物質や利尿剤など）	麻薬による疼痛コントロール	終末期の医療的ケア	在宅での看取り	24時間対応	外出の介助	通院の介助	19	13	22	26	26	19	23	22	22	29	22	9	23	24	16	13	19	19	24	9	7	13～17歳	在宅人工呼吸器の管理	気管カニューレの交換	気管カニューレの管理（日常の交換以外の対応）	気管内吸引	食事介助	経鼻チューブの交換	ストーマの管理	尿道カテーテルの管理	導尿	入浴介助	看護師によるリハビリテーション	OTもしくはPTによるリハビリテーション	中心静脈カテーテル管理	高カロリー輸液の管理	薬剤の静注（抗生物質や利尿剤など）	麻薬による疼痛コントロール	終末期の医療的ケア	在宅での看取り	24時間対応	外出の介助	通院の介助	20	13	24	29	24	21	26	25	24	30	23	9	25	27	18	15	20	21	25	10	8	18歳以上	在宅人工呼吸器の管理	気管カニューレの交換	気管カニューレの管理（日常の交換以外の対応）	気管内吸引	食事介助	経鼻チューブの交換	ストーマの管理	尿道カテーテルの管理	導尿	入浴介助	看護師によるリハビリテーション	OTもしくはPTによるリハビリテーション	中心静脈カテーテル管理	高カロリー輸液の管理	薬剤の静注（抗生物質や利尿剤など）	麻薬による疼痛コントロール	終末期の医療的ケア	在宅での看取り	24時間対応	外出の介助	通院の介助	27	18	30	34	31	27	32	33	32	31	30	12	31	32	27	25	28	29	33	14	11	乳児～2歳	在宅人工呼吸器の管理	気管カニューレの交換	気管カニューレの管理（日常の交換以外の対応）	気管内吸引	食事介助	経鼻チューブの交換	ストーマの管理	尿道カテーテルの管理	導尿	入浴介助	看護師によるリハビリテーション	OTもしくはPTによるリハビリテーション	中心静脈カテーテル	管理	高カロリー輸液の管理	薬剤の静注（抗生物質や利尿剤など）	麻薬による疼痛コントロール	終末期の医療的ケア	在宅での看取り	24時間対応	外出の介助	通院の介助	8	18	6	5	6	11	5	8	9	5	8	19	7	6	10	6	6	5	5	11	17	3～6歳	在宅人工呼吸器の管理	気管カニューレの交換	気管カニューレの管理（日常の交換以外の対応）	気管内吸引	食事介助	経鼻チューブの交換	ストーマの管理	尿道カテーテルの管理	導尿	入浴介助	看護師によるリハビリテーション	OTもしくはPTによるリハビリテーション	中心静脈カテーテル管理	高カロリー輸液の管理	薬剤の静注（抗生物質や利尿剤など）	麻薬による疼痛コントロール	終末期の医療的ケア	在宅での看取り	24時間対応	外出の介助	通院の介助	7	15	6	5	6	11	5	8	8	6	7	18	7	6	10	6	6	5	5	11	17	7歳～12歳	在宅人工呼吸器の管理	気管カニューレの交換	気管カニューレの管理（日常の交換以外の対応）	気管内吸引	食事介助	経鼻チューブの交換	ストーマの管理	尿道カテーテルの管理	導尿	入浴介助	看護師によるリハビリテーション	OTもしくはPTによるリハビリテーション	中心静脈カテーテル管理	高カロリー輸液の管理	薬剤の静注（抗生物質や利尿剤など）	麻薬による疼痛コントロール	終末期の医療的ケア	在宅での看取り	24時間対応	外出の介助	通院の介助	8	14	6	5	6	11	5	8	8	5	7	18	7	6	10	6	6	5	5	11	17	13～17歳	在宅人工呼吸器の管理	気管カニューレの交換	気管カニューレの管理（日常の交換以外の対応）	気管内吸引	食事介助	経鼻チューブの交換	ストーマの管理	尿道カテーテルの管理	導尿	入浴介助	看護師によるリハビリテーション	OTもしくはPTによるリハビリテーション	中心静脈カテーテル管理	高カロリー輸液の管理	薬剤の静注（抗生物質や利尿剤など）	麻薬による疼痛コントロール	終末期の医療的ケア	在宅での看取り	24時間対応	外出の介助	通院の介助	5	12	4	4	5	9	3	5	5	4	6	19	6	5	7	5	5	4	4	10	16	18歳以上	在宅人工呼吸器の管理	気管カニューレの交換	気管カニューレの管理（日常の交換以外の対応）	気管内吸引	食事介助	経鼻チューブの交換	ストーマの管理	尿道カテーテルの管理	導尿	入浴介助	看護師によるリハビリテーション	OTもしくはPTによるリハビリテーション	中心静脈カテーテル管理	高カロリー輸液の管理	薬剤の静注（抗生物質や利尿剤など）	麻薬による疼痛コントロール	終末期の医療的ケア	在宅での看取り	24時間対応	外出の介助	通院の介助	1	6	1	0	1	3	0	0	0	1	2	17	1	1	2	1	2	1	1	7	13	

乳児～2歳	在宅人工呼吸器の管理	気管カニューレの交換	気管カニューレの管理（日常の交換以外の対応）	気管内吸引	食事介助	経鼻チューブの交換	ストーマの管理	尿道カテーテルの管理	導尿	入浴介助	看護師によるリハビリテーション	OTもしくはPTによるリハビリテーション	中心静脈カテーテル	管理	高カロリー輸液の管理	薬剤の静注（抗生物質や利尿剤など）	麻薬による疼痛コントロール	終末期の医療的ケア	在宅での看取り	24時間対応	外出の介助	通院の介助	8	7	6	4	3	7	8	10	9	3	8	6	7	7	10	16	10	10	6	16	12	3～6歳	在宅人工呼吸器の管理	気管カニューレの交換	気管カニューレの管理（日常の交換以外の対応）	気管内吸引	食事介助	経鼻チューブの交換	ストーマの管理	尿道カテーテルの管理	導尿	入浴介助	看護師によるリハビリテーション	OTもしくはPTによるリハビリテーション	中心静脈カテーテル管理	高カロリー輸液の管理	薬剤の静注（抗生物質や利尿剤など）	麻薬による疼痛コントロール	終末期の医療的ケア	在宅での看取り	24時間対応	外出の介助	通院の介助	7	8	6	4	3	6	7	8	8	3	7	6	7	6	10	16	11	11	6	16	11	7歳～12歳	在宅人工呼吸器の管理	気管カニューレの交換	気管カニューレの管理（日常の交換以外の対応）	気管内吸引	食事介助	経鼻チューブの交換	ストーマの管理	尿道カテーテルの管理	導尿	入浴介助	看護師によるリハビリテーション	OTもしくはPTによるリハビリテーション	中心静脈カテーテル管理	高カロリー輸液の管理	薬剤の静注（抗生物質や利尿剤など）	麻薬による疼痛コントロール	終末期の医療的ケア	在宅での看取り	24時間対応	外出の介助	通院の介助	7	7	6	3	2	4	6	4	4	0	5	7	4	4	8	15	9	10	5	14	10	13～17歳	在宅人工呼吸器の管理	気管カニューレの交換	気管カニューレの管理（日常の交換以外の対応）	気管内吸引	食事介助	経鼻チューブの交換	ストーマの管理	尿道カテーテルの管理	導尿	入浴介助	看護師によるリハビリテーション	OTもしくはPTによるリハビリテーション	中心静脈カテーテル管理	高カロリー輸液の管理	薬剤の静注（抗生物質や利尿剤など）	麻薬による疼痛コントロール	終末期の医療的ケア	在宅での看取り	24時間対応	外出の介助	通院の介助	9	9	6	1	2	4	5	4	5	0	5	6	3	2	9	14	9	9	5	14	10	18歳以上	在宅人工呼吸器の管理	気管カニューレの交換	気管カニューレの管理（日常の交換以外の対応）	気管内吸引	食事介助	経鼻チューブの交換	ストーマの管理	尿道カテーテルの管理	導尿	入浴介助	看護師によるリハビリテーション	OTもしくはPTによるリハビリテーション	中心静脈カテーテル管理	高カロリー輸液の管理	薬剤の静注（抗生物質や利尿剤など）	麻薬による疼痛コントロール	終末期の医療的ケア	在宅での看取り	24時間対応	外出の介助	通院の介助	6	10	3	0	2	4	2	1	2	2	2	5	2	1	5	8	4	4	0	13	10	

訪問看護事業所 (2)

		Ｑ1.貴施設について、お伺いいたします キ シセツ ウカガ

		1		事業所名 ジギョウショ メイ

		2		電話番号 デンワ バンゴウ

		3		FAX番号 バンゴウ

		4		所在地 ショザイチ

		5		職員構成（常勤・非常勤は問いません） ショクイン コウセイ ジョウキン ヒジョウキン ト

						看護師 カンゴシ

						作業療法士 サギョウ リョウホウシ

						准看護師 ジュンカンゴシ

						理学療法士 リガク リョウホウシ

						保健師 ホケンシ

						言語療法士 ゲンゴ リョウホウシ

						その他 タ

		6		訪問可能な主な市町村 ホウモン カノウ オモ シチョウソン

		Q2.いままでに以下の項目を在宅看護で行ったことがありますか（あるものすべてにチェックをしてください） イカ コウモク ザイタク カンゴ オコナ

								成人在宅 セイジン ザイタク				小児在宅 ショウニ ザイタク

				在宅人工呼吸器の管理 ザイタク ジンコウ コキュウキ カンリ

				気管カニューレの交換 キカン コウカン

				気管カニューレ部位のガーゼ交換 キカン ブイ コウカン

				気管内吸引 キカンナイ キュウイン

				食事介助 ショクジ カイジョ

				経鼻チューブの交換 ケイビ コウカン

				胃瘻の管理 イロウ カンリ

				経管栄養の注入 ケイカン エイヨウ チュウニュウ

				ストーマの管理 カンリ

				尿道カテーテルの管理 ニョウドウ カンリ

				導尿 ドウニョウ

				入浴介助 ニュウヨク カイジョ

				看護師によるリハビリテーション カンゴシ

				OTもしくはPTによるリハビリテーション

				中心静脈カテーテル管理 チュウシン ジョウミャク カンリ

				高カロリー輸液の管理 コウ ユエキ カンリ

				薬剤の静注（抗生物質や利尿剤など） ヤクザイ ジョウチュウ コウセイ ブッシツ リニョウザイ

				麻薬による疼痛コントロール マヤク ウズ ツウ

				終末期の医療的ケア シュウマツキ イリョウテキ

				在宅での看取り ザイタク ミト

				24時間対応 ジカン タイオウ

		Q3.現時点で、依頼のあった場合、重症心身障害児（者）の在宅医療を行うことはできますか ゲンジテン イライ バアイ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ ザイタク イリョウ オコナ

		1		できる

		2		できない

		3		要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン

		Q4.依頼があった場合に可能な医療的ケアと身体介護についてお答えください イライ バアイ カノウ イリョウテキ シンタイ カイゴ コタ

		※個別シートにて対応 コベツ タイオウ



				Ｑ1.貴施設について、お伺いいたします キ シセツ ウカガ																										Q2.いままでに以下の項目を在宅看護で行ったことがありますか（あるものすべてにチェックをしてください）【1.ある、0.ない】 イカ コウモク ザイタク カンゴ オコナ																																																																																				Q3		Q4.依頼があった場合に可能な医療的ケアと身体介護についてお答えください【1.できる、2.できない、3.要相談（条件による）】 イライ バアイ カノウ イリョウテキ シンタイ カイゴ コタ ヨウ ソウダン ジョウケン																																																																																																																																																																																																																		Q5.重症心身障害児（者）の方に対する医療、在宅生活等についてお気づきのことなど、ご自由にお書きください ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ カタ タイ イリョウ ザイタク セイカツナド キ ジユウ カ

				事業所名 ジギョウショ メイ		電話番号 デンワ バンゴウ		FAX番号 バンゴウ		郵便番号 ユウビンバンゴウ		所在地 ショザイチ		職員構成（常勤・非常勤は問いません）【人数：名】 ショクイン コウセイ ジョウキン ヒジョウキン ト ニンズウ メイ														訪問可能な主な市町村 ホウモン カノウ オモ シチョウソン		在宅人工呼吸器の管理 ザイタク ジンコウ コキュウキ カンリ				気管カニューレの交換 キカン コウカン				気管カニューレ部位のガーゼ交換 キカン ブイ コウカン				気管内吸引 キカンナイ キュウイン				食事介助 ショクジ カイジョ				経鼻チューブの交換 ケイビ コウカン				胃瘻の管理 イロウ カンリ				経管栄養の注入 ケイカン エイヨウ チュウニュウ				ストーマの管理 カンリ				尿道カテーテルの管理 ニョウドウ カンリ				導尿 ドウニョウ				入浴介助 ニュウヨク カイジョ				看護師によるリハビリテーション カンゴシ				OTもしくはPTによるリハビリテーション				中心静脈カテーテル管理 チュウシン ジョウミャク カンリ				高カロリー輸液の管理 コウ ユエキ カンリ				薬剤の静注（抗生物質や利尿剤など） ヤクザイ ジョウチュウ コウセイ ブッシツ リニョウザイ				麻薬による疼痛コントロール マヤク ウズ ツウ				終末期の医療的ケア シュウマツキ イリョウテキ				在宅での看取り ザイタク ミト				24時間対応 ジカン タイオウ						在宅人工呼吸器の管理 ザイタク ジンコウ コキュウキ カンリ										気管カニューレの交換 キカン コウカン										気管カニューレの管理（日常の交換以外の対応） キカン カンリ ニチジョウ コウカン イガイ タイオウ										気管内吸引 キカンナイ キュウイン										食事介助 ショクジ カイジョ										経鼻チューブの交換 ケイビ コウカン										ストーマの管理 カンリ										尿道カテーテルの管理 ニョウドウ カンリ										導尿 ドウニョウ										入浴介助 ニュウヨク カイジョ										看護師によるリハビリテーション カンゴシ										OTもしくはPTによるリハビリテーション										中心静脈カテーテル管理 チュウシン ジョウミャク カンリ										高カロリー輸液の管理 コウ ユエキ カンリ										薬剤の静注（抗生物質や利尿剤など） ヤクザイ ジョウチュウ コウセイ ブッシツ リニョウザイ										麻薬による疼痛コントロール マヤク トウツウ										終末期の医療的ケア シュウマツキ イリョウテキ										在宅での看取り ザイタク ミト										24時間対応 ジカン タイオウ										外出の介助 ガイシュツ カイジョ										通院の介助 ツウイン カイジョ

		承諾可否 ショウダク カヒ												看護師 カンゴシ		作業療法士 サギョウ リョウホウシ		准看護師 ジュンカンゴシ		理学療法士 リガク リョウホウシ		保健師 ホケンシ		言語療法士 ゲンゴ リョウホウシ		その他 タ				成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ				乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ

		否 ヒ		曙訪問看護ステーション アケボノ ホウモン カンゴ		028-660-7803		028-683-5306		321-0901		宇都宮市平出町413番地		8		3		0		3		0		1				宇都宮、高根沢 ウツノミヤ タカネザワ		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		3		2		2		2		2		3		2		2		2		2		2		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		1		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		1		1		1		3		3		3		1		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		2		2		2		2		2		いつも大変お世話になっております。当STでも数名の小児利用者をNS、PT、OTでサポートしています。又、貴院のショートステイを利用させて頂いております。ご利用者様、家族が安心して過ごせるよう地域でサポートできたらと考えています。どうぞよろしくお願い申し上げます。 タイヘン セワ トウ スウメイ ショウニ リヨウシャ マタ キ イン リヨウ イタダ リヨウシャサマ カゾク アンシン ス チイキ カンガ ネガ モウ ア

		否 ヒ		とちぎメディカルセンター		0282-22-5810		0282-225812		328-0043		栃木市境町27-21		9		0		4		1		0		1		2		栃木市、小山市、壬生町 トチギシ オヤマシ ミブマチ		1		1		1		0		1		1		1		1		1		0		1		0		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		0		1		1		3		2		1		1		1		1		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		2		2		2		1		1		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		1		1		1		1		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		2		2		2		2		2

		否 ヒ		あいケアステーション		0282-23-6221		0282-24-9850		328-0074		栃木市薗部町2-5-9		1		0		2		2		0		0				栃木市 トチギシ		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		3		2		2		2		2		3		2		2		2		2		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		3		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		3		2		2		2		2		3		2		2		2		2		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		2		2		2		2		3

		否 ヒ		訪問看護ステーションこすもす		0285-80-5511		0285-80-5512		321-4337		真岡市上高間木2-24-4		4		2		0		1		0		0						1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		3		2		2		2		3		3		2		2		2		3		3		2		2		2		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		3		3		3		3		3		3		3		2		2		2		3		3		2		2		2		3		3		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		2		2		2		2		3		2		2		2		2		3		2		2		2		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		1		3		3		3		3		3		2		2		2		2		2		緊急時に主治医又はバッックベットのある病院との連携がとれる体制が整っていないと、在宅での対応に不安があります。
現在のところ、小児科、精神科看護を経験したスタッフがいない為、受け入れに不安がありますので今回はガイドマップ等に公表することに同意する事は控えさせていただきたいと思います。 キンキュウジ シュジイ マタ ビョウイン レンケイ タイセイ トトノ ザイタク タイオウ フアン ゲンザイ ショウニカ セイシンカ カンゴ ケイケン タメ ウ イ フアン コンカイ ナド コウヒョウ ドウイ コト ヒカ オモ

		否 ヒ		訪問看護ステーションひばり		0289-64-7226		0289-64-2225		322-8550		鹿沼市下田町1-1033		6		1		0		1		0		0				市内及び近隣市 シナイ オヨ キンリン シ		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		0		1		1		2

chizuru_tanaka: 未記入		1		1		2		2		1		2		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		1		3		3		1		1		1		3		3		3		3		1		3		3		1		1		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		1		3		3		3		1		1		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1

		否 ヒ		訪問看護ステーション那須		0287-73-5048		0287-63-4566		325-0023		那須塩原市豊浦10-706		5		0		2		0		0		0				那須塩原市、大田原市、那須町 ナスシオバラ シ オオタワラシ ナスマチ		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		0		0		1		0		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		2

chizuru_tanaka: 未記入		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1

		承諾 ショウダク		さくら訪問看護ステーション		0287-29-3252		0287-29-3252		324-0058		大田原市紫塚3-2633-10		5		0		0		1		0		0				大田原市、那須塩原市、矢板市 オオタワラシ ナスシオバラ シ ヤイタ シ		1		0		1		1		1		1		1		1		1		0		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		0		1		1		3		3		3		3		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		小児の受入数（実績）が少ないので、実際依頼があった場合、入院中から手技等の指導を受けたいと思います。 ショウニ ウケイレスウ ジッセキ スク ジッサイ イライ バアイ ニュウインチュウ シュギ ナド シドウ ウ オモ

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションたんぽぽ		0280-57-1888		0280-57-3819		329-0101		下都賀郡野木町友沼5119-12		20		3		0		5		0		0		2		野木町、小山市、旧藤岡町 ノギマチ オヤマシ キュウ フジオカマチ		1		1		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		1		1		1		1		1		1		0		0		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		3		1		1		1		1		1		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		3		3		3		3		3		1		1		3		2		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		2		2		2		2		2		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		受け入れてくれる訪問看護Stの数が少ないと思います。研修会の機会を設けてサービス体制が構築できると良いと思います。 ウ イ ホウモン カンゴ カズ スク オモ ケンシュウカイ キカイ モウ タイセイ コウチク ヨ オモ

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションうつのみや		028-612-6103		028-612-6104		320-0852		宇都宮市下砥上町字並塚643番地1		11		0		0		0		0		0		1		宇都宮市、壬生町 ウツノミヤシ ミブマチ		1		1		0		0		1		1		1		1		1		0		0		0		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		2

chizuru_tanaka: 未記入		3		3		3		3		1		2		2		2		2		2		3		3		3		1		1		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		3		3		3		1		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		3		3		3		1		1		3		3		3		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーション石橋		0285-52-2293		0285-52-2268		329-0511		下野市石橋628番地		7		0		0		1		0		0		1		下野市、上三川町、壬生町、宇都宮市（部） シモノ シ カミノカワマチ ミブマチ ウツノミヤシ ブ		1		1		0		0		1		1		1		1		1		0		1		0		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		3		1		1		1		1		1		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		1		3		3		3		3		3		3		3		3		1		1		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		2		2		2		2		2		最近、訪問依頼が増えてきていますが、私たち看護師の力量不足から利用者家族へ満足のいく看護が提供できないように感じています。現在の、利用者家族から教わることが多くあり、私たちが勉強になります。ただ、訪問していて思うことは、ご両親の今までの経験でケアが進み危険であり、指導させていただいても理解が得られないこともあり、ジレンマとなっています。例）誤嚥性肺炎を繰り返している方にヘッドアップして食事を摂るよう説明してもフラットのままであったり、他の方でPEG造設されているので、栄養はPEGからにして経口からは楽しみ程度にしてと言っても、食事を経口から摂るなど。 サイキン ホウモン イライ フ ワタクシ カンゴシ リキリョウ ブソク リヨウシャ カゾク マンゾク カンゴ テイキョウ カン ゲンザイ リヨウシャ カゾク オソ オオ ワタシ ベンキョウ ホウモン オモ リョウシン イマ ケイケン スス キケン シドウ リカイ エ レイ ゴエンセイ ハイエン ク カエ カタ ショクジ ト セツメイ ホカ カタ ゾウ セツ エイヨウ ケイコウ タノ テイド イ ショクジ ケイコウ ト

		承諾 ショウダク		マロニエ訪問看護ステーション		0287-37-6322		0287-39-3305		329-2763		那須塩原市井口537-3 にしなすの総合在宅ｹｱｾﾝﾀｰ内		5		7		0		5		0		2		1		那須塩原市、那須町、大田原市　リハビリのみ→那珂川町訪問可能 ナスシオバラ シ ナスマチ オオタワラシ ナカガワ マチ ホウモン カノウ		1		1		1		0		1		1		1		1		0		0		0		1		1		1		1		1		1		0		1		1		1		1		1		1		0		0		1		1		1		0		1		0		0		0		1		0		1		1		1		1		1		1		3		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーション佐野		0283-86-7013		0283-86-7031		327-0847		佐野市天神町７７４－２２ メープルハイツ１０１号室		3		0		1		0		0		0		1		足利市、佐野市、栃木市（旧岩船市） アシカガシ サノシ トチギシ キュウ イワフネ シ		0		0		0		0		1		0		1		0		1		0		0		0		1		0		0		0		1		0		1		0		0		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		2		2		2		2		2		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1

		承諾 ショウダク		とちぎ訪問看護ステーションくろばね		0287-54-0507		0287-54-0580		324-0241		大田原市黒羽向町142番地		6		0		0		0		1		0		2		大田原市、那須塩原市、那須町、那珂川町 オオタワラシ ナスシオバラ シ ナスマチ ナカガワマチ		1		0		0		0		1		1		1		1		1		0		1		0		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		3		3		3		3		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		1		2		2		2		2		2		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3

		承諾 ショウダク		鹿沼訪問看護ステーション		0289-60-5650		0289-60-1687		322-0021		鹿沼市上野町320-3高橋ビル１階１０３号室		5		0		0		0		0		0				鹿沼市、旧宇都宮市、旧今市市、壬生町、西片町 カヌマシ キュウ ウツノミヤシ キュウ イマイチシ ミブマチ ニシカタマチ		0		0		0		0		0		0		1		0		1		0		0		0		1		0		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		2

chizuru_tanaka: 未記入		2		2		2		2		1		2		2		2		2		3		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションほっと		028-626-5739		028-625-8201		321-0974		宇都宮市竹林町958		11		0		0		2		0		0		0		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2

		承諾 ショウダク		芳賀赤十字訪問看護ステーション		0285-84-8266		0285-84-8266		321-4306		真岡市台町2461		6		0		0		0		0		0		0		芳賀郡全域（真岡市、益子町、芳賀町、茂木町） ハガ グン ゼンイキ モオカシ マシコマチ ハガマチ モギ マチ		1		1		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		3		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		当ステーションは今年度小児在宅医との連携を開始することができました。安心して在宅療養を継続できるよう、多職種と連携し、実施しています。高齢者が介護サービスを選択するように、サービスの充実は得られていません。現実は家族だけで利用者（児）のケアを実施しているケースもあり家族の介護負担は大きいと考えます。負担軽減のためには、スムーズなレスパイト入院や日中の一時お預かり等充実した施設が増えることでさらに安心した療養環境の提供ができると思います。よろしくお願いいたします。 トウ コンネンド ショウニ ザイタク イ レンケイ カイシ アンシン ザイタク リョウヨウ ケイゾク タ ショクシュ レンケイ ジッシ コウレイシャ カイゴ センタク ジュウジツ エ ゲンジツ カゾク リヨウシャ ジ ジッシ カゾク カイゴ フタン オオ カンガ フタン ケイゲン ニュウイン ニッチュウ イチジ アズ ナド ジュウジツ シセツ フ アンシン リョウヨウ カンキョウ テイキョウ オモ ネガ

		承諾 ショウダク		とちぎ訪問看護ステーションみぶ		0282-82-7262		0282-82-7260		321-0218		下都賀郡壬生町落合1-18-12		16		0		0		0		0		0		1		上三川町、下野市、壬生町、宇都宮 カミノカワマチ シモノ シ ミブ チョウ ウツノミヤ		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		1		0		1		1		1		1		1		1		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		病院との連携が大切。在宅生活を支援するためにチームで対応する（介護者の支援） ビョウイン レンケイ タイセツ ザイタク セイカツ シエン タイオウ カイゴシャ シエン

		承諾 ショウダク		ＷＡＤＥＷＡＤＥ訪問看護ステーション		028-666-5420		028-666-5460		321-0923		栃木県宇都宮市下栗町2913-1 ３２１－０９２３		12		0		0		0		0		0				宇都宮市、上三川町、 ウツノミヤシ カミノカワマチ		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		0		0		1		0		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		重心の方を看る側（介護者）の負担軽減の必要性を感じてしまいます。まだまだ「私がやらなければ」という気持ちが強く、様々な資源活用へと動きが進むような発信が大切だと思っています。 ジュウシン カタ ミ ガワ カイゴシャ フタン ケイゲン ヒツヨウセイ カン ワタシ キモ ツヨ サマザマ シゲン カツヨウ ウゴ スス ハッシン タイセツ オモ

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションあい		0287-83-8035		0287-83-8222		321-0628		那須烏山市金井2-5-9 ベンチャープラザ7号室 ゴウシツ		8		0		1		0		0		0		1		那須烏山市、那珂川町、茂木町、一貝町 ナスカラスヤマシ ナカガワマチ モギマチ イチ ガイ マチ		1		1		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		0		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		小児や重心など医療依存度が高い方には家族が安心して預けられる事業所とスタッフが必要です（レスパイトの本当の意味で）訪問看護スタッフが動きやすい仕組みがあればもっと介入できると思います。例えば在宅以外への支援での算定が可能になる。長時間支援が可能になるなど。在宅支援診療所が多ければ助かります。開業医で努力してくださる医師の力で乗り切っている地域は特にそう感じます。後方病院親元病院との連携、地域との調整などスムーズにシームレスに行われるとうれしいです。行政からの介入が少なく、制度のことなど知らないまま苦労されている方が多いので、窓口での丁寧かつタイミングよく助言をしていただくと嬉しいです。 ショウニ ジュウシン イリョウ イゾンド タカ カタ カゾク アンシン アズ ジギョウショ ヒツヨウ ホントウ イミ ホウモン カンゴ ウゴ シク カイニュウ オモ タト ザイタク イガイ シエン サンテイ カノウ チョウジカン シエン カノウ ザイタク シエン シンリョウジョ オオ タス カイギョウイ ドリョク イシ チカラ ノ キ チイキ トク カン コウホウ ビョウイン オヤモト ビョウイン レンケイ チイキ チョウセイ オコナ ギョウセイ カイニュウ スク セイド シ クロウ カタ オオ マドグチ テイネイ ジョゲン ウレ

		承諾 ショウダク		あおい訪問看護ステーション		0284-73-9456		0284-72-7600		326-0831		足利市堀込町2556 セレッソ・コート１階		16		0		0		4		0		0				足利市とその周辺（佐野市、館林市、巴楽町、太田市、桐生市） アシカガシ シュウヘン サノシ タテバヤシシ トモエ ラク マチ オオタシ キリュウシ		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1

		承諾 ショウダク		那須赤十字訪問看護ステーション		0287-23-8866		0287-23-8903		324-8686		大田原市中田原1081-4		8		1		0		0		0		0				大田原市、那須塩原市（一部を除く） オオタワラシ ナスシオバラ シ イチブ ノゾ		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		1		1		0		1		0		1		1		1		0		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションゆりの木		0287-47-5123		0287-47-5124		324-0028		大田原市山の手1-1-7 ヤマ テ		4		0		0		0		0		0				大田原市、那須塩原市、那珂川町 オオタワラシ ナスシオバラ シ ナカガワマチ		1		1		1		0		1		1		1		1		0		0		0		1		1		0		1		1		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		0		0		1		0		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		3		1		1		1		1		2		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		3		1		1		1		1		3		1		1		1		1		1		1		1		1		3		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		3		3		1		3		3		1		1		1		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		重症心身障害児施設で勤務したことのある看護師が2名いますので積極的に依頼があれば支援させていただきたいと思っています。こどもはやはり親元で成長発達できることが何よりも必要なことであると思っています。 ジュウショウ シンシン ショウガイ ジ シセツ キンム カンゴシ メイ セッキョクテキ イライ シエン オモ オヤモト セイチョウ ハッタツ ナニ ヒツヨウ オモ

		承諾 ショウダク		ライフ訪問看護リハビリテーション		0284-64-8799		0284-64-8335		326-0831		足利市堀込町2656-7　ASKビル３０１号		5		0		0		1		0		0		0		足利市、佐野市、館林市、邑楽郡、太田市、桐生市 アシカガシ サノシ タテバヤシシ オウラ グン オオタシ キリュウシ		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		この件に関する研修の案内が少ないため、学ぶ機会をもっと増やしてほしい ケン カン ケンシュウ アンナイ スク マナ キカイ フ

		承諾 ショウダク		わくわく訪問看護ステーションおやま		0285-24-6575		0285-20-0255		323-0022		小山市駅東通り3-9-6		11		0		0		5		0		0		0		小山市、結城市（茨城県）、下野市の一部、栃木市（PTのみ） オヤマシ ユウキシ イバラキケン シモノ シ イチブ トチギシ		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		1		1		1		1		3		3		3		1		1		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		自立支援のケアマネージャーがいるが、医療福祉行政をうまく連携してまとめる役割が果たせていない。それぞれが別々で動いており、介護者が困ったときの相談窓口に迷う。 ジリツ シエン イリョウ フクシ ギョウセイ レンケイ ヤクワリ ハ ベツベツ ウゴ カイゴシャ コマ ソウダン マドグチ マヨ

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーション風		028-612-1333		028-612-1384		321-0117		宇都宮市城南3丁目5-6		3		1		0		1		0		0				宇都宮、鹿沼、下野、壬生 ウツノミヤ カヌマ シモノ ミブ		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		1		1		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1

		承諾 ショウダク		宮の橋訪問看護ステーション		028-635-9839		028-635-9839		321-0963		宇都宮市南大通り1-1-23		7		0		0		1		0		0		0		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		1		1		0		1		1		1		1		1		0		0		0		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		レスパイト等受け入れ先が少ない。市のコーディネーター様がご多忙の様子であり、要望に対しての対応にかなりの時間を要する（対応されないこともある）。年度変わるときなど、担当者（市）の引き継ぎがされず、進んでいた調整も振り出しに戻ってしまうことがある。 トウ ウ イ サキ スク シ サマ タボウ ヨウス ヨウボウ タイ タイオウ ジカン ヨウ タイオウ ネンド カ タントウシャ シ ヒ ツ スス チョウセイ フ ダ モド

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションオリーブ		0282-27-8414		0282-27-8415		328-0027		栃木市今泉町1丁目17番29号		7		0		0		0		0		0				栃木市、小山市、下野市、壬生町 トチギシ オヤマシ シモノ シ ミブ マチ		1		1		1		0		1		1		1		1		0		0		0		0		1		1		1		1		0		0		1		1		1		0		1		1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションマザーの家		0283-85-7771		0283-85-7772		327-0504		佐野市中町942-1		2		0		3		0		0		0				佐野市 サノシ		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーション卯の郷		028-682-7770		028-682-7766		329-1311		さくら市氏家2650番地		3		0		0		0		0		0				さくら市（周辺15ｋｍ以内）、塩谷町、那須烏山市、宇都宮市、高根沢町 シ シュウヘン イナイ シオヤ マチ ナスカラスヤマシ ウツノミヤシ タカネザワ マチ		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		3		3		3		3		3		1		2		2		2		2		2		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		2		2		2		3		3		3		3		1		1		1		3		3		3		3		1		2		2		2		2		2		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		2		2		2		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションたかねざわ		028-680-1701		028-680-1702		329-1233		塩谷郡高根沢町宝積寺2426-8 		16		0		0		0		0		0				高根沢町、さくら市、那須烏山市、芳賀町、市貝町、茂木町、益子町、宇都宮市 タカネザワマチ シ ナスカラスヤマシ ハガ マチ イチ カイ チョウ モギマチ マシコ チョウ ウツノミヤシ		1		1		1		0		1		1		1		1		1		0		1		0		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		2		2		2		2		2

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションみどり		0285-45-8362		0285-45-8397		329-0214		小山市乙女786-1		3		0		1		0		0		0				小山市、栃木市、古河市、結城市 オヤマシ トチギシ コガシ ユウキシ		0		0		1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		1		0		1		0		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		3		2		2		2		3		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		1		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		1		1		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		訪問看護師がもっと社会資源として同行できるとよいと思う。在宅での療養はもっと看護師が活躍できる体制が整うとよいと思った。 ホウモン カンゴシ シャカイ シゲン ドウコウ オモ ザイタク リョウヨウ カンゴシ カツヤク タイセイ トトノ オモ

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションあるく		028-643-5586		028-678-8796		320-0036		宇都宮市小幡2-6-14 		5		0		1		0		0		0		1		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		0		1		0		1		0		1		0		0		1		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3

		承諾 ショウダク		とちぎ訪問看護ステーションおやま		0285-39-8602		0285-39-8607		323-0827		栃木県小山市神鳥谷2251-7 ３２３－０８２７		12		0		0		0		0		0		1		小山市、下野市（南部）、野木町（北部） オヤマシ シモノ シ ナンブ ノギ マチ ホクブ		1		1		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		1		1		1		0		0		1		0		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		3		3		1		1		1		3		1		1		1		1		小児の重症心身障害児の訪問看護を行っていく上で。たびたび感じるのが成長に伴った教育、就学が難しく親御さんの希望通りにいかないことが多く残念に思います。難しいところだと思いますが… ショウニ ジュウショウ シンシン ショウガイジ ホウモン カンゴ オコナ ウエ カン セイチョウ トモナ キョウイク シュウガク ムズカ オヤゴ キボウ ドオ オオ ザンネン オモ ムズカ オモ

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションここあ		028-600-3735		028-600-3736		321-2116		栃木県宇都宮市徳次郎町998-9 ３２１－２１１６		10		1		0		1		0		0		2		宇都宮市、日光市、 ウツノミヤシ ニッコウシ		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2

chizuru_tanaka: 未記入		

chizuru_tanaka: 未記入		

chizuru_tanaka: 未記入		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3















																														Q2.いままでに以下の項目を在宅看護で行ったことがありますか（あるものすべてにチェックをしてください）																																																																																						Q4.依頼があった場合に可能な医療的ケアと身体介護についてお答えください

				事業所名 ジギョウショ メイ		電話番号 デンワ バンゴウ		FAX番号 バンゴウ		郵便番号 ユウビンバンゴウ		所在地 ショザイチ		職員構成（常勤・非常勤は問いません）【人数：名】 ショクイン コウセイ ジョウキン ヒジョウキン ト ニンズウ メイ														訪問可能な主な市町村 ホウモン カノウ オモ シチョウソン		在宅人工呼吸器の管理 ザイタク ジンコウ コキュウキ カンリ				気管カニューレの交換 キカン コウカン				気管カニューレ部位のガーゼ交換 キカン ブイ コウカン				気管内吸引 キカンナイ キュウイン				食事介助 ショクジ カイジョ				経鼻チューブの交換 ケイビ コウカン				胃瘻の管理 イロウ カンリ				経管栄養の注入 ケイカン エイヨウ チュウニュウ				ストーマの管理 カンリ				尿道カテーテルの管理 ニョウドウ カンリ				導尿 ドウニョウ				入浴介助 ニュウヨク カイジョ				看護師によるリハビリテーション カンゴシ				OTもしくはPTによるリハビリテーション				中心静脈カテーテル管理 チュウシン ジョウミャク カンリ				高カロリー輸液の管理 コウ ユエキ カンリ				薬剤の静注（抗生物質や利尿剤など） ヤクザイ ジョウチュウ コウセイ ブッシツ リニョウザイ				麻薬による疼痛コントロール マヤク ウズ ツウ				終末期の医療的ケア シュウマツキ イリョウテキ				在宅での看取り ザイタク ミト				24時間対応 ジカン タイオウ						在宅人工呼吸器の管理 ザイタク ジンコウ コキュウキ カンリ										気管カニューレの交換 キカン コウカン										気管カニューレの管理（日常の交換以外の対応） キカン カンリ ニチジョウ コウカン イガイ タイオウ										気管内吸引 キカンナイ キュウイン										食事介助 ショクジ カイジョ										経鼻チューブの交換 ケイビ コウカン										ストーマの管理 カンリ										尿道カテーテルの管理 ニョウドウ カンリ										導尿 ドウニョウ										入浴介助 ニュウヨク カイジョ										看護師によるリハビリテーション カンゴシ										OTもしくはPTによるリハビリテーション										中心静脈カテーテル管理 チュウシン ジョウミャク カンリ										高カロリー輸液の管理 コウ ユエキ カンリ										薬剤の静注（抗生物質や利尿剤など） ヤクザイ ジョウチュウ コウセイ ブッシツ リニョウザイ										麻薬による疼痛コントロール マヤク トウツウ										終末期の医療的ケア シュウマツキ イリョウテキ										在宅での看取り ザイタク ミト										24時間対応 ジカン タイオウ										外出の介助 ガイシュツ カイジョ										通院の介助 ツウイン カイジョ

														看護師 カンゴシ		作業療法士 サギョウ リョウホウシ		准看護師 ジュンカンゴシ		理学療法士 リガク リョウホウシ		保健師 ホケンシ		言語療法士 ゲンゴ リョウホウシ		その他 タ				成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ				乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ

																																																																																																																		できる		18		20		19		20		27		9		11		13		13		18		22		22		22		24		30		25		25		26		29		34		25		25		26		27		31		16		17		19		21		27		21		22		23		26		32		16		18		22		25		33		16		18		22		24		32		26		25		29		30		31		18		20		22		23		30		9		10		9		9		12		20		20		23		25		31		21		22		24		27		32		14		14		16		18		27		12		12		13		15		25		18		17		19		20		28		19		18		19		21		29		23		23		24		25		33		7		7		9		10		14		5		6		7		8		11

																																																																																																																		できない		8		7		8		5		1		18		15		14		12		6		6		6		6		4		1		5		5		5		4		0		6		6		6		5		1		11		11		11		9		3		5		5		5		3		0		8		8		8		5		0		9		8		8		5		0		5		6		5		4		1		8		7		7		6		2		19		18		18		19		17		7		7		7		6		1		6		6		6		5		1		10		10		10		7		2		6		6		6		5		1		6		6		6		5		2		5		5		5		4		1		5		5		5		4		1		11		11		11		10		7		17		17		17		16		13

																																																																																																																		要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン		8		7		7		9		6		7		8		7		9		10		6		6		6		6		3		4		4		3		1		0		3		3		2		2		2		7		6		4		4		4		8		7		6		5		2		10		8		4		4		1		9		8		4		5		2		3		3		0		0		2		8		7		5		5		2		6		6		7		6		5		7		7		4		3		2		7		6		4		2		1		10		10		8		9		5		16		16		15		14		8		10		11		9		9		4		10		11		10		9		4		6		6		5		5		0		16		16		14		14		13		12		11		10		10		10



																																																																																																																		Ｑ4.できる

																																																																																																																				在宅人工呼吸器の管理		気管カニューレの交換		気管カニューレの管理（日常の交換以外の対応）		気管内吸引		食事介助		経鼻チューブの交換		ストーマの管理		尿道カテーテルの管理		導尿		入浴介助		看護師によるリハビリテーション		OTもしくはPTによるリハビリテーション		中心静脈カテーテル管理 チュウシン ジョウミャク カンリ		高カロリー輸液の管理 コウ ユエキ カンリ		薬剤の静注（抗生物質や利尿剤など） ヤクザイ ジョウチュウ コウセイ ブッシツ リニョウザイ		麻薬による疼痛コントロール マヤク トウツウ		終末期の医療的ケア シュウマツキ イリョウテキ		在宅での看取り ザイタク ミト		24時間対応 ジカン タイオウ		外出の介助		通院の介助

																																																																																																																		乳児～2歳 ニュウジ サイ		18		9		22		25		25		16		21		16		16		26		18		9		20		21		14		12		18		19		23		7		5

																																																																																																																		3～6歳 サイ		20		11		22		25		25		17		22		18		18		25		20		10		20		22		14		12		17		18		23		7		6

																																																																																																																		7歳～12歳 サイ サイ		19		13		22		26		26		19		23		22		22		29		22		9		23		24		16		13		19		19		24		9		7

																																																																																																																		13～17歳 サイ		20		13		24		29		24		21		26		25		24		30		23		9		25		27		18		15		20		21		25		10		8

																																																																																																																		18歳以上 サイイジョウ		27		18		30		34		31		27		32		33		32		31		30		12		31		32		27		25		28		29		33		14		11



																																																																																																																		Ｑ4.できない

																																																																																																																				在宅人工呼吸器の管理		気管カニューレの交換		気管カニューレの管理（日常の交換以外の対応）		気管内吸引		食事介助		経鼻チューブの交換		ストーマの管理		尿道カテーテルの管理		導尿		入浴介助		看護師によるリハビリテーション		OTもしくはPTによるリハビリテーション		中心静脈カテーテル管理 チュウシン ジョウミャク カンリ		高カロリー輸液の管理 コウ ユエキ カンリ		薬剤の静注（抗生物質や利尿剤など） ヤクザイ ジョウチュウ コウセイ ブッシツ リニョウザイ		麻薬による疼痛コントロール マヤク トウツウ		終末期の医療的ケア シュウマツキ イリョウテキ		在宅での看取り ザイタク ミト		24時間対応 ジカン タイオウ		外出の介助		通院の介助

																																																																																																																		乳児～2歳 ニュウジ サイ		8		18		6		5		6		11		5		8		9		5		8		19		7		6		10		6		6		5		5		11		17

																																																																																																																		3～6歳 サイ		7		15		6		5		6		11		5		8		8		6		7		18		7		6		10		6		6		5		5		11		17

																																																																																																																		7歳～12歳 サイ サイ		8		14		6		5		6		11		5		8		8		5		7		18		7		6		10		6		6		5		5		11		17

																																																																																																																		13～17歳 サイ		5		12		4		4		5		9		3		5		5		4		6		19		6		5		7		5		5		4		4		10		16

																																																																																																																		18歳以上 サイイジョウ		1		6		1		0		1		3		0		0		0		1		2		17		1		1		2		1		2		1		1		7		13



																																																																																																																		Ｑ4.要相談 ヨウ ソウダン

																																																																																																																				在宅人工呼吸器の管理		気管カニューレの交換		気管カニューレの管理（日常の交換以外の対応）		気管内吸引		食事介助		経鼻チューブの交換		ストーマの管理		尿道カテーテルの管理		導尿		入浴介助		看護師によるリハビリテーション		OTもしくはPTによるリハビリテーション		中心静脈カテーテル管理 チュウシン ジョウミャク カンリ		高カロリー輸液の管理 コウ ユエキ カンリ		薬剤の静注（抗生物質や利尿剤など） ヤクザイ ジョウチュウ コウセイ ブッシツ リニョウザイ		麻薬による疼痛コントロール マヤク トウツウ		終末期の医療的ケア シュウマツキ イリョウテキ		在宅での看取り ザイタク ミト		24時間対応 ジカン タイオウ		外出の介助		通院の介助

																																																																																																																		乳児～2歳 ニュウジ サイ		8		7		6		4		3		7		8		10		9		3		8		6		7		7		10		16		10		10		6		16		12

																																																																																																																		3～6歳 サイ		7		8		6		4		3		6		7		8		8		3		7		6		7		6		10		16		11		11		6		16		11

																																																																																																																		7歳～12歳 サイ サイ		7		7		6		3		2		4		6		4		4		0		5		7		4		4		8		15		9		10		5		14		10

																																Q3.現時点で、依頼のあった場合、重症心身障害児（者）の在宅医療を行うことはできますか ゲンジテン イライ バアイ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ ザイタク イリョウ オコナ																																																																																		13～17歳 サイ		9		9		6		1		2		4		5		4		5		0		5		6		3		2		9		14		9		9		5		14		10

																														できる		14																																																																																		18歳以上 サイイジョウ		6		10		3		0		2		4		2		1		2		2		2		5		2		1		5		8		4		4		0		13		10

																														できない		6

																														要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン		14



																														在宅人工呼吸器の管理 ザイタク ジンコウ コキュウキ カンリ		気管カニューレの交換 キカン コウカン		気管カニューレ部位のガーゼ交換 キカン ブイ コウカン		気管内吸引 キカンナイ キュウイン		食事介助 ショクジ カイジョ		経鼻チューブの交換 ケイビ コウカン		胃瘻の管理 イロウ カンリ		経管栄養の注入 ケイカン エイヨウ チュウニュウ		ストーマの管理 カンリ		尿道カテーテルの管理 ニョウドウ カンリ		導尿 ドウニョウ		入浴介助 ニュウヨク カイジョ		看護師によるリハビリテーション カンゴシ		OTもしくはPTによるリハビリテーション		中心静脈カテーテル管理 チュウシン ジョウミャク カンリ		高カロリー輸液の管理 コウ ユエキ カンリ		薬剤の静注（抗生物質や利尿剤など） ヤクザイ ジョウチュウ コウセイ ブッシツ リニョウザイ		麻薬による疼痛コントロール マヤク ウズ ツウ		終末期の医療的ケア シュウマツキ イリョウテキ		在宅での看取り ザイタク ミト		24時間対応 ジカン タイオウ

																												成人 セイジン		28		24		30		31		28		22		32		31		32		33		31		33		33		16		29		30		28		30		32		31		33

																												小児 ショウニ		21		11		23		24		14		17		21		19		6		7		8		20		18		9		2		4		3		3		6		4		22



成人	小児	Q3.現時点で、依頼のあった場合、重症心身障害児（者）の在宅医療を行うことはできますか

Q3.現時点で、依頼のあった場合、重症心身障害児（者）の在宅医療を行うことはできますか	乳児～2歳	3～6歳	7歳～12歳	13～17歳	18歳以上	乳児～2歳	3～6歳	7歳～12歳	13～17歳	18歳以上	

乳児～2歳	3～6歳	7歳～12歳	13～17歳	18歳以上	

診療所

		Ｑ１		1.医療ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する外来診療について、以下の医療行為に対応できますか。 イリョウ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ガイライ シンリョウ イカ イリョウ コウイ タイオウ

				Ｑ1-1										予防接種 ヨボウ セッシュ

				Ｑ1-2										一次診療
（経過観察、栄養観察を含む） イチジ シンリョウ ケイカ カンサツ エイヨウ カンサツ フク

				Ｑ1-3										経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ

				Ｑ1-4										経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ

				Ｑ1-5										中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ

				Ｑ1-6										酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ

				Ｑ1-7										気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ

				Ｑ1-8										人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ

				Ｑ1-9										尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ

				Ｑ1-10										人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ

				Ｑ1-11										褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ

		Ｑ２		2.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する往診及び訪問診療について、以下の医療行為に対応できますか イリョウテキ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ オウシン オヨ ホウモン シンリョウ イカ イリョウ コウイ タイオウ

				Ｑ2-1										予防接種 ヨボウ セッシュ

				Ｑ2-2										一次診療
（経過観察、栄養観察を含む） イチジ シンリョウ ケイカ カンサツ エイヨウ カンサツ フク

				Ｑ2-3										経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ

				Ｑ2-4										経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ

				Ｑ2-5										中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ

				Ｑ2-6										酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ

				Ｑ2-7										気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ

				Ｑ2-8										人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ

				Ｑ2-9										尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ

				Ｑ2-10										人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ

				Ｑ2-11										褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ

		Ｑ3		3.24時間、重症心身障害児（18歳未満）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイジ サイ ミマン イリョウ タイオウ

				Ｑ3-1										できる

				Ｑ3-2										できない

				Ｑ3-3										要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン

		Ｑ4		4.24時間、重症心身障害者（18歳以上）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイシャ サイ イジョウ イリョウ タイオウ

				Ｑ4-1										できる

				Ｑ4-2										できない

				Ｑ4-3										要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン

		Ｑ5		5.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する訪問リハビリてーションを提供していますか イリョウテキ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ホウモン テイキョウ

				Ｑ5-1										提供している テイキョウ

				Ｑ5-2										提供していない テイキョウ

				Ｑ5-3										提供していないが対応は可能 テイキョウ タイオウ カノウ

				Ｑ5-4										要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン

		Ｑ6		6.重症心身障害児（者）在宅医療に対応できるようになるための条件はなんですか ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ ザイタク イリョウ タイオウ ジョウケン

				Ｑ6-1										診療報酬の点数が増えること シンリョウ ホウシュウ テンスウ フ

				Ｑ6-2										訪問看護尾の連携 ホウモン カンゴ オ レンケイ

				Ｑ6-3										病院との連携 ビョウイン レンケイ

				Ｑ6-4										在宅療養支援診療所と小児科医とのグループ診療 ザイタク リョウヨウ シエン シンリョウジョ ショウニ カ イ シンリョウ

				Ｑ6-5										在宅療養支援診療所に助言や相談を求めることができること ザイタク リョウヨウ シエン シンリョウジョ ジョゲン ソウダン モト

				Ｑ6-6										小児科医に助言や相談を求めることができること ショウニ カ イ ジョゲン ソウダン モト

				Ｑ6-7										経験のある医師がいること ケイケン イシ

				Ｑ6-8										研修などの自己のスキルアップ ケンシュウ ジコ

				Ｑ6-9										その他 タ

		Ｑ7		7.重症心身障害児（者）の方に対する医療、在宅生活等についてお気づきのことなど、ご自由にお書きください ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ カタ タイ イリョウ ザイタク セイカツ ナド キ ジユウ カ



		承諾可否 ショウダク カヒ		診療所名 シンリョウジョ メイ		電話番号 デンワ バンゴウ		郵便番号 ユウビンバンゴウ		所在地 ショザイチ		電話番号 デンワ バンゴウ		Ｑ１　1.医療ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する外来診療について、以下の医療行為に対応できますか。																								Ｑ２　2.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する往診及び訪問診療について、以下の医療行為に対応できますか																						Ｑ3		Ｑ4		Ｑ5		Ｑ6　6.重症心身障害児（者）在宅医療に対応できるようになるための条件はなんですか																		Ｑ7重症心身障害児（者）の方に対する医療、在宅生活等についてお気づきのことなど、ご自由にお書きください
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		否 ヒ		不明 フメイ						不明 フメイ		不明 フメイ		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		7		0		0

		否 ヒ		不明 フメイ						不明 フメイ		不明 フメイ		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		1		1		0		0		0		1		0

		否 ヒ		不明 フメイ						不明 フメイ		不明 フメイ		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		不明 フメイ						不明 フメイ		不明 フメイ		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		0

		否 ヒ		不明 フメイ						不明 フメイ		不明 フメイ		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		否 ヒ		不明 フメイ						不明 フメイ		不明 フメイ		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		0		1		0

		否 ヒ		不明 フメイ						不明 フメイ		不明 フメイ		1		1		2		2		2		2		2		2		1		2		1				1		1		2		2		2		2		2		2		1		2		1		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		その他：各種の健康的処置の管理ができるかどうか。その訓練を受けているかどうかです。 タ カクシュ ケンコウテキ ショチ カンリ クンレン ウ

		否 ヒ		不明 フメイ						不明 フメイ		不明 フメイ		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		0		0		1		0		0

		否 ヒ		不明 フメイ						不明 フメイ		不明 フメイ		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		その他:スタッフ不足（医師、看護師、介助者）スペース不足 タ フソク イシ カンゴシ カイジョシャ フソク

		否 ヒ		宇都宮市保健所 ウツノミヤシ ホケンジョ				321-0974		宇都宮市竹林町972				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		その他：保健所は直接的な医療サービスを行っていないことから、今後も対応は行わない タ ホケンジョ チョクセツ テキ イリョウ オコナ コンゴ タイオウ オコナ

		承諾 ショウダク		深谷医院 フカヤ イイン		0285-75-0007 		321-4502		真岡市物井1268-7				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		1				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		1		2		2		2		0		0		1		1		0		0		0		0		0

		否 ヒ		こどもクリニックしまむら				326-0822		足利市田中町908-4				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		かしま産婦人科 サンフジンカ		0284-65-0341		326-0844		足利市鹿島町501-1				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		婦人科疾患（不正性器出血/帯下/外陰掻痒等）については外来対応させて頂いております フジンカ シッカン フセイ セイキ シュッケツ タイゲ ガイイン カ カユ ナド ガイライ タイオウ イタダ

		否 ヒ		医療法人雄仁会　奥山医院 イリョウ ホウジン ユウジン カイ オクヤマ イイン				322-0065		鹿沼市上材木町2320				1		3		3		3		3		3		1		3		3		2		2				1		3		2		3		2		3		1		3		3		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		1		1		0		0

		否 ヒ		水沼医院 ミズヌマ イイン				321-0628		那須烏山市金井1-14-8				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		3				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		飯野医院				321-4539		真岡市長沼730-1				3		2		2		2		2		3		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		おおきこどもクリニック		0285-41-0025 		329-0207		小山市美しが丘3-35-3				1		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		宇都宮市子ども発達センター診療所 ウツノミヤシ コ ハッタツ シンリョウジョ		028-647-4720		320-0851		栃木県宇都宮市鶴田町970-1				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		その他：子ども発達センター内の療育を利用する児の診療所であるため タ コ ハッタツ ナイ リョウイク リヨウ ジ シンリョウジョ

		承諾 ショウダク		中川医院 ナカガワ イイン		0287-62-0040		325-0057		那須塩原市黒磯幸町6-27				3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		1		0		1		0

		否 ヒ		ももやこどもクリニック				321-0118		宇都宮市インターパーク3-6-1				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		1		0		0		0		0		0

		否 ヒ		阿久津医院 アクツ イイン				329-1226		高根沢町大谷176-1 タカネザワマチ オオタニ				1		1		2		2		2		3		2		2		3		3		3				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		1		0		0		0		1		0		0

		否 ヒ		伊保内診療所 イホ ナイ シンリョウジョ				327-0034		佐野市伊保内町3841-1				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		1		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		にじいろこども診療所 シンリョウジョ		0285-44-7716		329-0414		下野市小金井4-1-1				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		0		1		1		0

		否 ヒ		戸野塚内科医院 トノヅカ ナイカ イイン				323-0064		小山市下石塚471				3		3		3		3		3		1		1		1		1		3		1				3		3		3		3		3		1		1		1		1		3		1		3		3		4		0		0		1		0		0		1		1		1		0

		否 ヒ		賀川診療所 カガワ シンリョウジョ				326-0843		足利市五十部町1785				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		1		0		1		0		0

		承諾 ショウダク		豊郷台クリニック ユタカ ゴウ ダイ		028-643-8998		320-0003		宇都宮市豊郷台2-21-3		028-643-8998（FAX8999）		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1				1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		2		0		1		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		いとうこどもクリニック		0289-63-5566		322-0025		鹿沼市緑町2-2-29				1		1		3		3		2		2		3		2		2		3		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		0		0		1		1		0

		承諾 ショウダク		清原台こどもクリニック キヨハラ ダイ		028-305-6017		321-3223		宇都宮市清原台2-4-14				1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		その他：医師、看護師の増員 タ イシ カンゴシ ゾウイン

		否 ヒ		阿部医院				324-0032		大田原市佐久山2018 オオタワラシ サクヤマ		0287-28-0053（FAX0287-28-2112）		1		1		2		2		2		2		1		2		1		2		1				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		4		0		1		1		0		1		0		0		1		0

		否 ヒ		中元内科医院 ナカモト ナイカ イイン				328-0027		栃木市今泉町2-10-18				1		3		2		2		2		3		2		2		3		2		3				3		3		2		2		2		3		2		2		3		2		3		2		2		2		0		0		1		0		1		0		0		1		0		①重症心身障害者の重症度の程度問題　②家庭の受け入れ問題、経済的負担 ジュウショウ シンシン ショウガイシャ ジュウショウ ド テイド モンダイ カテイ ウ イ モンダイ ケイザイテキ フタン

		否 ヒ		布川小児科 フカワ ショウニ カ				322-0036		鹿沼市下田町2-1099				1		1		3		3		2		3		2		2		2		3		3				1		1		3		3		2		3		2		2		2		2		3		2		2		2		0		1		1		1		0		0		1		1		0

		否 ヒ		ちづかクリニック				328-0133		栃木市大森町445-4		0282-31-3750		3		3		3		3		2		3		2		2		2		2		3				3		3		3		3		2		3		2		2		2		2		3		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		多島医院 タジマ イイン				321-1524		日光市足尾町赤沢21-28				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		否 ヒ		篠崎内科クリニック シノザキ ナイカ				321-3223		宇都宮市清原台6-1-13				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		否 ヒ		和久医院 ワク イイン				321-3324		芳賀町西水沼119-1				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		否 ヒ		近藤クリニック コンドウ				321-0634		那須烏山市野上町637-2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		0		0		0		0		1		0		0

		否 ヒ		高根沢内科クリニック タカネザワ ナイカ				321-4305		真岡市荒町2-11-1				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		岡田こどもクリニック オカダ				327-0832		佐野市植上町1408-2				1		3		3		3		3		2		3		2		3		3		3				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		0		0		0		0		0		往診医療ができたらと考えていた時もありましたが、現在は物理的に困難で申し訳ありません
重心のお子さんの通院所と個別の相談で応じる可能性はあります オウシン イリョウ カンガ トキ ゲンザイ ブツリテキ コンナン モウ ワケ ジュウシン コ ツウイン ジョ コベツ ソウダン オウ カノウセイ

		否 ヒ		真岡メディカルクリニック モオカ				321-4305		真岡市荒町3-49-6				3		3		3		3		3		3		3		3				3		3				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		0		0		0		1		1		0

		否 ヒ		いしだ整形外科 セイケイ ゲカ				321-0912		宇都宮市石井町3236-1				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		山中クリニック ヤマナカ				327-0835		佐野市植下町2468				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		1		1		0		0		1		0		0

		否 ヒ		医療法人　寿幸会　吉野医院 イリョウ ホウジン コトブキ サチ カイ ヨシノ イイン				320-0014		宇都宮市大曽4-9-11				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		1		1		0		0		1		0		0

		否 ヒ		柳田産婦人科・小児科医院 ヤナギダ サンフジンカ ショウニカ イイン				321-4361		真岡市並木町4-5-3				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		0

		否 ヒ		石田消化器科・内科クリニック イシダ ショウカキ カ ナイカ				321-0216		壬生町壬生丁259-7				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		1		0		0		0		0		0

		否 ヒ		赤羽胃腸科・外科・肛門科医院 アカバネ イチョウカ ゲカ コウモンカ イイン				324-0052		大田原市城山2-5-29				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		医療法人　文仁会　扶桑医院 イリョウ ホウジン ブン ジン カイ フソウ イイン				323-0016		小山市扶桑1-2-1				1		3		3		3		2		2		3		2		3		3		3				3		3		3		2		2		2		3		2		3		2		3		2		2		2		0		0		1		1		0		0		1		1		0

		否 ヒ		馬場医院 ババ イイン				327-0043		佐野市君田町35				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		否 ヒ		井戸川クリニック イドガワ				326-0331		足利市福富町2096-1				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		0		0		1		0		0		0

		否 ヒ		鎌田浅香医院 カマタ アサカ イイン				324-0043		大田原市浅香3-3-9				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		0		1		0		0		0		0		0		0		高額医療はひかえています。悪質ととらえられますので!! コウガク イリョウ アクシツ

		否 ヒ		山門クリニック ヤマカド				328-0031		栃木市日の出町6-35				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		0		0		0		1		0

		否 ヒ		新村ファミリークリニック ニイムラ				328-0011		栃木市大宮町2120-11				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		宇都宮東部クリニック ウツノミヤ トウブ				321-3223		宇都宮市清原台5-14-19				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1

		否 ヒ		車田医院 クルマダ イイン				324-0242		大田原市大豆田457-24				3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3				3		3		3		3		3		0		2		2		3		3		3		2		2		2		0		0		1		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		にがみどう内科クリニック ナイカ				322-0003		鹿沼市仁神堂町351-26				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		松谷内科胃腸科クリニック マツヤ ナイカ イチョウカ				321-3304		芳賀町祖母井1708-17				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		1		0		0

		否 ヒ		まなか医院 イイン				329-1225		高根沢町石末２０９３－１０				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		植木医院 ウエキ イイン				329-2224		塩谷町金枝950				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		1		2		2		2		2		3		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		0		0		0		0		0

		否 ヒ		大岡医院 オオオカ イイン				320-0047		宇都宮市一の沢274-7				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		川野クリニック カワノ				329-1112		宇都宮市上田原町660-6				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		0		1		0

		否 ヒ		陣内医院 ジンナイ イイン				321-0225		壬生町本丸1-7-10		0282-82-0242		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		1		0

		否 ヒ		船越医院 フナコシ イイン				328-0111		栃木市都賀町家中5986-6				1		1		2		2		2		2		2		2		3		2		3				1		1		2		2		2		2		2		2		3		2		3		2		2		2		0		1		1		0		1		1		0		1		0

		否 ヒ		林クリニック ハヤシ				321-0158		宇都宮市西川田本町1-8-29				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		0		0		0		0		0

		否 ヒ		河島医院 カワシマ イイン				329-3436		那須郡那須町伊王野1503				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		松本内科医院 マツモト ナイカ イイン				321-0226		壬生町中央町6-37				3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		否 ヒ		佐藤医院 サトウ イイン				329-2728		栃木県那須塩原市西栄町7-16 ３２９－２７２８		0287-36-0147		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1

		否 ヒ		渡部医院 ワタナベ イイン				329-3153		那須塩原市大原間140-1 ナスシオバラ シ オオハラマ				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		宇都宮市保健センター ウツノミヤシ ホケン				321-0964		宇都宮市駅前通り1-4-6				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		0

		否 ヒ		川村医院 カワムラ イイン				321-2522		日光市鬼怒川温泉大原1396-20				1		1		3		1		3		1		3		2		3		3		3				3		3		3		3		3		3		2		2		3		3		3		2		2		2		0		0		1		0		0		1		1		0		0

		否 ヒ		ほうずみ整形外科内科小児科医院				320-0047		宇都宮市一の沢2-1-43				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		小島内科医院 コジマ ナイカ イイン				321-0168		宇都宮市東原町5-3				3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		1		0		0		0		0

		否 ヒ		那須高原クリニック ナス コウゲン				329-3131		那須塩原市唐杉31-2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		サンフラワークリニック				323-0808		小山市出井1936				3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		昌平町こどもクリニック ショウヘイ マチ				326-0813		足利市昌平町2368				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		①中心となる施設へ患者が訪問するように、移動手段・補助（人、お金）を考えるべき。どうしても動けない、動かせない人のみ専門職（医者以外）が訪問しIT技術等で必要に応じてセンター施設のスペシャリストと連絡し治療（入院‥）の判断をし実行する。
②既存の人・技術・施設を日曜大工的発想で組み合わせて、システムを構築することには賛成できない。現状をどうにかするための方策でなく、医療の公正（正義）を行うためにどうすべきかを考えるべきだと思う チュウシン シセツ カンジャ ホウモン イドウ シュダン ホジョ ヒト カネ カンガ ウゴ ウゴ ヒト センモン ショク イシャ イガイ ホウモン ギジュツナド ヒツヨウ オウ シセツ レンラク チリョウ ニュウイン ハンダン ジッコウ キゾン ヒト ギジュツ シセツ ニチヨウ ダイク テキ ハッソウ ク ア コウチク サンセイ ゲンジョウ ホウサク イリョウ コウセイ セイギ オコナ カンガ オモ

		否 ヒ		赤田診療所 アカダ シンリョウジョ				329-2743		那須塩原市南赤田321-1192				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		手塚内科 テヅカ ナイカ				321-0966		宇都宮市今泉3-12-12				3		3		2		2		2		2		2		2		1		3		3				3		3		2		2		2		2		2		2		3		3		3		2		2		2		0		1		1		0		1		0		1		0		0		今まで具体的な症例に会っていません イマ グタイテキ ショウレイ ア

		否 ヒ		板橋医院 イタバシ イイン				327-0803		佐野市犬伏新町1308-2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		1		1		0

		否 ヒ		倉増医院 クラ マ イイン				320-0856		宇都宮市砥上町675-1				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		その他：人材の確保 タ ジンザイ カクホ

		否 ヒ		もてぎの森メディカルプラザ				321-3541		茂木町烏生田下郷330				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		宮澤クリニック ミヤザワ				329-0412		下野市柴291-2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		金澤医院 カナザワ イイン				325-0052		那須塩原市中央町1-8				1		1		2		2		2		1		2		2		2		2		2				1		1		2		2		2		1		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		つるたfamilyクリニック				320-0857		宇都宮市鶴田1-17-23				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		フォレストサイドクリニック				321-0152		宇都宮市西川田6-6-17		028-684-2775		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		今野内科胃腸科医院 コンノ ナイカ イチョウカ イイン				321-0151		宇都宮市西川田町933-1		028-645-6121		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		1		1		1		0

		否 ヒ		小島原医院 コジマ ハラ イイン				329-1104		宇都宮市下岡本町4075				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		1		0

		否 ヒ		永田内科眼科医院 ナガタ ナイカ ガンカイ イン				321-0982		宇都宮市御幸ヶ原町136-9		028-662-6774		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		1		0

		否 ヒ		大栗医院 オオクリ イイン				320-0034		宇都宮市泉町1-27				3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1

		否 ヒ		星小児科医院 ホシ ショウニカ イイン				321-0346		宇都宮市下荒針町3588-2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		金子内科医院 カネコ ナイカ イイン				320-0032		宇都宮市昭和1-1-31				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		否 ヒ		石川医院 イシカワ イイン				322-0015		栃木県鹿沼市上石川1-319 ３２２－００１５		0289-76-3145		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		当方では特別養護老人ホームの嘱託医を兼ねておりますため、24時間体制での診察となっております。今回のアンケートに対しましては、オーバーワークにつき協力いたしかねます。 トウホウ トクベツ ヨウゴ ロウジン ショクタクイ カ ジカン タイセイ シンサツ コンカイ タイ キョウリョク

		否 ヒ		しみずファミリークリニック				321-0951		宇都宮市越戸3-15-27				1		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		0		0		0		0		0

		否 ヒ		岡医院 オカ イイン				321-1403		日光市下鉢石町997-1				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		1		1		0		そもそも開業の小児科医が少ないうえに、在宅医療をやっている小児科はほとんどいないのが現状。以前、在宅の重症心身障害児の訪問診療を頼まれて行ったことがあるが、大人の訪問診療と勝手が違う為、内科医にはハードルが高いと感じた。是非、近くの小児科の先生に少しでも取り組んでもらうしかないかと思います。 カイギョウ ショウニ カ イ スク ザイタク イリョウ ショウニカ ゲンジョウ イゼン ザイタク ジュウショウ シンシン ショウガイジ ホウモン シンリョウ タノ オコナ オトナ ホウモン シンリョウ カッテ チガ タメ ナイカ イ タカ カン ゼヒ チカ ショウニカ センセイ スコ ト ク オモ

		否 ヒ		風見診療所 カザミ シンリョウジョ				329-2335		塩谷町上平27				3		3		1		3		2		3		3		2		1		3		3				3		1		1		3		2		2		3		3		2		1		3		3		2		2		0		1		1		0		1		0		1		1		0

		否 ヒ		土谷医院 ツチヤ イイン				321-0136		宇都宮市みどり野町14-3				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		1		0

		否 ヒ		遠藤小児科 エンドウ ショウニカ				321-0982		宇都宮市御幸ヶ原町224-10				1		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		1		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		油布医院 ユフ イイン				321-0414		宇都宮市中里町175-8				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		1		0

		承諾 ショウダク		さいとう小児科 ショウニカ		0282-22-0757 		328-0015		栃木市万町30番16号		0282-22-0757		1		1		3		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		1		0

		承諾 ショウダク		冨塚メデｲカルクリニック		028-666-2555		321-2116		宇都宮市徳次郎町888				1		1		2		2		2		2		2		2		1		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0		なるべく協力したいが、現在当院副院長が体調悪く、休養中のため困難となっています。 キョウリョク ゲンザイ トウイン フクインチョウ タイチョウ ワル キュウヨウチュウ コンナン

		承諾 ショウダク		山浦内科医院		0284-21-6653 		326-0843		足利市五十部町1256-5				1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3				1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		4		1		1		1		0		0		0		1		0		0

		承諾 ショウダク		小倉医院		0282-82-0057		321-0227		壬生町通町10-5				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		承諾 ショウダク		飯岡小児科		0289-65-3257		322-0074		鹿沼市日吉町569-2				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		3				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		3		2		2		2		0		0		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		角田内科医院		0285-53-5665 		329-0511		下野市石橋549				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		1		1		1		1		1		0		0

		承諾 ショウダク		おかべこどもクリニック		0285-40-7300 		329-0433		下野市緑5-17-12				3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		くろばね齋藤醫院		0287-54-0031		324-0233		大田原市黒羽田町612				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		1		0

		承諾 ショウダク		立花医院		0287-72-0311		325-0003		那須郡那須町寺子乙3967-190				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		その他：スタッフの充実　　1～9すべて当てはまります タ ジュウジツ ア

		承諾 ショウダク		さいとうハート＆キッズクリニック		0287-53-7979		324-0043		大田原市浅香1-4-3				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		1		0

		承諾 ショウダク		小山すぎの木クリニック		0285-30-3456		323-0806		小山市中久喜1131-1				1		1		1		1		1		1		2		2		2		1		1				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		4		1		1		0		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		有村小児科医院		028-656-7207		321-0912		宇都宮市石井町3128-11		028-656-7207		1		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		1		0		1		1		0		無床の診療所の小児科医としては、急性疾患（特に感染症が多く）への対応が中心です。時間に追われています。予防接種については、時間枠をとって対応できます。一次診療についても、訪問看護との連携等があれば対応可能な場合があります。（例えば点滴投薬等）現時点では往診は無理ですが。 ムショウ シンリョウジョ ショウニ カ イ キュウセイ シッカン トク カンセンショウ オオ タイオウ チュウシン ジカン オ ヨボウ セッシュ ジカンワク タイオウ イチジ シンリョウ ホウモン カンゴ レンケイ トウ タイオウ カノウ バアイ タト テンテキ トウヤク ナド ゲンジテン オウシン ムリ

		承諾 ショウダク		吉永医院		0285-63-2303		321-3564		茂木町増井190-1				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		1		1		0		0		0

		承諾 ショウダク		あさかクリニック		0287-22-2601		324-0043		大田原市浅香3-3711				1		1		2		2		2		2		1		1		2		2		2				1		1		2		2		2		2		1		1		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		坪水医院		0283-62-0265		327-0312		佐野市栃本町2241				1		1		3		3		3		3		3		3		1		3		3				1		1		3		3		3		3		3		3		1		3		3		3		3		3		0		1		1		0		0		0		0		1		0		若い頃、町田市にある重度心身障害者の施設にボランティアで行き、足で書いたお手紙をもらって感動しました。何かのお役にたてればと思いますが、現在実態がよく分かりません。 ワカ コロ マチダシ ジュウド シンシン ショウガイシャ シセツ イ アシ カ テガミ カンドウ ナニ ヤク オモ ゲンザイ ジッタイ ワ

		承諾 ショウダク		こどもヶ丘診療所		028-615-1077		321-0151		宇都宮市西川田町183-21				1		1		3		3		3		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		1		0		1		1		0

		承諾 ショウダク		竹田内科小児科クリニック		0282-29-1233		328-0011		栃木市大宮町52番地		0282-29-1233		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		0		1		1		1		0		0		1		0

		承諾 ショウダク		すながクリニック		0284-44-7211		326-0015		足利市八椚町494-1　				1		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		1		1		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		片山医院		028-661-9764		321-0944		宇都宮市東峰町3008-21				1		1		2		2		2		1		2		2		2		2		2				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		4		0		1		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		稲毛クリニック		0283-25-2566		327-0103		佐野市石塚町893-1				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		1		1		1		1		1		その他：当クリニックでは勤務医での診療のみを行っており、重症心身障害児に対応できるシステムはととのっておらず、申し訳ありません。 タ トウ キンムイ シンリョウ オコナ ジュウショウ シンシン ショウガイジ タイオウ モウ ワケ

		承諾 ショウダク		小川こどもクリニック		0289-74-5421		322-0027		鹿沼市貝島町5006-2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		くさの小児科		0284-73-7000		326-0335		足利市上渋垂町338-3				3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		みやの杜クリニック　		028-683-7811		321-0904		宇都宮市陽東2-4-5				1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1				3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		1		0		0		1		0		0		1		0		0		0		Q2訪問診療のみ対応可 ホウモン シンリョウ タイオウ カ

		承諾 ショウダク		にいたに内科　		028-675-6515		329-1231		塩谷郡高根沢町宝石台 3-3-19				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1

		承諾 ショウダク		よこやま内科小児科クリニック		0282-24-8102		328-0075		栃木市箱森町38-70				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		さいとうクリニック		0287-39-1805		329-2724		那須塩原市西幸町7-13				1		1		3		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		0		0		0		0		1		その他：現在の診療所での診療との兼ね合いが困難であり、複数の医師や看護師が必要 タ ゲンザイ シンリョウジョ シンリョウ カ ア コンナン フクスウ イシ カンゴシ ヒツヨウ

		承諾 ショウダク		桜井消化器科・内科		028-643-0870		320-0073		宇都宮市細谷1-7-38				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		承諾 ショウダク		佐藤医院		0287-96-2841		324-0501		那須郡那珂川町小川2960-1				1		1		3		3		2		3		3		2		1		1		1				1		1		3		3		2		3		3		2		1		1		1		3		3		4		0		1		1		1		0		1		0		0		0

		承諾 ショウダク		大根田内科医院		028-624-6322		320-0072		宇都宮市若草3-4-22				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		0		0		0		0		0		0		0		当方の医師が高齢であり、しかもスタッフがそろっていないので在宅医療は無理なので、ましてや重症心身障害者においておやです。 トウホウ イシ コウレイ ザイタク イリョウ ムリ ジュウショウ シンシン ショウガイシャ

		承諾 ショウダク		医療法人　赤羽病院		028-661-5446		321-0904		宇都宮市陽東7-2-2				1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3				3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		2		2		2		0		1		1		1		0		0		1		0		0

		承諾 ショウダク		田井の里クリニック		0285-81-6502		321-4301		真岡市西田井内外748-2				1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2				3		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		みずぬまクリニック		0287-39-1581		329-2751		那須塩原市東三島2-80-6				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		その他：在宅医療をやっていないので現状は無理である タ ザイタク イリョウ ゲンジョウ ムリ

		承諾 ショウダク		キッズクリニックはせがわ		0283-27-0200		327-0843		佐野市堀米町3946-6				1		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		その他：時間的余裕 タ ジカンテキ ヨユウ

		承諾 ショウダク		小森谷内科医院		0282-43-7327		329-4404		栃木市大平町富田4003-8				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		熊倉医院		0282-55-8425		329-4316		下都賀郡岩舟町新里180-1				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		いちはらファミリークリニック		028-612-8350		321-0414		宇都宮市中里町322				3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3				3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		1		2		0		1		1		1		0		1		0		1		0

		承諾 ショウダク		かとう小児科 ショウニカ		0282-82-7576		321-0218		壬生町落合3-7-30		 		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		福田こどもクリニック		028-659-8850		320-0852		栃木県宇都宮市下砥上町1545-20				1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3				1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		2		2		2		0		1		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		てらもと小児科		028-650-6636		321-0975		宇都宮市関堀町971-6				1		1		3		2		2		3		3		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		0		小児科医としてはもっと積極的に協力しなければいけないと思いますが、現在の我診療所の状態では不可能なことが多く残念です。 ショウニ カ イ セッキョクテキ キョウリョク オモ ゲンザイ ワガ シンリョウジョ ジョウタイ フカノウ オオ ザンネン

		承諾 ショウダク		木村内科医院		0288-22-7880		321-1264		日光市瀬尾497-1				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		承諾 ショウダク		こばやしファミリークリニック		0283-85-9900		327-0311		佐野市多田町566				1		1		1		1		3		1		1		2		1		1		1				1		1		1		1		3		1		1		3		1		1		1		3		3		2		0		1		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		あいファミリィクリニック足利 アシカガ		0284-22-3788		329-4213		足利市寺岡町505-1				1		1		1		1		1		1		1		3		1		1		1				1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		1		0		1		0		0		0		0		1		0

		承諾 ショウダク		腰塚医院		0282-62-2072		323-1104		栃木市藤岡町藤岡1845-10				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		1		1		1		1		0

		承諾 ショウダク		桜井こどもクリニック		0282-24-5987		328-0034		栃木市本町16-9				1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		承諾 ショウダク		神鳥谷クリニック		0285-22-7700		323-0827		小山市神鳥谷1-19-1		 		2		2		2		2		2		2		2		2		1		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		持田医院		0282-67-3661		329-0319		栃木市藤岡町中根115-5				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		4		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		田村医院		0282-43-3368		329-4423		栃木市大平町西水代1835-1				1		1		1		1		1		1		1		2		1		1		1				1		1		1		1		1		1		1		2		1		1		1		3		1		4		1		1		1		1		1		1		1		1		0		Q5.訪問看護、訪問リハビリテーションを利用 ホウモン カンゴ ホウモン リヨウ

		承諾 ショウダク		大橋内科クリニック		0282-82-8522		321-0219		壬生町福和田1003-1				1		1		2		2		2		3		2		2		2		2		3				1		1		2		2		2		3		2		2		2		2		3		3		3		2		0		1		1		0		0		0		0		1		0

		承諾 ショウダク		てらだファミリークリニック		028-654-2188		321-0132		宇都宮市雀の宮5-5-1				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		1		1		1		1		0

		承諾 ショウダク		あおい内科小児科ｸﾘﾆｯｸ		028-663-6000		321-0973		宇都宮市岩曽町1086-1				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		1		1		1		その他：往診時間の確保ができること タ オウシン ジカン カクホ

		承諾 ショウダク		飯塚医院		0287-92-2034		324-0613		那須郡那珂川町馬頭484-3				1		1		2		2		2		2		2		2		1		2		1				1		1		2		2		2		2		2		2		1		2		1		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		0

		承諾 ショウダク		やの小児科医院		0285-56-0280		329-0611		河内郡上三川町上三川3446-3				1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3				1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		2		2		2		0		1		1		1		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		仲嶋医院		028-681-7755		329-1311		さくら市氏家3245-17				3		3		3		3		2		3		3		3		3		2		3				3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		2		3		2		1		1		1		1		1		1		1		0		0		成人（18才以上）を対象に回答しました セイジン サイ イジョウ タイショウ カイトウ

		承諾 ショウダク		小林診療所		0285-82-3873		321-4369		真岡市熊倉3-10-7				1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		1				1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		1		2		2		2		0		1		0		0		0		1		0		0		0

		承諾 ショウダク		西真岡こどもクリニック		0285-81-7900		321-4341		真岡市高勢町3-205-1				1		1		1		3		1		1		1		1		1		3		3				1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		その他：現在おこなっています タ ゲンザイ

		承諾 ショウダク		鈴木医院		0285-72-2032		321-4217		益子町益子1747-2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		承諾 ショウダク		緑の屋根診療所		0283-20-2577		327-0843		佐野市堀米町1348-5				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		0		0		1		0		1		0		1		0		0		地域の社会資源が少ない。マンパワー不足 チイキ シャカイ シゲン スク ブソク

		承諾 ショウダク		ひがのクリニック		0285-74-0051 		321-4521		真岡市久下田941-1				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		豊郷中央渡辺内科　		028-622-8900		320-0004		宇都宮市長岡町1217-5				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		1				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		1		0		0

		承諾 ショウダク		きくちクリニック		028-683-3387		321-0903		宇都宮市下平出町614-2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		0		0

		承諾 ショウダク		サンレディースクリニック		0282-24-3541		328-0024		栃木市樋ノ口町504-1				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		医療法人　亀田内科		028-633-2884		320-0812		宇都宮市一番町1-28				1		1		1		2		2		1		2		2		2		2		1				1		1		1		2		2		1		2		2		2		2		1		3		3		3		0		0		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		越戸クリニック		028-660-6190		321-0951		宇都宮市越戸町139-6				1		1		2		2		2		3		2		2		2		2		3				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		佐藤内科		0285-53-1305		329-0511		下野市石橋839-14				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		承諾 ショウダク		グリムこどもクリニック		0285-51-1515		329-0502		下野市下古山2-6-17				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		事前連絡の上での一次診療、予防接種ですので、申し訳ありません。 ジゼン レンラク ウエ イチジ シンリョウ ヨボウ セッシュ モウ ワケ

		承諾 ショウダク		吉原医院		0288-21-0161		321-1261		日光市今市826-4				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		1		1		1		その他：設備 タ セツビ

		承諾 ショウダク		梅園医院		028-633-2869		320-0035		宇都宮市伝馬町3-28				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		1		0		0

		承諾 ショウダク		森田医院		028-633-1573		320-0861		宇都宮市西3-5-8				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		鈴木内科クリニック		028-655-1229		321-0139		宇都宮市若松原2-4-19				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		その他：24時間対応が必要となると考えますが、当院診療時間内の往診は難しいと考えます。 タ ジカン タイオウ ヒツヨウ カンガ トウイン シンリョウ ジカン ナイ オウシン ムズカ カンガ

		承諾 ショウダク		小松医院		0289-60-5515		322-0064		鹿沼市文化橋町2300-1				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		1		0		0		1		0



														1.医療ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する外来診療について、以下の医療行為に対応できますか。 イリョウ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ガイライ シンリョウ イカ イリョウ コウイ タイオウ																								2.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する往診及び訪問診療について、以下の医療行為に対応できますか イリョウテキ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ オウシン オヨ ホウモン シンリョウ イカ イリョウ コウイ タイオウ

														予防接種 ヨボウ セッシュ		一次診療
（経過観察、栄養観察を含む） イチジ シンリョウ ケイカ カンサツ エイヨウ カンサツ フク		経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ		経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ		中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ		酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ		気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ		人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ		尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ		人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ		褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ				予防接種 ヨボウ セッシュ		一次診療
（経過観察、栄養観察を含む） イチジ シンリョウ ケイカ カンサツ エイヨウ カンサツ フク		経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ		経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ		中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ		酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ		気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ		人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ		尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ		人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ		褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ

										1		できる		83		57		12		9		7		13		11		6		17		8		16		できる		39		29		8		6		5		9		9		6		10		7		12

										2		できない		55		80		127		134		142		130		136		146		131		137		124		できない		102		115		141		143		148		140		144		148		140		145		134

										3		要相談 ヨウ ソウダン		27		28		26		22		16		22		18		13		16		20		25		要相談 ヨウ ソウダン		24		21		16		16		12		15		12		11		15		13		19

																																																														0

														3.24時間、重症心身障害児（18歳未満）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイジ サイ ミマン イリョウ タイオウ

										1		できる		1

										2		できない		150

										3		要相談 ヨウ ソウダン		14

														4.24時間、重症心身障害者（18歳以上）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイシャ サイ イジョウ イリョウ タイオウ

										1		できる		3

										2		できない		150

										3		要相談 ヨウ ソウダン		12

														5.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する訪問リハビリてーションを提供していますか イリョウテキ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ホウモン テイキョウ

										1		提供している テイキョウ		1

										2		提供していない テイキョウ		152

										3		提供していないが対応は可能 テイキョウ タイオウ カノウ		4

										4		要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン		8

														6.重症心身障害児（者）在宅医療に対応できるようになるための条件はなんですか

										1		診療報酬の点数が増えること シンリョウ ホウシュウ テンスウ フ		24

										2		訪問看護尾の連携 ホウモン カンゴ オ レンケイ		73

										3		病院との連携 ビョウイン レンケイ		90

										4		在宅療養支援診療所と小児科医とのグループ診療 ザイタク リョウヨウ シエン シンリョウジョ ショウニ カ イ シンリョウ		43

										5		在宅療養支援診療所に助言や相談を求めることができること ザイタク リョウヨウ シエン シンリョウジョ ジョゲン ソウダン モト		28

										6		小児科医に助言や相談を求めることができること ショウニ カ イ ジョゲン ソウダン モト		26

										7		経験のある医師がいること ケイケン イシ		62

										8		研修などの自己のスキルアップ ケンシュウ ジコ		47

										9		その他 タ		21



できる	予防接種	一次診療	
（経過観察、栄養観察を含む）	経鼻経管栄養の管理	経皮経管栄養の管理	
（胃ろう）	中心静脈栄養の管理	酸素療法の管理	気管切開の管理	人工呼吸器の管理	尿道留置カテーテル	
の管理	人工肛門の管理	褥瘡の管理	83	57	12	9	7	13	11	6	17	8	16	できない	予防接種	一次診療	
（経過観察、栄養観察を含む）	経鼻経管栄養の管理	経皮経管栄養の管理	
（胃ろう）	中心静脈栄養の管理	酸素療法の管理	気管切開の管理	人工呼吸器の管理	尿道留置カテーテル	
の管理	人工肛門の管理	褥瘡の管理	55	80	127	134	142	130	136	146	131	137	124	要相談	予防接種	一次診療	
（経過観察、栄養観察を含む）	経鼻経管栄養の管理	経皮経管栄養の管理	
（胃ろう）	中心静脈栄養の管理	酸素療法の管理	気管切開の管理	人工呼吸器の管理	尿道留置カテーテル	
の管理	人工肛門の管理	褥瘡の管理	27	28	26	22	16	22	18	13	16	20	25	3.24時間、重症心身障害児（18歳未満）の医療に対応ができますか	できる	できない	要相談	1	150	14	4.24時間、重症心身障害者（18歳以上）の医療に対応ができますか	できる	できない	要相談	3	150	12	5.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する訪問リハビリてーションを提供していますか	提供している	提供していない	提供していないが対応は可能	要相談（条件による）	1	152	4	8	6.重症心身障害児（者）在宅医療に対応できるようになるための条件はなんですか	診療報酬の点数が増えること	訪問看護尾の連携	病院との連携	在宅療養支援診療所と小児科医とのグループ診療	在宅療養支援診療所に助言や相談を求めることができること	小児科医に	助言や相談を求めることができること	経験のある医師がいること	研修などの自己のスキルアップ	その他	24	73	90	43	28	26	62	47	21	できる	予防接種	一次診療	
（経過観察、栄養観察を含む）	経鼻経管栄養の管理	経皮経管栄養の管理	
（胃ろう）	中心静脈栄養の管理	酸素療法の管理	気管切開の管理	人工呼吸器の管理	尿道留置カテーテル	
の管理	人工肛門の管理	褥瘡の管理	39	29	8	6	5	9	9	6	10	7	12	できない	予防接種	一次診療	
（経過観察、栄養観察を含む）	経鼻経管栄養の管理	経皮経管栄養の管理	
（胃ろう）	中心静脈栄養の管理	酸素療法の管理	気管切開の管理	人工呼吸器の管理	尿道留置カテーテル	
の管理	人工肛門の管理	褥瘡の管理	102	115	141	143	148	140	144	148	140	145	134	要相談	予防接種	一次診療	
（経過観察、栄養観察を含む）	経鼻経管栄養の管理	経皮経管栄養の管理	
（胃ろう）	中心静脈栄養の管理	酸素療法の管理	気管切開の管理	人工呼吸器の管理	尿道留置カテーテル	
の管理	人工肛門の管理	褥瘡の管理	24	21	16	16	12	15	12	11	15	13	19	

診療所 (2)

		Ｑ１		1.医療ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する外来診療について、以下の医療行為に対応できますか。 イリョウ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ガイライ シンリョウ イカ イリョウ コウイ タイオウ

				Ｑ1-1										予防接種 ヨボウ セッシュ

				Ｑ1-2										一次診療
（経過観察、栄養観察を含む） イチジ シンリョウ ケイカ カンサツ エイヨウ カンサツ フク

				Ｑ1-3										経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ

				Ｑ1-4										経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ

				Ｑ1-5										中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ

				Ｑ1-6										酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ

				Ｑ1-7										気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ

				Ｑ1-8										人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ

				Ｑ1-9										尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ

				Ｑ1-10										人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ

				Ｑ1-11										褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ

		Ｑ２		2.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する往診及び訪問診療について、以下の医療行為に対応できますか イリョウテキ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ オウシン オヨ ホウモン シンリョウ イカ イリョウ コウイ タイオウ

				Ｑ2-1										予防接種 ヨボウ セッシュ

				Ｑ2-2										一次診療
（経過観察、栄養観察を含む） イチジ シンリョウ ケイカ カンサツ エイヨウ カンサツ フク

				Ｑ2-3										経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ

				Ｑ2-4										経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ

				Ｑ2-5										中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ

				Ｑ2-6										酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ

				Ｑ2-7										気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ

				Ｑ2-8										人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ

				Ｑ2-9										尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ

				Ｑ2-10										人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ

				Ｑ2-11										褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ

		Ｑ3		3.24時間、重症心身障害児（18歳未満）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイジ サイ ミマン イリョウ タイオウ

				Ｑ3-1										できる

				Ｑ3-2										できない

				Ｑ3-3										要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン

		Ｑ4		4.24時間、重症心身障害者（18歳以上）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイシャ サイ イジョウ イリョウ タイオウ

				Ｑ4-1										できる

				Ｑ4-2										できない

				Ｑ4-3										要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン

		Ｑ5		5.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する訪問リハビリてーションを提供していますか イリョウテキ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ホウモン テイキョウ

				Ｑ5-1										提供している テイキョウ

				Ｑ5-2										提供していない テイキョウ

				Ｑ5-3										提供していないが対応は可能 テイキョウ タイオウ カノウ

				Ｑ5-4										要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン

		Ｑ6		6.重症心身障害児（者）在宅医療に対応できるようになるための条件はなんですか ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ ザイタク イリョウ タイオウ ジョウケン

				Ｑ6-1										診療報酬の点数が増えること シンリョウ ホウシュウ テンスウ フ

				Ｑ6-2										訪問看護尾の連携 ホウモン カンゴ オ レンケイ

				Ｑ6-3										病院との連携 ビョウイン レンケイ

				Ｑ6-4										在宅療養支援診療所と小児科医とのグループ診療 ザイタク リョウヨウ シエン シンリョウジョ ショウニ カ イ シンリョウ

				Ｑ6-5										在宅療養支援診療所に助言や相談を求めることができること ザイタク リョウヨウ シエン シンリョウジョ ジョゲン ソウダン モト

				Ｑ6-6										小児科医に助言や相談を求めることができること ショウニ カ イ ジョゲン ソウダン モト

				Ｑ6-7										経験のある医師がいること ケイケン イシ

				Ｑ6-8										研修などの自己のスキルアップ ケンシュウ ジコ

				Ｑ6-9										その他 タ

		Ｑ7		7.重症心身障害児（者）の方に対する医療、在宅生活等についてお気づきのことなど、ご自由にお書きください ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ カタ タイ イリョウ ザイタク セイカツ ナド キ ジユウ カ



		承諾可否 ショウダク カヒ		診療所名 シンリョウジョ メイ		電話番号 デンワ バンゴウ		郵便番号 ユウビンバンゴウ		所在地 ショザイチ		電話番号 デンワ バンゴウ		Ｑ１　1.医療ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する外来診療について、以下の医療行為に対応できますか。																								Ｑ２　2.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する往診及び訪問診療について、以下の医療行為に対応できますか																						Ｑ3		Ｑ4		Ｑ5		Ｑ6　6.重症心身障害児（者）在宅医療に対応できるようになるための条件はなんですか																		Ｑ7重症心身障害児（者）の方に対する医療、在宅生活等についてお気づきのことなど、ご自由にお書きください

														Ｑ1-1		Ｑ1-2		Ｑ1-3		Ｑ1-4		Ｑ1-5		Ｑ1-6		Ｑ1-7		Ｑ1-8		Ｑ1-9		Ｑ1-10		Ｑ1-11				Ｑ2-1		Ｑ2-2		Ｑ2-3		Ｑ2-4		Ｑ2-5		Ｑ2-6		Ｑ2-7		Ｑ2-8		Ｑ2-9		Ｑ2-10		Ｑ2-11								Ｑ6-1		Ｑ6-2		Ｑ6-3		Ｑ6-4		Ｑ6-5		Ｑ6-6		Ｑ6-7		Ｑ6-8		Ｑ6-9

		否 ヒ		不明 フメイ						不明 フメイ		不明 フメイ		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		7		0		0

		否 ヒ		不明 フメイ						不明 フメイ		不明 フメイ		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		1		1		0		0		0		1		0

		否 ヒ		不明 フメイ						不明 フメイ		不明 フメイ		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		不明 フメイ						不明 フメイ		不明 フメイ		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		0

		否 ヒ		不明 フメイ						不明 フメイ		不明 フメイ		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		否 ヒ		不明 フメイ						不明 フメイ		不明 フメイ		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		0		1		0

		否 ヒ		不明 フメイ						不明 フメイ		不明 フメイ		1		1		2		2		2		2		2		2		1		2		1				1		1		2		2		2		2		2		2		1		2		1		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		その他：各種の健康的処置の管理ができるかどうか。その訓練を受けているかどうかです。 タ カクシュ ケンコウテキ ショチ カンリ クンレン ウ

		否 ヒ		不明 フメイ						不明 フメイ		不明 フメイ		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		0		0		1		0		0

		否 ヒ		不明 フメイ						不明 フメイ		不明 フメイ		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		その他:スタッフ不足（医師、看護師、介助者）スペース不足 タ フソク イシ カンゴシ カイジョシャ フソク

		否 ヒ		宇都宮市保健所 ウツノミヤシ ホケンジョ				321-0974		宇都宮市竹林町972				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		その他：保健所は直接的な医療サービスを行っていないことから、今後も対応は行わない タ ホケンジョ チョクセツ テキ イリョウ オコナ コンゴ タイオウ オコナ

		承諾 ショウダク		深谷医院 フカヤ イイン		0285-75-0007 		321-4502		真岡市物井1268-7				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		1				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		1		2		2		2		0		0		1		1		0		0		0		0		0

		否 ヒ		こどもクリニックしまむら				326-0822		足利市田中町908-4				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		かしま産婦人科 サンフジンカ		0284-65-0341		326-0844		足利市鹿島町501-1				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		婦人科疾患（不正性器出血/帯下/外陰掻痒等）については外来対応させて頂いております フジンカ シッカン フセイ セイキ シュッケツ タイゲ ガイイン カ カユ ナド ガイライ タイオウ イタダ

		否 ヒ		医療法人雄仁会　奥山医院 イリョウ ホウジン ユウジン カイ オクヤマ イイン				322-0065		鹿沼市上材木町2320				1		3		3		3		3		3		1		3		3		2		2				1		3		2		3		2		3		1		3		3		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		1		1		0		0

		否 ヒ		水沼医院 ミズヌマ イイン				321-0628		那須烏山市金井1-14-8				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		3				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		飯野医院				321-4539		真岡市長沼730-1				3		2		2		2		2		3		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		おおきこどもクリニック		0285-41-0025 		329-0207		小山市美しが丘3-35-3				1		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		宇都宮市子ども発達センター診療所 ウツノミヤシ コ ハッタツ シンリョウジョ		028-647-4720		320-0851		栃木県宇都宮市鶴田町970-1				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		その他：子ども発達センター内の療育を利用する児の診療所であるため タ コ ハッタツ ナイ リョウイク リヨウ ジ シンリョウジョ

		承諾 ショウダク		中川医院 ナカガワ イイン		0287-62-0040		325-0057		那須塩原市黒磯幸町6-27				3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		1		0		1		0

		否 ヒ		ももやこどもクリニック				321-0118		宇都宮市インターパーク3-6-1				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		1		0		0		0		0		0

		否 ヒ		阿久津医院 アクツ イイン				329-1226		高根沢町大谷176-1 タカネザワマチ オオタニ				1		1		2		2		2		3		2		2		3		3		3				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		1		0		0		0		1		0		0

		否 ヒ		伊保内診療所 イホ ナイ シンリョウジョ				327-0034		佐野市伊保内町3841-1				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		1		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		にじいろこども診療所 シンリョウジョ		0285-44-7716		329-0414		下野市小金井4-1-1				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		0		1		1		0

		否 ヒ		戸野塚内科医院 トノヅカ ナイカ イイン				323-0064		小山市下石塚471				3		3		3		3		3		1		1		1		1		3		1				3		3		3		3		3		1		1		1		1		3		1		3		3		4		0		0		1		0		0		1		1		1		0

		否 ヒ		賀川診療所 カガワ シンリョウジョ				326-0843		足利市五十部町1785				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		1		0		1		0		0

		承諾 ショウダク		豊郷台クリニック ユタカ ゴウ ダイ		028-643-8998		320-0003		宇都宮市豊郷台2-21-3		028-643-8998（FAX8999）		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1				1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		2		0		1		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		いとうこどもクリニック		0289-63-5566		322-0025		鹿沼市緑町2-2-29				1		1		3		3		2		2		3		2		2		3		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		0		0		1		1		0

		承諾 ショウダク		清原台こどもクリニック キヨハラ ダイ		028-305-6017		321-3223		宇都宮市清原台2-4-14				1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		その他：医師、看護師の増員 タ イシ カンゴシ ゾウイン

		否 ヒ		阿部医院				324-0032		大田原市佐久山2018 オオタワラシ サクヤマ		0287-28-0053（FAX0287-28-2112）		1		1		2		2		2		2		1		2		1		2		1				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		4		0		1		1		0		1		0		0		1		0

		否 ヒ		中元内科医院 ナカモト ナイカ イイン				328-0027		栃木市今泉町2-10-18				1		3		2		2		2		3		2		2		3		2		3				3		3		2		2		2		3		2		2		3		2		3		2		2		2		0		0		1		0		1		0		0		1		0		①重症心身障害者の重症度の程度問題　②家庭の受け入れ問題、経済的負担 ジュウショウ シンシン ショウガイシャ ジュウショウ ド テイド モンダイ カテイ ウ イ モンダイ ケイザイテキ フタン

		否 ヒ		布川小児科 フカワ ショウニ カ				322-0036		鹿沼市下田町2-1099				1		1		3		3		2		3		2		2		2		3		3				1		1		3		3		2		3		2		2		2		2		3		2		2		2		0		1		1		1		0		0		1		1		0

		否 ヒ		ちづかクリニック				328-0133		栃木市大森町445-4		0282-31-3750		3		3		3		3		2		3		2		2		2		2		3				3		3		3		3		2		3		2		2		2		2		3		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		多島医院 タジマ イイン				321-1524		日光市足尾町赤沢21-28				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		否 ヒ		篠崎内科クリニック シノザキ ナイカ				321-3223		宇都宮市清原台6-1-13				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		否 ヒ		和久医院 ワク イイン				321-3324		芳賀町西水沼119-1				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		否 ヒ		近藤クリニック コンドウ				321-0634		那須烏山市野上町637-2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		0		0		0		0		1		0		0

		否 ヒ		高根沢内科クリニック タカネザワ ナイカ				321-4305		真岡市荒町2-11-1				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		岡田こどもクリニック オカダ				327-0832		佐野市植上町1408-2				1		3		3		3		3		2		3		2		3		3		3				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		0		0		0		0		0		往診医療ができたらと考えていた時もありましたが、現在は物理的に困難で申し訳ありません
重心のお子さんの通院所と個別の相談で応じる可能性はあります オウシン イリョウ カンガ トキ ゲンザイ ブツリテキ コンナン モウ ワケ ジュウシン コ ツウイン ジョ コベツ ソウダン オウ カノウセイ

		否 ヒ		真岡メディカルクリニック モオカ				321-4305		真岡市荒町3-49-6				3		3		3		3		3		3		3		3				3		3				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		0		0		0		1		1		0

		否 ヒ		いしだ整形外科 セイケイ ゲカ				321-0912		宇都宮市石井町3236-1				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		山中クリニック ヤマナカ				327-0835		佐野市植下町2468				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		1		1		0		0		1		0		0

		否 ヒ		医療法人　寿幸会　吉野医院 イリョウ ホウジン コトブキ サチ カイ ヨシノ イイン				320-0014		宇都宮市大曽4-9-11				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		1		1		0		0		1		0		0

		否 ヒ		柳田産婦人科・小児科医院 ヤナギダ サンフジンカ ショウニカ イイン				321-4361		真岡市並木町4-5-3				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		0

		否 ヒ		石田消化器科・内科クリニック イシダ ショウカキ カ ナイカ				321-0216		壬生町壬生丁259-7				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		1		0		0		0		0		0

		否 ヒ		赤羽胃腸科・外科・肛門科医院 アカバネ イチョウカ ゲカ コウモンカ イイン				324-0052		大田原市城山2-5-29				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		医療法人　文仁会　扶桑医院 イリョウ ホウジン ブン ジン カイ フソウ イイン				323-0016		小山市扶桑1-2-1				1		3		3		3		2		2		3		2		3		3		3				3		3		3		2		2		2		3		2		3		2		3		2		2		2		0		0		1		1		0		0		1		1		0

		否 ヒ		馬場医院 ババ イイン				327-0043		佐野市君田町35				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		否 ヒ		井戸川クリニック イドガワ				326-0331		足利市福富町2096-1				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		0		0		1		0		0		0

		否 ヒ		鎌田浅香医院 カマタ アサカ イイン				324-0043		大田原市浅香3-3-9				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		0		1		0		0		0		0		0		0		高額医療はひかえています。悪質ととらえられますので!! コウガク イリョウ アクシツ

		否 ヒ		山門クリニック ヤマカド				328-0031		栃木市日の出町6-35				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		0		0		0		1		0

		否 ヒ		新村ファミリークリニック ニイムラ				328-0011		栃木市大宮町2120-11				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		宇都宮東部クリニック ウツノミヤ トウブ				321-3223		宇都宮市清原台5-14-19				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1

		否 ヒ		車田医院 クルマダ イイン				324-0242		大田原市大豆田457-24				3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3				3		3		3		3		3		0		2		2		3		3		3		2		2		2		0		0		1		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		にがみどう内科クリニック ナイカ				322-0003		鹿沼市仁神堂町351-26				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		松谷内科胃腸科クリニック マツヤ ナイカ イチョウカ				321-3304		芳賀町祖母井1708-17				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		1		0		0

		否 ヒ		まなか医院 イイン				329-1225		高根沢町石末２０９３－１０				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		植木医院 ウエキ イイン				329-2224		塩谷町金枝950				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		1		2		2		2		2		3		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		0		0		0		0		0

		否 ヒ		大岡医院 オオオカ イイン				320-0047		宇都宮市一の沢274-7				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		川野クリニック カワノ				329-1112		宇都宮市上田原町660-6				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		0		1		0

		否 ヒ		陣内医院 ジンナイ イイン				321-0225		壬生町本丸1-7-10		0282-82-0242		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		1		0

		否 ヒ		船越医院 フナコシ イイン				328-0111		栃木市都賀町家中5986-6				1		1		2		2		2		2		2		2		3		2		3				1		1		2		2		2		2		2		2		3		2		3		2		2		2		0		1		1		0		1		1		0		1		0

		否 ヒ		林クリニック ハヤシ				321-0158		宇都宮市西川田本町1-8-29				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		0		0		0		0		0

		否 ヒ		河島医院 カワシマ イイン				329-3436		那須郡那須町伊王野1503				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		松本内科医院 マツモト ナイカ イイン				321-0226		壬生町中央町6-37				3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		否 ヒ		佐藤医院 サトウ イイン				329-2728		栃木県那須塩原市西栄町7-16 ３２９－２７２８		0287-36-0147		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1

		否 ヒ		渡部医院 ワタナベ イイン				329-3153		那須塩原市大原間140-1 ナスシオバラ シ オオハラマ				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		宇都宮市保健センター ウツノミヤシ ホケン				321-0964		宇都宮市駅前通り1-4-6				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		0

		否 ヒ		川村医院 カワムラ イイン				321-2522		日光市鬼怒川温泉大原1396-20				1		1		3		1		3		1		3		2		3		3		3				3		3		3		3		3		3		2		2		3		3		3		2		2		2		0		0		1		0		0		1		1		0		0

		否 ヒ		ほうずみ整形外科内科小児科医院				320-0047		宇都宮市一の沢2-1-43				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		小島内科医院 コジマ ナイカ イイン				321-0168		宇都宮市東原町5-3				3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		1		0		0		0		0

		否 ヒ		那須高原クリニック ナス コウゲン				329-3131		那須塩原市唐杉31-2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		サンフラワークリニック				323-0808		小山市出井1936				3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		昌平町こどもクリニック ショウヘイ マチ				326-0813		足利市昌平町2368				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		①中心となる施設へ患者が訪問するように、移動手段・補助（人、お金）を考えるべき。どうしても動けない、動かせない人のみ専門職（医者以外）が訪問しIT技術等で必要に応じてセンター施設のスペシャリストと連絡し治療（入院‥）の判断をし実行する。
②既存の人・技術・施設を日曜大工的発想で組み合わせて、システムを構築することには賛成できない。現状をどうにかするための方策でなく、医療の公正（正義）を行うためにどうすべきかを考えるべきだと思う チュウシン シセツ カンジャ ホウモン イドウ シュダン ホジョ ヒト カネ カンガ ウゴ ウゴ ヒト センモン ショク イシャ イガイ ホウモン ギジュツナド ヒツヨウ オウ シセツ レンラク チリョウ ニュウイン ハンダン ジッコウ キゾン ヒト ギジュツ シセツ ニチヨウ ダイク テキ ハッソウ ク ア コウチク サンセイ ゲンジョウ ホウサク イリョウ コウセイ セイギ オコナ カンガ オモ

		否 ヒ		赤田診療所 アカダ シンリョウジョ				329-2743		那須塩原市南赤田321-1192				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		手塚内科 テヅカ ナイカ				321-0966		宇都宮市今泉3-12-12				3		3		2		2		2		2		2		2		1		3		3				3		3		2		2		2		2		2		2		3		3		3		2		2		2		0		1		1		0		1		0		1		0		0		今まで具体的な症例に会っていません イマ グタイテキ ショウレイ ア

		否 ヒ		板橋医院 イタバシ イイン				327-0803		佐野市犬伏新町1308-2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		1		1		0

		否 ヒ		倉増医院 クラ マ イイン				320-0856		宇都宮市砥上町675-1				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		その他：人材の確保 タ ジンザイ カクホ

		否 ヒ		もてぎの森メディカルプラザ				321-3541		茂木町烏生田下郷330				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		宮澤クリニック ミヤザワ				329-0412		下野市柴291-2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		金澤医院 カナザワ イイン				325-0052		那須塩原市中央町1-8				1		1		2		2		2		1		2		2		2		2		2				1		1		2		2		2		1		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		つるたfamilyクリニック				320-0857		宇都宮市鶴田1-17-23				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		フォレストサイドクリニック				321-0152		宇都宮市西川田6-6-17		028-684-2775		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		今野内科胃腸科医院 コンノ ナイカ イチョウカ イイン				321-0151		宇都宮市西川田町933-1		028-645-6121		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		1		1		1		0

		否 ヒ		小島原医院 コジマ ハラ イイン				329-1104		宇都宮市下岡本町4075				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		1		0

		否 ヒ		永田内科眼科医院 ナガタ ナイカ ガンカイ イン				321-0982		宇都宮市御幸ヶ原町136-9		028-662-6774		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		1		0

		否 ヒ		大栗医院 オオクリ イイン				320-0034		宇都宮市泉町1-27				3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1

		否 ヒ		星小児科医院 ホシ ショウニカ イイン				321-0346		宇都宮市下荒針町3588-2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		金子内科医院 カネコ ナイカ イイン				320-0032		宇都宮市昭和1-1-31				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		否 ヒ		石川医院 イシカワ イイン				322-0015		栃木県鹿沼市上石川1-319 ３２２－００１５		0289-76-3145		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		当方では特別養護老人ホームの嘱託医を兼ねておりますため、24時間体制での診察となっております。今回のアンケートに対しましては、オーバーワークにつき協力いたしかねます。 トウホウ トクベツ ヨウゴ ロウジン ショクタクイ カ ジカン タイセイ シンサツ コンカイ タイ キョウリョク

		否 ヒ		しみずファミリークリニック				321-0951		宇都宮市越戸3-15-27				1		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		0		0		0		0		0

		否 ヒ		岡医院 オカ イイン				321-1403		日光市下鉢石町997-1				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		1		1		0		そもそも開業の小児科医が少ないうえに、在宅医療をやっている小児科はほとんどいないのが現状。以前、在宅の重症心身障害児の訪問診療を頼まれて行ったことがあるが、大人の訪問診療と勝手が違う為、内科医にはハードルが高いと感じた。是非、近くの小児科の先生に少しでも取り組んでもらうしかないかと思います。 カイギョウ ショウニ カ イ スク ザイタク イリョウ ショウニカ ゲンジョウ イゼン ザイタク ジュウショウ シンシン ショウガイジ ホウモン シンリョウ タノ オコナ オトナ ホウモン シンリョウ カッテ チガ タメ ナイカ イ タカ カン ゼヒ チカ ショウニカ センセイ スコ ト ク オモ

		否 ヒ		風見診療所 カザミ シンリョウジョ				329-2335		塩谷町上平27				3		3		1		3		2		3		3		2		1		3		3				3		1		1		3		2		2		3		3		2		1		3		3		2		2		0		1		1		0		1		0		1		1		0

		否 ヒ		土谷医院 ツチヤ イイン				321-0136		宇都宮市みどり野町14-3				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		1		0

		否 ヒ		遠藤小児科 エンドウ ショウニカ				321-0982		宇都宮市御幸ヶ原町224-10				1		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		1		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		油布医院 ユフ イイン				321-0414		宇都宮市中里町175-8				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		1		0

		承諾 ショウダク		さいとう小児科 ショウニカ		0282-22-0757 		328-0015		栃木市万町30番16号		0282-22-0757		1		1		3		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		1		0

		承諾 ショウダク		冨塚メデｲカルクリニック		028-666-2555		321-2116		宇都宮市徳次郎町888				1		1		2		2		2		2		2		2		1		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0		なるべく協力したいが、現在当院副院長が体調悪く、休養中のため困難となっています。 キョウリョク ゲンザイ トウイン フクインチョウ タイチョウ ワル キュウヨウチュウ コンナン

		承諾 ショウダク		山浦内科医院		0284-21-6653 		326-0843		足利市五十部町1256-5				1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3				1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		4		1		1		1		0		0		0		1		0		0

		承諾 ショウダク		小倉医院		0282-82-0057		321-0227		壬生町通町10-5				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		承諾 ショウダク		飯岡小児科		0289-65-3257		322-0074		鹿沼市日吉町569-2				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		3				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		3		2		2		2		0		0		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		角田内科医院		0285-53-5665 		329-0511		下野市石橋549				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		1		1		1		1		1		0		0

		承諾 ショウダク		おかべこどもクリニック		0285-40-7300 		329-0433		下野市緑5-17-12				3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		くろばね齋藤醫院		0287-54-0031		324-0233		大田原市黒羽田町612				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		1		0

		承諾 ショウダク		立花医院		0287-72-0311		325-0003		那須郡那須町寺子乙3967-190				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		その他：スタッフの充実　　1～9すべて当てはまります タ ジュウジツ ア

		承諾 ショウダク		さいとうハート＆キッズクリニック		0287-53-7979		324-0043		大田原市浅香1-4-3				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		1		0

		承諾 ショウダク		小山すぎの木クリニック		0285-30-3456		323-0806		小山市中久喜1131-1				1		1		1		1		1		1		2		2		2		1		1				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		4		1		1		0		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		有村小児科医院		028-656-7207		321-0912		宇都宮市石井町3128-11		028-656-7207		1		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		1		0		1		1		0		無床の診療所の小児科医としては、急性疾患（特に感染症が多く）への対応が中心です。時間に追われています。予防接種については、時間枠をとって対応できます。一次診療についても、訪問看護との連携等があれば対応可能な場合があります。（例えば点滴投薬等）現時点では往診は無理ですが。 ムショウ シンリョウジョ ショウニ カ イ キュウセイ シッカン トク カンセンショウ オオ タイオウ チュウシン ジカン オ ヨボウ セッシュ ジカンワク タイオウ イチジ シンリョウ ホウモン カンゴ レンケイ トウ タイオウ カノウ バアイ タト テンテキ トウヤク ナド ゲンジテン オウシン ムリ

		承諾 ショウダク		吉永医院		0285-63-2303		321-3564		茂木町増井190-1				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		1		1		0		0		0

		承諾 ショウダク		あさかクリニック		0287-22-2601		324-0043		大田原市浅香3-3711				1		1		2		2		2		2		1		1		2		2		2				1		1		2		2		2		2		1		1		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		坪水医院		0283-62-0265		327-0312		佐野市栃本町2241				1		1		3		3		3		3		3		3		1		3		3				1		1		3		3		3		3		3		3		1		3		3		3		3		3		0		1		1		0		0		0		0		1		0		若い頃、町田市にある重度心身障害者の施設にボランティアで行き、足で書いたお手紙をもらって感動しました。何かのお役にたてればと思いますが、現在実態がよく分かりません。 ワカ コロ マチダシ ジュウド シンシン ショウガイシャ シセツ イ アシ カ テガミ カンドウ ナニ ヤク オモ ゲンザイ ジッタイ ワ

		承諾 ショウダク		こどもヶ丘診療所		028-615-1077		321-0151		宇都宮市西川田町183-21				1		1		3		3		3		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		1		0		1		1		0

		承諾 ショウダク		竹田内科小児科クリニック		0282-29-1233		328-0011		栃木市大宮町52番地		0282-29-1233		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		0		1		1		1		0		0		1		0

		承諾 ショウダク		すながクリニック		0284-44-7211		326-0015		足利市八椚町494-1　				1		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		1		1		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		片山医院		028-661-9764		321-0944		宇都宮市東峰町3008-21				1		1		2		2		2		1		2		2		2		2		2				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		4		0		1		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		稲毛クリニック		0283-25-2566		327-0103		佐野市石塚町893-1				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		1		1		1		1		1		その他：当クリニックでは勤務医での診療のみを行っており、重症心身障害児に対応できるシステムはととのっておらず、申し訳ありません。 タ トウ キンムイ シンリョウ オコナ ジュウショウ シンシン ショウガイジ タイオウ モウ ワケ

		承諾 ショウダク		小川こどもクリニック		0289-74-5421		322-0027		鹿沼市貝島町5006-2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		くさの小児科		0284-73-7000		326-0335		足利市上渋垂町338-3				3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		みやの杜クリニック　		028-683-7811		321-0904		宇都宮市陽東2-4-5				1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1				3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		1		0		0		1		0		0		1		0		0		0		Q2訪問診療のみ対応可 ホウモン シンリョウ タイオウ カ

		承諾 ショウダク		にいたに内科　		028-675-6515		329-1231		塩谷郡高根沢町宝石台 3-3-19				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1

		承諾 ショウダク		よこやま内科小児科クリニック		0282-24-8102		328-0075		栃木市箱森町38-70				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		さいとうクリニック		0287-39-1805		329-2724		那須塩原市西幸町7-13				1		1		3		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		0		0		0		0		1		その他：現在の診療所での診療との兼ね合いが困難であり、複数の医師や看護師が必要 タ ゲンザイ シンリョウジョ シンリョウ カ ア コンナン フクスウ イシ カンゴシ ヒツヨウ

		承諾 ショウダク		桜井消化器科・内科		028-643-0870		320-0073		宇都宮市細谷1-7-38				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		承諾 ショウダク		佐藤医院		0287-96-2841		324-0501		那須郡那珂川町小川2960-1				1		1		3		3		2		3		3		2		1		1		1				1		1		3		3		2		3		3		2		1		1		1		3		3		4		0		1		1		1		0		1		0		0		0

		承諾 ショウダク		大根田内科医院		028-624-6322		320-0072		宇都宮市若草3-4-22				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		0		0		0		0		0		0		0		当方の医師が高齢であり、しかもスタッフがそろっていないので在宅医療は無理なので、ましてや重症心身障害者においておやです。 トウホウ イシ コウレイ ザイタク イリョウ ムリ ジュウショウ シンシン ショウガイシャ

		承諾 ショウダク		医療法人　赤羽病院		028-661-5446		321-0904		宇都宮市陽東7-2-2				1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3				3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		2		2		2		0		1		1		1		0		0		1		0		0

		承諾 ショウダク		田井の里クリニック		0285-81-6502		321-4301		真岡市西田井内外748-2				1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2				3		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		みずぬまクリニック		0287-39-1581		329-2751		那須塩原市東三島2-80-6				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		その他：在宅医療をやっていないので現状は無理である タ ザイタク イリョウ ゲンジョウ ムリ

		承諾 ショウダク		キッズクリニックはせがわ		0283-27-0200		327-0843		佐野市堀米町3946-6				1		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		その他：時間的余裕 タ ジカンテキ ヨユウ

		承諾 ショウダク		小森谷内科医院		0282-43-7327		329-4404		栃木市大平町富田4003-8				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		熊倉医院		0282-55-8425		329-4316		下都賀郡岩舟町新里180-1				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		いちはらファミリークリニック		028-612-8350		321-0414		宇都宮市中里町322				3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3				3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		1		2		0		1		1		1		0		1		0		1		0

		承諾 ショウダク		かとう小児科 ショウニカ		0282-82-7576		321-0218		壬生町落合3-7-30		 		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		福田こどもクリニック		028-659-8850		320-0852		栃木県宇都宮市下砥上町1545-20				1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3				1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		2		2		2		0		1		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		てらもと小児科		028-650-6636		321-0975		宇都宮市関堀町971-6				1		1		3		2		2		3		3		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		0		小児科医としてはもっと積極的に協力しなければいけないと思いますが、現在の我診療所の状態では不可能なことが多く残念です。 ショウニ カ イ セッキョクテキ キョウリョク オモ ゲンザイ ワガ シンリョウジョ ジョウタイ フカノウ オオ ザンネン

		承諾 ショウダク		木村内科医院		0288-22-7880		321-1264		日光市瀬尾497-1				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		承諾 ショウダク		こばやしファミリークリニック		0283-85-9900		327-0311		佐野市多田町566				1		1		1		1		3		1		1		2		1		1		1				1		1		1		1		3		1		1		3		1		1		1		3		3		2		0		1		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		あいファミリィクリニック足利 アシカガ		0284-22-3788		329-4213		足利市寺岡町505-1				1		1		1		1		1		1		1		3		1		1		1				1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		1		0		1		0		0		0		0		1		0

		承諾 ショウダク		腰塚医院		0282-62-2072		323-1104		栃木市藤岡町藤岡1845-10				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		1		1		1		1		0

		承諾 ショウダク		桜井こどもクリニック		0282-24-5987		328-0034		栃木市本町16-9				1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		承諾 ショウダク		神鳥谷クリニック		0285-22-7700		323-0827		小山市神鳥谷1-19-1		 		2		2		2		2		2		2		2		2		1		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		持田医院		0282-67-3661		329-0319		栃木市藤岡町中根115-5				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		4		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		田村医院		0282-43-3368		329-4423		栃木市大平町西水代1835-1				1		1		1		1		1		1		1		2		1		1		1				1		1		1		1		1		1		1		2		1		1		1		3		1		4		1		1		1		1		1		1		1		1		0		Q5.訪問看護、訪問リハビリテーションを利用 ホウモン カンゴ ホウモン リヨウ

		承諾 ショウダク		大橋内科クリニック		0282-82-8522		321-0219		壬生町福和田1003-1				1		1		2		2		2		3		2		2		2		2		3				1		1		2		2		2		3		2		2		2		2		3		3		3		2		0		1		1		0		0		0		0		1		0

		承諾 ショウダク		てらだファミリークリニック		028-654-2188		321-0132		宇都宮市雀の宮5-5-1				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		1		1		1		1		0

		承諾 ショウダク		あおい内科小児科ｸﾘﾆｯｸ		028-663-6000		321-0973		宇都宮市岩曽町1086-1				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		1		1		1		その他：往診時間の確保ができること タ オウシン ジカン カクホ

		承諾 ショウダク		飯塚医院		0287-92-2034		324-0613		那須郡那珂川町馬頭484-3				1		1		2		2		2		2		2		2		1		2		1				1		1		2		2		2		2		2		2		1		2		1		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		0

		承諾 ショウダク		やの小児科医院		0285-56-0280		329-0611		河内郡上三川町上三川3446-3				1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3				1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		2		2		2		0		1		1		1		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		仲嶋医院		028-681-7755		329-1311		さくら市氏家3245-17				3		3		3		3		2		3		3		3		3		2		3				3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		2		3		2		1		1		1		1		1		1		1		0		0		成人（18才以上）を対象に回答しました セイジン サイ イジョウ タイショウ カイトウ

		承諾 ショウダク		小林診療所		0285-82-3873		321-4369		真岡市熊倉3-10-7				1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		1				1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		1		2		2		2		0		1		0		0		0		1		0		0		0

		承諾 ショウダク		西真岡こどもクリニック		0285-81-7900		321-4341		真岡市高勢町3-205-1				1		1		1		3		1		1		1		1		1		3		3				1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		その他：現在おこなっています タ ゲンザイ

		承諾 ショウダク		鈴木医院		0285-72-2032		321-4217		益子町益子1747-2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		承諾 ショウダク		緑の屋根診療所		0283-20-2577		327-0843		佐野市堀米町1348-5				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		0		0		1		0		1		0		1		0		0		地域の社会資源が少ない。マンパワー不足 チイキ シャカイ シゲン スク ブソク

		承諾 ショウダク		ひがのクリニック		0285-74-0051 		321-4521		真岡市久下田941-1				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		豊郷中央渡辺内科　		028-622-8900		320-0004		宇都宮市長岡町1217-5				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		1				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		1		0		0

		承諾 ショウダク		きくちクリニック		028-683-3387		321-0903		宇都宮市下平出町614-2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		0		0

		承諾 ショウダク		サンレディースクリニック		0282-24-3541		328-0024		栃木市樋ノ口町504-1				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		医療法人　亀田内科		028-633-2884		320-0812		宇都宮市一番町1-28				1		1		1		2		2		1		2		2		2		2		1				1		1		1		2		2		1		2		2		2		2		1		3		3		3		0		0		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		越戸クリニック		028-660-6190		321-0951		宇都宮市越戸町139-6				1		1		2		2		2		3		2		2		2		2		3				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		佐藤内科		0285-53-1305		329-0511		下野市石橋839-14				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		承諾 ショウダク		グリムこどもクリニック		0285-51-1515		329-0502		下野市下古山2-6-17				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		事前連絡の上での一次診療、予防接種ですので、申し訳ありません。 ジゼン レンラク ウエ イチジ シンリョウ ヨボウ セッシュ モウ ワケ

		承諾 ショウダク		吉原医院		0288-21-0161		321-1261		日光市今市826-4				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		1		1		1		その他：設備 タ セツビ

		承諾 ショウダク		梅園医院		028-633-2869		320-0035		宇都宮市伝馬町3-28				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		1		0		0

		承諾 ショウダク		森田医院		028-633-1573		320-0861		宇都宮市西3-5-8				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		鈴木内科クリニック		028-655-1229		321-0139		宇都宮市若松原2-4-19				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		その他：24時間対応が必要となると考えますが、当院診療時間内の往診は難しいと考えます。 タ ジカン タイオウ ヒツヨウ カンガ トウイン シンリョウ ジカン ナイ オウシン ムズカ カンガ

		承諾 ショウダク		小松医院		0289-60-5515		322-0064		鹿沼市文化橋町2300-1				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		1		0		0		1		0



														1.医療ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する外来診療について、以下の医療行為に対応できますか。 イリョウ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ガイライ シンリョウ イカ イリョウ コウイ タイオウ																								2.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する往診及び訪問診療について、以下の医療行為に対応できますか イリョウテキ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ オウシン オヨ ホウモン シンリョウ イカ イリョウ コウイ タイオウ

														予防接種 ヨボウ セッシュ		一次診療
（経過観察、栄養観察を含む） イチジ シンリョウ ケイカ カンサツ エイヨウ カンサツ フク		経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ		経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ		中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ		酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ		気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ		人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ		尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ		人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ		褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ				予防接種 ヨボウ セッシュ		一次診療
（経過観察、栄養観察を含む） イチジ シンリョウ ケイカ カンサツ エイヨウ カンサツ フク		経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ		経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ		中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ		酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ		気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ		人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ		尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ		人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ		褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ

										1		できる		83		57		12		9		7		13		11		6		17		8		16		できる		39		29		8		6		5		9		9		6		10		7		12

										2		できない		55		80		127		134		142		130		136		146		131		137		124		できない		102		115		141		143		148		140		144		148		140		145		134

										3		要相談 ヨウ ソウダン		27		28		26		22		16		22		18		13		16		20		25		要相談 ヨウ ソウダン		24		21		16		16		12		15		12		11		15		13		19

																																																														0

														3.24時間、重症心身障害児（18歳未満）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイジ サイ ミマン イリョウ タイオウ

										1		できる		1

										2		できない		150

										3		要相談 ヨウ ソウダン		14

														4.24時間、重症心身障害者（18歳以上）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイシャ サイ イジョウ イリョウ タイオウ

										1		できる		3

										2		できない		150

										3		要相談 ヨウ ソウダン		12

														5.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する訪問リハビリてーションを提供していますか イリョウテキ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ホウモン テイキョウ

										1		提供している テイキョウ		1

										2		提供していない テイキョウ		152

										3		提供していないが対応は可能 テイキョウ タイオウ カノウ		4

										4		要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン		8

														6.重症心身障害児（者）在宅医療に対応できるようになるための条件はなんですか

										1		診療報酬の点数が増えること シンリョウ ホウシュウ テンスウ フ		24

										2		訪問看護尾の連携 ホウモン カンゴ オ レンケイ		73

										3		病院との連携 ビョウイン レンケイ		90

										4		在宅療養支援診療所と小児科医とのグループ診療 ザイタク リョウヨウ シエン シンリョウジョ ショウニ カ イ シンリョウ		43

										5		在宅療養支援診療所に助言や相談を求めることができること ザイタク リョウヨウ シエン シンリョウジョ ジョゲン ソウダン モト		28

										6		小児科医に助言や相談を求めることができること ショウニ カ イ ジョゲン ソウダン モト		26

										7		経験のある医師がいること ケイケン イシ		62

										8		研修などの自己のスキルアップ ケンシュウ ジコ		47

										9		その他 タ		21



できる	できない	要相談	3.24時間、重症心身障害児（18歳未満）の医療に対応ができますか	4.24時間、重症心身障害者（18歳以上）の医療に対応ができますか	5.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する訪問リハビリてーションを提供していますか	6.重症心身障害児（者）在宅医療に対応できるようになるための条件はなんですか	できる	できない	要相談	

病院

		Ｑ１		1.医療ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する外来診療について、以下の医療行為に対応できますか。 イリョウ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ガイライ シンリョウ イカ イリョウ コウイ タイオウ						1.医療ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する外来診療について、以下の医療行為に対応できますか。 イリョウ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ガイライ シンリョウ イカ イリョウ コウイ タイオウ

				Ｑ1-1						Ｑ1-1		予防接種 ヨボウ セッシュ

				Ｑ1-2						Ｑ1-2		一次診療
（経過観察、栄養観察を含む） イチジ シンリョウ ケイカ カンサツ エイヨウ カンサツ フク

				Ｑ1-3						Ｑ1-3		経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ

				Ｑ1-4						Ｑ1-4		経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ

				Ｑ1-5						Ｑ1-5		中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ

				Ｑ1-6						Ｑ1-6		酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ

				Ｑ1-7						Ｑ1-7		気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ

				Ｑ1-8						Ｑ1-8		人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ

				Ｑ1-9						Ｑ1-9		尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ

				Ｑ1-10						Ｑ1-10		人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ

				Ｑ1-11						Ｑ1-11		褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ

		Ｑ２		2.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する往診及び訪問診療について、以下の医療行為に対応できますか イリョウテキ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ オウシン オヨ ホウモン シンリョウ イカ イリョウ コウイ タイオウ						2.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する往診及び訪問診療について、以下の医療行為に対応できますか イリョウテキ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ オウシン オヨ ホウモン シンリョウ イカ イリョウ コウイ タイオウ

				Ｑ2-1						Ｑ2-1		予防接種 ヨボウ セッシュ

				Ｑ2-2						Ｑ2-2		経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ

				Ｑ2-3						Ｑ2-3		経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ

				Ｑ2-4						Ｑ2-4		中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ

				Ｑ2-5						Ｑ2-5		酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ

				Ｑ2-6						Ｑ2-6		気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ

				Ｑ2-7						Ｑ2-7		人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ

				Ｑ2-8						Ｑ2-8		尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ

				Ｑ2-9						Ｑ2-9		人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ

				Ｑ2-10						Ｑ2-10		褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ

		Ｑ3		3.24時間、重症心身障害児（18歳未満）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイジ サイ ミマン イリョウ タイオウ						3.24時間、重症心身障害児（18歳未満）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイジ サイ ミマン イリョウ タイオウ

				Ｑ3-1						Ｑ3-1		できる

				Ｑ3-2						Ｑ3-2		できない

				Ｑ3-3						Ｑ3-3		要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン

		Ｑ4		4.24時間、重症心身障害者（18歳以上）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイシャ サイ イジョウ イリョウ タイオウ						4.24時間、重症心身障害者（18歳以上）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイシャ サイ イジョウ イリョウ タイオウ

				Ｑ4-1						Ｑ4-1		できる

				Ｑ4-2						Ｑ4-2		できない

				Ｑ4-3						Ｑ4-3		要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン

		Ｑ5		5.重症心身障害児（者）のレスパイト入院に対応できますか ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ ニュウイン タイオウ						5.重症心身障害児（者）のレスパイト入院に対応できますか ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ ニュウイン タイオウ

				Ｑ5-1						Ｑ5-1		できる

				Ｑ5-2						Ｑ5-2		できない

				Ｑ5-3						Ｑ5-3		要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン

		Ｑ6		6.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する訪問リハビリテーションを提供していますか イリョウテキ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ホウモン テイキョウ						6.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する訪問リハビリテーションを提供していますか イリョウテキ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ホウモン テイキョウ

				Ｑ6-1						Ｑ6-1		提供している テイキョウ

				Ｑ6-2						Ｑ6-2		提供していない テイキョウ

				Ｑ6-3						Ｑ6-3		提供していないが対応は可能 テイキョウ タイオウ カノウ

				Ｑ6-4						Ｑ6-4		要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン

		Ｑ7		7.平成26年度において、以下における長期入院児（6ヶ月以上）の患者数は何名ですか（「原疾患」及び「長期入院理由」について、複数の理由がある場合は、主な理由を選んでください） ヘイセイ ネンド イカ チョウキ ニュウイン ジ ゲツイジョウ カンジャスウ ナンメイ ゲンシッカン オヨ チョウキ ニュウイン リユウ フクスウ リユウ バアイ オモ リユウ エラ						7.平成26年度において、以下における長期入院児（6ヶ月以上）の患者数は何名ですか（「原疾患」及び「長期入院理由」について、複数の理由がある場合は、主な理由を選んでください） ヘイセイ ネンド イカ チョウキ ニュウイン ジ ゲツイジョウ カンジャスウ ナンメイ ゲンシッカン オヨ チョウキ ニュウイン リユウ フクスウ リユウ バアイ オモ リユウ エラ

				※個別シートにて対応 コベツ タイオウ						※個別シートにて対応 コベツ タイオウ

		Q8		8.重症心身障害児（者）に対する相談窓口はありますか ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ソウダン マドグチ

										1		ある

										2		ない

		Q9		9.重症心身障害児（者）の方に対する医療、在宅生活等についてお気づきのことなど、ご自由にお書きください。 ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ カタ タイ イリョウ ザイタク セイカツ ナド キ ジユウ カ

		承諾可否 ショウダク カヒ		診療所名 シンリョウジョ メイ		電話番号 デンワ バンゴウ		郵便番号 ユウビンバンゴウ		所在地 ショザイチ		Ｑ1.医療ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する外来診療について、以下の医療行為に対応できますか																						Ｑ２医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する往診及び訪問診療について、以下の医療行為に対応できますか																				Ｑ3		Ｑ4		Ｑ5		Q6		Ｑ7		8.重症心身障害児（者）に対する相談窓口はありますか										Q9

												予防接種 ヨボウ セッシュ		一次診療
（経過観察、栄養観察を含む） イチジ シンリョウ ケイカ カンサツ エイヨウ カンサツ フク		経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ		経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ		中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ		酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ		気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ		人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ		尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ		人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ		褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ		予防接種 ヨボウ セッシュ		経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ		経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ		中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ		酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ		気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ		人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ		尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ		人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ		褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ												有無 ウム		部署名・職名 ブショ メイ ショクメイ		ご担当者氏名 タントウシャ シメイ		連絡先TEL レンラクサキ		連絡先MAIL レンラクサキ

		否 イナ		野木病院		0280-57-1011		329-0101		下都賀郡野木町友沼5320-2		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		2

		否 イナ		今市病院		0288-22-2200		321-1261		日光市今市381		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		2

		否 イナ		黒須病院　		028-682-8811		329-1311		さくら市氏家2650		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		2		2		別紙参照 ベッシ サンショウ		1		病診連携室・社会福祉士 ビョウシンレンケイ シツ シャカイ フクシ シ		井上雅晶 イノウエ マサアキ		028-682-8811（代表）
028-681-5551（直通） ダイヒョウ チョクツウ		byo-renkei@kurosu-hospital.jp

		否 イナ		日光市民病院		0288-50-1188		321-1441		日光市清滝安良沢町1752-10		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		2										小児科常務医がいないため、小児科非常勤医師在院時のみ相談可能と考えます ショウニカ ジョウム イ ショウニカ ヒジョウキン イシ ザイイン ジ ソウダン カノウ カンガ

		否 イナ		国際医療福祉大学塩谷病院　		0287-44-1155		329-2145		矢板市富田77		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		2

		否 イナ		那須南病院		0287-84-3911		321-0621		栃木県那須烏山市中央3-2-13		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		2		2		なし		1		医療福祉相談医療連絡室 イリョウ フクシ ソウダン イリョウ レンラク シツ		原健二 ハラ ケンジ		0287-84-3911

		承諾 ショウダク		西方病院		0282-92-2323		322-0601		栃木県上都賀郡西方町金崎273-3		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		1		西方病院地域連携室 ニシカタ ビョウイン チイキ レンケイ シツ				0282-25-7310		nishikata-renkei@cc9.ne.jp

		承諾 ショウダク		新小山市民病院		0285-36-0200		323-0827		栃木県小山市神鳥谷2251-1 ３２３－０８２７		1		1		3		2		2		2		2		2		2		2		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		2		なし		1		医療相談室保健師 イリョウ ソウダンシツ ホケンシ		多賀谷邦子 タガヤ クニコ		0285-36-0256		soudan@hospital.oyama.tochigi.jp		重症心身障害児（者）の方々の外来診察は随時受け入れておりますが、特に障害児の入院についてはまだ十分に対応できる体制になっておりません。そのため、今回のガイドマップの内容で受け入れ可能な項目が少なく申し訳ありません。相談については、幅広く承っております。 ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ カタガタ ガイライ シンサツ ズイジ ウ イ トク ショウガイジ ニュウイン ジュウブン タイオウ タイセイ コンカイ ナイヨウ ウ イ カノウ コウモク スク モウ ワケ ソウダン ハバヒロ ウケタマワ

		承諾 ショウダク		小山厚生病院		0285-22-1105		323-0031		栃木県小山市八幡町2-10-6		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		2		なし		1		看護師長 カンゴシ チョウ		横家よね子 ヨコ イエ コ		0285-22-1105
0285-24-9890				在宅生活困難者につき当院では入院で対応させていただくことが多いです。 ザイタク セイカツ コンナン シャ トウイン ニュウイン タイオウ オオ

		承諾 ショウダク		石橋総合病院		0285-53-1134		329-0511		栃木県下野市石橋628		1		1		1		1		1		1		1		2		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		1		なし		1		地域医療連携部 チイキ イリョウ レンケイ ブ		（部長）岩崎さゆり ブチョウ イワサキ		0285-53-1134		ishibashi-renkei@yushikai.jp

		承諾 ショウダク		下都賀総合病院		0282-22-2551		328-0044		栃木県栃木市富士見町5-32		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		3		なし		1		医療福祉相談室 イリョウ フクシ ソウダンシツ		MSWが3人おります ニン		0282-22-2551

		承諾 ショウダク		とちの木病院		0282-22-7722		328-0071		栃木県栃木市大町39-5		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		2

		承諾 ショウダク		自治医科大学附属病院　		0285-44-2111		329-0498		下野市薬師寺3311-1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		2		3		2		別紙参照 ベッシ サンショウ		1		地域医療連携部（看護師） チイキ イリョウ レンケイ ブ カンゴシ		黒田　光恵 クロダ ミツエ		0285-44-2111		mazuek@jichi.ac.jp		在宅医療を充実させていただくうえで、往診医や地域の開業医の先生方との連携強化やスタッフの充実が望まれると思います。 ザイタク イリョウ ジュウジツ オウシン イ チイキ カイギョウイ センセイガタ レンケイ キョウカ ジュウジツ ノゾ オモ

		承諾 ショウダク		済生会宇都宮病院		028-626-5500		321-0974		宇都宮市竹林町911-1		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		2		別紙参照 ベッシ サンショウ		1		地域連携課 チイキ レンケイ カ		荻津　守 オギツ カミ		028-626-5500

		承諾 ショウダク		足利赤十字病院		0284-21-0121		326-0843		栃木県足利市五十部町284-1		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		3		1		2		別紙参照 ベッシ サンショウ		1		事務部医事課社会福祉士 ジム ブ イジ カ シャカイ フクシ シ		布施　麻由実 フセ マユミ		0284-20-1307				医療依存度の高い患者様が自宅へ退院する場合、利用できる社会資源が限られており、デイサービスやリハビリテーション、ショートステイなどのサービスを本人、ご家族様のニーズに合わせて利用していただくことが困難なケースが多々あります。（例：家族としては週２回以上リハビリに本人を通わせたいと考えているが、リハビリテーション事業所としては利用者数も多いため、週1回の対応が限度と考えている場合など）今回のアンケート調査を機に、各地域の社会資源の情報を整理し、なるべくニーズに合わせて、多くの方に適切にサービスを利用していただける環境を構築できればと思っております。よろしくお願いいたします。 イリョウ イゾンド タカ カンジャサマ ジタク タイイン バアイ リヨウ シャカイ シゲン カギ ホンニン カゾク サマ ア リヨウ コンナン タタ レイ カゾク シュウ カイイジョウ ホンニン カヨ カンガ ジギョウショ リヨウシャ スウ オオ シュウ カイ タイオウ ゲンド カンガ バアイ コンカイ チョウサ キ カクチイキ シャカイ シゲン ジョウホウ セイリ ア オオ カタ テキセツ リヨウ カンキョウ コウチク オモ ネガ

		承諾 ショウダク		獨協医科大学病院		0282-86-1111		321-0293		下都賀郡壬生町大字北小林880		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		3		2		別紙参照 ベッシ サンショウ		1		地域医療連携センター医療福祉相談室 チイキ イリョウ レンケイ イリョウ フクシ ソウダンシツ				0282-87-2185

		承諾 ショウダク		あしかがの森足利病院		0284-91-0611		326-0011		足利市大沼田町615		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		1		2		別紙参照 ベッシ サンショウ		1		メディカルソーシャルワーカー		福地　哲郎 フクチ テツロウ		0284-91-0611		soudan@hshikagu-hospital.or.jp

		承諾 ショウダク		JCHO　うつのみや病院		028-653-1001		321-0143		宇都宮市南高砂町11-17		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		2

		承諾 ショウダク		菅又病院　		028-676-0311		329-1207		塩谷郡高根沢町花岡2351		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		2										要相談の診療項目につきましては、病院にお電話で問い合わせていただければ対応いたします。小児科の入院対応はしておりません。外来診察につきましては、急性期の管理は困難であることもありますが、状態が安定している場合には相談いただければ可能な限り対応いたします。 ヨウ ソウダン シンリョウ コウモク ビョウイン デンワ ト ア タイオウ ショウニカ ニュウイン タイオウ ガイライ シンサツ キュウセイキ カンリ コンナン ジョウタイ アンテイ バアイ ソウダン カノウ カギ タイオウ

		承諾 ショウダク		那須赤十字病院		0287-23-1122		324-8686		栃木県大田原市中田原1081-4		1		1		3		3		3		1		3		1		3		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		1		4		なし		1		地域医療福祉連携課福祉係長 チイキ イリョウ フクシ レンケイ カ フクシ カカリチョウ		野中美希 ノナカ ミキ		0287-23-1122		renkeika@nasu.jrc.or.jp



												Ｑ1.医療ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する外来診療について、以下の医療行為に対応できますか

												予防接種 ヨボウ セッシュ		一次診療
（経過観察、栄養観察を含む） イチジ シンリョウ ケイカ カンサツ エイヨウ カンサツ フク		経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ		経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ		中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ		酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ		気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ		人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ		尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ		人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ		褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ

										できる		13		13		9		8		7		9		8		8		7		7		7

										できない		3		3		7		8		8		8		8		9		8		8		6

										要相談 ヨウ ソウダン		4		4		4		4		5		3		4		3		5		5		7



												Ｑ２医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する往診及び訪問診療について、以下の医療行為に対応できますか

												予防接種 ヨボウ セッシュ		経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ		経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ		中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ		酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ		気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ		人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ		尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ		人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ		褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ

										できる		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

										できない		19		20		20		20		20		20		20		20		20		20

										要相談 ヨウ ソウダン		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0



										Ｑ3		3.24時間、重症心身障害児（18歳未満）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイジ サイ ミマン イリョウ タイオウ				3.24時間、重症心身障害児（18歳未満）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイジ サイ ミマン イリョウ タイオウ

										できる		4

										できない		14

										要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン		2

										Ｑ4		4.24時間、重症心身障害者（18歳以上）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイシャ サイ イジョウ イリョウ タイオウ				4.24時間、重症心身障害者（18歳以上）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイシャ サイ イジョウ イリョウ タイオウ

										できる		3

										できない		9

										要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン		8

										Ｑ5		5.重症心身障害児（者）のレスパイト入院に対応できますか ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ ニュウイン タイオウ				5.重症心身障害児（者）のレスパイト入院に対応できますか ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ ニュウイン タイオウ

										できる		5

										できない		10

										要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン		5

										Ｑ6		6.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する訪問リハビリテーションを提供していますか イリョウテキ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ホウモン テイキョウ				6.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する訪問リハビリテーションを提供していますか イリョウテキ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ホウモン テイキョウ

										提供している テイキョウ		1

										提供していない テイキョウ		17

										提供していないが対応は可能 テイキョウ タイオウ カノウ		1

										要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン		1

										Ｑ7		7.平成26年度において、以下における長期入院児（6ヶ月以上）の患者数は何名ですか（「原疾患」及び「長期入院理由」について、複数の理由がある場合は、主な理由を選んでください） ヘイセイ ネンド イカ チョウキ ニュウイン ジ ゲツイジョウ カンジャスウ ナンメイ ゲンシッカン オヨ チョウキ ニュウイン リユウ フクスウ リユウ バアイ オモ リユウ エラ				7.平成26年度において、以下における長期入院児（6ヶ月以上）の患者数は何名ですか（「原疾患」及び「長期入院理由」について、複数の理由がある場合は、主な理由を選んでください） ヘイセイ ネンド イカ チョウキ ニュウイン ジ ゲツイジョウ カンジャスウ ナンメイ ゲンシッカン オヨ チョウキ ニュウイン リユウ フクスウ リユウ バアイ オモ リユウ エラ

										Q8		8.重症心身障害児（者）に対する相談窓口はありますか ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ソウダン マドグチ

																1		ある		13

																2		ない		7
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病院 作業

		Ｑ１		1.医療ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する外来診療について、以下の医療行為に対応できますか。 イリョウ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ガイライ シンリョウ イカ イリョウ コウイ タイオウ						1.医療ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する外来診療について、以下の医療行為に対応できますか。 イリョウ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ガイライ シンリョウ イカ イリョウ コウイ タイオウ

				Ｑ1-1						Ｑ1-1		予防接種 ヨボウ セッシュ

				Ｑ1-2						Ｑ1-2		一次診療
（経過観察、栄養観察を含む） イチジ シンリョウ ケイカ カンサツ エイヨウ カンサツ フク

				Ｑ1-3						Ｑ1-3		経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ

				Ｑ1-4						Ｑ1-4		経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ

				Ｑ1-5						Ｑ1-5		中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ

				Ｑ1-6						Ｑ1-6		酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ

				Ｑ1-7						Ｑ1-7		気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ

				Ｑ1-8						Ｑ1-8		人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ

				Ｑ1-9						Ｑ1-9		尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ

				Ｑ1-10						Ｑ1-10		人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ

				Ｑ1-11						Ｑ1-11		褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ

		Ｑ２		2.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する往診及び訪問診療について、以下の医療行為に対応できますか イリョウテキ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ オウシン オヨ ホウモン シンリョウ イカ イリョウ コウイ タイオウ						2.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する往診及び訪問診療について、以下の医療行為に対応できますか イリョウテキ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ オウシン オヨ ホウモン シンリョウ イカ イリョウ コウイ タイオウ

				Ｑ2-1						Ｑ2-1		予防接種 ヨボウ セッシュ

				Ｑ2-2						Ｑ2-2		経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ

				Ｑ2-3						Ｑ2-3		経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ

				Ｑ2-4						Ｑ2-4		中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ

				Ｑ2-5						Ｑ2-5		酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ

				Ｑ2-6						Ｑ2-6		気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ

				Ｑ2-7						Ｑ2-7		人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ

				Ｑ2-8						Ｑ2-8		尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ

				Ｑ2-9						Ｑ2-9		人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ

				Ｑ2-10						Ｑ2-10		褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ

		Ｑ3		3.24時間、重症心身障害児（18歳未満）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイジ サイ ミマン イリョウ タイオウ						3.24時間、重症心身障害児（18歳未満）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイジ サイ ミマン イリョウ タイオウ

				Ｑ3-1						Ｑ3-1		できる

				Ｑ3-2						Ｑ3-2		できない

				Ｑ3-3						Ｑ3-3		要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン

		Ｑ4		4.24時間、重症心身障害者（18歳以上）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイシャ サイ イジョウ イリョウ タイオウ						4.24時間、重症心身障害者（18歳以上）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイシャ サイ イジョウ イリョウ タイオウ

				Ｑ4-1						Ｑ4-1		できる

				Ｑ4-2						Ｑ4-2		できない

				Ｑ4-3						Ｑ4-3		要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン

		Ｑ5		5.重症心身障害児（者）のレスパイト入院に対応できますか ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ ニュウイン タイオウ						5.重症心身障害児（者）のレスパイト入院に対応できますか ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ ニュウイン タイオウ

				Ｑ5-1						Ｑ5-1		できる

				Ｑ5-2						Ｑ5-2		できない

				Ｑ5-3						Ｑ5-3		要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン

		Ｑ6		6.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する訪問リハビリテーションを提供していますか イリョウテキ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ホウモン テイキョウ						6.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する訪問リハビリテーションを提供していますか イリョウテキ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ホウモン テイキョウ

				Ｑ6-1						Ｑ6-1		提供している テイキョウ

				Ｑ6-2						Ｑ6-2		提供していない テイキョウ

				Ｑ6-3						Ｑ6-3		提供していないが対応は可能 テイキョウ タイオウ カノウ

				Ｑ6-4						Ｑ6-4		要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン

		Ｑ7		7.平成26年度において、以下における長期入院児（6ヶ月以上）の患者数は何名ですか（「原疾患」及び「長期入院理由」について、複数の理由がある場合は、主な理由を選んでください） ヘイセイ ネンド イカ チョウキ ニュウイン ジ ゲツイジョウ カンジャスウ ナンメイ ゲンシッカン オヨ チョウキ ニュウイン リユウ フクスウ リユウ バアイ オモ リユウ エラ						7.平成26年度において、以下における長期入院児（6ヶ月以上）の患者数は何名ですか（「原疾患」及び「長期入院理由」について、複数の理由がある場合は、主な理由を選んでください） ヘイセイ ネンド イカ チョウキ ニュウイン ジ ゲツイジョウ カンジャスウ ナンメイ ゲンシッカン オヨ チョウキ ニュウイン リユウ フクスウ リユウ バアイ オモ リユウ エラ

				※個別シートにて対応 コベツ タイオウ						※個別シートにて対応 コベツ タイオウ

		Q8		8.重症心身障害児（者）に対する相談窓口はありますか ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ソウダン マドグチ

										1		ある

										2		ない

		Q9		9.重症心身障害児（者）の方に対する医療、在宅生活等についてお気づきのことなど、ご自由にお書きください。 ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ カタ タイ イリョウ ザイタク セイカツ ナド キ ジユウ カ

		承諾可否 ショウダク カヒ		診療所名 シンリョウジョ メイ		電話番号 デンワ バンゴウ		郵便番号 ユウビンバンゴウ		所在地 ショザイチ		Ｑ1.医療ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する外来診療について、以下の医療行為に対応できますか																						Ｑ２医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する往診及び訪問診療について、以下の医療行為に対応できますか																				Ｑ3		Ｑ4		Ｑ5		Q6		Ｑ7		8.重症心身障害児（者）に対する相談窓口はありますか										Q9

												予防接種 ヨボウ セッシュ		一次診療
（経過観察、栄養観察を含む） イチジ シンリョウ ケイカ カンサツ エイヨウ カンサツ フク		経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ		経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ		中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ		酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ		気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ		人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ		尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ		人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ		褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ		予防接種 ヨボウ セッシュ		経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ		経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ		中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ		酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ		気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ		人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ		尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ		人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ		褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ												有無 ウム		部署名・職名 ブショ メイ ショクメイ		ご担当者氏名 タントウシャ シメイ		連絡先TEL レンラクサキ		連絡先MAIL レンラクサキ

		否 イナ		野木病院		0280-57-1011		329-0101		下都賀郡野木町友沼5320-2		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		2

		否 イナ		今市病院		0288-22-2200		321-1261		日光市今市381		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		2

		否 イナ		黒須病院　		028-682-8811		329-1311		さくら市氏家2650		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		2		2		別紙参照 ベッシ サンショウ		1		病診連携室・社会福祉士 ビョウシンレンケイ シツ シャカイ フクシ シ		井上雅晶 イノウエ マサアキ		028-682-8811（代表）
028-681-5551（直通） ダイヒョウ チョクツウ		byo-renkei@kurosu-hospital.jp

		否 イナ		日光市民病院		0288-50-1188		321-1441		日光市清滝安良沢町1752-10		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		2										小児科常務医がいないため、小児科非常勤医師在院時のみ相談可能と考えます ショウニカ ジョウム イ ショウニカ ヒジョウキン イシ ザイイン ジ ソウダン カノウ カンガ

		否 イナ		国際医療福祉大学塩谷病院　		0287-44-1155		329-2145		矢板市富田77		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		2

		否 イナ		那須南病院		0287-84-3911		321-0621		栃木県那須烏山市中央3-2-13		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		2		2		なし		1		医療福祉相談医療連絡室 イリョウ フクシ ソウダン イリョウ レンラク シツ		原健二 ハラ ケンジ		0287-84-3911

		承諾 ショウダク		西方病院		0282-92-2323		322-0601		栃木県上都賀郡西方町金崎273-3		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		1		西方病院地域連携室 ニシカタ ビョウイン チイキ レンケイ シツ				0282-25-7310		nishikata-renkei@cc9.ne.jp

		承諾 ショウダク		新小山市民病院		0285-36-0200		323-0827		栃木県小山市神鳥谷2251-1 ３２３－０８２７		1		1		3		2		2		2		2		2		2		2		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		2		なし		1		医療相談室保健師 イリョウ ソウダンシツ ホケンシ		多賀谷邦子 タガヤ クニコ		0285-36-0256		soudan@hospital.oyama.tochigi.jp		重症心身障害児（者）の方々の外来診察は随時受け入れておりますが、特に障害児の入院についてはまだ十分に対応できる体制になっておりません。そのため、今回のガイドマップの内容で受け入れ可能な項目が少なく申し訳ありません。相談については、幅広く承っております。 ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ カタガタ ガイライ シンサツ ズイジ ウ イ トク ショウガイジ ニュウイン ジュウブン タイオウ タイセイ コンカイ ナイヨウ ウ イ カノウ コウモク スク モウ ワケ ソウダン ハバヒロ ウケタマワ

		承諾 ショウダク		小山厚生病院		0285-22-1105		323-0031		栃木県小山市八幡町2-10-6		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		2		なし		1		看護師長 カンゴシ チョウ		横家よね子 ヨコ イエ コ		0285-22-1105
0285-24-9890				在宅生活困難者につき当院では入院で対応させていただくことが多いです。 ザイタク セイカツ コンナン シャ トウイン ニュウイン タイオウ オオ

		承諾 ショウダク		石橋総合病院		0285-53-1134		329-0511		栃木県下野市石橋628		1		1		1		1		1		1		1		2		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		1		なし		1		地域医療連携部 チイキ イリョウ レンケイ ブ		（部長）岩崎さゆり ブチョウ イワサキ		0285-53-1134		ishibashi-renkei@yushikai.jp

		承諾 ショウダク		下都賀総合病院		0282-22-2551		328-0044		栃木県栃木市富士見町5-32		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		3		なし		1		医療福祉相談室 イリョウ フクシ ソウダンシツ		MSWが3人おります ニン		0282-22-2551

		承諾 ショウダク		とちの木病院		0282-22-7722		328-0071		栃木県栃木市大町39-5		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		2

		承諾 ショウダク		自治医科大学附属病院　		0285-44-2111		329-0498		下野市薬師寺3311-1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		2		3		2		別紙参照 ベッシ サンショウ		1		地域医療連携部（看護師） チイキ イリョウ レンケイ ブ カンゴシ		黒田　光恵 クロダ ミツエ		0285-44-2111		mazuek@jichi.ac.jp		在宅医療を充実させていただくうえで、往診医や地域の開業医の先生方との連携強化やスタッフの充実が望まれると思います。 ザイタク イリョウ ジュウジツ オウシン イ チイキ カイギョウイ センセイガタ レンケイ キョウカ ジュウジツ ノゾ オモ

		承諾 ショウダク		済生会宇都宮病院		028-626-5500		321-0974		宇都宮市竹林町911-1		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		2		別紙参照 ベッシ サンショウ		1		地域連携課 チイキ レンケイ カ		荻津　守 オギツ カミ		028-626-5500

		承諾 ショウダク		足利赤十字病院		0284-21-0121		326-0843		栃木県足利市五十部町284-1		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		3		1		2		別紙参照 ベッシ サンショウ		1		事務部医事課社会福祉士 ジム ブ イジ カ シャカイ フクシ シ		布施　麻由実 フセ マユミ		0284-20-1307				医療依存度の高い患者様が自宅へ退院する場合、利用できる社会資源が限られており、デイサービスやリハビリテーション、ショートステイなどのサービスを本人、ご家族様のニーズに合わせて利用していただくことが困難なケースが多々あります。（例：家族としては週２回以上リハビリに本人を通わせたいと考えているが、リハビリテーション事業所としては利用者数も多いため、週1回の対応が限度と考えている場合など）今回のアンケート調査を機に、各地域の社会資源の情報を整理し、なるべくニーズに合わせて、多くの方に適切にサービスを利用していただける環境を構築できればと思っております。よろしくお願いいたします。 イリョウ イゾンド タカ カンジャサマ ジタク タイイン バアイ リヨウ シャカイ シゲン カギ ホンニン カゾク サマ ア リヨウ コンナン タタ レイ カゾク シュウ カイイジョウ ホンニン カヨ カンガ ジギョウショ リヨウシャ スウ オオ シュウ カイ タイオウ ゲンド カンガ バアイ コンカイ チョウサ キ カクチイキ シャカイ シゲン ジョウホウ セイリ ア オオ カタ テキセツ リヨウ カンキョウ コウチク オモ ネガ

		承諾 ショウダク		獨協医科大学病院		0282-86-1111		321-0293		下都賀郡壬生町大字北小林880		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		3		2		別紙参照 ベッシ サンショウ		1		地域医療連携センター医療福祉相談室 チイキ イリョウ レンケイ イリョウ フクシ ソウダンシツ				0282-87-2185

		承諾 ショウダク		あしかがの森足利病院		0284-91-0611		326-0011		足利市大沼田町615		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		1		2		別紙参照 ベッシ サンショウ		1		メディカルソーシャルワーカー		福地　哲郎 フクチ テツロウ		0284-91-0611		soudan@hshikagu-hospital.or.jp

		承諾 ショウダク		JCHO　うつのみや病院		028-653-1001		321-0143		宇都宮市南高砂町11-17		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		2

		承諾 ショウダク		菅又病院　		028-676-0311		329-1207		塩谷郡高根沢町花岡2351		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		2										要相談の診療項目につきましては、病院にお電話で問い合わせていただければ対応いたします。小児科の入院対応はしておりません。外来診察につきましては、急性期の管理は困難であることもありますが、状態が安定している場合には相談いただければ可能な限り対応いたします。 ヨウ ソウダン シンリョウ コウモク ビョウイン デンワ ト ア タイオウ ショウニカ ニュウイン タイオウ ガイライ シンサツ キュウセイキ カンリ コンナン ジョウタイ アンテイ バアイ ソウダン カノウ カギ タイオウ

		承諾 ショウダク		那須赤十字病院		0287-23-1122		324-8686		栃木県大田原市中田原1081-4		1		1		3		3		3		1		3		1		3		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		1		4		なし		1		地域医療福祉連携課福祉係長 チイキ イリョウ フクシ レンケイ カ フクシ カカリチョウ		野中美希 ノナカ ミキ		0287-23-1122		renkeika@nasu.jrc.or.jp



												Ｑ1.医療ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する外来診療について、以下の医療行為に対応できますか

												予防接種 ヨボウ セッシュ		一次診療
（経過観察、栄養観察を含む） イチジ シンリョウ ケイカ カンサツ エイヨウ カンサツ フク		経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ		経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ		中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ		酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ		気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ		人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ		尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ		人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ		褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ

										できる		13		13		9		8		7		9		8		8		7		7		7

										できない		3		3		7		8		8		8		8		9		8		8		6

										要相談 ヨウ ソウダン		4		4		4		4		5		3		4		3		5		5		7



												Ｑ２医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する往診及び訪問診療について、以下の医療行為に対応できますか

												予防接種 ヨボウ セッシュ		経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ		経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ		中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ		酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ		気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ		人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ		尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ		人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ		褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ

										できる		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

										できない		19		20		20		20		20		20		20		20		20		20

										要相談 ヨウ ソウダン		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0



										Ｑ3		3.24時間、重症心身障害児（18歳未満）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイジ サイ ミマン イリョウ タイオウ				3.24時間、重症心身障害児（18歳未満）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイジ サイ ミマン イリョウ タイオウ

										できる		4

										できない		14

										要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン		2

										Ｑ4		4.24時間、重症心身障害者（18歳以上）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイシャ サイ イジョウ イリョウ タイオウ				4.24時間、重症心身障害者（18歳以上）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイシャ サイ イジョウ イリョウ タイオウ

										できる		3

										できない		9

										要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン		8

										Ｑ5		5.重症心身障害児（者）のレスパイト入院に対応できますか ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ ニュウイン タイオウ				5.重症心身障害児（者）のレスパイト入院に対応できますか ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ ニュウイン タイオウ

										できる		5

										できない		10

										要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン		5

										Ｑ6		6.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する訪問リハビリテーションを提供していますか イリョウテキ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ホウモン テイキョウ				6.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する訪問リハビリテーションを提供していますか イリョウテキ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ホウモン テイキョウ

										提供している テイキョウ		1

										提供していない テイキョウ		17

										提供していないが対応は可能 テイキョウ タイオウ カノウ		1

										要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン		1

										Ｑ7		7.平成26年度において、以下における長期入院児（6ヶ月以上）の患者数は何名ですか（「原疾患」及び「長期入院理由」について、複数の理由がある場合は、主な理由を選んでください） ヘイセイ ネンド イカ チョウキ ニュウイン ジ ゲツイジョウ カンジャスウ ナンメイ ゲンシッカン オヨ チョウキ ニュウイン リユウ フクスウ リユウ バアイ オモ リユウ エラ				7.平成26年度において、以下における長期入院児（6ヶ月以上）の患者数は何名ですか（「原疾患」及び「長期入院理由」について、複数の理由がある場合は、主な理由を選んでください） ヘイセイ ネンド イカ チョウキ ニュウイン ジ ゲツイジョウ カンジャスウ ナンメイ ゲンシッカン オヨ チョウキ ニュウイン リユウ フクスウ リユウ バアイ オモ リユウ エラ

										Q8		8.重症心身障害児（者）に対する相談窓口はありますか ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ソウダン マドグチ

																1		ある		13

																2		ない		7

																														できる		できない		要相談 ヨウ ソウダン						できる		できない		要相談 ヨウ ソウダン						提供している テイキョウ		提供していない テイキョウ		提供していないが対応は可能 テイキョウ タイオウ カノウ		要相談 ヨウ ソウダン										NICU及びGCU オヨ		PICU		その他小児病棟 タ ショウニ ビョウトウ

																												予防接種 ヨボウ セッシュ		13		3		4				18歳未満 サイ ミマン		4		14		2						5		10		5		5								6ヶ月以上1年未満 ゲツイジョウ ネン ミマン		9		0		11

																												一次診療
（経過観察、栄養観察を含む） イチジ シンリョウ ケイカ カンサツ エイヨウ カンサツ フク		13		3		4				18歳以上 サイ イジョウ		3		9		8																				1年以上2年未満 ネンイジョウ ネン ミマン		1		0		10

																												経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ		9		7		4																提供している テイキョウ		5												2年以上 ネンイジョウ		4		0		154

																												経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ		8		8		4						できる		できない		要相談 ヨウ ソウダン						提供していない テイキョウ		10

																												中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ		7		8		5						5		10		5						提供していないが対応は可能 テイキョウ タイオウ カノウ		5

																												酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ		9		8		3						3		9		8						要相談 ヨウ ソウダン		5														NICU及びGCU オヨ		PICU		その他小児病棟 タ ショウニ ビョウトウ

																												気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ		8		8		4																														新生児仮死 シンセイジ カシ		2		0		38

																												人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ		8		9		3																														仮死以外の神経、筋疾患 カシ イガイ シンケイ キン シッカン		3		0		48

																												尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ		7		8		5						ある		ない										乳児～2歳 ニュウジ サイ		3歳～6歳 サイ サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13歳～17歳 サイ サイ		18歳以上 サイイジョウ				事故 ジコ		0		0		4

																												人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ		7		8		5						13		7								気管切開人工呼吸患者 キカン セッカイ ジンコウ コキュウ カンジャ		11		4		8		5		12				先天異常症候群 センテン イジョウ ショウコウグン		11		0		22

																												褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ		7		6		7																非気管切開人工呼吸患者（NPPV) ヒ キカン セッカイ ジンコウ コキュウ カンジャ		2		0		0		0		1				慢性肺疾患、気道病変 マンセイ ハイ シッカン キドウ ビョウヘン		1		0		0

																																																		気管切開患者 キカン セッカイ カンジャ		2		3		2		0		14				低出生体重児 テイ シュッセイ タイジュウ ジ		5		0		7

																														できる		できない		要相談 ヨウ ソウダン																その他 タ		4		2		2		0		1				社会的事情 シャカイテキ ジジョウ		0		0		2

																												予防接種 ヨボウ セッシュ		0		19		1																														その他 タ		2		0		44

																												経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ		0		20		0

																												経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ		0		20		0																																NICU及びGCU オヨ		PICU		その他小児病棟 タ ショウニ ビョウトウ

																												中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ		0		20		0																														病状が不安定 ビョウジョウ フアンテイ		6		0		30

																												酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ		0		20		0																														療育施設入所待ち リョウイク シセツ ニュウショ マ		0		0		18

																												気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ		0		20		0																														中間施設受入体制の不備 チュウカン シセツ ウケイレ タイセイ フビ		0		0		0

																												人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ		0		20		0																														地域サポートの不備 チイキ フビ		0		0		0

																												尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ		0		20		0																														病院の在宅医療フォロー体制不備 ビョウイン ザイタク イリョウ タイセイ フビ		0		0		0

																												人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ		0		20		0																														家族の受入困難 カゾク ウケイレ コンナン		4		0		127

																												褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ		0		20		0																														家庭環境、経済的理由 カテイ カンキョウ ケイザイテキ リユウ		1		0		5

																																																																在宅準備中 ザイタク ジュンビチュウ		3		0		4

																																																																その他 タ		0		0		1

																												24時間、重症心身障害児の医療に対応ができますか





mailto:byo-renkei@kurosu-hospital.jpmailto:nishikata-renkei@cc9.ne.jpmailto:soudan@hospital.oyama.tochigi.jpmailto:ishibashi-renkei@yushikai.jpmailto:mazuek@jichi.ac.jpmailto:soudan@hshikagu-hospital.or.jpmailto:renkeika@nasu.jrc.or.jp

病院 (2)

		Ｑ１		1.医療ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する外来診療について、以下の医療行為に対応できますか。 イリョウ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ガイライ シンリョウ イカ イリョウ コウイ タイオウ						1.医療ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する外来診療について、以下の医療行為に対応できますか。 イリョウ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ガイライ シンリョウ イカ イリョウ コウイ タイオウ

				Ｑ1-1						Ｑ1-1		予防接種 ヨボウ セッシュ

				Ｑ1-2						Ｑ1-2		一次診療
（経過観察、栄養観察を含む） イチジ シンリョウ ケイカ カンサツ エイヨウ カンサツ フク

				Ｑ1-3						Ｑ1-3		経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ

				Ｑ1-4						Ｑ1-4		経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ

				Ｑ1-5						Ｑ1-5		中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ

				Ｑ1-6						Ｑ1-6		酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ

				Ｑ1-7						Ｑ1-7		気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ

				Ｑ1-8						Ｑ1-8		人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ

				Ｑ1-9						Ｑ1-9		尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ

				Ｑ1-10						Ｑ1-10		人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ

				Ｑ1-11						Ｑ1-11		褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ

		Ｑ２		2.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する往診及び訪問診療について、以下の医療行為に対応できますか イリョウテキ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ オウシン オヨ ホウモン シンリョウ イカ イリョウ コウイ タイオウ						2.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する往診及び訪問診療について、以下の医療行為に対応できますか イリョウテキ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ オウシン オヨ ホウモン シンリョウ イカ イリョウ コウイ タイオウ

				Ｑ2-1						Ｑ2-1		予防接種 ヨボウ セッシュ

				Ｑ2-2						Ｑ2-2		経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ

				Ｑ2-3						Ｑ2-3		経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ

				Ｑ2-4						Ｑ2-4		中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ

				Ｑ2-5						Ｑ2-5		酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ

				Ｑ2-6						Ｑ2-6		気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ

				Ｑ2-7						Ｑ2-7		人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ

				Ｑ2-8						Ｑ2-8		尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ

				Ｑ2-9						Ｑ2-9		人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ

				Ｑ2-10						Ｑ2-10		褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ

		Ｑ3		3.24時間、重症心身障害児（18歳未満）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイジ サイ ミマン イリョウ タイオウ						3.24時間、重症心身障害児（18歳未満）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイジ サイ ミマン イリョウ タイオウ

				Ｑ3-1						Ｑ3-1		できる

				Ｑ3-2						Ｑ3-2		できない

				Ｑ3-3						Ｑ3-3		要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン

		Ｑ4		4.24時間、重症心身障害者（18歳以上）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイシャ サイ イジョウ イリョウ タイオウ						4.24時間、重症心身障害者（18歳以上）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイシャ サイ イジョウ イリョウ タイオウ

				Ｑ4-1						Ｑ4-1		できる

				Ｑ4-2						Ｑ4-2		できない

				Ｑ4-3						Ｑ4-3		要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン

		Ｑ5		5.重症心身障害児（者）のレスパイト入院に対応できますか ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ ニュウイン タイオウ						5.重症心身障害児（者）のレスパイト入院に対応できますか ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ ニュウイン タイオウ

				Ｑ5-1						Ｑ5-1		できる

				Ｑ5-2						Ｑ5-2		できない

				Ｑ5-3						Ｑ5-3		要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン

		Ｑ6		6.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する訪問リハビリテーションを提供していますか イリョウテキ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ホウモン テイキョウ						6.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する訪問リハビリテーションを提供していますか イリョウテキ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ホウモン テイキョウ

				Ｑ6-1						Ｑ6-1		提供している テイキョウ

				Ｑ6-2						Ｑ6-2		提供していない テイキョウ

				Ｑ6-3						Ｑ6-3		提供していないが対応は可能 テイキョウ タイオウ カノウ

				Ｑ6-4						Ｑ6-4		要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン

		Ｑ7		7.平成26年度において、以下における長期入院児（6ヶ月以上）の患者数は何名ですか（「原疾患」及び「長期入院理由」について、複数の理由がある場合は、主な理由を選んでください） ヘイセイ ネンド イカ チョウキ ニュウイン ジ ゲツイジョウ カンジャスウ ナンメイ ゲンシッカン オヨ チョウキ ニュウイン リユウ フクスウ リユウ バアイ オモ リユウ エラ						7.平成26年度において、以下における長期入院児（6ヶ月以上）の患者数は何名ですか（「原疾患」及び「長期入院理由」について、複数の理由がある場合は、主な理由を選んでください） ヘイセイ ネンド イカ チョウキ ニュウイン ジ ゲツイジョウ カンジャスウ ナンメイ ゲンシッカン オヨ チョウキ ニュウイン リユウ フクスウ リユウ バアイ オモ リユウ エラ

				※個別シートにて対応 コベツ タイオウ						※個別シートにて対応 コベツ タイオウ

		Q8		8.重症心身障害児（者）に対する相談窓口はありますか ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ソウダン マドグチ

										1		ある

										2		ない

		Q9		9.重症心身障害児（者）の方に対する医療、在宅生活等についてお気づきのことなど、ご自由にお書きください。 ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ カタ タイ イリョウ ザイタク セイカツ ナド キ ジユウ カ

		承諾可否 ショウダク カヒ		診療所名 シンリョウジョ メイ		電話番号 デンワ バンゴウ		郵便番号 ユウビンバンゴウ		所在地 ショザイチ		Ｑ1.医療ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する外来診療について、以下の医療行為に対応できますか																						Ｑ２医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する往診及び訪問診療について、以下の医療行為に対応できますか																				Ｑ3		Ｑ4		Ｑ5		Q6		Ｑ7		8.重症心身障害児（者）に対する相談窓口はありますか										Q9

												予防接種 ヨボウ セッシュ		一次診療
（経過観察、栄養観察を含む） イチジ シンリョウ ケイカ カンサツ エイヨウ カンサツ フク		経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ		経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ		中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ		酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ		気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ		人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ		尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ		人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ		褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ		予防接種 ヨボウ セッシュ		経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ		経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ		中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ		酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ		気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ		人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ		尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ		人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ		褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ												有無 ウム		部署名・職名 ブショ メイ ショクメイ		ご担当者氏名 タントウシャ シメイ		連絡先TEL レンラクサキ		連絡先MAIL レンラクサキ

		否 イナ		野木病院		0280-57-1011		329-0101		下都賀郡野木町友沼5320-2		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		2

		否 イナ		今市病院		0288-22-2200		321-1261		日光市今市381		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		2

		否 イナ		黒須病院　		028-682-8811		329-1311		さくら市氏家2650		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		2		2		別紙参照 ベッシ サンショウ		1		病診連携室・社会福祉士 ビョウシンレンケイ シツ シャカイ フクシ シ		井上雅晶 イノウエ マサアキ		028-682-8811（代表）
028-681-5551（直通） ダイヒョウ チョクツウ		byo-renkei@kurosu-hospital.jp

		否 イナ		日光市民病院		0288-50-1188		321-1441		日光市清滝安良沢町1752-10		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		2										小児科常務医がいないため、小児科非常勤医師在院時のみ相談可能と考えます ショウニカ ジョウム イ ショウニカ ヒジョウキン イシ ザイイン ジ ソウダン カノウ カンガ

		否 イナ		国際医療福祉大学塩谷病院　		0287-44-1155		329-2145		矢板市富田77		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		2

		否 イナ		那須南病院		0287-84-3911		321-0621		栃木県那須烏山市中央3-2-13		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		2		2		なし		1		医療福祉相談医療連絡室 イリョウ フクシ ソウダン イリョウ レンラク シツ		原健二 ハラ ケンジ		0287-84-3911

		承諾 ショウダク		西方病院		0282-92-2323		322-0601		栃木県上都賀郡西方町金崎273-3		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		1		西方病院地域連携室 ニシカタ ビョウイン チイキ レンケイ シツ				0282-25-7310		nishikata-renkei@cc9.ne.jp

		承諾 ショウダク		新小山市民病院		0285-36-0200		323-0827		栃木県小山市神鳥谷2251-1 ３２３－０８２７		1		1		3		2		2		2		2		2		2		2		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		2		なし		1		医療相談室保健師 イリョウ ソウダンシツ ホケンシ		多賀谷邦子 タガヤ クニコ		0285-36-0256		soudan@hospital.oyama.tochigi.jp		重症心身障害児（者）の方々の外来診察は随時受け入れておりますが、特に障害児の入院についてはまだ十分に対応できる体制になっておりません。そのため、今回のガイドマップの内容で受け入れ可能な項目が少なく申し訳ありません。相談については、幅広く承っております。 ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ カタガタ ガイライ シンサツ ズイジ ウ イ トク ショウガイジ ニュウイン ジュウブン タイオウ タイセイ コンカイ ナイヨウ ウ イ カノウ コウモク スク モウ ワケ ソウダン ハバヒロ ウケタマワ

		承諾 ショウダク		小山厚生病院		0285-22-1105		323-0031		栃木県小山市八幡町2-10-6		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		2		なし		1		看護師長 カンゴシ チョウ		横家よね子 ヨコ イエ コ		0285-22-1105
0285-24-9890				在宅生活困難者につき当院では入院で対応させていただくことが多いです。 ザイタク セイカツ コンナン シャ トウイン ニュウイン タイオウ オオ

		承諾 ショウダク		石橋総合病院		0285-53-1134		329-0511		栃木県下野市石橋628		1		1		1		1		1		1		1		2		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		1		なし		1		地域医療連携部 チイキ イリョウ レンケイ ブ		（部長）岩崎さゆり ブチョウ イワサキ		0285-53-1134		ishibashi-renkei@yushikai.jp

		承諾 ショウダク		下都賀総合病院		0282-22-2551		328-0044		栃木県栃木市富士見町5-32		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		3		なし		1		医療福祉相談室 イリョウ フクシ ソウダンシツ		MSWが3人おります ニン		0282-22-2551

		承諾 ショウダク		とちの木病院		0282-22-7722		328-0071		栃木県栃木市大町39-5		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		2

		承諾 ショウダク		自治医科大学附属病院　		0285-44-2111		329-0498		下野市薬師寺3311-1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		2		3		2		別紙参照 ベッシ サンショウ		1		地域医療連携部（看護師） チイキ イリョウ レンケイ ブ カンゴシ		黒田　光恵 クロダ ミツエ		0285-44-2111		mazuek@jichi.ac.jp		在宅医療を充実させていただくうえで、往診医や地域の開業医の先生方との連携強化やスタッフの充実が望まれると思います。 ザイタク イリョウ ジュウジツ オウシン イ チイキ カイギョウイ センセイガタ レンケイ キョウカ ジュウジツ ノゾ オモ

		承諾 ショウダク		済生会宇都宮病院		028-626-5500		321-0974		宇都宮市竹林町911-1		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		2		別紙参照 ベッシ サンショウ		1		地域連携課 チイキ レンケイ カ		荻津　守 オギツ カミ		028-626-5500

		承諾 ショウダク		足利赤十字病院		0284-21-0121		326-0843		栃木県足利市五十部町284-1		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		3		1		2		別紙参照 ベッシ サンショウ		1		事務部医事課社会福祉士 ジム ブ イジ カ シャカイ フクシ シ		布施　麻由実 フセ マユミ		0284-20-1307				医療依存度の高い患者様が自宅へ退院する場合、利用できる社会資源が限られており、デイサービスやリハビリテーション、ショートステイなどのサービスを本人、ご家族様のニーズに合わせて利用していただくことが困難なケースが多々あります。（例：家族としては週２回以上リハビリに本人を通わせたいと考えているが、リハビリテーション事業所としては利用者数も多いため、週1回の対応が限度と考えている場合など）今回のアンケート調査を機に、各地域の社会資源の情報を整理し、なるべくニーズに合わせて、多くの方に適切にサービスを利用していただける環境を構築できればと思っております。よろしくお願いいたします。 イリョウ イゾンド タカ カンジャサマ ジタク タイイン バアイ リヨウ シャカイ シゲン カギ ホンニン カゾク サマ ア リヨウ コンナン タタ レイ カゾク シュウ カイイジョウ ホンニン カヨ カンガ ジギョウショ リヨウシャ スウ オオ シュウ カイ タイオウ ゲンド カンガ バアイ コンカイ チョウサ キ カクチイキ シャカイ シゲン ジョウホウ セイリ ア オオ カタ テキセツ リヨウ カンキョウ コウチク オモ ネガ

		承諾 ショウダク		獨協医科大学病院		0282-86-1111		321-0293		下都賀郡壬生町大字北小林880		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		3		2		別紙参照 ベッシ サンショウ		1		地域医療連携センター医療福祉相談室 チイキ イリョウ レンケイ イリョウ フクシ ソウダンシツ				0282-87-2185

		承諾 ショウダク		あしかがの森足利病院		0284-91-0611		326-0011		足利市大沼田町615		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		1		2		別紙参照 ベッシ サンショウ		1		メディカルソーシャルワーカー		福地　哲郎 フクチ テツロウ		0284-91-0611		soudan@hshikagu-hospital.or.jp

		承諾 ショウダク		JCHO　うつのみや病院		028-653-1001		321-0143		宇都宮市南高砂町11-17		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		2

		承諾 ショウダク		菅又病院　		028-676-0311		329-1207		塩谷郡高根沢町花岡2351		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		2										要相談の診療項目につきましては、病院にお電話で問い合わせていただければ対応いたします。小児科の入院対応はしておりません。外来診察につきましては、急性期の管理は困難であることもありますが、状態が安定している場合には相談いただければ可能な限り対応いたします。 ヨウ ソウダン シンリョウ コウモク ビョウイン デンワ ト ア タイオウ ショウニカ ニュウイン タイオウ ガイライ シンサツ キュウセイキ カンリ コンナン ジョウタイ アンテイ バアイ ソウダン カノウ カギ タイオウ

		承諾 ショウダク		那須赤十字病院		0287-23-1122		324-8686		栃木県大田原市中田原1081-4		1		1		3		3		3		1		3		1		3		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		1		4		なし		1		地域医療福祉連携課福祉係長 チイキ イリョウ フクシ レンケイ カ フクシ カカリチョウ		野中美希 ノナカ ミキ		0287-23-1122		renkeika@nasu.jrc.or.jp



												Ｑ1.医療ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する外来診療について、以下の医療行為に対応できますか

												予防接種 ヨボウ セッシュ		一次診療
（経過観察、栄養観察を含む） イチジ シンリョウ ケイカ カンサツ エイヨウ カンサツ フク		経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ		経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ		中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ		酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ		気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ		人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ		尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ		人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ		褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ

										できる		13		13		9		8		7		9		8		8		7		7		7

										できない		3		3		7		8		8		8		8		9		8		8		6

										要相談 ヨウ ソウダン		4		4		4		4		5		3		4		3		5		5		7



												Ｑ２医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する往診及び訪問診療について、以下の医療行為に対応できますか

												予防接種 ヨボウ セッシュ		経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ		経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ		中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ		酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ		気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ		人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ		尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ		人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ		褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ

										できる		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

										できない		19		20		20		20		20		20		20		20		20		20

										要相談 ヨウ ソウダン		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0

										Ｑ3		3.24時間、重症心身障害児（18歳未満）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイジ サイ ミマン イリョウ タイオウ				3.24時間、重症心身障害児（18歳未満）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイジ サイ ミマン イリョウ タイオウ

										できる		4

										できない		14

										要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン		2

										Ｑ4		4.24時間、重症心身障害者（18歳以上）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイシャ サイ イジョウ イリョウ タイオウ				4.24時間、重症心身障害者（18歳以上）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイシャ サイ イジョウ イリョウ タイオウ

										できる		3

										できない		9

										要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン		8

										Ｑ5		5.重症心身障害児（者）のレスパイト入院に対応できますか ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ ニュウイン タイオウ				5.重症心身障害児（者）のレスパイト入院に対応できますか ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ ニュウイン タイオウ

										できる		5

										できない		10

										要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン		5

										Ｑ6		6.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する訪問リハビリテーションを提供していますか イリョウテキ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ホウモン テイキョウ				6.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する訪問リハビリテーションを提供していますか イリョウテキ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ホウモン テイキョウ

										提供している テイキョウ		1

										提供していない テイキョウ		17

										提供していないが対応は可能 テイキョウ タイオウ カノウ		1

										要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン		1

										Ｑ7		7.平成26年度において、以下における長期入院児（6ヶ月以上）の患者数は何名ですか（「原疾患」及び「長期入院理由」について、複数の理由がある場合は、主な理由を選んでください） ヘイセイ ネンド イカ チョウキ ニュウイン ジ ゲツイジョウ カンジャスウ ナンメイ ゲンシッカン オヨ チョウキ ニュウイン リユウ フクスウ リユウ バアイ オモ リユウ エラ				7.平成26年度において、以下における長期入院児（6ヶ月以上）の患者数は何名ですか（「原疾患」及び「長期入院理由」について、複数の理由がある場合は、主な理由を選んでください） ヘイセイ ネンド イカ チョウキ ニュウイン ジ ゲツイジョウ カンジャスウ ナンメイ ゲンシッカン オヨ チョウキ ニュウイン リユウ フクスウ リユウ バアイ オモ リユウ エラ

										Q8		8.重症心身障害児（者）に対する相談窓口はありますか ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ソウダン マドグチ

																1		ある		13

																2		ない		7
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Ｑ7統計



				乳児～2歳 ニュウジ サイ		3歳～6歳 サイ サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13歳～17歳 サイ サイ		18歳以上 サイイジョウ

		気管切開人工呼吸患者 キカン セッカイ ジンコウ コキュウ カンジャ		11		4		8		5		12

		非気管切開人工呼吸患者（NPPV) ヒ キカン セッカイ ジンコウ コキュウ カンジャ		2		0		0		0		1

		気管切開患者 キカン セッカイ カンジャ		2		3		2		0		14

		その他 タ		4		2		2		0		1



		入院期間 ニュウイン キカン		NICU及びGCU オヨ		PICU		その他小児病棟 タ ショウニ ビョウトウ

		6ヶ月以上1年未満 ゲツイジョウ ネン ミマン		9		0		11

		1年以上2年未満 ネンイジョウ ネン ミマン		1		0		10

		2年以上 ネンイジョウ		4		0		154

		原疾患 ゲンシッカン		NICU及びGCU オヨ		PICU		その他小児病棟 タ ショウニ ビョウトウ

		新生児仮死 シンセイジ カシ		2		0		38

		仮死以外の神経、筋疾患 カシ イガイ シンケイ キン シッカン		3		0		48

		事故 ジコ		0		0		4

		先天異常症候群 センテン イジョウ ショウコウグン		11		0		22

		慢性肺疾患、気道病変 マンセイ ハイ シッカン キドウ ビョウヘン		1		0		0

		低出生体重児 テイ シュッセイ タイジュウ ジ		5		0		7

		社会的事情 シャカイテキ ジジョウ		0		0		2

		その他 タ		2		0		44

		長期入院理由 チョウキ ニュウイン リユウ		NICU及びGCU オヨ		PICU		その他小児病棟 タ ショウニ ビョウトウ

		病状が不安定 ビョウジョウ フアンテイ		6		0		30

		療育施設入所待ち リョウイク シセツ ニュウショ マ		0		0		18

		中間施設受入体制の不備 チュウカン シセツ ウケイレ タイセイ フビ		0		0		0

		地域サポートの不備 チイキ フビ		0		0		0

		病院の在宅医療フォロー体制不備 ビョウイン ザイタク イリョウ タイセイ フビ		0		0		0

		家族の受入困難 カゾク ウケイレ コンナン		4		0		127

		家庭環境、経済的理由 カテイ カンキョウ ケイザイテキ リユウ		1		0		5

		在宅準備中 ザイタク ジュンビチュウ		3		0		4

		その他 タ		0		0		1





黒須病院

				乳児～2歳 ニュウジ サイ		3歳～6歳 サイ サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13歳～17歳 サイ サイ		18歳以上 サイイジョウ

		気管切開人工呼吸患者 キカン セッカイ ジンコウ コキュウ カンジャ										1

		非気管切開人工呼吸患者（NPPV) ヒ キカン セッカイ ジンコウ コキュウ カンジャ										0

		気管切開患者 キカン セッカイ カンジャ										3

		その他 タ



		入院期間 ニュウイン キカン		NICU及びGCU オヨ		PICU		その他小児病棟 タ ショウニ ビョウトウ

		6ヶ月以上1年未満 ゲツイジョウ ネン ミマン

		1年以上2年未満 ネンイジョウ ネン ミマン

		2年以上 ネンイジョウ

		原疾患 ゲンシッカン

		新生児仮死 シンセイジ カシ

		仮死以外の神経、筋疾患 カシ イガイ シンケイ キン シッカン

		事故（溺水、交通事故、転落等） ジコ デキスイ コウツウ ジコ テンラク ナド

		先天異常症候群（染色体異常、欠乏奇形症候群、欠乏性代謝異常など） センテン イジョウ ショウコウグン センショクタイ イジョウ ケツボウ キケイ ショウコウグン ケツボウ セイ タイシャ イジョウ

		慢性肺疾患、気道病変 マンセイ ハイ シッカン キドウ ビョウヘン

		低出生体重児 テイ シュッセイ タイジュウ ジ

		社会的事情 シャカイテキ ジジョウ

		その他 タ

		長期入院理由 チョウキ ニュウイン リユウ

		病状が不安定 ビョウジョウ フアンテイ

		療育施設入所待ち リョウイク シセツ ニュウショ マ

		中間施設受入体制の不備 チュウカン シセツ ウケイレ タイセイ フビ

		地域サポートの不備 チイキ フビ

		病院の在宅医療フォロー体制不備 ビョウイン ザイタク イリョウ タイセイ フビ

		家族の受入困難 カゾク ウケイレ コンナン

		家庭環境、経済的理由 カテイ カンキョウ ケイザイテキ リユウ

		在宅準備中 ザイタク ジュンビチュウ

		その他 タ





自治医科大学附属病院

				乳児～2歳 ニュウジ サイ		3歳～6歳 サイ サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13歳～17歳 サイ サイ		18歳以上 サイイジョウ

		気管切開人工呼吸患者 キカン セッカイ ジンコウ コキュウ カンジャ		1

		非気管切開人工呼吸患者（NPPV) ヒ キカン セッカイ ジンコウ コキュウ カンジャ		1

		気管切開患者 キカン セッカイ カンジャ						1				1

		その他 タ		2		1



		入院期間 ニュウイン キカン		NICU及びGCU オヨ		PICU		その他小児病棟 タ ショウニ ビョウトウ

		6ヶ月以上1年未満 ゲツイジョウ ネン ミマン						4

		1年以上2年未満 ネンイジョウ ネン ミマン						2

		2年以上 ネンイジョウ						1

		原疾患 ゲンシッカン

		新生児仮死 シンセイジ カシ

		仮死以外の神経、筋疾患 カシ イガイ シンケイ キン シッカン						3

		事故（溺水、交通事故、転落等） ジコ デキスイ コウツウ ジコ テンラク ナド

		先天異常症候群（染色体異常、欠乏奇形症候群、欠乏性代謝異常など） センテン イジョウ ショウコウグン センショクタイ イジョウ ケツボウ キケイ ショウコウグン ケツボウ セイ タイシャ イジョウ						3

		慢性肺疾患、気道病変 マンセイ ハイ シッカン キドウ ビョウヘン

		低出生体重児 テイ シュッセイ タイジュウ ジ						1

		社会的事情 シャカイテキ ジジョウ

		その他 タ

		長期入院理由 チョウキ ニュウイン リユウ

		病状が不安定 ビョウジョウ フアンテイ						5

		療育施設入所待ち リョウイク シセツ ニュウショ マ						0

		中間施設受入体制の不備 チュウカン シセツ ウケイレ タイセイ フビ						0

		地域サポートの不備 チイキ フビ						0

		病院の在宅医療フォロー体制不備 ビョウイン ザイタク イリョウ タイセイ フビ						0

		家族の受入困難 カゾク ウケイレ コンナン						1

		家庭環境、経済的理由 カテイ カンキョウ ケイザイテキ リユウ						0

		在宅準備中 ザイタク ジュンビチュウ						1

		その他 タ						0





済生会宇都宮病院

				乳児～2歳 ニュウジ サイ		3歳～6歳 サイ サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13歳～17歳 サイ サイ		18歳以上 サイイジョウ

		気管切開人工呼吸患者 キカン セッカイ ジンコウ コキュウ カンジャ						1				2

		非気管切開人工呼吸患者（NPPV) ヒ キカン セッカイ ジンコウ コキュウ カンジャ

		気管切開患者 キカン セッカイ カンジャ

		その他 タ										1



		入院期間 ニュウイン キカン		NICU及びGCU オヨ		PICU		その他小児病棟 タ ショウニ ビョウトウ

		6ヶ月以上1年未満 ゲツイジョウ ネン ミマン						1

		1年以上2年未満 ネンイジョウ ネン ミマン

		2年以上 ネンイジョウ						3

		原疾患 ゲンシッカン

		新生児仮死 シンセイジ カシ						1

		仮死以外の神経、筋疾患 カシ イガイ シンケイ キン シッカン

		事故（溺水、交通事故、転落等） ジコ デキスイ コウツウ ジコ テンラク ナド

		先天異常症候群（染色体異常、欠乏奇形症候群、欠乏性代謝異常など） センテン イジョウ ショウコウグン センショクタイ イジョウ ケツボウ キケイ ショウコウグン ケツボウ セイ タイシャ イジョウ

		慢性肺疾患、気道病変 マンセイ ハイ シッカン キドウ ビョウヘン

		低出生体重児 テイ シュッセイ タイジュウ ジ

		社会的事情 シャカイテキ ジジョウ

		その他 タ						3

		長期入院理由 チョウキ ニュウイン リユウ

		病状が不安定 ビョウジョウ フアンテイ

		療育施設入所待ち リョウイク シセツ ニュウショ マ						3

		中間施設受入体制の不備 チュウカン シセツ ウケイレ タイセイ フビ

		地域サポートの不備 チイキ フビ

		病院の在宅医療フォロー体制不備 ビョウイン ザイタク イリョウ タイセイ フビ

		家族の受入困難 カゾク ウケイレ コンナン

		家庭環境、経済的理由 カテイ カンキョウ ケイザイテキ リユウ

		在宅準備中 ザイタク ジュンビチュウ

		その他 タ						1





足利赤十字病院

				乳児～2歳 ニュウジ サイ		3歳～6歳 サイ サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13歳～17歳 サイ サイ		18歳以上 サイイジョウ

		気管切開人工呼吸患者 キカン セッカイ ジンコウ コキュウ カンジャ

		非気管切開人工呼吸患者（NPPV) ヒ キカン セッカイ ジンコウ コキュウ カンジャ		1

		気管切開患者 キカン セッカイ カンジャ

		その他 タ



		入院期間 ニュウイン キカン		NICU及びGCU オヨ		PICU		その他小児病棟 タ ショウニ ビョウトウ

		6ヶ月以上1年未満 ゲツイジョウ ネン ミマン						1

		1年以上2年未満 ネンイジョウ ネン ミマン

		2年以上 ネンイジョウ

		原疾患 ゲンシッカン

		新生児仮死 シンセイジ カシ

		仮死以外の神経、筋疾患 カシ イガイ シンケイ キン シッカン

		事故（溺水、交通事故、転落等） ジコ デキスイ コウツウ ジコ テンラク ナド

		先天異常症候群（染色体異常、欠乏奇形症候群、欠乏性代謝異常など） センテン イジョウ ショウコウグン センショクタイ イジョウ ケツボウ キケイ ショウコウグン ケツボウ セイ タイシャ イジョウ

		慢性肺疾患、気道病変 マンセイ ハイ シッカン キドウ ビョウヘン

		低出生体重児 テイ シュッセイ タイジュウ ジ

		社会的事情 シャカイテキ ジジョウ

		その他 タ						1

		長期入院理由 チョウキ ニュウイン リユウ

		病状が不安定 ビョウジョウ フアンテイ

		療育施設入所待ち リョウイク シセツ ニュウショ マ

		中間施設受入体制の不備 チュウカン シセツ ウケイレ タイセイ フビ

		地域サポートの不備 チイキ フビ

		病院の在宅医療フォロー体制不備 ビョウイン ザイタク イリョウ タイセイ フビ

		家族の受入困難 カゾク ウケイレ コンナン

		家庭環境、経済的理由 カテイ カンキョウ ケイザイテキ リユウ						1

		在宅準備中 ザイタク ジュンビチュウ

		その他 タ





獨協医科大学病院

				乳児～2歳 ニュウジ サイ		3歳～6歳 サイ サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13歳～17歳 サイ サイ		18歳以上 サイイジョウ

		気管切開人工呼吸患者 キカン セッカイ ジンコウ コキュウ カンジャ		10		1		3

		非気管切開人工呼吸患者（NPPV) ヒ キカン セッカイ ジンコウ コキュウ カンジャ

		気管切開患者 キカン セッカイ カンジャ		2

		その他 タ		2				1



		入院期間 ニュウイン キカン		NICU及びGCU オヨ		PICU		その他小児病棟 タ ショウニ ビョウトウ

		6ヶ月以上1年未満 ゲツイジョウ ネン ミマン		9				4

		1年以上2年未満 ネンイジョウ ネン ミマン						2

		2年以上 ネンイジョウ						4

		原疾患 ゲンシッカン

		新生児仮死 シンセイジ カシ

		仮死以外の神経、筋疾患 カシ イガイ シンケイ キン シッカン		2

		事故（溺水、交通事故、転落等） ジコ デキスイ コウツウ ジコ テンラク ナド

		先天異常症候群（染色体異常、欠乏奇形症候群、欠乏性代謝異常など） センテン イジョウ ショウコウグン センショクタイ イジョウ ケツボウ キケイ ショウコウグン ケツボウ セイ タイシャ イジョウ		10

		慢性肺疾患、気道病変 マンセイ ハイ シッカン キドウ ビョウヘン

		低出生体重児 テイ シュッセイ タイジュウ ジ		5

		社会的事情 シャカイテキ ジジョウ

		その他 タ		2

		長期入院理由 チョウキ ニュウイン リユウ

		病状が不安定 ビョウジョウ フアンテイ		6				2

		療育施設入所待ち リョウイク シセツ ニュウショ マ						15

		中間施設受入体制の不備 チュウカン シセツ ウケイレ タイセイ フビ

		地域サポートの不備 チイキ フビ

		病院の在宅医療フォロー体制不備 ビョウイン ザイタク イリョウ タイセイ フビ

		家族の受入困難 カゾク ウケイレ コンナン

		家庭環境、経済的理由 カテイ カンキョウ ケイザイテキ リユウ		1

		在宅準備中 ザイタク ジュンビチュウ		2				3

		その他 タ





あしかがの森足利病院

				乳児～2歳 ニュウジ サイ		3歳～6歳 サイ サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13歳～17歳 サイ サイ		18歳以上 サイイジョウ

		気管切開人工呼吸患者 キカン セッカイ ジンコウ コキュウ カンジャ				3		4		5		9

		非気管切開人工呼吸患者（NPPV) ヒ キカン セッカイ ジンコウ コキュウ カンジャ										1

		気管切開患者 キカン セッカイ カンジャ				3		1				10

		その他 タ				1		1



		入院期間 ニュウイン キカン		NICU及びGCU オヨ		PICU		その他小児病棟 タ ショウニ ビョウトウ

		6ヶ月以上1年未満 ゲツイジョウ ネン ミマン						1

		1年以上2年未満 ネンイジョウ ネン ミマン		1				6

		2年以上 ネンイジョウ		4				146

		原疾患 ゲンシッカン

		新生児仮死 シンセイジ カシ		2				37

		仮死以外の神経、筋疾患 カシ イガイ シンケイ キン シッカン		1				45

		事故（溺水、交通事故、転落等） ジコ デキスイ コウツウ ジコ テンラク ナド						4

		先天異常症候群（染色体異常、欠乏奇形症候群、欠乏性代謝異常など） センテン イジョウ ショウコウグン センショクタイ イジョウ ケツボウ キケイ ショウコウグン ケツボウ セイ タイシャ イジョウ		1				19

		慢性肺疾患、気道病変 マンセイ ハイ シッカン キドウ ビョウヘン		1

		低出生体重児 テイ シュッセイ タイジュウ ジ						6

		社会的事情 シャカイテキ ジジョウ						2

		その他 タ						40

		長期入院理由 チョウキ ニュウイン リユウ

		病状が不安定 ビョウジョウ フアンテイ						23

		療育施設入所待ち リョウイク シセツ ニュウショ マ

		中間施設受入体制の不備 チュウカン シセツ ウケイレ タイセイ フビ

		地域サポートの不備 チイキ フビ

		病院の在宅医療フォロー体制不備 ビョウイン ザイタク イリョウ タイセイ フビ

		家族の受入困難 カゾク ウケイレ コンナン		4				126

		家庭環境、経済的理由 カテイ カンキョウ ケイザイテキ リユウ						4

		在宅準備中 ザイタク ジュンビチュウ		1

		その他 タ





管理

		1/15/16		09:30～11:30		120

		1/16/16		19:30～22:00		150

		1/19/16		16:20～17：30		70

		1/28/16		17：30～18:30		60

				22:30～23：30		60

				11：30～13:30		120

		1/30/16		12:00～14：30		150

		1/31/16		15：30～17：45		135

		2/1/16		16：00～18：00		120

		2/1/16		23：30～0：40		70
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理学療法士

10%
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師

0%
言語療法士

1%
その他

5%

■職員構成看護師 260
作業療法士 19
准看護師 15
理学療法士 35
保健師 1
言語療法士 4
その他 16

1.貴施設についてお伺いいたします

（5）職員構成

（6）訪問可能な主な市町村

※ は事業所

訪問可能市町村 事業所数

足利市 3
市貝町 2
宇都宮市 13
大田原市 6
小山市 6
鹿沼市 3
上三川町 3
さくら市 2
佐野市 4
塩谷町 1
下野市 6
高根沢町 3
栃木市 8
那珂川町 3
那須烏山市 3
那須塩原市 6
那須町 3
日光市 2
野木町 2
芳賀町 2
益子町 2
壬生町 7
真岡市 1
茂木町 3
矢板市 1

Ⅱ．訪問看護事業所


相談支援事業所一覧表

		市区郡 シク グン		事業所名 ジギョウショ メイ		電話番号 デンワ バンゴウ		FAX番号 バンゴウ		郵便番号 ユウビンバンゴウ		所在地 ショザイチ		訪問可能な主な市町村 ホウモン カノウ オモ シチョウソン

		足利市 アシカガシ		特定相談支援センターはじめ		0284-22-4561		0284-22-4562		326-0143		足利市葉鹿町735-1		足利市 アシカガシ

		足利市 アシカガシ		足利障害者相談支援センター		0284-44-0307		0284-44-0318		326-0064		足利市東砂原後町1072		足利市、佐野市 アシカガシ サノシ

		足利市 アシカガシ		足利ケアサービス		0284-21-7630		0284-21-3109		326-0843		足利市五十部町809-3		足利市、佐野市、太田市 アシカガシ サノシ オオタシ

		足利市 アシカガシ		障害者相談支援センターフォレスト		0284-91-1816		0284-91-2867		326-0011		足利市大沼田町615		足利市及び近隣市町村 アシカガシ オヨ キンリン シチョウソン

		足利市 アシカガシ		相談支援事業所こころみ		0284-41-5039		0284-43-2665		326-0061		足利市田島町611-2

		宇都宮市 ウツノミヤシ		相談支援事業所ポンテ		028-652-7288		028-652-6355		321-0341		宇都宮市古賀志町1964-12		宇都宮、鹿沼、日光、壬生 ウツノミヤ カヌマ ニッコウ ミブ

		宇都宮市 ウツノミヤシ		うつのみや		028-632-6074		028-632-6075		320-0861		宇都宮市西2-1-7		宇都宮市 ウツノミヤシ

		宇都宮市 ウツノミヤシ		サポートセンターきりん		028-612-3838		028-678-3257		321-0905		宇都宮市平出工業団地43-100 ウツノミヤシ ヒライデコウギョウダンチ		宇都宮市 ウツノミヤシ

		宇都宮市 ウツノミヤシ		サポートセンターとみや生活支援センター		028-665-8230		028-665-8230		321-2116		宇都宮市徳次郎町540		宇都宮市 ウツノミヤシ

		宇都宮市 ウツノミヤシ		サポートセンターひばり		028-670-0330		028-667-7315		321-3236		宇都宮市竹下町435-159		宇都宮市 ウツノミヤシ

		宇都宮市 ウツノミヤシ		相談支援センターネクスト		080-8854-9551		028-612-7174		320-0034		宇都宮市泉町6-25		宇都宮市 ウツノミヤシ

		宇都宮市 ウツノミヤシ		特定相談支援事業所やすらぎ		028-650-7727		028-650-7728		320-0011		宇都宮市富士見が丘3－19－20		宇都宮市 ウツノミヤシ

		宇都宮市 ウツノミヤシ		障がい者生活支援センターこぶし		028-680-5746		028-688-0214		321-0126		宇都宮市茂原町837-1		宇都宮市、上三川町 ウツノミヤシ カミノカワマチ

		大田原市 オオタワラシ		相談支援事業所つばさ		0287-53-7393		0287-53-7394		324-0044		大田原市親園824-1		大田原市、那須塩原市、那須烏山市、矢板市、さくら市、那須町、塩谷町、高根沢町 オオタワラシ ナスシオバラシ ナスカラスヤマシ ヤイタシ シ ナスマチ シオ タニ マチ タカネザワマチ

		大田原市 オオタワラシ		相談支援事業所とまり木		0287-54-2854		0287-54-2230		324-0231		大田原市北野上3952		大田原市、那須塩原市、那須町 オオタワラシ ナスシオバラシ ナスマチ

		小山市 オヤマシ		相談支援事業所わくわくおやま		0285-24-6575		0285-20-0255		323-0022		小山市駅東通り3-9-6		小山市 オヤマシ

		小山市 オヤマシ		友井タクシー介護ステーションふれあい		0285-30-0840		0285-30-0844		323-0025		小山市城山町2丁目12-25		小山市 オヤマシ

		小山市 オヤマシ		相談支援事業所おやま		0285-22-1833		0285-22-8946		323-0014		小山市喜沢660		小山市、下野市 オヤマシ シモノ シ

		小山市 オヤマシ		社会就労センターえいぶるの里 シャカイ シュウロウ サト		0285-22-4561		0285-22-4581		323-0003		小山市東島田2403-2		小山市、下野市、上三川町、野木町、結城市、古河市、筑西市 オヤマシ シモノ シ カミノカワマチ ノギマチ ユウキシ コガシ ツク ニシ シ

		小山市 オヤマシ		はつらつサロン南天相談支援事業所		0285-22-4659		0285-38-6529		323-0027		小山市花垣町2-3-19		小山市、栃木市 オヤマシ トチギシ

		小山市 オヤマシ		相談支援事業所みどり		0285-45-8362		0285-45-8397		329-0214		小山市乙女786-1		小山市、栃木市、古河市、結城市 オヤマシ トチギシ コガシ ユウキシ

		上三川町 カミノカワマチ		上三川障がい児・者生活相談支援センター		0285-38-6854		0285-38-6841		329-0611		上三川町上三川5082-15		上三川町 カミノカワマチ

		さくら市 シ		障がい者支援センターにんべん		028-686-2539		028-686-2584		329-1417		さくら市フィオーレ喜連川5-2-1　フィオーレガーデン1-102		さくら市 シ

		佐野市 サノシ		社会福祉法人とちのみ会　こなかの森 シャカイ フクシ ホウジン カイ モリ		0283-24-5757		0283-24-6294		327-0001		佐野市小中町1280		佐野市、足利市 サノシ アシカガシ

		佐野市 サノシ		さの社協相談支援センターほっぷ		0283-22-8152		0283-22-8199		327-0003		佐野市大橋町3212-27		佐野市全域 サノシ ゼンイキ

		下野市 シモノ シ		南栃木支援センター相談支援		0285-44-6118		0285-44-7215		329-0412		下野市柴1432-105		下野市、小山市、壬生町 シモノ シ オヤマシ ミブマチ

		下野市 シモノ シ		下野市相談支援事業所 こばと		0285-44-6783		0285-44-6783		329-0414		下野市小金井1146-6		下野市、上三川町 シモノ シ カミノカワマチ

		高根沢町 タカネザワマチ		高根沢町障害児者生活支援センターすまいる タカネザワマチ		028-612-2751		028-612-2752		329-1225		塩谷郡高根沢町石末1825　福祉センター内 シオヤグン タカネザワマチ イシヅエ フクシ ナイ		高根沢町 タカネザワマチ

		高根沢町 タカネザワマチ		障害者相談支援センターいぶき		028-678-3502		028-676-3501		329-1216		塩谷郡高根沢町桑窪2266-2		高根沢町 タカネザワマチ

		栃木市 トチギシ		相談支援事業所わらしべの家		0282-27-1627		0282-27-1675		328-0011		栃木市大宮町2708-3		栃木市 トチギシ

		栃木市 トチギシ		相談支援センターぴあん ソウダン シエン		0282-31-1755		0282-31-2919		328-0067		栃木市皆川城内町333-2		栃木市、小山市 トチギシ オヤマシ

		栃木市 トチギシ		相談支援事業所「ピュア」		0282-31-3911		0282-31-3912		328-0133		栃木市大森町465		栃木市、鹿沼市、佐野市、小山市、壬生町 トチギシ カヌマシ サノシ オヤマシ ミブマチ

		栃木市 トチギシ		相談支援ウエイブ		0282-23-4465		0282-23-4465		328-0012		栃木市平柳町1-2-7		栃木市、壬生町 トチギシ ミブマチ

		栃木市 トチギシ		もくせいの里		0282-43-0593		0282-43-1387		329-4405		栃木市大平町西山田1198		栃木市内 トチギシナイ

		那須町 ナスマチ		障がい者相談支援事業所ケアサプライ		0287-73-5312		0287-73-5311		329-3221		那須郡那須町漆塚762-102 ナスグン ナスマチ ウルシツカ		白河市、那須町、那須塩原市、大田原市 シラカワシ ナスマチ ナスシオバラシ オオタワラシ

		那須塩原市 ナスシオバラ シ		相談支援事業所テトテ		0287-36-7171		0287-36-7181		329-2732		那須塩原市一区町251-1		那須塩原市（大田原、矢板、那須町、那珂川町、烏山） ナスシオバラ シ オオタワラ ヤイタ ナスマチ ナカガワマチ カラスヤマ

		那須塩原市 ナスシオバラ シ		相談支援事業のぞみ		0287-65-2288		0287-65-2282		329-3152		那須塩原市上中野53		那須塩原市、大田原市、那須町 ナスシオバラ シ オオタワラシ ナスマチ

		那須塩原市 ナスシオバラ シ		相談支援事業所　空		0287-73-8165		0287-73-8165		329-3157		那須塩原市大原間西1-19-9		那須塩原市、大田原市、那須町 ナスシオバラ シ オオタワラシ ナスマチ

		那須塩原市 ナスシオバラ シ		指定特定相談支援事業所あじさい		0287-60-3361		0287-60-3362		325-0034		那須塩原市東原166		那須塩原市、那須町 ナスシオバラ シ ナスマチ

		野木町 ノギマチ		さわやか相談支援センター		0280-57-4884		0280-57-4994		329-0112		野木町南赤塚1145-1		小山市、野木町、古河市、栃木市 オヤマシ ノギマチ コガシ トチギシ

		芳賀郡 ハガ グン		相談支援センター光輝舎		0285-70-2020		0285-72-8222		321-4105		芳賀郡益子町北中1113-1		芳賀郡、真岡市等 ハガ グン モオカシ ナド

		芳賀郡 ハガ グン		相談支援センターみさと		0285-72-9767				321-4104		芳賀郡益子町大沢2800-5		芳賀郡内（真岡市、益子町、市貝町、芳賀町、茂木町） ハガ グンナイ モオカシ マシコ チョウ イチ ガイ マチ ハガマチ モギマチ

		真岡市 モオカシ		相談支援センターのどか　真岡センター		0285-81-5890		0285-85-8452		321-4305		真岡市荒町111-1		真岡市、芳賀町、市貝町、益子町、茂木町 モオカシ ハガマチ イチガイ マチ マシコ チョウ モギ マチ

		真岡市 モオカシ		真岡介護センター		0285-80-5200		0285-80-5211		321-4361		真岡市並木町1-8-1　シティ並木102 ナミキ		真岡市、芳賀町南部、市貝町南部、益子町西部、上三川東部 モオカシ ハガマチ ナンブ イチ ガイ チョウ ナンブ マシコ チョウ セイブ カミノカワ トウブ

		壬生町 ミブマチ		指定障害者相談支援事業所あるしぇん		0282-86-7665		0282-21-7109		321-0201		下都賀郡壬生町安塚2032 シモツガグン ミブマチ ヤスヅカ		壬生町 ミブマチ





訪問看護事業所一覧表

		市区郡 シク グン		事業所名 ジギョウショ メイ		電話番号 デンワ バンゴウ		FAX番号 バンゴウ		郵便番号 ユウビンバンゴウ		所在地 ショザイチ		訪問可能な主な市町村 ホウモン カノウ オモ シチョウソン

		足利市 アシカガシ		あおい訪問看護ステーション		0284-73-9456		0284-72-7600		326-0831		足利市堀込町2556 セレッソ・コート1階		足利市とその周辺（佐野市、館林市、巴楽町、太田市、桐生市） アシカガシ シュウヘン サノシ タテバヤシシ トモエ ラク マチ オオタシ キリュウシ				足利市 アシカガシ		2

		足利市 アシカガシ		ライフ訪問看護リハビリテーション		0284-64-8799		0284-64-8335		326-0831		足利市堀込町2656-7　ASKビル301号		足利市、佐野市、館林市、邑楽郡、太田市、桐生市 アシカガシ サノシ タテバヤシシ オウラ グン オオタシ キリュウシ				宇都宮市 ウツノミヤシ		7

		宇都宮市 ウツノミヤシ		ＷＡＤＥＷＡＤＥ訪問看護ステーション		028-666-5420		028-666-5460		321-0923		宇都宮市下栗町2913-1 ウツノミヤシ シモグリマチ		宇都宮市、上三川町、 ウツノミヤシ カミノカワマチ				大田原市 オオタワラシ		4

		宇都宮市 ウツノミヤシ		訪問看護ステーションここあ		028-600-3735		028-600-3736		321-2116		宇都宮市徳次郎町998-9 ウツノミヤシ トクジロウマチ		宇都宮市、日光市、 ウツノミヤシ ニッコウシ				小山市 オヤマシ		3

		宇都宮市 ウツノミヤシ		訪問看護ステーションうつのみや		028-612-6103		028-612-6104		320-0852		宇都宮市下砥上町字並塚643番地1		宇都宮市、壬生町 ウツノミヤシ ミブマチ				鹿沼市 カヌマシ		1

		宇都宮市 ウツノミヤシ		訪問看護ステーションあるく		028-643-5586		028-678-8796		320-0036		宇都宮市小幡2-6-14 		宇都宮市 ウツノミヤシ				さくら市 シ		1

		宇都宮市 ウツノミヤシ		訪問看護ステーション風		028-612-1333		028-612-1384		321-0117		宇都宮市城南3丁目5-6		宇都宮、鹿沼、下野、壬生 ウツノミヤ カヌマ シモノ ミブ				佐野市 サノシ		2

		宇都宮市 ウツノミヤシ		訪問看護ステーションほっと		028-626-5739		028-625-8201		321-0974		宇都宮市竹林町958		宇都宮市 ウツノミヤシ				下野市 シモツケシ		1

		宇都宮市 ウツノミヤシ		宮の橋訪問看護ステーション		028-635-9839		028-635-9839		321-0963		宇都宮市南大通り1-1-23		宇都宮市 ウツノミヤシ				高根沢町 タカネザワマチ		1

		大田原市 オオタワラシ		訪問看護ステーションゆりの木		0287-47-5123		0287-47-5124		324-0028		大田原市山の手1-1-7 ヤマ テ		大田原市、那須塩原市、那珂川町 オオタワラシ ナスシオバラ シ ナカガワマチ				栃木市 トチギシ		1

		大田原市 オオタワラシ		とちぎ訪問看護ステーションくろばね		0287-54-0507		0287-54-0580		324-0241		大田原市黒羽向町142番地		大田原市、那須塩原市、那須町、那珂川町 オオタワラシ ナスシオバラ シ ナスマチ ナカガワマチ				那須烏山市 ナスカラスヤマシ		1

		大田原市 オオタワラシ		さくら訪問看護ステーション		0287-29-3252		0287-29-3252		324-0058		大田原市紫塚3-2633-10		大田原市、那須塩原市、矢板市 オオタワラシ ナスシオバラ シ ヤイタ シ				那須塩原市 ナスシオバラ シ		1

		大田原市 オオタワラシ		那須赤十字訪問看護ステーション		0287-23-8866		0287-23-8903		324-8686		大田原市中田原1081-4		大田原市、那須塩原市（一部を除く） オオタワラシ ナスシオバラ シ イチブ ノゾ				野木町 ノギマチ		1

		小山市 オヤマシ		とちぎ訪問看護ステーションおやま		0285-39-8602		0285-39-8607		323-0827		小山市神鳥谷2251-7 オヤマシ ヒトトノヤ		小山市、下野市（南部）、野木町（北部） オヤマシ シモノ シ ナンブ ノギ マチ ホクブ				壬生町 ミブマチ		1

		小山市 オヤマシ		わくわく訪問看護ステーションおやま		0285-24-6575		0285-20-0255		323-0022		小山市駅東通り3-9-6		小山市、結城市（茨城県）、下野市の一部、栃木市（PTのみ） オヤマシ ユウキシ イバラキケン シモノ シ イチブ トチギシ				真岡市 モオカシ		1

		小山市 オヤマシ		訪問看護ステーションみどり		0285-45-8362		0285-45-8397		329-0214		小山市乙女786-1		小山市、栃木市、古河市、結城市 オヤマシ トチギシ コガシ ユウキシ						28

		鹿沼市 カヌマシ		鹿沼訪問看護ステーション		0289-60-5650		0289-60-1687		322-0021		鹿沼市上野町320-3高橋ビル1階103号室		鹿沼市、旧宇都宮市、旧今市市、壬生町、西片町 カヌマシ キュウ ウツノミヤシ キュウ イマイチシ ミブマチ ニシカタマチ

		さくら市 シ		訪問看護ステーション卯の郷		028-682-7770		028-682-7766		329-1311		さくら市氏家2650番地		さくら市（周辺15ｋｍ以内）、塩谷町、那須烏山市、宇都宮市、高根沢町 シ シュウヘン イナイ シオヤ マチ ナスカラスヤマシ ウツノミヤシ タカネザワ マチ

		佐野市 サノシ		訪問看護ステーションマザーの家		0283-85-7771		0283-85-7772		327-0504		佐野市中町942-1		佐野市 サノシ

		佐野市 サノシ		訪問看護ステーション佐野		0283-86-7013		0283-86-7031		327-0847		佐野市天神町774-22 メープルハイツ101号室		足利市、佐野市、栃木市（旧岩船市） アシカガシ サノシ トチギシ キュウ イワフネ シ

		下野市 シモツケシ		訪問看護ステーション石橋		0285-52-2293		0285-52-2268		329-0511		下野市石橋628番地		下野市、上三川町、壬生町、宇都宮市（部） シモノ シ カミノカワマチ ミブマチ ウツノミヤシ ブ

		高根沢町 タカネザワ マチ		訪問看護ステーションたかねざわ		028-680-1701		028-680-1702		329-1233		塩谷郡高根沢町宝積寺2426-8 		高根沢町、さくら市、那須烏山市、芳賀町、市貝町、茂木町、益子町、宇都宮市 タカネザワマチ シ ナスカラスヤマシ ハガ マチ イチ カイ チョウ モギマチ マシコ チョウ ウツノミヤシ

		栃木市 トチギシ		訪問看護ステーションオリーブ		0282-27-8414		0282-27-8415		328-0027		栃木市今泉町1丁目17番29号		栃木市、小山市、下野市、壬生町 トチギシ オヤマシ シモノ シ ミブ マチ

		那須烏山市 ナスカラスヤマシ		訪問看護ステーションあい		0287-83-8035		0287-83-8222		321-0628		那須烏山市金井2-5-9 ベンチャープラザ7号室 ゴウシツ		那須烏山市、那珂川町、茂木町、一貝町 ナスカラスヤマシ ナカガワマチ モギマチ イチ ガイ マチ

		那須塩原市 ナスシオバラ シ		マロニエ訪問看護ステーション		0287-37-6322		0287-39-3305		329-2763		那須塩原市井口537-3 にしなすの総合在宅ケアセンター内		那須塩原市、那須町、大田原市　リハビリのみ→那珂川町訪問可能 ナスシオバラ シ ナスマチ オオタワラシ ナカガワ マチ ホウモン カノウ

		野木町 ノギマチ		訪問看護ステーションたんぽぽ		0280-57-1888		0280-57-3819		329-0101		下都賀郡野木町友沼5119-12		野木町、小山市、旧藤岡町 ノギマチ オヤマシ キュウ フジオカマチ

		壬生町 ミブマチ		とちぎ訪問看護ステーションみぶ		0282-82-7262		0282-82-7260		321-0218		下都賀郡壬生町落合1-18-12		上三川町、下野市、壬生町、宇都宮 カミノカワマチ シモノ シ ミブ チョウ ウツノミヤ

		真岡市 モオカシ		芳賀赤十字訪問看護ステーション		0285-84-8266		0285-84-8266		321-4306		真岡市台町2461		芳賀郡全域（真岡市、益子町、芳賀町、茂木町） ハガ グン ゼンイキ モオカシ マシコマチ ハガマチ モギ マチ





診療所一覧表

		市区郡 シク グン		診療所名 シンリョウジョ メイ		電話番号 デンワ バンゴウ		郵便番号 ユウビンバンゴウ		所在地 ショザイチ

		足利市 アシカガシ		山浦内科医院		0284-21-6653 		326-0843		足利市五十部町1256-5

		足利市 アシカガシ		あいファミリィクリニック足利 アシカガ		0284-22-3788		329-4213		足利市寺岡町505-1

		足利市 アシカガシ		かしま産婦人科 サンフジンカ		0284-65-0341		326-0844		足利市鹿島町501-1

		足利市 アシカガシ		くさの小児科		0284-73-7000		326-0335		足利市上渋垂町338-3

		足利市 アシカガシ		すながクリニック		0284-44-7211		326-0015		足利市八椚町494-1　

		宇都宮市 ウツノミヤシ		医療法人　亀田内科		028-633-2884		320-0812		宇都宮市一番町1-28

		宇都宮市 ウツノミヤシ		越戸クリニック		028-660-6190		321-0951		宇都宮市越戸町139-6

		宇都宮市 ウツノミヤシ		福田こどもクリニック		028-659-8850		320-0852		宇都宮市下砥上町1545-20

		宇都宮市 ウツノミヤシ		きくちクリニック		028-683-3387		321-0903		宇都宮市下平出町614-2

		宇都宮市 ウツノミヤシ		てらもと小児科		028-650-6636		321-0975		宇都宮市関堀町971-6

		宇都宮市 ウツノミヤシ		あおい内科小児科ｸﾘﾆｯｸ		028-663-6000		321-0973		宇都宮市岩曽町1086-1

		宇都宮市 ウツノミヤシ		桜井消化器科・内科		028-643-0870		320-0073		宇都宮市細谷1-7-38

		宇都宮市 ウツノミヤシ		鈴木内科クリニック		028-655-1229		321-0139		宇都宮市若松原2-4-19

		宇都宮市 ウツノミヤシ		大根田内科医院		028-624-6322		320-0072		宇都宮市若草3-4-22

		宇都宮市 ウツノミヤシ		てらだファミリークリニック		028-654-2188		321-0132		宇都宮市雀の宮5-5-1

		宇都宮市 ウツノミヤシ		清原台こどもクリニック キヨハラ ダイ		028-305-6017		321-3223		宇都宮市清原台2-4-14

		宇都宮市 ウツノミヤシ		森田医院		028-633-1573		320-0861		宇都宮市西3-5-8

		宇都宮市 ウツノミヤシ		こどもヶ丘診療所		028-615-1077		321-0151		宇都宮市西川田町183-21

		宇都宮市 ウツノミヤシ		有村小児科医院		028-656-7207		321-0912		宇都宮市石井町3128-11

		宇都宮市 ウツノミヤシ		いちはらファミリークリニック		028-612-8350		321-0414		宇都宮市中里町322

		宇都宮市 ウツノミヤシ		豊郷中央渡辺内科　		028-622-8900		320-0004		宇都宮市長岡町1217-5

		宇都宮市 ウツノミヤシ		宇都宮市子ども発達センター診療所 ウツノミヤシ コ ハッタツ シンリョウジョ		028-647-4720		320-0851		宇都宮市鶴田町970-1

		宇都宮市 ウツノミヤシ		梅園医院		028-633-2869		320-0035		宇都宮市伝馬町3-28

		宇都宮市 ウツノミヤシ		片山医院		028-661-9764		321-0944		宇都宮市東峰町3008-21

		宇都宮市 ウツノミヤシ		冨塚メデｲカルクリニック		028-666-2555		321-2116		宇都宮市徳次郎町888

		宇都宮市 ウツノミヤシ		豊郷台クリニック ユタカ ゴウ ダイ		028-643-8998		320-0003		宇都宮市豊郷台2-21-3

		宇都宮市 ウツノミヤシ		みやの杜クリニック　		028-683-7811		321-0904		宇都宮市陽東2-4-5

		宇都宮市 ウツノミヤシ		医療法人　赤羽病院		028-661-5446		321-0904		宇都宮市陽東7-2-2

		大田原市 オオタワラシ		くろばね齋藤醫院		0287-54-0031		324-0233		大田原市黒羽田町612

		大田原市 オオタワラシ		さいとうハート＆キッズクリニック		0287-53-7979		324-0043		大田原市浅香1-4-3

		大田原市 オオタワラシ		あさかクリニック		0287-22-2601		324-0043		大田原市浅香3-3711

		小山市 オヤマシ		神鳥谷クリニック		0285-22-7700		323-0827		小山市神鳥谷1-19-1

		小山市 オヤマシ		小山すぎの木クリニック		0285-30-3456		323-0806		小山市中久喜1131-1

		小山市 オヤマシ		おおきこどもクリニック		0285-41-0025 		329-0207		小山市美しが丘3-35-3

		鹿沼市 カヌマシ		小川こどもクリニック		0289-74-5421		322-0027		鹿沼市貝島町5006-2

		鹿沼市 カヌマシ		飯岡小児科		0289-65-3257		322-0074		鹿沼市日吉町569-2

		鹿沼市 カヌマシ		小松医院		0289-60-5515		322-0064		鹿沼市文化橋町2300-1

		鹿沼市 カヌマシ		いとうこどもクリニック		0289-63-5566		322-0025		鹿沼市緑町2-2-29

		上三川 カミノカワ		やの小児科医院		0285-56-0280		329-0611		河内郡上三川町上三川3446-3

		さくら市 シ		仲嶋医院		028-681-7755		329-1311		さくら市氏家3245-17

		佐野市 サノシ		稲毛クリニック		0283-25-2566		327-0103		佐野市石塚町893-1

		市区郡 シク グン		診療所名 シンリョウジョ メイ		電話番号 デンワ バンゴウ		郵便番号 ユウビンバンゴウ		所在地 ショザイチ

		佐野市 サノシ		こばやしファミリークリニック		0283-85-9900		327-0311		佐野市多田町566

		佐野市 サノシ		坪水医院		0283-62-0265		327-0312		佐野市栃本町2241

		佐野市 サノシ		緑の屋根診療所		0283-20-2577		327-0843		佐野市堀米町1348-5

		佐野市 サノシ		キッズクリニックはせがわ		0283-27-0200		327-0843		佐野市堀米町3946-6

		下野市 シモノ シ		グリムこどもクリニック		0285-51-1515		329-0502		下野市下古山2-6-17

		下野市 シモノ シ		にじいろこども診療所 シンリョウジョ		0285-44-7716		329-0414		下野市小金井4-1-1

		下野市 シモノ シ		角田内科医院		0285-53-5665 		329-0511		下野市石橋549

		下野市 シモノ シ		佐藤内科		0285-53-1305		329-0511		下野市石橋839-14

		下野市 シモノ シ		おかべこどもクリニック		0285-40-7300 		329-0433		下野市緑5-17-12

		高根沢町 タカネザワマチ		にいたに内科　		028-675-6515		329-1231		塩谷郡高根沢町宝石台 3-3-19

		栃木市 トチギシ		熊倉医院		0282-55-8425		329-4316		栃木市岩舟町新里180-1 トチギシ

		栃木市 トチギシ		竹田内科小児科クリニック		0282-29-1233		328-0011		栃木市大宮町52番地

		栃木市 トチギシ		田村医院		0282-43-3368		329-4423		栃木市大平町西水代1835-1

		栃木市 トチギシ		小森谷内科医院		0282-43-7327		329-4404		栃木市大平町富田4003-8

		栃木市 トチギシ		持田医院		0282-67-3661		329-0319		栃木市藤岡町中根115-5

		栃木市 トチギシ		腰塚医院		0282-62-2072		323-1104		栃木市藤岡町藤岡1845-10

		栃木市 トチギシ		よこやま内科小児科クリニック		0282-24-8102		328-0075		栃木市箱森町38-70

		栃木市 トチギシ		サンレディースクリニック		0282-24-3541		328-0024		栃木市樋ノ口町504-1

		栃木市 トチギシ		桜井こどもクリニック		0282-24-5987		328-0034		栃木市本町16-9

		栃木市 トチギシ		さいとう小児科 ショウニカ		0282-22-0757 		328-0015		栃木市万町30番16号

		那珂川町 ナカガワマチ		佐藤医院		0287-96-2841		324-0501		那須郡那珂川町小川2960-1

		那珂川町 ナカガワマチ		飯塚医院		0287-92-2034		324-0613		那須郡那珂川町馬頭484-3

		那珂川町 ナカガワマチ		立花医院		0287-72-0311		325-0003		那須郡那須町寺子乙3967-190

		那須塩原市 ナスシオバラ シ		中川医院 ナカガワ イイン		0287-62-0040		325-0057		那須塩原市黒磯幸町6-27

		那須塩原市 ナスシオバラ シ		さいとうクリニック		0287-39-1805		329-2724		那須塩原市西幸町7-13

		那須塩原市 ナスシオバラ シ		みずぬまクリニック		0287-39-1581		329-2751		那須塩原市東三島2-80-6

		日光市 ニッコウシ		吉原医院		0288-21-0161		321-1261		日光市今市826-4

		日光市 ニッコウシ		木村内科医院		0288-22-7880		321-1264		日光市瀬尾497-1

		益子町 マシコマチ		鈴木医院		0285-72-2032		321-4217		益子町益子1747-2

		壬生町 ミブマチ		小倉医院		0282-82-0057		321-0227		壬生町通町10-5

		壬生町 ミブマチ		大橋内科クリニック		0282-82-8522		321-0219		壬生町福和田1003-1

		壬生町 ミブマチ		かとう小児科 ショウニカ		0282-82-7576		321-0218		壬生町落合3-7-30

		真岡市 モオカシ		ひがのクリニック		0285-74-0051 		321-4521		真岡市久下田941-1

		真岡市 モオカシ		小林診療所		0285-82-3873		321-4369		真岡市熊倉3-10-7

		真岡市 モオカシ		西真岡こどもクリニック		0285-81-7900		321-4341		真岡市高勢町3-205-1

		真岡市 モオカシ		田井の里クリニック		0285-81-6502		321-4301		真岡市西田井内外748-2

		真岡市 モオカシ		深谷医院 フカヤ イイン		0285-75-0007 		321-4502		真岡市物井1268-7

		茂木町 モギマチ		吉永医院		0285-63-2303		321-3564		茂木町増井190-1





病院一覧表

		市区郡 シク グン		診療所名 シンリョウジョ メイ		電話番号 デンワ バンゴウ		郵便番号 ユウビンバンゴウ		所在地 ショザイチ																																																						相談窓口 ソウダン マドグチ		部署名・職名 ブショ メイ ショクメイ		ご担当者氏名 タントウシャ シメイ		連絡先TEL レンラクサキ		連絡先MAIL レンラクサキ

		足利市 アシカガシ		あしかがの森足利病院		0284-91-0611		326-0011		足利市大沼田町615		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		1		2		別紙参照 ベッシ サンショウ		有		メディカルソーシャルワーカー		福地　哲郎 フクチ テツロウ		0284-91-0611		soudan@hshikagu-hospital.or.jp

		足利市 アシカガシ		足利赤十字病院		0284-21-0121		326-0843		足利市五十部町284-1		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		3		1		2		別紙参照 ベッシ サンショウ		有		事務部医事課社会福祉士 ジム ブ イジ カ シャカイ フクシ シ		布施　麻由実 フセ マユミ		0284-20-1307

		宇都宮市 ウツノミヤシ		済生会宇都宮病院		028-626-5500		321-0974		宇都宮市竹林町911-1		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		2		別紙参照 ベッシ サンショウ		有		地域連携課 チイキ レンケイ カ		荻津　守 オギツ カミ		028-626-5500

		宇都宮市 ウツノミヤシ		JCHO　うつのみや病院		028-653-1001		321-0143		宇都宮市南高砂町11-17		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		無

		大田原市 オオタワラシ		那須赤十字病院		0287-23-1122		324-8686		大田原市中田原1081-4		1		1		3		3		3		1		3		1		3		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		1		4		なし		有		地域医療福祉連携課福祉係長 チイキ イリョウ フクシ レンケイ カ フクシ カカリチョウ		野中 美希 ノナカ ミキ		0287-23-1122		renkeika@nasu.jrc.or.jp

		小山市 オヤマシ		新小山市民病院		0285-36-0200		323-0827		小山市神鳥谷2251-1 オヤマシ ヒトトノヤ		1		1		3		2		2		2		2		2		2		2		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		2		なし		有		医療相談室保健師 イリョウ ソウダンシツ ホケンシ		多賀谷 邦子 タガヤ クニコ		0285-36-0256		soudan@hospital.oyama.tochigi.jp

		小山市 オヤマシ		小山厚生病院		0285-22-1105		323-0031		小山市八幡町2-10-6		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		2		なし		有		看護師長 カンゴシ チョウ		横家 よね子 ヨコ イエ コ		0285-22-1105
0285-24-9890

		下野市 シモツケシ		自治医科大学附属病院　		0285-44-2111		329-0498		下野市薬師寺3311-1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		2		3		2		別紙参照 ベッシ サンショウ		有		地域医療連携部（看護師） チイキ イリョウ レンケイ ブ カンゴシ		黒田　光恵 クロダ ミツエ		0285-44-2111		mazuek@jichi.ac.jp

		下野市 シモツケシ		石橋総合病院		0285-53-1134		329-0511		下野市石橋628		1		1		1		1		1		1		1		2		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		1		なし		有		地域医療連携部 チイキ イリョウ レンケイ ブ		(部長)岩崎 さゆり ブチョウ イワサキ		0285-53-1134		ishibashi-renkei@yushikai.jp

		高根沢町 タカネザワマチ		菅又病院　		028-676-0311		329-1207		塩谷郡高根沢町花岡2351		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		無

		栃木市 トチギシ		とちの木病院		0282-22-7722		328-0071		栃木市大町39-5		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		無

		栃木市 トチギシ		下都賀総合病院		0282-22-2551		328-0044		栃木市富士見町5-32		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		3		なし		有		医療福祉相談室 イリョウ フクシ ソウダンシツ		MSWが3人おります ニン		0282-22-2551

		栃木市 トチギシ		西方病院		0282-92-2323		322-0601		栃木市西方町金崎273-3 トチギシ		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		有		西方病院地域連携室 ニシカタ ビョウイン チイキ レンケイ シツ				0282-25-7310		nishikata-renkei@cc9.ne.jp

		壬生町 ミブマチ		獨協医科大学病院		0282-86-1111		321-0293		下都賀郡壬生町大字北小林880		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		3		2		別紙参照 ベッシ サンショウ		有		地域医療連携センター医療福祉相談室 チイキ イリョウ レンケイ イリョウ フクシ ソウダンシツ				0282-87-2185
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相談支援事業所

		Ｑ1.貴施設について、お伺いいたします キ シセツ ウカガ										事業所名とコメントをくっつけるで一表を作る ジギョウショ メイ イッピョウ ツク

		1		事業所名 ジギョウショ メイ								今月中 コンゲツ チュウ

		2		電話番号 デンワ バンゴウ								地図と一覧表をパワーポイント チズ イチラン ヒョウ

		3		FAX番号 バンゴウ								各項目ごとにページを作る カクコウモク ツク

		4		所在地 ショザイチ

		5		訪問可能な主な市町村 ホウモン カノウ オモ シチョウソン

		Ｑ2.重症心身障害児（者）の定義をご存知ですか ジュウショウシンシンショウガイジ シャ テイギ ゾンジ

		Ｑ2-1		知っている シ

		Ｑ2-2		知らない シ

		Ｑ3.重症心身障害児（者）の方（家族・関係機関等）からの相談を受けたことがありますか ジュウショウシンシンショウガイジ シャ カタ カゾク カンケイ キカン ナド ソウダン ウ

		Ｑ3-1		1		ある

		Ｑ3-2		2		ない

		Ｑ3-1-Ａ

				Ａ-1それは誰からの相談でしたか ダレ ソウダン

				1		ａ.家族 カゾク

				2		ｂ.支援者 シエンシャ

				3		ｃ.関係機関 カンケイ キカン

				Ａ-2それはどんな相談でしたか（複数回答可） ソウダン フクスウ カイトウ カ

				1		ａ.生活上の相談 セイカツ ジョウ ソウダン

				2		ｂ.医療的な相談 イリョウテキ ソウダン

				3		ｃ.制度に関する相談 セイド カン ソウダン

				4		ｄ.教育に関する相談 キョウイク カン ソウダン

				5		ｅ.サービス等利用計画書作成に関する相談 ナド リヨウ ケイカクショ サクセイ カン ソウダン

				6		ｆ.その他 タ

				Ａ-3それらの相談事業所として対応（解決）はできましたか ソウダン ジギョウショ タイオウ カイケツ

				1		ａ.できた

				2		ｂ.できなかった

				Ａ-3-1それはどうしてですか

				1		ａ解決手段・方法がなかった カイケツ シュダン ホウホウ

				2		ｂ.ほかの相談支援事業所に依頼した ソウダン シエン ジギョウショ イライ

				3		ｃ.行政に依頼した ギョウセイ イライ

				4		ｄ.その他 タ

		Ｑ4.Ｑ3-2「ない」→これから重症心身障害児（者）の方（本人・家族等）からの相談があればどのように対応されますか ジュウショウシンシンショウガイジ シャ カタ ホンニン カゾク ナド ソウダン タイオウ

				Ｑ4-1		自分の事業所で対応する ジブン ジギョウショ タイオウ

				Ｑ4-2		ほかの相談支援事業所へ依頼する ソウダン シエン ジギョウショ イライ

				Ｑ4-3		行政に依頼する ギョウセイ イライ

				Ｑ4-4		その他 タ

		Ｑ5.重症心身障害児（者）の方のサービス等利用計画書を作成したことがありますか ジュウショウシンシンショウガイジ シャ カタ ナド リヨウ ケイカクショ サクセイ

				Ｑ5-1		ある

				Ｑ5-2		ない

						Ｑ5-1-Ａ		「ある」と回答→作成にあたり、苦労したこと困ったことがありましたか カイトウ サクセイ クロウ コマ

						Ｑ5-2-Ａ		「ない」と回答 カイトウ

						1		ａ.今後依頼があれば作成する コンゴ イライ サクセイ

						2		ｂ.他の相談支援事業所に依頼する ホカ ソウダン シエン ジギョウショ イライ

						3		ｃ.作成するかどうかわからない サクセイ

						Ｑ5-2-Ａ-1		b.cを回答→それはどうしてですか カイトウ

		Q6.重症心身障害児（者）の方がより良い在宅生活をしていく上で何か必要だと思うことがあればご自由にお書きください ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ カタ ヨ ザイタク セイカツ ウエ ナニ ヒツヨウ オモ ジユウ カ



		承諾可否 ショウダク カヒ		Q1												Ｑ2.重症心身障害児（者）の定義をご存知ですか ジュウショウシンシンショウガイジ シャ テイギ ゾンジ				Ｑ3.重症心身障害児（者）の方（家族・関係機関等）からの相談を受けたことがありますか ジュウショウシンシンショウガイジ シャ カタ カゾク カンケイ キカン ナド ソウダン ウ																														Ｑ4.Ｑ3-2「ない」→これから重症心身障害児（者）の方（本人・家族等）からの相談があればどのように対応されますか ジュウショウシンシンショウガイジ シャ カタ ホンニン カゾク ナド ソウダン タイオウ										Ｑ5.重症心身障害児（者）の方のサービス等利用計画書を作成したことがありますか ジュウショウシンシンショウガイジ シャ カタ ナド リヨウ ケイカクショ サクセイ										Q6.重症心身障害児（者）の方がより良い在宅生活をしていく上で何か必要だと思うことがあればご自由にお書きください ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ カタ ヨ ザイタク セイカツ ウエ ナニ ヒツヨウ オモ ジユウ カ

				事業所名 ジギョウショ メイ		電話番号 デンワ バンゴウ		FAX番号 バンゴウ		郵便番号 ユウビンバンゴウ		所在地 ショザイチ		訪問可能な主な市町村 ホウモン カノウ オモ シチョウソン		知っている		知らない シ		ある		ない		それは誰からの相談でしたか						それはどんな相談でしたか														それらの相談事業所として対応（解決）はできましたか						自分の事業所で対応する ジブン ジギョウショ タイオウ		他の相談支援事業所へ依頼する ホカ ソウダン シエン ジギョウショ イライ		行政に依頼する ギョウセイ イライ		その他 タ				ある		ない		「ある」と回答		「ない」
と回答		b.c（23）を回答

																								家族 カゾク		支援者 シエンシャ		関係機関 カンケイ キカン		生活上の相談 セイカツ ジョウ ソウダン		医療的な相談 イリョウテキ ソウダン		制度に関する相談 セイド カン ソウダン		教育に関する相談 キョウイク カン ソウダン		サービス等利用計画書作成に関する相談 ナド リヨウ ケイカクショ サクセイ カン ソウダン		その他 タ		その他回答 タ カイトウ		それらの相談事業所として対応（解決）はできましたか		それはどうしてですか		それはどうしてですか

		否 イナ		手話通訳派遣協会相談支援事業所		0287-73-4422		0287-62-7776		325-0026		栃木県那須塩原市上厚崎431-17 ３２５－００２６				0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		0		1		本事業所と同様の地域で一般相談支援事業所と連携を図り対応する ホン ジギョウショ ドウヨウ チイキ イッパン ソウダン シエン ジギョウショ レンケイ ハカ タイオウ		0		1		0		2		当事業所は手話通訳派遣を主目的とする事業所であるため、聴覚障害に対するノウハウはあるがそれ以外の障害者に対応する専門性を有していない為 トウ ジギョウショ シュワ ツウヤク ハケン シュモクテキ ジギョウショ チョウカク ショウガイ タイ イガイ ショウガイシャ タイオウ センモンセイ ユウ タメ

		否 イナ		相談支援事業所すまいる		0285-45-7199		0285-45-8437		329-0205		小山市間々田750-1		小山市 オヤマシ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		1		0				0		1		0		3		現在担当させていただいているケースの他に受け入れる時間的余裕がないため。また専門的な知識や経験がなく自信がないため。 ゲンザイ タントウ ホカ ウ イ ジカンテキ ヨユウ センモンテキ チシキ ケイケン ジシン

		否 イナ		やまゆりの里		0284-90-2030		0284-90-2031		326-0011		足利市大沼田町525-1		足利市 アシカガシ		0		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		ショートステイの利用が可能かどうか リヨウ カノウ		2		1		ショートの利用を希望していたが、幼児で夜間に吸引が必要とのことだったので職員配置上困難と判断 リヨウ キボウ ヨウジ ヤカン キュウイン ヒツヨウ ショクイン ハイチ ジョウ コンナン ハンダン		0		0		0		0				0		1		0		2		あしかがの森さんが近くにあり専門性もあるため モリ チカ センモンセイ

		否 イナ		相談支援センターひかり		028-612-7717		028-612-7718		320-0072		宇都宮市若草4-20-7		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		0		1		0		1		0		0		1		0		1		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		居宅介護事業所とニーズのマッチング キョタク カイゴ ジギョウショ		0				短期入所事業所（医療的ケア対応型）の整備 タンキ ニュウショ ジギョウショ イリョウテキ タイオウガタ セイビ

		否 イナ		相談支援センター歩み		028-667-5151		028-667-5150		321-3233		宇都宮市上籠谷町3792		真岡市、芳賀町、宇都宮市 モオカシ ハガマチ ウツノミヤシ		0		1		1		0		0		1		0		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		毎日お会いしている方ではないしお話ができる方ではないので、計画書を作ることは少々戸惑いはありましたが、すべて療育指導室の先生にご指導いただき作成することができました。お幸せな時を過ごしてほしいという思いはいっぱいありますが、なにも出来ていない自分が申し訳ないような気持ちです。 マイニチ ア カタ ハナシ カタ ケイカクショ ツク ショウショウ トマド リョウイク シドウシツ センセイ シドウ サクセイ シアワ トキ ス オモ デキ ジブン モウ ワケ キモ		0				すみません。経験不足で在宅の方はよくわかりませんが、独立行政法人国立病院機構宇都宮病院にお伺いし行き届いた介護、職員の先生方の情熱にこういうところで重症心身障害者の方が過ごせることは幸せなのでは…としみじみ思いました。 ケイケン ブソク ザイタク カタ ドクリツ ギョウセイ ホウジン コクリツ ビョウイン キコウ ウツノミヤ ビョウイン ウカガ イ トド カイゴ ショクイン センセイガタ ジョウネツ ジュウショウ シンシン ショウガイシャ カタ ス シアワ オモ

		否 イナ		ワークス共育		0287-39-5593		0287-39-5630		329-2213		那須塩原市上大貫2028-2				1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		0		1		状況に応じて対応する ジョウキョウ オウ タイオウ		0		1				1				相談支援専門員のレベルアップが必要ではないかと思います ソウダン シエン センモンイン ヒツヨウ オモ

		否 イナ		指定特定相談支援センタードリーム		0288-32-2280		0288-32-2281		321-2341		日光市大沢町274		日光市、塩谷町、鹿沼市、宇都宮市 ニッコウシ シオヤ チョウ カヌマシ ウツノミヤ シ		0		1		1		0		1		0		0		1		1		1		0		0		0				1		0				0		0		0		0				1		0		計画を作成するにあたり医療機関との連携方法を具体化していくことに連絡調整に時間を要しました。また医師同士でのやりとりの方が早いように感じました。※解決できたと言っても施設の空き待ちで関係する病院で入院しております。 ケイカク サクセイ イリョウ キカン レンケイ ホウホウ グタイカ レンラク チョウセイ ジカン ヨウ イシ ドウシ ホウ ハヤ カン カイケツ イ シセツ ア マ カンケイ ビョウイン ニュウイン		0				入所ではなく、医療ケアのできる短期入所やグループホーム、日中一時、生活介護の拡充が必要であること。また重症心身障害児（者）への理解を広めていき、理解者を増やすこと、訪問看護、訪問医療、居宅介護も活用しやすい環境づくりを相談支援専門員はネットワークづくりに努めなければんらないと思います。 ニュウショ イリョウ タンキ ニュウショ ニッチュウ イチジ セイカツ カイゴ カクジュウ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ リカイ ヒロ リカイシャ フ ホウモン カンゴ ホウモン イリョウ キョタク カイゴ カツヨウ カンキョウ ソウダン シエン センモンイン ツト オモ

		否 イナ		ユーファーム支援センター		028-689-0070		028-680-0750		321-0972		宇都宮市下川俣町206-127		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2		これまでの実績として主に就労系の利用計画の作成を行っており重症心身障害児の方への支援については経験や人員の不足から対応が困難であると思われるため ジッセキ オモ シュウロウ ケイ リヨウ ケイカク サクセイ オコナ ジュウショウ シンシン ショウガイジ カタ シエン ケイケン ジンイン フソク タイオウ コンナン オモ

		否 イナ		障害者相談支援センターひびき		028-666-7601		028-666-7602		321-0403		宇都宮市下小倉町1536		宇都宮市、さくら市 ウツノミヤシ シ		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2		かつて受け入れたことがなく、またスタッフにも医療的ケアの知識や経験が乏しく、自信をもって迎え入れることができない ウ イ イリョウテキ チシキ ケイケン トボ ジシン ムカ イ		受け入れる施設が近辺にあること ウ イ シセツ キンペン

		否 イナ		相談支援事業ぴゅあ		028-611-1771		028-611-1772		321-0911		宇都宮市問屋町3426-46		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2

		否 イナ		指定特定相談支援事業所すえひろ		0287-23-3962		0287-24-1670		324-0042		大田原市末広1-2-5		大田原市、大田原市以外は交通費を受領 オオタワラシ オオタワラシ イガイ コウツウヒ ジュリョウ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2		事業所の対象を精神障害に限定し、市に申請しているため ジギョウショ タイショウ セイシン ショウガイ ゲンテイ シ シンセイ

		否 イナ		相談支援センターふじみだい		0285-44-0200		0285-44-4255		329-0412		下野市芝1123		下野市 シモノ シ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		0		1		ケースによって検討 ケントウ		0		1				2

		否 イナ		相談支援センターひゅーまにあ宇都宮		028-678-5385		028-678-5395		320-0802		宇都宮市江野町6-15大立ビル4階		宇都宮市（鹿沼市等近隣市町村） ウツノミヤシ カヌマシ ナド キンリン シチョウソン		0		1		1		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		あるではありますが、初めての作成でまた完成はしていない段階です。病院で実施されている活動医療等で自分自身が未熟で理解が足りていない為に苦労しています。 ハジ サクセイ カンセイ ダンカイ ビョウイン ジッシ カツドウ イリョウ ナド ジブン ジシン ミジュク リカイ タ タメ クロウ		0				①医療面での安心②外部と交流する機会③家族の方への支援 イリョウ メン アンシン ガイブ コウリュウ キカイ カゾク カタ シエン

		否 イナ		地域活動支援センターあしかが		0284-41-2643		0284-43-0463		326-0808		足利市本城1-1547		足利市 アシカガシ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0						0		1		0		0				0		1				2		専門外で知識等はなく、計画書の作成は難しいため センモンガイ チシキ トウ ケイカクショ サクセイ ムズカ

		否 イナ		南那須地区障害者相談支援センター		0287-80-1020		0287-80-1027		321-0624		那須烏山市旭1-18-8		那須烏山市、那珂川町 ナスカラスヤマシ ナカガワマチ		1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		アセスメント、院内での面会予定の調整、家族への説明など インナイ メンカイ ヨテイ チョウセイ カゾク セツメイ		0				在宅医療、訪問リハビリなど24時間対応出来る専門家チーム ザイタク イリョウ ホウモン ジカン タイオウ デキ センモンカ

		否 イナ		ワン・ハーモニー		0287-22-8255		0287-48-7225		324-0042		大田原市末広1-3618-13				0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				0

		否 イナ		ひまわり相談支援事業所		0282-20-5006		0282-23-4878		328-0052		栃木市祝町12－9				0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		1		0				0		1				3		意思伝達が自分にとって受け止められるかに不安があるため イシ デンタツ ジブン ウ ト フアン

		否 イナ		サンフラワーライフ		0285-22-1109		0285-22-1345		323-0808		小山市出井1936		小山市内 オヤマシナイ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				3		近隣に受け入れ施設が少なく在宅福祉サービスに向けるのが難しい キンリン ウ イ シセツ スク ザイタク フクシ ム ムズカ

		否 イナ		natu- la(ナチュラ)		0287-67-3115		0287-67-3115		329-3153		那須塩原市大原間239-1		那須塩原市、大田原市、那須町 ナスシオバラ シ オオタワラシ ナスマチ		0		1		1		0		1		0		0		1		1		1		0		0		0				1		0				0		0		0		0				1		0		サービス自体の幅がせまいため、本人が安全に安心した生活をうけられるためにどう組み合わせたら良いか。又、家族によっては苦手な事業所もあり限られた事業所を探すのが難しかった。 ジタイ ハバ ホンニン アンゼン アンシン セイカツ ク ア ヨ マタ カゾク ニガテ ジギョウショ カギ ジギョウショ サガ ムズカ		0				訪問系のサービスがもっと充実して欲しい ホウモン ケイ ジュウジツ ホ

		否 イナ		相談支援事業所ふるさとホーム那須		0287-98-3001		0287-98-8080		324-0414		大田原市片府田1301-59		大田原市、那須町、那須塩原市、周辺 オオタワラシ ナスマチ ナスシオバラ シ シュウヘン		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2		主な精神知的関係なので、今後はできるよう専門的な部分の勉強が必要です。 オモ セイシン チテキ カンケイ コンゴ センモンテキ ブブン ベンキョウ ヒツヨウ		①専門相談②居場所③地域の理解 センモン ソウダン イバショ チイキ リカイ

		否 イナ		特定相談支援事業所きのこ		028-635-8746		028-635-8778		320-0846		栃木県宇都宮市滝の原2-4-42 ３２０－０８４６		宇都宮市 ウツノミヤシ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		1		0				0		1				3		どのように作成したらいいか不安のため サクセイ フアン

		否 イナ		こども発達支援センター鹿沼市あおば園		0289-63-1745		0289-63-1745		322-0074		鹿沼市日吉町320－1				1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		1		0				0		1				2		相談支援専門員の不足、児童発達支援事業所利用のための計画書作成が主な業務になっている ソウダン シエン センモンイン フソク ジドウ ハッタツ シエン ジギョウショ リヨウ ケイカクショ サクセイ オモ ギョウム

		否 イナ		障害者相談支援センターみつか・Ｒｕ		028-648-3971		028-648-3936		321-0347		宇都宮市飯田町261		宇都宮市、鹿沼市 ウツノミヤシ カヌマシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		1		状況に応じして他機関と連携し判断する場合もある ジョウキョウ オウ ホカ キカン レンケイ ハンダン バアイ		0		1				1		計画依頼の状況に応じて対応できない月もある（モニタリング件数） ケイカク イライ ジョウキョウ オウ タイオウ ツキ ケンスウ

		否 イナ		工房つばさ		0285-40-0388		0285-40-6700		329-0401		下野市箕輪425-1		下野市、上三川町、壬生町、ただし状況に応じて対応することが難しい場合もある シモノ シ カミノカワマチ ミブマチ ジョウキョウ オウ タイオウ ムズカ バアイ		1		0		1		0		1		0		0		1		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		短期入所、ヘルパーなどの利用希望があっても受け入れてくれる事業所が見つからない タンキ ニュウショ リヨウ キボウ ウ イ ジギョウショ ミ		3		状況により作成することができない場合がある ジョウキョウ サクセイ バアイ		重心の方の短期入所等の利用ができるところが必要。在宅でのサービスの受入必要だと思われる。 ジュウシン カタ タンキ ニュウショ ナド リヨウ ヒツヨウ ザイタク ウケイレ ヒツヨウ オモ

		否 イナ		相談支援事業所グーフォ		028-673-0002		028-671-0785		329-1105		宇都宮市中岡本町3178-3				1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1				在宅生活を支える家族に負担が重くならないようにする。緊急時に対応してくれる医療ケア付きの宿泊施設を増やしてほしい ザイタク セイカツ ササ カゾク フタン オモ キンキュウジ タイオウ イリョウ ツ シュクハク シセツ フ

		否 イナ		那珂川町社協相談支援事業所		0287-92-1273		0287-92-1295		324-0613		那珂川町馬頭560-1		那珂川町 ナカガワマチ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				0				移動支援サービス イドウ シエン

		否 イナ		相談支援事業所大山田ノンフェール		0287-93-0660		0287-83-8182		324-0602		那珂川町大山田下郷955		那珂川町 ナカガワマチ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		1		0				0		1				2		平成27年度で相談支援事業を終了するため ヘイセイ ネンド ソウダン シエン ジギョウ シュウリョウ

		否 イナ		在宅サポートこころ		028-651-0780		028-651-0781		320-0042		宇都宮市材木町4-24				0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2

		否 イナ		相談支援事業所みらい ソウダン シエン ジギョウショ		0280-57-2673		0280-57-2673		329-0111		野木町丸林371-12		野木町、小山市 ノギマチ オヤマシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		0		1		しかるべき関係機関と連携して対応する カンケイ キカン レンケイ タイオウ		0		1				3		重症心身のノウハウがない ジュウショウ シンシン

		否 イナ		大田原市社会福祉協議会		0287-54-1849		0287-54-2745		324-0233		栃木県大田原市黒羽田町848 ３２４－０２３３		大田原市内 オオタワラシナイ		0		1		1		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0				2		1				0		1		0		0				0		1				2		職員が未熟なため ショクイン ミジュク		在宅医療の充実、居宅介護の２４時間対応（サービス事業所）の充実 ザイタク イリョウ ジュウジツ キョタク カイゴ ジカン タイオウ ジギョウショ ジュウジツ

		否 イナ		障がい者相談支援センターとまつり		028-680-5570		028-680-5271		320-0052		宇都宮市中戸祭町813		宇都宮市、近隣市町村 ウツノミヤシ キンリン シチョウソン		0		1		1		0		1		0		0		1		0		0		0		0		1		親子間の関わり オヤコ カン カカ		0		0		現在対応中 ゲンザイ タイオウチュウ		0		0		0		0				1		0		保護者との連携がとれない ホゴシャ レンケイ		0

		否 イナ		宇都宮市社会福祉協議会		028-636-1536		028-636-1537		320-0806		宇都宮市中央1-1-15		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		0				2		1		医療的ケアが必要な方が長時間外出したい。長時間支援者の拘束、移動手段（車の中での対応）、医療的ケアが必要な方が外出したいときに外出できる環境がすぐに整えられない、医療的けが必要な方で要介助であるが、歩行できる方が利用できる短期入所先はないか（アクセス時間も含む） イリョウテキ ヒツヨウ カタ チョウジカン ガイシュツ チョウジカン シエン シャ コウソク イドウ シュダン クルマ ナカ タイオウ イリョウテキ ヒツヨウ カタ ガイシュツ ガイシュツ カンキョウ トトノ イリョウテキ ヒツヨウ カタ ヨウ カイジョ ホコウ カタ リヨウ タンキ ニュウショ サキ ジカン フク		0		0		0		0				1		0		専門的（医療面）な知識がなく、専門用語が多く調べたり聞いたりしながら支援していくこと。長く関わらないと親の思いまで聞き出せないこと。 センモンテキ イリョウ メン チシキ センモン ヨウゴ オオ シラ キ シエン ナガ カカ オヤ オモ キ ダ		0				当事者が何歳になっても利用できるサービス環境（短期入所、訪問入浴など）。教育もほかのお子さん同様平等に受けられる機会（学校行事も含む）。相談対応できる人材の確保。緊急時でも利用できるサービスの調整・確保。直接支援できるサービス・人材を増やすこと。 トウジシャ ナンサイ リヨウ カンキョウ タンキ ニュウショ ホウモン ニュウヨク キョウイク コ ドウヨウ ビョウドウ ウ キカイ ガッコウ ギョウジ フク ソウダン タイオウ ジンザイ カクホ キンキュウジ リヨウ チョウセイ カクホ チョクセツ シエン ジンザイ フ

		承諾 ショウダク		ライフサポートセンターゆめ		0280-33-3624		0280-57-4624		329-0111		野木町丸林630-4		野木町、その周辺地域 ノギマチ シュウヘン チイキ		1		0		1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		1		福祉サービス利用に関する相談 フクシ リヨウ カン ソウダン		1		0				0		0		0		0				1		0		医療的な情報、知識に乏しくわからない用語などが数多く出てきた。医療的ケアの内容の聞き取り（どの部分を聞いていけばよいのか） イリョウテキ ジョウホウ チシキ トボ ヨウゴ カズオオ デ イリョウテキ ナイヨウ キ ト ブブン キ		0				Ｆａの負担軽減のためのレスパイト先（ＨＰ、ＳＳ機関等）。家族それぞれの訴え、希望を明確にしていく。関係機関がチームになりＦａの支え応援をしていく。 フタン ケイゲン サキ キカンナド カゾク ウッタ キボウ メイカク カンケイ キカン ササ オウエン

		承諾 ショウダク		足利ケアサービス		0284-21-7630		0284-21-3109		326-0843		足利市五十部町809-3		足利市、佐野市、太田市 アシカガシ サノシ オオタシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		0		1		ケースによって対応する タイオウ		0		1				3

		承諾 ショウダク		相談支援センターみさと		0285-72-9767				321-4104		芳賀郡益子町大沢2800-5		芳賀郡内（真岡市、益子町、市貝町、芳賀町、茂木町） ハガ グンナイ モオカシ マシコ チョウ イチ ガイ マチ ハガマチ モギマチ		1		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		資源が少ない、短期入所先の確保が難しかった。計画を作るのには、医療情報が難しく感じられた。 シゲン スク タンキ ニュウショ サキ カクホ ムズカ ケイカク ツク イリョウ ジョウホウ ムズカ カン		0				連携の取れる医療関係者がたくさん地域の中にいてくれると安心して生活できるかな。外出や余暇の充実を図るために医療の必要な人の生活が限られてしまっている（あきらめてしまっている） レンケイ ト イリョウ カンケイシャ チイキ ナカ アンシン セイカツ ガイシュツ ヨカ ジュウジツ ハカ イリョウ ヒツヨウ ヒト セイカツ カギ

		承諾 ショウダク		サポートセンターとみや生活支援センター		028-665-8230		028-665-8230		321-2116		宇都宮市徳次郎町540		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		0		1		0		0		0		0		1		1		1		1		1		0				0		1		医療的なケアが必要な利用者様の日中活動先が限られて利用できない人がいる。学校との連携が取りにくい。通勤手段・行事参加制限があり平等性が保たれない。学校はサービスで対応を望み、福祉行政は教育で何とかするべきとつねに折り合わない。 イリョウテキ ヒツヨウ リヨウシャサマ ニッチュウ カツドウ サキ カギ リヨウ ヒト ガッコウ レンケイ ト ツウキン シュダン ギョウジ サンカ セイゲン ビョウドウセイ タモ ガッコウ タイオウ ノゾ フクシ ギョウセイ キョウイク ナン オ ア		0		0		1		0		協力してほしい キョウリョク		1		0		利用できるサービスが限られている。社会参加できる機会が少なく、場が限られている。介護者の負担軽減が取りにくい。夢や希望を叶えるための資源が少ない。 リヨウ カギ シャカイ サンカ キカイ スク バ カギ カイゴシャ フタン ケイゲン ト ユメ キボウ カナ シゲン スク		0				通勤手段、保護者なくても教育が受けられる環境。常に親同行を求めるのでは、自立につながらず、いつになっても親の負担は軽減されない。親が安心して託せる日中活動の場。社会参加、役割を担える環境作り、職場。地域で生活していくための交流の機会や場があるといい。緊急的にレスパイトを受け入れてくれる場。 ツウキン シュダン ホゴシャ キョウイク ウ カンキョウ ツネ オヤ ドウコウ モト ジリツ オヤ フタン ケイゲン オヤ アンシン タク ニッチュウ カツドウ バ シャカイ サンカ ヤクワリ ニナ カンキョウ ヅク ショクバ チイキ セイカツ コウリュウ キカイ バ キンキュウテキ ウ イ バ

		承諾 ショウダク		社会就労センターえいぶるの里 シャカイ シュウロウ サト		0285-22-4561		0285-224581		323-0003		小山市東島田2403-2		小山市、下野市、上三川町、野木町、結城市、古河市、筑西市 オヤマシ シモノ シ カミノカワマチ ノギマチ ユウキシ コガシ ツク ニシ シ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				1		0		自己決定が難しいため、家族中心の考えになってしまうこと。また、利用できる社会資源が少ない。 ジコ ケッテイ ムズカ カゾク チュウシン カンガ リヨウ シャカイ シゲン スク		1				関係機関との連携、特に在宅が長い方は医療機関とのかかわりが家族も含め、希薄になってしまい、二次障害に対応できない。地域に総合的に支援でき、医療的ケアが受けられる場所、または訪問医療の充実が必要と思います。 カンケイ キカン レンケイ トク ザイタク ナガ カタ イリョウ キカン カゾク フク キハク ニジ ショウガイ タイオウ チイキ ソウゴウテキ シエン イリョウテキ ウ バショ ホウモン イリョウ ジュウジツ ヒツヨウ オモ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所「ピュア」		0282-31-3911		0282-31-3912		328-0133		栃木市大森町465		栃木市、鹿沼市、佐野市、小山市、壬生町 トチギシ カヌマシ サノシ オヤマシ ミブマチ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1

		承諾 ショウダク		社会福祉法人とちのみ会　こなかの森 シャカイ フクシ ホウジン カイ モリ		0283-24-5757		0283-24-6294		327-0001		佐野市小中町1280		佐野市、足利市 サノシ アシカガシ		1		0		1		0		1		0		0		1		0		1		0		0		0				1		2		通所型のため、短期入所の受け入れはサービスとして提供できず、他施設の紹介、相談支援事業につなげている。 ツウショ ガタ タンキ ニュウショ ウ イ テイキョウ タ シセツ ショウカイ ソウダン シエン ジギョウ		0		0		0		0				1		0		療養型短期入所ほかの施設への短期入所の受け入れ状況など、受け入れ場所を見つけるなど。短期入所時の発作発症時医療への繋ぎが困難。問題多（かかりつけ医への搬送） リョウヨウガタ タンキ ニュウショ シセツ タンキ ニュウショ ウ イ ジョウキョウ ウ イ バショ ミ タンキ ニュウショ ジ ホッサ ハッショウ ジ イリョウ ツナ コンナン モンダイ タ イ ハンソウ		0				佐野市には、身障（重心）短期入所施設がなく老人施設に佐野市が委託しているが、利用する人もいなく、サービスが使いづらい状態にある。短期入所受け入れ可能施設が増えることで、家族のほうも使いやすく利便性があがると考えます。 サノシ シンショウ ジュウシン タンキ ニュウショ シセツ ロウジン シセツ サノシ イタク リヨウ ヒト ツカ ジョウタイ タンキ ニュウショ ウ イ カノウ シセツ フ カゾク ツカ リベンセイ カンガ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所テトテ		0287-36-7171		0287-36-7181		329-2732		那須塩原市一区町251-1		那須塩原市（大田原、矢板、那須町、那珂川町、烏山） ナスシオバラ シ オオタワラ ヤイタ ナスマチ ナカガワマチ カラスヤマ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		0		1		委託の相談支援事業所や重心専門の事業所に相談する イタク ソウダン シエン ジギョウショ ジュウシン センモン ジギョウショ ソウダン		0		1				3		その方にとって、より専門性の高い方が対応することが望ましいと思いますので、作成が適するか否か周囲のサービス状況なども考慮して決めたいと思います。適切にアドバイスをいただける地域の環境が整っていれば、スキルアップ、経験の積み重ねのためにも作成したいです。 カタ センモンセイ タカ ホウ タイオウ ノゾ オモ サクセイ テキ イナ シュウイ ジョウキョウ コウリョ キ オモ テキセツ チイキ カンキョウ トトノ ケイケン ツ カサ サクセイ		相談支援専門員のスキルアップ。きめ細かい支援（サービスの充実）本人のニーズを正しく理解できる人材の育成と地域の理解。 ソウダン シエン センモンイン コマ シエン ジュウジツ ホンニン タダ リカイ ジンザイ イクセイ チイキ リカイ

		承諾 ショウダク		指定特定相談支援事業所あじさい		0287-60-3361		0287-60-3362		325-0034		那須塩原市東原166		那須塩原市、那須町 ナスシオバラ シ ナスマチ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2				訪問看護、訪問診療を行う医師が必要だと思います。 ホウモン カンゴ ホウモン シンリョウ オコナ イシ ヒツヨウ オモ

		承諾 ショウダク		障害者相談支援センターいぶき		028-678-3502		028-676-3501		329-1216		高根沢町桑窪2266-2		高根沢町 タカネザワマチ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1				短期入所など受け入れてくれる施設を増やしてほしい。県内で受け入れていただけない為、県外の施設を考えなくてはいけない方がいます。 タンキ ニュウショ ウ イ シセツ フ ケンナイ ウ イ タメ ケンガイ シセツ カンガ カタ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所わくわくおやま		0285-24-6575		0285-20-0255		323-0022		小山市駅東通り3-9-6		小山市 オヤマシ		1		0		1		0		1		1		1		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		関係事業所が多いことで情報収集連携等大変。医療機関とも連携を図る必要あり。レスパイト、ショートステイの受入困難。利用できる事業所が少ない。 カンケイ ジギョウショ オオ ジョウホウ シュウシュウ レンケイ ナド タイヘン イリョウ キカン レンケイ ハカ ヒツヨウ ウケイレ コンナン リヨウ ジギョウショ スク		0				重症心身障害児（者）を受け入れしてくれる事業所、施設がもっと多くあればよいと思われる。通所日中一時短期入所など。相談支援、計画作成についてもほかの事業所が受け入れてくれないとの理由で受け入れ可能事業所へ集中してしまう為、相談員への研修等を増やせばよいが。しかし日々の業務が多忙であるため、難しいのかな？ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ ウ イ ジギョウショ シセツ オオ オモ ツウショ ニッチュウ イチジ タンキ ニュウショ ソウダン シエン ケイカク サクセイ ジギョウショ ウ イ リユウ ウ イ カノウ ジギョウショ シュウチュウ タメ ソウダン イン ケンシュウ ナド フ ヒビ ギョウム タボウ ムズカ

		承諾 ショウダク		相談支援センターネクスト		080-8854-9551		0280-612-1558		320-0034		宇都宮市泉町6-25		宇都宮市 ウツノミヤシ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2

		承諾 ショウダク		相談支援事業のぞみ		0287-65-2288		0287-65-2282		329-3152		那須塩原市上中野53		那須塩原市、大田原市、那須町 ナスシオバラ シ オオタワラシ ナスマチ		1		0		1		0		0		0		1		1		1		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		現サービスでの医療ケアをふまえ、将来にむけて他事業との連携につなげるよう計画作成、調整に苦労した。 ゲン イリョウ ショウライ タ ジギョウ レンケイ ケイカク サクセイ チョウセイ クロウ		0				選択肢が増えるよう受け入れ可能な福祉サービス事業所の増加が必要だと思われます。 センタクシ フ ウ イ カノウ フクシ ジギョウショ ゾウカ ヒツヨウ オモ

		承諾 ショウダク		サポートセンターひばり		028-670-0330		028-667-7315		321-3236		宇都宮市竹下町435-159		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		苦労ではないが、お母様がとても一生懸命ですでにサービスも繋がっていたため、現状を計画にする形となったが、計画作成後のかかわりについて相談員としてどのようにすべきことが望ましいかと考える。 クロウ カアサマ イッショウケンメイ ツナ ゲンジョウ ケイカク カタチ ケイカク サクセイ ゴ ソウダン イン ノゾ カンガ		0				福祉サービスや医療、またボランティアが入室されるととてもよいと思います。また、介助者（家族）のケアも考えると気軽に参加できるようなイベント（医療が整っていたり、介助するボランティアさんがいたり）や、同じ重症心身障害児（者）をもつかたとのネットワークがあるといいのかなと思います。 フクシ イリョウ ニュウシツ オモ カイジョシャ カゾク カンガ キガル サンカ イリョウ トトノ カイジョ オナ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ オモ

		承諾 ショウダク		高根沢町障害児者生活支援センターすまいる タカネザワマチ		028-612-2751		028-612-2752		329-1225		栃木県塩谷郡高根沢町石末1825　福祉センター内 ３２９－１２２５ フクシ ナイ		高根沢町 タカネザワマチ		1		0		1		0		0		0		1		0		0		1		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		地元に使える資源がなく苦労した ジモト ツカ シゲン クロウ		0				①医療と福祉の連携ネットワーク②重心の方でも利用できるサービスが増えること③訪問診療医 イリョウ フクシ レンケイ ジュウシン カタ リヨウ フ ホウモン シンリョウ イ

		承諾 ショウダク		障害者相談支援センターフォレスト		0284-91-1816		0284-91-2867		326-0011		足利市大沼田町615		足利市及び近隣市町村 アシカガシ オヨ キンリン シチョウソン		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0				0

		承諾 ショウダク		障がい者相談支援事業所ケアサプライ		0287-73-5312		0287-73-5311		329-3221		栃木県那須郡那須町漆塚762-102 ３２９－３２２１		白河市、那須町、那須塩原市、大田原市 シラカワシ ナスマチ ナスシオバラシ オオタワラシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1				サービスを提供できる事業所の充実を図る テイキョウ ジギョウショ ジュウジツ ハカ

		承諾 ショウダク		南栃木支援センター相談支援		0285-44-6118		0285-44-7215		329-0412		下野市柴1432-105		下野市、小山市、壬生町 シモノ シ オヤマシ ミブマチ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		0		1		介護保険と併用する場合のみ対応する カイゴ ホケン ヘイヨウ バアイ タイオウ		0		1				3		介護保険と併用する場合のみ作成する カイゴ ホケン ヘイヨウ バアイ サクセイ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所とまり木		0287-54-2854		0287-54-2230		324-0231		大田原市北野上3952		大田原市、那須塩原市、那須町 オオタワラシ ナスシオバラシ ナスマチ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1				当事業所の対応範囲は現在、知的障害者特に中・軽度が主だが、精神（高次脳機能障害も含む）分野もやり始めている。今後重症心身障害者もほかの相談支援事業所の助けを得ながら、勉強しながら対応したいと考えている。そのために研修や見学の機会を多く作っていただきたい。今は、当事業所はその程度しか考えられない。 トウ ジギョウショ タイオウ ハンイ ゲンザイ チテキ ショウガイシャ トク チュウ ケイド オモ セイシン コウジ ノウ キノウ ショウガイ フク ブンヤ ハジ コンゴ ジュウショウ シンシン ショウガイシャ ソウダン シエン ジギョウショ タス エ ベンキョウ タイオウ カンガ ケンシュウ ケンガク キカイ オオ ツク イマ トウ ジギョウショ テイド カンガ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所ポンテ		028-652-7288		028-652-6355		321-0341		宇都宮市古賀志町1964-12		宇都宮、鹿沼、日光、壬生 ウツノミヤ カヌマ ニッコウ ミブ		0		1		1		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0				0				未就学児（3～5才）の方の医療型児童発達支援を分離で行う施設が数か所あると良いと思います。 ミシュウガクジ サイ カタ イリョウ ガタ ジドウ ハッタツ シエン ブンリ オコナ シセツ スウ ショ ヨ オモ

		承諾 ショウダク		相談支援センター光輝舎		0285-70-2020		0285-72-8222		321-4105		芳賀郡益子町北中1113-1		芳賀郡、真岡市等 ハガ グン モオカシ ナド		1		0		1		0		1		1		1		1		0		1		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		利用できるサービス事業所が少ない。重心児者に合わせたプログラムが見つからない（近隣で） リヨウ ジギョウショ スク ジュウシン ジ シャ ア ミ キンリン		0				本人の状態にもよるが、重度化する状況に対応できる事業所の確保。家族の負担が大きくなり在宅生活の継続が困難になることが予測されるので、在宅で支援が受けられるような体制の充実と、レスパイトサービスの拡大。 ホンニン ジョウタイ ジュウドカ ジョウキョウ タイオウ ジギョウショ カクホ カゾク フタン オオ ザイタク セイカツ ケイゾク コンナン ヨソク ザイタク シエン ウ タイセイ ジュウジツ カクダイ

		承諾 ショウダク		特定相談支援事業所やすらぎ		028-650-7727		028-650-7728		320-0011		宇都宮市富士見が丘3－19－20		宇都宮市 ウツノミヤシ		0		0		1		0		1		0		0		0		0		1		1		0		0				0		3		対応できるヘルパーがいれば支援する タイオウ シエン		0		0		0		0				0		1				3

		承諾 ショウダク		障がい者支援センターにんべん		028-686-2539		028-686-2584		329-1417		さくら市フィオーレ喜連川5-2-1　フィオーレガーデン1-102		さくら市 シ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1				地域資源アンケートをいただきありがとうございました。設問に対しまして知識不足にこれでいいのかという思いです。相談支援専門員として設問にありました「3」要望がでますれば、先輩相談員・各職種の方々に相談・指導をいただき、相談支援事業を行ってみたいと考えます。大島先生について学ばせて頂きました。 チイキ シゲン セツモン タイ チシキ ブソク オモ ソウダン シエン センモンイン セツモン ヨウボウ センパイ ソウダン イン カクショクシュ カタガタ ソウダン シドウ ソウダン シエン ジギョウ オコナ カンガ オオシマ センセイ マナ イタダ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所おやま		0285-22-1833		0285-228946		323-0014		小山市喜沢660		小山市、下野市 オヤマシ シモノ シ		1		0		1		0		1		1		0		0		0		0		0		1		0				2		3				0		0		0		0				1		0		本人の意思が明確でないので親の意向中心のものになってしまった。 ホンニン イシ メイカク オヤ イコウ チュウシン		0

		承諾 ショウダク		真岡介護センター		0285-80-5200		0285-80-5211		321-4361		真岡市並木町1-8-1　シティ並木102 ナミキ		真岡市、芳賀町南部、市貝町南部、益子町西部、上三川東部 モオカシ ハガマチ ナンブ イチ ガイ チョウ ナンブ マシコ チョウ セイブ カミノカワ トウブ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		0		1				0		1				3		担当者の受け持ちケースの状況など考慮し対応できるか検討したい タントウシャ ウ モ ジョウキョウ コウリョ タイオウ ケントウ

		承諾 ショウダク		さの社協相談支援センターほっぷ		0283-22-8152		0283-22-8199		327-0003		佐野市大橋町3212-27		佐野市全域 サノシ ゼンイキ		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2		現在相談支援専門員1名で行っているため ゲンザイ ソウダン シエン センモンイン メイ オコナ

		承諾 ショウダク		相談支援ウエイブ		0282-23-4465		0282-23-4465		328-0012		栃木市平柳町1-2-7		栃木市、壬生町 トチギシ ミブマチ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		1		0				0		1				2		指定特定相談支援事業で精神に対応しているため シテイ トクテイ ソウダン シエン ジギョウ セイシン タイオウ		ご家族の中だけでは生活がマンネリ化して単調になりかねないので、音楽、体を動かす、読み聞かせ麻痺・拘縮のマッサージなどのリハビリの頻度を高める。ご本人が楽しいと感じることを提供できる。ご家族が疲弊しないよう旅行や趣味などの充実した時間がもてるようサービスを利用していくこと。 カゾク ナカ セイカツ カ タンチョウ オンガク カラダ ウゴ ヨ キ マヒ コウシュク ヒンド タカ ホンニン タノ カン テイキョウ カゾク ヒヘイ リョコウ シュミ ジュウジツ ジカン リヨウ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所わらしべの家		0282-27-1627		0282-27-1675		328-0011		栃木市大宮町2708-3		栃木市 トチギシ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1		専門的な知識が不十分なため行政などの機関と相談しながらの対応となります センモンテキ チシキ フジュウブン ギョウセイ キカン ソウダン タイオウ		短期入所や移動支援などの福祉サービス利用時にお付き合いのある医療機関や訪問看護の看護師が同行でき緊急時の対応が迅速にとれる体制（すでにできていたらすみません） タンキ ニュウショ イドウ シエン フクシ リヨウ ジ ツ ア イリョウ キカン ホウモン カンゴ カンゴシ ドウコウ キンキュウジ タイオウ ジンソク タイセイ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所　空		0287-73-8165		0287-73-8165		329-3157		那須塩原市大原間西1-19-9		那須塩原市、大田原市、那須町 ナスシオバラ シ オオタワラシ ナスマチ		1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		重心のお子様の療育支援をやっていたので、苦労はありませんでしたが、医療（訪問看護）訪問リハ訪問入浴の制度を知らなかったので、その方々との連携が取れて大変勉強になりました。 ジュウシン コサマ リョウイク シエン クロウ イリョウ ホウモン カンゴ ホウモン ホウモン ニュウヨク セイド シ カタガタ レンケイ ト タイヘン ベンキョウ		0				医療的ケアの必要な方には支援スタッフ・必ず看護師の方が不在では双方安心したケアはできません。例）乳幼児の通所事業は保母と看護師さん。小学→高校までは義務教育がありますが事後に生活介護はもちろんですが、本当に重心の方の為の日中活動の場が不足しているとおもいますので重心の方の通所事業は必要と思います。家庭以外で通える場所→一時預かりや療育支援事業→高校卒業後は通所施設（一時預かりも含めて） イリョウテキ ヒツヨウ カタ シエン カナラ カンゴシ カタ フザイ ソウホウ アンシン レイ ニュウヨウジ ツウショ ジギョウ ホボ カンゴシ ショウガク コウコウ ギム キョウイク ジゴ セイカツ カイゴ ホントウ ジュウシン カタ タメ ニッチュウ カツドウ バ フソク ジュウシン カタ ツウショ ジギョウ ヒツヨウ オモ カテイ イガイ カヨ バショ イチジ アズ リョウイク シエン ジギョウ コウコウ ソツギョウゴ ツウショ シセツ イチジ アズ フク

		承諾 ショウダク		相談支援事業所みどり		0285-45-8362		0285-45-8397		329-0214		小山市乙女786-1		小山市、栃木市、古河市、結城市 オヤマシ トチギシ コガシ ユウキシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0		大人は対応可能 オトナ タイオウ カノウ		1		1		大人はあるが、こどもはない。先日訪問介護を事業所にお願いしたところどこの事業所も受けていただけなかった。 オトナ センジツ ホウモン カイゴ ジギョウショ ネガ ジギョウショ ウ		3		成人しか計画相談をしたことがないので不安である。当事業所は相談員が一名なので相談する相手がいない セイジン ケイカク ソウダン フアン トウ ジギョウショ ソウダン イン イチメイ ソウダン アイテ		サービス事業所で受けてもらえないケースがある。特に重心や精神知的等重複して疾患を持っていると問い合わせた時点でお断りされてします。 ジギョウショ ウ トク ジュウシン セイシン チテキ ナド チョウフク シッカン モ ト ア ジテン コトワ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所こころみ		0284-41-5039		0284-43-2665		326-0061		足利市田島町611-2				0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		1		0				0		1				3		これまで前例がなく、またこの障害について熟知した方（機関）があるならそちらでしていただいた方がご本人様にとってよい支援であると考えるから。※現在当法人の入所・通所等サービスを利用されている方の相談支援がほとんどの状況です。 ゼンレイ ショウガイ ジュクチ カタ キカン ホウ ホンニンサマ シエン カンガ ゲンザイ トウホウジン ニュウショ ツウショ ナド リヨウ カタ ソウダン シエン ジョウキョウ

		承諾 ショウダク		相談支援センターのどか　真岡センター		0285-81-5890		0285-85-8452		321-4305		真岡市荒町111-1		真岡市、芳賀町、市貝町、益子町、茂木町 モオカシ ハガマチ イチガイ マチ マシコ チョウ モギ マチ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1				在宅での生活では家族の介護負担の軽減が必要。フォーマルインフォーマルの枠にとらわれない福祉サービス。 ザイタク セイカツ カゾク カイゴ フタン ケイゲン ヒツヨウ ワク フクシ

		承諾 ショウダク		友井タクシー介護ステーションふれあい		0285-30-0840		0285-30-0844		323-0025		小山市城山町2丁目12-25		小山市 オヤマシ		1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		利用するサービスは多様で、施設・病院・学校など医療福祉事業所数も多く連携を図るのが困難。学校行事に参加するための会出自の支援サービスがない。 リヨウ タヨウ シセツ ビョウイン ガッコウ イリョウ フクシ ジギョウショ スウ オオ レンケイ ハカ コンナン ガッコウ ギョウジ サンカ カイ シュツジ シエン		0				ご家族様が安心して預けることができる施設と必要に預けられる施設の数は少ない。片道１時間以上かかるためとても不便に思います。呼吸器の方の預かり先は少ない。 カゾクサマ アンシン アズ シセツ ヒツヨウ アズ シセツ カズ スク カタミチ ジカン イジョウ フベン オモ コキュウキ カタ アズ サキ スク

		承諾 ショウダク		もくせいの里		0282-43-0593		0282-43-1387		329-4405		栃木市大平町西山田1198		栃木市内 トチギシナイ		0		1		1		0		1		0		0		1		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		ニーズにあてはまるサービスがなかった。例）①入浴支援②移送サービス　①自宅の浴槽では支援が入れず訪問入浴を検討。しかし、浴槽を置けるスペースがなく断念。②主たる介護者が入院。学校までの送迎ができず特例で市の移送サービスを利用するもかなり時間を要した。 レイ ニュウヨク シエン イソウ ジタク ヨクソウ シエン ハイ ホウモン ニュウヨク ケントウ ヨクソウ オ ダンネン シュ カイゴシャ ニュウイン ガッコウ ソウゲイ トクレイ シ イソウ リヨウ ジカン ヨウ		0				①地域の理解や協力②受け入れの拡大（重心の通所、24時間看護体制が整った短期入所）③デマンドタクシー等関係者の重心に対する理解（理解附属により資源として存在するが利用しがたい）④児童が入浴支援を受けられる環境（家族の身体的な介護負担軽減） チイキ リカイ キョウリョク ウ イ カクダイ ジュウシン ツウショ ジカン カンゴ タイセイ トトノ タンキ ニュウショ ナド カンケイシャ ジュウシン タイ リカイ リカイ フゾク シゲン ソンザイ リヨウ ジドウ ニュウヨク シエン ウ カンキョウ カゾク シンタイテキ カイゴ フタン ケイゲン

		承諾 ショウダク		足利障害者相談支援センター		0284-44-0307		0284-44-0318		326-0064		足利市東砂原後町1072		足利市、佐野市 アシカガシ サノシ		1		0		1		0		1		0		0		1		0		1		0		1		0				1		0				0		0		0		0				0		1				2		委託相談支援事業所のため イタク ソウダン シエン ジギョウショ		医療的ケアが整った施設のショートステイ充実が必要。また、特に呼吸器をつけた方のショート療養介護の利用とそれらを利用するための送迎体制の充実が必要。 イリョウテキ トトノ シセツ ジュウジツ ヒツヨウ トク コキュウキ カタ リョウヨウ カイゴ リヨウ リヨウ ソウゲイ タイセイ ジュウジツ ヒツヨウ

		承諾 ショウダク		指定障害者相談支援事業所あるしぇん		0282-86-7665		0282-21-7109		321-0201		栃木県下都賀郡壬生町安塚2032 ３２１－０２０１		壬生町 ミブマチ		1		0		1		0		1		0		0		1		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		①相談支援専門員として重症心身障害児（者）の方に対する支援の知識や経験が少ない②医療的ケアが必要となる方に対して対応できる福祉サービス（事業所）が少ない。 ソウダン シエン センモンイン ジュウショウシンシンショウガイジ シャ カタ タイ シエン チシキ ケイケン スク イリョウテキ ヒツヨウ カタ タイ タイオウ フクシ ジギョウショ スク		0				医療的ケアが必要な方に関して、福祉のサービスでは対応しきれない部分が多く、結果として家族が本人を抱え込まざるを得ない現状があるように感じます。家族の介護負担が少しでも軽減できるよう福祉サービスも柔軟な対応が出来るようになるといいなと思います。 イリョウテキ ヒツヨウ カタ カン フクシ タイオウ ブブン オオ ケッカ カゾク ホンニン カカ コ エ ゲンジョウ カン カゾク カイゴ フタン スコ ケイゲン フクシ ジュウナン タイオウ デキ オモ

		承諾 ショウダク		下野市相談支援事業所 こばと		0285-44-6783		0285-44-6783		329-0414		下野市小金井1146-6		下野市、上三川町 シモノ シ カミノカワマチ		1		0		1		0		0		0		1		1		0		1		1		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		医療的ケアが必要な乳幼児に対応できるヘルパー事業所。短期入所・日中一時支援事業所が近くにない（少ない）。 イリョウテキ ヒツヨウ ニュウヨウジ タイオウ ジギョウショ タンキ ニュウショ ニッチュウ イチジ シエン ジギョウショ チカ スク		0				設問5で回答した内容：外出可能な方は児童発達支援を利用可能であるが無理な方は外部との交流をもちにくい。訪問看護・訪問リハビリが入っているケースはいいがない場合母子で孤立しがち。幸いあそびの支援をしてくれるヘルパー事業所があり支援につながっている。ヘルパー利用を希望されない家庭、利用したくてもヘルパー事業所がない等支援に苦慮する。 セツモン カイトウ ナイヨウ ガイシュツ カノウ カタ ジドウ ハッタツ シエン リヨウ カノウ ムリ カタ ガイブ コウリュウ ホウモン カンゴ ホウモン ハイ バアイ ボシ コリツ サイワ シエン ジギョウショ シエン リヨウ キボウ カテイ リヨウ ジギョウショ ナド シエン クリョ

		承諾 ショウダク		相談支援センターぴあん ソウダン シエン		0282-31-1755		0282-31-2919		328-0067		栃木市皆川城内町333-2		栃木市、小山市 トチギシ オヤマシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1				これまで現場で関わったことがなく、事例検討でしか情報を把握しておらず不安はあります。でも関係機関やご家族様からいろいろなことを教えて頂きながら相談支援として専門性を活かせればと思っています。色々な立場の方からお話をお伺いしてもご家族や医療機関専門的な事業所の負担が大きく相談支援があまり役に立つことができていない（場合によっては自ら引いてしまう）今の現状を少しでも変えていければいいと思います。 ゲンバ カカ ジレイ ケントウ ジョウホウ ハアク フアン カンケイ キカン カゾクサマ オシ イタダ ソウダン シエン センモンセイ イ オモ イロイロ タチバ カタ ハナシ ウカガ カゾク イリョウ キカン センモンテキ ジギョウショ フタン オオ ソウダン シエン ヤク タ バアイ ミズカ ヒ イマ ゲンジョウ スコ カ オモ

		承諾 ショウダク		うつのみや		028-632-6074/090-4059-9728		028-632-6075		320-0861		宇都宮市西2-1-7		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				3		専門的な知識を社会資源のアドバイスを他相談支援事業所からいただきながらみずからの事業所で引き受けるという形が望ましい センモンテキ チシキ シャカイ シゲン ホカ ソウダン シエン ジギョウショ ジギョウショ ヒ ウ カタチ ノゾ

		承諾 ショウダク		サポートセンターきりん		028-612-3838		028-678-3257		321-0905		栃木県宇都宮市平出工業団地43-100 ３２１－０９０５		宇都宮市 ウツノミヤシ		0		1		1		0		1		0		0		1		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		療養介護に入所しているので他のサービスの利用が困難。そのための社会資源をつなげたり、活用したりするのが難しい。 リョウヨウ カイゴ ニュウショ ホカ リヨウ コンナン シャカイ シゲン カツヨウ ムズカ		0				今後、市町村などで展開されていく生活拠点に関する事業をうまく活用できればいいなと感じています。入所されている方々については地域とのつながり方が今後は重要になってくると思われますので、広く門扉を開けた活動などが多くなってくるといいなと思っています。 コンゴ シチョウソン テンカイ セイカツ キョテン カン ジギョウ カツヨウ カン ニュウショ カタガタ チイキ カタ コンゴ ジュウヨウ オモ ヒロ モンピ ア カツドウ オオ オモ

		承諾 ショウダク		さわやか相談支援センター		0280-57-4884		0280-57-4994		329-0112		野木町南赤塚1145-1		小山市、野木町、古河市、栃木市 オヤマシ ノギマチ コガシ トチギシ		0		1		1		0		0		0		1		0		0		1		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		現実的な目標の位置づけ ゲンジツテキ モクヒョウ イチ		0

		承諾 ショウダク		相談支援事業所つばさ		0287-53-7393		0287-53-7394		324-0044		大田原市親園824-1		大田原市、那須塩原市、那須烏山市、矢板市、さくら市、那須町、塩谷町、高根沢町 オオタワラシ ナスシオバラシ ナスカラスヤマシ ヤイタシ シ ナスマチ シオ タニ マチ タカネザワマチ		1		0		1		0		1		0		1		1		0		1		0		0		0				1		2		医療的なケアが必要なケース、将来的に短期入所につなげたいケースだった為、専門の事業所に依頼した イリョウテキ ヒツヨウ ショウライテキ タンキ ニュウショ タメ センモン ジギョウショ イライ		1		1		0		0				1		0		使えるサービスの少なさに調整が難しかった ツカ スク チョウセイ ムズカ		1				乳幼児期の受け入れ可能な福祉サービス等の社会資源が必要である。 ニュウヨウジ キ ウ イ カノウ フクシ ナド シャカイシゲン ヒツヨウ

		承諾 ショウダク		特定相談支援センターはじめ		0284-22-4561		0284-22-4562		326-0143		足利市葉鹿町735-1		足利市 アシカガシ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1

		承諾 ショウダク		上三川障がい児・者生活相談支援センター		0285-38-6854		0285-38-6841		329-0611		上三川町上三川5082-15		上三川町 カミノカワマチ		1		0		1		0		1		0		0		1		0		0		0		0		0				1		0				0		0		0		0				1		0				0

		承諾 ショウダク		はつらつサロン南天相談支援事業所		0285-22-4659		0285-38-6529		323-0027		小山市花垣町2-3-19		小山市、栃木市 オヤマシ トチギシ		0		0		1		0		1		1		0		1		1		1		1		1		0				0		0				0		0		0		0				1		0		利用したいサービス事業所が少なく生活改善、家族、支援者の負担軽減に繋がらない（訪問入浴、ショートステイ、生活介護などなど（就労Ａ型））医師によっては連携が困難。何処の精神科がよいかと利用者に問われるが答えは解らない。 リヨウ ジギョウショ スク セイカツ カイゼン カゾク シエンシャ フタン ケイゲン ツナ ホウモン ニュウヨク セイカツ カイゴ シュウロウ ガタ イシ レンケイ コンナン ドコ セイシンカ リヨウシャ ト コタ ワカ		0				本人の選択や受け入れ事業所の間口を広げる。例えば入浴はヘルパーの2人対応で行ているがヘルパー不足や腰痛の悪化などで対応が難しくなってくる。機会浴のできる生活介護を勧めるも本人の選択肢がない。自宅から出かける自由さのようなものが閉ざされているような気がする。反面高齢者のサービスは増加する一方で利用者が不足し閉鎖なども聞かれる。高齢者・障害者がともにデイサービスやショートステイを利用できるようにならないかと思う。障害児については働く両親をサポートすることで生活の安定や療育などへ通園のし易さを図り、送迎サービスの充実など。 ホンニン センタク ウ イ ジギョウショ マグチ ヒロ タト ニュウヨク ニン タイオウ オコナ ブソク ヨウツウ アッカ タイオウ ムズカ キカイ ヨク セイカツ カイゴ スス ホンニン センタクシ ジタク デ ジユウ ト キ ハンメン コウレイシャ ゾウカ イッポウ リヨウシャ フソク ヘイサ キ コウレイシャ ショウガイシャ リヨウ オモ ショウガイジ ハタラ リョウシン セイカツ アンテイ リョウイク ツウエン ヤス ハカ ソウゲイ ジュウジツ

		承諾 ショウダク		障がい者生活支援センターこぶし		028-680-5746		028-688-0214		321-0126		栃木県宇都宮市茂原町837-1		宇都宮市、上三川町 ウツノミヤシ カミノカワマチ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1				①医療機関との細かな連携体制②相談関係者を含め本人に関わり支援をするなかで即座に動きが取れるようなフットワークの軽いチーム作り イリョウ キカン コマ レンケイ タイセイ ソウダン カンケイシャ フク ホンニン カカ シエン ソクザ ウゴ ト カル ヅク





相談支援事業所 (作業)

		Ｑ1.貴施設について、お伺いいたします キ シセツ ウカガ										事業所名とコメントをくっつけるで一表を作る ジギョウショ メイ イッピョウ ツク

		1		事業所名 ジギョウショ メイ								今月中 コンゲツ チュウ

		2		電話番号 デンワ バンゴウ								地図と一覧表をパワーポイント チズ イチラン ヒョウ

		3		FAX番号 バンゴウ								各項目ごとにページを作る カクコウモク ツク

		4		所在地 ショザイチ

		5		訪問可能な主な市町村 ホウモン カノウ オモ シチョウソン

		Ｑ2.重症心身障害児（者）の定義をご存知ですか ジュウショウシンシンショウガイジ シャ テイギ ゾンジ

		Ｑ2-1		知っている シ

		Ｑ2-2		知らない シ

		Ｑ3.重症心身障害児（者）の方（家族・関係機関等）からの相談を受けたことがありますか ジュウショウシンシンショウガイジ シャ カタ カゾク カンケイ キカン ナド ソウダン ウ

		Ｑ3-1		1		ある

		Ｑ3-2		2		ない

		Ｑ3-1-Ａ

				Ａ-1それは誰からの相談でしたか ダレ ソウダン

				1		ａ.家族 カゾク

				2		ｂ.支援者 シエンシャ

				3		ｃ.関係機関 カンケイ キカン

				Ａ-2それはどんな相談でしたか（複数回答可） ソウダン フクスウ カイトウ カ

				1		ａ.生活上の相談 セイカツ ジョウ ソウダン

				2		ｂ.医療的な相談 イリョウテキ ソウダン

				3		ｃ.制度に関する相談 セイド カン ソウダン

				4		ｄ.教育に関する相談 キョウイク カン ソウダン

				5		ｅ.サービス等利用計画書作成に関する相談 ナド リヨウ ケイカクショ サクセイ カン ソウダン

				6		ｆ.その他 タ

				Ａ-3それらの相談事業所として対応（解決）はできましたか ソウダン ジギョウショ タイオウ カイケツ

				1		ａ.できた

				2		ｂ.できなかった

				Ａ-3-1それはどうしてですか

				1		ａ解決手段・方法がなかった カイケツ シュダン ホウホウ

				2		ｂ.ほかの相談支援事業所に依頼した ソウダン シエン ジギョウショ イライ

				3		ｃ.行政に依頼した ギョウセイ イライ

				4		ｄ.その他 タ

		Ｑ4.Ｑ3-2「ない」→これから重症心身障害児（者）の方（本人・家族等）からの相談があればどのように対応されますか ジュウショウシンシンショウガイジ シャ カタ ホンニン カゾク ナド ソウダン タイオウ

				Ｑ4-1		自分の事業所で対応する ジブン ジギョウショ タイオウ

				Ｑ4-2		ほかの相談支援事業所へ依頼する ソウダン シエン ジギョウショ イライ

				Ｑ4-3		行政に依頼する ギョウセイ イライ

				Ｑ4-4		その他 タ

		Ｑ5.重症心身障害児（者）の方のサービス等利用計画書を作成したことがありますか ジュウショウシンシンショウガイジ シャ カタ ナド リヨウ ケイカクショ サクセイ

				Ｑ5-1		ある

				Ｑ5-2		ない

						Ｑ5-1-Ａ		「ある」と回答→作成にあたり、苦労したこと困ったことがありましたか カイトウ サクセイ クロウ コマ

						Ｑ5-2-Ａ		「ない」と回答 カイトウ

						1		ａ.今後依頼があれば作成する コンゴ イライ サクセイ

						2		ｂ.他の相談支援事業所に依頼する ホカ ソウダン シエン ジギョウショ イライ

						3		ｃ.作成するかどうかわからない サクセイ

						Ｑ5-2-Ａ-1		b.cを回答→それはどうしてですか カイトウ

		Q6.重症心身障害児（者）の方がより良い在宅生活をしていく上で何か必要だと思うことがあればご自由にお書きください ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ カタ ヨ ザイタク セイカツ ウエ ナニ ヒツヨウ オモ ジユウ カ



		承諾可否 ショウダク カヒ		Q1												Ｑ2.重症心身障害児（者）の定義をご存知ですか ジュウショウシンシンショウガイジ シャ テイギ ゾンジ				Ｑ3.重症心身障害児（者）の方（家族・関係機関等）からの相談を受けたことがありますか ジュウショウシンシンショウガイジ シャ カタ カゾク カンケイ キカン ナド ソウダン ウ																														Ｑ4.Ｑ3-2「ない」→これから重症心身障害児（者）の方（本人・家族等）からの相談があればどのように対応されますか ジュウショウシンシンショウガイジ シャ カタ ホンニン カゾク ナド ソウダン タイオウ										Ｑ5.重症心身障害児（者）の方のサービス等利用計画書を作成したことがありますか ジュウショウシンシンショウガイジ シャ カタ ナド リヨウ ケイカクショ サクセイ										Q6.重症心身障害児（者）の方がより良い在宅生活をしていく上で何か必要だと思うことがあればご自由にお書きください ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ カタ ヨ ザイタク セイカツ ウエ ナニ ヒツヨウ オモ ジユウ カ

				事業所名 ジギョウショ メイ		電話番号 デンワ バンゴウ		FAX番号 バンゴウ		郵便番号 ユウビンバンゴウ		所在地 ショザイチ		訪問可能な主な市町村 ホウモン カノウ オモ シチョウソン		知っている		知らない シ		ある		ない		それは誰からの相談でしたか						それはどんな相談でしたか														それらの相談事業所として対応（解決）はできましたか						自分の事業所で対応する ジブン ジギョウショ タイオウ		他の相談支援事業所へ依頼する ホカ ソウダン シエン ジギョウショ イライ		行政に依頼する ギョウセイ イライ		その他 タ				ある		ない		「ある」と回答		「ない」
と回答		b.c（23）を回答

																								家族 カゾク		支援者 シエンシャ		関係機関 カンケイ キカン		生活上の相談 セイカツ ジョウ ソウダン		医療的な相談 イリョウテキ ソウダン		制度に関する相談 セイド カン ソウダン		教育に関する相談 キョウイク カン ソウダン		サービス等利用計画書作成に関する相談 ナド リヨウ ケイカクショ サクセイ カン ソウダン		その他 タ		その他回答 タ カイトウ		それらの相談事業所として対応（解決）はできましたか		それはどうしてですか		それはどうしてですか

		否 イナ		手話通訳派遣協会相談支援事業所		0287-73-4422		0287-62-7776		325-0026		栃木県那須塩原市上厚崎431-17 ３２５－００２６				0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		0		1		本事業所と同様の地域で一般相談支援事業所と連携を図り対応する ホン ジギョウショ ドウヨウ チイキ イッパン ソウダン シエン ジギョウショ レンケイ ハカ タイオウ		0		1		0		2		当事業所は手話通訳派遣を主目的とする事業所であるため、聴覚障害に対するノウハウはあるがそれ以外の障害者に対応する専門性を有していない為 トウ ジギョウショ シュワ ツウヤク ハケン シュモクテキ ジギョウショ チョウカク ショウガイ タイ イガイ ショウガイシャ タイオウ センモンセイ ユウ タメ

		否 イナ		相談支援事業所すまいる		0285-45-7199		0285-45-8437		329-0205		小山市間々田750-1		小山市 オヤマシ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		1		0				0		1		0		3		現在担当させていただいているケースの他に受け入れる時間的余裕がないため。また専門的な知識や経験がなく自信がないため。 ゲンザイ タントウ ホカ ウ イ ジカンテキ ヨユウ センモンテキ チシキ ケイケン ジシン

		否 イナ		やまゆりの里		0284-90-2030		0284-90-2031		326-0011		足利市大沼田町525-1		足利市 アシカガシ		0		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		ショートステイの利用が可能かどうか リヨウ カノウ		2		1		ショートの利用を希望していたが、幼児で夜間に吸引が必要とのことだったので職員配置上困難と判断 リヨウ キボウ ヨウジ ヤカン キュウイン ヒツヨウ ショクイン ハイチ ジョウ コンナン ハンダン		0		0		0		0				0		1		0		2		あしかがの森さんが近くにあり専門性もあるため モリ チカ センモンセイ

		否 イナ		相談支援センターひかり		028-612-7717		028-612-7718		320-0072		宇都宮市若草4-20-7		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		0		1		0		1		0		0		1		0		1		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		居宅介護事業所とニーズのマッチング キョタク カイゴ ジギョウショ		0				短期入所事業所（医療的ケア対応型）の整備 タンキ ニュウショ ジギョウショ イリョウテキ タイオウガタ セイビ

		否 イナ		相談支援センター歩み		028-667-5151		028-667-5150		321-3233		宇都宮市上籠谷町3792		真岡市、芳賀町、宇都宮市 モオカシ ハガマチ ウツノミヤシ		0		1		1		0		0		1		0		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		毎日お会いしている方ではないしお話ができる方ではないので、計画書を作ることは少々戸惑いはありましたが、すべて療育指導室の先生にご指導いただき作成することができました。お幸せな時を過ごしてほしいという思いはいっぱいありますが、なにも出来ていない自分が申し訳ないような気持ちです。 マイニチ ア カタ ハナシ カタ ケイカクショ ツク ショウショウ トマド リョウイク シドウシツ センセイ シドウ サクセイ シアワ トキ ス オモ デキ ジブン モウ ワケ キモ		0				すみません。経験不足で在宅の方はよくわかりませんが、独立行政法人国立病院機構宇都宮病院にお伺いし行き届いた介護、職員の先生方の情熱にこういうところで重症心身障害者の方が過ごせることは幸せなのでは…としみじみ思いました。 ケイケン ブソク ザイタク カタ ドクリツ ギョウセイ ホウジン コクリツ ビョウイン キコウ ウツノミヤ ビョウイン ウカガ イ トド カイゴ ショクイン センセイガタ ジョウネツ ジュウショウ シンシン ショウガイシャ カタ ス シアワ オモ

		否 イナ		ワークス共育		0287-39-5593		0287-39-5630		329-2213		那須塩原市上大貫2028-2				1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		0		1		状況に応じて対応する ジョウキョウ オウ タイオウ		0		1				1				相談支援専門員のレベルアップが必要ではないかと思います ソウダン シエン センモンイン ヒツヨウ オモ

		否 イナ		指定特定相談支援センタードリーム		0288-32-2280		0288-32-2281		321-2341		日光市大沢町274		日光市、塩谷町、鹿沼市、宇都宮市 ニッコウシ シオヤ チョウ カヌマシ ウツノミヤ シ		0		1		1		0		1		0		0		1		1		1		0		0		0				1		0				0		0		0		0				1		0		計画を作成するにあたり医療機関との連携方法を具体化していくことに連絡調整に時間を要しました。また医師同士でのやりとりの方が早いように感じました。※解決できたと言っても施設の空き待ちで関係する病院で入院しております。 ケイカク サクセイ イリョウ キカン レンケイ ホウホウ グタイカ レンラク チョウセイ ジカン ヨウ イシ ドウシ ホウ ハヤ カン カイケツ イ シセツ ア マ カンケイ ビョウイン ニュウイン		0				入所ではなく、医療ケアのできる短期入所やグループホーム、日中一時、生活介護の拡充が必要であること。また重症心身障害児（者）への理解を広めていき、理解者を増やすこと、訪問看護、訪問医療、居宅介護も活用しやすい環境づくりを相談支援専門員はネットワークづくりに努めなければんらないと思います。 ニュウショ イリョウ タンキ ニュウショ ニッチュウ イチジ セイカツ カイゴ カクジュウ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ リカイ ヒロ リカイシャ フ ホウモン カンゴ ホウモン イリョウ キョタク カイゴ カツヨウ カンキョウ ソウダン シエン センモンイン ツト オモ

		否 イナ		ユーファーム支援センター		028-689-0070		028-680-0750		321-0972		宇都宮市下川俣町206-127		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2		これまでの実績として主に就労系の利用計画の作成を行っており重症心身障害児の方への支援については経験や人員の不足から対応が困難であると思われるため ジッセキ オモ シュウロウ ケイ リヨウ ケイカク サクセイ オコナ ジュウショウ シンシン ショウガイジ カタ シエン ケイケン ジンイン フソク タイオウ コンナン オモ

		否 イナ		障害者相談支援センターひびき		028-666-7601		028-666-7602		321-0403		宇都宮市下小倉町1536		宇都宮市、さくら市 ウツノミヤシ シ		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2		かつて受け入れたことがなく、またスタッフにも医療的ケアの知識や経験が乏しく、自信をもって迎え入れることができない ウ イ イリョウテキ チシキ ケイケン トボ ジシン ムカ イ		受け入れる施設が近辺にあること ウ イ シセツ キンペン

		否 イナ		相談支援事業ぴゅあ		028-611-1771		028-611-1772		321-0911		宇都宮市問屋町3426-46		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2

		否 イナ		指定特定相談支援事業所すえひろ		0287-23-3962		0287-24-1670		324-0042		大田原市末広1-2-5		大田原市、大田原市以外は交通費を受領 オオタワラシ オオタワラシ イガイ コウツウヒ ジュリョウ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2		事業所の対象を精神障害に限定し、市に申請しているため ジギョウショ タイショウ セイシン ショウガイ ゲンテイ シ シンセイ

		否 イナ		相談支援センターふじみだい		0285-44-0200		0285-44-4255		329-0412		下野市芝1123		下野市 シモノ シ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		0		1		ケースによって検討 ケントウ		0		1				2

		否 イナ		相談支援センターひゅーまにあ宇都宮		028-678-5385		028-678-5395		320-0802		宇都宮市江野町6-15大立ビル4階		宇都宮市（鹿沼市等近隣市町村） ウツノミヤシ カヌマシ ナド キンリン シチョウソン		0		1		1		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		あるではありますが、初めての作成でまた完成はしていない段階です。病院で実施されている活動医療等で自分自身が未熟で理解が足りていない為に苦労しています。 ハジ サクセイ カンセイ ダンカイ ビョウイン ジッシ カツドウ イリョウ ナド ジブン ジシン ミジュク リカイ タ タメ クロウ		0				①医療面での安心②外部と交流する機会③家族の方への支援 イリョウ メン アンシン ガイブ コウリュウ キカイ カゾク カタ シエン

		否 イナ		地域活動支援センターあしかが		0284-41-2643		0284-43-0463		326-0808		足利市本城1-1547		足利市 アシカガシ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0						0		1		0		0				0		1				2		専門外で知識等はなく、計画書の作成は難しいため センモンガイ チシキ トウ ケイカクショ サクセイ ムズカ

		否 イナ		南那須地区障害者相談支援センター		0287-80-1020		0287-80-1027		321-0624		那須烏山市旭1-18-8		那須烏山市、那珂川町 ナスカラスヤマシ ナカガワマチ		1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		アセスメント、院内での面会予定の調整、家族への説明など インナイ メンカイ ヨテイ チョウセイ カゾク セツメイ		0				在宅医療、訪問リハビリなど24時間対応出来る専門家チーム ザイタク イリョウ ホウモン ジカン タイオウ デキ センモンカ

		否 イナ		ワン・ハーモニー		0287-22-8255		0287-48-7225		324-0042		大田原市末広1-3618-13				0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				0

		否 イナ		ひまわり相談支援事業所		0282-20-5006		0282-23-4878		328-0052		栃木市祝町12－9				0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		1		0				0		1				3		意思伝達が自分にとって受け止められるかに不安があるため イシ デンタツ ジブン ウ ト フアン

		否 イナ		サンフラワーライフ		0285-22-1109		0285-22-1345		323-0808		小山市出井1936		小山市内 オヤマシナイ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				3		近隣に受け入れ施設が少なく在宅福祉サービスに向けるのが難しい キンリン ウ イ シセツ スク ザイタク フクシ ム ムズカ

		否 イナ		natu- la(ナチュラ)		0287-67-3115		0287-67-3115		329-3153		那須塩原市大原間239-1		那須塩原市、大田原市、那須町 ナスシオバラ シ オオタワラシ ナスマチ		0		1		1		0		1		0		0		1		1		1		0		0		0				1		0				0		0		0		0				1		0		サービス自体の幅がせまいため、本人が安全に安心した生活をうけられるためにどう組み合わせたら良いか。又、家族によっては苦手な事業所もあり限られた事業所を探すのが難しかった。 ジタイ ハバ ホンニン アンゼン アンシン セイカツ ク ア ヨ マタ カゾク ニガテ ジギョウショ カギ ジギョウショ サガ ムズカ		0				訪問系のサービスがもっと充実して欲しい ホウモン ケイ ジュウジツ ホ

		否 イナ		相談支援事業所ふるさとホーム那須		0287-98-3001		0287-98-8080		324-0414		大田原市片府田1301-59		大田原市、那須町、那須塩原市、周辺 オオタワラシ ナスマチ ナスシオバラ シ シュウヘン		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2		主な精神知的関係なので、今後はできるよう専門的な部分の勉強が必要です。 オモ セイシン チテキ カンケイ コンゴ センモンテキ ブブン ベンキョウ ヒツヨウ		①専門相談②居場所③地域の理解 センモン ソウダン イバショ チイキ リカイ

		否 イナ		特定相談支援事業所きのこ		028-635-8746		028-635-8778		320-0846		栃木県宇都宮市滝の原2-4-42 ３２０－０８４６		宇都宮市 ウツノミヤシ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		1		0				0		1				3		どのように作成したらいいか不安のため サクセイ フアン

		否 イナ		こども発達支援センター鹿沼市あおば園		0289-63-1745		0289-63-1745		322-0074		鹿沼市日吉町320－1				1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		1		0				0		1				2		相談支援専門員の不足、児童発達支援事業所利用のための計画書作成が主な業務になっている ソウダン シエン センモンイン フソク ジドウ ハッタツ シエン ジギョウショ リヨウ ケイカクショ サクセイ オモ ギョウム

		否 イナ		障害者相談支援センターみつか・Ｒｕ		028-648-3971		028-648-3936		321-0347		宇都宮市飯田町261		宇都宮市、鹿沼市 ウツノミヤシ カヌマシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		1		状況に応じして他機関と連携し判断する場合もある ジョウキョウ オウ ホカ キカン レンケイ ハンダン バアイ		0		1				1		計画依頼の状況に応じて対応できない月もある（モニタリング件数） ケイカク イライ ジョウキョウ オウ タイオウ ツキ ケンスウ

		否 イナ		工房つばさ		0285-40-0388		0285-40-6700		329-0401		下野市箕輪425-1		下野市、上三川町、壬生町、ただし状況に応じて対応することが難しい場合もある シモノ シ カミノカワマチ ミブマチ ジョウキョウ オウ タイオウ ムズカ バアイ		1		0		1		0		1		0		0		1		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		短期入所、ヘルパーなどの利用希望があっても受け入れてくれる事業所が見つからない タンキ ニュウショ リヨウ キボウ ウ イ ジギョウショ ミ		3		状況により作成することができない場合がある ジョウキョウ サクセイ バアイ		重心の方の短期入所等の利用ができるところが必要。在宅でのサービスの受入必要だと思われる。 ジュウシン カタ タンキ ニュウショ ナド リヨウ ヒツヨウ ザイタク ウケイレ ヒツヨウ オモ

		否 イナ		相談支援事業所グーフォ		028-673-0002		028-671-0785		329-1105		宇都宮市中岡本町3178-3				1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1				在宅生活を支える家族に負担が重くならないようにする。緊急時に対応してくれる医療ケア付きの宿泊施設を増やしてほしい ザイタク セイカツ ササ カゾク フタン オモ キンキュウジ タイオウ イリョウ ツ シュクハク シセツ フ

		否 イナ		那珂川町社協相談支援事業所		0287-92-1273		0287-92-1295		324-0613		那珂川町馬頭560-1		那珂川町 ナカガワマチ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				0				移動支援サービス イドウ シエン

		否 イナ		相談支援事業所大山田ノンフェール		0287-93-0660		0287-83-8182		324-0602		那珂川町大山田下郷955		那珂川町 ナカガワマチ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		1		0				0		1				2		平成27年度で相談支援事業を終了するため ヘイセイ ネンド ソウダン シエン ジギョウ シュウリョウ

		否 イナ		在宅サポートこころ		028-651-0780		028-651-0781		320-0042		宇都宮市材木町4-24				0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2

		否 イナ		相談支援事業所みらい ソウダン シエン ジギョウショ		0280-57-2673		0280-57-2673		329-0111		野木町丸林371-12		野木町、小山市 ノギマチ オヤマシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		0		1		しかるべき関係機関と連携して対応する カンケイ キカン レンケイ タイオウ		0		1				3		重症心身のノウハウがない ジュウショウ シンシン

		否 イナ		大田原市社会福祉協議会		0287-54-1849		0287-54-2745		324-0233		栃木県大田原市黒羽田町848 ３２４－０２３３		大田原市内 オオタワラシナイ		0		1		1		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0				2		1				0		1		0		0				0		1				2		職員が未熟なため ショクイン ミジュク		在宅医療の充実、居宅介護の２４時間対応（サービス事業所）の充実 ザイタク イリョウ ジュウジツ キョタク カイゴ ジカン タイオウ ジギョウショ ジュウジツ

		否 イナ		障がい者相談支援センターとまつり		028-680-5570		028-680-5271		320-0052		宇都宮市中戸祭町813		宇都宮市、近隣市町村 ウツノミヤシ キンリン シチョウソン		0		1		1		0		1		0		0		1		0		0		0		0		1		親子間の関わり オヤコ カン カカ		0		0		現在対応中 ゲンザイ タイオウチュウ		0		0		0		0				1		0		保護者との連携がとれない ホゴシャ レンケイ		0

		否 イナ		宇都宮市社会福祉協議会		028-636-1536		028-636-1537		320-0806		宇都宮市中央1-1-15		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		0				2		1		医療的ケアが必要な方が長時間外出したい。長時間支援者の拘束、移動手段（車の中での対応）、医療的ケアが必要な方が外出したいときに外出できる環境がすぐに整えられない、医療的けが必要な方で要介助であるが、歩行できる方が利用できる短期入所先はないか（アクセス時間も含む） イリョウテキ ヒツヨウ カタ チョウジカン ガイシュツ チョウジカン シエン シャ コウソク イドウ シュダン クルマ ナカ タイオウ イリョウテキ ヒツヨウ カタ ガイシュツ ガイシュツ カンキョウ トトノ イリョウテキ ヒツヨウ カタ ヨウ カイジョ ホコウ カタ リヨウ タンキ ニュウショ サキ ジカン フク		0		0		0		0				1		0		専門的（医療面）な知識がなく、専門用語が多く調べたり聞いたりしながら支援していくこと。長く関わらないと親の思いまで聞き出せないこと。 センモンテキ イリョウ メン チシキ センモン ヨウゴ オオ シラ キ シエン ナガ カカ オヤ オモ キ ダ		0				当事者が何歳になっても利用できるサービス環境（短期入所、訪問入浴など）。教育もほかのお子さん同様平等に受けられる機会（学校行事も含む）。相談対応できる人材の確保。緊急時でも利用できるサービスの調整・確保。直接支援できるサービス・人材を増やすこと。 トウジシャ ナンサイ リヨウ カンキョウ タンキ ニュウショ ホウモン ニュウヨク キョウイク コ ドウヨウ ビョウドウ ウ キカイ ガッコウ ギョウジ フク ソウダン タイオウ ジンザイ カクホ キンキュウジ リヨウ チョウセイ カクホ チョクセツ シエン ジンザイ フ

		承諾 ショウダク		ライフサポートセンターゆめ		0280-33-3624		0280-57-4624		329-0111		野木町丸林630-4		野木町、その周辺地域 ノギマチ シュウヘン チイキ		1		0		1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		1		福祉サービス利用に関する相談 フクシ リヨウ カン ソウダン		1		0				0		0		0		0				1		0		医療的な情報、知識に乏しくわからない用語などが数多く出てきた。医療的ケアの内容の聞き取り（どの部分を聞いていけばよいのか） イリョウテキ ジョウホウ チシキ トボ ヨウゴ カズオオ デ イリョウテキ ナイヨウ キ ト ブブン キ		0				Ｆａの負担軽減のためのレスパイト先（ＨＰ、ＳＳ機関等）。家族それぞれの訴え、希望を明確にしていく。関係機関がチームになりＦａの支え応援をしていく。 フタン ケイゲン サキ キカンナド カゾク ウッタ キボウ メイカク カンケイ キカン ササ オウエン

		承諾 ショウダク		足利ケアサービス		0284-21-7630		0284-21-3109		326-0843		足利市五十部町809-3		足利市、佐野市、太田市 アシカガシ サノシ オオタシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		0		1		ケースによって対応する タイオウ		0		1				3

		承諾 ショウダク		相談支援センターみさと		0285-72-9767				321-4104		芳賀郡益子町大沢2800-5		芳賀郡内（真岡市、益子町、市貝町、芳賀町、茂木町） ハガ グンナイ モオカシ マシコ チョウ イチ ガイ マチ ハガマチ モギマチ		1		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		資源が少ない、短期入所先の確保が難しかった。計画を作るのには、医療情報が難しく感じられた。 シゲン スク タンキ ニュウショ サキ カクホ ムズカ ケイカク ツク イリョウ ジョウホウ ムズカ カン		0				連携の取れる医療関係者がたくさん地域の中にいてくれると安心して生活できるかな。外出や余暇の充実を図るために医療の必要な人の生活が限られてしまっている（あきらめてしまっている） レンケイ ト イリョウ カンケイシャ チイキ ナカ アンシン セイカツ ガイシュツ ヨカ ジュウジツ ハカ イリョウ ヒツヨウ ヒト セイカツ カギ

		承諾 ショウダク		サポートセンターとみや生活支援センター		028-665-8230		028-665-8230		321-2116		宇都宮市徳次郎町540		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		0		1		0		0		0		0		1		1		1		1		1		0				0		1		医療的なケアが必要な利用者様の日中活動先が限られて利用できない人がいる。学校との連携が取りにくい。通勤手段・行事参加制限があり平等性が保たれない。学校はサービスで対応を望み、福祉行政は教育で何とかするべきとつねに折り合わない。 イリョウテキ ヒツヨウ リヨウシャサマ ニッチュウ カツドウ サキ カギ リヨウ ヒト ガッコウ レンケイ ト ツウキン シュダン ギョウジ サンカ セイゲン ビョウドウセイ タモ ガッコウ タイオウ ノゾ フクシ ギョウセイ キョウイク ナン オ ア		0		0		1		0		協力してほしい キョウリョク		1		0		利用できるサービスが限られている。社会参加できる機会が少なく、場が限られている。介護者の負担軽減が取りにくい。夢や希望を叶えるための資源が少ない。 リヨウ カギ シャカイ サンカ キカイ スク バ カギ カイゴシャ フタン ケイゲン ト ユメ キボウ カナ シゲン スク		0				通勤手段、保護者なくても教育が受けられる環境。常に親同行を求めるのでは、自立につながらず、いつになっても親の負担は軽減されない。親が安心して託せる日中活動の場。社会参加、役割を担える環境作り、職場。地域で生活していくための交流の機会や場があるといい。緊急的にレスパイトを受け入れてくれる場。 ツウキン シュダン ホゴシャ キョウイク ウ カンキョウ ツネ オヤ ドウコウ モト ジリツ オヤ フタン ケイゲン オヤ アンシン タク ニッチュウ カツドウ バ シャカイ サンカ ヤクワリ ニナ カンキョウ ヅク ショクバ チイキ セイカツ コウリュウ キカイ バ キンキュウテキ ウ イ バ

		承諾 ショウダク		社会就労センターえいぶるの里 シャカイ シュウロウ サト		0285-22-4561		0285-224581		323-0003		小山市東島田2403-2		小山市、下野市、上三川町、野木町、結城市、古河市、筑西市 オヤマシ シモノ シ カミノカワマチ ノギマチ ユウキシ コガシ ツク ニシ シ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				1		0		自己決定が難しいため、家族中心の考えになってしまうこと。また、利用できる社会資源が少ない。 ジコ ケッテイ ムズカ カゾク チュウシン カンガ リヨウ シャカイ シゲン スク		1				関係機関との連携、特に在宅が長い方は医療機関とのかかわりが家族も含め、希薄になってしまい、二次障害に対応できない。地域に総合的に支援でき、医療的ケアが受けられる場所、または訪問医療の充実が必要と思います。 カンケイ キカン レンケイ トク ザイタク ナガ カタ イリョウ キカン カゾク フク キハク ニジ ショウガイ タイオウ チイキ ソウゴウテキ シエン イリョウテキ ウ バショ ホウモン イリョウ ジュウジツ ヒツヨウ オモ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所「ピュア」		0282-31-3911		0282-31-3912		328-0133		栃木市大森町465		栃木市、鹿沼市、佐野市、小山市、壬生町 トチギシ カヌマシ サノシ オヤマシ ミブマチ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1

		承諾 ショウダク		社会福祉法人とちのみ会　こなかの森 シャカイ フクシ ホウジン カイ モリ		0283-24-5757		0283-24-6294		327-0001		佐野市小中町1280		佐野市、足利市 サノシ アシカガシ		1		0		1		0		1		0		0		1		0		1		0		0		0				1		2		通所型のため、短期入所の受け入れはサービスとして提供できず、他施設の紹介、相談支援事業につなげている。 ツウショ ガタ タンキ ニュウショ ウ イ テイキョウ タ シセツ ショウカイ ソウダン シエン ジギョウ		0		0		0		0				1		0		療養型短期入所ほかの施設への短期入所の受け入れ状況など、受け入れ場所を見つけるなど。短期入所時の発作発症時医療への繋ぎが困難。問題多（かかりつけ医への搬送） リョウヨウガタ タンキ ニュウショ シセツ タンキ ニュウショ ウ イ ジョウキョウ ウ イ バショ ミ タンキ ニュウショ ジ ホッサ ハッショウ ジ イリョウ ツナ コンナン モンダイ タ イ ハンソウ		0				佐野市には、身障（重心）短期入所施設がなく老人施設に佐野市が委託しているが、利用する人もいなく、サービスが使いづらい状態にある。短期入所受け入れ可能施設が増えることで、家族のほうも使いやすく利便性があがると考えます。 サノシ シンショウ ジュウシン タンキ ニュウショ シセツ ロウジン シセツ サノシ イタク リヨウ ヒト ツカ ジョウタイ タンキ ニュウショ ウ イ カノウ シセツ フ カゾク ツカ リベンセイ カンガ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所テトテ		0287-36-7171		0287-36-7181		329-2732		那須塩原市一区町251-1		那須塩原市（大田原、矢板、那須町、那珂川町、烏山） ナスシオバラ シ オオタワラ ヤイタ ナスマチ ナカガワマチ カラスヤマ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		0		1		委託の相談支援事業所や重心専門の事業所に相談する イタク ソウダン シエン ジギョウショ ジュウシン センモン ジギョウショ ソウダン		0		1				3		その方にとって、より専門性の高い方が対応することが望ましいと思いますので、作成が適するか否か周囲のサービス状況なども考慮して決めたいと思います。適切にアドバイスをいただける地域の環境が整っていれば、スキルアップ、経験の積み重ねのためにも作成したいです。 カタ センモンセイ タカ ホウ タイオウ ノゾ オモ サクセイ テキ イナ シュウイ ジョウキョウ コウリョ キ オモ テキセツ チイキ カンキョウ トトノ ケイケン ツ カサ サクセイ		相談支援専門員のスキルアップ。きめ細かい支援（サービスの充実）本人のニーズを正しく理解できる人材の育成と地域の理解。 ソウダン シエン センモンイン コマ シエン ジュウジツ ホンニン タダ リカイ ジンザイ イクセイ チイキ リカイ

		承諾 ショウダク		指定特定相談支援事業所あじさい		0287-60-3361		0287-60-3362		325-0034		那須塩原市東原166		那須塩原市、那須町 ナスシオバラ シ ナスマチ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2				訪問看護、訪問診療を行う医師が必要だと思います。 ホウモン カンゴ ホウモン シンリョウ オコナ イシ ヒツヨウ オモ

		承諾 ショウダク		障害者相談支援センターいぶき		028-678-3502		028-676-3501		329-1216		高根沢町桑窪2266-2		高根沢町 タカネザワマチ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1				短期入所など受け入れてくれる施設を増やしてほしい。県内で受け入れていただけない為、県外の施設を考えなくてはいけない方がいます。 タンキ ニュウショ ウ イ シセツ フ ケンナイ ウ イ タメ ケンガイ シセツ カンガ カタ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所わくわくおやま		0285-24-6575		0285-20-0255		323-0022		小山市駅東通り3-9-6		小山市 オヤマシ		1		0		1		0		1		1		1		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		関係事業所が多いことで情報収集連携等大変。医療機関とも連携を図る必要あり。レスパイト、ショートステイの受入困難。利用できる事業所が少ない。 カンケイ ジギョウショ オオ ジョウホウ シュウシュウ レンケイ ナド タイヘン イリョウ キカン レンケイ ハカ ヒツヨウ ウケイレ コンナン リヨウ ジギョウショ スク		0				重症心身障害児（者）を受け入れしてくれる事業所、施設がもっと多くあればよいと思われる。通所日中一時短期入所など。相談支援、計画作成についてもほかの事業所が受け入れてくれないとの理由で受け入れ可能事業所へ集中してしまう為、相談員への研修等を増やせばよいが。しかし日々の業務が多忙であるため、難しいのかな？ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ ウ イ ジギョウショ シセツ オオ オモ ツウショ ニッチュウ イチジ タンキ ニュウショ ソウダン シエン ケイカク サクセイ ジギョウショ ウ イ リユウ ウ イ カノウ ジギョウショ シュウチュウ タメ ソウダン イン ケンシュウ ナド フ ヒビ ギョウム タボウ ムズカ

		承諾 ショウダク		相談支援センターネクスト		080-8854-9551		0280-612-1558		320-0034		宇都宮市泉町6-25		宇都宮市 ウツノミヤシ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2

		承諾 ショウダク		相談支援事業のぞみ		0287-65-2288		0287-65-2282		329-3152		那須塩原市上中野53		那須塩原市、大田原市、那須町 ナスシオバラ シ オオタワラシ ナスマチ		1		0		1		0		0		0		1		1		1		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		現サービスでの医療ケアをふまえ、将来にむけて他事業との連携につなげるよう計画作成、調整に苦労した。 ゲン イリョウ ショウライ タ ジギョウ レンケイ ケイカク サクセイ チョウセイ クロウ		0				選択肢が増えるよう受け入れ可能な福祉サービス事業所の増加が必要だと思われます。 センタクシ フ ウ イ カノウ フクシ ジギョウショ ゾウカ ヒツヨウ オモ

		承諾 ショウダク		サポートセンターひばり		028-670-0330		028-667-7315		321-3236		宇都宮市竹下町435-159		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		苦労ではないが、お母様がとても一生懸命ですでにサービスも繋がっていたため、現状を計画にする形となったが、計画作成後のかかわりについて相談員としてどのようにすべきことが望ましいかと考える。 クロウ カアサマ イッショウケンメイ ツナ ゲンジョウ ケイカク カタチ ケイカク サクセイ ゴ ソウダン イン ノゾ カンガ		0				福祉サービスや医療、またボランティアが入室されるととてもよいと思います。また、介助者（家族）のケアも考えると気軽に参加できるようなイベント（医療が整っていたり、介助するボランティアさんがいたり）や、同じ重症心身障害児（者）をもつかたとのネットワークがあるといいのかなと思います。 フクシ イリョウ ニュウシツ オモ カイジョシャ カゾク カンガ キガル サンカ イリョウ トトノ カイジョ オナ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ オモ

		承諾 ショウダク		高根沢町障害児者生活支援センターすまいる タカネザワマチ		028-612-2751		028-612-2752		329-1225		栃木県塩谷郡高根沢町石末1825　福祉センター内 ３２９－１２２５ フクシ ナイ		高根沢町 タカネザワマチ		1		0		1		0		0		0		1		0		0		1		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		地元に使える資源がなく苦労した ジモト ツカ シゲン クロウ		0				①医療と福祉の連携ネットワーク②重心の方でも利用できるサービスが増えること③訪問診療医 イリョウ フクシ レンケイ ジュウシン カタ リヨウ フ ホウモン シンリョウ イ

		承諾 ショウダク		障害者相談支援センターフォレスト		0284-91-1816		0284-91-2867		326-0011		足利市大沼田町615		足利市及び近隣市町村 アシカガシ オヨ キンリン シチョウソン		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0				0

		承諾 ショウダク		障がい者相談支援事業所ケアサプライ		0287-73-5312		0287-73-5311		329-3221		栃木県那須郡那須町漆塚762-102 ３２９－３２２１		白河市、那須町、那須塩原市、大田原市 シラカワシ ナスマチ ナスシオバラシ オオタワラシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1				サービスを提供できる事業所の充実を図る テイキョウ ジギョウショ ジュウジツ ハカ

		承諾 ショウダク		南栃木支援センター相談支援		0285-44-6118		0285-44-7215		329-0412		下野市柴1432-105		下野市、小山市、壬生町 シモノ シ オヤマシ ミブマチ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		0		1		介護保険と併用する場合のみ対応する カイゴ ホケン ヘイヨウ バアイ タイオウ		0		1				3		介護保険と併用する場合のみ作成する カイゴ ホケン ヘイヨウ バアイ サクセイ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所とまり木		0287-54-2854		0287-54-2230		324-0231		大田原市北野上3952		大田原市、那須塩原市、那須町 オオタワラシ ナスシオバラシ ナスマチ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1				当事業所の対応範囲は現在、知的障害者特に中・軽度が主だが、精神（高次脳機能障害も含む）分野もやり始めている。今後重症心身障害者もほかの相談支援事業所の助けを得ながら、勉強しながら対応したいと考えている。そのために研修や見学の機会を多く作っていただきたい。今は、当事業所はその程度しか考えられない。 トウ ジギョウショ タイオウ ハンイ ゲンザイ チテキ ショウガイシャ トク チュウ ケイド オモ セイシン コウジ ノウ キノウ ショウガイ フク ブンヤ ハジ コンゴ ジュウショウ シンシン ショウガイシャ ソウダン シエン ジギョウショ タス エ ベンキョウ タイオウ カンガ ケンシュウ ケンガク キカイ オオ ツク イマ トウ ジギョウショ テイド カンガ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所ポンテ		028-652-7288		028-652-6355		321-0341		宇都宮市古賀志町1964-12		宇都宮、鹿沼、日光、壬生 ウツノミヤ カヌマ ニッコウ ミブ		0		1		1		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0				0				未就学児（3～5才）の方の医療型児童発達支援を分離で行う施設が数か所あると良いと思います。 ミシュウガクジ サイ カタ イリョウ ガタ ジドウ ハッタツ シエン ブンリ オコナ シセツ スウ ショ ヨ オモ

		承諾 ショウダク		相談支援センター光輝舎		0285-70-2020		0285-72-8222		321-4105		芳賀郡益子町北中1113-1		芳賀郡、真岡市等 ハガ グン モオカシ ナド		1		0		1		0		1		1		1		1		0		1		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		利用できるサービス事業所が少ない。重心児者に合わせたプログラムが見つからない（近隣で） リヨウ ジギョウショ スク ジュウシン ジ シャ ア ミ キンリン		0				本人の状態にもよるが、重度化する状況に対応できる事業所の確保。家族の負担が大きくなり在宅生活の継続が困難になることが予測されるので、在宅で支援が受けられるような体制の充実と、レスパイトサービスの拡大。 ホンニン ジョウタイ ジュウドカ ジョウキョウ タイオウ ジギョウショ カクホ カゾク フタン オオ ザイタク セイカツ ケイゾク コンナン ヨソク ザイタク シエン ウ タイセイ ジュウジツ カクダイ

		承諾 ショウダク		特定相談支援事業所やすらぎ		028-650-7727		028-650-7728		320-0011		宇都宮市富士見が丘3－19－20		宇都宮市 ウツノミヤシ		0		0		1		0		1		0		0		0		0		1		1		0		0				0		3		対応できるヘルパーがいれば支援する タイオウ シエン		0		0		0		0				0		1				3

		承諾 ショウダク		障がい者支援センターにんべん		028-686-2539		028-686-2584		329-1417		さくら市フィオーレ喜連川5-2-1　フィオーレガーデン1-102		さくら市 シ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1				地域資源アンケートをいただきありがとうございました。設問に対しまして知識不足にこれでいいのかという思いです。相談支援専門員として設問にありました「3」要望がでますれば、先輩相談員・各職種の方々に相談・指導をいただき、相談支援事業を行ってみたいと考えます。大島先生について学ばせて頂きました。 チイキ シゲン セツモン タイ チシキ ブソク オモ ソウダン シエン センモンイン セツモン ヨウボウ センパイ ソウダン イン カクショクシュ カタガタ ソウダン シドウ ソウダン シエン ジギョウ オコナ カンガ オオシマ センセイ マナ イタダ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所おやま		0285-22-1833		0285-228946		323-0014		小山市喜沢660		小山市、下野市 オヤマシ シモノ シ		1		0		1		0		1		1		0		0		0		0		0		1		0				2		3				0		0		0		0				1		0		本人の意思が明確でないので親の意向中心のものになってしまった。 ホンニン イシ メイカク オヤ イコウ チュウシン		0

		承諾 ショウダク		真岡介護センター		0285-80-5200		0285-80-5211		321-4361		真岡市並木町1-8-1　シティ並木102 ナミキ		真岡市、芳賀町南部、市貝町南部、益子町西部、上三川東部 モオカシ ハガマチ ナンブ イチ ガイ チョウ ナンブ マシコ チョウ セイブ カミノカワ トウブ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		0		1				0		1				3		担当者の受け持ちケースの状況など考慮し対応できるか検討したい タントウシャ ウ モ ジョウキョウ コウリョ タイオウ ケントウ

		承諾 ショウダク		さの社協相談支援センターほっぷ		0283-22-8152		0283-22-8199		327-0003		佐野市大橋町3212-27		佐野市全域 サノシ ゼンイキ		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2		現在相談支援専門員1名で行っているため ゲンザイ ソウダン シエン センモンイン メイ オコナ

		承諾 ショウダク		相談支援ウエイブ		0282-23-4465		0282-23-4465		328-0012		栃木市平柳町1-2-7		栃木市、壬生町 トチギシ ミブマチ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		1		0				0		1				2		指定特定相談支援事業で精神に対応しているため シテイ トクテイ ソウダン シエン ジギョウ セイシン タイオウ		ご家族の中だけでは生活がマンネリ化して単調になりかねないので、音楽、体を動かす、読み聞かせ麻痺・拘縮のマッサージなどのリハビリの頻度を高める。ご本人が楽しいと感じることを提供できる。ご家族が疲弊しないよう旅行や趣味などの充実した時間がもてるようサービスを利用していくこと。 カゾク ナカ セイカツ カ タンチョウ オンガク カラダ ウゴ ヨ キ マヒ コウシュク ヒンド タカ ホンニン タノ カン テイキョウ カゾク ヒヘイ リョコウ シュミ ジュウジツ ジカン リヨウ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所わらしべの家		0282-27-1627		0282-27-1675		328-0011		栃木市大宮町2708-3		栃木市 トチギシ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1		専門的な知識が不十分なため行政などの機関と相談しながらの対応となります センモンテキ チシキ フジュウブン ギョウセイ キカン ソウダン タイオウ		短期入所や移動支援などの福祉サービス利用時にお付き合いのある医療機関や訪問看護の看護師が同行でき緊急時の対応が迅速にとれる体制（すでにできていたらすみません） タンキ ニュウショ イドウ シエン フクシ リヨウ ジ ツ ア イリョウ キカン ホウモン カンゴ カンゴシ ドウコウ キンキュウジ タイオウ ジンソク タイセイ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所　空		0287-73-8165		0287-73-8165		329-3157		那須塩原市大原間西1-19-9		那須塩原市、大田原市、那須町 ナスシオバラ シ オオタワラシ ナスマチ		1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		重心のお子様の療育支援をやっていたので、苦労はありませんでしたが、医療（訪問看護）訪問リハ訪問入浴の制度を知らなかったので、その方々との連携が取れて大変勉強になりました。 ジュウシン コサマ リョウイク シエン クロウ イリョウ ホウモン カンゴ ホウモン ホウモン ニュウヨク セイド シ カタガタ レンケイ ト タイヘン ベンキョウ		0				医療的ケアの必要な方には支援スタッフ・必ず看護師の方が不在では双方安心したケアはできません。例）乳幼児の通所事業は保母と看護師さん。小学→高校までは義務教育がありますが事後に生活介護はもちろんですが、本当に重心の方の為の日中活動の場が不足しているとおもいますので重心の方の通所事業は必要と思います。家庭以外で通える場所→一時預かりや療育支援事業→高校卒業後は通所施設（一時預かりも含めて） イリョウテキ ヒツヨウ カタ シエン カナラ カンゴシ カタ フザイ ソウホウ アンシン レイ ニュウヨウジ ツウショ ジギョウ ホボ カンゴシ ショウガク コウコウ ギム キョウイク ジゴ セイカツ カイゴ ホントウ ジュウシン カタ タメ ニッチュウ カツドウ バ フソク ジュウシン カタ ツウショ ジギョウ ヒツヨウ オモ カテイ イガイ カヨ バショ イチジ アズ リョウイク シエン ジギョウ コウコウ ソツギョウゴ ツウショ シセツ イチジ アズ フク

		承諾 ショウダク		相談支援事業所みどり		0285-45-8362		0285-45-8397		329-0214		小山市乙女786-1		小山市、栃木市、古河市、結城市 オヤマシ トチギシ コガシ ユウキシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0		大人は対応可能 オトナ タイオウ カノウ		1		1		大人はあるが、こどもはない。先日訪問介護を事業所にお願いしたところどこの事業所も受けていただけなかった。 オトナ センジツ ホウモン カイゴ ジギョウショ ネガ ジギョウショ ウ		3		成人しか計画相談をしたことがないので不安である。当事業所は相談員が一名なので相談する相手がいない セイジン ケイカク ソウダン フアン トウ ジギョウショ ソウダン イン イチメイ ソウダン アイテ		サービス事業所で受けてもらえないケースがある。特に重心や精神知的等重複して疾患を持っていると問い合わせた時点でお断りされてします。 ジギョウショ ウ トク ジュウシン セイシン チテキ ナド チョウフク シッカン モ ト ア ジテン コトワ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所こころみ		0284-41-5039		0284-43-2665		326-0061		足利市田島町611-2				0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		1		0				0		1				3		これまで前例がなく、またこの障害について熟知した方（機関）があるならそちらでしていただいた方がご本人様にとってよい支援であると考えるから。※現在当法人の入所・通所等サービスを利用されている方の相談支援がほとんどの状況です。 ゼンレイ ショウガイ ジュクチ カタ キカン ホウ ホンニンサマ シエン カンガ ゲンザイ トウホウジン ニュウショ ツウショ ナド リヨウ カタ ソウダン シエン ジョウキョウ

		承諾 ショウダク		相談支援センターのどか　真岡センター		0285-81-5890		0285-85-8452		321-4305		真岡市荒町111-1		真岡市、芳賀町、市貝町、益子町、茂木町 モオカシ ハガマチ イチガイ マチ マシコ チョウ モギ マチ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1				在宅での生活では家族の介護負担の軽減が必要。フォーマルインフォーマルの枠にとらわれない福祉サービス。 ザイタク セイカツ カゾク カイゴ フタン ケイゲン ヒツヨウ ワク フクシ

		承諾 ショウダク		友井タクシー介護ステーションふれあい		0285-30-0840		0285-30-0844		323-0025		小山市城山町2丁目12-25		小山市 オヤマシ		1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		利用するサービスは多様で、施設・病院・学校など医療福祉事業所数も多く連携を図るのが困難。学校行事に参加するための会出自の支援サービスがない。 リヨウ タヨウ シセツ ビョウイン ガッコウ イリョウ フクシ ジギョウショ スウ オオ レンケイ ハカ コンナン ガッコウ ギョウジ サンカ カイ シュツジ シエン		0				ご家族様が安心して預けることができる施設と必要に預けられる施設の数は少ない。片道１時間以上かかるためとても不便に思います。呼吸器の方の預かり先は少ない。 カゾクサマ アンシン アズ シセツ ヒツヨウ アズ シセツ カズ スク カタミチ ジカン イジョウ フベン オモ コキュウキ カタ アズ サキ スク

		承諾 ショウダク		もくせいの里		0282-43-0593		0282-43-1387		329-4405		栃木市大平町西山田1198		栃木市内 トチギシナイ		0		1		1		0		1		0		0		1		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		ニーズにあてはまるサービスがなかった。例）①入浴支援②移送サービス　①自宅の浴槽では支援が入れず訪問入浴を検討。しかし、浴槽を置けるスペースがなく断念。②主たる介護者が入院。学校までの送迎ができず特例で市の移送サービスを利用するもかなり時間を要した。 レイ ニュウヨク シエン イソウ ジタク ヨクソウ シエン ハイ ホウモン ニュウヨク ケントウ ヨクソウ オ ダンネン シュ カイゴシャ ニュウイン ガッコウ ソウゲイ トクレイ シ イソウ リヨウ ジカン ヨウ		0				①地域の理解や協力②受け入れの拡大（重心の通所、24時間看護体制が整った短期入所）③デマンドタクシー等関係者の重心に対する理解（理解附属により資源として存在するが利用しがたい）④児童が入浴支援を受けられる環境（家族の身体的な介護負担軽減） チイキ リカイ キョウリョク ウ イ カクダイ ジュウシン ツウショ ジカン カンゴ タイセイ トトノ タンキ ニュウショ ナド カンケイシャ ジュウシン タイ リカイ リカイ フゾク シゲン ソンザイ リヨウ ジドウ ニュウヨク シエン ウ カンキョウ カゾク シンタイテキ カイゴ フタン ケイゲン

		承諾 ショウダク		足利障害者相談支援センター		0284-44-0307		0284-44-0318		326-0064		足利市東砂原後町1072		足利市、佐野市 アシカガシ サノシ		1		0		1		0		1		0		0		1		0		1		0		1		0				1		0				0		0		0		0				0		1				2		委託相談支援事業所のため イタク ソウダン シエン ジギョウショ		医療的ケアが整った施設のショートステイ充実が必要。また、特に呼吸器をつけた方のショート療養介護の利用とそれらを利用するための送迎体制の充実が必要。 イリョウテキ トトノ シセツ ジュウジツ ヒツヨウ トク コキュウキ カタ リョウヨウ カイゴ リヨウ リヨウ ソウゲイ タイセイ ジュウジツ ヒツヨウ

		承諾 ショウダク		指定障害者相談支援事業所あるしぇん		0282-86-7665		0282-21-7109		321-0201		栃木県下都賀郡壬生町安塚2032 ３２１－０２０１		壬生町 ミブマチ		1		0		1		0		1		0		0		1		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		①相談支援専門員として重症心身障害児（者）の方に対する支援の知識や経験が少ない②医療的ケアが必要となる方に対して対応できる福祉サービス（事業所）が少ない。 ソウダン シエン センモンイン ジュウショウシンシンショウガイジ シャ カタ タイ シエン チシキ ケイケン スク イリョウテキ ヒツヨウ カタ タイ タイオウ フクシ ジギョウショ スク		0				医療的ケアが必要な方に関して、福祉のサービスでは対応しきれない部分が多く、結果として家族が本人を抱え込まざるを得ない現状があるように感じます。家族の介護負担が少しでも軽減できるよう福祉サービスも柔軟な対応が出来るようになるといいなと思います。 イリョウテキ ヒツヨウ カタ カン フクシ タイオウ ブブン オオ ケッカ カゾク ホンニン カカ コ エ ゲンジョウ カン カゾク カイゴ フタン スコ ケイゲン フクシ ジュウナン タイオウ デキ オモ

		承諾 ショウダク		下野市相談支援事業所 こばと		0285-44-6783		0285-44-6783		329-0414		下野市小金井1146-6		下野市、上三川町 シモノ シ カミノカワマチ		1		0		1		0		0		0		1		1		0		1		1		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		医療的ケアが必要な乳幼児に対応できるヘルパー事業所。短期入所・日中一時支援事業所が近くにない（少ない）。 イリョウテキ ヒツヨウ ニュウヨウジ タイオウ ジギョウショ タンキ ニュウショ ニッチュウ イチジ シエン ジギョウショ チカ スク		0				設問5で回答した内容：外出可能な方は児童発達支援を利用可能であるが無理な方は外部との交流をもちにくい。訪問看護・訪問リハビリが入っているケースはいいがない場合母子で孤立しがち。幸いあそびの支援をしてくれるヘルパー事業所があり支援につながっている。ヘルパー利用を希望されない家庭、利用したくてもヘルパー事業所がない等支援に苦慮する。 セツモン カイトウ ナイヨウ ガイシュツ カノウ カタ ジドウ ハッタツ シエン リヨウ カノウ ムリ カタ ガイブ コウリュウ ホウモン カンゴ ホウモン ハイ バアイ ボシ コリツ サイワ シエン ジギョウショ シエン リヨウ キボウ カテイ リヨウ ジギョウショ ナド シエン クリョ

		承諾 ショウダク		相談支援センターぴあん ソウダン シエン		0282-31-1755		0282-31-2919		328-0067		栃木市皆川城内町333-2		栃木市、小山市 トチギシ オヤマシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1				これまで現場で関わったことがなく、事例検討でしか情報を把握しておらず不安はあります。でも関係機関やご家族様からいろいろなことを教えて頂きながら相談支援として専門性を活かせればと思っています。色々な立場の方からお話をお伺いしてもご家族や医療機関専門的な事業所の負担が大きく相談支援があまり役に立つことができていない（場合によっては自ら引いてしまう）今の現状を少しでも変えていければいいと思います。 ゲンバ カカ ジレイ ケントウ ジョウホウ ハアク フアン カンケイ キカン カゾクサマ オシ イタダ ソウダン シエン センモンセイ イ オモ イロイロ タチバ カタ ハナシ ウカガ カゾク イリョウ キカン センモンテキ ジギョウショ フタン オオ ソウダン シエン ヤク タ バアイ ミズカ ヒ イマ ゲンジョウ スコ カ オモ

		承諾 ショウダク		うつのみや		028-632-6074/090-4059-9728		028-632-6075		320-0861		宇都宮市西2-1-7		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				3		専門的な知識を社会資源のアドバイスを他相談支援事業所からいただきながらみずからの事業所で引き受けるという形が望ましい センモンテキ チシキ シャカイ シゲン ホカ ソウダン シエン ジギョウショ ジギョウショ ヒ ウ カタチ ノゾ

		承諾 ショウダク		サポートセンターきりん		028-612-3838		028-678-3257		321-0905		栃木県宇都宮市平出工業団地43-100 ３２１－０９０５		宇都宮市 ウツノミヤシ		0		1		1		0		1		0		0		1		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		療養介護に入所しているので他のサービスの利用が困難。そのための社会資源をつなげたり、活用したりするのが難しい。 リョウヨウ カイゴ ニュウショ ホカ リヨウ コンナン シャカイ シゲン カツヨウ ムズカ		0				今後、市町村などで展開されていく生活拠点に関する事業をうまく活用できればいいなと感じています。入所されている方々については地域とのつながり方が今後は重要になってくると思われますので、広く門扉を開けた活動などが多くなってくるといいなと思っています。 コンゴ シチョウソン テンカイ セイカツ キョテン カン ジギョウ カツヨウ カン ニュウショ カタガタ チイキ カタ コンゴ ジュウヨウ オモ ヒロ モンピ ア カツドウ オオ オモ

		承諾 ショウダク		さわやか相談支援センター		0280-57-4884		0280-57-4994		329-0112		野木町南赤塚1145-1		小山市、野木町、古河市、栃木市 オヤマシ ノギマチ コガシ トチギシ		0		1		1		0		0		0		1		0		0		1		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		現実的な目標の位置づけ ゲンジツテキ モクヒョウ イチ		0

		承諾 ショウダク		相談支援事業所つばさ		0287-53-7393		0287-53-7394		324-0044		大田原市親園824-1		大田原市、那須塩原市、那須烏山市、矢板市、さくら市、那須町、塩谷町、高根沢町 オオタワラシ ナスシオバラシ ナスカラスヤマシ ヤイタシ シ ナスマチ シオ タニ マチ タカネザワマチ		1		0		1		0		1		0		1		1		0		1		0		0		0				1		2		医療的なケアが必要なケース、将来的に短期入所につなげたいケースだった為、専門の事業所に依頼した イリョウテキ ヒツヨウ ショウライテキ タンキ ニュウショ タメ センモン ジギョウショ イライ		1		1		0		0				1		0		使えるサービスの少なさに調整が難しかった ツカ スク チョウセイ ムズカ		1				乳幼児期の受け入れ可能な福祉サービス等の社会資源が必要である。 ニュウヨウジ キ ウ イ カノウ フクシ ナド シャカイシゲン ヒツヨウ

		承諾 ショウダク		特定相談支援センターはじめ		0284-22-4561		0284-22-4562		326-0143		足利市葉鹿町735-1		足利市 アシカガシ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1

		承諾 ショウダク		上三川障がい児・者生活相談支援センター		0285-38-6854		0285-38-6841		329-0611		上三川町上三川5082-15		上三川町 カミノカワマチ		1		0		1		0		1		0		0		1		0		0		0		0		0				1		0				0		0		0		0				1		0				0

		承諾 ショウダク		はつらつサロン南天相談支援事業所		0285-22-4659		0285-38-6529		323-0027		小山市花垣町2-3-19		小山市、栃木市 オヤマシ トチギシ		0		0		1		0		1		1		0		1		1		1		1		1		0				0		0				0		0		0		0				1		0		利用したいサービス事業所が少なく生活改善、家族、支援者の負担軽減に繋がらない（訪問入浴、ショートステイ、生活介護などなど（就労Ａ型））医師によっては連携が困難。何処の精神科がよいかと利用者に問われるが答えは解らない。 リヨウ ジギョウショ スク セイカツ カイゼン カゾク シエンシャ フタン ケイゲン ツナ ホウモン ニュウヨク セイカツ カイゴ シュウロウ ガタ イシ レンケイ コンナン ドコ セイシンカ リヨウシャ ト コタ ワカ		0				本人の選択や受け入れ事業所の間口を広げる。例えば入浴はヘルパーの2人対応で行ているがヘルパー不足や腰痛の悪化などで対応が難しくなってくる。機会浴のできる生活介護を勧めるも本人の選択肢がない。自宅から出かける自由さのようなものが閉ざされているような気がする。反面高齢者のサービスは増加する一方で利用者が不足し閉鎖なども聞かれる。高齢者・障害者がともにデイサービスやショートステイを利用できるようにならないかと思う。障害児については働く両親をサポートすることで生活の安定や療育などへ通園のし易さを図り、送迎サービスの充実など。 ホンニン センタク ウ イ ジギョウショ マグチ ヒロ タト ニュウヨク ニン タイオウ オコナ ブソク ヨウツウ アッカ タイオウ ムズカ キカイ ヨク セイカツ カイゴ スス ホンニン センタクシ ジタク デ ジユウ ト キ ハンメン コウレイシャ ゾウカ イッポウ リヨウシャ フソク ヘイサ キ コウレイシャ ショウガイシャ リヨウ オモ ショウガイジ ハタラ リョウシン セイカツ アンテイ リョウイク ツウエン ヤス ハカ ソウゲイ ジュウジツ

		承諾 ショウダク		障がい者生活支援センターこぶし		028-680-5746		028-688-0214		321-0126		栃木県宇都宮市茂原町837-1		宇都宮市、上三川町 ウツノミヤシ カミノカワマチ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1				①医療機関との細かな連携体制②相談関係者を含め本人に関わり支援をするなかで即座に動きが取れるようなフットワークの軽いチーム作り イリョウ キカン コマ レンケイ タイセイ ソウダン カンケイシャ フク ホンニン カカ シエン ソクザ ウゴ ト カル ヅク

						Ｑ2.重症心身障害児（者）の定義をご存知ですか

				1		知っている シ		40

				2		知らない シ		33

																家族 カゾク		27

								Ｑ3.重症心身障害児（者）の方（家族・関係機関等）からの相談を受けたことがありますか								支援者 シエンシャ		6

						ある		35								関係機関 カンケイ キカン		12

						ない		43
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　　 を作成したことがありますか

ない
59%

ある	今後依頼があれば作成する	他の相談支援事業所に依頼する	作成するかどうかわからない	33	15	18	14	

相談支援事業所 (記述)

		Ｑ1.貴施設について、お伺いいたします キ シセツ ウカガ										事業所名とコメントをくっつけるで一表を作る ジギョウショ メイ イッピョウ ツク

		1		事業所名 ジギョウショ メイ								今月中 コンゲツ チュウ

		2		電話番号 デンワ バンゴウ								地図と一覧表をパワーポイント チズ イチラン ヒョウ

		3		FAX番号 バンゴウ								各項目ごとにページを作る カクコウモク ツク

		4		所在地 ショザイチ

		5		訪問可能な主な市町村 ホウモン カノウ オモ シチョウソン

		Ｑ2.重症心身障害児（者）の定義をご存知ですか ジュウショウシンシンショウガイジ シャ テイギ ゾンジ

		Ｑ2-1		知っている シ

		Ｑ2-2		知らない シ

		Ｑ3.重症心身障害児（者）の方（家族・関係機関等）からの相談を受けたことがありますか ジュウショウシンシンショウガイジ シャ カタ カゾク カンケイ キカン ナド ソウダン ウ

		Ｑ3-1		1		ある

		Ｑ3-2		2		ない

		Ｑ3-1-Ａ

				Ａ-1それは誰からの相談でしたか ダレ ソウダン

				1		ａ.家族 カゾク

				2		ｂ.支援者 シエンシャ

				3		ｃ.関係機関 カンケイ キカン

				Ａ-2それはどんな相談でしたか（複数回答可） ソウダン フクスウ カイトウ カ

				1		ａ.生活上の相談 セイカツ ジョウ ソウダン

				2		ｂ.医療的な相談 イリョウテキ ソウダン

				3		ｃ.制度に関する相談 セイド カン ソウダン

				4		ｄ.教育に関する相談 キョウイク カン ソウダン

				5		ｅ.サービス等利用計画書作成に関する相談 ナド リヨウ ケイカクショ サクセイ カン ソウダン

				6		ｆ.その他 タ

				Ａ-3それらの相談事業所として対応（解決）はできましたか ソウダン ジギョウショ タイオウ カイケツ

				1		ａ.できた

				2		ｂ.できなかった

				Ａ-3-1それはどうしてですか

				1		ａ解決手段・方法がなかった カイケツ シュダン ホウホウ

				2		ｂ.ほかの相談支援事業所に依頼した ソウダン シエン ジギョウショ イライ

				3		ｃ.行政に依頼した ギョウセイ イライ

				4		ｄ.その他 タ

		Ｑ4.Ｑ3-2「ない」→これから重症心身障害児（者）の方（本人・家族等）からの相談があればどのように対応されますか ジュウショウシンシンショウガイジ シャ カタ ホンニン カゾク ナド ソウダン タイオウ

				Ｑ4-1		自分の事業所で対応する ジブン ジギョウショ タイオウ

				Ｑ4-2		ほかの相談支援事業所へ依頼する ソウダン シエン ジギョウショ イライ

				Ｑ4-3		行政に依頼する ギョウセイ イライ

				Ｑ4-4		その他 タ

		Ｑ5.重症心身障害児（者）の方のサービス等利用計画書を作成したことがありますか ジュウショウシンシンショウガイジ シャ カタ ナド リヨウ ケイカクショ サクセイ

				Ｑ5-1		ある

				Ｑ5-2		ない

						Ｑ5-1-Ａ		「ある」と回答→作成にあたり、苦労したこと困ったことがありましたか カイトウ サクセイ クロウ コマ

						Ｑ5-2-Ａ		「ない」と回答 カイトウ

						1		ａ.今後依頼があれば作成する コンゴ イライ サクセイ

						2		ｂ.他の相談支援事業所に依頼する ホカ ソウダン シエン ジギョウショ イライ

						3		ｃ.作成するかどうかわからない サクセイ

						Ｑ5-2-Ａ-1		b.cを回答→それはどうしてですか カイトウ

		Q6.重症心身障害児（者）の方がより良い在宅生活をしていく上で何か必要だと思うことがあればご自由にお書きください ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ カタ ヨ ザイタク セイカツ ウエ ナニ ヒツヨウ オモ ジユウ カ



		承諾可否 ショウダク カヒ		Q1												Ｑ2.重症心身障害児（者）の定義をご存知ですか ジュウショウシンシンショウガイジ シャ テイギ ゾンジ				Ｑ3.重症心身障害児（者）の方（家族・関係機関等）からの相談を受けたことがありますか ジュウショウシンシンショウガイジ シャ カタ カゾク カンケイ キカン ナド ソウダン ウ																														Ｑ4.Ｑ3-2「ない」→これから重症心身障害児（者）の方（本人・家族等）からの相談があればどのように対応されますか ジュウショウシンシンショウガイジ シャ カタ ホンニン カゾク ナド ソウダン タイオウ										Ｑ5.重症心身障害児（者）の方のサービス等利用計画書を作成したことがありますか ジュウショウシンシンショウガイジ シャ カタ ナド リヨウ ケイカクショ サクセイ										Q6.重症心身障害児（者）の方がより良い在宅生活をしていく上で何か必要だと思うことがあればご自由にお書きください ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ カタ ヨ ザイタク セイカツ ウエ ナニ ヒツヨウ オモ ジユウ カ

				事業所名 ジギョウショ メイ		電話番号 デンワ バンゴウ		FAX番号 バンゴウ		郵便番号 ユウビンバンゴウ		所在地 ショザイチ		訪問可能な主な市町村 ホウモン カノウ オモ シチョウソン		知っている		知らない シ		ある		ない		それは誰からの相談でしたか						それはどんな相談でしたか														それらの相談事業所として対応（解決）はできましたか						自分の事業所で対応する ジブン ジギョウショ タイオウ		他の相談支援事業所へ依頼する ホカ ソウダン シエン ジギョウショ イライ		行政に依頼する ギョウセイ イライ		その他 タ				ある		ない		「ある」と回答		「ない」
と回答		b.c（23）を回答

																								家族 カゾク		支援者 シエンシャ		関係機関 カンケイ キカン		生活上の相談 セイカツ ジョウ ソウダン		医療的な相談 イリョウテキ ソウダン		制度に関する相談 セイド カン ソウダン		教育に関する相談 キョウイク カン ソウダン		サービス等利用計画書作成に関する相談 ナド リヨウ ケイカクショ サクセイ カン ソウダン		その他 タ		その他回答 タ カイトウ		それらの相談事業所として対応（解決）はできましたか		それはどうしてですか		それはどうしてですか

		否 イナ		手話通訳派遣協会相談支援事業所		0287-73-4422		0287-62-7776		325-0026		栃木県那須塩原市上厚崎431-17 ３２５－００２６				0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		0		1		本事業所と同様の地域で一般相談支援事業所と連携を図り対応する ホン ジギョウショ ドウヨウ チイキ イッパン ソウダン シエン ジギョウショ レンケイ ハカ タイオウ		0		1		0		2		当事業所は手話通訳派遣を主目的とする事業所であるため、聴覚障害に対するノウハウはあるがそれ以外の障害者に対応する専門性を有していない為 トウ ジギョウショ シュワ ツウヤク ハケン シュモクテキ ジギョウショ チョウカク ショウガイ タイ イガイ ショウガイシャ タイオウ センモンセイ ユウ タメ

		否 イナ		相談支援事業所すまいる		0285-45-7199		0285-45-8437		329-0205		小山市間々田750-1		小山市 オヤマシ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		1		0				0		1		0		3		現在担当させていただいているケースの他に受け入れる時間的余裕がないため。また専門的な知識や経験がなく自信がないため。 ゲンザイ タントウ ホカ ウ イ ジカンテキ ヨユウ センモンテキ チシキ ケイケン ジシン

		否 イナ		やまゆりの里		0284-90-2030		0284-90-2031		326-0011		足利市大沼田町525-1		足利市 アシカガシ		0		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		ショートステイの利用が可能かどうか リヨウ カノウ		2		1		ショートの利用を希望していたが、幼児で夜間に吸引が必要とのことだったので職員配置上困難と判断 リヨウ キボウ ヨウジ ヤカン キュウイン ヒツヨウ ショクイン ハイチ ジョウ コンナン ハンダン		0		0		0		0				0		1		0		2		あしかがの森さんが近くにあり専門性もあるため モリ チカ センモンセイ

		否 イナ		相談支援センターひかり		028-612-7717		028-612-7718		320-0072		宇都宮市若草4-20-7		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		0		1		0		1		0		0		1		0		1		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		居宅介護事業所とニーズのマッチング キョタク カイゴ ジギョウショ		0				短期入所事業所（医療的ケア対応型）の整備 タンキ ニュウショ ジギョウショ イリョウテキ タイオウガタ セイビ

		否 イナ		相談支援センター歩み		028-667-5151		028-667-5150		321-3233		宇都宮市上籠谷町3792		真岡市、芳賀町、宇都宮市 モオカシ ハガマチ ウツノミヤシ		0		1		1		0		0		1		0		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		毎日お会いしている方ではないしお話ができる方ではないので、計画書を作ることは少々戸惑いはありましたが、すべて療育指導室の先生にご指導いただき作成することができました。お幸せな時を過ごしてほしいという思いはいっぱいありますが、なにも出来ていない自分が申し訳ないような気持ちです。 マイニチ ア カタ ハナシ カタ ケイカクショ ツク ショウショウ トマド リョウイク シドウシツ センセイ シドウ サクセイ シアワ トキ ス オモ デキ ジブン モウ ワケ キモ		0				すみません。経験不足で在宅の方はよくわかりませんが、独立行政法人国立病院機構宇都宮病院にお伺いし行き届いた介護、職員の先生方の情熱にこういうところで重症心身障害者の方が過ごせることは幸せなのでは…としみじみ思いました。 ケイケン ブソク ザイタク カタ ドクリツ ギョウセイ ホウジン コクリツ ビョウイン キコウ ウツノミヤ ビョウイン ウカガ イ トド カイゴ ショクイン センセイガタ ジョウネツ ジュウショウ シンシン ショウガイシャ カタ ス シアワ オモ

		否 イナ		ワークス共育		0287-39-5593		0287-39-5630		329-2213		那須塩原市上大貫2028-2				1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		0		1		状況に応じて対応する ジョウキョウ オウ タイオウ		0		1				1				相談支援専門員のレベルアップが必要ではないかと思います ソウダン シエン センモンイン ヒツヨウ オモ

		否 イナ		指定特定相談支援センタードリーム		0288-32-2280		0288-32-2281		321-2341		日光市大沢町274		日光市、塩谷町、鹿沼市、宇都宮市 ニッコウシ シオヤ チョウ カヌマシ ウツノミヤ シ		0		1		1		0		1		0		0		1		1		1		0		0		0				1		0				0		0		0		0				1		0		計画を作成するにあたり医療機関との連携方法を具体化していくことに連絡調整に時間を要しました。また医師同士でのやりとりの方が早いように感じました。※解決できたと言っても施設の空き待ちで関係する病院で入院しております。 ケイカク サクセイ イリョウ キカン レンケイ ホウホウ グタイカ レンラク チョウセイ ジカン ヨウ イシ ドウシ ホウ ハヤ カン カイケツ イ シセツ ア マ カンケイ ビョウイン ニュウイン		0				入所ではなく、医療ケアのできる短期入所やグループホーム、日中一時、生活介護の拡充が必要であること。また重症心身障害児（者）への理解を広めていき、理解者を増やすこと、訪問看護、訪問医療、居宅介護も活用しやすい環境づくりを相談支援専門員はネットワークづくりに努めなければんらないと思います。 ニュウショ イリョウ タンキ ニュウショ ニッチュウ イチジ セイカツ カイゴ カクジュウ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ リカイ ヒロ リカイシャ フ ホウモン カンゴ ホウモン イリョウ キョタク カイゴ カツヨウ カンキョウ ソウダン シエン センモンイン ツト オモ

		否 イナ		ユーファーム支援センター		028-689-0070		028-680-0750		321-0972		宇都宮市下川俣町206-127		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2		これまでの実績として主に就労系の利用計画の作成を行っており重症心身障害児の方への支援については経験や人員の不足から対応が困難であると思われるため ジッセキ オモ シュウロウ ケイ リヨウ ケイカク サクセイ オコナ ジュウショウ シンシン ショウガイジ カタ シエン ケイケン ジンイン フソク タイオウ コンナン オモ

		否 イナ		障害者相談支援センターひびき		028-666-7601		028-666-7602		321-0403		宇都宮市下小倉町1536		宇都宮市、さくら市 ウツノミヤシ シ		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2		かつて受け入れたことがなく、またスタッフにも医療的ケアの知識や経験が乏しく、自信をもって迎え入れることができない ウ イ イリョウテキ チシキ ケイケン トボ ジシン ムカ イ		受け入れる施設が近辺にあること ウ イ シセツ キンペン

		否 イナ		相談支援事業ぴゅあ		028-611-1771		028-611-1772		321-0911		宇都宮市問屋町3426-46		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2

		否 イナ		指定特定相談支援事業所すえひろ		0287-23-3962		0287-24-1670		324-0042		大田原市末広1-2-5		大田原市、大田原市以外は交通費を受領 オオタワラシ オオタワラシ イガイ コウツウヒ ジュリョウ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2		事業所の対象を精神障害に限定し、市に申請しているため ジギョウショ タイショウ セイシン ショウガイ ゲンテイ シ シンセイ

		否 イナ		相談支援センターふじみだい		0285-44-0200		0285-44-4255		329-0412		下野市芝1123		下野市 シモノ シ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		0		1		ケースによって検討 ケントウ		0		1				2

		否 イナ		相談支援センターひゅーまにあ宇都宮		028-678-5385		028-678-5395		320-0802		宇都宮市江野町6-15大立ビル4階		宇都宮市（鹿沼市等近隣市町村） ウツノミヤシ カヌマシ ナド キンリン シチョウソン		0		1		1		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		あるではありますが、初めての作成でまた完成はしていない段階です。病院で実施されている活動医療等で自分自身が未熟で理解が足りていない為に苦労しています。 ハジ サクセイ カンセイ ダンカイ ビョウイン ジッシ カツドウ イリョウ ナド ジブン ジシン ミジュク リカイ タ タメ クロウ		0				①医療面での安心②外部と交流する機会③家族の方への支援 イリョウ メン アンシン ガイブ コウリュウ キカイ カゾク カタ シエン

		否 イナ		地域活動支援センターあしかが		0284-41-2643		0284-43-0463		326-0808		足利市本城1-1547		足利市 アシカガシ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0						0		1		0		0				0		1				2		専門外で知識等はなく、計画書の作成は難しいため センモンガイ チシキ トウ ケイカクショ サクセイ ムズカ

		否 イナ		南那須地区障害者相談支援センター		0287-80-1020		0287-80-1027		321-0624		那須烏山市旭1-18-8		那須烏山市、那珂川町 ナスカラスヤマシ ナカガワマチ		1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		アセスメント、院内での面会予定の調整、家族への説明など インナイ メンカイ ヨテイ チョウセイ カゾク セツメイ		0				在宅医療、訪問リハビリなど24時間対応出来る専門家チーム ザイタク イリョウ ホウモン ジカン タイオウ デキ センモンカ

		否 イナ		ワン・ハーモニー		0287-22-8255		0287-48-7225		324-0042		大田原市末広1-3618-13				0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				0

		否 イナ		ひまわり相談支援事業所		0282-20-5006		0282-23-4878		328-0052		栃木市祝町12－9				0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		1		0				0		1				3		意思伝達が自分にとって受け止められるかに不安があるため イシ デンタツ ジブン ウ ト フアン

		否 イナ		サンフラワーライフ		0285-22-1109		0285-22-1345		323-0808		小山市出井1936		小山市内 オヤマシナイ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				3		近隣に受け入れ施設が少なく在宅福祉サービスに向けるのが難しい キンリン ウ イ シセツ スク ザイタク フクシ ム ムズカ

		否 イナ		natu- la(ナチュラ)		0287-67-3115		0287-67-3115		329-3153		那須塩原市大原間239-1		那須塩原市、大田原市、那須町 ナスシオバラ シ オオタワラシ ナスマチ		0		1		1		0		1		0		0		1		1		1		0		0		0				1		0				0		0		0		0				1		0		サービス自体の幅がせまいため、本人が安全に安心した生活をうけられるためにどう組み合わせたら良いか。又、家族によっては苦手な事業所もあり限られた事業所を探すのが難しかった。 ジタイ ハバ ホンニン アンゼン アンシン セイカツ ク ア ヨ マタ カゾク ニガテ ジギョウショ カギ ジギョウショ サガ ムズカ		0				訪問系のサービスがもっと充実して欲しい ホウモン ケイ ジュウジツ ホ

		否 イナ		相談支援事業所ふるさとホーム那須		0287-98-3001		0287-98-8080		324-0414		大田原市片府田1301-59		大田原市、那須町、那須塩原市、周辺 オオタワラシ ナスマチ ナスシオバラ シ シュウヘン		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2		主な精神知的関係なので、今後はできるよう専門的な部分の勉強が必要です。 オモ セイシン チテキ カンケイ コンゴ センモンテキ ブブン ベンキョウ ヒツヨウ		①専門相談②居場所③地域の理解 センモン ソウダン イバショ チイキ リカイ

		否 イナ		特定相談支援事業所きのこ		028-635-8746		028-635-8778		320-0846		栃木県宇都宮市滝の原2-4-42 ３２０－０８４６		宇都宮市 ウツノミヤシ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		1		0				0		1				3		どのように作成したらいいか不安のため サクセイ フアン

		否 イナ		こども発達支援センター鹿沼市あおば園		0289-63-1745		0289-63-1745		322-0074		鹿沼市日吉町320－1				1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		1		0				0		1				2		相談支援専門員の不足、児童発達支援事業所利用のための計画書作成が主な業務になっている ソウダン シエン センモンイン フソク ジドウ ハッタツ シエン ジギョウショ リヨウ ケイカクショ サクセイ オモ ギョウム

		否 イナ		障害者相談支援センターみつか・Ｒｕ		028-648-3971		028-648-3936		321-0347		宇都宮市飯田町261		宇都宮市、鹿沼市 ウツノミヤシ カヌマシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		1		状況に応じして他機関と連携し判断する場合もある ジョウキョウ オウ ホカ キカン レンケイ ハンダン バアイ		0		1				1		計画依頼の状況に応じて対応できない月もある（モニタリング件数） ケイカク イライ ジョウキョウ オウ タイオウ ツキ ケンスウ

		否 イナ		工房つばさ		0285-40-0388		0285-40-6700		329-0401		下野市箕輪425-1		下野市、上三川町、壬生町、ただし状況に応じて対応することが難しい場合もある シモノ シ カミノカワマチ ミブマチ ジョウキョウ オウ タイオウ ムズカ バアイ		1		0		1		0		1		0		0		1		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		短期入所、ヘルパーなどの利用希望があっても受け入れてくれる事業所が見つからない タンキ ニュウショ リヨウ キボウ ウ イ ジギョウショ ミ		3		状況により作成することができない場合がある ジョウキョウ サクセイ バアイ		重心の方の短期入所等の利用ができるところが必要。在宅でのサービスの受入必要だと思われる。 ジュウシン カタ タンキ ニュウショ ナド リヨウ ヒツヨウ ザイタク ウケイレ ヒツヨウ オモ

		否 イナ		相談支援事業所グーフォ		028-673-0002		028-671-0785		329-1105		宇都宮市中岡本町3178-3				1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1				在宅生活を支える家族に負担が重くならないようにする。緊急時に対応してくれる医療ケア付きの宿泊施設を増やしてほしい ザイタク セイカツ ササ カゾク フタン オモ キンキュウジ タイオウ イリョウ ツ シュクハク シセツ フ

		否 イナ		那珂川町社協相談支援事業所		0287-92-1273		0287-92-1295		324-0613		那珂川町馬頭560-1		那珂川町 ナカガワマチ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				0				移動支援サービス イドウ シエン

		否 イナ		相談支援事業所大山田ノンフェール		0287-93-0660		0287-83-8182		324-0602		那珂川町大山田下郷955		那珂川町 ナカガワマチ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		1		0				0		1				2		平成27年度で相談支援事業を終了するため ヘイセイ ネンド ソウダン シエン ジギョウ シュウリョウ

		否 イナ		在宅サポートこころ		028-651-0780		028-651-0781		320-0042		宇都宮市材木町4-24				0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2

		否 イナ		相談支援事業所みらい ソウダン シエン ジギョウショ		0280-57-2673		0280-57-2673		329-0111		野木町丸林371-12		野木町、小山市 ノギマチ オヤマシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		0		1		しかるべき関係機関と連携して対応する カンケイ キカン レンケイ タイオウ		0		1				3		重症心身のノウハウがない ジュウショウ シンシン

		否 イナ		大田原市社会福祉協議会		0287-54-1849		0287-54-2745		324-0233		栃木県大田原市黒羽田町848 ３２４－０２３３		大田原市内 オオタワラシナイ		0		1		1		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0				2		1				0		1		0		0				0		1				2		職員が未熟なため ショクイン ミジュク		在宅医療の充実、居宅介護の２４時間対応（サービス事業所）の充実 ザイタク イリョウ ジュウジツ キョタク カイゴ ジカン タイオウ ジギョウショ ジュウジツ

		否 イナ		障がい者相談支援センターとまつり		028-680-5570		028-680-5271		320-0052		宇都宮市中戸祭町813		宇都宮市、近隣市町村 ウツノミヤシ キンリン シチョウソン		0		1		1		0		1		0		0		1		0		0		0		0		1		親子間の関わり オヤコ カン カカ		0		0		現在対応中 ゲンザイ タイオウチュウ		0		0		0		0				1		0		保護者との連携がとれない ホゴシャ レンケイ		0

		否 イナ		宇都宮市社会福祉協議会		028-636-1536		028-636-1537		320-0806		宇都宮市中央1-1-15		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		0				2		1		医療的ケアが必要な方が長時間外出したい。長時間支援者の拘束、移動手段（車の中での対応）、医療的ケアが必要な方が外出したいときに外出できる環境がすぐに整えられない、医療的けが必要な方で要介助であるが、歩行できる方が利用できる短期入所先はないか（アクセス時間も含む） イリョウテキ ヒツヨウ カタ チョウジカン ガイシュツ チョウジカン シエン シャ コウソク イドウ シュダン クルマ ナカ タイオウ イリョウテキ ヒツヨウ カタ ガイシュツ ガイシュツ カンキョウ トトノ イリョウテキ ヒツヨウ カタ ヨウ カイジョ ホコウ カタ リヨウ タンキ ニュウショ サキ ジカン フク		0		0		0		0				1		0		専門的（医療面）な知識がなく、専門用語が多く調べたり聞いたりしながら支援していくこと。長く関わらないと親の思いまで聞き出せないこと。 センモンテキ イリョウ メン チシキ センモン ヨウゴ オオ シラ キ シエン ナガ カカ オヤ オモ キ ダ		0				当事者が何歳になっても利用できるサービス環境（短期入所、訪問入浴など）。教育もほかのお子さん同様平等に受けられる機会（学校行事も含む）。相談対応できる人材の確保。緊急時でも利用できるサービスの調整・確保。直接支援できるサービス・人材を増やすこと。 トウジシャ ナンサイ リヨウ カンキョウ タンキ ニュウショ ホウモン ニュウヨク キョウイク コ ドウヨウ ビョウドウ ウ キカイ ガッコウ ギョウジ フク ソウダン タイオウ ジンザイ カクホ キンキュウジ リヨウ チョウセイ カクホ チョクセツ シエン ジンザイ フ

		承諾 ショウダク		ライフサポートセンターゆめ		0280-33-3624		0280-57-4624		329-0111		野木町丸林630-4		野木町、その周辺地域 ノギマチ シュウヘン チイキ		1		0		1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		1		福祉サービス利用に関する相談 フクシ リヨウ カン ソウダン		1		0				0		0		0		0				1		0		医療的な情報、知識に乏しくわからない用語などが数多く出てきた。医療的ケアの内容の聞き取り（どの部分を聞いていけばよいのか） イリョウテキ ジョウホウ チシキ トボ ヨウゴ カズオオ デ イリョウテキ ナイヨウ キ ト ブブン キ		0				Ｆａの負担軽減のためのレスパイト先（ＨＰ、ＳＳ機関等）。家族それぞれの訴え、希望を明確にしていく。関係機関がチームになりＦａの支え応援をしていく。 フタン ケイゲン サキ キカンナド カゾク ウッタ キボウ メイカク カンケイ キカン ササ オウエン

		承諾 ショウダク		足利ケアサービス		0284-21-7630		0284-21-3109		326-0843		足利市五十部町809-3		足利市、佐野市、太田市 アシカガシ サノシ オオタシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		0		1		ケースによって対応する タイオウ		0		1				3

		承諾 ショウダク		相談支援センターみさと		0285-72-9767				321-4104		芳賀郡益子町大沢2800-5		芳賀郡内（真岡市、益子町、市貝町、芳賀町、茂木町） ハガ グンナイ モオカシ マシコ チョウ イチ ガイ マチ ハガマチ モギマチ		1		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		資源が少ない、短期入所先の確保が難しかった。計画を作るのには、医療情報が難しく感じられた。 シゲン スク タンキ ニュウショ サキ カクホ ムズカ ケイカク ツク イリョウ ジョウホウ ムズカ カン		0				連携の取れる医療関係者がたくさん地域の中にいてくれると安心して生活できるかな。外出や余暇の充実を図るために医療の必要な人の生活が限られてしまっている（あきらめてしまっている） レンケイ ト イリョウ カンケイシャ チイキ ナカ アンシン セイカツ ガイシュツ ヨカ ジュウジツ ハカ イリョウ ヒツヨウ ヒト セイカツ カギ

		承諾 ショウダク		サポートセンターとみや生活支援センター		028-665-8230		028-665-8230		321-2116		宇都宮市徳次郎町540		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		0		1		0		0		0		0		1		1		1		1		1		0				0		1		医療的なケアが必要な利用者様の日中活動先が限られて利用できない人がいる。学校との連携が取りにくい。通勤手段・行事参加制限があり平等性が保たれない。学校はサービスで対応を望み、福祉行政は教育で何とかするべきとつねに折り合わない。 イリョウテキ ヒツヨウ リヨウシャサマ ニッチュウ カツドウ サキ カギ リヨウ ヒト ガッコウ レンケイ ト ツウキン シュダン ギョウジ サンカ セイゲン ビョウドウセイ タモ ガッコウ タイオウ ノゾ フクシ ギョウセイ キョウイク ナン オ ア		0		0		1		0		協力してほしい キョウリョク		1		0		利用できるサービスが限られている。社会参加できる機会が少なく、場が限られている。介護者の負担軽減が取りにくい。夢や希望を叶えるための資源が少ない。 リヨウ カギ シャカイ サンカ キカイ スク バ カギ カイゴシャ フタン ケイゲン ト ユメ キボウ カナ シゲン スク		0				通勤手段、保護者なくても教育が受けられる環境。常に親同行を求めるのでは、自立につながらず、いつになっても親の負担は軽減されない。親が安心して託せる日中活動の場。社会参加、役割を担える環境作り、職場。地域で生活していくための交流の機会や場があるといい。緊急的にレスパイトを受け入れてくれる場。 ツウキン シュダン ホゴシャ キョウイク ウ カンキョウ ツネ オヤ ドウコウ モト ジリツ オヤ フタン ケイゲン オヤ アンシン タク ニッチュウ カツドウ バ シャカイ サンカ ヤクワリ ニナ カンキョウ ヅク ショクバ チイキ セイカツ コウリュウ キカイ バ キンキュウテキ ウ イ バ

		承諾 ショウダク		社会就労センターえいぶるの里 シャカイ シュウロウ サト		0285-22-4561		0285-224581		323-0003		小山市東島田2403-2		小山市、下野市、上三川町、野木町、結城市、古河市、筑西市 オヤマシ シモノ シ カミノカワマチ ノギマチ ユウキシ コガシ ツク ニシ シ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				1		0		自己決定が難しいため、家族中心の考えになってしまうこと。また、利用できる社会資源が少ない。 ジコ ケッテイ ムズカ カゾク チュウシン カンガ リヨウ シャカイ シゲン スク		1				関係機関との連携、特に在宅が長い方は医療機関とのかかわりが家族も含め、希薄になってしまい、二次障害に対応できない。地域に総合的に支援でき、医療的ケアが受けられる場所、または訪問医療の充実が必要と思います。 カンケイ キカン レンケイ トク ザイタク ナガ カタ イリョウ キカン カゾク フク キハク ニジ ショウガイ タイオウ チイキ ソウゴウテキ シエン イリョウテキ ウ バショ ホウモン イリョウ ジュウジツ ヒツヨウ オモ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所「ピュア」		0282-31-3911		0282-31-3912		328-0133		栃木市大森町465		栃木市、鹿沼市、佐野市、小山市、壬生町 トチギシ カヌマシ サノシ オヤマシ ミブマチ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1

		承諾 ショウダク		社会福祉法人とちのみ会　こなかの森 シャカイ フクシ ホウジン カイ モリ		0283-24-5757		0283-24-6294		327-0001		佐野市小中町1280		佐野市、足利市 サノシ アシカガシ		1		0		1		0		1		0		0		1		0		1		0		0		0				1		2		通所型のため、短期入所の受け入れはサービスとして提供できず、他施設の紹介、相談支援事業につなげている。 ツウショ ガタ タンキ ニュウショ ウ イ テイキョウ タ シセツ ショウカイ ソウダン シエン ジギョウ		0		0		0		0				1		0		療養型短期入所ほかの施設への短期入所の受け入れ状況など、受け入れ場所を見つけるなど。短期入所時の発作発症時医療への繋ぎが困難。問題多（かかりつけ医への搬送） リョウヨウガタ タンキ ニュウショ シセツ タンキ ニュウショ ウ イ ジョウキョウ ウ イ バショ ミ タンキ ニュウショ ジ ホッサ ハッショウ ジ イリョウ ツナ コンナン モンダイ タ イ ハンソウ		0				佐野市には、身障（重心）短期入所施設がなく老人施設に佐野市が委託しているが、利用する人もいなく、サービスが使いづらい状態にある。短期入所受け入れ可能施設が増えることで、家族のほうも使いやすく利便性があがると考えます。 サノシ シンショウ ジュウシン タンキ ニュウショ シセツ ロウジン シセツ サノシ イタク リヨウ ヒト ツカ ジョウタイ タンキ ニュウショ ウ イ カノウ シセツ フ カゾク ツカ リベンセイ カンガ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所テトテ		0287-36-7171		0287-36-7181		329-2732		那須塩原市一区町251-1		那須塩原市（大田原、矢板、那須町、那珂川町、烏山） ナスシオバラ シ オオタワラ ヤイタ ナスマチ ナカガワマチ カラスヤマ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		0		1		委託の相談支援事業所や重心専門の事業所に相談する イタク ソウダン シエン ジギョウショ ジュウシン センモン ジギョウショ ソウダン		0		1				3		その方にとって、より専門性の高い方が対応することが望ましいと思いますので、作成が適するか否か周囲のサービス状況なども考慮して決めたいと思います。適切にアドバイスをいただける地域の環境が整っていれば、スキルアップ、経験の積み重ねのためにも作成したいです。 カタ センモンセイ タカ ホウ タイオウ ノゾ オモ サクセイ テキ イナ シュウイ ジョウキョウ コウリョ キ オモ テキセツ チイキ カンキョウ トトノ ケイケン ツ カサ サクセイ		相談支援専門員のスキルアップ。きめ細かい支援（サービスの充実）本人のニーズを正しく理解できる人材の育成と地域の理解。 ソウダン シエン センモンイン コマ シエン ジュウジツ ホンニン タダ リカイ ジンザイ イクセイ チイキ リカイ

		承諾 ショウダク		指定特定相談支援事業所あじさい		0287-60-3361		0287-60-3362		325-0034		那須塩原市東原166		那須塩原市、那須町 ナスシオバラ シ ナスマチ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2				訪問看護、訪問診療を行う医師が必要だと思います。 ホウモン カンゴ ホウモン シンリョウ オコナ イシ ヒツヨウ オモ

		承諾 ショウダク		障害者相談支援センターいぶき		028-678-3502		028-676-3501		329-1216		高根沢町桑窪2266-2		高根沢町 タカネザワマチ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1				短期入所など受け入れてくれる施設を増やしてほしい。県内で受け入れていただけない為、県外の施設を考えなくてはいけない方がいます。 タンキ ニュウショ ウ イ シセツ フ ケンナイ ウ イ タメ ケンガイ シセツ カンガ カタ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所わくわくおやま		0285-24-6575		0285-20-0255		323-0022		小山市駅東通り3-9-6		小山市 オヤマシ		1		0		1		0		1		1		1		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		関係事業所が多いことで情報収集連携等大変。医療機関とも連携を図る必要あり。レスパイト、ショートステイの受入困難。利用できる事業所が少ない。 カンケイ ジギョウショ オオ ジョウホウ シュウシュウ レンケイ ナド タイヘン イリョウ キカン レンケイ ハカ ヒツヨウ ウケイレ コンナン リヨウ ジギョウショ スク		0				重症心身障害児（者）を受け入れしてくれる事業所、施設がもっと多くあればよいと思われる。通所日中一時短期入所など。相談支援、計画作成についてもほかの事業所が受け入れてくれないとの理由で受け入れ可能事業所へ集中してしまう為、相談員への研修等を増やせばよいが。しかし日々の業務が多忙であるため、難しいのかな？ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ ウ イ ジギョウショ シセツ オオ オモ ツウショ ニッチュウ イチジ タンキ ニュウショ ソウダン シエン ケイカク サクセイ ジギョウショ ウ イ リユウ ウ イ カノウ ジギョウショ シュウチュウ タメ ソウダン イン ケンシュウ ナド フ ヒビ ギョウム タボウ ムズカ

		承諾 ショウダク		相談支援センターネクスト		080-8854-9551		0280-612-1558		320-0034		宇都宮市泉町6-25		宇都宮市 ウツノミヤシ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2

		承諾 ショウダク		相談支援事業のぞみ		0287-65-2288		0287-65-2282		329-3152		那須塩原市上中野53		那須塩原市、大田原市、那須町 ナスシオバラ シ オオタワラシ ナスマチ		1		0		1		0		0		0		1		1		1		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		現サービスでの医療ケアをふまえ、将来にむけて他事業との連携につなげるよう計画作成、調整に苦労した。 ゲン イリョウ ショウライ タ ジギョウ レンケイ ケイカク サクセイ チョウセイ クロウ		0				選択肢が増えるよう受け入れ可能な福祉サービス事業所の増加が必要だと思われます。 センタクシ フ ウ イ カノウ フクシ ジギョウショ ゾウカ ヒツヨウ オモ

		承諾 ショウダク		サポートセンターひばり		028-670-0330		028-667-7315		321-3236		宇都宮市竹下町435-159		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		苦労ではないが、お母様がとても一生懸命ですでにサービスも繋がっていたため、現状を計画にする形となったが、計画作成後のかかわりについて相談員としてどのようにすべきことが望ましいかと考える。 クロウ カアサマ イッショウケンメイ ツナ ゲンジョウ ケイカク カタチ ケイカク サクセイ ゴ ソウダン イン ノゾ カンガ		0				福祉サービスや医療、またボランティアが入室されるととてもよいと思います。また、介助者（家族）のケアも考えると気軽に参加できるようなイベント（医療が整っていたり、介助するボランティアさんがいたり）や、同じ重症心身障害児（者）をもつかたとのネットワークがあるといいのかなと思います。 フクシ イリョウ ニュウシツ オモ カイジョシャ カゾク カンガ キガル サンカ イリョウ トトノ カイジョ オナ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ オモ

		承諾 ショウダク		高根沢町障害児者生活支援センターすまいる タカネザワマチ		028-612-2751		028-612-2752		329-1225		栃木県塩谷郡高根沢町石末1825　福祉センター内 ３２９－１２２５ フクシ ナイ		高根沢町 タカネザワマチ		1		0		1		0		0		0		1		0		0		1		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		地元に使える資源がなく苦労した ジモト ツカ シゲン クロウ		0				①医療と福祉の連携ネットワーク②重心の方でも利用できるサービスが増えること③訪問診療医 イリョウ フクシ レンケイ ジュウシン カタ リヨウ フ ホウモン シンリョウ イ

		承諾 ショウダク		障害者相談支援センターフォレスト		0284-91-1816		0284-91-2867		326-0011		足利市大沼田町615		足利市及び近隣市町村 アシカガシ オヨ キンリン シチョウソン		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0				0

		承諾 ショウダク		障がい者相談支援事業所ケアサプライ		0287-73-5312		0287-73-5311		329-3221		栃木県那須郡那須町漆塚762-102 ３２９－３２２１		白河市、那須町、那須塩原市、大田原市 シラカワシ ナスマチ ナスシオバラシ オオタワラシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1				サービスを提供できる事業所の充実を図る テイキョウ ジギョウショ ジュウジツ ハカ

		承諾 ショウダク		南栃木支援センター相談支援		0285-44-6118		0285-44-7215		329-0412		下野市柴1432-105		下野市、小山市、壬生町 シモノ シ オヤマシ ミブマチ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		0		1		介護保険と併用する場合のみ対応する カイゴ ホケン ヘイヨウ バアイ タイオウ		0		1				3		介護保険と併用する場合のみ作成する カイゴ ホケン ヘイヨウ バアイ サクセイ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所とまり木		0287-54-2854		0287-54-2230		324-0231		大田原市北野上3952		大田原市、那須塩原市、那須町 オオタワラシ ナスシオバラシ ナスマチ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1				当事業所の対応範囲は現在、知的障害者特に中・軽度が主だが、精神（高次脳機能障害も含む）分野もやり始めている。今後重症心身障害者もほかの相談支援事業所の助けを得ながら、勉強しながら対応したいと考えている。そのために研修や見学の機会を多く作っていただきたい。今は、当事業所はその程度しか考えられない。 トウ ジギョウショ タイオウ ハンイ ゲンザイ チテキ ショウガイシャ トク チュウ ケイド オモ セイシン コウジ ノウ キノウ ショウガイ フク ブンヤ ハジ コンゴ ジュウショウ シンシン ショウガイシャ ソウダン シエン ジギョウショ タス エ ベンキョウ タイオウ カンガ ケンシュウ ケンガク キカイ オオ ツク イマ トウ ジギョウショ テイド カンガ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所ポンテ		028-652-7288		028-652-6355		321-0341		宇都宮市古賀志町1964-12		宇都宮、鹿沼、日光、壬生 ウツノミヤ カヌマ ニッコウ ミブ		0		1		1		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0				0				未就学児（3～5才）の方の医療型児童発達支援を分離で行う施設が数か所あると良いと思います。 ミシュウガクジ サイ カタ イリョウ ガタ ジドウ ハッタツ シエン ブンリ オコナ シセツ スウ ショ ヨ オモ

		承諾 ショウダク		相談支援センター光輝舎		0285-70-2020		0285-72-8222		321-4105		芳賀郡益子町北中1113-1		芳賀郡、真岡市等 ハガ グン モオカシ ナド		1		0		1		0		1		1		1		1		0		1		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		利用できるサービス事業所が少ない。重心児者に合わせたプログラムが見つからない（近隣で） リヨウ ジギョウショ スク ジュウシン ジ シャ ア ミ キンリン		0				本人の状態にもよるが、重度化する状況に対応できる事業所の確保。家族の負担が大きくなり在宅生活の継続が困難になることが予測されるので、在宅で支援が受けられるような体制の充実と、レスパイトサービスの拡大。 ホンニン ジョウタイ ジュウドカ ジョウキョウ タイオウ ジギョウショ カクホ カゾク フタン オオ ザイタク セイカツ ケイゾク コンナン ヨソク ザイタク シエン ウ タイセイ ジュウジツ カクダイ

		承諾 ショウダク		特定相談支援事業所やすらぎ		028-650-7727		028-650-7728		320-0011		宇都宮市富士見が丘3－19－20		宇都宮市 ウツノミヤシ		0		0		1		0		1		0		0		0		0		1		1		0		0				0		3		対応できるヘルパーがいれば支援する タイオウ シエン		0		0		0		0				0		1				3

		承諾 ショウダク		障がい者支援センターにんべん		028-686-2539		028-686-2584		329-1417		さくら市フィオーレ喜連川5-2-1　フィオーレガーデン1-102		さくら市 シ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1				地域資源アンケートをいただきありがとうございました。設問に対しまして知識不足にこれでいいのかという思いです。相談支援専門員として設問にありました「3」要望がでますれば、先輩相談員・各職種の方々に相談・指導をいただき、相談支援事業を行ってみたいと考えます。大島先生について学ばせて頂きました。 チイキ シゲン セツモン タイ チシキ ブソク オモ ソウダン シエン センモンイン セツモン ヨウボウ センパイ ソウダン イン カクショクシュ カタガタ ソウダン シドウ ソウダン シエン ジギョウ オコナ カンガ オオシマ センセイ マナ イタダ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所おやま		0285-22-1833		0285-228946		323-0014		小山市喜沢660		小山市、下野市 オヤマシ シモノ シ		1		0		1		0		1		1		0		0		0		0		0		1		0				2		3				0		0		0		0				1		0		本人の意思が明確でないので親の意向中心のものになってしまった。 ホンニン イシ メイカク オヤ イコウ チュウシン		0

		承諾 ショウダク		真岡介護センター		0285-80-5200		0285-80-5211		321-4361		真岡市並木町1-8-1　シティ並木102 ナミキ		真岡市、芳賀町南部、市貝町南部、益子町西部、上三川東部 モオカシ ハガマチ ナンブ イチ ガイ チョウ ナンブ マシコ チョウ セイブ カミノカワ トウブ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		0		1				0		1				3		担当者の受け持ちケースの状況など考慮し対応できるか検討したい タントウシャ ウ モ ジョウキョウ コウリョ タイオウ ケントウ

		承諾 ショウダク		さの社協相談支援センターほっぷ		0283-22-8152		0283-22-8199		327-0003		佐野市大橋町3212-27		佐野市全域 サノシ ゼンイキ		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2		現在相談支援専門員1名で行っているため ゲンザイ ソウダン シエン センモンイン メイ オコナ

		承諾 ショウダク		相談支援ウエイブ		0282-23-4465		0282-23-4465		328-0012		栃木市平柳町1-2-7		栃木市、壬生町 トチギシ ミブマチ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		1		0				0		1				2		指定特定相談支援事業で精神に対応しているため シテイ トクテイ ソウダン シエン ジギョウ セイシン タイオウ		ご家族の中だけでは生活がマンネリ化して単調になりかねないので、音楽、体を動かす、読み聞かせ麻痺・拘縮のマッサージなどのリハビリの頻度を高める。ご本人が楽しいと感じることを提供できる。ご家族が疲弊しないよう旅行や趣味などの充実した時間がもてるようサービスを利用していくこと。 カゾク ナカ セイカツ カ タンチョウ オンガク カラダ ウゴ ヨ キ マヒ コウシュク ヒンド タカ ホンニン タノ カン テイキョウ カゾク ヒヘイ リョコウ シュミ ジュウジツ ジカン リヨウ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所わらしべの家		0282-27-1627		0282-27-1675		328-0011		栃木市大宮町2708-3		栃木市 トチギシ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1		専門的な知識が不十分なため行政などの機関と相談しながらの対応となります センモンテキ チシキ フジュウブン ギョウセイ キカン ソウダン タイオウ		短期入所や移動支援などの福祉サービス利用時にお付き合いのある医療機関や訪問看護の看護師が同行でき緊急時の対応が迅速にとれる体制（すでにできていたらすみません） タンキ ニュウショ イドウ シエン フクシ リヨウ ジ ツ ア イリョウ キカン ホウモン カンゴ カンゴシ ドウコウ キンキュウジ タイオウ ジンソク タイセイ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所　空		0287-73-8165		0287-73-8165		329-3157		那須塩原市大原間西1-19-9		那須塩原市、大田原市、那須町 ナスシオバラ シ オオタワラシ ナスマチ		1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		重心のお子様の療育支援をやっていたので、苦労はありませんでしたが、医療（訪問看護）訪問リハ訪問入浴の制度を知らなかったので、その方々との連携が取れて大変勉強になりました。 ジュウシン コサマ リョウイク シエン クロウ イリョウ ホウモン カンゴ ホウモン ホウモン ニュウヨク セイド シ カタガタ レンケイ ト タイヘン ベンキョウ		0				医療的ケアの必要な方には支援スタッフ・必ず看護師の方が不在では双方安心したケアはできません。例）乳幼児の通所事業は保母と看護師さん。小学→高校までは義務教育がありますが事後に生活介護はもちろんですが、本当に重心の方の為の日中活動の場が不足しているとおもいますので重心の方の通所事業は必要と思います。家庭以外で通える場所→一時預かりや療育支援事業→高校卒業後は通所施設（一時預かりも含めて） イリョウテキ ヒツヨウ カタ シエン カナラ カンゴシ カタ フザイ ソウホウ アンシン レイ ニュウヨウジ ツウショ ジギョウ ホボ カンゴシ ショウガク コウコウ ギム キョウイク ジゴ セイカツ カイゴ ホントウ ジュウシン カタ タメ ニッチュウ カツドウ バ フソク ジュウシン カタ ツウショ ジギョウ ヒツヨウ オモ カテイ イガイ カヨ バショ イチジ アズ リョウイク シエン ジギョウ コウコウ ソツギョウゴ ツウショ シセツ イチジ アズ フク

		承諾 ショウダク		相談支援事業所みどり		0285-45-8362		0285-45-8397		329-0214		小山市乙女786-1		小山市、栃木市、古河市、結城市 オヤマシ トチギシ コガシ ユウキシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0		大人は対応可能 オトナ タイオウ カノウ		1		1		大人はあるが、こどもはない。先日訪問介護を事業所にお願いしたところどこの事業所も受けていただけなかった。 オトナ センジツ ホウモン カイゴ ジギョウショ ネガ ジギョウショ ウ		3		成人しか計画相談をしたことがないので不安である。当事業所は相談員が一名なので相談する相手がいない セイジン ケイカク ソウダン フアン トウ ジギョウショ ソウダン イン イチメイ ソウダン アイテ		サービス事業所で受けてもらえないケースがある。特に重心や精神知的等重複して疾患を持っていると問い合わせた時点でお断りされてします。 ジギョウショ ウ トク ジュウシン セイシン チテキ ナド チョウフク シッカン モ ト ア ジテン コトワ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所こころみ		0284-41-5039		0284-43-2665		326-0061		足利市田島町611-2				0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		1		0				0		1				3		これまで前例がなく、またこの障害について熟知した方（機関）があるならそちらでしていただいた方がご本人様にとってよい支援であると考えるから。※現在当法人の入所・通所等サービスを利用されている方の相談支援がほとんどの状況です。 ゼンレイ ショウガイ ジュクチ カタ キカン ホウ ホンニンサマ シエン カンガ ゲンザイ トウホウジン ニュウショ ツウショ ナド リヨウ カタ ソウダン シエン ジョウキョウ

		承諾 ショウダク		相談支援センターのどか　真岡センター		0285-81-5890		0285-85-8452		321-4305		真岡市荒町111-1		真岡市、芳賀町、市貝町、益子町、茂木町 モオカシ ハガマチ イチガイ マチ マシコ チョウ モギ マチ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1				在宅での生活では家族の介護負担の軽減が必要。フォーマルインフォーマルの枠にとらわれない福祉サービス。 ザイタク セイカツ カゾク カイゴ フタン ケイゲン ヒツヨウ ワク フクシ

		承諾 ショウダク		友井タクシー介護ステーションふれあい		0285-30-0840		0285-30-0844		323-0025		小山市城山町2丁目12-25		小山市 オヤマシ		1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		利用するサービスは多様で、施設・病院・学校など医療福祉事業所数も多く連携を図るのが困難。学校行事に参加するための会出自の支援サービスがない。 リヨウ タヨウ シセツ ビョウイン ガッコウ イリョウ フクシ ジギョウショ スウ オオ レンケイ ハカ コンナン ガッコウ ギョウジ サンカ カイ シュツジ シエン		0				ご家族様が安心して預けることができる施設と必要に預けられる施設の数は少ない。片道１時間以上かかるためとても不便に思います。呼吸器の方の預かり先は少ない。 カゾクサマ アンシン アズ シセツ ヒツヨウ アズ シセツ カズ スク カタミチ ジカン イジョウ フベン オモ コキュウキ カタ アズ サキ スク

		承諾 ショウダク		もくせいの里		0282-43-0593		0282-43-1387		329-4405		栃木市大平町西山田1198		栃木市内 トチギシナイ		0		1		1		0		1		0		0		1		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		ニーズにあてはまるサービスがなかった。例）①入浴支援②移送サービス　①自宅の浴槽では支援が入れず訪問入浴を検討。しかし、浴槽を置けるスペースがなく断念。②主たる介護者が入院。学校までの送迎ができず特例で市の移送サービスを利用するもかなり時間を要した。 レイ ニュウヨク シエン イソウ ジタク ヨクソウ シエン ハイ ホウモン ニュウヨク ケントウ ヨクソウ オ ダンネン シュ カイゴシャ ニュウイン ガッコウ ソウゲイ トクレイ シ イソウ リヨウ ジカン ヨウ		0				①地域の理解や協力②受け入れの拡大（重心の通所、24時間看護体制が整った短期入所）③デマンドタクシー等関係者の重心に対する理解（理解附属により資源として存在するが利用しがたい）④児童が入浴支援を受けられる環境（家族の身体的な介護負担軽減） チイキ リカイ キョウリョク ウ イ カクダイ ジュウシン ツウショ ジカン カンゴ タイセイ トトノ タンキ ニュウショ ナド カンケイシャ ジュウシン タイ リカイ リカイ フゾク シゲン ソンザイ リヨウ ジドウ ニュウヨク シエン ウ カンキョウ カゾク シンタイテキ カイゴ フタン ケイゲン

		承諾 ショウダク		足利障害者相談支援センター		0284-44-0307		0284-44-0318		326-0064		足利市東砂原後町1072		足利市、佐野市 アシカガシ サノシ		1		0		1		0		1		0		0		1		0		1		0		1		0				1		0				0		0		0		0				0		1				2		委託相談支援事業所のため イタク ソウダン シエン ジギョウショ		医療的ケアが整った施設のショートステイ充実が必要。また、特に呼吸器をつけた方のショート療養介護の利用とそれらを利用するための送迎体制の充実が必要。 イリョウテキ トトノ シセツ ジュウジツ ヒツヨウ トク コキュウキ カタ リョウヨウ カイゴ リヨウ リヨウ ソウゲイ タイセイ ジュウジツ ヒツヨウ

		承諾 ショウダク		指定障害者相談支援事業所あるしぇん		0282-86-7665		0282-21-7109		321-0201		栃木県下都賀郡壬生町安塚2032 ３２１－０２０１		壬生町 ミブマチ		1		0		1		0		1		0		0		1		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		①相談支援専門員として重症心身障害児（者）の方に対する支援の知識や経験が少ない②医療的ケアが必要となる方に対して対応できる福祉サービス（事業所）が少ない。 ソウダン シエン センモンイン ジュウショウシンシンショウガイジ シャ カタ タイ シエン チシキ ケイケン スク イリョウテキ ヒツヨウ カタ タイ タイオウ フクシ ジギョウショ スク		0				医療的ケアが必要な方に関して、福祉のサービスでは対応しきれない部分が多く、結果として家族が本人を抱え込まざるを得ない現状があるように感じます。家族の介護負担が少しでも軽減できるよう福祉サービスも柔軟な対応が出来るようになるといいなと思います。 イリョウテキ ヒツヨウ カタ カン フクシ タイオウ ブブン オオ ケッカ カゾク ホンニン カカ コ エ ゲンジョウ カン カゾク カイゴ フタン スコ ケイゲン フクシ ジュウナン タイオウ デキ オモ

		承諾 ショウダク		下野市相談支援事業所 こばと		0285-44-6783		0285-44-6783		329-0414		下野市小金井1146-6		下野市、上三川町 シモノ シ カミノカワマチ		1		0		1		0		0		0		1		1		0		1		1		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		医療的ケアが必要な乳幼児に対応できるヘルパー事業所。短期入所・日中一時支援事業所が近くにない（少ない）。 イリョウテキ ヒツヨウ ニュウヨウジ タイオウ ジギョウショ タンキ ニュウショ ニッチュウ イチジ シエン ジギョウショ チカ スク		0				設問5で回答した内容：外出可能な方は児童発達支援を利用可能であるが無理な方は外部との交流をもちにくい。訪問看護・訪問リハビリが入っているケースはいいがない場合母子で孤立しがち。幸いあそびの支援をしてくれるヘルパー事業所があり支援につながっている。ヘルパー利用を希望されない家庭、利用したくてもヘルパー事業所がない等支援に苦慮する。 セツモン カイトウ ナイヨウ ガイシュツ カノウ カタ ジドウ ハッタツ シエン リヨウ カノウ ムリ カタ ガイブ コウリュウ ホウモン カンゴ ホウモン ハイ バアイ ボシ コリツ サイワ シエン ジギョウショ シエン リヨウ キボウ カテイ リヨウ ジギョウショ ナド シエン クリョ

		承諾 ショウダク		相談支援センターぴあん ソウダン シエン		0282-31-1755		0282-31-2919		328-0067		栃木市皆川城内町333-2		栃木市、小山市 トチギシ オヤマシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1				これまで現場で関わったことがなく、事例検討でしか情報を把握しておらず不安はあります。でも関係機関やご家族様からいろいろなことを教えて頂きながら相談支援として専門性を活かせればと思っています。色々な立場の方からお話をお伺いしてもご家族や医療機関専門的な事業所の負担が大きく相談支援があまり役に立つことができていない（場合によっては自ら引いてしまう）今の現状を少しでも変えていければいいと思います。 ゲンバ カカ ジレイ ケントウ ジョウホウ ハアク フアン カンケイ キカン カゾクサマ オシ イタダ ソウダン シエン センモンセイ イ オモ イロイロ タチバ カタ ハナシ ウカガ カゾク イリョウ キカン センモンテキ ジギョウショ フタン オオ ソウダン シエン ヤク タ バアイ ミズカ ヒ イマ ゲンジョウ スコ カ オモ

		承諾 ショウダク		うつのみや		028-632-6074/090-4059-9728		028-632-6075		320-0861		宇都宮市西2-1-7		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				3		専門的な知識を社会資源のアドバイスを他相談支援事業所からいただきながらみずからの事業所で引き受けるという形が望ましい センモンテキ チシキ シャカイ シゲン ホカ ソウダン シエン ジギョウショ ジギョウショ ヒ ウ カタチ ノゾ

		承諾 ショウダク		サポートセンターきりん		028-612-3838		028-678-3257		321-0905		栃木県宇都宮市平出工業団地43-100 ３２１－０９０５		宇都宮市 ウツノミヤシ		0		1		1		0		1		0		0		1		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		療養介護に入所しているので他のサービスの利用が困難。そのための社会資源をつなげたり、活用したりするのが難しい。 リョウヨウ カイゴ ニュウショ ホカ リヨウ コンナン シャカイ シゲン カツヨウ ムズカ		0				今後、市町村などで展開されていく生活拠点に関する事業をうまく活用できればいいなと感じています。入所されている方々については地域とのつながり方が今後は重要になってくると思われますので、広く門扉を開けた活動などが多くなってくるといいなと思っています。 コンゴ シチョウソン テンカイ セイカツ キョテン カン ジギョウ カツヨウ カン ニュウショ カタガタ チイキ カタ コンゴ ジュウヨウ オモ ヒロ モンピ ア カツドウ オオ オモ

		承諾 ショウダク		さわやか相談支援センター		0280-57-4884		0280-57-4994		329-0112		野木町南赤塚1145-1		小山市、野木町、古河市、栃木市 オヤマシ ノギマチ コガシ トチギシ		0		1		1		0		0		0		1		0		0		1		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		現実的な目標の位置づけ ゲンジツテキ モクヒョウ イチ		0

		承諾 ショウダク		相談支援事業所つばさ		0287-53-7393		0287-53-7394		324-0044		大田原市親園824-1		大田原市、那須塩原市、那須烏山市、矢板市、さくら市、那須町、塩谷町、高根沢町 オオタワラシ ナスシオバラシ ナスカラスヤマシ ヤイタシ シ ナスマチ シオ タニ マチ タカネザワマチ		1		0		1		0		1		0		1		1		0		1		0		0		0				1		2		医療的なケアが必要なケース、将来的に短期入所につなげたいケースだった為、専門の事業所に依頼した イリョウテキ ヒツヨウ ショウライテキ タンキ ニュウショ タメ センモン ジギョウショ イライ		1		1		0		0				1		0		使えるサービスの少なさに調整が難しかった ツカ スク チョウセイ ムズカ		1				乳幼児期の受け入れ可能な福祉サービス等の社会資源が必要である。 ニュウヨウジ キ ウ イ カノウ フクシ ナド シャカイシゲン ヒツヨウ

		承諾 ショウダク		特定相談支援センターはじめ		0284-22-4561		0284-22-4562		326-0143		足利市葉鹿町735-1		足利市 アシカガシ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1

		承諾 ショウダク		上三川障がい児・者生活相談支援センター		0285-38-6854		0285-38-6841		329-0611		上三川町上三川5082-15		上三川町 カミノカワマチ		1		0		1		0		1		0		0		1		0		0		0		0		0				1		0				0		0		0		0				1		0				0

		承諾 ショウダク		はつらつサロン南天相談支援事業所		0285-22-4659		0285-38-6529		323-0027		小山市花垣町2-3-19		小山市、栃木市 オヤマシ トチギシ		0		0		1		0		1		1		0		1		1		1		1		1		0				0		0				0		0		0		0				1		0		利用したいサービス事業所が少なく生活改善、家族、支援者の負担軽減に繋がらない（訪問入浴、ショートステイ、生活介護などなど（就労Ａ型））医師によっては連携が困難。何処の精神科がよいかと利用者に問われるが答えは解らない。 リヨウ ジギョウショ スク セイカツ カイゼン カゾク シエンシャ フタン ケイゲン ツナ ホウモン ニュウヨク セイカツ カイゴ シュウロウ ガタ イシ レンケイ コンナン ドコ セイシンカ リヨウシャ ト コタ ワカ		0				本人の選択や受け入れ事業所の間口を広げる。例えば入浴はヘルパーの2人対応で行ているがヘルパー不足や腰痛の悪化などで対応が難しくなってくる。機会浴のできる生活介護を勧めるも本人の選択肢がない。自宅から出かける自由さのようなものが閉ざされているような気がする。反面高齢者のサービスは増加する一方で利用者が不足し閉鎖なども聞かれる。高齢者・障害者がともにデイサービスやショートステイを利用できるようにならないかと思う。障害児については働く両親をサポートすることで生活の安定や療育などへ通園のし易さを図り、送迎サービスの充実など。 ホンニン センタク ウ イ ジギョウショ マグチ ヒロ タト ニュウヨク ニン タイオウ オコナ ブソク ヨウツウ アッカ タイオウ ムズカ キカイ ヨク セイカツ カイゴ スス ホンニン センタクシ ジタク デ ジユウ ト キ ハンメン コウレイシャ ゾウカ イッポウ リヨウシャ フソク ヘイサ キ コウレイシャ ショウガイシャ リヨウ オモ ショウガイジ ハタラ リョウシン セイカツ アンテイ リョウイク ツウエン ヤス ハカ ソウゲイ ジュウジツ

		承諾 ショウダク		障がい者生活支援センターこぶし		028-680-5746		028-688-0214		321-0126		栃木県宇都宮市茂原町837-1		宇都宮市、上三川町 ウツノミヤシ カミノカワマチ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1				①医療機関との細かな連携体制②相談関係者を含め本人に関わり支援をするなかで即座に動きが取れるようなフットワークの軽いチーム作り イリョウ キカン コマ レンケイ タイセイ ソウダン カンケイシャ フク ホンニン カカ シエン ソクザ ウゴ ト カル ヅク

								Ｑ2.重症心身障害児（者）の定義をご存知ですか

				1		知っている シ		40

				2		知らない シ		33

								Ｑ3.重症心身障害児（者）の方（家族・関係機関等）からの相談を受けたことがありますか

						ある		35

						ない		43

										それは誰からの相談でしたか

								ａ.家族 カゾク		27

								ｂ.支援者 シエンシャ		6

								ｃ.関係機関 カンケイ キカン		12

										それはどんな相談でしたか

								生活上の相談 セイカツ ジョウ ソウダン		19

								医療的な相談 イリョウテキ ソウダン		7

								制度に関する相談 セイド カン ソウダン		15

								教育に関する相談 キョウイク カン ソウダン		5

								サービス等利用計画書作成に関する相談 ナド リヨウ ケイカクショ サクセイ カン ソウダン		26

								その他 タ		3

										それらの相談事業所として対応（解決）はできましたか

								ａ.できた		27

								ｂ.できなかった		4

								Ｑ4.Ｑ3-2「ない」→これから重症心身障害児（者）の方（本人・家族等）からの相談があればどのように対応されますか

						自分の事業所で対応する ジブン ジギョウショ タイオウ		17

						ほかの相談支援事業所へ依頼する ソウダン シエン ジギョウショ イライ		15

						行政に依頼する ギョウセイ イライ		8

						その他 タ		9

								Ｑ5.重症心身障害児（者）の方のサービス等利用計画書を作成したことがありますか

						ある		33

						ない		46

						今後依頼があれば作成する コンゴ イライ サクセイ		15

						他の相談支援事業所に依頼する ホカ ソウダン シエン ジギョウショ イライ		18

						作成するかどうかわからない サクセイ		14

										「ない」と回答 カイトウ



重症心身障害児（者）の定義をご存知ですか

Ｑ2.重症心身障害児（者）の定義をご存知ですか	Ｑ3.重症心身障害児（者）の方（家族・関係機関等）からの相談を受けたことがありますか	それは誰からの相談でしたか	それはどんな相談でしたか	それらの相談事業所として対応（解決）はできましたか	Ｑ5.重症心身障害児（者）の方のサービス等利用計画書を作成したことがありますか	Ｑ5.重症心身障害児（者）の方のサービス等利用計画書

　　 を作成したことがありますか

ない
59%



訪問看護事業所

		Ｑ1.貴施設について、お伺いいたします キ シセツ ウカガ

		1		事業所名 ジギョウショ メイ

		2		電話番号 デンワ バンゴウ

		3		FAX番号 バンゴウ

		4		所在地 ショザイチ

		5		職員構成（常勤・非常勤は問いません） ショクイン コウセイ ジョウキン ヒジョウキン ト

						看護師 カンゴシ

						作業療法士 サギョウ リョウホウシ

						准看護師 ジュンカンゴシ

						理学療法士 リガク リョウホウシ

						保健師 ホケンシ

						言語療法士 ゲンゴ リョウホウシ

						その他 タ

		6		訪問可能な主な市町村 ホウモン カノウ オモ シチョウソン

		Q2.いままでに以下の項目を在宅看護で行ったことがありますか（あるものすべてにチェックをしてください） イカ コウモク ザイタク カンゴ オコナ

								成人在宅 セイジン ザイタク				小児在宅 ショウニ ザイタク

				在宅人工呼吸器の管理 ザイタク ジンコウ コキュウキ カンリ

				気管カニューレの交換 キカン コウカン

				気管カニューレ部位のガーゼ交換 キカン ブイ コウカン

				気管内吸引 キカンナイ キュウイン

				食事介助 ショクジ カイジョ

				経鼻チューブの交換 ケイビ コウカン

				胃瘻の管理 イロウ カンリ

				経管栄養の注入 ケイカン エイヨウ チュウニュウ

				ストーマの管理 カンリ

				尿道カテーテルの管理 ニョウドウ カンリ

				導尿 ドウニョウ

				入浴介助 ニュウヨク カイジョ

				看護師によるリハビリテーション カンゴシ

				OTもしくはPTによるリハビリテーション

				中心静脈カテーテル管理 チュウシン ジョウミャク カンリ

				高カロリー輸液の管理 コウ ユエキ カンリ

				薬剤の静注（抗生物質や利尿剤など） ヤクザイ ジョウチュウ コウセイ ブッシツ リニョウザイ

				麻薬による疼痛コントロール マヤク ウズ ツウ

				終末期の医療的ケア シュウマツキ イリョウテキ

				在宅での看取り ザイタク ミト

				24時間対応 ジカン タイオウ

		Q3.現時点で、依頼のあった場合、重症心身障害児（者）の在宅医療を行うことはできますか ゲンジテン イライ バアイ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ ザイタク イリョウ オコナ

		1		できる

		2		できない

		3		要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン

		Q4.依頼があった場合に可能な医療的ケアと身体介護についてお答えください イライ バアイ カノウ イリョウテキ シンタイ カイゴ コタ

		※個別シートにて対応 コベツ タイオウ



				Ｑ1.貴施設について、お伺いいたします キ シセツ ウカガ																										Q2.いままでに以下の項目を在宅看護で行ったことがありますか（あるものすべてにチェックをしてください）【1.ある、0.ない】 イカ コウモク ザイタク カンゴ オコナ																																																																																				Q3		Q4.依頼があった場合に可能な医療的ケアと身体介護についてお答えください【1.できる、2.できない、3.要相談（条件による）】 イライ バアイ カノウ イリョウテキ シンタイ カイゴ コタ ヨウ ソウダン ジョウケン																																																																																																																																																																																																																		Q5.重症心身障害児（者）の方に対する医療、在宅生活等についてお気づきのことなど、ご自由にお書きください ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ カタ タイ イリョウ ザイタク セイカツナド キ ジユウ カ

				事業所名 ジギョウショ メイ		電話番号 デンワ バンゴウ		FAX番号 バンゴウ		郵便番号 ユウビンバンゴウ		所在地 ショザイチ		職員構成（常勤・非常勤は問いません）【人数：名】 ショクイン コウセイ ジョウキン ヒジョウキン ト ニンズウ メイ														訪問可能な主な市町村 ホウモン カノウ オモ シチョウソン		在宅人工呼吸器の管理 ザイタク ジンコウ コキュウキ カンリ				気管カニューレの交換 キカン コウカン				気管カニューレ部位のガーゼ交換 キカン ブイ コウカン				気管内吸引 キカンナイ キュウイン				食事介助 ショクジ カイジョ				経鼻チューブの交換 ケイビ コウカン				胃瘻の管理 イロウ カンリ				経管栄養の注入 ケイカン エイヨウ チュウニュウ				ストーマの管理 カンリ				尿道カテーテルの管理 ニョウドウ カンリ				導尿 ドウニョウ				入浴介助 ニュウヨク カイジョ				看護師によるリハビリテーション カンゴシ				OTもしくはPTによるリハビリテーション				中心静脈カテーテル管理 チュウシン ジョウミャク カンリ				高カロリー輸液の管理 コウ ユエキ カンリ				薬剤の静注（抗生物質や利尿剤など） ヤクザイ ジョウチュウ コウセイ ブッシツ リニョウザイ				麻薬による疼痛コントロール マヤク ウズ ツウ				終末期の医療的ケア シュウマツキ イリョウテキ				在宅での看取り ザイタク ミト				24時間対応 ジカン タイオウ						在宅人工呼吸器の管理 ザイタク ジンコウ コキュウキ カンリ										気管カニューレの交換 キカン コウカン										気管カニューレの管理（日常の交換以外の対応） キカン カンリ ニチジョウ コウカン イガイ タイオウ										気管内吸引 キカンナイ キュウイン										食事介助 ショクジ カイジョ										経鼻チューブの交換 ケイビ コウカン										ストーマの管理 カンリ										尿道カテーテルの管理 ニョウドウ カンリ										導尿 ドウニョウ										入浴介助 ニュウヨク カイジョ										看護師によるリハビリテーション カンゴシ										OTもしくはPTによるリハビリテーション										中心静脈カテーテル管理 チュウシン ジョウミャク カンリ										高カロリー輸液の管理 コウ ユエキ カンリ										薬剤の静注（抗生物質や利尿剤など） ヤクザイ ジョウチュウ コウセイ ブッシツ リニョウザイ										麻薬による疼痛コントロール マヤク トウツウ										終末期の医療的ケア シュウマツキ イリョウテキ										在宅での看取り ザイタク ミト										24時間対応 ジカン タイオウ										外出の介助 ガイシュツ カイジョ										通院の介助 ツウイン カイジョ

		承諾可否 ショウダク カヒ												看護師 カンゴシ		作業療法士 サギョウ リョウホウシ		准看護師 ジュンカンゴシ		理学療法士 リガク リョウホウシ		保健師 ホケンシ		言語療法士 ゲンゴ リョウホウシ		その他 タ				成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ				乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ

		否 ヒ		曙訪問看護ステーション アケボノ ホウモン カンゴ		028-660-7803		028-683-5306		321-0901		宇都宮市平出町413番地		8		3		0		3		0		1				宇都宮、高根沢 ウツノミヤ タカネザワ		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		3		2		2		2		2		3		2		2		2		2		2		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		1		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		1		1		1		3		3		3		1		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		2		2		2		2		2		いつも大変お世話になっております。当STでも数名の小児利用者をNS、PT、OTでサポートしています。又、貴院のショートステイを利用させて頂いております。ご利用者様、家族が安心して過ごせるよう地域でサポートできたらと考えています。どうぞよろしくお願い申し上げます。 タイヘン セワ トウ スウメイ ショウニ リヨウシャ マタ キ イン リヨウ イタダ リヨウシャサマ カゾク アンシン ス チイキ カンガ ネガ モウ ア

		否 ヒ		とちぎメディカルセンター		0282-22-5810		0282-225812		328-0043		栃木市境町27-21		9		0		4		1		0		1		2		栃木市、小山市、壬生町 トチギシ オヤマシ ミブマチ		1		1		1		0		1		1		1		1		1		0		1		0		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		0		1		1		3		2		1		1		1		1		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		2		2		2		1		1		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		1		1		1		1		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		2		2		2		2		2

		否 ヒ		あいケアステーション		0282-23-6221		0282-24-9850		328-0074		栃木市薗部町2-5-9		1		0		2		2		0		0				栃木市 トチギシ		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		3		2		2		2		2		3		2		2		2		2		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		3		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		3		2		2		2		2		3		2		2		2		2		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		2		2		2		2		3

		否 ヒ		訪問看護ステーションこすもす		0285-80-5511		0285-80-5512		321-4337		真岡市上高間木2-24-4		4		2		0		1		0		0						1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		3		2		2		2		3		3		2		2		2		3		3		2		2		2		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		3		3		3		3		3		3		3		2		2		2		3		3		2		2		2		3		3		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		2		2		2		2		3		2		2		2		2		3		2		2		2		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		1		3		3		3		3		3		2		2		2		2		2		緊急時に主治医又はバッックベットのある病院との連携がとれる体制が整っていないと、在宅での対応に不安があります。
現在のところ、小児科、精神科看護を経験したスタッフがいない為、受け入れに不安がありますので今回はガイドマップ等に公表することに同意する事は控えさせていただきたいと思います。 キンキュウジ シュジイ マタ ビョウイン レンケイ タイセイ トトノ ザイタク タイオウ フアン ゲンザイ ショウニカ セイシンカ カンゴ ケイケン タメ ウ イ フアン コンカイ ナド コウヒョウ ドウイ コト ヒカ オモ

		否 ヒ		訪問看護ステーションひばり		0289-64-7226		0289-64-2225		322-8550		鹿沼市下田町1-1033		6		1		0		1		0		0				市内及び近隣市 シナイ オヨ キンリン シ		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		0		1		1		2

chizuru_tanaka: 未記入		1		1		2		2		1		2		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		1		3		3		1		1		1		3		3		3		3		1		3		3		1		1		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		1		3		3		3		1		1		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1

		否 ヒ		訪問看護ステーション那須		0287-73-5048		0287-63-4566		325-0023		那須塩原市豊浦10-706		5		0		2		0		0		0				那須塩原市、大田原市、那須町 ナスシオバラ シ オオタワラシ ナスマチ		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		0		0		1		0		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		2

chizuru_tanaka: 未記入		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1

		承諾 ショウダク		さくら訪問看護ステーション		0287-29-3252		0287-29-3252		324-0058		大田原市紫塚3-2633-10		5		0		0		1		0		0				大田原市、那須塩原市、矢板市 オオタワラシ ナスシオバラ シ ヤイタ シ		1		0		1		1		1		1		1		1		1		0		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		0		1		1		3		3		3		3		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		小児の受入数（実績）が少ないので、実際依頼があった場合、入院中から手技等の指導を受けたいと思います。 ショウニ ウケイレスウ ジッセキ スク ジッサイ イライ バアイ ニュウインチュウ シュギ ナド シドウ ウ オモ

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションたんぽぽ		0280-57-1888		0280-57-3819		329-0101		下都賀郡野木町友沼5119-12		20		3		0		5		0		0		2		野木町、小山市、旧藤岡町 ノギマチ オヤマシ キュウ フジオカマチ		1		1		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		1		1		1		1		1		1		0		0		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		3		1		1		1		1		1		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		3		3		3		3		3		1		1		3		2		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		2		2		2		2		2		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		受け入れてくれる訪問看護Stの数が少ないと思います。研修会の機会を設けてサービス体制が構築できると良いと思います。 ウ イ ホウモン カンゴ カズ スク オモ ケンシュウカイ キカイ モウ タイセイ コウチク ヨ オモ

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションうつのみや		028-612-6103		028-612-6104		320-0852		宇都宮市下砥上町字並塚643番地1		11		0		0		0		0		0		1		宇都宮市、壬生町 ウツノミヤシ ミブマチ		1		1		0		0		1		1		1		1		1		0		0		0		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		2

chizuru_tanaka: 未記入		3		3		3		3		1		2		2		2		2		2		3		3		3		1		1		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		3		3		3		1		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		3		3		3		1		1		3		3		3		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーション石橋		0285-52-2293		0285-52-2268		329-0511		下野市石橋628番地		7		0		0		1		0		0		1		下野市、上三川町、壬生町、宇都宮市（部） シモノ シ カミノカワマチ ミブマチ ウツノミヤシ ブ		1		1		0		0		1		1		1		1		1		0		1		0		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		3		1		1		1		1		1		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		1		3		3		3		3		3		3		3		3		1		1		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		2		2		2		2		2		最近、訪問依頼が増えてきていますが、私たち看護師の力量不足から利用者家族へ満足のいく看護が提供できないように感じています。現在の、利用者家族から教わることが多くあり、私たちが勉強になります。ただ、訪問していて思うことは、ご両親の今までの経験でケアが進み危険であり、指導させていただいても理解が得られないこともあり、ジレンマとなっています。例）誤嚥性肺炎を繰り返している方にヘッドアップして食事を摂るよう説明してもフラットのままであったり、他の方でPEG造設されているので、栄養はPEGからにして経口からは楽しみ程度にしてと言っても、食事を経口から摂るなど。 サイキン ホウモン イライ フ ワタクシ カンゴシ リキリョウ ブソク リヨウシャ カゾク マンゾク カンゴ テイキョウ カン ゲンザイ リヨウシャ カゾク オソ オオ ワタシ ベンキョウ ホウモン オモ リョウシン イマ ケイケン スス キケン シドウ リカイ エ レイ ゴエンセイ ハイエン ク カエ カタ ショクジ ト セツメイ ホカ カタ ゾウ セツ エイヨウ ケイコウ タノ テイド イ ショクジ ケイコウ ト

		承諾 ショウダク		マロニエ訪問看護ステーション		0287-37-6322		0287-39-3305		329-2763		那須塩原市井口537-3 にしなすの総合在宅ｹｱｾﾝﾀｰ内		5		7		0		5		0		2		1		那須塩原市、那須町、大田原市　リハビリのみ→那珂川町訪問可能 ナスシオバラ シ ナスマチ オオタワラシ ナカガワ マチ ホウモン カノウ		1		1		1		0		1		1		1		1		0		0		0		1		1		1		1		1		1		0		1		1		1		1		1		1		0		0		1		1		1		0		1		0		0		0		1		0		1		1		1		1		1		1		3		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーション佐野		0283-86-7013		0283-86-7031		327-0847		佐野市天神町７７４－２２ メープルハイツ１０１号室		3		0		1		0		0		0		1		足利市、佐野市、栃木市（旧岩船市） アシカガシ サノシ トチギシ キュウ イワフネ シ		0		0		0		0		1		0		1		0		1		0		0		0		1		0		0		0		1		0		1		0		0		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		2		2		2		2		2		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1

		承諾 ショウダク		とちぎ訪問看護ステーションくろばね		0287-54-0507		0287-54-0580		324-0241		大田原市黒羽向町142番地		6		0		0		0		1		0		2		大田原市、那須塩原市、那須町、那珂川町 オオタワラシ ナスシオバラ シ ナスマチ ナカガワマチ		1		0		0		0		1		1		1		1		1		0		1		0		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		3		3		3		3		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		1		2		2		2		2		2		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3

		承諾 ショウダク		鹿沼訪問看護ステーション		0289-60-5650		0289-60-1687		322-0021		鹿沼市上野町320-3高橋ビル１階１０３号室		5		0		0		0		0		0				鹿沼市、旧宇都宮市、旧今市市、壬生町、西片町 カヌマシ キュウ ウツノミヤシ キュウ イマイチシ ミブマチ ニシカタマチ		0		0		0		0		0		0		1		0		1		0		0		0		1		0		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		2

chizuru_tanaka: 未記入		2		2		2		2		1		2		2		2		2		3		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションほっと		028-626-5739		028-625-8201		321-0974		宇都宮市竹林町958		11		0		0		2		0		0		0		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2

		承諾 ショウダク		芳賀赤十字訪問看護ステーション		0285-84-8266		0285-84-8266		321-4306		真岡市台町2461		6		0		0		0		0		0		0		芳賀郡全域（真岡市、益子町、芳賀町、茂木町） ハガ グン ゼンイキ モオカシ マシコマチ ハガマチ モギ マチ		1		1		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		3		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		当ステーションは今年度小児在宅医との連携を開始することができました。安心して在宅療養を継続できるよう、多職種と連携し、実施しています。高齢者が介護サービスを選択するように、サービスの充実は得られていません。現実は家族だけで利用者（児）のケアを実施しているケースもあり家族の介護負担は大きいと考えます。負担軽減のためには、スムーズなレスパイト入院や日中の一時お預かり等充実した施設が増えることでさらに安心した療養環境の提供ができると思います。よろしくお願いいたします。 トウ コンネンド ショウニ ザイタク イ レンケイ カイシ アンシン ザイタク リョウヨウ ケイゾク タ ショクシュ レンケイ ジッシ コウレイシャ カイゴ センタク ジュウジツ エ ゲンジツ カゾク リヨウシャ ジ ジッシ カゾク カイゴ フタン オオ カンガ フタン ケイゲン ニュウイン ニッチュウ イチジ アズ ナド ジュウジツ シセツ フ アンシン リョウヨウ カンキョウ テイキョウ オモ ネガ

		承諾 ショウダク		とちぎ訪問看護ステーションみぶ		0282-82-7262		0282-82-7260		321-0218		下都賀郡壬生町落合1-18-12		16		0		0		0		0		0		1		上三川町、下野市、壬生町、宇都宮 カミノカワマチ シモノ シ ミブ チョウ ウツノミヤ		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		1		0		1		1		1		1		1		1		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		病院との連携が大切。在宅生活を支援するためにチームで対応する（介護者の支援） ビョウイン レンケイ タイセツ ザイタク セイカツ シエン タイオウ カイゴシャ シエン

		承諾 ショウダク		ＷＡＤＥＷＡＤＥ訪問看護ステーション		028-666-5420		028-666-5460		321-0923		栃木県宇都宮市下栗町2913-1 ３２１－０９２３		12		0		0		0		0		0				宇都宮市、上三川町、 ウツノミヤシ カミノカワマチ		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		0		0		1		0		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		重心の方を看る側（介護者）の負担軽減の必要性を感じてしまいます。まだまだ「私がやらなければ」という気持ちが強く、様々な資源活用へと動きが進むような発信が大切だと思っています。 ジュウシン カタ ミ ガワ カイゴシャ フタン ケイゲン ヒツヨウセイ カン ワタシ キモ ツヨ サマザマ シゲン カツヨウ ウゴ スス ハッシン タイセツ オモ

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションあい		0287-83-8035		0287-83-8222		321-0628		那須烏山市金井2-5-9 ベンチャープラザ7号室 ゴウシツ		8		0		1		0		0		0		1		那須烏山市、那珂川町、茂木町、一貝町 ナスカラスヤマシ ナカガワマチ モギマチ イチ ガイ マチ		1		1		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		0		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		小児や重心など医療依存度が高い方には家族が安心して預けられる事業所とスタッフが必要です（レスパイトの本当の意味で）訪問看護スタッフが動きやすい仕組みがあればもっと介入できると思います。例えば在宅以外への支援での算定が可能になる。長時間支援が可能になるなど。在宅支援診療所が多ければ助かります。開業医で努力してくださる医師の力で乗り切っている地域は特にそう感じます。後方病院親元病院との連携、地域との調整などスムーズにシームレスに行われるとうれしいです。行政からの介入が少なく、制度のことなど知らないまま苦労されている方が多いので、窓口での丁寧かつタイミングよく助言をしていただくと嬉しいです。 ショウニ ジュウシン イリョウ イゾンド タカ カタ カゾク アンシン アズ ジギョウショ ヒツヨウ ホントウ イミ ホウモン カンゴ ウゴ シク カイニュウ オモ タト ザイタク イガイ シエン サンテイ カノウ チョウジカン シエン カノウ ザイタク シエン シンリョウジョ オオ タス カイギョウイ ドリョク イシ チカラ ノ キ チイキ トク カン コウホウ ビョウイン オヤモト ビョウイン レンケイ チイキ チョウセイ オコナ ギョウセイ カイニュウ スク セイド シ クロウ カタ オオ マドグチ テイネイ ジョゲン ウレ

		承諾 ショウダク		あおい訪問看護ステーション		0284-73-9456		0284-72-7600		326-0831		足利市堀込町2556 セレッソ・コート１階		16		0		0		4		0		0				足利市とその周辺（佐野市、館林市、巴楽町、太田市、桐生市） アシカガシ シュウヘン サノシ タテバヤシシ トモエ ラク マチ オオタシ キリュウシ		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1

		承諾 ショウダク		那須赤十字訪問看護ステーション		0287-23-8866		0287-23-8903		324-8686		大田原市中田原1081-4		8		1		0		0		0		0				大田原市、那須塩原市（一部を除く） オオタワラシ ナスシオバラ シ イチブ ノゾ		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		1		1		0		1		0		1		1		1		0		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションゆりの木		0287-47-5123		0287-47-5124		324-0028		大田原市山の手1-1-7 ヤマ テ		4		0		0		0		0		0				大田原市、那須塩原市、那珂川町 オオタワラシ ナスシオバラ シ ナカガワマチ		1		1		1		0		1		1		1		1		0		0		0		1		1		0		1		1		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		0		0		1		0		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		3		1		1		1		1		2		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		3		1		1		1		1		3		1		1		1		1		1		1		1		1		3		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		3		3		1		3		3		1		1		1		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		重症心身障害児施設で勤務したことのある看護師が2名いますので積極的に依頼があれば支援させていただきたいと思っています。こどもはやはり親元で成長発達できることが何よりも必要なことであると思っています。 ジュウショウ シンシン ショウガイ ジ シセツ キンム カンゴシ メイ セッキョクテキ イライ シエン オモ オヤモト セイチョウ ハッタツ ナニ ヒツヨウ オモ

		承諾 ショウダク		ライフ訪問看護リハビリテーション		0284-64-8799		0284-64-8335		326-0831		足利市堀込町2656-7　ASKビル３０１号		5		0		0		1		0		0		0		足利市、佐野市、館林市、邑楽郡、太田市、桐生市 アシカガシ サノシ タテバヤシシ オウラ グン オオタシ キリュウシ		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		この件に関する研修の案内が少ないため、学ぶ機会をもっと増やしてほしい ケン カン ケンシュウ アンナイ スク マナ キカイ フ

		承諾 ショウダク		わくわく訪問看護ステーションおやま		0285-24-6575		0285-20-0255		323-0022		小山市駅東通り3-9-6		11		0		0		5		0		0		0		小山市、結城市（茨城県）、下野市の一部、栃木市（PTのみ） オヤマシ ユウキシ イバラキケン シモノ シ イチブ トチギシ		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		1		1		1		1		3		3		3		1		1		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		自立支援のケアマネージャーがいるが、医療福祉行政をうまく連携してまとめる役割が果たせていない。それぞれが別々で動いており、介護者が困ったときの相談窓口に迷う。 ジリツ シエン イリョウ フクシ ギョウセイ レンケイ ヤクワリ ハ ベツベツ ウゴ カイゴシャ コマ ソウダン マドグチ マヨ

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーション風		028-612-1333		028-612-1384		321-0117		宇都宮市城南3丁目5-6		3		1		0		1		0		0				宇都宮、鹿沼、下野、壬生 ウツノミヤ カヌマ シモノ ミブ		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		1		1		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1

		承諾 ショウダク		宮の橋訪問看護ステーション		028-635-9839		028-635-9839		321-0963		宇都宮市南大通り1-1-23		7		0		0		1		0		0		0		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		1		1		0		1		1		1		1		1		0		0		0		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		レスパイト等受け入れ先が少ない。市のコーディネーター様がご多忙の様子であり、要望に対しての対応にかなりの時間を要する（対応されないこともある）。年度変わるときなど、担当者（市）の引き継ぎがされず、進んでいた調整も振り出しに戻ってしまうことがある。 トウ ウ イ サキ スク シ サマ タボウ ヨウス ヨウボウ タイ タイオウ ジカン ヨウ タイオウ ネンド カ タントウシャ シ ヒ ツ スス チョウセイ フ ダ モド

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションオリーブ		0282-27-8414		0282-27-8415		328-0027		栃木市今泉町1丁目17番29号		7		0		0		0		0		0				栃木市、小山市、下野市、壬生町 トチギシ オヤマシ シモノ シ ミブ マチ		1		1		1		0		1		1		1		1		0		0		0		0		1		1		1		1		0		0		1		1		1		0		1		1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションマザーの家		0283-85-7771		0283-85-7772		327-0504		佐野市中町942-1		2		0		3		0		0		0				佐野市 サノシ		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーション卯の郷		028-682-7770		028-682-7766		329-1311		さくら市氏家2650番地		3		0		0		0		0		0				さくら市（周辺15ｋｍ以内）、塩谷町、那須烏山市、宇都宮市、高根沢町 シ シュウヘン イナイ シオヤ マチ ナスカラスヤマシ ウツノミヤシ タカネザワ マチ		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		3		3		3		3		3		1		2		2		2		2		2		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		2		2		2		3		3		3		3		1		1		1		3		3		3		3		1		2		2		2		2		2		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		2		2		2		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションたかねざわ		028-680-1701		028-680-1702		329-1233		塩谷郡高根沢町宝積寺2426-8 		16		0		0		0		0		0				高根沢町、さくら市、那須烏山市、芳賀町、市貝町、茂木町、益子町、宇都宮市 タカネザワマチ シ ナスカラスヤマシ ハガ マチ イチ カイ チョウ モギマチ マシコ チョウ ウツノミヤシ		1		1		1		0		1		1		1		1		1		0		1		0		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		2		2		2		2		2

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションみどり		0285-45-8362		0285-45-8397		329-0214		小山市乙女786-1		3		0		1		0		0		0				小山市、栃木市、古河市、結城市 オヤマシ トチギシ コガシ ユウキシ		0		0		1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		1		0		1		0		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		3		2		2		2		3		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		1		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		1		1		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		訪問看護師がもっと社会資源として同行できるとよいと思う。在宅での療養はもっと看護師が活躍できる体制が整うとよいと思った。 ホウモン カンゴシ シャカイ シゲン ドウコウ オモ ザイタク リョウヨウ カンゴシ カツヤク タイセイ トトノ オモ

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションあるく		028-643-5586		028-678-8796		320-0036		宇都宮市小幡2-6-14 		5		0		1		0		0		0		1		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		0		1		0		1		0		1		0		0		1		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3

		承諾 ショウダク		とちぎ訪問看護ステーションおやま		0285-39-8602		0285-39-8607		323-0827		栃木県小山市神鳥谷2251-7 ３２３－０８２７		12		0		0		0		0		0		1		小山市、下野市（南部）、野木町（北部） オヤマシ シモノ シ ナンブ ノギ マチ ホクブ		1		1		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		1		1		1		0		0		1		0		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		3		3		1		1		1		3		1		1		1		1		小児の重症心身障害児の訪問看護を行っていく上で。たびたび感じるのが成長に伴った教育、就学が難しく親御さんの希望通りにいかないことが多く残念に思います。難しいところだと思いますが… ショウニ ジュウショウ シンシン ショウガイジ ホウモン カンゴ オコナ ウエ カン セイチョウ トモナ キョウイク シュウガク ムズカ オヤゴ キボウ ドオ オオ ザンネン オモ ムズカ オモ

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションここあ		028-600-3735		028-600-3736		321-2116		栃木県宇都宮市徳次郎町998-9 ３２１－２１１６		10		1		0		1		0		0		2		宇都宮市、日光市、 ウツノミヤシ ニッコウシ		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2

chizuru_tanaka: 未記入		

chizuru_tanaka: 未記入		

chizuru_tanaka: 未記入		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3







訪問看護事業所 (記述)

		Ｑ1.貴施設について、お伺いいたします キ シセツ ウカガ

		1		事業所名 ジギョウショ メイ

		2		電話番号 デンワ バンゴウ

		3		FAX番号 バンゴウ

		4		所在地 ショザイチ

		5		職員構成（常勤・非常勤は問いません） ショクイン コウセイ ジョウキン ヒジョウキン ト

						看護師 カンゴシ

						作業療法士 サギョウ リョウホウシ

						准看護師 ジュンカンゴシ

						理学療法士 リガク リョウホウシ

						保健師 ホケンシ

						言語療法士 ゲンゴ リョウホウシ

						その他 タ

		6		訪問可能な主な市町村 ホウモン カノウ オモ シチョウソン

		Q2.いままでに以下の項目を在宅看護で行ったことがありますか（あるものすべてにチェックをしてください） イカ コウモク ザイタク カンゴ オコナ

								成人在宅 セイジン ザイタク				小児在宅 ショウニ ザイタク

				在宅人工呼吸器の管理 ザイタク ジンコウ コキュウキ カンリ

				気管カニューレの交換 キカン コウカン

				気管カニューレ部位のガーゼ交換 キカン ブイ コウカン

				気管内吸引 キカンナイ キュウイン

				食事介助 ショクジ カイジョ

				経鼻チューブの交換 ケイビ コウカン

				胃瘻の管理 イロウ カンリ

				経管栄養の注入 ケイカン エイヨウ チュウニュウ

				ストーマの管理 カンリ

				尿道カテーテルの管理 ニョウドウ カンリ

				導尿 ドウニョウ

				入浴介助 ニュウヨク カイジョ

				看護師によるリハビリテーション カンゴシ

				OTもしくはPTによるリハビリテーション

				中心静脈カテーテル管理 チュウシン ジョウミャク カンリ

				高カロリー輸液の管理 コウ ユエキ カンリ

				薬剤の静注（抗生物質や利尿剤など） ヤクザイ ジョウチュウ コウセイ ブッシツ リニョウザイ

				麻薬による疼痛コントロール マヤク ウズ ツウ

				終末期の医療的ケア シュウマツキ イリョウテキ

				在宅での看取り ザイタク ミト

				24時間対応 ジカン タイオウ

		Q3.現時点で、依頼のあった場合、重症心身障害児（者）の在宅医療を行うことはできますか ゲンジテン イライ バアイ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ ザイタク イリョウ オコナ

		1		できる

		2		できない

		3		要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン

		Q4.依頼があった場合に可能な医療的ケアと身体介護についてお答えください イライ バアイ カノウ イリョウテキ シンタイ カイゴ コタ

		※個別シートにて対応 コベツ タイオウ



				Ｑ1.貴施設について、お伺いいたします キ シセツ ウカガ										Q5.重症心身障害児（者）の方に対する医療、在宅生活等についてお気づきのことなど、ご自由にお書きください ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ カタ タイ イリョウ ザイタク セイカツナド キ ジユウ カ

				事業所名 ジギョウショ メイ		電話番号 デンワ バンゴウ		FAX番号 バンゴウ		郵便番号 ユウビンバンゴウ		所在地 ショザイチ

		承諾可否 ショウダク カヒ

		否 ヒ		曙訪問看護ステーション アケボノ ホウモン カンゴ		028-660-7803		028-683-5306		321-0901		宇都宮市平出町413番地		いつも大変お世話になっております。当STでも数名の小児利用者をNS、PT、OTでサポートしています。又、貴院のショートステイを利用させて頂いております。ご利用者様、家族が安心して過ごせるよう地域でサポートできたらと考えています。どうぞよろしくお願い申し上げます。 タイヘン セワ トウ スウメイ ショウニ リヨウシャ マタ キ イン リヨウ イタダ リヨウシャサマ カゾク アンシン ス チイキ カンガ ネガ モウ ア

		否 ヒ		とちぎメディカルセンター		0282-22-5810		0282-225812		328-0043		栃木市境町27-21

		否 ヒ		あいケアステーション		0282-23-6221		0282-24-9850		328-0074		栃木市薗部町2-5-9

		否 ヒ		訪問看護ステーションこすもす		0285-80-5511		0285-80-5512		321-4337		真岡市上高間木2-24-4		緊急時に主治医又はバッックベットのある病院との連携がとれる体制が整っていないと、在宅での対応に不安があります。
現在のところ、小児科、精神科看護を経験したスタッフがいない為、受け入れに不安がありますので今回はガイドマップ等に公表することに同意する事は控えさせていただきたいと思います。 キンキュウジ シュジイ マタ ビョウイン レンケイ タイセイ トトノ ザイタク タイオウ フアン ゲンザイ ショウニカ セイシンカ カンゴ ケイケン タメ ウ イ フアン コンカイ ナド コウヒョウ ドウイ コト ヒカ オモ

		否 ヒ		訪問看護ステーションひばり		0289-64-7226		0289-64-2225		322-8550		鹿沼市下田町1-1033

		否 ヒ		訪問看護ステーション那須		0287-73-5048		0287-63-4566		325-0023		那須塩原市豊浦10-706

		承諾 ショウダク		さくら訪問看護ステーション		0287-29-3252		0287-29-3252		324-0058		大田原市紫塚3-2633-10		小児の受入数（実績）が少ないので、実際依頼があった場合、入院中から手技等の指導を受けたいと思います。 ショウニ ウケイレスウ ジッセキ スク ジッサイ イライ バアイ ニュウインチュウ シュギ ナド シドウ ウ オモ

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションたんぽぽ		0280-57-1888		0280-57-3819		329-0101		下都賀郡野木町友沼5119-12		受け入れてくれる訪問看護Stの数が少ないと思います。研修会の機会を設けてサービス体制が構築できると良いと思います。 ウ イ ホウモン カンゴ カズ スク オモ ケンシュウカイ キカイ モウ タイセイ コウチク ヨ オモ

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションうつのみや		028-612-6103		028-612-6104		320-0852		宇都宮市下砥上町字並塚643番地1

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーション石橋		0285-52-2293		0285-52-2268		329-0511		下野市石橋628番地		最近、訪問依頼が増えてきていますが、私たち看護師の力量不足から利用者家族へ満足のいく看護が提供できないように感じています。現在の、利用者家族から教わることが多くあり、私たちが勉強になります。ただ、訪問していて思うことは、ご両親の今までの経験でケアが進み危険であり、指導させていただいても理解が得られないこともあり、ジレンマとなっています。例）誤嚥性肺炎を繰り返している方にヘッドアップして食事を摂るよう説明してもフラットのままであったり、他の方でPEG造設されているので、栄養はPEGからにして経口からは楽しみ程度にしてと言っても、食事を経口から摂るなど。 サイキン ホウモン イライ フ ワタクシ カンゴシ リキリョウ ブソク リヨウシャ カゾク マンゾク カンゴ テイキョウ カン ゲンザイ リヨウシャ カゾク オソ オオ ワタシ ベンキョウ ホウモン オモ リョウシン イマ ケイケン スス キケン シドウ リカイ エ レイ ゴエンセイ ハイエン ク カエ カタ ショクジ ト セツメイ ホカ カタ ゾウ セツ エイヨウ ケイコウ タノ テイド イ ショクジ ケイコウ ト

		承諾 ショウダク		マロニエ訪問看護ステーション		0287-37-6322		0287-39-3305		329-2763		那須塩原市井口537-3 にしなすの総合在宅ｹｱｾﾝﾀｰ内

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーション佐野		0283-86-7013		0283-86-7031		327-0847		佐野市天神町７７４－２２ メープルハイツ１０１号室

		承諾 ショウダク		とちぎ訪問看護ステーションくろばね		0287-54-0507		0287-54-0580		324-0241		大田原市黒羽向町142番地

		承諾 ショウダク		鹿沼訪問看護ステーション		0289-60-5650		0289-60-1687		322-0021		鹿沼市上野町320-3高橋ビル１階１０３号室

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションほっと		028-626-5739		028-625-8201		321-0974		宇都宮市竹林町958

		承諾 ショウダク		芳賀赤十字訪問看護ステーション		0285-84-8266		0285-84-8266		321-4306		真岡市台町2461		当ステーションは今年度小児在宅医との連携を開始することができました。安心して在宅療養を継続できるよう、多職種と連携し、実施しています。高齢者が介護サービスを選択するように、サービスの充実は得られていません。現実は家族だけで利用者（児）のケアを実施しているケースもあり家族の介護負担は大きいと考えます。負担軽減のためには、スムーズなレスパイト入院や日中の一時お預かり等充実した施設が増えることでさらに安心した療養環境の提供ができると思います。よろしくお願いいたします。 トウ コンネンド ショウニ ザイタク イ レンケイ カイシ アンシン ザイタク リョウヨウ ケイゾク タ ショクシュ レンケイ ジッシ コウレイシャ カイゴ センタク ジュウジツ エ ゲンジツ カゾク リヨウシャ ジ ジッシ カゾク カイゴ フタン オオ カンガ フタン ケイゲン ニュウイン ニッチュウ イチジ アズ ナド ジュウジツ シセツ フ アンシン リョウヨウ カンキョウ テイキョウ オモ ネガ

		承諾 ショウダク		とちぎ訪問看護ステーションみぶ		0282-82-7262		0282-82-7260		321-0218		下都賀郡壬生町落合1-18-12		病院との連携が大切。在宅生活を支援するためにチームで対応する（介護者の支援） ビョウイン レンケイ タイセツ ザイタク セイカツ シエン タイオウ カイゴシャ シエン

		承諾 ショウダク		ＷＡＤＥＷＡＤＥ訪問看護ステーション		028-666-5420		028-666-5460		321-0923		栃木県宇都宮市下栗町2913-1 ３２１－０９２３		重心の方を看る側（介護者）の負担軽減の必要性を感じてしまいます。まだまだ「私がやらなければ」という気持ちが強く、様々な資源活用へと動きが進むような発信が大切だと思っています。 ジュウシン カタ ミ ガワ カイゴシャ フタン ケイゲン ヒツヨウセイ カン ワタシ キモ ツヨ サマザマ シゲン カツヨウ ウゴ スス ハッシン タイセツ オモ

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションあい		0287-83-8035		0287-83-8222		321-0628		那須烏山市金井2-5-9 ベンチャープラザ7号室 ゴウシツ		小児や重心など医療依存度が高い方には家族が安心して預けられる事業所とスタッフが必要です（レスパイトの本当の意味で）訪問看護スタッフが動きやすい仕組みがあればもっと介入できると思います。例えば在宅以外への支援での算定が可能になる。長時間支援が可能になるなど。在宅支援診療所が多ければ助かります。開業医で努力してくださる医師の力で乗り切っている地域は特にそう感じます。後方病院親元病院との連携、地域との調整などスムーズにシームレスに行われるとうれしいです。行政からの介入が少なく、制度のことなど知らないまま苦労されている方が多いので、窓口での丁寧かつタイミングよく助言をしていただくと嬉しいです。 ショウニ ジュウシン イリョウ イゾンド タカ カタ カゾク アンシン アズ ジギョウショ ヒツヨウ ホントウ イミ ホウモン カンゴ ウゴ シク カイニュウ オモ タト ザイタク イガイ シエン サンテイ カノウ チョウジカン シエン カノウ ザイタク シエン シンリョウジョ オオ タス カイギョウイ ドリョク イシ チカラ ノ キ チイキ トク カン コウホウ ビョウイン オヤモト ビョウイン レンケイ チイキ チョウセイ オコナ ギョウセイ カイニュウ スク セイド シ クロウ カタ オオ マドグチ テイネイ ジョゲン ウレ

		承諾 ショウダク		あおい訪問看護ステーション		0284-73-9456		0284-72-7600		326-0831		足利市堀込町2556 セレッソ・コート１階

		承諾 ショウダク		那須赤十字訪問看護ステーション		0287-23-8866		0287-23-8903		324-8686		大田原市中田原1081-4

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションゆりの木		0287-47-5123		0287-47-5124		324-0028		大田原市山の手1-1-7 ヤマ テ		重症心身障害児施設で勤務したことのある看護師が2名いますので積極的に依頼があれば支援させていただきたいと思っています。こどもはやはり親元で成長発達できることが何よりも必要なことであると思っています。 ジュウショウ シンシン ショウガイ ジ シセツ キンム カンゴシ メイ セッキョクテキ イライ シエン オモ オヤモト セイチョウ ハッタツ ナニ ヒツヨウ オモ

		承諾 ショウダク		ライフ訪問看護リハビリテーション		0284-64-8799		0284-64-8335		326-0831		足利市堀込町2656-7　ASKビル３０１号		この件に関する研修の案内が少ないため、学ぶ機会をもっと増やしてほしい ケン カン ケンシュウ アンナイ スク マナ キカイ フ

		承諾 ショウダク		わくわく訪問看護ステーションおやま		0285-24-6575		0285-20-0255		323-0022		小山市駅東通り3-9-6		自立支援のケアマネージャーがいるが、医療福祉行政をうまく連携してまとめる役割が果たせていない。それぞれが別々で動いており、介護者が困ったときの相談窓口に迷う。 ジリツ シエン イリョウ フクシ ギョウセイ レンケイ ヤクワリ ハ ベツベツ ウゴ カイゴシャ コマ ソウダン マドグチ マヨ

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーション風		028-612-1333		028-612-1384		321-0117		宇都宮市城南3丁目5-6

		承諾 ショウダク		宮の橋訪問看護ステーション		028-635-9839		028-635-9839		321-0963		宇都宮市南大通り1-1-23		レスパイト等受け入れ先が少ない。市のコーディネーター様がご多忙の様子であり、要望に対しての対応にかなりの時間を要する（対応されないこともある）。年度変わるときなど、担当者（市）の引き継ぎがされず、進んでいた調整も振り出しに戻ってしまうことがある。 トウ ウ イ サキ スク シ サマ タボウ ヨウス ヨウボウ タイ タイオウ ジカン ヨウ タイオウ ネンド カ タントウシャ シ ヒ ツ スス チョウセイ フ ダ モド

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションオリーブ		0282-27-8414		0282-27-8415		328-0027		栃木市今泉町1丁目17番29号

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションマザーの家		0283-85-7771		0283-85-7772		327-0504		佐野市中町942-1

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーション卯の郷		028-682-7770		028-682-7766		329-1311		さくら市氏家2650番地

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションたかねざわ		028-680-1701		028-680-1702		329-1233		塩谷郡高根沢町宝積寺2426-8 

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションみどり		0285-45-8362		0285-45-8397		329-0214		小山市乙女786-1		訪問看護師がもっと社会資源として同行できるとよいと思う。在宅での療養はもっと看護師が活躍できる体制が整うとよいと思った。 ホウモン カンゴシ シャカイ シゲン ドウコウ オモ ザイタク リョウヨウ カンゴシ カツヤク タイセイ トトノ オモ

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションあるく		028-643-5586		028-678-8796		320-0036		宇都宮市小幡2-6-14 

		承諾 ショウダク		とちぎ訪問看護ステーションおやま		0285-39-8602		0285-39-8607		323-0827		栃木県小山市神鳥谷2251-7 ３２３－０８２７		小児の重症心身障害児の訪問看護を行っていく上で。たびたび感じるのが成長に伴った教育、就学が難しく親御さんの希望通りにいかないことが多く残念に思います。難しいところだと思いますが… ショウニ ジュウショウ シンシン ショウガイジ ホウモン カンゴ オコナ ウエ カン セイチョウ トモナ キョウイク シュウガク ムズカ オヤゴ キボウ ドオ オオ ザンネン オモ ムズカ オモ

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションここあ		028-600-3735		028-600-3736		321-2116		栃木県宇都宮市徳次郎町998-9 ３２１－２１１６







訪問看護事業所 (作業)

		Ｑ1.貴施設について、お伺いいたします キ シセツ ウカガ

		1		事業所名 ジギョウショ メイ

		2		電話番号 デンワ バンゴウ

		3		FAX番号 バンゴウ

		4		所在地 ショザイチ

		5		職員構成（常勤・非常勤は問いません） ショクイン コウセイ ジョウキン ヒジョウキン ト

						看護師 カンゴシ

						作業療法士 サギョウ リョウホウシ

						准看護師 ジュンカンゴシ

						理学療法士 リガク リョウホウシ

						保健師 ホケンシ

						言語療法士 ゲンゴ リョウホウシ

						その他 タ

		6		訪問可能な主な市町村 ホウモン カノウ オモ シチョウソン

		Q2.いままでに以下の項目を在宅看護で行ったことがありますか（あるものすべてにチェックをしてください） イカ コウモク ザイタク カンゴ オコナ

								成人在宅 セイジン ザイタク				小児在宅 ショウニ ザイタク

				在宅人工呼吸器の管理 ザイタク ジンコウ コキュウキ カンリ

				気管カニューレの交換 キカン コウカン

				気管カニューレ部位のガーゼ交換 キカン ブイ コウカン

				気管内吸引 キカンナイ キュウイン

				食事介助 ショクジ カイジョ

				経鼻チューブの交換 ケイビ コウカン

				胃瘻の管理 イロウ カンリ

				経管栄養の注入 ケイカン エイヨウ チュウニュウ

				ストーマの管理 カンリ

				尿道カテーテルの管理 ニョウドウ カンリ

				導尿 ドウニョウ

				入浴介助 ニュウヨク カイジョ

				看護師によるリハビリテーション カンゴシ

				OTもしくはPTによるリハビリテーション

				中心静脈カテーテル管理 チュウシン ジョウミャク カンリ

				高カロリー輸液の管理 コウ ユエキ カンリ

				薬剤の静注（抗生物質や利尿剤など） ヤクザイ ジョウチュウ コウセイ ブッシツ リニョウザイ

				麻薬による疼痛コントロール マヤク ウズ ツウ

				終末期の医療的ケア シュウマツキ イリョウテキ

				在宅での看取り ザイタク ミト

				24時間対応 ジカン タイオウ

		Q3.現時点で、依頼のあった場合、重症心身障害児（者）の在宅医療を行うことはできますか ゲンジテン イライ バアイ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ ザイタク イリョウ オコナ

		1		できる

		2		できない

		3		要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン

		Q4.依頼があった場合に可能な医療的ケアと身体介護についてお答えください イライ バアイ カノウ イリョウテキ シンタイ カイゴ コタ

		※個別シートにて対応 コベツ タイオウ



				Ｑ1.貴施設について、お伺いいたします キ シセツ ウカガ																																												Q2.いままでに以下の項目を在宅看護で行ったことがありますか（あるものすべてにチェックをしてください）【1.ある、0.ない】 イカ コウモク ザイタク カンゴ オコナ																																																																																				Q3		Q4.依頼があった場合に可能な医療的ケアと身体介護についてお答えください【1.できる、2.できない、3.要相談（条件による）】 イライ バアイ カノウ イリョウテキ シンタイ カイゴ コタ ヨウ ソウダン ジョウケン																																																																																																																																																																																																																		Q5.重症心身障害児（者）の方に対する医療、在宅生活等についてお気づきのことなど、ご自由にお書きください ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ カタ タイ イリョウ ザイタク セイカツナド キ ジユウ カ

				事業所名 ジギョウショ メイ		電話番号 デンワ バンゴウ		FAX番号 バンゴウ		郵便番号 ユウビンバンゴウ		所在地 ショザイチ		職員構成（常勤・非常勤は問いません）【人数：名】 ショクイン コウセイ ジョウキン ヒジョウキン ト ニンズウ メイ																																訪問可能な主な市町村 ホウモン カノウ オモ シチョウソン		在宅人工呼吸器の管理 ザイタク ジンコウ コキュウキ カンリ				気管カニューレの交換 キカン コウカン				気管カニューレ部位のガーゼ交換 キカン ブイ コウカン				気管内吸引 キカンナイ キュウイン				食事介助 ショクジ カイジョ				経鼻チューブの交換 ケイビ コウカン				胃瘻の管理 イロウ カンリ				経管栄養の注入 ケイカン エイヨウ チュウニュウ				ストーマの管理 カンリ				尿道カテーテルの管理 ニョウドウ カンリ				導尿 ドウニョウ				入浴介助 ニュウヨク カイジョ				看護師によるリハビリテーション カンゴシ				OTもしくはPTによるリハビリテーション				中心静脈カテーテル管理 チュウシン ジョウミャク カンリ				高カロリー輸液の管理 コウ ユエキ カンリ				薬剤の静注（抗生物質や利尿剤など） ヤクザイ ジョウチュウ コウセイ ブッシツ リニョウザイ				麻薬による疼痛コントロール マヤク ウズ ツウ				終末期の医療的ケア シュウマツキ イリョウテキ				在宅での看取り ザイタク ミト				24時間対応 ジカン タイオウ						在宅人工呼吸器の管理 ザイタク ジンコウ コキュウキ カンリ										気管カニューレの交換 キカン コウカン										気管カニューレの管理（日常の交換以外の対応） キカン カンリ ニチジョウ コウカン イガイ タイオウ										気管内吸引 キカンナイ キュウイン										食事介助 ショクジ カイジョ										経鼻チューブの交換 ケイビ コウカン										ストーマの管理 カンリ										尿道カテーテルの管理 ニョウドウ カンリ										導尿 ドウニョウ										入浴介助 ニュウヨク カイジョ										看護師によるリハビリテーション カンゴシ										OTもしくはPTによるリハビリテーション										中心静脈カテーテル管理 チュウシン ジョウミャク カンリ										高カロリー輸液の管理 コウ ユエキ カンリ										薬剤の静注（抗生物質や利尿剤など） ヤクザイ ジョウチュウ コウセイ ブッシツ リニョウザイ										麻薬による疼痛コントロール マヤク トウツウ										終末期の医療的ケア シュウマツキ イリョウテキ										在宅での看取り ザイタク ミト										24時間対応 ジカン タイオウ										外出の介助 ガイシュツ カイジョ										通院の介助 ツウイン カイジョ

		承諾可否 ショウダク カヒ												看護師 カンゴシ		作業療法士 サギョウ リョウホウシ		准看護師 ジュンカンゴシ		理学療法士 リガク リョウホウシ		保健師 ホケンシ		言語療法士 ゲンゴ リョウホウシ		その他 タ																						成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ				乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ

		否 ヒ		曙訪問看護ステーション アケボノ ホウモン カンゴ		028-660-7803		028-683-5306		321-0901		宇都宮市平出町413番地		8		3		0		3		0		1		0		宇都宮 ウツノミヤ		高根沢 タカネザワ														宇都宮市 ウツノミヤシ		宇都宮、高根沢 ウツノミヤ タカネザワ		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		3		2		2		2		2		3		2		2		2		2		2		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		1		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		1		1		1		3		3		3		1		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		2		2		2		2		2		いつも大変お世話になっております。当STでも数名の小児利用者をNS、PT、OTでサポートしています。又、貴院のショートステイを利用させて頂いております。ご利用者様、家族が安心して過ごせるよう地域でサポートできたらと考えています。どうぞよろしくお願い申し上げます。 タイヘン セワ トウ スウメイ ショウニ リヨウシャ マタ キ イン リヨウ イタダ リヨウシャサマ カゾク アンシン ス チイキ カンガ ネガ モウ ア

		否 ヒ		とちぎメディカルセンター		0282-22-5810		0282-225812		328-0043		栃木市境町27-21		9		0		4		1		0		1		2		栃木市 トチギシ		小山市 オヤマシ		壬生町 ミブマチ												栃木市 トチギシ		栃木市、小山市、壬生町 トチギシ オヤマシ ミブマチ		1		1		1		0		1		1		1		1		1		0		1		0		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		0		1		1		3		2		1		1		1		1		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		2		2		2		1		1		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		1		1		1		1		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		2		2		2		2		2

		否 ヒ		あいケアステーション		0282-23-6221		0282-24-9850		328-0074		栃木市薗部町2-5-9		1		0		2		2		0		0		0		栃木市 トチギシ																栃木市 トチギシ		栃木市 トチギシ		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		3		2		2		2		2		3		2		2		2		2		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		3		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		3		2		2		2		2		3		2		2		2		2		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		2		2		2		2		3

		否 ヒ		訪問看護ステーションこすもす		0285-80-5511		0285-80-5512		321-4337		真岡市上高間木2-24-4		4		2		0		1		0		0		0																		鹿沼市 カヌマシ				1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		3		2		2		2		3		3		2		2		2		3		3		2		2		2		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		3		3		3		3		3		3		3		2		2		2		3		3		2		2		2		3		3		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		2		2		2		2		3		2		2		2		2		3		2		2		2		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		1		3		3		3		3		3		2		2		2		2		2		緊急時に主治医又はバッックベットのある病院との連携がとれる体制が整っていないと、在宅での対応に不安があります。
現在のところ、小児科、精神科看護を経験したスタッフがいない為、受け入れに不安がありますので今回はガイドマップ等に公表することに同意する事は控えさせていただきたいと思います。 キンキュウジ シュジイ マタ ビョウイン レンケイ タイセイ トトノ ザイタク タイオウ フアン ゲンザイ ショウニカ セイシンカ カンゴ ケイケン タメ ウ イ フアン コンカイ ナド コウヒョウ ドウイ コト ヒカ オモ

		否 ヒ		訪問看護ステーションひばり		0289-64-7226		0289-64-2225		322-8550		鹿沼市下田町1-1033		6		1		0		1		0		0		0		鹿沼市 カヌマシ																那須塩原市 ナスシオバラ シ		市内及び近隣市 シナイ オヨ キンリン シ		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		0		1		1		2

chizuru_tanaka: 未記入		1		1		2		2		1		2		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		1		3		3		1		1		1		3		3		3		3		1		3		3		1		1		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		1		3		3		3		1		1		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1

		否 ヒ		訪問看護ステーション那須		0287-73-5048		0287-63-4566		325-0023		那須塩原市豊浦10-706		5		0		2		0		0		0		0		那須塩原市 ナスシオバラ シ		大田原市 オオタワラシ		那須町 ナスマチ												大田原市 オオタワラシ		那須塩原市、大田原市、那須町 ナスシオバラ シ オオタワラシ ナスマチ		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		0		0		1		0		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		2

chizuru_tanaka: 未記入		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1

		承諾 ショウダク		さくら訪問看護ステーション		0287-29-3252		0287-29-3252		324-0058		大田原市紫塚3-2633-10		5		0		0		1		0		0		0		大田原市 オオタワラシ		那須塩原市 ナスシオバラ シ		矢板市 ヤイタシ												野木町 ノギマチ		大田原市、那須塩原市、矢板市 オオタワラシ ナスシオバラ シ ヤイタ シ		1		0		1		1		1		1		1		1		1		0		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		0		1		1		3		3		3		3		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		小児の受入数（実績）が少ないので、実際依頼があった場合、入院中から手技等の指導を受けたいと思います。 ショウニ ウケイレスウ ジッセキ スク ジッサイ イライ バアイ ニュウインチュウ シュギ ナド シドウ ウ オモ

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションたんぽぽ		0280-57-1888		0280-57-3819		329-0101		下都賀郡野木町友沼5119-12		20		3		0		5		0		0		2		野木町 ノギマチ		小山市 オヤマシ		旧藤岡町 キュウ フジオカマチ												宇都宮市 ウツノミヤシ		野木町、小山市、旧藤岡町 ノギマチ オヤマシ キュウ フジオカマチ		1		1		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		1		1		1		1		1		1		0		0		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		3		1		1		1		1		1		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		3		3		3		3		3		1		1		3		2		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		2		2		2		2		2		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		受け入れてくれる訪問看護Stの数が少ないと思います。研修会の機会を設けてサービス体制が構築できると良いと思います。 ウ イ ホウモン カンゴ カズ スク オモ ケンシュウカイ キカイ モウ タイセイ コウチク ヨ オモ

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションうつのみや		028-612-6103		028-612-6104		320-0852		宇都宮市下砥上町字並塚643番地1		11		0		0		0		0		0		1		宇都宮市 ウツノミヤシ		壬生町 ミブマチ														下野市 シモノ シ		宇都宮市、壬生町 ウツノミヤシ ミブマチ		1		1		0		0		1		1		1		1		1		0		0		0		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		2

chizuru_tanaka: 未記入		3		3		3		3		1		2		2		2		2		2		3		3		3		1		1		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		3		3		3		1		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		3		3		3		1		1		3		3		3		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーション石橋		0285-52-2293		0285-52-2268		329-0511		下野市石橋628番地		7		0		0		1		0		0		1		下野市 シモノ シ		上三川町 カミノカワマチ		壬生町 ミブマチ		宇都宮市 ウツノミヤシ										那須塩原市 ナスシオバラ シ		下野市、上三川町、壬生町、宇都宮市（部） シモノ シ カミノカワマチ ミブマチ ウツノミヤシ ブ		1		1		0		0		1		1		1		1		1		0		1		0		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		3		1		1		1		1		1		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		1		3		3		3		3		3		3		3		3		1		1		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		2		2		2		2		2		最近、訪問依頼が増えてきていますが、私たち看護師の力量不足から利用者家族へ満足のいく看護が提供できないように感じています。現在の、利用者家族から教わることが多くあり、私たちが勉強になります。ただ、訪問していて思うことは、ご両親の今までの経験でケアが進み危険であり、指導させていただいても理解が得られないこともあり、ジレンマとなっています。例）誤嚥性肺炎を繰り返している方にヘッドアップして食事を摂るよう説明してもフラットのままであったり、他の方でPEG造設されているので、栄養はPEGからにして経口からは楽しみ程度にしてと言っても、食事を経口から摂るなど。 サイキン ホウモン イライ フ ワタクシ カンゴシ リキリョウ ブソク リヨウシャ カゾク マンゾク カンゴ テイキョウ カン ゲンザイ リヨウシャ カゾク オソ オオ ワタシ ベンキョウ ホウモン オモ リョウシン イマ ケイケン スス キケン シドウ リカイ エ レイ ゴエンセイ ハイエン ク カエ カタ ショクジ ト セツメイ ホカ カタ ゾウ セツ エイヨウ ケイコウ タノ テイド イ ショクジ ケイコウ ト

		承諾 ショウダク		マロニエ訪問看護ステーション		0287-37-6322		0287-39-3305		329-2763		那須塩原市井口537-3 にしなすの総合在宅ｹｱｾﾝﾀｰ内		5		7		0		5		0		2		1		那須塩原市 ナスシオバラ シ		那須町 ナスマチ		大田原市 オオタワラシ												足利市 アシカガシ		那須塩原市、那須町、大田原市　リハビリのみ→那珂川町訪問可能 ナスシオバラ シ ナスマチ オオタワラシ ナカガワ マチ ホウモン カノウ		1		1		1		0		1		1		1		1		0		0		0		1		1		1		1		1		1		0		1		1		1		1		1		1		0		0		1		1		1		0		1		0		0		0		1		0		1		1		1		1		1		1		3		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーション佐野		0283-86-7013		0283-86-7031		327-0847		佐野市天神町７７４－２２ メープルハイツ１０１号室		3		0		1		0		0		0		1		足利市 アシカガシ		佐野市 サノシ		栃木市 トチギシ												大田原市 オオタワラシ		足利市、佐野市、栃木市（旧岩船市） アシカガシ サノシ トチギシ キュウ イワフネ シ		0		0		0		0		1		0		1		0		1		0		0		0		1		0		0		0		1		0		1		0		0		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		2		2		2		2		2		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1

		承諾 ショウダク		とちぎ訪問看護ステーションくろばね		0287-54-0507		0287-54-0580		324-0241		大田原市黒羽向町142番地		6		0		0		0		1		0		2		大田原市 オオタワラシ		那須塩原市 ナスシオバラ シ		那須町 ナスマチ		那珂川町 ナカガワマチ										鹿沼市 カヌマシ		大田原市、那須塩原市、那須町、那珂川町 オオタワラシ ナスシオバラ シ ナスマチ ナカガワマチ		1		0		0		0		1		1		1		1		1		0		1		0		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		3		3		3		3		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		1		2		2		2		2		2		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3

		承諾 ショウダク		鹿沼訪問看護ステーション		0289-60-5650		0289-60-1687		322-0021		鹿沼市上野町320-3高橋ビル１階１０３号室		5		0		0		0		0		0		0		鹿沼市 カヌマシ		旧宇都宮市 キュウ ウツノミヤシ		旧今市市 キュウ イマイチシ		壬生町 ミブマチ		西片町 ニシカタマチ								宇都宮市 ウツノミヤシ		鹿沼市、旧宇都宮市、旧今市市、壬生町、西片町 カヌマシ キュウ ウツノミヤシ キュウ イマイチシ ミブマチ ニシカタマチ		0		0		0		0		0		0		1		0		1		0		0		0		1		0		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		2

chizuru_tanaka: 未記入		2		2		2		2		1		2		2		2		2		3		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションほっと		028-626-5739		028-625-8201		321-0974		宇都宮市竹林町958		11		0		0		2		0		0		0		宇都宮市 ウツノミヤシ																真岡市 モオカシ		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2

		承諾 ショウダク		芳賀赤十字訪問看護ステーション		0285-84-8266		0285-84-8266		321-4306		真岡市台町2461		6		0		0		0		0		0		0		真岡市 モオカシ		益子町 マシコマチ		芳賀町 ハガマチ		茂木町 モギマチ										上三川町 カミノカワマチ		芳賀郡全域（真岡市、益子町、芳賀町、茂木町） ハガ グン ゼンイキ モオカシ マシコマチ ハガマチ モギ マチ		1		1		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		3		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		当ステーションは今年度小児在宅医との連携を開始することができました。安心して在宅療養を継続できるよう、多職種と連携し、実施しています。高齢者が介護サービスを選択するように、サービスの充実は得られていません。現実は家族だけで利用者（児）のケアを実施しているケースもあり家族の介護負担は大きいと考えます。負担軽減のためには、スムーズなレスパイト入院や日中の一時お預かり等充実した施設が増えることでさらに安心した療養環境の提供ができると思います。よろしくお願いいたします。 トウ コンネンド ショウニ ザイタク イ レンケイ カイシ アンシン ザイタク リョウヨウ ケイゾク タ ショクシュ レンケイ ジッシ コウレイシャ カイゴ センタク ジュウジツ エ ゲンジツ カゾク リヨウシャ ジ ジッシ カゾク カイゴ フタン オオ カンガ フタン ケイゲン ニュウイン ニッチュウ イチジ アズ ナド ジュウジツ シセツ フ アンシン リョウヨウ カンキョウ テイキョウ オモ ネガ

		承諾 ショウダク		とちぎ訪問看護ステーションみぶ		0282-82-7262		0282-82-7260		321-0218		下都賀郡壬生町落合1-18-12		16		0		0		0		0		0		1		上三川町 カミノカワマチ		下野市 シモツケシ		壬生町 ミブマチ		宇都宮市 ウツノミヤシ										宇都宮市 ウツノミヤシ		上三川町、下野市、壬生町、宇都宮 カミノカワマチ シモノ シ ミブ チョウ ウツノミヤ		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		1		0		1		1		1		1		1		1		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		病院との連携が大切。在宅生活を支援するためにチームで対応する（介護者の支援） ビョウイン レンケイ タイセツ ザイタク セイカツ シエン タイオウ カイゴシャ シエン

		承諾 ショウダク		ＷＡＤＥＷＡＤＥ訪問看護ステーション		028-666-5420		028-666-5460		321-0923		栃木県宇都宮市下栗町2913-1 ３２１－０９２３		12		0		0		0		0		0		0		宇都宮市 ウツノミヤシ		上三川町 カミノカワマチ														那須烏山市 ナスカラスヤマシ		宇都宮市、上三川町、 ウツノミヤシ カミノカワマチ		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		0		0		1		0		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		重心の方を看る側（介護者）の負担軽減の必要性を感じてしまいます。まだまだ「私がやらなければ」という気持ちが強く、様々な資源活用へと動きが進むような発信が大切だと思っています。 ジュウシン カタ ミ ガワ カイゴシャ フタン ケイゲン ヒツヨウセイ カン ワタシ キモ ツヨ サマザマ シゲン カツヨウ ウゴ スス ハッシン タイセツ オモ

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションあい		0287-83-8035		0287-83-8222		321-0628		那須烏山市金井2-5-9 ベンチャープラザ7号室 ゴウシツ		8		0		1		0		0		0		1		那須烏山市 ナスカラスヤマシ		那珂川町 ナカガワマチ		茂木町 モギマチ		一貝町 イチ ガイ チョウ										足利市 アシカガシ		那須烏山市、那珂川町、茂木町、一貝町 ナスカラスヤマシ ナカガワマチ モギマチ イチ ガイ マチ		1		1		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		0		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		小児や重心など医療依存度が高い方には家族が安心して預けられる事業所とスタッフが必要です（レスパイトの本当の意味で）訪問看護スタッフが動きやすい仕組みがあればもっと介入できると思います。例えば在宅以外への支援での算定が可能になる。長時間支援が可能になるなど。在宅支援診療所が多ければ助かります。開業医で努力してくださる医師の力で乗り切っている地域は特にそう感じます。後方病院親元病院との連携、地域との調整などスムーズにシームレスに行われるとうれしいです。行政からの介入が少なく、制度のことなど知らないまま苦労されている方が多いので、窓口での丁寧かつタイミングよく助言をしていただくと嬉しいです。 ショウニ ジュウシン イリョウ イゾンド タカ カタ カゾク アンシン アズ ジギョウショ ヒツヨウ ホントウ イミ ホウモン カンゴ ウゴ シク カイニュウ オモ タト ザイタク イガイ シエン サンテイ カノウ チョウジカン シエン カノウ ザイタク シエン シンリョウジョ オオ タス カイギョウイ ドリョク イシ チカラ ノ キ チイキ トク カン コウホウ ビョウイン オヤモト ビョウイン レンケイ チイキ チョウセイ オコナ ギョウセイ カイニュウ スク セイド シ クロウ カタ オオ マドグチ テイネイ ジョゲン ウレ

		承諾 ショウダク		あおい訪問看護ステーション		0284-73-9456		0284-72-7600		326-0831		足利市堀込町2556 セレッソ・コート１階		16		0		0		4		0		0		0		足利市 アシカガシ		佐野市 サノシ														大田原市 オオタワラシ		足利市とその周辺（佐野市、館林市、巴楽町、太田市、桐生市） アシカガシ シュウヘン サノシ タテバヤシシ トモエ ラク マチ オオタシ キリュウシ		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1

		承諾 ショウダク		那須赤十字訪問看護ステーション		0287-23-8866		0287-23-8903		324-8686		大田原市中田原1081-4		8		1		0		0		0		0		0		大田原市 オオタワラシ		那須塩原市 ナスシオバラ シ														大田原市 オオタワラシ		大田原市、那須塩原市（一部を除く） オオタワラシ ナスシオバラ シ イチブ ノゾ		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		1		1		0		1		0		1		1		1		0		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションゆりの木		0287-47-5123		0287-47-5124		324-0028		大田原市山の手1-1-7 ヤマ テ		4		0		0		0		0		0		0		大田原市 オオタワラシ		那須塩原市 ナスシオバラ シ		那珂川町 ナカガワマチ												足利市 アシカガシ		大田原市、那須塩原市、那珂川町 オオタワラシ ナスシオバラ シ ナカガワマチ		1		1		1		0		1		1		1		1		0		0		0		1		1		0		1		1		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		0		0		1		0		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		3		1		1		1		1		2		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		3		1		1		1		1		3		1		1		1		1		1		1		1		1		3		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		3		3		1		3		3		1		1		1		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		重症心身障害児施設で勤務したことのある看護師が2名いますので積極的に依頼があれば支援させていただきたいと思っています。こどもはやはり親元で成長発達できることが何よりも必要なことであると思っています。 ジュウショウ シンシン ショウガイ ジ シセツ キンム カンゴシ メイ セッキョクテキ イライ シエン オモ オヤモト セイチョウ ハッタツ ナニ ヒツヨウ オモ

		承諾 ショウダク		ライフ訪問看護リハビリテーション		0284-64-8799		0284-64-8335		326-0831		足利市堀込町2656-7　ASKビル３０１号		5		0		0		1		0		0		0		足利市 アシカガシ		佐野市 サノシ														小山市 オヤマシ		足利市、佐野市、館林市、邑楽郡、太田市、桐生市 アシカガシ サノシ タテバヤシシ オウラ グン オオタシ キリュウシ		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		この件に関する研修の案内が少ないため、学ぶ機会をもっと増やしてほしい ケン カン ケンシュウ アンナイ スク マナ キカイ フ

		承諾 ショウダク		わくわく訪問看護ステーションおやま		0285-24-6575		0285-20-0255		323-0022		小山市駅東通り3-9-6		11		0		0		5		0		0		0		小山市 オヤマシ		下野市 シモツケシ		栃木市 トチギシ												宇都宮市 ウツノミヤシ		小山市、結城市（茨城県）、下野市の一部、栃木市（PTのみ） オヤマシ ユウキシ イバラキケン シモノ シ イチブ トチギシ		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		1		1		1		1		3		3		3		1		1		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		自立支援のケアマネージャーがいるが、医療福祉行政をうまく連携してまとめる役割が果たせていない。それぞれが別々で動いており、介護者が困ったときの相談窓口に迷う。 ジリツ シエン イリョウ フクシ ギョウセイ レンケイ ヤクワリ ハ ベツベツ ウゴ カイゴシャ コマ ソウダン マドグチ マヨ

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーション風		028-612-1333		028-612-1384		321-0117		宇都宮市城南3丁目5-6		3		1		0		1		0		0		0		宇都宮市 ウツノミヤシ		鹿沼市 カヌマシ		下野市 シモツケシ		壬生町 ミブマチ										宇都宮市 ウツノミヤシ		宇都宮、鹿沼、下野、壬生 ウツノミヤ カヌマ シモノ ミブ		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		1		1		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1

		承諾 ショウダク		宮の橋訪問看護ステーション		028-635-9839		028-635-9839		321-0963		宇都宮市南大通り1-1-23		7		0		0		1		0		0		0		宇都宮市 ウツノミヤシ																栃木市 トチギシ		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		1		1		0		1		1		1		1		1		0		0		0		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		レスパイト等受け入れ先が少ない。市のコーディネーター様がご多忙の様子であり、要望に対しての対応にかなりの時間を要する（対応されないこともある）。年度変わるときなど、担当者（市）の引き継ぎがされず、進んでいた調整も振り出しに戻ってしまうことがある。 トウ ウ イ サキ スク シ サマ タボウ ヨウス ヨウボウ タイ タイオウ ジカン ヨウ タイオウ ネンド カ タントウシャ シ ヒ ツ スス チョウセイ フ ダ モド

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションオリーブ		0282-27-8414		0282-27-8415		328-0027		栃木市今泉町1丁目17番29号		7		0		0		0		0		0		0		栃木市 トチギシ		小山市 オヤマシ		下野市 シモツケシ		壬生町 ミブマチ										佐野市 サノシ		栃木市、小山市、下野市、壬生町 トチギシ オヤマシ シモノ シ ミブ マチ		1		1		1		0		1		1		1		1		0		0		0		0		1		1		1		1		0		0		1		1		1		0		1		1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションマザーの家		0283-85-7771		0283-85-7772		327-0504		佐野市中町942-1		2		0		3		0		0		0		0		佐野市 サノシ																さくら市 シ		佐野市 サノシ		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーション卯の郷		028-682-7770		028-682-7766		329-1311		さくら市氏家2650番地		3		0		0		0		0		0		0		さくら市 シ		塩谷町 シオヤ マチ		那須烏山市 ナスカラスヤマシ		宇都宮市 ウツノミヤシ		高根沢町 タカネザワマチ								高根沢町 タカネザワマチ		さくら市（周辺15ｋｍ以内）、塩谷町、那須烏山市、宇都宮市、高根沢町 シ シュウヘン イナイ シオヤ マチ ナスカラスヤマシ ウツノミヤシ タカネザワ マチ		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		3		3		3		3		3		1		2		2		2		2		2		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		2		2		2		3		3		3		3		1		1		1		3		3		3		3		1		2		2		2		2		2		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		2		2		2		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションたかねざわ		028-680-1701		028-680-1702		329-1233		塩谷郡高根沢町宝積寺2426-8 		16		0		0		0		0		0		0		高根沢町 タカネザワマチ		さくら市 シ		那須烏山市 ナスカラスヤマシ		芳賀町 ハガマチ		一貝町 イチ ガイ チョウ		茂木町 モギマチ		益子町 マシコ チョウ		宇都宮市 ウツノミヤシ		小山市 オヤマシ		高根沢町、さくら市、那須烏山市、芳賀町、市貝町、茂木町、益子町、宇都宮市 タカネザワマチ シ ナスカラスヤマシ ハガ マチ イチ カイ チョウ モギマチ マシコ チョウ ウツノミヤシ		1		1		1		0		1		1		1		1		1		0		1		0		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		2		2		2		2		2

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションみどり		0285-45-8362		0285-45-8397		329-0214		小山市乙女786-1		3		0		1		0		0		0		0		小山市 オヤマシ		栃木市 トチギシ		古河市 コガシ												宇都宮市 ウツノミヤシ		小山市、栃木市、古河市、結城市 オヤマシ トチギシ コガシ ユウキシ		0		0		1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		1		0		1		0		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		3		2		2		2		3		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		1		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		1		1		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		訪問看護師がもっと社会資源として同行できるとよいと思う。在宅での療養はもっと看護師が活躍できる体制が整うとよいと思った。 ホウモン カンゴシ シャカイ シゲン ドウコウ オモ ザイタク リョウヨウ カンゴシ カツヤク タイセイ トトノ オモ

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションあるく		028-643-5586		028-678-8796		320-0036		宇都宮市小幡2-6-14 		5		0		1		0		0		0		1		宇都宮市 ウツノミヤシ																小山市 オヤマシ		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		0		1		0		1		0		1		0		0		1		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3

		承諾 ショウダク		とちぎ訪問看護ステーションおやま		0285-39-8602		0285-39-8607		323-0827		栃木県小山市神鳥谷2251-7 ３２３－０８２７		12		0		0		0		0		0		1		小山市 オヤマシ		下野市 シモツケシ		野木町 ノギマチ												宇都宮市 ウツノミヤシ		小山市、下野市（南部）、野木町（北部） オヤマシ シモノ シ ナンブ ノギ マチ ホクブ		1		1		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		1		1		1		0		0		1		0		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		3		3		1		1		1		3		1		1		1		1		小児の重症心身障害児の訪問看護を行っていく上で。たびたび感じるのが成長に伴った教育、就学が難しく親御さんの希望通りにいかないことが多く残念に思います。難しいところだと思いますが… ショウニ ジュウショウ シンシン ショウガイジ ホウモン カンゴ オコナ ウエ カン セイチョウ トモナ キョウイク シュウガク ムズカ オヤゴ キボウ ドオ オオ ザンネン オモ ムズカ オモ

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションここあ		028-600-3735		028-600-3736		321-2116		栃木県宇都宮市徳次郎町998-9 ３２１－２１１６		10		1		0		1		0		0		2		宇都宮市 ウツノミヤシ		日光市 ニッコウシ														高根沢町 タカネザワ マチ		宇都宮市、日光市、 ウツノミヤシ ニッコウシ		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2

chizuru_tanaka: 未記入		

chizuru_tanaka: 未記入		

chizuru_tanaka: 未記入		

chizuru_tanaka: 未記入		

chizuru_tanaka: 未記入		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3

																																												小山市 オヤマシ

																																												大田原市 オオタワラシ				28		21		24		11		30		23		31		24		28		14		22		17		32		21		31		19		32		6		33		7		31		8		33		20		33		18		16		9		29		2		30		4		28		3		30		3		32		6		31		4		33		22

																																												那須塩原市 ナスシオバラ シ				28		21		24		11		30		23		31		24		28		14		22		17		32		21		31		19		32		6		33		7		31		8		33		20		33		18		16		9		29		2		30		4		28		3		30		3		32		6		31		4		33		22

																																												小山市 オヤマシ

																																												壬生町 ミブマチ

																																												上三川町 カミノカワマチ

																																												那須町 ナスマチ

														260		19		15		35		1		4		16																		佐野市 サノシ				Q2.いままでに以下の項目を在宅看護で行ったことがありますか（あるものすべてにチェックをしてください）																																																																																						Q4.依頼があった場合に可能な医療的ケアと身体介護についてお答えください

				事業所名 ジギョウショ メイ		電話番号 デンワ バンゴウ		FAX番号 バンゴウ		郵便番号 ユウビンバンゴウ		所在地 ショザイチ		職員構成（常勤・非常勤は問いません）【人数：名】 ショクイン コウセイ ジョウキン ヒジョウキン ト ニンズウ メイ																														那須塩原市 ナスシオバラ シ		訪問可能な主な市町村 ホウモン カノウ オモ シチョウソン		在宅人工呼吸器の管理 ザイタク ジンコウ コキュウキ カンリ				気管カニューレの交換 キカン コウカン				気管カニューレ部位のガーゼ交換 キカン ブイ コウカン				気管内吸引 キカンナイ キュウイン				食事介助 ショクジ カイジョ				経鼻チューブの交換 ケイビ コウカン				胃瘻の管理 イロウ カンリ				経管栄養の注入 ケイカン エイヨウ チュウニュウ				ストーマの管理 カンリ				尿道カテーテルの管理 ニョウドウ カンリ				導尿 ドウニョウ				入浴介助 ニュウヨク カイジョ				看護師によるリハビリテーション カンゴシ				OTもしくはPTによるリハビリテーション				中心静脈カテーテル管理 チュウシン ジョウミャク カンリ				高カロリー輸液の管理 コウ ユエキ カンリ				薬剤の静注（抗生物質や利尿剤など） ヤクザイ ジョウチュウ コウセイ ブッシツ リニョウザイ				麻薬による疼痛コントロール マヤク ウズ ツウ				終末期の医療的ケア シュウマツキ イリョウテキ				在宅での看取り ザイタク ミト				24時間対応 ジカン タイオウ						在宅人工呼吸器の管理 ザイタク ジンコウ コキュウキ カンリ										気管カニューレの交換 キカン コウカン										気管カニューレの管理（日常の交換以外の対応） キカン カンリ ニチジョウ コウカン イガイ タイオウ										気管内吸引 キカンナイ キュウイン										食事介助 ショクジ カイジョ										経鼻チューブの交換 ケイビ コウカン										ストーマの管理 カンリ										尿道カテーテルの管理 ニョウドウ カンリ										導尿 ドウニョウ										入浴介助 ニュウヨク カイジョ										看護師によるリハビリテーション カンゴシ										OTもしくはPTによるリハビリテーション										中心静脈カテーテル管理 チュウシン ジョウミャク カンリ										高カロリー輸液の管理 コウ ユエキ カンリ										薬剤の静注（抗生物質や利尿剤など） ヤクザイ ジョウチュウ コウセイ ブッシツ リニョウザイ										麻薬による疼痛コントロール マヤク トウツウ										終末期の医療的ケア シュウマツキ イリョウテキ										在宅での看取り ザイタク ミト										24時間対応 ジカン タイオウ										外出の介助 ガイシュツ カイジョ										通院の介助 ツウイン カイジョ

														看護師 カンゴシ		作業療法士 サギョウ リョウホウシ		准看護師 ジュンカンゴシ		理学療法士 リガク リョウホウシ		保健師 ホケンシ		言語療法士 ゲンゴ リョウホウシ		その他 タ																		旧宇都宮市 キュウ ウツノミヤシ				成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ				乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ

																												訪問可能市町村 ホウモン カノウ シチョウソン		事業所数 ジギョウショ スウ														益子町 マシコマチ																																																																																								できる		18		20		19		20		27		9		11		13		13		18		22		22		22		24		30		25		25		26		29		34		25		25		26		27		31		16		17		19		21		27		21		22		23		26		32		16		18		22		25		33		16		18		22		24		32		26		25		29		30		31		18		20		22		23		30		9		10		9		9		12		20		20		23		25		31		21		22		24		27		32		14		14		16		18		27		12		12		13		15		25		18		17		19		20		28		19		18		19		21		29		23		23		24		25		33		7		7		9		10		14		5		6		7		8		11

																				成人 セイジン		小児 ショウニ						足利市 アシカガシ		3														下野市 シモツケシ																																																																																								できない		8		7		8		5		1		18		15		14		12		6		6		6		6		4		1		5		5		5		4		0		6		6		6		5		1		11		11		11		9		3		5		5		5		3		0		8		8		8		5		0		9		8		8		5		0		5		6		5		4		1		8		7		7		6		2		19		18		18		19		17		7		7		7		6		1		6		6		6		5		1		10		10		10		7		2		6		6		6		5		1		6		6		6		5		2		5		5		5		4		1		5		5		5		4		1		11		11		11		10		7		17		17		17		16		13

																		在宅人工呼吸器の管理 ザイタク ジンコウ コキュウキ カンリ		28		21						市貝町 イチ		2														上三川町 カミノカワマチ																																																																																								要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン		8		7		7		9		6		7		8		7		9		10		6		6		6		6		3		4		4		3		1		0		3		3		2		2		2		7		6		4		4		4		8		7		6		5		2		10		8		4		4		1		9		8		4		5		2		3		3		0		0		2		8		7		5		5		2		6		6		7		6		5		7		7		4		3		2		7		6		4		2		1		10		10		8		9		5		16		16		15		14		8		10		11		9		9		4		10		11		10		9		4		6		6		5		5		0		16		16		14		14		13		12		11		10		10		10

																		気管カニューレの交換 キカン コウカン		24		11						宇都宮市		13														那珂川町 ナカガワマチ

																		気管カニューレ部位のガーゼ交換 キカン ブイ コウカン		30		23						大田原市		6														佐野市 サノシ																																																																																								Ｑ4.できる

																		気管内吸引 キカンナイ キュウイン		31		24						小山市		6														那須塩原市 ナスシオバラ シ				看護師 カンゴシ		作業療法士 サギョウ リョウホウシ		准看護師 ジュンカンゴシ		理学療法士 リガク リョウホウシ		保健師 ホケンシ		言語療法士 ゲンゴ リョウホウシ		その他 タ																																																																										在宅人工呼吸器の管理		気管カニューレの交換		気管カニューレの管理
（日常の交換以外の対応）		気管内吸引		食事介助		経鼻チューブの交換		ストーマの管理		尿道カテーテルの管理		導尿		入浴介助		看護師による
リハビリテーション				OTもしくはPTによる
リハビリテーション		中心静脈カテーテル管理 チュウシン ジョウミャク カンリ		高カロリー輸液の管理 コウ ユエキ カンリ		薬剤の静注
（抗生物質や利尿剤など） ヤクザイ ジョウチュウ コウセイ ブッシツ リニョウザイ		麻薬による疼痛コントロール マヤク トウツウ		終末期の医療的ケア シュウマツキ イリョウテキ		在宅での看取り ザイタク ミト		24時間対応 ジカン タイオウ		外出の介助		通院の介助

																		食事介助 ショクジ カイジョ		28		14						鹿沼市		3														那須塩原市 ナスシオバラ シ				260		19		15		35		1		4		16																																																																								乳児～2歳 ニュウジ サイ		18		9		22		25		25		16		21		16		16		26		18		乳児～2歳 ニュウジ サイ		9		20		21		14		12		18		19		23		7		5

																		経鼻チューブの交換 ケイビ コウカン		22		17						上三川町		3														佐野市 サノシ																																																																																								3～6歳 サイ		20		11		22		25		25		17		22		18		18		25		20		3～6歳 サイ		10		20		22		14		12		17		18		23		7		6

																		胃瘻の管理 イロウ カンリ		32		21						さくら市		2														下野市 シモツケシ																																																																																								7歳～12歳 サイ サイ		19		13		22		26		26		19		23		22		22		29		22		7歳～12歳 サイ サイ		9		23		24		16		13		19		19		24		9		7

																		経管栄養の注入 ケイカン エイヨウ チュウニュウ		31		19						佐野市 サノシ		4														鹿沼市 カヌマシ				看護師 カンゴシ		260						できる		できない		要相談 ヨウ ソウダン																																																																								13～17歳 サイ		20		13		24		29		24		21		26		25		24		30		23		13～17歳 サイ		9		25		27		18		15		20		21		25		10		8

																		ストーマの管理 カンリ		32		6						塩谷町 シオヤ マチ		1														小山市 オヤマシ				作業療法士 サギョウ リョウホウシ		19						14		6		14																																																																								18歳以上 サイイジョウ		27		18		30		34		31		27		32		33		32		31		30		18歳以上 サイイジョウ		12		31		32		27		25		28		29		33		14		11

																		尿道カテーテルの管理 ニョウドウ カンリ		33		7						下野市		6														塩谷町 シオヤ マチ				准看護師 ジュンカンゴシ		15

																		導尿 ドウニョウ		31		8						高根沢町		3														さくら市 シ				理学療法士 リガク リョウホウシ		35																																																																																		Ｑ4.できない

																				成人 セイジン		小児 ショウニ						栃木市 トチギシ		8

																		入浴介助 ニュウヨク カイジョ		33		20						那珂川町		3														栃木市 トチギシ				保健師 ホケンシ		1																																																																																				在宅人工呼吸器の管理		気管カニューレの交換		気管カニューレの管理
（日常の交換以外の対応）		気管内吸引		食事介助		経鼻チューブの交換		ストーマの管理		尿道カテーテルの管理		導尿		入浴介助		看護師による
リハビリテーション				OTもしくはPTによる
リハビリテーション		中心静脈カテーテル管理 チュウシン ジョウミャク カンリ		高カロリー輸液の管理 コウ ユエキ カンリ		薬剤の静注
（抗生物質や利尿剤など） ヤクザイ ジョウチュウ コウセイ ブッシツ リニョウザイ		麻薬による疼痛コントロール マヤク トウツウ		終末期の医療的ケア シュウマツキ イリョウテキ		在宅での看取り ザイタク ミト		24時間対応 ジカン タイオウ		外出の介助		通院の介助

																		看護師によるリハビリテーション カンゴシ		33		18						那須烏山市		3														下野市 シモツケシ				言語療法士 ゲンゴ リョウホウシ		4																																																																																		乳児～2歳 ニュウジ サイ		8		18		6		5		6		11		5		8		9		5		8		乳児～2歳 ニュウジ サイ		19		7		6		10		6		6		5		5		11		17

																		OTもしくはPTによるリハビリテーション		16		9						那須塩原市		6														日光市 ニッコウシ				その他 タ		16																																																																																		3～6歳 サイ		7		15		6		5		6		11		5		8		8		6		7		3～6歳 サイ		18		7		6		10		6		6		5		5		11		17

																		中心静脈カテーテル管理 チュウシン ジョウミャク カンリ		29		2						那須町 ナスマチ		3														壬生町 ミブマチ																																																																																								7歳～12歳 サイ サイ		8		14		6		5		6		11		5		8		8		5		7		7歳～12歳 サイ サイ		18		7		6		10		6		6		5		5		11		17

																		高カロリー輸液の管理 コウ ユエキ カンリ		30		4						日光市 ニッコウシ		2														那須町 ナスマチ																																																																																								13～17歳 サイ		5		12		4		4		5		9		3		5		5		4		6		13～17歳 サイ		19		6		5		7		5		5		4		4		10		16

																		薬剤の静注（抗生物質や利尿剤など） ヤクザイ ジョウチュウ コウセイ ブッシツ リニョウザイ		28		3						野木町 ノギマチ		2														矢板市 ヤイタシ																																																																																								18歳以上 サイイジョウ		1		6		1		0		1		3		0		0		0		1		2		18歳以上 サイイジョウ		17		1		1		2		1		2		1		1		7		13

																		麻薬による疼痛コントロール マヤク ウズ ツウ		30		3						芳賀町 ハガマチ		2														旧藤岡町 キュウ フジオカマチ

																		終末期の医療的ケア シュウマツキ イリョウテキ		32		6						益子町 マシコマチ		2														壬生町 ミブマチ																																																																																								Ｑ4.要相談 ヨウ ソウダン

																		在宅での看取り ザイタク ミト		31		4						壬生町 ミブマチ		7														大田原市 オオタワラシ																																																																																										在宅人工呼吸器の管理		気管カニューレの交換		気管カニューレの管理
（日常の交換以外の対応）		気管内吸引		食事介助		経鼻チューブの交換		ストーマの管理		尿道カテーテルの管理		導尿		入浴介助		看護師による
リハビリテーション				OTもしくはPTによる
リハビリテーション		中心静脈カテーテル管理 チュウシン ジョウミャク カンリ		高カロリー輸液の管理 コウ ユエキ カンリ		薬剤の静注
（抗生物質や利尿剤など） ヤクザイ ジョウチュウ コウセイ ブッシツ リニョウザイ		麻薬による疼痛コントロール マヤク トウツウ		終末期の医療的ケア シュウマツキ イリョウテキ		在宅での看取り ザイタク ミト		24時間対応 ジカン タイオウ		外出の介助		通院の介助

																		24時間対応 ジカン タイオウ		33		22						真岡市 モオカシ		1														栃木市 トチギシ																																																																																								乳児～2歳 ニュウジ サイ		8		7		6		4		3		7		8		10		9		3		8		乳児～2歳 ニュウジ サイ		6		7		7		10		16		10		10		6		16		12

																												茂木町 モギマチ		3														那須町 ナスマチ																																																																																								3～6歳 サイ		7		8		6		4		3		6		7		8		8		3		7		3～6歳 サイ		6		7		6		10		16		11		11		6		16		11

																												矢板市 ヤイタシ		1														旧今市市 キュウ イマイチシ																																																																																								7歳～12歳 サイ サイ		7		7		6		3		2		4		6		4		4		0		5		7歳～12歳 サイ サイ		7		4		4		8		15		9		10		5		14		10

																																												芳賀町 ハガマチ						Q3.現時点で、依頼のあった場合、重症心身障害児（者）の在宅医療を行うことはできますか ゲンジテン イライ バアイ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ ザイタク イリョウ オコナ																																																																																		13～17歳 サイ		9		9		6		1		2		4		5		4		5		0		5		13～17歳 サイ		6		3		2		9		14		9		9		5		14		10

																																												壬生町 ミブマチ				できる		14																																																																																		18歳以上 サイイジョウ		6		10		3		0		2		4		2		1		2		2		2		18歳以上 サイイジョウ		5		2		1		5		8		4		4		0		13		10

																																												茂木町 モギマチ				できない		6

																																												那珂川町 ナカガワマチ				要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン		14

																																												栃木市 トチギシ

																																												下野市 シモツケシ

																																												下野市 シモツケシ				在宅人工呼吸器の管理 ザイタク ジンコウ コキュウキ カンリ		気管カニューレの交換 キカン コウカン		気管カニューレ部位のガーゼ交換 キカン ブイ コウカン		気管内吸引 キカンナイ キュウイン		食事介助 ショクジ カイジョ		経鼻チューブの交換 ケイビ コウカン		胃瘻の管理 イロウ カンリ		経管栄養の注入 ケイカン エイヨウ チュウニュウ		ストーマの管理 カンリ		尿道カテーテルの管理 ニョウドウ カンリ		導尿 ドウニョウ		入浴介助 ニュウヨク カイジョ		看護師によるリハビリテーション カンゴシ		OTもしくはPTによるリハビリテーション		中心静脈カテーテル管理 チュウシン ジョウミャク カンリ		高カロリー輸液の管理 コウ ユエキ カンリ		薬剤の静注（抗生物質や利尿剤など） ヤクザイ ジョウチュウ コウセイ ブッシツ リニョウザイ		麻薬による疼痛コントロール マヤク ウズ ツウ		終末期の医療的ケア シュウマツキ イリョウテキ		在宅での看取り ザイタク ミト		24時間対応 ジカン タイオウ

																																												那須烏山市 ナスカラスヤマシ		成人 セイジン		28		24		30		31		28		22		32		31		32		33		31		33		33		16		29		30		28		30		32		31		33

																																												那須烏山市 ナスカラスヤマシ		小児 ショウニ		21		11		23		24		14		17		21		19		6		7		8		20		18		9		2		4		3		3		6		4		22

																																												古河市 コガシ

																																												野木町 ノギマチ

																																												宇都宮市 ウツノミヤシ

																																												那珂川町 ナカガワマチ

																																												壬生町 ミブマチ

																																												茂木町 モギマチ

																																												宇都宮市 ウツノミヤシ

																																												一貝町 イチ ガイ チョウ

																																												壬生町 ミブマチ

																																												壬生町 ミブマチ

																																												宇都宮市 ウツノミヤシ

																																												芳賀町 ハガマチ

																																												西片町 ニシカタマチ

																																												高根沢町 タカネザワマチ

																																												一貝町 イチ ガイ チョウ

																																												茂木町 モギマチ

																																												益子町 マシコ チョウ

																																												宇都宮市 ウツノミヤシ



成人	在宅人工呼吸器の管理	気管カニューレの交換	気管カニューレ部位のガーゼ交換	気管内吸引	食事介助	経鼻チューブの交換	胃瘻の管理	経管栄養の注入	ストーマの管理	尿道カテーテルの管理	導尿	入浴介助	看護師によるリハビリテーション	OTもしくはPT	によるリハビリテーション	中心静脈カテーテル管理	高カロリー輸液の管理	薬剤の静注（抗生物質や利尿剤など）	麻薬による疼痛コントロール	終末期の医療的ケア	在宅での看取り	24時間対応	28	24	30	31	28	22	32	31	32	33	31	33	33	16	29	30	28	30	32	31	33	小児	在宅人工呼吸器の管理	気管カニューレの交換	気管カニューレ部位のガーゼ交換	気管内吸引	食事介助	経鼻チューブの交換	胃瘻の管理	経管栄養の注入	ストーマの管理	尿道カテーテルの管理	導尿	入浴介助	看護師によるリハビリテーション	OTもしくはPTによるリハビリテーション	中心静脈カテーテル管理	高カロリー輸液の管理	薬剤の静注（抗生物質や利尿剤など）	麻薬による疼痛コントロール	終末期の医療的ケア	在宅での看取り	24時間対応	21	11	23	24	14	17	21	19	6	7	8	20	18	9	2	4	3	3	6	4	22	Q3.現時点で、依頼のあった場合、重症心身障害児（者）の在宅医療を行うことはできますか

Q3.現時点で、依頼のあった場合、重症心身障害児（者）の在宅医療を行うことはできますか	できる	できない	要相談（条件による）	14	6	14	乳児～2歳	在宅人工呼吸器の管理	気管カニューレの交換	気管カニューレの管理	
（日常の交換以外の対応）	気管内吸引	食事介助	経鼻チューブの交換	ストーマの管理	尿道カテーテルの管理	導尿	入浴介助	看護師による	
リハビリテーション	OTもしくはPTによる	
リハビリテーション	中心静脈カテーテル管理	高カロリー輸液の管理	薬剤の静注	
（抗生物質や利尿剤など）	麻薬による疼痛コントロール	終末期の医療的ケア	在宅での看取り	24時間対応	外出の介助	通院の介助	18	9	22	25	25	16	21	16	16	26	18	0	9	20	21	14	12	18	19	23	7	5	3～6歳	在宅人工呼吸器の管理	気管カニューレの交換	気管カニューレの管理	
（日常の交換以外の対応）	気管内吸引	食事介助	経鼻チューブの交換	ストーマの管理	尿道カテーテルの管理	導尿	入浴介助	看護師による	
リハビリテーション	OTもしくはPTによる	
リハビリテーション	中心静脈カテーテル管理	高カロリー輸液の管理	薬剤の静注	
（抗生物質や利尿剤など）	麻薬による疼痛コントロール	終末期の医療的ケア	在宅での看取り	24時間対応	外出の介助	通院の介助	20	11	22	25	25	17	22	18	18	25	20	0	10	20	22	14	12	17	18	23	7	6	7歳～12歳	在宅人工呼吸器の管理	気管カニューレの交換	気管カニューレの管理	
（日常の交換以外の対応）	気管内吸引	食事介助	経鼻チューブの交換	ストーマの管理	尿道カテーテルの管理	導尿	入浴介助	看護師による	
リハビリテーション	OTもしくはPTによる	
リハビリテーション	中心静脈カテーテル管理	高カロリー輸液の管理	薬剤の静注	
（抗生物質や利尿剤など）	麻薬による疼痛コントロール	終末期の医療的ケア	在宅での看取り	24時間対応	外出の介助	通院の介助	19	13	22	26	26	19	23	22	22	29	22	0	9	23	24	16	13	19	19	24	9	7	13～17歳	在宅人工呼吸器の管理	気管カニューレの交換	気管カニューレの管理	
（日常の交換以外の対応）	気管内吸引	食事介助	経鼻チューブの交換	ストーマの管理	尿道カテーテルの管理	導尿	入浴介助	看護師による	
リハビリテーション	OTもしくはPTによる	
リハビリテーション	中心静脈カテーテル管理	高カロリー輸液の管理	薬剤の静注	
（抗生物質や利尿剤など）	麻薬による疼痛コントロール	終末期の医療的ケア	在宅での看取り	24時間対応	外出の介助	通院の介助	20	13	24	29	24	21	26	25	24	30	23	0	9	25	27	18	15	20	21	25	10	8	18歳以上	在宅人工呼吸器の管理	気管カニューレの交換	気管カニューレの管理	
（日常の交換以外の対応）	気管内吸引	食事介助	経鼻チューブの交換	ストーマの管理	尿道カテーテルの管理	導尿	入浴介助	看護師による	
リハビリテーション	OTもしくはPTによる	
リハビリテーション	中心静脈カテーテル管理	高カロリー輸液の管理	薬剤の静注	
（抗生物質や利尿剤など）	麻薬による疼痛コントロール	終末期の医療的ケア	在宅での看取り	24時間対応	外出の介助	通院の介助	27	18	30	34	31	27	32	33	32	31	30	0	12	31	32	27	25	28	29	33	14	11	乳児～2歳	在宅人工呼吸器の管理	気管カニューレの交換	気管カニューレの管理	
（日常の交換以外の対応）	気管内吸引	食事介助	経鼻チューブの交換	ストーマの管理	尿道カテーテルの管理	導尿	入浴介助	看護師による	
リハビリテーション	OTもしくはPTによる	
リハビリテーション	中心静脈カテーテル管理	高カロリー輸液の管理	薬剤の静注	
（抗生物質や利尿剤など）	麻薬による疼痛コントロール	終末期の医療的ケア	在宅での看取り	24時間対応	外出の介助	通院の介助	8	18	6	5	6	11	5	8	9	5	8	0	19	7	6	10	6	6	5	5	11	17	3～6歳	在宅人工呼吸器の管理	気管カニューレの交換	気管カニューレの管理	
（日常の交換以外の対応）	気管内吸引	食事介助	経鼻チューブの交換	ストーマの管理	尿道カテーテルの管理	導尿	入浴介助	看護師による	
リハビリテーション	OTもしくはPTによる	
リハビリテーション	中心静脈カテーテル管理	高カロリー輸液の管理	薬剤の静注	
（抗生物質や利尿剤など）	麻薬による疼痛コントロール	終末期の医療的ケア	在宅での看取り	24時間対応	外出の介助	通院の介助	7	15	6	5	6	11	5	8	8	6	7	0	18	7	6	10	6	6	5	5	11	17	7歳～12歳	在宅人工呼吸器の管理	気管カニューレの交換	気管カニューレの管理	
（日常の交換以外の対応）	気管内吸引	食事介助	経鼻チューブの交換	ストーマの管理	尿道カテーテルの管理	導尿	入浴介助	看護師による	
リハビリテーション	OTもしくはPTによる	
リハビリテーション	中心静脈カテーテル管理	高カロリー輸液の管理	薬剤の静注	
（抗生物質や利尿剤など）	麻薬による疼痛コントロール	終末期の医療的ケア	在宅での看取り	24時間対応	外出の介助	通院の介助	8	14	6	5	6	11	5	8	8	5	7	0	18	7	6	10	6	6	5	5	11	17	13～17歳	在宅人工呼吸器の管理	気管カニューレの交換	気管カニューレの管理	
（日常の交換以外の対応）	気管内吸引	食事介助	経鼻チューブの交換	ストーマの管理	尿道カテーテルの管理	導尿	入浴介助	看護師による	
リハビリテーション	OTもしくはPTによる	
リハビリテーション	中心静脈カテーテル管理	高カロリー輸液の管理	薬剤の静注	
（抗生物質や利尿剤など）	麻薬による疼痛コントロール	終末期の医療的ケア	在宅での看取り	24	時間対応	外出の介助	通院の介助	5	12	4	4	5	9	3	5	5	4	6	0	19	6	5	7	5	5	4	4	10	16	18歳以上	在宅人工呼吸器の管理	気管カニューレの交換	気管カニューレの管理	
（日常の交換以外の対応）	気管内吸引	食事介助	経鼻チューブの交換	ストーマの管理	尿道カテーテルの管理	導尿	入浴介助	看護師による	
リハ	ビリテーション	OTもしくはPTによる	
リハビリテーション	中心静脈カテーテル管理	高カロリー輸液の管理	薬剤の静注	
（抗生物質や利尿剤など）	麻薬による疼痛コントロール	終末期の医療的ケア	在宅での看取り	24時間対応	外出の介助	通院の介助	1	6	1	0	1	3	0	0	0	1	2	0	17	1	1	2	1	2	1	1	7	13	

乳児～2歳	在宅人工呼吸器の管理	気管カニューレの交換	気管カニューレの管理	
（日常の交換以外の対応）	気管内吸引	食事介助	経鼻チューブの交換	ストーマの管理	尿道カテーテルの管理	導尿	入浴介助	看護師による	
リハビリテーション	OTもしくはPTによる	
リハビリテーション	中心静脈カテーテル管理	高カロリー輸液の管理	薬剤の静注	
（抗生物質や利尿剤など）	麻薬による疼痛コントロール	終末期の医療的ケア	在宅での看取り	24時間対応	外出の介助	通院の介助	8	7	6	4	3	7	8	10	9	3	8	0	6	7	7	10	16	10	10	6	16	12	3～6歳	在宅人工呼吸器の管理	気管カニューレの交換	気管カニューレの管理	
（日常の交換以外の対応）	気管内吸引	食事介助	経鼻チューブの交換	ストーマの管理	尿道カテーテルの管理	導尿	入浴介助	看護師による	
リハビリテーション	OTもしくはPTによる	
リハビリテーション	中心静脈カテーテル管理	高カロリー輸液の管理	薬剤の静注	
（抗生物質や利尿剤など）	麻薬による疼痛コントロール	終末期の医療的ケア	在宅での看取り	24時間対応	外出の介助	通院の介助	7	8	6	4	3	6	7	8	8	3	7	0	6	7	6	10	16	11	11	6	16	11	7歳～12歳	在宅人工呼吸器の管理	気管カニューレの交換	気管カニューレの管理	
（日常の交換以外の対応）	気管内吸引	食事介助	経鼻チューブの交換	ストーマの管理	尿道カテーテルの管理	導尿	入浴介助	看護師による	
リハビリテーション	OTもしくはPTによる	
リハビリテーション	中心静脈カテーテル管理	高カロリー輸液の管理	薬剤の静注	
（抗生物質や利尿剤など）	麻薬による疼痛コントロール	終末期の医療的ケア	在宅での看取り	24時間対応	外出の介助	通院の介助	7	7	6	3	2	4	6	4	4	0	5	0	7	4	4	8	15	9	10	5	14	10	13～17歳	在宅人工呼吸器の管理	気管カニューレの交換	気管カニューレの管理	
（日常の交換以外の対応）	気管内吸引	食事介助	経鼻チューブの交換	ストーマの管理	尿道カテーテルの管理	導尿	入浴介助	看護師による	
リハビリテーション	OTもしくはPTによる	
リハビリテーション	中心静脈カテーテル管理	高カロリー輸液の管理	薬剤の静注	
（抗生物質や利尿剤など）	麻薬による疼痛コントロール	終末期の医療的ケア	在宅での看取り	24時間	対応	外出の介助	通院の介助	9	9	6	1	2	4	5	4	5	0	5	0	6	3	2	9	14	9	9	5	14	10	18歳以上	在宅人工呼吸器の管理	気管カニューレの交換	気管カニューレの管理	
（日常の交換以外の対応）	気管内吸引	食事介助	経鼻チューブの交換	ストーマの管理	尿道カテーテルの管理	導尿	入浴介助	看護師による	
リハビリ	テーション	OTもしくはPTによる	
リハビリテーション	中心静脈カテーテル管理	高カロリー輸液の管理	薬剤の静注	
（抗生物質や利尿剤など）	麻薬による疼痛コントロール	終末期の医療的ケア	在宅での看取り	24時間対応	外出の介助	通院の介助	6	10	3	0	2	4	2	1	2	2	2	0	5	2	1	5	8	4	4	0	13	10	

診療所

		Ｑ１		1.医療ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する外来診療について、以下の医療行為に対応できますか。 イリョウ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ガイライ シンリョウ イカ イリョウ コウイ タイオウ

				Ｑ1-1										予防接種 ヨボウ セッシュ

				Ｑ1-2										一次診療
（経過観察、栄養観察を含む） イチジ シンリョウ ケイカ カンサツ エイヨウ カンサツ フク

				Ｑ1-3										経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ

				Ｑ1-4										経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ

				Ｑ1-5										中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ

				Ｑ1-6										酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ

				Ｑ1-7										気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ

				Ｑ1-8										人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ

				Ｑ1-9										尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ

				Ｑ1-10										人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ

				Ｑ1-11										褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ

		Ｑ２		2.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する往診及び訪問診療について、以下の医療行為に対応できますか イリョウテキ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ オウシン オヨ ホウモン シンリョウ イカ イリョウ コウイ タイオウ

				Ｑ2-1										予防接種 ヨボウ セッシュ

				Ｑ2-2										一次診療
（経過観察、栄養観察を含む） イチジ シンリョウ ケイカ カンサツ エイヨウ カンサツ フク

				Ｑ2-3										経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ

				Ｑ2-4										経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ

				Ｑ2-5										中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ

				Ｑ2-6										酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ

				Ｑ2-7										気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ

				Ｑ2-8										人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ

				Ｑ2-9										尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ

				Ｑ2-10										人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ

				Ｑ2-11										褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ

		Ｑ3		3.24時間、重症心身障害児（18歳未満）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイジ サイ ミマン イリョウ タイオウ

				Ｑ3-1										できる

				Ｑ3-2										できない

				Ｑ3-3										要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン

		Ｑ4		4.24時間、重症心身障害者（18歳以上）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイシャ サイ イジョウ イリョウ タイオウ

				Ｑ4-1										できる

				Ｑ4-2										できない

				Ｑ4-3										要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン

		Ｑ5		5.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する訪問リハビリてーションを提供していますか イリョウテキ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ホウモン テイキョウ

				Ｑ5-1										提供している テイキョウ

				Ｑ5-2										提供していない テイキョウ

				Ｑ5-3										提供していないが対応は可能 テイキョウ タイオウ カノウ

				Ｑ5-4										要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン

		Ｑ6		6.重症心身障害児（者）在宅医療に対応できるようになるための条件はなんですか ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ ザイタク イリョウ タイオウ ジョウケン

				Ｑ6-1										診療報酬の点数が増えること シンリョウ ホウシュウ テンスウ フ

				Ｑ6-2										訪問看護尾の連携 ホウモン カンゴ オ レンケイ

				Ｑ6-3										病院との連携 ビョウイン レンケイ

				Ｑ6-4										在宅療養支援診療所と小児科医とのグループ診療 ザイタク リョウヨウ シエン シンリョウジョ ショウニ カ イ シンリョウ

				Ｑ6-5										在宅療養支援診療所に助言や相談を求めることができること ザイタク リョウヨウ シエン シンリョウジョ ジョゲン ソウダン モト

				Ｑ6-6										小児科医に助言や相談を求めることができること ショウニ カ イ ジョゲン ソウダン モト

				Ｑ6-7										経験のある医師がいること ケイケン イシ

				Ｑ6-8										研修などの自己のスキルアップ ケンシュウ ジコ

				Ｑ6-9										その他 タ

		Ｑ7		7.重症心身障害児（者）の方に対する医療、在宅生活等についてお気づきのことなど、ご自由にお書きください ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ カタ タイ イリョウ ザイタク セイカツ ナド キ ジユウ カ



		承諾可否 ショウダク カヒ		診療所名 シンリョウジョ メイ		電話番号 デンワ バンゴウ		郵便番号 ユウビンバンゴウ		所在地 ショザイチ		電話番号 デンワ バンゴウ		Ｑ１　1.医療ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する外来診療について、以下の医療行為に対応できますか。																								Ｑ２　2.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する往診及び訪問診療について、以下の医療行為に対応できますか																						Ｑ3		Ｑ4		Ｑ5		Ｑ6　6.重症心身障害児（者）在宅医療に対応できるようになるための条件はなんですか																		Ｑ7重症心身障害児（者）の方に対する医療、在宅生活等についてお気づきのことなど、ご自由にお書きください

														Ｑ1-1		Ｑ1-2		Ｑ1-3		Ｑ1-4		Ｑ1-5		Ｑ1-6		Ｑ1-7		Ｑ1-8		Ｑ1-9		Ｑ1-10		Ｑ1-11				Ｑ2-1		Ｑ2-2		Ｑ2-3		Ｑ2-4		Ｑ2-5		Ｑ2-6		Ｑ2-7		Ｑ2-8		Ｑ2-9		Ｑ2-10		Ｑ2-11								Ｑ6-1		Ｑ6-2		Ｑ6-3		Ｑ6-4		Ｑ6-5		Ｑ6-6		Ｑ6-7		Ｑ6-8		Ｑ6-9

		否 ヒ		不明 フメイ						不明 フメイ		不明 フメイ		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		7		0		0

		否 ヒ		不明 フメイ						不明 フメイ		不明 フメイ		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		1		1		0		0		0		1		0

		否 ヒ		不明 フメイ						不明 フメイ		不明 フメイ		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		不明 フメイ						不明 フメイ		不明 フメイ		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		0

		否 ヒ		不明 フメイ						不明 フメイ		不明 フメイ		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		否 ヒ		不明 フメイ						不明 フメイ		不明 フメイ		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		0		1		0

		否 ヒ		不明 フメイ						不明 フメイ		不明 フメイ		1		1		2		2		2		2		2		2		1		2		1				1		1		2		2		2		2		2		2		1		2		1		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		その他：各種の健康的処置の管理ができるかどうか。その訓練を受けているかどうかです。 タ カクシュ ケンコウテキ ショチ カンリ クンレン ウ

		否 ヒ		不明 フメイ						不明 フメイ		不明 フメイ		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		0		0		1		0		0

		否 ヒ		不明 フメイ						不明 フメイ		不明 フメイ		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		その他:スタッフ不足（医師、看護師、介助者）スペース不足 タ フソク イシ カンゴシ カイジョシャ フソク

		否 ヒ		宇都宮市保健所 ウツノミヤシ ホケンジョ				321-0974		宇都宮市竹林町972				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		その他：保健所は直接的な医療サービスを行っていないことから、今後も対応は行わない タ ホケンジョ チョクセツ テキ イリョウ オコナ コンゴ タイオウ オコナ

		承諾 ショウダク		深谷医院 フカヤ イイン		0285-75-0007 		321-4502		真岡市物井1268-7				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		1				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		1		2		2		2		0		0		1		1		0		0		0		0		0

		否 ヒ		こどもクリニックしまむら				326-0822		足利市田中町908-4				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		かしま産婦人科 サンフジンカ		0284-65-0341		326-0844		足利市鹿島町501-1				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		婦人科疾患（不正性器出血/帯下/外陰掻痒等）については外来対応させて頂いております フジンカ シッカン フセイ セイキ シュッケツ タイゲ ガイイン カ カユ ナド ガイライ タイオウ イタダ

		否 ヒ		医療法人雄仁会　奥山医院 イリョウ ホウジン ユウジン カイ オクヤマ イイン				322-0065		鹿沼市上材木町2320				1		3		3		3		3		3		1		3		3		2		2				1		3		2		3		2		3		1		3		3		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		1		1		0		0

		否 ヒ		水沼医院 ミズヌマ イイン				321-0628		那須烏山市金井1-14-8				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		3				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		飯野医院				321-4539		真岡市長沼730-1				3		2		2		2		2		3		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		おおきこどもクリニック		0285-41-0025 		329-0207		小山市美しが丘3-35-3				1		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		宇都宮市子ども発達センター診療所 ウツノミヤシ コ ハッタツ シンリョウジョ		028-647-4720		320-0851		栃木県宇都宮市鶴田町970-1				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		その他：子ども発達センター内の療育を利用する児の診療所であるため タ コ ハッタツ ナイ リョウイク リヨウ ジ シンリョウジョ

		承諾 ショウダク		中川医院 ナカガワ イイン		0287-62-0040		325-0057		那須塩原市黒磯幸町6-27				3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		1		0		1		0

		否 ヒ		ももやこどもクリニック				321-0118		宇都宮市インターパーク3-6-1				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		1		0		0		0		0		0

		否 ヒ		阿久津医院 アクツ イイン				329-1226		高根沢町大谷176-1 タカネザワマチ オオタニ				1		1		2		2		2		3		2		2		3		3		3				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		1		0		0		0		1		0		0

		否 ヒ		伊保内診療所 イホ ナイ シンリョウジョ				327-0034		佐野市伊保内町3841-1				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		1		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		にじいろこども診療所 シンリョウジョ		0285-44-7716		329-0414		下野市小金井4-1-1				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		0		1		1		0

		否 ヒ		戸野塚内科医院 トノヅカ ナイカ イイン				323-0064		小山市下石塚471				3		3		3		3		3		1		1		1		1		3		1				3		3		3		3		3		1		1		1		1		3		1		3		3		4		0		0		1		0		0		1		1		1		0

		否 ヒ		賀川診療所 カガワ シンリョウジョ				326-0843		足利市五十部町1785				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		1		0		1		0		0

		承諾 ショウダク		豊郷台クリニック ユタカ ゴウ ダイ		028-643-8998		320-0003		宇都宮市豊郷台2-21-3		028-643-8998（FAX8999）		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1				1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		2		0		1		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		いとうこどもクリニック		0289-63-5566		322-0025		鹿沼市緑町2-2-29				1		1		3		3		2		2		3		2		2		3		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		0		0		1		1		0

		承諾 ショウダク		清原台こどもクリニック キヨハラ ダイ		028-305-6017		321-3223		宇都宮市清原台2-4-14				1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		その他：医師、看護師の増員 タ イシ カンゴシ ゾウイン

		否 ヒ		阿部医院				324-0032		大田原市佐久山2018 オオタワラシ サクヤマ		0287-28-0053（FAX0287-28-2112）		1		1		2		2		2		2		1		2		1		2		1				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		4		0		1		1		0		1		0		0		1		0

		否 ヒ		中元内科医院 ナカモト ナイカ イイン				328-0027		栃木市今泉町2-10-18				1		3		2		2		2		3		2		2		3		2		3				3		3		2		2		2		3		2		2		3		2		3		2		2		2		0		0		1		0		1		0		0		1		0		①重症心身障害者の重症度の程度問題　②家庭の受け入れ問題、経済的負担 ジュウショウ シンシン ショウガイシャ ジュウショウ ド テイド モンダイ カテイ ウ イ モンダイ ケイザイテキ フタン

		否 ヒ		布川小児科 フカワ ショウニ カ				322-0036		鹿沼市下田町2-1099				1		1		3		3		2		3		2		2		2		3		3				1		1		3		3		2		3		2		2		2		2		3		2		2		2		0		1		1		1		0		0		1		1		0

		否 ヒ		ちづかクリニック				328-0133		栃木市大森町445-4		0282-31-3750		3		3		3		3		2		3		2		2		2		2		3				3		3		3		3		2		3		2		2		2		2		3		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		多島医院 タジマ イイン				321-1524		日光市足尾町赤沢21-28				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		否 ヒ		篠崎内科クリニック シノザキ ナイカ				321-3223		宇都宮市清原台6-1-13				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		否 ヒ		和久医院 ワク イイン				321-3324		芳賀町西水沼119-1				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		否 ヒ		近藤クリニック コンドウ				321-0634		那須烏山市野上町637-2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		0		0		0		0		1		0		0

		否 ヒ		高根沢内科クリニック タカネザワ ナイカ				321-4305		真岡市荒町2-11-1				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		岡田こどもクリニック オカダ				327-0832		佐野市植上町1408-2				1		3		3		3		3		2		3		2		3		3		3				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		0		0		0		0		0		往診医療ができたらと考えていた時もありましたが、現在は物理的に困難で申し訳ありません
重心のお子さんの通院所と個別の相談で応じる可能性はあります オウシン イリョウ カンガ トキ ゲンザイ ブツリテキ コンナン モウ ワケ ジュウシン コ ツウイン ジョ コベツ ソウダン オウ カノウセイ

		否 ヒ		真岡メディカルクリニック モオカ				321-4305		真岡市荒町3-49-6				3		3		3		3		3		3		3		3				3		3				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		0		0		0		1		1		0

		否 ヒ		いしだ整形外科 セイケイ ゲカ				321-0912		宇都宮市石井町3236-1				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		山中クリニック ヤマナカ				327-0835		佐野市植下町2468				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		1		1		0		0		1		0		0

		否 ヒ		医療法人　寿幸会　吉野医院 イリョウ ホウジン コトブキ サチ カイ ヨシノ イイン				320-0014		宇都宮市大曽4-9-11				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		1		1		0		0		1		0		0

		否 ヒ		柳田産婦人科・小児科医院 ヤナギダ サンフジンカ ショウニカ イイン				321-4361		真岡市並木町4-5-3				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		0

		否 ヒ		石田消化器科・内科クリニック イシダ ショウカキ カ ナイカ				321-0216		壬生町壬生丁259-7				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		1		0		0		0		0		0

		否 ヒ		赤羽胃腸科・外科・肛門科医院 アカバネ イチョウカ ゲカ コウモンカ イイン				324-0052		大田原市城山2-5-29				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		医療法人　文仁会　扶桑医院 イリョウ ホウジン ブン ジン カイ フソウ イイン				323-0016		小山市扶桑1-2-1				1		3		3		3		2		2		3		2		3		3		3				3		3		3		2		2		2		3		2		3		2		3		2		2		2		0		0		1		1		0		0		1		1		0

		否 ヒ		馬場医院 ババ イイン				327-0043		佐野市君田町35				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		否 ヒ		井戸川クリニック イドガワ				326-0331		足利市福富町2096-1				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		0		0		1		0		0		0

		否 ヒ		鎌田浅香医院 カマタ アサカ イイン				324-0043		大田原市浅香3-3-9				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		0		1		0		0		0		0		0		0		高額医療はひかえています。悪質ととらえられますので!! コウガク イリョウ アクシツ

		否 ヒ		山門クリニック ヤマカド				328-0031		栃木市日の出町6-35				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		0		0		0		1		0

		否 ヒ		新村ファミリークリニック ニイムラ				328-0011		栃木市大宮町2120-11				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		宇都宮東部クリニック ウツノミヤ トウブ				321-3223		宇都宮市清原台5-14-19				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1

		否 ヒ		車田医院 クルマダ イイン				324-0242		大田原市大豆田457-24				3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3				3		3		3		3		3		0		2		2		3		3		3		2		2		2		0		0		1		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		にがみどう内科クリニック ナイカ				322-0003		鹿沼市仁神堂町351-26				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		松谷内科胃腸科クリニック マツヤ ナイカ イチョウカ				321-3304		芳賀町祖母井1708-17				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		1		0		0

		否 ヒ		まなか医院 イイン				329-1225		高根沢町石末２０９３－１０				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		植木医院 ウエキ イイン				329-2224		塩谷町金枝950				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		1		2		2		2		2		3		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		0		0		0		0		0

		否 ヒ		大岡医院 オオオカ イイン				320-0047		宇都宮市一の沢274-7				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		川野クリニック カワノ				329-1112		宇都宮市上田原町660-6				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		0		1		0

		否 ヒ		陣内医院 ジンナイ イイン				321-0225		壬生町本丸1-7-10		0282-82-0242		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		1		0

		否 ヒ		船越医院 フナコシ イイン				328-0111		栃木市都賀町家中5986-6				1		1		2		2		2		2		2		2		3		2		3				1		1		2		2		2		2		2		2		3		2		3		2		2		2		0		1		1		0		1		1		0		1		0

		否 ヒ		林クリニック ハヤシ				321-0158		宇都宮市西川田本町1-8-29				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		0		0		0		0		0

		否 ヒ		河島医院 カワシマ イイン				329-3436		那須郡那須町伊王野1503				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		松本内科医院 マツモト ナイカ イイン				321-0226		壬生町中央町6-37				3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		否 ヒ		佐藤医院 サトウ イイン				329-2728		栃木県那須塩原市西栄町7-16 ３２９－２７２８		0287-36-0147		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1

		否 ヒ		渡部医院 ワタナベ イイン				329-3153		那須塩原市大原間140-1 ナスシオバラ シ オオハラマ				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		宇都宮市保健センター ウツノミヤシ ホケン				321-0964		宇都宮市駅前通り1-4-6				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		0

		否 ヒ		川村医院 カワムラ イイン				321-2522		日光市鬼怒川温泉大原1396-20				1		1		3		1		3		1		3		2		3		3		3				3		3		3		3		3		3		2		2		3		3		3		2		2		2		0		0		1		0		0		1		1		0		0

		否 ヒ		ほうずみ整形外科内科小児科医院				320-0047		宇都宮市一の沢2-1-43				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		小島内科医院 コジマ ナイカ イイン				321-0168		宇都宮市東原町5-3				3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		1		0		0		0		0

		否 ヒ		那須高原クリニック ナス コウゲン				329-3131		那須塩原市唐杉31-2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		サンフラワークリニック				323-0808		小山市出井1936				3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		昌平町こどもクリニック ショウヘイ マチ				326-0813		足利市昌平町2368				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		①中心となる施設へ患者が訪問するように、移動手段・補助（人、お金）を考えるべき。どうしても動けない、動かせない人のみ専門職（医者以外）が訪問しIT技術等で必要に応じてセンター施設のスペシャリストと連絡し治療（入院‥）の判断をし実行する。
②既存の人・技術・施設を日曜大工的発想で組み合わせて、システムを構築することには賛成できない。現状をどうにかするための方策でなく、医療の公正（正義）を行うためにどうすべきかを考えるべきだと思う チュウシン シセツ カンジャ ホウモン イドウ シュダン ホジョ ヒト カネ カンガ ウゴ ウゴ ヒト センモン ショク イシャ イガイ ホウモン ギジュツナド ヒツヨウ オウ シセツ レンラク チリョウ ニュウイン ハンダン ジッコウ キゾン ヒト ギジュツ シセツ ニチヨウ ダイク テキ ハッソウ ク ア コウチク サンセイ ゲンジョウ ホウサク イリョウ コウセイ セイギ オコナ カンガ オモ

		否 ヒ		赤田診療所 アカダ シンリョウジョ				329-2743		那須塩原市南赤田321-1192				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		手塚内科 テヅカ ナイカ				321-0966		宇都宮市今泉3-12-12				3		3		2		2		2		2		2		2		1		3		3				3		3		2		2		2		2		2		2		3		3		3		2		2		2		0		1		1		0		1		0		1		0		0		今まで具体的な症例に会っていません イマ グタイテキ ショウレイ ア

		否 ヒ		板橋医院 イタバシ イイン				327-0803		佐野市犬伏新町1308-2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		1		1		0

		否 ヒ		倉増医院 クラ マ イイン				320-0856		宇都宮市砥上町675-1				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		その他：人材の確保 タ ジンザイ カクホ

		否 ヒ		もてぎの森メディカルプラザ				321-3541		茂木町烏生田下郷330				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		宮澤クリニック ミヤザワ				329-0412		下野市柴291-2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		金澤医院 カナザワ イイン				325-0052		那須塩原市中央町1-8				1		1		2		2		2		1		2		2		2		2		2				1		1		2		2		2		1		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		つるたfamilyクリニック				320-0857		宇都宮市鶴田1-17-23				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		フォレストサイドクリニック				321-0152		宇都宮市西川田6-6-17		028-684-2775		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		今野内科胃腸科医院 コンノ ナイカ イチョウカ イイン				321-0151		宇都宮市西川田町933-1		028-645-6121		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		1		1		1		0

		否 ヒ		小島原医院 コジマ ハラ イイン				329-1104		宇都宮市下岡本町4075				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		1		0

		否 ヒ		永田内科眼科医院 ナガタ ナイカ ガンカイ イン				321-0982		宇都宮市御幸ヶ原町136-9		028-662-6774		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		1		0

		否 ヒ		大栗医院 オオクリ イイン				320-0034		宇都宮市泉町1-27				3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1

		否 ヒ		星小児科医院 ホシ ショウニカ イイン				321-0346		宇都宮市下荒針町3588-2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		金子内科医院 カネコ ナイカ イイン				320-0032		宇都宮市昭和1-1-31				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		否 ヒ		石川医院 イシカワ イイン				322-0015		栃木県鹿沼市上石川1-319 ３２２－００１５		0289-76-3145		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		当方では特別養護老人ホームの嘱託医を兼ねておりますため、24時間体制での診察となっております。今回のアンケートに対しましては、オーバーワークにつき協力いたしかねます。 トウホウ トクベツ ヨウゴ ロウジン ショクタクイ カ ジカン タイセイ シンサツ コンカイ タイ キョウリョク

		否 ヒ		しみずファミリークリニック				321-0951		宇都宮市越戸3-15-27				1		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		0		0		0		0		0

		否 ヒ		岡医院 オカ イイン				321-1403		日光市下鉢石町997-1				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		1		1		0		そもそも開業の小児科医が少ないうえに、在宅医療をやっている小児科はほとんどいないのが現状。以前、在宅の重症心身障害児の訪問診療を頼まれて行ったことがあるが、大人の訪問診療と勝手が違う為、内科医にはハードルが高いと感じた。是非、近くの小児科の先生に少しでも取り組んでもらうしかないかと思います。 カイギョウ ショウニ カ イ スク ザイタク イリョウ ショウニカ ゲンジョウ イゼン ザイタク ジュウショウ シンシン ショウガイジ ホウモン シンリョウ タノ オコナ オトナ ホウモン シンリョウ カッテ チガ タメ ナイカ イ タカ カン ゼヒ チカ ショウニカ センセイ スコ ト ク オモ

		否 ヒ		風見診療所 カザミ シンリョウジョ				329-2335		塩谷町上平27				3		3		1		3		2		3		3		2		1		3		3				3		1		1		3		2		2		3		3		2		1		3		3		2		2		0		1		1		0		1		0		1		1		0

		否 ヒ		土谷医院 ツチヤ イイン				321-0136		宇都宮市みどり野町14-3				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		1		0

		否 ヒ		遠藤小児科 エンドウ ショウニカ				321-0982		宇都宮市御幸ヶ原町224-10				1		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		1		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		油布医院 ユフ イイン				321-0414		宇都宮市中里町175-8				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		1		0

		承諾 ショウダク		さいとう小児科 ショウニカ		0282-22-0757 		328-0015		栃木市万町30番16号		0282-22-0757		1		1		3		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		1		0

		承諾 ショウダク		冨塚メデｲカルクリニック		028-666-2555		321-2116		宇都宮市徳次郎町888				1		1		2		2		2		2		2		2		1		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0		なるべく協力したいが、現在当院副院長が体調悪く、休養中のため困難となっています。 キョウリョク ゲンザイ トウイン フクインチョウ タイチョウ ワル キュウヨウチュウ コンナン

		承諾 ショウダク		山浦内科医院		0284-21-6653 		326-0843		足利市五十部町1256-5				1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3				1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		4		1		1		1		0		0		0		1		0		0

		承諾 ショウダク		小倉医院		0282-82-0057		321-0227		壬生町通町10-5				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		承諾 ショウダク		飯岡小児科		0289-65-3257		322-0074		鹿沼市日吉町569-2				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		3				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		3		2		2		2		0		0		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		角田内科医院		0285-53-5665 		329-0511		下野市石橋549				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		1		1		1		1		1		0		0

		承諾 ショウダク		おかべこどもクリニック		0285-40-7300 		329-0433		下野市緑5-17-12				3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		くろばね齋藤醫院		0287-54-0031		324-0233		大田原市黒羽田町612				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		1		0

		承諾 ショウダク		立花医院		0287-72-0311		325-0003		那須郡那須町寺子乙3967-190				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		その他：スタッフの充実　　1～9すべて当てはまります タ ジュウジツ ア

		承諾 ショウダク		さいとうハート＆キッズクリニック		0287-53-7979		324-0043		大田原市浅香1-4-3				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		1		0

		承諾 ショウダク		小山すぎの木クリニック		0285-30-3456		323-0806		小山市中久喜1131-1				1		1		1		1		1		1		2		2		2		1		1				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		4		1		1		0		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		有村小児科医院		028-656-7207		321-0912		宇都宮市石井町3128-11		028-656-7207		1		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		1		0		1		1		0		無床の診療所の小児科医としては、急性疾患（特に感染症が多く）への対応が中心です。時間に追われています。予防接種については、時間枠をとって対応できます。一次診療についても、訪問看護との連携等があれば対応可能な場合があります。（例えば点滴投薬等）現時点では往診は無理ですが。 ムショウ シンリョウジョ ショウニ カ イ キュウセイ シッカン トク カンセンショウ オオ タイオウ チュウシン ジカン オ ヨボウ セッシュ ジカンワク タイオウ イチジ シンリョウ ホウモン カンゴ レンケイ トウ タイオウ カノウ バアイ タト テンテキ トウヤク ナド ゲンジテン オウシン ムリ

		承諾 ショウダク		吉永医院		0285-63-2303		321-3564		茂木町増井190-1				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		1		1		0		0		0

		承諾 ショウダク		あさかクリニック		0287-22-2601		324-0043		大田原市浅香3-3711				1		1		2		2		2		2		1		1		2		2		2				1		1		2		2		2		2		1		1		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		坪水医院		0283-62-0265		327-0312		佐野市栃本町2241				1		1		3		3		3		3		3		3		1		3		3				1		1		3		3		3		3		3		3		1		3		3		3		3		3		0		1		1		0		0		0		0		1		0		若い頃、町田市にある重度心身障害者の施設にボランティアで行き、足で書いたお手紙をもらって感動しました。何かのお役にたてればと思いますが、現在実態がよく分かりません。 ワカ コロ マチダシ ジュウド シンシン ショウガイシャ シセツ イ アシ カ テガミ カンドウ ナニ ヤク オモ ゲンザイ ジッタイ ワ

		承諾 ショウダク		こどもヶ丘診療所		028-615-1077		321-0151		宇都宮市西川田町183-21				1		1		3		3		3		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		1		0		1		1		0

		承諾 ショウダク		竹田内科小児科クリニック		0282-29-1233		328-0011		栃木市大宮町52番地		0282-29-1233		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		0		1		1		1		0		0		1		0

		承諾 ショウダク		すながクリニック		0284-44-7211		326-0015		足利市八椚町494-1　				1		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		1		1		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		片山医院		028-661-9764		321-0944		宇都宮市東峰町3008-21				1		1		2		2		2		1		2		2		2		2		2				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		4		0		1		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		稲毛クリニック		0283-25-2566		327-0103		佐野市石塚町893-1				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		1		1		1		1		1		その他：当クリニックでは勤務医での診療のみを行っており、重症心身障害児に対応できるシステムはととのっておらず、申し訳ありません。 タ トウ キンムイ シンリョウ オコナ ジュウショウ シンシン ショウガイジ タイオウ モウ ワケ

		承諾 ショウダク		小川こどもクリニック		0289-74-5421		322-0027		鹿沼市貝島町5006-2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		くさの小児科		0284-73-7000		326-0335		足利市上渋垂町338-3				3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		みやの杜クリニック　		028-683-7811		321-0904		宇都宮市陽東2-4-5				1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1				3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		1		0		0		1		0		0		1		0		0		0		Q2訪問診療のみ対応可 ホウモン シンリョウ タイオウ カ

		承諾 ショウダク		にいたに内科　		028-675-6515		329-1231		塩谷郡高根沢町宝石台 3-3-19				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1

		承諾 ショウダク		よこやま内科小児科クリニック		0282-24-8102		328-0075		栃木市箱森町38-70				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		さいとうクリニック		0287-39-1805		329-2724		那須塩原市西幸町7-13				1		1		3		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		0		0		0		0		1		その他：現在の診療所での診療との兼ね合いが困難であり、複数の医師や看護師が必要 タ ゲンザイ シンリョウジョ シンリョウ カ ア コンナン フクスウ イシ カンゴシ ヒツヨウ

		承諾 ショウダク		桜井消化器科・内科		028-643-0870		320-0073		宇都宮市細谷1-7-38				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		承諾 ショウダク		佐藤医院		0287-96-2841		324-0501		那須郡那珂川町小川2960-1				1		1		3		3		2		3		3		2		1		1		1				1		1		3		3		2		3		3		2		1		1		1		3		3		4		0		1		1		1		0		1		0		0		0

		承諾 ショウダク		大根田内科医院		028-624-6322		320-0072		宇都宮市若草3-4-22				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		0		0		0		0		0		0		0		当方の医師が高齢であり、しかもスタッフがそろっていないので在宅医療は無理なので、ましてや重症心身障害者においておやです。 トウホウ イシ コウレイ ザイタク イリョウ ムリ ジュウショウ シンシン ショウガイシャ

		承諾 ショウダク		医療法人　赤羽病院		028-661-5446		321-0904		宇都宮市陽東7-2-2				1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3				3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		2		2		2		0		1		1		1		0		0		1		0		0

		承諾 ショウダク		田井の里クリニック		0285-81-6502		321-4301		真岡市西田井内外748-2				1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2				3		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		みずぬまクリニック		0287-39-1581		329-2751		那須塩原市東三島2-80-6				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		その他：在宅医療をやっていないので現状は無理である タ ザイタク イリョウ ゲンジョウ ムリ

		承諾 ショウダク		キッズクリニックはせがわ		0283-27-0200		327-0843		佐野市堀米町3946-6				1		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		その他：時間的余裕 タ ジカンテキ ヨユウ

		承諾 ショウダク		小森谷内科医院		0282-43-7327		329-4404		栃木市大平町富田4003-8				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		熊倉医院		0282-55-8425		329-4316		下都賀郡岩舟町新里180-1				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		いちはらファミリークリニック		028-612-8350		321-0414		宇都宮市中里町322				3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3				3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		1		2		0		1		1		1		0		1		0		1		0

		承諾 ショウダク		かとう小児科 ショウニカ		0282-82-7576		321-0218		壬生町落合3-7-30		 		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		福田こどもクリニック		028-659-8850		320-0852		栃木県宇都宮市下砥上町1545-20				1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3				1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		2		2		2		0		1		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		てらもと小児科		028-650-6636		321-0975		宇都宮市関堀町971-6				1		1		3		2		2		3		3		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		0		小児科医としてはもっと積極的に協力しなければいけないと思いますが、現在の我診療所の状態では不可能なことが多く残念です。 ショウニ カ イ セッキョクテキ キョウリョク オモ ゲンザイ ワガ シンリョウジョ ジョウタイ フカノウ オオ ザンネン

		承諾 ショウダク		木村内科医院		0288-22-7880		321-1264		日光市瀬尾497-1				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		承諾 ショウダク		こばやしファミリークリニック		0283-85-9900		327-0311		佐野市多田町566				1		1		1		1		3		1		1		2		1		1		1				1		1		1		1		3		1		1		3		1		1		1		3		3		2		0		1		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		あいファミリィクリニック足利 アシカガ		0284-22-3788		329-4213		足利市寺岡町505-1				1		1		1		1		1		1		1		3		1		1		1				1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		1		0		1		0		0		0		0		1		0

		承諾 ショウダク		腰塚医院		0282-62-2072		323-1104		栃木市藤岡町藤岡1845-10				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		1		1		1		1		0

		承諾 ショウダク		桜井こどもクリニック		0282-24-5987		328-0034		栃木市本町16-9				1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		承諾 ショウダク		神鳥谷クリニック		0285-22-7700		323-0827		小山市神鳥谷1-19-1		 		2		2		2		2		2		2		2		2		1		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		持田医院		0282-67-3661		329-0319		栃木市藤岡町中根115-5				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		4		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		田村医院		0282-43-3368		329-4423		栃木市大平町西水代1835-1				1		1		1		1		1		1		1		2		1		1		1				1		1		1		1		1		1		1		2		1		1		1		3		1		4		1		1		1		1		1		1		1		1		0		Q5.訪問看護、訪問リハビリテーションを利用 ホウモン カンゴ ホウモン リヨウ

		承諾 ショウダク		大橋内科クリニック		0282-82-8522		321-0219		壬生町福和田1003-1				1		1		2		2		2		3		2		2		2		2		3				1		1		2		2		2		3		2		2		2		2		3		3		3		2		0		1		1		0		0		0		0		1		0

		承諾 ショウダク		てらだファミリークリニック		028-654-2188		321-0132		宇都宮市雀の宮5-5-1				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		1		1		1		1		0

		承諾 ショウダク		あおい内科小児科ｸﾘﾆｯｸ		028-663-6000		321-0973		宇都宮市岩曽町1086-1				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		1		1		1		その他：往診時間の確保ができること タ オウシン ジカン カクホ

		承諾 ショウダク		飯塚医院		0287-92-2034		324-0613		那須郡那珂川町馬頭484-3				1		1		2		2		2		2		2		2		1		2		1				1		1		2		2		2		2		2		2		1		2		1		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		0

		承諾 ショウダク		やの小児科医院		0285-56-0280		329-0611		河内郡上三川町上三川3446-3				1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3				1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		2		2		2		0		1		1		1		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		仲嶋医院		028-681-7755		329-1311		さくら市氏家3245-17				3		3		3		3		2		3		3		3		3		2		3				3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		2		3		2		1		1		1		1		1		1		1		0		0		成人（18才以上）を対象に回答しました セイジン サイ イジョウ タイショウ カイトウ

		承諾 ショウダク		小林診療所		0285-82-3873		321-4369		真岡市熊倉3-10-7				1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		1				1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		1		2		2		2		0		1		0		0		0		1		0		0		0

		承諾 ショウダク		西真岡こどもクリニック		0285-81-7900		321-4341		真岡市高勢町3-205-1				1		1		1		3		1		1		1		1		1		3		3				1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		その他：現在おこなっています タ ゲンザイ

		承諾 ショウダク		鈴木医院		0285-72-2032		321-4217		益子町益子1747-2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		承諾 ショウダク		緑の屋根診療所		0283-20-2577		327-0843		佐野市堀米町1348-5				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		0		0		1		0		1		0		1		0		0		地域の社会資源が少ない。マンパワー不足 チイキ シャカイ シゲン スク ブソク

		承諾 ショウダク		ひがのクリニック		0285-74-0051 		321-4521		真岡市久下田941-1				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		豊郷中央渡辺内科　		028-622-8900		320-0004		宇都宮市長岡町1217-5				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		1				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		1		0		0

		承諾 ショウダク		きくちクリニック		028-683-3387		321-0903		宇都宮市下平出町614-2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		0		0

		承諾 ショウダク		サンレディースクリニック		0282-24-3541		328-0024		栃木市樋ノ口町504-1				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		医療法人　亀田内科		028-633-2884		320-0812		宇都宮市一番町1-28				1		1		1		2		2		1		2		2		2		2		1				1		1		1		2		2		1		2		2		2		2		1		3		3		3		0		0		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		越戸クリニック		028-660-6190		321-0951		宇都宮市越戸町139-6				1		1		2		2		2		3		2		2		2		2		3				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		佐藤内科		0285-53-1305		329-0511		下野市石橋839-14				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		承諾 ショウダク		グリムこどもクリニック		0285-51-1515		329-0502		下野市下古山2-6-17				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		事前連絡の上での一次診療、予防接種ですので、申し訳ありません。 ジゼン レンラク ウエ イチジ シンリョウ ヨボウ セッシュ モウ ワケ

		承諾 ショウダク		吉原医院		0288-21-0161		321-1261		日光市今市826-4				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		1		1		1		その他：設備 タ セツビ

		承諾 ショウダク		梅園医院		028-633-2869		320-0035		宇都宮市伝馬町3-28				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		1		0		0

		承諾 ショウダク		森田医院		028-633-1573		320-0861		宇都宮市西3-5-8				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		鈴木内科クリニック		028-655-1229		321-0139		宇都宮市若松原2-4-19				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		その他：24時間対応が必要となると考えますが、当院診療時間内の往診は難しいと考えます。 タ ジカン タイオウ ヒツヨウ カンガ トウイン シンリョウ ジカン ナイ オウシン ムズカ カンガ

		承諾 ショウダク		小松医院		0289-60-5515		322-0064		鹿沼市文化橋町2300-1				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		1		0		0		1		0



														1.医療ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する外来診療について、以下の医療行為に対応できますか。 イリョウ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ガイライ シンリョウ イカ イリョウ コウイ タイオウ																								2.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する往診及び訪問診療について、以下の医療行為に対応できますか イリョウテキ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ オウシン オヨ ホウモン シンリョウ イカ イリョウ コウイ タイオウ

														予防接種 ヨボウ セッシュ		一次診療
（経過観察、栄養観察を含む） イチジ シンリョウ ケイカ カンサツ エイヨウ カンサツ フク		経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ		経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ		中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ		酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ		気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ		人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ		尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ		人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ		褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ				予防接種 ヨボウ セッシュ		一次診療
（経過観察、栄養観察を含む） イチジ シンリョウ ケイカ カンサツ エイヨウ カンサツ フク		経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ		経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ		中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ		酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ		気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ		人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ		尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ		人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ		褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ

										1		できる		83		57		12		9		7		13		11		6		17		8		16		できる		39		29		8		6		5		9		9		6		10		7		12

										2		できない		55		80		127		134		142		130		136		146		131		137		124		できない		102		115		141		143		148		140		144		148		140		145		134

										3		要相談 ヨウ ソウダン		27		28		26		22		16		22		18		13		16		20		25		要相談 ヨウ ソウダン		24		21		16		16		12		15		12		11		15		13		19

																																																														0

														3.24時間、重症心身障害児（18歳未満）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイジ サイ ミマン イリョウ タイオウ

										1		できる		1

										2		できない		150

										3		要相談 ヨウ ソウダン		14

														4.24時間、重症心身障害者（18歳以上）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイシャ サイ イジョウ イリョウ タイオウ

										1		できる		3

										2		できない		150

										3		要相談 ヨウ ソウダン		12

														5.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する訪問リハビリてーションを提供していますか イリョウテキ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ホウモン テイキョウ

										1		提供している テイキョウ		1

										2		提供していない テイキョウ		152

										3		提供していないが対応は可能 テイキョウ タイオウ カノウ		4

										4		要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン		8

														6.重症心身障害児（者）在宅医療に対応できるようになるための条件はなんですか

										1		診療報酬の点数が増えること シンリョウ ホウシュウ テンスウ フ		24

										2		訪問看護尾の連携 ホウモン カンゴ オ レンケイ		73

										3		病院との連携 ビョウイン レンケイ		90

										4		在宅療養支援診療所と小児科医とのグループ診療 ザイタク リョウヨウ シエン シンリョウジョ ショウニ カ イ シンリョウ		43

										5		在宅療養支援診療所に助言や相談を求めることができること ザイタク リョウヨウ シエン シンリョウジョ ジョゲン ソウダン モト		28

										6		小児科医に助言や相談を求めることができること ショウニ カ イ ジョゲン ソウダン モト		26

										7		経験のある医師がいること ケイケン イシ		62

										8		研修などの自己のスキルアップ ケンシュウ ジコ		47

										9		その他 タ		21



できる	予防接種	一次診療	
（経過観察、栄養観察を含む）	経鼻経管栄養の管理	経皮経管栄養の管理	
（胃ろう）	中心静脈栄養の管理	酸素療法の管理	気管切開の管理	人工呼吸器の管理	尿道留置カテーテル	
の管理	人工肛門の管理	褥瘡の管理	83	57	12	9	7	13	11	6	17	8	16	できない	予防接種	一次診療	
（経過観察、栄養観察を含む）	経鼻経管栄養の管理	経皮経管栄養の管理	
（胃ろう）	中心静脈栄養の管理	酸素療法の管理	気管切開の管理	人工呼吸器の管理	尿道留置カテーテル	
の管理	人工肛門の管理	褥瘡の管理	55	80	127	134	142	130	136	146	131	137	124	要相談	予防接種	一次診療	
（経過観察、栄養観察を含む）	経鼻経管栄養の管理	経皮経管栄養の管理	
（胃ろう）	中心静脈栄養の管理	酸素療法の管理	気管切開の管理	人工呼吸器の管理	尿道留置カテーテル	
の管理	人工肛門の管理	褥瘡の管理	27	28	26	22	16	22	18	13	16	20	25	3.24時間、重症心身障害児（18歳未満）の医療に対応ができますか	できる	できない	要相談	1	150	14	4.24時間、重症心身障害者（18歳以上）の医療に対応ができますか	できる	できない	要相談	3	150	12	5.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する訪問リハビリてーションを提供していますか	提供している	提供していない	提供していないが対応は可能	要相談（条件による）	1	152	4	8	6.重症心身障害児（者）在宅医療に対応できるようになるための条件はなんですか	診療報酬の点数が増えること	訪問看護尾の連携	病院との連携	在宅療養支援診療所と小児科医とのグループ診療	在宅療養支援診療所に助言や相談を求めることができること	小児科医に	助言や相談を求めることができること	経験のある医師がいること	研修などの自己のスキルアップ	その他	24	73	90	43	28	26	62	47	21	できる	予防接種	一次診療	
（経過観察、栄養観察を含む）	経鼻経管栄養の管理	経皮経管栄養の管理	
（胃ろう）	中心静脈栄養の管理	酸素療法の管理	気管切開の管理	人工呼吸器の管理	尿道留置カテーテル	
の管理	人工肛門の管理	褥瘡の管理	39	29	8	6	5	9	9	6	10	7	12	できない	予防接種	一次診療	
（経過観察、栄養観察を含む）	経鼻経管栄養の管理	経皮経管栄養の管理	
（胃ろう）	中心静脈栄養の管理	酸素療法の管理	気管切開の管理	人工呼吸器の管理	尿道留置カテーテル	
の管理	人工肛門の管理	褥瘡の管理	102	115	141	143	148	140	144	148	140	145	134	要相談	予防接種	一次診療	
（経過観察、栄養観察を含む）	経鼻経管栄養の管理	経皮経管栄養の管理	
（胃ろう）	中心静脈栄養の管理	酸素療法の管理	気管切開の管理	人工呼吸器の管理	尿道留置カテーテル	
の管理	人工肛門の管理	褥瘡の管理	24	21	16	16	12	15	12	11	15	13	19	

診療所 (作業)

		Ｑ１		1.医療ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する外来診療について、以下の医療行為に対応できますか。 イリョウ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ガイライ シンリョウ イカ イリョウ コウイ タイオウ

				Ｑ1-1										予防接種 ヨボウ セッシュ

				Ｑ1-2										一次診療
（経過観察、栄養観察を含む） イチジ シンリョウ ケイカ カンサツ エイヨウ カンサツ フク

				Ｑ1-3										経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ

				Ｑ1-4										経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ

				Ｑ1-5										中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ

				Ｑ1-6										酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ

				Ｑ1-7										気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ

				Ｑ1-8										人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ

				Ｑ1-9										尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ

				Ｑ1-10										人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ

				Ｑ1-11										褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ

		Ｑ２		2.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する往診及び訪問診療について、以下の医療行為に対応できますか イリョウテキ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ オウシン オヨ ホウモン シンリョウ イカ イリョウ コウイ タイオウ

				Ｑ2-1										予防接種 ヨボウ セッシュ

				Ｑ2-2										一次診療
（経過観察、栄養観察を含む） イチジ シンリョウ ケイカ カンサツ エイヨウ カンサツ フク

				Ｑ2-3										経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ

				Ｑ2-4										経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ

				Ｑ2-5										中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ

				Ｑ2-6										酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ

				Ｑ2-7										気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ

				Ｑ2-8										人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ

				Ｑ2-9										尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ

				Ｑ2-10										人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ

				Ｑ2-11										褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ

		Ｑ3		3.24時間、重症心身障害児（18歳未満）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイジ サイ ミマン イリョウ タイオウ

				Ｑ3-1										できる

				Ｑ3-2										できない

				Ｑ3-3										要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン

		Ｑ4		4.24時間、重症心身障害者（18歳以上）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイシャ サイ イジョウ イリョウ タイオウ

				Ｑ4-1										できる

				Ｑ4-2										できない

				Ｑ4-3										要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン

		Ｑ5		5.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する訪問リハビリてーションを提供していますか イリョウテキ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ホウモン テイキョウ

				Ｑ5-1										提供している テイキョウ

				Ｑ5-2										提供していない テイキョウ

				Ｑ5-3										提供していないが対応は可能 テイキョウ タイオウ カノウ

				Ｑ5-4										要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン

		Ｑ6		6.重症心身障害児（者）在宅医療に対応できるようになるための条件はなんですか ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ ザイタク イリョウ タイオウ ジョウケン

				Ｑ6-1										診療報酬の点数が増えること シンリョウ ホウシュウ テンスウ フ

				Ｑ6-2										訪問看護尾の連携 ホウモン カンゴ オ レンケイ

				Ｑ6-3										病院との連携 ビョウイン レンケイ

				Ｑ6-4										在宅療養支援診療所と小児科医とのグループ診療 ザイタク リョウヨウ シエン シンリョウジョ ショウニ カ イ シンリョウ

				Ｑ6-5										在宅療養支援診療所に助言や相談を求めることができること ザイタク リョウヨウ シエン シンリョウジョ ジョゲン ソウダン モト

				Ｑ6-6										小児科医に助言や相談を求めることができること ショウニ カ イ ジョゲン ソウダン モト

				Ｑ6-7										経験のある医師がいること ケイケン イシ

				Ｑ6-8										研修などの自己のスキルアップ ケンシュウ ジコ

				Ｑ6-9										その他 タ

		Ｑ7		7.重症心身障害児（者）の方に対する医療、在宅生活等についてお気づきのことなど、ご自由にお書きください ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ カタ タイ イリョウ ザイタク セイカツ ナド キ ジユウ カ



		承諾可否 ショウダク カヒ		診療所名 シンリョウジョ メイ		電話番号 デンワ バンゴウ		郵便番号 ユウビンバンゴウ		所在地 ショザイチ		電話番号 デンワ バンゴウ		Ｑ１　1.医療ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する外来診療について、以下の医療行為に対応できますか。																								Ｑ２　2.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する往診及び訪問診療について、以下の医療行為に対応できますか																						Ｑ3		Ｑ4		Ｑ5		Ｑ6　6.重症心身障害児（者）在宅医療に対応できるようになるための条件はなんですか																		Ｑ7重症心身障害児（者）の方に対する医療、在宅生活等についてお気づきのことなど、ご自由にお書きください
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		否 ヒ		不明 フメイ						不明 フメイ		不明 フメイ		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		7		0		0

		否 ヒ		不明 フメイ						不明 フメイ		不明 フメイ		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		1		1		0		0		0		1		0

		否 ヒ		不明 フメイ						不明 フメイ		不明 フメイ		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		不明 フメイ						不明 フメイ		不明 フメイ		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		0

		否 ヒ		不明 フメイ						不明 フメイ		不明 フメイ		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		否 ヒ		不明 フメイ						不明 フメイ		不明 フメイ		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		0		1		0

		否 ヒ		不明 フメイ						不明 フメイ		不明 フメイ		1		1		2		2		2		2		2		2		1		2		1				1		1		2		2		2		2		2		2		1		2		1		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		その他：各種の健康的処置の管理ができるかどうか。その訓練を受けているかどうかです。 タ カクシュ ケンコウテキ ショチ カンリ クンレン ウ

		否 ヒ		不明 フメイ						不明 フメイ		不明 フメイ		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		0		0		1		0		0

		否 ヒ		不明 フメイ						不明 フメイ		不明 フメイ		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		その他:スタッフ不足（医師、看護師、介助者）スペース不足 タ フソク イシ カンゴシ カイジョシャ フソク

		否 ヒ		宇都宮市保健所 ウツノミヤシ ホケンジョ				321-0974		宇都宮市竹林町972				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		その他：保健所は直接的な医療サービスを行っていないことから、今後も対応は行わない タ ホケンジョ チョクセツ テキ イリョウ オコナ コンゴ タイオウ オコナ

		承諾 ショウダク		深谷医院 フカヤ イイン		0285-75-0007 		321-4502		真岡市物井1268-7				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		1				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		1		2		2		2		0		0		1		1		0		0		0		0		0

		否 ヒ		こどもクリニックしまむら				326-0822		足利市田中町908-4				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		かしま産婦人科 サンフジンカ		0284-65-0341		326-0844		足利市鹿島町501-1				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		婦人科疾患（不正性器出血/帯下/外陰掻痒等）については外来対応させて頂いております フジンカ シッカン フセイ セイキ シュッケツ タイゲ ガイイン カ カユ ナド ガイライ タイオウ イタダ

		否 ヒ		医療法人雄仁会　奥山医院 イリョウ ホウジン ユウジン カイ オクヤマ イイン				322-0065		鹿沼市上材木町2320				1		3		3		3		3		3		1		3		3		2		2				1		3		2		3		2		3		1		3		3		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		1		1		0		0

		否 ヒ		水沼医院 ミズヌマ イイン				321-0628		那須烏山市金井1-14-8				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		3				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		飯野医院				321-4539		真岡市長沼730-1				3		2		2		2		2		3		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		おおきこどもクリニック		0285-41-0025 		329-0207		小山市美しが丘3-35-3				1		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		宇都宮市子ども発達センター診療所 ウツノミヤシ コ ハッタツ シンリョウジョ		028-647-4720		320-0851		栃木県宇都宮市鶴田町970-1				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		その他：子ども発達センター内の療育を利用する児の診療所であるため タ コ ハッタツ ナイ リョウイク リヨウ ジ シンリョウジョ

		承諾 ショウダク		中川医院 ナカガワ イイン		0287-62-0040		325-0057		那須塩原市黒磯幸町6-27				3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		1		0		1		0

		否 ヒ		ももやこどもクリニック				321-0118		宇都宮市インターパーク3-6-1				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		1		0		0		0		0		0

		否 ヒ		阿久津医院 アクツ イイン				329-1226		高根沢町大谷176-1 タカネザワマチ オオタニ				1		1		2		2		2		3		2		2		3		3		3				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		1		0		0		0		1		0		0

		否 ヒ		伊保内診療所 イホ ナイ シンリョウジョ				327-0034		佐野市伊保内町3841-1				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		1		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		にじいろこども診療所 シンリョウジョ		0285-44-7716		329-0414		下野市小金井4-1-1				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		0		1		1		0

		否 ヒ		戸野塚内科医院 トノヅカ ナイカ イイン				323-0064		小山市下石塚471				3		3		3		3		3		1		1		1		1		3		1				3		3		3		3		3		1		1		1		1		3		1		3		3		4		0		0		1		0		0		1		1		1		0

		否 ヒ		賀川診療所 カガワ シンリョウジョ				326-0843		足利市五十部町1785				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		1		0		1		0		0

		承諾 ショウダク		豊郷台クリニック ユタカ ゴウ ダイ		028-643-8998		320-0003		宇都宮市豊郷台2-21-3		028-643-8998（FAX8999）		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1				1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		2		0		1		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		いとうこどもクリニック		0289-63-5566		322-0025		鹿沼市緑町2-2-29				1		1		3		3		2		2		3		2		2		3		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		0		0		1		1		0

		承諾 ショウダク		清原台こどもクリニック キヨハラ ダイ		028-305-6017		321-3223		宇都宮市清原台2-4-14				1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		その他：医師、看護師の増員 タ イシ カンゴシ ゾウイン

		否 ヒ		阿部医院				324-0032		大田原市佐久山2018 オオタワラシ サクヤマ		0287-28-0053（FAX0287-28-2112）		1		1		2		2		2		2		1		2		1		2		1				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		4		0		1		1		0		1		0		0		1		0

		否 ヒ		中元内科医院 ナカモト ナイカ イイン				328-0027		栃木市今泉町2-10-18				1		3		2		2		2		3		2		2		3		2		3				3		3		2		2		2		3		2		2		3		2		3		2		2		2		0		0		1		0		1		0		0		1		0		①重症心身障害者の重症度の程度問題　②家庭の受け入れ問題、経済的負担 ジュウショウ シンシン ショウガイシャ ジュウショウ ド テイド モンダイ カテイ ウ イ モンダイ ケイザイテキ フタン

		否 ヒ		布川小児科 フカワ ショウニ カ				322-0036		鹿沼市下田町2-1099				1		1		3		3		2		3		2		2		2		3		3				1		1		3		3		2		3		2		2		2		2		3		2		2		2		0		1		1		1		0		0		1		1		0

		否 ヒ		ちづかクリニック				328-0133		栃木市大森町445-4		0282-31-3750		3		3		3		3		2		3		2		2		2		2		3				3		3		3		3		2		3		2		2		2		2		3		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		多島医院 タジマ イイン				321-1524		日光市足尾町赤沢21-28				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		否 ヒ		篠崎内科クリニック シノザキ ナイカ				321-3223		宇都宮市清原台6-1-13				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		否 ヒ		和久医院 ワク イイン				321-3324		芳賀町西水沼119-1				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		否 ヒ		近藤クリニック コンドウ				321-0634		那須烏山市野上町637-2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		0		0		0		0		1		0		0

		否 ヒ		高根沢内科クリニック タカネザワ ナイカ				321-4305		真岡市荒町2-11-1				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		岡田こどもクリニック オカダ				327-0832		佐野市植上町1408-2				1		3		3		3		3		2		3		2		3		3		3				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		0		0		0		0		0		往診医療ができたらと考えていた時もありましたが、現在は物理的に困難で申し訳ありません
重心のお子さんの通院所と個別の相談で応じる可能性はあります オウシン イリョウ カンガ トキ ゲンザイ ブツリテキ コンナン モウ ワケ ジュウシン コ ツウイン ジョ コベツ ソウダン オウ カノウセイ

		否 ヒ		真岡メディカルクリニック モオカ				321-4305		真岡市荒町3-49-6				3		3		3		3		3		3		3		3				3		3				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		0		0		0		1		1		0

		否 ヒ		いしだ整形外科 セイケイ ゲカ				321-0912		宇都宮市石井町3236-1				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		山中クリニック ヤマナカ				327-0835		佐野市植下町2468				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		1		1		0		0		1		0		0

		否 ヒ		医療法人　寿幸会　吉野医院 イリョウ ホウジン コトブキ サチ カイ ヨシノ イイン				320-0014		宇都宮市大曽4-9-11				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		1		1		0		0		1		0		0

		否 ヒ		柳田産婦人科・小児科医院 ヤナギダ サンフジンカ ショウニカ イイン				321-4361		真岡市並木町4-5-3				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		0

		否 ヒ		石田消化器科・内科クリニック イシダ ショウカキ カ ナイカ				321-0216		壬生町壬生丁259-7				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		1		0		0		0		0		0

		否 ヒ		赤羽胃腸科・外科・肛門科医院 アカバネ イチョウカ ゲカ コウモンカ イイン				324-0052		大田原市城山2-5-29				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		医療法人　文仁会　扶桑医院 イリョウ ホウジン ブン ジン カイ フソウ イイン				323-0016		小山市扶桑1-2-1				1		3		3		3		2		2		3		2		3		3		3				3		3		3		2		2		2		3		2		3		2		3		2		2		2		0		0		1		1		0		0		1		1		0

		否 ヒ		馬場医院 ババ イイン				327-0043		佐野市君田町35				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		否 ヒ		井戸川クリニック イドガワ				326-0331		足利市福富町2096-1				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		0		0		1		0		0		0

		否 ヒ		鎌田浅香医院 カマタ アサカ イイン				324-0043		大田原市浅香3-3-9				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		0		1		0		0		0		0		0		0		高額医療はひかえています。悪質ととらえられますので!! コウガク イリョウ アクシツ

		否 ヒ		山門クリニック ヤマカド				328-0031		栃木市日の出町6-35				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		0		0		0		1		0

		否 ヒ		新村ファミリークリニック ニイムラ				328-0011		栃木市大宮町2120-11				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		宇都宮東部クリニック ウツノミヤ トウブ				321-3223		宇都宮市清原台5-14-19				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1

		否 ヒ		車田医院 クルマダ イイン				324-0242		大田原市大豆田457-24				3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3				3		3		3		3		3		0		2		2		3		3		3		2		2		2		0		0		1		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		にがみどう内科クリニック ナイカ				322-0003		鹿沼市仁神堂町351-26				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		松谷内科胃腸科クリニック マツヤ ナイカ イチョウカ				321-3304		芳賀町祖母井1708-17				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		1		0		0

		否 ヒ		まなか医院 イイン				329-1225		高根沢町石末２０９３－１０				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		植木医院 ウエキ イイン				329-2224		塩谷町金枝950				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		1		2		2		2		2		3		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		0		0		0		0		0

		否 ヒ		大岡医院 オオオカ イイン				320-0047		宇都宮市一の沢274-7				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		川野クリニック カワノ				329-1112		宇都宮市上田原町660-6				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		0		1		0

		否 ヒ		陣内医院 ジンナイ イイン				321-0225		壬生町本丸1-7-10		0282-82-0242		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		1		0

		否 ヒ		船越医院 フナコシ イイン				328-0111		栃木市都賀町家中5986-6				1		1		2		2		2		2		2		2		3		2		3				1		1		2		2		2		2		2		2		3		2		3		2		2		2		0		1		1		0		1		1		0		1		0

		否 ヒ		林クリニック ハヤシ				321-0158		宇都宮市西川田本町1-8-29				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		0		0		0		0		0

		否 ヒ		河島医院 カワシマ イイン				329-3436		那須郡那須町伊王野1503				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		松本内科医院 マツモト ナイカ イイン				321-0226		壬生町中央町6-37				3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		否 ヒ		佐藤医院 サトウ イイン				329-2728		栃木県那須塩原市西栄町7-16 ３２９－２７２８		0287-36-0147		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1

		否 ヒ		渡部医院 ワタナベ イイン				329-3153		那須塩原市大原間140-1 ナスシオバラ シ オオハラマ				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		宇都宮市保健センター ウツノミヤシ ホケン				321-0964		宇都宮市駅前通り1-4-6				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		0

		否 ヒ		川村医院 カワムラ イイン				321-2522		日光市鬼怒川温泉大原1396-20				1		1		3		1		3		1		3		2		3		3		3				3		3		3		3		3		3		2		2		3		3		3		2		2		2		0		0		1		0		0		1		1		0		0

		否 ヒ		ほうずみ整形外科内科小児科医院				320-0047		宇都宮市一の沢2-1-43				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		小島内科医院 コジマ ナイカ イイン				321-0168		宇都宮市東原町5-3				3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		1		0		0		0		0

		否 ヒ		那須高原クリニック ナス コウゲン				329-3131		那須塩原市唐杉31-2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		サンフラワークリニック				323-0808		小山市出井1936				3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		昌平町こどもクリニック ショウヘイ マチ				326-0813		足利市昌平町2368				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		①中心となる施設へ患者が訪問するように、移動手段・補助（人、お金）を考えるべき。どうしても動けない、動かせない人のみ専門職（医者以外）が訪問しIT技術等で必要に応じてセンター施設のスペシャリストと連絡し治療（入院‥）の判断をし実行する。
②既存の人・技術・施設を日曜大工的発想で組み合わせて、システムを構築することには賛成できない。現状をどうにかするための方策でなく、医療の公正（正義）を行うためにどうすべきかを考えるべきだと思う チュウシン シセツ カンジャ ホウモン イドウ シュダン ホジョ ヒト カネ カンガ ウゴ ウゴ ヒト センモン ショク イシャ イガイ ホウモン ギジュツナド ヒツヨウ オウ シセツ レンラク チリョウ ニュウイン ハンダン ジッコウ キゾン ヒト ギジュツ シセツ ニチヨウ ダイク テキ ハッソウ ク ア コウチク サンセイ ゲンジョウ ホウサク イリョウ コウセイ セイギ オコナ カンガ オモ

		否 ヒ		赤田診療所 アカダ シンリョウジョ				329-2743		那須塩原市南赤田321-1192				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		手塚内科 テヅカ ナイカ				321-0966		宇都宮市今泉3-12-12				3		3		2		2		2		2		2		2		1		3		3				3		3		2		2		2		2		2		2		3		3		3		2		2		2		0		1		1		0		1		0		1		0		0		今まで具体的な症例に会っていません イマ グタイテキ ショウレイ ア

		否 ヒ		板橋医院 イタバシ イイン				327-0803		佐野市犬伏新町1308-2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		1		1		0

		否 ヒ		倉増医院 クラ マ イイン				320-0856		宇都宮市砥上町675-1				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		その他：人材の確保 タ ジンザイ カクホ

		否 ヒ		もてぎの森メディカルプラザ				321-3541		茂木町烏生田下郷330				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		宮澤クリニック ミヤザワ				329-0412		下野市柴291-2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		金澤医院 カナザワ イイン				325-0052		那須塩原市中央町1-8				1		1		2		2		2		1		2		2		2		2		2				1		1		2		2		2		1		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		つるたfamilyクリニック				320-0857		宇都宮市鶴田1-17-23				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		フォレストサイドクリニック				321-0152		宇都宮市西川田6-6-17		028-684-2775		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		今野内科胃腸科医院 コンノ ナイカ イチョウカ イイン				321-0151		宇都宮市西川田町933-1		028-645-6121		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		1		1		1		0

		否 ヒ		小島原医院 コジマ ハラ イイン				329-1104		宇都宮市下岡本町4075				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		1		0

		否 ヒ		永田内科眼科医院 ナガタ ナイカ ガンカイ イン				321-0982		宇都宮市御幸ヶ原町136-9		028-662-6774		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		1		0

		否 ヒ		大栗医院 オオクリ イイン				320-0034		宇都宮市泉町1-27				3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1

		否 ヒ		星小児科医院 ホシ ショウニカ イイン				321-0346		宇都宮市下荒針町3588-2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		金子内科医院 カネコ ナイカ イイン				320-0032		宇都宮市昭和1-1-31				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		否 ヒ		石川医院 イシカワ イイン				322-0015		栃木県鹿沼市上石川1-319 ３２２－００１５		0289-76-3145		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		当方では特別養護老人ホームの嘱託医を兼ねておりますため、24時間体制での診察となっております。今回のアンケートに対しましては、オーバーワークにつき協力いたしかねます。 トウホウ トクベツ ヨウゴ ロウジン ショクタクイ カ ジカン タイセイ シンサツ コンカイ タイ キョウリョク

		否 ヒ		しみずファミリークリニック				321-0951		宇都宮市越戸3-15-27				1		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		0		0		0		0		0

		否 ヒ		岡医院 オカ イイン				321-1403		日光市下鉢石町997-1				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		1		1		0		そもそも開業の小児科医が少ないうえに、在宅医療をやっている小児科はほとんどいないのが現状。以前、在宅の重症心身障害児の訪問診療を頼まれて行ったことがあるが、大人の訪問診療と勝手が違う為、内科医にはハードルが高いと感じた。是非、近くの小児科の先生に少しでも取り組んでもらうしかないかと思います。 カイギョウ ショウニ カ イ スク ザイタク イリョウ ショウニカ ゲンジョウ イゼン ザイタク ジュウショウ シンシン ショウガイジ ホウモン シンリョウ タノ オコナ オトナ ホウモン シンリョウ カッテ チガ タメ ナイカ イ タカ カン ゼヒ チカ ショウニカ センセイ スコ ト ク オモ

		否 ヒ		風見診療所 カザミ シンリョウジョ				329-2335		塩谷町上平27				3		3		1		3		2		3		3		2		1		3		3				3		1		1		3		2		2		3		3		2		1		3		3		2		2		0		1		1		0		1		0		1		1		0

		否 ヒ		土谷医院 ツチヤ イイン				321-0136		宇都宮市みどり野町14-3				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		1		0

		否 ヒ		遠藤小児科 エンドウ ショウニカ				321-0982		宇都宮市御幸ヶ原町224-10				1		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		1		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		油布医院 ユフ イイン				321-0414		宇都宮市中里町175-8				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		1		0

		承諾 ショウダク		さいとう小児科 ショウニカ		0282-22-0757 		328-0015		栃木市万町30番16号		0282-22-0757		1		1		3		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		1		0

		承諾 ショウダク		冨塚メデｲカルクリニック		028-666-2555		321-2116		宇都宮市徳次郎町888				1		1		2		2		2		2		2		2		1		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0		なるべく協力したいが、現在当院副院長が体調悪く、休養中のため困難となっています。 キョウリョク ゲンザイ トウイン フクインチョウ タイチョウ ワル キュウヨウチュウ コンナン

		承諾 ショウダク		山浦内科医院		0284-21-6653 		326-0843		足利市五十部町1256-5				1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3				1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		4		1		1		1		0		0		0		1		0		0

		承諾 ショウダク		小倉医院		0282-82-0057		321-0227		壬生町通町10-5				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		承諾 ショウダク		飯岡小児科		0289-65-3257		322-0074		鹿沼市日吉町569-2				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		3				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		3		2		2		2		0		0		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		角田内科医院		0285-53-5665 		329-0511		下野市石橋549				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		1		1		1		1		1		0		0

		承諾 ショウダク		おかべこどもクリニック		0285-40-7300 		329-0433		下野市緑5-17-12				3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		くろばね齋藤醫院		0287-54-0031		324-0233		大田原市黒羽田町612				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		1		0

		承諾 ショウダク		立花医院		0287-72-0311		325-0003		那須郡那須町寺子乙3967-190				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		その他：スタッフの充実　　1～9すべて当てはまります タ ジュウジツ ア

		承諾 ショウダク		さいとうハート＆キッズクリニック		0287-53-7979		324-0043		大田原市浅香1-4-3				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		1		0

		承諾 ショウダク		小山すぎの木クリニック		0285-30-3456		323-0806		小山市中久喜1131-1				1		1		1		1		1		1		2		2		2		1		1				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		4		1		1		0		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		有村小児科医院		028-656-7207		321-0912		宇都宮市石井町3128-11		028-656-7207		1		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		1		0		1		1		0		無床の診療所の小児科医としては、急性疾患（特に感染症が多く）への対応が中心です。時間に追われています。予防接種については、時間枠をとって対応できます。一次診療についても、訪問看護との連携等があれば対応可能な場合があります。（例えば点滴投薬等）現時点では往診は無理ですが。 ムショウ シンリョウジョ ショウニ カ イ キュウセイ シッカン トク カンセンショウ オオ タイオウ チュウシン ジカン オ ヨボウ セッシュ ジカンワク タイオウ イチジ シンリョウ ホウモン カンゴ レンケイ トウ タイオウ カノウ バアイ タト テンテキ トウヤク ナド ゲンジテン オウシン ムリ

		承諾 ショウダク		吉永医院		0285-63-2303		321-3564		茂木町増井190-1				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		1		1		0		0		0

		承諾 ショウダク		あさかクリニック		0287-22-2601		324-0043		大田原市浅香3-3711				1		1		2		2		2		2		1		1		2		2		2				1		1		2		2		2		2		1		1		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		坪水医院		0283-62-0265		327-0312		佐野市栃本町2241				1		1		3		3		3		3		3		3		1		3		3				1		1		3		3		3		3		3		3		1		3		3		3		3		3		0		1		1		0		0		0		0		1		0		若い頃、町田市にある重度心身障害者の施設にボランティアで行き、足で書いたお手紙をもらって感動しました。何かのお役にたてればと思いますが、現在実態がよく分かりません。 ワカ コロ マチダシ ジュウド シンシン ショウガイシャ シセツ イ アシ カ テガミ カンドウ ナニ ヤク オモ ゲンザイ ジッタイ ワ

		承諾 ショウダク		こどもヶ丘診療所		028-615-1077		321-0151		宇都宮市西川田町183-21				1		1		3		3		3		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		1		0		1		1		0

		承諾 ショウダク		竹田内科小児科クリニック		0282-29-1233		328-0011		栃木市大宮町52番地		0282-29-1233		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		0		1		1		1		0		0		1		0

		承諾 ショウダク		すながクリニック		0284-44-7211		326-0015		足利市八椚町494-1　				1		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		1		1		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		片山医院		028-661-9764		321-0944		宇都宮市東峰町3008-21				1		1		2		2		2		1		2		2		2		2		2				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		4		0		1		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		稲毛クリニック		0283-25-2566		327-0103		佐野市石塚町893-1				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		1		1		1		1		1		その他：当クリニックでは勤務医での診療のみを行っており、重症心身障害児に対応できるシステムはととのっておらず、申し訳ありません。 タ トウ キンムイ シンリョウ オコナ ジュウショウ シンシン ショウガイジ タイオウ モウ ワケ

		承諾 ショウダク		小川こどもクリニック		0289-74-5421		322-0027		鹿沼市貝島町5006-2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		くさの小児科		0284-73-7000		326-0335		足利市上渋垂町338-3				3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		みやの杜クリニック　		028-683-7811		321-0904		宇都宮市陽東2-4-5				1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1				3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		1		0		0		1		0		0		1		0		0		0		Q2訪問診療のみ対応可 ホウモン シンリョウ タイオウ カ

		承諾 ショウダク		にいたに内科　		028-675-6515		329-1231		塩谷郡高根沢町宝石台 3-3-19				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1

		承諾 ショウダク		よこやま内科小児科クリニック		0282-24-8102		328-0075		栃木市箱森町38-70				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		さいとうクリニック		0287-39-1805		329-2724		那須塩原市西幸町7-13				1		1		3		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		0		0		0		0		1		その他：現在の診療所での診療との兼ね合いが困難であり、複数の医師や看護師が必要 タ ゲンザイ シンリョウジョ シンリョウ カ ア コンナン フクスウ イシ カンゴシ ヒツヨウ

		承諾 ショウダク		桜井消化器科・内科		028-643-0870		320-0073		宇都宮市細谷1-7-38				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		承諾 ショウダク		佐藤医院		0287-96-2841		324-0501		那須郡那珂川町小川2960-1				1		1		3		3		2		3		3		2		1		1		1				1		1		3		3		2		3		3		2		1		1		1		3		3		4		0		1		1		1		0		1		0		0		0

		承諾 ショウダク		大根田内科医院		028-624-6322		320-0072		宇都宮市若草3-4-22				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		0		0		0		0		0		0		0		当方の医師が高齢であり、しかもスタッフがそろっていないので在宅医療は無理なので、ましてや重症心身障害者においておやです。 トウホウ イシ コウレイ ザイタク イリョウ ムリ ジュウショウ シンシン ショウガイシャ

		承諾 ショウダク		医療法人　赤羽病院		028-661-5446		321-0904		宇都宮市陽東7-2-2				1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3				3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		2		2		2		0		1		1		1		0		0		1		0		0

		承諾 ショウダク		田井の里クリニック		0285-81-6502		321-4301		真岡市西田井内外748-2				1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2				3		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		みずぬまクリニック		0287-39-1581		329-2751		那須塩原市東三島2-80-6				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		その他：在宅医療をやっていないので現状は無理である タ ザイタク イリョウ ゲンジョウ ムリ

		承諾 ショウダク		キッズクリニックはせがわ		0283-27-0200		327-0843		佐野市堀米町3946-6				1		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		その他：時間的余裕 タ ジカンテキ ヨユウ

		承諾 ショウダク		小森谷内科医院		0282-43-7327		329-4404		栃木市大平町富田4003-8				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		熊倉医院		0282-55-8425		329-4316		下都賀郡岩舟町新里180-1				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		いちはらファミリークリニック		028-612-8350		321-0414		宇都宮市中里町322				3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3				3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		1		2		0		1		1		1		0		1		0		1		0

		承諾 ショウダク		かとう小児科 ショウニカ		0282-82-7576		321-0218		壬生町落合3-7-30		 		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		福田こどもクリニック		028-659-8850		320-0852		栃木県宇都宮市下砥上町1545-20				1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3				1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		2		2		2		0		1		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		てらもと小児科		028-650-6636		321-0975		宇都宮市関堀町971-6				1		1		3		2		2		3		3		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		0		小児科医としてはもっと積極的に協力しなければいけないと思いますが、現在の我診療所の状態では不可能なことが多く残念です。 ショウニ カ イ セッキョクテキ キョウリョク オモ ゲンザイ ワガ シンリョウジョ ジョウタイ フカノウ オオ ザンネン

		承諾 ショウダク		木村内科医院		0288-22-7880		321-1264		日光市瀬尾497-1				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		承諾 ショウダク		こばやしファミリークリニック		0283-85-9900		327-0311		佐野市多田町566				1		1		1		1		3		1		1		2		1		1		1				1		1		1		1		3		1		1		3		1		1		1		3		3		2		0		1		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		あいファミリィクリニック足利 アシカガ		0284-22-3788		329-4213		足利市寺岡町505-1				1		1		1		1		1		1		1		3		1		1		1				1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		1		0		1		0		0		0		0		1		0

		承諾 ショウダク		腰塚医院		0282-62-2072		323-1104		栃木市藤岡町藤岡1845-10				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		1		1		1		1		0

		承諾 ショウダク		桜井こどもクリニック		0282-24-5987		328-0034		栃木市本町16-9				1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		承諾 ショウダク		神鳥谷クリニック		0285-22-7700		323-0827		小山市神鳥谷1-19-1		 		2		2		2		2		2		2		2		2		1		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		持田医院		0282-67-3661		329-0319		栃木市藤岡町中根115-5				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		4		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		田村医院		0282-43-3368		329-4423		栃木市大平町西水代1835-1				1		1		1		1		1		1		1		2		1		1		1				1		1		1		1		1		1		1		2		1		1		1		3		1		4		1		1		1		1		1		1		1		1		0		Q5.訪問看護、訪問リハビリテーションを利用 ホウモン カンゴ ホウモン リヨウ

		承諾 ショウダク		大橋内科クリニック		0282-82-8522		321-0219		壬生町福和田1003-1				1		1		2		2		2		3		2		2		2		2		3				1		1		2		2		2		3		2		2		2		2		3		3		3		2		0		1		1		0		0		0		0		1		0

		承諾 ショウダク		てらだファミリークリニック		028-654-2188		321-0132		宇都宮市雀の宮5-5-1				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		1		1		1		1		0

		承諾 ショウダク		あおい内科小児科ｸﾘﾆｯｸ		028-663-6000		321-0973		宇都宮市岩曽町1086-1				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		1		1		1		その他：往診時間の確保ができること タ オウシン ジカン カクホ

		承諾 ショウダク		飯塚医院		0287-92-2034		324-0613		那須郡那珂川町馬頭484-3				1		1		2		2		2		2		2		2		1		2		1				1		1		2		2		2		2		2		2		1		2		1		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		0

		承諾 ショウダク		やの小児科医院		0285-56-0280		329-0611		河内郡上三川町上三川3446-3				1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3				1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		2		2		2		0		1		1		1		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		仲嶋医院		028-681-7755		329-1311		さくら市氏家3245-17				3		3		3		3		2		3		3		3		3		2		3				3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		2		3		2		1		1		1		1		1		1		1		0		0		成人（18才以上）を対象に回答しました セイジン サイ イジョウ タイショウ カイトウ

		承諾 ショウダク		小林診療所		0285-82-3873		321-4369		真岡市熊倉3-10-7				1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		1				1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		1		2		2		2		0		1		0		0		0		1		0		0		0

		承諾 ショウダク		西真岡こどもクリニック		0285-81-7900		321-4341		真岡市高勢町3-205-1				1		1		1		3		1		1		1		1		1		3		3				1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		その他：現在おこなっています タ ゲンザイ

		承諾 ショウダク		鈴木医院		0285-72-2032		321-4217		益子町益子1747-2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		承諾 ショウダク		緑の屋根診療所		0283-20-2577		327-0843		佐野市堀米町1348-5				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		0		0		1		0		1		0		1		0		0		地域の社会資源が少ない。マンパワー不足 チイキ シャカイ シゲン スク ブソク

		承諾 ショウダク		ひがのクリニック		0285-74-0051 		321-4521		真岡市久下田941-1				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		豊郷中央渡辺内科　		028-622-8900		320-0004		宇都宮市長岡町1217-5				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		1				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		1		0		0

		承諾 ショウダク		きくちクリニック		028-683-3387		321-0903		宇都宮市下平出町614-2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		0		0

		承諾 ショウダク		サンレディースクリニック		0282-24-3541		328-0024		栃木市樋ノ口町504-1				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		医療法人　亀田内科		028-633-2884		320-0812		宇都宮市一番町1-28				1		1		1		2		2		1		2		2		2		2		1				1		1		1		2		2		1		2		2		2		2		1		3		3		3		0		0		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		越戸クリニック		028-660-6190		321-0951		宇都宮市越戸町139-6				1		1		2		2		2		3		2		2		2		2		3				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		佐藤内科		0285-53-1305		329-0511		下野市石橋839-14				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		承諾 ショウダク		グリムこどもクリニック		0285-51-1515		329-0502		下野市下古山2-6-17				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		事前連絡の上での一次診療、予防接種ですので、申し訳ありません。 ジゼン レンラク ウエ イチジ シンリョウ ヨボウ セッシュ モウ ワケ

		承諾 ショウダク		吉原医院		0288-21-0161		321-1261		日光市今市826-4				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		1		1		1		その他：設備 タ セツビ

		承諾 ショウダク		梅園医院		028-633-2869		320-0035		宇都宮市伝馬町3-28				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		1		0		0

		承諾 ショウダク		森田医院		028-633-1573		320-0861		宇都宮市西3-5-8				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		鈴木内科クリニック		028-655-1229		321-0139		宇都宮市若松原2-4-19				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		その他：24時間対応が必要となると考えますが、当院診療時間内の往診は難しいと考えます。 タ ジカン タイオウ ヒツヨウ カンガ トウイン シンリョウ ジカン ナイ オウシン ムズカ カンガ

		承諾 ショウダク		小松医院		0289-60-5515		322-0064		鹿沼市文化橋町2300-1				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		1		0		0		1		0



														1.医療ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する外来診療について、以下の医療行為に対応できますか。 イリョウ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ガイライ シンリョウ イカ イリョウ コウイ タイオウ																								2.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する往診及び訪問診療について、以下の医療行為に対応できますか イリョウテキ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ オウシン オヨ ホウモン シンリョウ イカ イリョウ コウイ タイオウ

														予防接種 ヨボウ セッシュ		一次診療
（経過観察、栄養観察を含む） イチジ シンリョウ ケイカ カンサツ エイヨウ カンサツ フク		経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ		経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ		中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ		酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ		気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ		人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ		尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ		人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ		褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ				予防接種 ヨボウ セッシュ		一次診療
（経過観察、栄養観察を含む） イチジ シンリョウ ケイカ カンサツ エイヨウ カンサツ フク		経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ		経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ		中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ		酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ		気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ		人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ		尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ		人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ		褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ

										1		できる		83		57		12		9		7		13		11		6		17		8		16		できる		39		29		8		6		5		9		9		6		10		7		12

										2		できない		55		80		127		134		142		130		136		146		131		137		124		できない		102		115		141		143		148		140		144		148		140		145		134

										3		要相談 ヨウ ソウダン		27		28		26		22		16		22		18		13		16		20		25		要相談 ヨウ ソウダン		24		21		16		16		12		15		12		11		15		13		19

																																																														0

														3.24時間、重症心身障害児（18歳未満）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイジ サイ ミマン イリョウ タイオウ

										1		できる		1

										2		できない		150

										3		要相談 ヨウ ソウダン		14



														4.24時間、重症心身障害者（18歳以上）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイシャ サイ イジョウ イリョウ タイオウ

										1		できる		3

										2		できない		150

										3		要相談 ヨウ ソウダン		12



														5.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する訪問リハビリてーションを提供していますか イリョウテキ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ホウモン テイキョウ

										1		提供している テイキョウ		1

										2		提供していない テイキョウ		152

										3		提供していないが対応は可能 テイキョウ タイオウ カノウ		4

										4		要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン		8



														6.重症心身障害児（者）在宅医療に対応できるようになるための条件はなんですか

										1		診療報酬の点数が増えること シンリョウ ホウシュウ テンスウ フ		24

										2		訪問看護尾の連携 ホウモン カンゴ オ レンケイ		73

										3		病院との連携 ビョウイン レンケイ		90

										4		在宅療養支援診療所と小児科医との
グループ診療 ザイタク リョウヨウ シエン シンリョウジョ ショウニ カ イ シンリョウ		43

										5		在宅療養支援診療所に助言や
相談を求めることができること ザイタク リョウヨウ シエン シンリョウジョ ジョゲン ソウダン モト		28

										6		小児科医に助言や相談を求めることができること ショウニ カ イ ジョゲン ソウダン モト		26

										7		経験のある医師がいること ケイケン イシ		62

										8		研修などの自己のスキルアップ ケンシュウ ジコ		47

										9		その他 タ		21



できる	予防接種	一次診療	
（経過観察、栄養観察を含む）	経鼻経管栄養の管理	経皮経管栄養の管理	
（胃ろう）	中心静脈栄養の管理	酸素療法の管理	気管切開の管理	人工呼吸器の管理	尿道留置カテーテル	
の管理	人工肛門の管理	褥瘡の管理	83	57	12	9	7	13	11	6	17	8	16	できない	予防接種	一次診療	
（経過観察、栄養観察を含む）	経鼻経管栄養の管理	経皮経管栄養の管理	
（胃ろう）	中心静脈栄養の管理	酸素療法の管理	気管切開の管理	人工呼吸器の管理	尿道留置カテーテル	
の管理	人工肛門の管理	褥瘡の管理	55	80	127	134	142	130	136	146	131	137	124	要相談	予防接種	一次診療	
（経過観察、栄養観察を含む）	経鼻経管栄養の管理	経皮経管栄養の管理	
（胃ろう）	中心静脈栄養の管理	酸素療法の管理	気管切開の管理	人工呼吸器の管理	尿道留置カテーテル	
の管理	人工肛門の管理	褥瘡の管理	27	28	26	22	16	22	18	13	16	20	25	3.24時間、重症心身障害児（18歳未満）の医療に対応ができますか	できる	できない	要相談	1	150	14	4.24時間、重症心身障害者（18歳以上）の医療に対応ができますか	できる	できない	要相談	3	150	12	5.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する訪問リハビリてーションを提供していますか	提供している	提供していない	提供していないが対応は可能	要相談（条件による）	1	152	4	8	6.重症心身障害児（者）在宅医療に対応できるようになるための条件はなんですか	診療報酬の点数が増えること	訪問看護尾の連携	病院との連携	在宅療養支援診療所と小児科医との	
グループ診療	在宅療養支援診療所に助言や	
相談を求めることができること	小児科医に助言や相談を求めることができること	経験のある医師がいること	研修などの自己のスキルアップ	その他	24	73	90	43	28	26	62	47	21	できる	予防接種	一次診療	
（経過観察、栄養観察を含む）	経鼻経管栄養の管理	経皮経管栄養の管理	
（胃ろう）	中心静脈栄養の管理	酸素療法の管理	気管切開の管理	人工呼吸器の管理	尿道留置カテーテル	
の管理	人工肛門の管理	褥瘡の管理	39	29	8	6	5	9	9	6	10	7	12	できない	予防接種	一次診療	
（経過観察、栄養観察を含む）	経鼻経管栄養の管理	経皮経管栄養の管理	
（胃ろう）	中心静脈栄養の管理	酸素療法の管理	気管切開の管理	人工呼吸器の管理	尿道留置カテーテル	
の管理	人工肛門の管理	褥瘡の管理	102	115	141	143	148	140	144	148	140	145	134	要相談	予防接種	一次診療	
（経過観察、栄養観察を含む）	経鼻経管栄養の管理	経皮経管栄養の管理	
（胃ろう）	中心静脈栄養の管理	酸素療法の管理	気管切開の管理	人工呼吸器の管理	尿道留置カテーテル	
の管理	人工肛門の管理	褥瘡の管理	24	21	16	16	12	15	12	11	15	13	19	

診療所 (記述)

		Ｑ１		1.医療ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する外来診療について、以下の医療行為に対応できますか。 イリョウ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ガイライ シンリョウ イカ イリョウ コウイ タイオウ

				Ｑ1-1

				Ｑ1-2

				Ｑ1-3

				Ｑ1-4

				Ｑ1-5

				Ｑ1-6

				Ｑ1-7

				Ｑ1-8

				Ｑ1-9

				Ｑ1-10

				Ｑ1-11

		Ｑ２		2.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する往診及び訪問診療について、以下の医療行為に対応できますか イリョウテキ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ オウシン オヨ ホウモン シンリョウ イカ イリョウ コウイ タイオウ

				Ｑ2-1

				Ｑ2-2

				Ｑ2-3

				Ｑ2-4

				Ｑ2-5

				Ｑ2-6

				Ｑ2-7

				Ｑ2-8

				Ｑ2-9

				Ｑ2-10

				Ｑ2-11

		Ｑ3		3.24時間、重症心身障害児（18歳未満）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイジ サイ ミマン イリョウ タイオウ

				Ｑ3-1

				Ｑ3-2

				Ｑ3-3

		Ｑ4		4.24時間、重症心身障害者（18歳以上）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイシャ サイ イジョウ イリョウ タイオウ

				Ｑ4-1

				Ｑ4-2

				Ｑ4-3

		Ｑ5		5.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する訪問リハビリてーションを提供していますか イリョウテキ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ホウモン テイキョウ

				Ｑ5-1

				Ｑ5-2

				Ｑ5-3

				Ｑ5-4

		Ｑ6		6.重症心身障害児（者）在宅医療に対応できるようになるための条件はなんですか ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ ザイタク イリョウ タイオウ ジョウケン

				Ｑ6-1

				Ｑ6-2

				Ｑ6-3

				Ｑ6-4

				Ｑ6-5

				Ｑ6-6

				Ｑ6-7

				Ｑ6-8

				Ｑ6-9

		Ｑ7		7.重症心身障害児（者）の方に対する医療、在宅生活等についてお気づきのことなど、ご自由にお書きください ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ カタ タイ イリョウ ザイタク セイカツ ナド キ ジユウ カ



		承諾可否 ショウダク カヒ		診療所名 シンリョウジョ メイ		電話番号 デンワ バンゴウ		郵便番号 ユウビンバンゴウ		所在地 ショザイチ		電話番号 デンワ バンゴウ		Ｑ7重症心身障害児（者）の方に対する医療、在宅生活等についてお気づきのことなど、ご自由にお書きください

		承諾 ショウダク		深谷医院 フカヤ イイン		0285-75-0007 		321-4502		真岡市物井1268-7

		承諾 ショウダク		かしま産婦人科 サンフジンカ		0284-65-0341		326-0844		足利市鹿島町501-1				婦人科疾患（不正性器出血/帯下/外陰掻痒等）については外来対応させて頂いております フジンカ シッカン フセイ セイキ シュッケツ タイゲ ガイイン カ カユ ナド ガイライ タイオウ イタダ

		承諾 ショウダク		おおきこどもクリニック		0285-41-0025 		329-0207		小山市美しが丘3-35-3

		承諾 ショウダク		宇都宮市子ども発達センター診療所 ウツノミヤシ コ ハッタツ シンリョウジョ		028-647-4720		320-0851		栃木県宇都宮市鶴田町970-1				その他：子ども発達センター内の療育を利用する児の診療所であるため タ コ ハッタツ ナイ リョウイク リヨウ ジ シンリョウジョ

		承諾 ショウダク		中川医院 ナカガワ イイン		0287-62-0040		325-0057		那須塩原市黒磯幸町6-27

		承諾 ショウダク		にじいろこども診療所 シンリョウジョ		0285-44-7716		329-0414		下野市小金井4-1-1

		承諾 ショウダク		豊郷台クリニック ユタカ ゴウ ダイ		028-643-8998		320-0003		宇都宮市豊郷台2-21-3		028-643-8998（FAX8999）

		承諾 ショウダク		いとうこどもクリニック		0289-63-5566		322-0025		鹿沼市緑町2-2-29

		承諾 ショウダク		清原台こどもクリニック キヨハラ ダイ		028-305-6017		321-3223		宇都宮市清原台2-4-14				その他：医師、看護師の増員 タ イシ カンゴシ ゾウイン

		承諾 ショウダク		さいとう小児科 ショウニカ		0282-22-0757 		328-0015		栃木市万町30番16号		0282-22-0757

		承諾 ショウダク		冨塚メデｲカルクリニック		028-666-2555		321-2116		宇都宮市徳次郎町888				なるべく協力したいが、現在当院副院長が体調悪く、休養中のため困難となっています。 キョウリョク ゲンザイ トウイン フクインチョウ タイチョウ ワル キュウヨウチュウ コンナン

		承諾 ショウダク		山浦内科医院		0284-21-6653 		326-0843		足利市五十部町1256-5

		承諾 ショウダク		小倉医院		0282-82-0057		321-0227		壬生町通町10-5

		承諾 ショウダク		飯岡小児科		0289-65-3257		322-0074		鹿沼市日吉町569-2

		承諾 ショウダク		角田内科医院		0285-53-5665 		329-0511		下野市石橋549

		承諾 ショウダク		おかべこどもクリニック		0285-40-7300 		329-0433		下野市緑5-17-12

		承諾 ショウダク		くろばね齋藤醫院		0287-54-0031		324-0233		大田原市黒羽田町612

		承諾 ショウダク		立花医院		0287-72-0311		325-0003		那須郡那須町寺子乙3967-190				その他：スタッフの充実　　1～9すべて当てはまります タ ジュウジツ ア

		承諾 ショウダク		さいとうハート＆キッズクリニック		0287-53-7979		324-0043		大田原市浅香1-4-3

		承諾 ショウダク		小山すぎの木クリニック		0285-30-3456		323-0806		小山市中久喜1131-1

		承諾 ショウダク		有村小児科医院		028-656-7207		321-0912		宇都宮市石井町3128-11		028-656-7207		無床の診療所の小児科医としては、急性疾患（特に感染症が多く）への対応が中心です。時間に追われています。予防接種については、時間枠をとって対応できます。一次診療についても、訪問看護との連携等があれば対応可能な場合があります。（例えば点滴投薬等）現時点では往診は無理ですが。 ムショウ シンリョウジョ ショウニ カ イ キュウセイ シッカン トク カンセンショウ オオ タイオウ チュウシン ジカン オ ヨボウ セッシュ ジカンワク タイオウ イチジ シンリョウ ホウモン カンゴ レンケイ トウ タイオウ カノウ バアイ タト テンテキ トウヤク ナド ゲンジテン オウシン ムリ

		承諾 ショウダク		吉永医院		0285-63-2303		321-3564		茂木町増井190-1

		承諾 ショウダク		あさかクリニック		0287-22-2601		324-0043		大田原市浅香3-3711

		承諾 ショウダク		坪水医院		0283-62-0265		327-0312		佐野市栃本町2241				若い頃、町田市にある重度心身障害者の施設にボランティアで行き、足で書いたお手紙をもらって感動しました。何かのお役にたてればと思いますが、現在実態がよく分かりません。 ワカ コロ マチダシ ジュウド シンシン ショウガイシャ シセツ イ アシ カ テガミ カンドウ ナニ ヤク オモ ゲンザイ ジッタイ ワ

		承諾 ショウダク		こどもヶ丘診療所		028-615-1077		321-0151		宇都宮市西川田町183-21

		承諾 ショウダク		竹田内科小児科クリニック		0282-29-1233		328-0011		栃木市大宮町52番地		0282-29-1233

		承諾 ショウダク		すながクリニック		0284-44-7211		326-0015		足利市八椚町494-1　

		承諾 ショウダク		片山医院		028-661-9764		321-0944		宇都宮市東峰町3008-21

		承諾 ショウダク		稲毛クリニック		0283-25-2566		327-0103		佐野市石塚町893-1				その他：当クリニックでは勤務医での診療のみを行っており、重症心身障害児に対応できるシステムはととのっておらず、申し訳ありません。 タ トウ キンムイ シンリョウ オコナ ジュウショウ シンシン ショウガイジ タイオウ モウ ワケ

		承諾 ショウダク		小川こどもクリニック		0289-74-5421		322-0027		鹿沼市貝島町5006-2

		承諾 ショウダク		くさの小児科		0284-73-7000		326-0335		足利市上渋垂町338-3

		承諾 ショウダク		みやの杜クリニック　		028-683-7811		321-0904		宇都宮市陽東2-4-5				Q2訪問診療のみ対応可 ホウモン シンリョウ タイオウ カ

		承諾 ショウダク		にいたに内科　		028-675-6515		329-1231		塩谷郡高根沢町宝石台 3-3-19

		承諾 ショウダク		よこやま内科小児科クリニック		0282-24-8102		328-0075		栃木市箱森町38-70

		承諾 ショウダク		さいとうクリニック		0287-39-1805		329-2724		那須塩原市西幸町7-13				その他：現在の診療所での診療との兼ね合いが困難であり、複数の医師や看護師が必要 タ ゲンザイ シンリョウジョ シンリョウ カ ア コンナン フクスウ イシ カンゴシ ヒツヨウ

		承諾 ショウダク		桜井消化器科・内科		028-643-0870		320-0073		宇都宮市細谷1-7-38

		承諾 ショウダク		佐藤医院		0287-96-2841		324-0501		那須郡那珂川町小川2960-1

		承諾 ショウダク		大根田内科医院		028-624-6322		320-0072		宇都宮市若草3-4-22				当方の医師が高齢であり、しかもスタッフがそろっていないので在宅医療は無理なので、ましてや重症心身障害者においておやです。 トウホウ イシ コウレイ ザイタク イリョウ ムリ ジュウショウ シンシン ショウガイシャ

		承諾 ショウダク		医療法人　赤羽病院		028-661-5446		321-0904		宇都宮市陽東7-2-2

		承諾 ショウダク		田井の里クリニック		0285-81-6502		321-4301		真岡市西田井内外748-2

		承諾 ショウダク		みずぬまクリニック		0287-39-1581		329-2751		那須塩原市東三島2-80-6				その他：在宅医療をやっていないので現状は無理である タ ザイタク イリョウ ゲンジョウ ムリ

		承諾 ショウダク		キッズクリニックはせがわ		0283-27-0200		327-0843		佐野市堀米町3946-6				その他：時間的余裕 タ ジカンテキ ヨユウ

		承諾 ショウダク		小森谷内科医院		0282-43-7327		329-4404		栃木市大平町富田4003-8

		承諾 ショウダク		熊倉医院		0282-55-8425		329-4316		下都賀郡岩舟町新里180-1

		承諾 ショウダク		いちはらファミリークリニック		028-612-8350		321-0414		宇都宮市中里町322

		承諾 ショウダク		かとう小児科 ショウニカ		0282-82-7576		321-0218		壬生町落合3-7-30		 

		承諾 ショウダク		福田こどもクリニック		028-659-8850		320-0852		栃木県宇都宮市下砥上町1545-20

		承諾 ショウダク		てらもと小児科		028-650-6636		321-0975		宇都宮市関堀町971-6				小児科医としてはもっと積極的に協力しなければいけないと思いますが、現在の我診療所の状態では不可能なことが多く残念です。 ショウニ カ イ セッキョクテキ キョウリョク オモ ゲンザイ ワガ シンリョウジョ ジョウタイ フカノウ オオ ザンネン

		承諾 ショウダク		木村内科医院		0288-22-7880		321-1264		日光市瀬尾497-1

		承諾 ショウダク		こばやしファミリークリニック		0283-85-9900		327-0311		佐野市多田町566

		承諾 ショウダク		あいファミリィクリニック足利 アシカガ		0284-22-3788		329-4213		足利市寺岡町505-1

		承諾 ショウダク		腰塚医院		0282-62-2072		323-1104		栃木市藤岡町藤岡1845-10

		承諾 ショウダク		桜井こどもクリニック		0282-24-5987		328-0034		栃木市本町16-9

		承諾 ショウダク		神鳥谷クリニック		0285-22-7700		323-0827		小山市神鳥谷1-19-1		 

		承諾 ショウダク		持田医院		0282-67-3661		329-0319		栃木市藤岡町中根115-5

		承諾 ショウダク		田村医院		0282-43-3368		329-4423		栃木市大平町西水代1835-1				Q5.訪問看護、訪問リハビリテーションを利用 ホウモン カンゴ ホウモン リヨウ

		承諾 ショウダク		大橋内科クリニック		0282-82-8522		321-0219		壬生町福和田1003-1

		承諾 ショウダク		てらだファミリークリニック		028-654-2188		321-0132		宇都宮市雀の宮5-5-1

		承諾 ショウダク		あおい内科小児科ｸﾘﾆｯｸ		028-663-6000		321-0973		宇都宮市岩曽町1086-1				その他：往診時間の確保ができること タ オウシン ジカン カクホ

		承諾 ショウダク		飯塚医院		0287-92-2034		324-0613		那須郡那珂川町馬頭484-3

		承諾 ショウダク		やの小児科医院		0285-56-0280		329-0611		河内郡上三川町上三川3446-3

		承諾 ショウダク		仲嶋医院		028-681-7755		329-1311		さくら市氏家3245-17				成人（18才以上）を対象に回答しました セイジン サイ イジョウ タイショウ カイトウ

		承諾 ショウダク		小林診療所		0285-82-3873		321-4369		真岡市熊倉3-10-7

		承諾 ショウダク		西真岡こどもクリニック		0285-81-7900		321-4341		真岡市高勢町3-205-1				その他：現在おこなっています タ ゲンザイ

		承諾 ショウダク		鈴木医院		0285-72-2032		321-4217		益子町益子1747-2

		承諾 ショウダク		緑の屋根診療所		0283-20-2577		327-0843		佐野市堀米町1348-5				地域の社会資源が少ない。マンパワー不足 チイキ シャカイ シゲン スク ブソク

		承諾 ショウダク		ひがのクリニック		0285-74-0051 		321-4521		真岡市久下田941-1

		承諾 ショウダク		豊郷中央渡辺内科　		028-622-8900		320-0004		宇都宮市長岡町1217-5

		承諾 ショウダク		きくちクリニック		028-683-3387		321-0903		宇都宮市下平出町614-2

		承諾 ショウダク		サンレディースクリニック		0282-24-3541		328-0024		栃木市樋ノ口町504-1

		承諾 ショウダク		医療法人　亀田内科		028-633-2884		320-0812		宇都宮市一番町1-28

		承諾 ショウダク		越戸クリニック		028-660-6190		321-0951		宇都宮市越戸町139-6

		承諾 ショウダク		佐藤内科		0285-53-1305		329-0511		下野市石橋839-14

		承諾 ショウダク		グリムこどもクリニック		0285-51-1515		329-0502		下野市下古山2-6-17				事前連絡の上での一次診療、予防接種ですので、申し訳ありません。 ジゼン レンラク ウエ イチジ シンリョウ ヨボウ セッシュ モウ ワケ

		承諾 ショウダク		吉原医院		0288-21-0161		321-1261		日光市今市826-4				その他：設備 タ セツビ

		承諾 ショウダク		梅園医院		028-633-2869		320-0035		宇都宮市伝馬町3-28

		承諾 ショウダク		森田医院		028-633-1573		320-0861		宇都宮市西3-5-8

		承諾 ショウダク		鈴木内科クリニック		028-655-1229		321-0139		宇都宮市若松原2-4-19				その他：24時間対応が必要となると考えますが、当院診療時間内の往診は難しいと考えます。 タ ジカン タイオウ ヒツヨウ カンガ トウイン シンリョウ ジカン ナイ オウシン ムズカ カンガ

		承諾 ショウダク		小松医院		0289-60-5515		322-0064		鹿沼市文化橋町2300-1
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										1		提供している テイキョウ
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										4		在宅療養支援診療所と小児科医とのグループ診療 ザイタク リョウヨウ シエン シンリョウジョ ショウニ カ イ シンリョウ
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1	#REF!	

病院

		Ｑ１		1.医療ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する外来診療について、以下の医療行為に対応できますか。 イリョウ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ガイライ シンリョウ イカ イリョウ コウイ タイオウ						1.医療ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する外来診療について、以下の医療行為に対応できますか。 イリョウ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ガイライ シンリョウ イカ イリョウ コウイ タイオウ

				Ｑ1-1						Ｑ1-1		予防接種 ヨボウ セッシュ

				Ｑ1-2						Ｑ1-2		一次診療
（経過観察、栄養観察を含む） イチジ シンリョウ ケイカ カンサツ エイヨウ カンサツ フク

				Ｑ1-3						Ｑ1-3		経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ

				Ｑ1-4						Ｑ1-4		経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ

				Ｑ1-5						Ｑ1-5		中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ

				Ｑ1-6						Ｑ1-6		酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ

				Ｑ1-7						Ｑ1-7		気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ

				Ｑ1-8						Ｑ1-8		人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ

				Ｑ1-9						Ｑ1-9		尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ

				Ｑ1-10						Ｑ1-10		人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ

				Ｑ1-11						Ｑ1-11		褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ

		Ｑ２		2.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する往診及び訪問診療について、以下の医療行為に対応できますか イリョウテキ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ オウシン オヨ ホウモン シンリョウ イカ イリョウ コウイ タイオウ						2.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する往診及び訪問診療について、以下の医療行為に対応できますか イリョウテキ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ オウシン オヨ ホウモン シンリョウ イカ イリョウ コウイ タイオウ

				Ｑ2-1						Ｑ2-1		予防接種 ヨボウ セッシュ

				Ｑ2-2						Ｑ2-2		経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ

				Ｑ2-3						Ｑ2-3		経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ

				Ｑ2-4						Ｑ2-4		中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ

				Ｑ2-5						Ｑ2-5		酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ

				Ｑ2-6						Ｑ2-6		気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ

				Ｑ2-7						Ｑ2-7		人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ

				Ｑ2-8						Ｑ2-8		尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ

				Ｑ2-9						Ｑ2-9		人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ

				Ｑ2-10						Ｑ2-10		褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ

		Ｑ3		3.24時間、重症心身障害児（18歳未満）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイジ サイ ミマン イリョウ タイオウ						3.24時間、重症心身障害児（18歳未満）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイジ サイ ミマン イリョウ タイオウ

				Ｑ3-1						Ｑ3-1		できる

				Ｑ3-2						Ｑ3-2		できない

				Ｑ3-3						Ｑ3-3		要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン

		Ｑ4		4.24時間、重症心身障害者（18歳以上）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイシャ サイ イジョウ イリョウ タイオウ						4.24時間、重症心身障害者（18歳以上）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイシャ サイ イジョウ イリョウ タイオウ

				Ｑ4-1						Ｑ4-1		できる

				Ｑ4-2						Ｑ4-2		できない

				Ｑ4-3						Ｑ4-3		要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン

		Ｑ5		5.重症心身障害児（者）のレスパイト入院に対応できますか ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ ニュウイン タイオウ						5.重症心身障害児（者）のレスパイト入院に対応できますか ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ ニュウイン タイオウ

				Ｑ5-1						Ｑ5-1		できる

				Ｑ5-2						Ｑ5-2		できない

				Ｑ5-3						Ｑ5-3		要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン

		Ｑ6		6.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する訪問リハビリテーションを提供していますか イリョウテキ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ホウモン テイキョウ						6.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する訪問リハビリテーションを提供していますか イリョウテキ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ホウモン テイキョウ

				Ｑ6-1						Ｑ6-1		提供している テイキョウ

				Ｑ6-2						Ｑ6-2		提供していない テイキョウ

				Ｑ6-3						Ｑ6-3		提供していないが対応は可能 テイキョウ タイオウ カノウ

				Ｑ6-4						Ｑ6-4		要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン

		Ｑ7		7.平成26年度において、以下における長期入院児（6ヶ月以上）の患者数は何名ですか（「原疾患」及び「長期入院理由」について、複数の理由がある場合は、主な理由を選んでください） ヘイセイ ネンド イカ チョウキ ニュウイン ジ ゲツイジョウ カンジャスウ ナンメイ ゲンシッカン オヨ チョウキ ニュウイン リユウ フクスウ リユウ バアイ オモ リユウ エラ						7.平成26年度において、以下における長期入院児（6ヶ月以上）の患者数は何名ですか（「原疾患」及び「長期入院理由」について、複数の理由がある場合は、主な理由を選んでください） ヘイセイ ネンド イカ チョウキ ニュウイン ジ ゲツイジョウ カンジャスウ ナンメイ ゲンシッカン オヨ チョウキ ニュウイン リユウ フクスウ リユウ バアイ オモ リユウ エラ

				※個別シートにて対応 コベツ タイオウ						※個別シートにて対応 コベツ タイオウ

		Q8		8.重症心身障害児（者）に対する相談窓口はありますか ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ソウダン マドグチ

										1		ある

										2		ない

		Q9		9.重症心身障害児（者）の方に対する医療、在宅生活等についてお気づきのことなど、ご自由にお書きください。 ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ カタ タイ イリョウ ザイタク セイカツ ナド キ ジユウ カ

		承諾可否 ショウダク カヒ		診療所名 シンリョウジョ メイ		電話番号 デンワ バンゴウ		郵便番号 ユウビンバンゴウ		所在地 ショザイチ		Ｑ1.医療ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する外来診療について、以下の医療行為に対応できますか																						Ｑ２医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する往診及び訪問診療について、以下の医療行為に対応できますか																				Ｑ3		Ｑ4		Ｑ5		Q6		Ｑ7		8.重症心身障害児（者）に対する相談窓口はありますか										Q9

												予防接種 ヨボウ セッシュ		一次診療
（経過観察、栄養観察を含む） イチジ シンリョウ ケイカ カンサツ エイヨウ カンサツ フク		経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ		経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ		中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ		酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ		気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ		人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ		尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ		人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ		褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ		予防接種 ヨボウ セッシュ		経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ		経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ		中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ		酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ		気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ		人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ		尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ		人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ		褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ												有無 ウム		部署名・職名 ブショ メイ ショクメイ		ご担当者氏名 タントウシャ シメイ		連絡先TEL レンラクサキ		連絡先MAIL レンラクサキ

		否 イナ		野木病院		0280-57-1011		329-0101		下都賀郡野木町友沼5320-2		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		2

		否 イナ		今市病院		0288-22-2200		321-1261		日光市今市381		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		2

		否 イナ		黒須病院　		028-682-8811		329-1311		さくら市氏家2650		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		2		2		別紙参照 ベッシ サンショウ		1		病診連携室・社会福祉士 ビョウシンレンケイ シツ シャカイ フクシ シ		井上雅晶 イノウエ マサアキ		028-682-8811（代表）
028-681-5551（直通） ダイヒョウ チョクツウ		byo-renkei@kurosu-hospital.jp

		否 イナ		日光市民病院		0288-50-1188		321-1441		日光市清滝安良沢町1752-10		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		2										小児科常務医がいないため、小児科非常勤医師在院時のみ相談可能と考えます ショウニカ ジョウム イ ショウニカ ヒジョウキン イシ ザイイン ジ ソウダン カノウ カンガ

		否 イナ		国際医療福祉大学塩谷病院　		0287-44-1155		329-2145		矢板市富田77		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		2

		否 イナ		那須南病院		0287-84-3911		321-0621		栃木県那須烏山市中央3-2-13		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		2		2		なし		1		医療福祉相談医療連絡室 イリョウ フクシ ソウダン イリョウ レンラク シツ		原健二 ハラ ケンジ		0287-84-3911

		承諾 ショウダク		西方病院		0282-92-2323		322-0601		栃木県上都賀郡西方町金崎273-3		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		1		西方病院地域連携室 ニシカタ ビョウイン チイキ レンケイ シツ				0282-25-7310		nishikata-renkei@cc9.ne.jp

		承諾 ショウダク		新小山市民病院		0285-36-0200		323-0827		栃木県小山市神鳥谷2251-1 ３２３－０８２７		1		1		3		2		2		2		2		2		2		2		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		2		なし		1		医療相談室保健師 イリョウ ソウダンシツ ホケンシ		多賀谷邦子 タガヤ クニコ		0285-36-0256		soudan@hospital.oyama.tochigi.jp		重症心身障害児（者）の方々の外来診察は随時受け入れておりますが、特に障害児の入院についてはまだ十分に対応できる体制になっておりません。そのため、今回のガイドマップの内容で受け入れ可能な項目が少なく申し訳ありません。相談については、幅広く承っております。 ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ カタガタ ガイライ シンサツ ズイジ ウ イ トク ショウガイジ ニュウイン ジュウブン タイオウ タイセイ コンカイ ナイヨウ ウ イ カノウ コウモク スク モウ ワケ ソウダン ハバヒロ ウケタマワ

		承諾 ショウダク		小山厚生病院		0285-22-1105		323-0031		栃木県小山市八幡町2-10-6		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		2		なし		1		看護師長 カンゴシ チョウ		横家よね子 ヨコ イエ コ		0285-22-1105
0285-24-9890				在宅生活困難者につき当院では入院で対応させていただくことが多いです。 ザイタク セイカツ コンナン シャ トウイン ニュウイン タイオウ オオ

		承諾 ショウダク		石橋総合病院		0285-53-1134		329-0511		栃木県下野市石橋628		1		1		1		1		1		1		1		2		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		1		なし		1		地域医療連携部 チイキ イリョウ レンケイ ブ		（部長）岩崎さゆり ブチョウ イワサキ		0285-53-1134		ishibashi-renkei@yushikai.jp

		承諾 ショウダク		下都賀総合病院		0282-22-2551		328-0044		栃木県栃木市富士見町5-32		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		3		なし		1		医療福祉相談室 イリョウ フクシ ソウダンシツ		MSWが3人おります ニン		0282-22-2551

		承諾 ショウダク		とちの木病院		0282-22-7722		328-0071		栃木県栃木市大町39-5		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		2

		承諾 ショウダク		自治医科大学附属病院　		0285-44-2111		329-0498		下野市薬師寺3311-1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		2		3		2		別紙参照 ベッシ サンショウ		1		地域医療連携部（看護師） チイキ イリョウ レンケイ ブ カンゴシ		黒田　光恵 クロダ ミツエ		0285-44-2111		mazuek@jichi.ac.jp		在宅医療を充実させていただくうえで、往診医や地域の開業医の先生方との連携強化やスタッフの充実が望まれると思います。 ザイタク イリョウ ジュウジツ オウシン イ チイキ カイギョウイ センセイガタ レンケイ キョウカ ジュウジツ ノゾ オモ

		承諾 ショウダク		済生会宇都宮病院		028-626-5500		321-0974		宇都宮市竹林町911-1		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		2		別紙参照 ベッシ サンショウ		1		地域連携課 チイキ レンケイ カ		荻津　守 オギツ カミ		028-626-5500

		承諾 ショウダク		足利赤十字病院		0284-21-0121		326-0843		栃木県足利市五十部町284-1		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		3		1		2		別紙参照 ベッシ サンショウ		1		事務部医事課社会福祉士 ジム ブ イジ カ シャカイ フクシ シ		布施　麻由実 フセ マユミ		0284-20-1307				医療依存度の高い患者様が自宅へ退院する場合、利用できる社会資源が限られており、デイサービスやリハビリテーション、ショートステイなどのサービスを本人、ご家族様のニーズに合わせて利用していただくことが困難なケースが多々あります。（例：家族としては週２回以上リハビリに本人を通わせたいと考えているが、リハビリテーション事業所としては利用者数も多いため、週1回の対応が限度と考えている場合など）今回のアンケート調査を機に、各地域の社会資源の情報を整理し、なるべくニーズに合わせて、多くの方に適切にサービスを利用していただける環境を構築できればと思っております。よろしくお願いいたします。 イリョウ イゾンド タカ カンジャサマ ジタク タイイン バアイ リヨウ シャカイ シゲン カギ ホンニン カゾク サマ ア リヨウ コンナン タタ レイ カゾク シュウ カイイジョウ ホンニン カヨ カンガ ジギョウショ リヨウシャ スウ オオ シュウ カイ タイオウ ゲンド カンガ バアイ コンカイ チョウサ キ カクチイキ シャカイ シゲン ジョウホウ セイリ ア オオ カタ テキセツ リヨウ カンキョウ コウチク オモ ネガ

		承諾 ショウダク		獨協医科大学病院		0282-86-1111		321-0293		下都賀郡壬生町大字北小林880		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		3		2		別紙参照 ベッシ サンショウ		1		地域医療連携センター医療福祉相談室 チイキ イリョウ レンケイ イリョウ フクシ ソウダンシツ				0282-87-2185

		承諾 ショウダク		あしかがの森足利病院		0284-91-0611		326-0011		足利市大沼田町615		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		1		2		別紙参照 ベッシ サンショウ		1		メディカルソーシャルワーカー		福地　哲郎 フクチ テツロウ		0284-91-0611		soudan@hshikagu-hospital.or.jp

		承諾 ショウダク		JCHO　うつのみや病院		028-653-1001		321-0143		宇都宮市南高砂町11-17		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		2

		承諾 ショウダク		菅又病院　		028-676-0311		329-1207		塩谷郡高根沢町花岡2351		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		2										要相談の診療項目につきましては、病院にお電話で問い合わせていただければ対応いたします。小児科の入院対応はしておりません。外来診察につきましては、急性期の管理は困難であることもありますが、状態が安定している場合には相談いただければ可能な限り対応いたします。 ヨウ ソウダン シンリョウ コウモク ビョウイン デンワ ト ア タイオウ ショウニカ ニュウイン タイオウ ガイライ シンサツ キュウセイキ カンリ コンナン ジョウタイ アンテイ バアイ ソウダン カノウ カギ タイオウ

		承諾 ショウダク		那須赤十字病院		0287-23-1122		324-8686		栃木県大田原市中田原1081-4		1		1		3		3		3		1		3		1		3		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		1		4		なし		1		地域医療福祉連携課福祉係長 チイキ イリョウ フクシ レンケイ カ フクシ カカリチョウ		野中美希 ノナカ ミキ		0287-23-1122		renkeika@nasu.jrc.or.jp
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病院（作業）

		Ｑ１		1.医療ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する外来診療について、以下の医療行為に対応できますか。 イリョウ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ガイライ シンリョウ イカ イリョウ コウイ タイオウ						1.医療ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する外来診療について、以下の医療行為に対応できますか。 イリョウ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ガイライ シンリョウ イカ イリョウ コウイ タイオウ

				Ｑ1-1						Ｑ1-1		予防接種 ヨボウ セッシュ

				Ｑ1-2						Ｑ1-2		一次診療
（経過観察、栄養観察を含む） イチジ シンリョウ ケイカ カンサツ エイヨウ カンサツ フク

				Ｑ1-3						Ｑ1-3		経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ

				Ｑ1-4						Ｑ1-4		経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ

				Ｑ1-5						Ｑ1-5		中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ

				Ｑ1-6						Ｑ1-6		酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ

				Ｑ1-7						Ｑ1-7		気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ

				Ｑ1-8						Ｑ1-8		人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ

				Ｑ1-9						Ｑ1-9		尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ

				Ｑ1-10						Ｑ1-10		人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ

				Ｑ1-11						Ｑ1-11		褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ

		Ｑ２		2.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する往診及び訪問診療について、以下の医療行為に対応できますか イリョウテキ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ オウシン オヨ ホウモン シンリョウ イカ イリョウ コウイ タイオウ						2.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する往診及び訪問診療について、以下の医療行為に対応できますか イリョウテキ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ オウシン オヨ ホウモン シンリョウ イカ イリョウ コウイ タイオウ

				Ｑ2-1						Ｑ2-1		予防接種 ヨボウ セッシュ

				Ｑ2-2						Ｑ2-2		経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ

				Ｑ2-3						Ｑ2-3		経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ

				Ｑ2-4						Ｑ2-4		中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ

				Ｑ2-5						Ｑ2-5		酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ

				Ｑ2-6						Ｑ2-6		気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ

				Ｑ2-7						Ｑ2-7		人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ

				Ｑ2-8						Ｑ2-8		尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ

				Ｑ2-9						Ｑ2-9		人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ

				Ｑ2-10						Ｑ2-10		褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ

		Ｑ3		3.24時間、重症心身障害児（18歳未満）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイジ サイ ミマン イリョウ タイオウ						3.24時間、重症心身障害児（18歳未満）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイジ サイ ミマン イリョウ タイオウ

				Ｑ3-1						Ｑ3-1		できる

				Ｑ3-2						Ｑ3-2		できない

				Ｑ3-3						Ｑ3-3		要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン

		Ｑ4		4.24時間、重症心身障害者（18歳以上）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイシャ サイ イジョウ イリョウ タイオウ						4.24時間、重症心身障害者（18歳以上）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイシャ サイ イジョウ イリョウ タイオウ

				Ｑ4-1						Ｑ4-1		できる

				Ｑ4-2						Ｑ4-2		できない

				Ｑ4-3						Ｑ4-3		要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン

		Ｑ5		5.重症心身障害児（者）のレスパイト入院に対応できますか ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ ニュウイン タイオウ						5.重症心身障害児（者）のレスパイト入院に対応できますか ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ ニュウイン タイオウ

				Ｑ5-1						Ｑ5-1		できる

				Ｑ5-2						Ｑ5-2		できない

				Ｑ5-3						Ｑ5-3		要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン

		Ｑ6		6.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する訪問リハビリテーションを提供していますか イリョウテキ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ホウモン テイキョウ						6.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する訪問リハビリテーションを提供していますか イリョウテキ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ホウモン テイキョウ

				Ｑ6-1						Ｑ6-1		提供している テイキョウ

				Ｑ6-2						Ｑ6-2		提供していない テイキョウ

				Ｑ6-3						Ｑ6-3		提供していないが対応は可能 テイキョウ タイオウ カノウ

				Ｑ6-4						Ｑ6-4		要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン

		Ｑ7		7.平成26年度において、以下における長期入院児（6ヶ月以上）の患者数は何名ですか（「原疾患」及び「長期入院理由」について、複数の理由がある場合は、主な理由を選んでください） ヘイセイ ネンド イカ チョウキ ニュウイン ジ ゲツイジョウ カンジャスウ ナンメイ ゲンシッカン オヨ チョウキ ニュウイン リユウ フクスウ リユウ バアイ オモ リユウ エラ						7.平成26年度において、以下における長期入院児（6ヶ月以上）の患者数は何名ですか（「原疾患」及び「長期入院理由」について、複数の理由がある場合は、主な理由を選んでください） ヘイセイ ネンド イカ チョウキ ニュウイン ジ ゲツイジョウ カンジャスウ ナンメイ ゲンシッカン オヨ チョウキ ニュウイン リユウ フクスウ リユウ バアイ オモ リユウ エラ

				※個別シートにて対応 コベツ タイオウ						※個別シートにて対応 コベツ タイオウ

		Q8		8.重症心身障害児（者）に対する相談窓口はありますか ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ソウダン マドグチ

										1		ある

										2		ない

		Q9		9.重症心身障害児（者）の方に対する医療、在宅生活等についてお気づきのことなど、ご自由にお書きください。 ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ カタ タイ イリョウ ザイタク セイカツ ナド キ ジユウ カ

		承諾可否 ショウダク カヒ		診療所名 シンリョウジョ メイ		電話番号 デンワ バンゴウ		郵便番号 ユウビンバンゴウ		所在地 ショザイチ		Ｑ1.医療ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する外来診療について、以下の医療行為に対応できますか																						Ｑ２医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する往診及び訪問診療について、以下の医療行為に対応できますか																				Ｑ3		Ｑ4		Ｑ5		Q6		Ｑ7		8.重症心身障害児（者）に対する相談窓口はありますか										Q9

												予防接種 ヨボウ セッシュ		一次診療
（経過観察、栄養観察を含む） イチジ シンリョウ ケイカ カンサツ エイヨウ カンサツ フク		経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ		経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ		中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ		酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ		気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ		人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ		尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ		人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ		褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ		予防接種 ヨボウ セッシュ		経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ		経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ		中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ		酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ		気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ		人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ		尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ		人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ		褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ												有無 ウム		部署名・職名 ブショ メイ ショクメイ		ご担当者氏名 タントウシャ シメイ		連絡先TEL レンラクサキ		連絡先MAIL レンラクサキ

		否 イナ		野木病院		0280-57-1011		329-0101		下都賀郡野木町友沼5320-2		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		2

		否 イナ		今市病院		0288-22-2200		321-1261		日光市今市381		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		2

		否 イナ		黒須病院　		028-682-8811		329-1311		さくら市氏家2650		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		2		2		別紙参照 ベッシ サンショウ		1		病診連携室・社会福祉士 ビョウシンレンケイ シツ シャカイ フクシ シ		井上雅晶 イノウエ マサアキ		028-682-8811（代表）
028-681-5551（直通） ダイヒョウ チョクツウ		byo-renkei@kurosu-hospital.jp

		否 イナ		日光市民病院		0288-50-1188		321-1441		日光市清滝安良沢町1752-10		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		2										小児科常務医がいないため、小児科非常勤医師在院時のみ相談可能と考えます ショウニカ ジョウム イ ショウニカ ヒジョウキン イシ ザイイン ジ ソウダン カノウ カンガ

		否 イナ		国際医療福祉大学塩谷病院　		0287-44-1155		329-2145		矢板市富田77		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		2

		否 イナ		那須南病院		0287-84-3911		321-0621		栃木県那須烏山市中央3-2-13		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		2		2		なし		1		医療福祉相談医療連絡室 イリョウ フクシ ソウダン イリョウ レンラク シツ		原健二 ハラ ケンジ		0287-84-3911

		承諾 ショウダク		西方病院		0282-92-2323		322-0601		栃木県上都賀郡西方町金崎273-3		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		1		西方病院地域連携室 ニシカタ ビョウイン チイキ レンケイ シツ				0282-25-7310		nishikata-renkei@cc9.ne.jp

		承諾 ショウダク		新小山市民病院		0285-36-0200		323-0827		栃木県小山市神鳥谷2251-1 ３２３－０８２７		1		1		3		2		2		2		2		2		2		2		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		2		なし		1		医療相談室保健師 イリョウ ソウダンシツ ホケンシ		多賀谷邦子 タガヤ クニコ		0285-36-0256		soudan@hospital.oyama.tochigi.jp		重症心身障害児（者）の方々の外来診察は随時受け入れておりますが、特に障害児の入院についてはまだ十分に対応できる体制になっておりません。そのため、今回のガイドマップの内容で受け入れ可能な項目が少なく申し訳ありません。相談については、幅広く承っております。 ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ カタガタ ガイライ シンサツ ズイジ ウ イ トク ショウガイジ ニュウイン ジュウブン タイオウ タイセイ コンカイ ナイヨウ ウ イ カノウ コウモク スク モウ ワケ ソウダン ハバヒロ ウケタマワ

		承諾 ショウダク		小山厚生病院		0285-22-1105		323-0031		栃木県小山市八幡町2-10-6		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		2		なし		1		看護師長 カンゴシ チョウ		横家よね子 ヨコ イエ コ		0285-22-1105
0285-24-9890				在宅生活困難者につき当院では入院で対応させていただくことが多いです。 ザイタク セイカツ コンナン シャ トウイン ニュウイン タイオウ オオ

		承諾 ショウダク		石橋総合病院		0285-53-1134		329-0511		栃木県下野市石橋628		1		1		1		1		1		1		1		2		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		1		なし		1		地域医療連携部 チイキ イリョウ レンケイ ブ		（部長）岩崎さゆり ブチョウ イワサキ		0285-53-1134		ishibashi-renkei@yushikai.jp

		承諾 ショウダク		下都賀総合病院		0282-22-2551		328-0044		栃木県栃木市富士見町5-32		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		3		なし		1		医療福祉相談室 イリョウ フクシ ソウダンシツ		MSWが3人おります ニン		0282-22-2551

		承諾 ショウダク		とちの木病院		0282-22-7722		328-0071		栃木県栃木市大町39-5		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		2

		承諾 ショウダク		自治医科大学附属病院　		0285-44-2111		329-0498		下野市薬師寺3311-1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		2		3		2		別紙参照 ベッシ サンショウ		1		地域医療連携部（看護師） チイキ イリョウ レンケイ ブ カンゴシ		黒田　光恵 クロダ ミツエ		0285-44-2111		mazuek@jichi.ac.jp		在宅医療を充実させていただくうえで、往診医や地域の開業医の先生方との連携強化やスタッフの充実が望まれると思います。 ザイタク イリョウ ジュウジツ オウシン イ チイキ カイギョウイ センセイガタ レンケイ キョウカ ジュウジツ ノゾ オモ

		承諾 ショウダク		済生会宇都宮病院		028-626-5500		321-0974		宇都宮市竹林町911-1		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		2		別紙参照 ベッシ サンショウ		1		地域連携課 チイキ レンケイ カ		荻津　守 オギツ カミ		028-626-5500

		承諾 ショウダク		足利赤十字病院		0284-21-0121		326-0843		栃木県足利市五十部町284-1		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		3		1		2		別紙参照 ベッシ サンショウ		1		事務部医事課社会福祉士 ジム ブ イジ カ シャカイ フクシ シ		布施　麻由実 フセ マユミ		0284-20-1307				医療依存度の高い患者様が自宅へ退院する場合、利用できる社会資源が限られており、デイサービスやリハビリテーション、ショートステイなどのサービスを本人、ご家族様のニーズに合わせて利用していただくことが困難なケースが多々あります。（例：家族としては週２回以上リハビリに本人を通わせたいと考えているが、リハビリテーション事業所としては利用者数も多いため、週1回の対応が限度と考えている場合など）今回のアンケート調査を機に、各地域の社会資源の情報を整理し、なるべくニーズに合わせて、多くの方に適切にサービスを利用していただける環境を構築できればと思っております。よろしくお願いいたします。 イリョウ イゾンド タカ カンジャサマ ジタク タイイン バアイ リヨウ シャカイ シゲン カギ ホンニン カゾク サマ ア リヨウ コンナン タタ レイ カゾク シュウ カイイジョウ ホンニン カヨ カンガ ジギョウショ リヨウシャ スウ オオ シュウ カイ タイオウ ゲンド カンガ バアイ コンカイ チョウサ キ カクチイキ シャカイ シゲン ジョウホウ セイリ ア オオ カタ テキセツ リヨウ カンキョウ コウチク オモ ネガ

		承諾 ショウダク		獨協医科大学病院		0282-86-1111		321-0293		下都賀郡壬生町大字北小林880		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		3		2		別紙参照 ベッシ サンショウ		1		地域医療連携センター医療福祉相談室 チイキ イリョウ レンケイ イリョウ フクシ ソウダンシツ				0282-87-2185

		承諾 ショウダク		あしかがの森足利病院		0284-91-0611		326-0011		足利市大沼田町615		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		1		2		別紙参照 ベッシ サンショウ		1		メディカルソーシャルワーカー		福地　哲郎 フクチ テツロウ		0284-91-0611		soudan@hshikagu-hospital.or.jp

		承諾 ショウダク		JCHO　うつのみや病院		028-653-1001		321-0143		宇都宮市南高砂町11-17		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		2

		承諾 ショウダク		菅又病院　		028-676-0311		329-1207		塩谷郡高根沢町花岡2351		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		2										要相談の診療項目につきましては、病院にお電話で問い合わせていただければ対応いたします。小児科の入院対応はしておりません。外来診察につきましては、急性期の管理は困難であることもありますが、状態が安定している場合には相談いただければ可能な限り対応いたします。 ヨウ ソウダン シンリョウ コウモク ビョウイン デンワ ト ア タイオウ ショウニカ ニュウイン タイオウ ガイライ シンサツ キュウセイキ カンリ コンナン ジョウタイ アンテイ バアイ ソウダン カノウ カギ タイオウ

		承諾 ショウダク		那須赤十字病院		0287-23-1122		324-8686		栃木県大田原市中田原1081-4		1		1		3		3		3		1		3		1		3		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		1		4		なし		1		地域医療福祉連携課福祉係長 チイキ イリョウ フクシ レンケイ カ フクシ カカリチョウ		野中美希 ノナカ ミキ		0287-23-1122		renkeika@nasu.jrc.or.jp



												Ｑ1.医療ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する外来診療について、以下の医療行為に対応できますか

												予防接種 ヨボウ セッシュ		一次診療
（経過観察、栄養観察を含む） イチジ シンリョウ ケイカ カンサツ エイヨウ カンサツ フク		経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ		経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ		中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ		酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ		気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ		人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ		尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ		人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ		褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ

										できる		13		13		9		8		7		9		8		8		7		7		7

										できない		3		3		7		8		8		8		8		9		8		8		6

										要相談 ヨウ ソウダン		4		4		4		4		5		3		4		3		5		5		7



												Ｑ２医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する往診及び訪問診療について、以下の医療行為に対応できますか

												予防接種 ヨボウ セッシュ		経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ		経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ		中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ		酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ		気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ		人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ		尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ		人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ		褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ

										できる		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

										できない		19		20		20		20		20		20		20		20		20		20

										要相談 ヨウ ソウダン		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0



										Ｑ3		3.24時間、重症心身障害児（18歳未満）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイジ サイ ミマン イリョウ タイオウ				3.24時間、重症心身障害児（18歳未満）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイジ サイ ミマン イリョウ タイオウ

										できる		4

										できない		14

										要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン		2

										Ｑ4		4.24時間、重症心身障害者（18歳以上）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイシャ サイ イジョウ イリョウ タイオウ				4.24時間、重症心身障害者（18歳以上）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイシャ サイ イジョウ イリョウ タイオウ

										できる		3

										できない		9																																																														事業所名 ジギョウショ メイ		部署名・職名 ブショ メイ ショクメイ		ご担当者氏名 タントウシャ シメイ		連絡先TEL レンラクサキ		Mail

										要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン		8																																																														西方病院		西方病院地域連携室 ニシカタ ビョウイン チイキ レンケイ シツ				0282-25-7310		nishikata-renkei@cc9.ne.jp

										Ｑ5		5.重症心身障害児（者）のレスパイト入院に対応できますか ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ ニュウイン タイオウ				5.重症心身障害児（者）のレスパイト入院に対応できますか ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ ニュウイン タイオウ																																																										新小山市民病院		医療相談室保健師 イリョウ ソウダンシツ ホケンシ		多賀谷邦子 タガヤ クニコ		0285-36-0256		soudan@hospital.oyama.tochigi.jp

										できる		5																																																														小山厚生病院		看護師長 カンゴシ チョウ		横家よね子 ヨコ イエ コ		0285-22-1105
0285-24-9890

										できない		10																																																														石橋総合病院		地域医療連携部 チイキ イリョウ レンケイ ブ		（部長）岩崎さゆり ブチョウ イワサキ		0285-53-1134		ishibashi-renkei@yushikai.jp

										要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン		5																																																														下都賀総合病院		医療福祉相談室 イリョウ フクシ ソウダンシツ		MSWが3人おります ニン		0282-22-2551

										Ｑ6		6.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する訪問リハビリテーションを提供していますか イリョウテキ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ホウモン テイキョウ				6.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する訪問リハビリテーションを提供していますか イリョウテキ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ホウモン テイキョウ																																																										自治医科大学附属病院　		地域医療連携部（看護師） チイキ イリョウ レンケイ ブ カンゴシ		黒田　光恵 クロダ ミツエ		0285-44-2111		mazuek@jichi.ac.jp

										提供している テイキョウ		1																																																														済生会宇都宮病院		地域連携課 チイキ レンケイ カ		荻津　守 オギツ カミ		028-626-5500

										提供していない テイキョウ		17																																																														足利赤十字病院		事務部医事課社会福祉士 ジム ブ イジ カ シャカイ フクシ シ		布施　麻由実 フセ マユミ		0284-20-1307

										提供していないが対応は可能 テイキョウ タイオウ カノウ		1																																																														獨協医科大学病院		地域医療連携センター医療福祉相談室 チイキ イリョウ レンケイ イリョウ フクシ ソウダンシツ				0282-87-2185

										要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン		1																																																														あしかがの森足利病院		メディカルソーシャルワーカー		福地　哲郎 フクチ テツロウ		0284-91-0611		soudan@hshikagu-hospital.or.jp

										Ｑ7		7.平成26年度において、以下における長期入院児（6ヶ月以上）の患者数は何名ですか（「原疾患」及び「長期入院理由」について、複数の理由がある場合は、主な理由を選んでください） ヘイセイ ネンド イカ チョウキ ニュウイン ジ ゲツイジョウ カンジャスウ ナンメイ ゲンシッカン オヨ チョウキ ニュウイン リユウ フクスウ リユウ バアイ オモ リユウ エラ				7.平成26年度において、以下における長期入院児（6ヶ月以上）の患者数は何名ですか（「原疾患」及び「長期入院理由」について、複数の理由がある場合は、主な理由を選んでください） ヘイセイ ネンド イカ チョウキ ニュウイン ジ ゲツイジョウ カンジャスウ ナンメイ ゲンシッカン オヨ チョウキ ニュウイン リユウ フクスウ リユウ バアイ オモ リユウ エラ																																																										那須赤十字病院		地域医療福祉連携課福祉係長 チイキ イリョウ フクシ レンケイ カ フクシ カカリチョウ		野中美希 ノナカ ミキ		0287-23-1122		renkeika@nasu.jrc.or.jp

										Q8		8.重症心身障害児（者）に対する相談窓口はありますか ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ソウダン マドグチ

																1		ある		13

																2		ない		7

																														できる		できない		要相談 ヨウ ソウダン						できる		できない		要相談 ヨウ ソウダン						提供している テイキョウ		提供していない テイキョウ		提供していないが対応は可能 テイキョウ タイオウ カノウ		要相談 ヨウ ソウダン										NICU及びGCU オヨ		PICU		その他小児病棟 タ ショウニ ビョウトウ

																												予防接種 ヨボウ セッシュ		13		3		4				18歳未満 サイ ミマン		4		14		2						5		10		5		5								6ヶ月以上1年未満 ゲツイジョウ ネン ミマン		9		0		11

																												一次診療
（経過観察、栄養観察を含む） イチジ シンリョウ ケイカ カンサツ エイヨウ カンサツ フク		13		3		4				18歳以上 サイ イジョウ		3		9		8																				1年以上2年未満 ネンイジョウ ネン ミマン		1		0		10

																												経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ		9		7		4																提供している テイキョウ		5												2年以上 ネンイジョウ		4		0		154

																												経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ		8		8		4						できる		できない		要相談 ヨウ ソウダン						提供していない テイキョウ		10

																												中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ		7		8		5						5		10		5						提供していないが対応は可能 テイキョウ タイオウ カノウ		5

																												酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ		9		8		3						3		9		8						要相談 ヨウ ソウダン		5														NICU及びGCU オヨ		PICU		その他小児病棟 タ ショウニ ビョウトウ

																												気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ		8		8		4																														新生児仮死 シンセイジ カシ		2		0		38

																												人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ		8		9		3																														仮死以外の神経、筋疾患 カシ イガイ シンケイ キン シッカン		3		0		48

																												尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ		7		8		5						ある		ない										乳児～2歳 ニュウジ サイ		3歳～6歳 サイ サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13歳～17歳 サイ サイ		18歳以上 サイイジョウ				事故 ジコ		0		0		4

																												人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ		7		8		5						13		7								気管切開人工呼吸患者 キカン セッカイ ジンコウ コキュウ カンジャ		11		4		8		5		12				先天異常症候群 センテン イジョウ ショウコウグン		11		0		22

																												褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ		7		6		7																非気管切開人工呼吸患者（NPPV) ヒ キカン セッカイ ジンコウ コキュウ カンジャ		2		0		0		0		1				慢性肺疾患、気道病変 マンセイ ハイ シッカン キドウ ビョウヘン		1		0		0

																																																		気管切開患者 キカン セッカイ カンジャ		2		3		2		0		14				低出生体重児 テイ シュッセイ タイジュウ ジ		5		0		7

																														できる		できない		要相談 ヨウ ソウダン																その他 タ		4		2		2		0		1				社会的事情 シャカイテキ ジジョウ		0		0		2

																												予防接種 ヨボウ セッシュ		0		19		1																														その他 タ		2		0		44

																												経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ		0		20		0

																												経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ		0		20		0																																NICU及びGCU オヨ		PICU		その他小児病棟 タ ショウニ ビョウトウ

																												中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ		0		20		0																														病状が不安定 ビョウジョウ フアンテイ		6		0		30

																												酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ		0		20		0																														療育施設入所待ち リョウイク シセツ ニュウショ マ		0		0		18

																												気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ		0		20		0																														中間施設受入体制の不備 チュウカン シセツ ウケイレ タイセイ フビ		0		0		0

																												人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ		0		20		0																														地域サポートの不備 チイキ フビ		0		0		0

																												尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ		0		20		0																														病院の在宅医療フォロー体制不備 ビョウイン ザイタク イリョウ タイセイ フビ		0		0		0

																												人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ		0		20		0																														家族の受入困難 カゾク ウケイレ コンナン		4		0		127

																												褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ		0		20		0																														家庭環境、経済的理由 カテイ カンキョウ ケイザイテキ リユウ		1		0		5

																																																																在宅準備中 ザイタク ジュンビチュウ		3		0		4

																																																																その他 タ		0		0		1

																												24時間、重症心身障害児の医療に対応ができますか
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病院 (記述)

		承諾可否 ショウダク カヒ		診療所名 シンリョウジョ メイ		電話番号 デンワ バンゴウ		郵便番号 ユウビンバンゴウ		所在地 ショザイチ		9.重症心身障害児（者）の方に対する医療、在宅生活等についてお気づきのことなど、ご自由にお書きください。



		否 イナ		野木病院		0280-57-1011		329-0101		下都賀郡野木町友沼5320-2

		否 イナ		今市病院		0288-22-2200		321-1261		日光市今市381

		否 イナ		黒須病院　		028-682-8811		329-1311		さくら市氏家2650

		否 イナ		日光市民病院		0288-50-1188		321-1441		日光市清滝安良沢町1752-10		小児科常務医がいないため、小児科非常勤医師在院時のみ相談可能と考えます ショウニカ ジョウム イ ショウニカ ヒジョウキン イシ ザイイン ジ ソウダン カノウ カンガ

		否 イナ		国際医療福祉大学塩谷病院　		0287-44-1155		329-2145		矢板市富田77

		否 イナ		那須南病院		0287-84-3911		321-0621		栃木県那須烏山市中央3-2-13

		承諾 ショウダク		西方病院		0282-92-2323		322-0601		栃木県上都賀郡西方町金崎273-3

		承諾 ショウダク		新小山市民病院		0285-36-0200		323-0827		栃木県小山市神鳥谷2251-1 ３２３－０８２７		重症心身障害児（者）の方々の外来診察は随時受け入れておりますが、特に障害児の入院についてはまだ十分に対応できる体制になっておりません。そのため、今回のガイドマップの内容で受け入れ可能な項目が少なく申し訳ありません。相談については、幅広く承っております。 ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ カタガタ ガイライ シンサツ ズイジ ウ イ トク ショウガイジ ニュウイン ジュウブン タイオウ タイセイ コンカイ ナイヨウ ウ イ カノウ コウモク スク モウ ワケ ソウダン ハバヒロ ウケタマワ

		承諾 ショウダク		小山厚生病院		0285-22-1105		323-0031		栃木県小山市八幡町2-10-6		在宅生活困難者につき当院では入院で対応させていただくことが多いです。 ザイタク セイカツ コンナン シャ トウイン ニュウイン タイオウ オオ

		承諾 ショウダク		石橋総合病院		0285-53-1134		329-0511		栃木県下野市石橋628

		承諾 ショウダク		下都賀総合病院		0282-22-2551		328-0044		栃木県栃木市富士見町5-32

		承諾 ショウダク		とちの木病院		0282-22-7722		328-0071		栃木県栃木市大町39-5

		承諾 ショウダク		自治医科大学附属病院　		0285-44-2111		329-0498		下野市薬師寺3311-1		在宅医療を充実させていただくうえで、往診医や地域の開業医の先生方との連携強化やスタッフの充実が望まれると思います。 ザイタク イリョウ ジュウジツ オウシン イ チイキ カイギョウイ センセイガタ レンケイ キョウカ ジュウジツ ノゾ オモ

		承諾 ショウダク		済生会宇都宮病院		028-626-5500		321-0974		宇都宮市竹林町911-1

		承諾 ショウダク		足利赤十字病院		0284-21-0121		326-0843		栃木県足利市五十部町284-1		医療依存度の高い患者様が自宅へ退院する場合、利用できる社会資源が限られており、デイサービスやリハビリテーション、ショートステイなどのサービスを本人、ご家族様のニーズに合わせて利用していただくことが困難なケースが多々あります。（例：家族としては週２回以上リハビリに本人を通わせたいと考えているが、リハビリテーション事業所としては利用者数も多いため、週1回の対応が限度と考えている場合など）今回のアンケート調査を機に、各地域の社会資源の情報を整理し、なるべくニーズに合わせて、多くの方に適切にサービスを利用していただける環境を構築できればと思っております。よろしくお願いいたします。 イリョウ イゾンド タカ カンジャサマ ジタク タイイン バアイ リヨウ シャカイ シゲン カギ ホンニン カゾク サマ ア リヨウ コンナン タタ レイ カゾク シュウ カイイジョウ ホンニン カヨ カンガ ジギョウショ リヨウシャ スウ オオ シュウ カイ タイオウ ゲンド カンガ バアイ コンカイ チョウサ キ カクチイキ シャカイ シゲン ジョウホウ セイリ ア オオ カタ テキセツ リヨウ カンキョウ コウチク オモ ネガ

		承諾 ショウダク		獨協医科大学病院		0282-86-1111		321-0293		下都賀郡壬生町大字北小林880

		承諾 ショウダク		あしかがの森足利病院		0284-91-0611		326-0011		足利市大沼田町615

		承諾 ショウダク		JCHO　うつのみや病院		028-653-1001		321-0143		宇都宮市南高砂町11-17

		承諾 ショウダク		菅又病院　		028-676-0311		329-1207		塩谷郡高根沢町花岡2351		要相談の診療項目につきましては、病院にお電話で問い合わせていただければ対応いたします。小児科の入院対応はしておりません。外来診察につきましては、急性期の管理は困難であることもありますが、状態が安定している場合には相談いただければ可能な限り対応いたします。 ヨウ ソウダン シンリョウ コウモク ビョウイン デンワ ト ア タイオウ ショウニカ ニュウイン タイオウ ガイライ シンサツ キュウセイキ カンリ コンナン ジョウタイ アンテイ バアイ ソウダン カノウ カギ タイオウ

		承諾 ショウダク		那須赤十字病院		0287-23-1122		324-8686		栃木県大田原市中田原1081-4





病院Ｑ7統計



				乳児～2歳 ニュウジ サイ		3歳～6歳 サイ サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13歳～17歳 サイ サイ		18歳以上 サイイジョウ

		気管切開人工呼吸患者 キカン セッカイ ジンコウ コキュウ カンジャ		11		4		8		5		12

		非気管切開人工呼吸患者（NPPV) ヒ キカン セッカイ ジンコウ コキュウ カンジャ		2		0		0		0		1

		気管切開患者 キカン セッカイ カンジャ		2		3		2		0		14

		その他 タ		4		2		2		0		1



		入院期間 ニュウイン キカン		NICU及びGCU オヨ		PICU		その他小児病棟 タ ショウニ ビョウトウ

		6ヶ月以上1年未満 ゲツイジョウ ネン ミマン		9		0		11

		1年以上2年未満 ネンイジョウ ネン ミマン		1		0		10

		2年以上 ネンイジョウ		4		0		154

		原疾患 ゲンシッカン		NICU及びGCU オヨ		PICU		その他小児病棟 タ ショウニ ビョウトウ

		新生児仮死 シンセイジ カシ		2		0		38

		仮死以外の神経、筋疾患 カシ イガイ シンケイ キン シッカン		3		0		48

		事故 ジコ		0		0		4

		先天異常症候群 センテン イジョウ ショウコウグン		11		0		22

		慢性肺疾患、気道病変 マンセイ ハイ シッカン キドウ ビョウヘン		1		0		0

		低出生体重児 テイ シュッセイ タイジュウ ジ		5		0		7

		社会的事情 シャカイテキ ジジョウ		0		0		2

		その他 タ		2		0		44

		長期入院理由 チョウキ ニュウイン リユウ		NICU及びGCU オヨ		PICU		その他小児病棟 タ ショウニ ビョウトウ

		病状が不安定 ビョウジョウ フアンテイ		6		0		30

		療育施設入所待ち リョウイク シセツ ニュウショ マ		0		0		18

		中間施設受入体制の不備 チュウカン シセツ ウケイレ タイセイ フビ		0		0		0

		地域サポートの不備 チイキ フビ		0		0		0

		病院の在宅医療フォロー体制不備 ビョウイン ザイタク イリョウ タイセイ フビ		0		0		0

		家族の受入困難 カゾク ウケイレ コンナン		4		0		127

		家庭環境、経済的理由 カテイ カンキョウ ケイザイテキ リユウ		1		0		5

		在宅準備中 ザイタク ジュンビチュウ		3		0		4

		その他 タ		0		0		1





黒須病院

				乳児～2歳 ニュウジ サイ		3歳～6歳 サイ サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13歳～17歳 サイ サイ		18歳以上 サイイジョウ

		気管切開人工呼吸患者 キカン セッカイ ジンコウ コキュウ カンジャ										1

		非気管切開人工呼吸患者（NPPV) ヒ キカン セッカイ ジンコウ コキュウ カンジャ										0

		気管切開患者 キカン セッカイ カンジャ										3

		その他 タ



		入院期間 ニュウイン キカン		NICU及びGCU オヨ		PICU		その他小児病棟 タ ショウニ ビョウトウ

		6ヶ月以上1年未満 ゲツイジョウ ネン ミマン

		1年以上2年未満 ネンイジョウ ネン ミマン

		2年以上 ネンイジョウ

		原疾患 ゲンシッカン

		新生児仮死 シンセイジ カシ

		仮死以外の神経、筋疾患 カシ イガイ シンケイ キン シッカン

		事故（溺水、交通事故、転落等） ジコ デキスイ コウツウ ジコ テンラク ナド

		先天異常症候群（染色体異常、欠乏奇形症候群、欠乏性代謝異常など） センテン イジョウ ショウコウグン センショクタイ イジョウ ケツボウ キケイ ショウコウグン ケツボウ セイ タイシャ イジョウ

		慢性肺疾患、気道病変 マンセイ ハイ シッカン キドウ ビョウヘン

		低出生体重児 テイ シュッセイ タイジュウ ジ

		社会的事情 シャカイテキ ジジョウ

		その他 タ

		長期入院理由 チョウキ ニュウイン リユウ

		病状が不安定 ビョウジョウ フアンテイ

		療育施設入所待ち リョウイク シセツ ニュウショ マ

		中間施設受入体制の不備 チュウカン シセツ ウケイレ タイセイ フビ

		地域サポートの不備 チイキ フビ

		病院の在宅医療フォロー体制不備 ビョウイン ザイタク イリョウ タイセイ フビ

		家族の受入困難 カゾク ウケイレ コンナン

		家庭環境、経済的理由 カテイ カンキョウ ケイザイテキ リユウ

		在宅準備中 ザイタク ジュンビチュウ

		その他 タ





自治医科大学附属病院

				乳児～2歳 ニュウジ サイ		3歳～6歳 サイ サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13歳～17歳 サイ サイ		18歳以上 サイイジョウ

		気管切開人工呼吸患者 キカン セッカイ ジンコウ コキュウ カンジャ		1

		非気管切開人工呼吸患者（NPPV) ヒ キカン セッカイ ジンコウ コキュウ カンジャ		1

		気管切開患者 キカン セッカイ カンジャ						1				1

		その他 タ		2		1



		入院期間 ニュウイン キカン		NICU及びGCU オヨ		PICU		その他小児病棟 タ ショウニ ビョウトウ

		6ヶ月以上1年未満 ゲツイジョウ ネン ミマン						4

		1年以上2年未満 ネンイジョウ ネン ミマン						2

		2年以上 ネンイジョウ						1

		原疾患 ゲンシッカン

		新生児仮死 シンセイジ カシ

		仮死以外の神経、筋疾患 カシ イガイ シンケイ キン シッカン						3

		事故（溺水、交通事故、転落等） ジコ デキスイ コウツウ ジコ テンラク ナド

		先天異常症候群（染色体異常、欠乏奇形症候群、欠乏性代謝異常など） センテン イジョウ ショウコウグン センショクタイ イジョウ ケツボウ キケイ ショウコウグン ケツボウ セイ タイシャ イジョウ						3

		慢性肺疾患、気道病変 マンセイ ハイ シッカン キドウ ビョウヘン

		低出生体重児 テイ シュッセイ タイジュウ ジ						1

		社会的事情 シャカイテキ ジジョウ

		その他 タ

		長期入院理由 チョウキ ニュウイン リユウ

		病状が不安定 ビョウジョウ フアンテイ						5

		療育施設入所待ち リョウイク シセツ ニュウショ マ						0

		中間施設受入体制の不備 チュウカン シセツ ウケイレ タイセイ フビ						0

		地域サポートの不備 チイキ フビ						0

		病院の在宅医療フォロー体制不備 ビョウイン ザイタク イリョウ タイセイ フビ						0

		家族の受入困難 カゾク ウケイレ コンナン						1

		家庭環境、経済的理由 カテイ カンキョウ ケイザイテキ リユウ						0

		在宅準備中 ザイタク ジュンビチュウ						1

		その他 タ						0





済生会宇都宮病院

				乳児～2歳 ニュウジ サイ		3歳～6歳 サイ サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13歳～17歳 サイ サイ		18歳以上 サイイジョウ

		気管切開人工呼吸患者 キカン セッカイ ジンコウ コキュウ カンジャ						1				2

		非気管切開人工呼吸患者（NPPV) ヒ キカン セッカイ ジンコウ コキュウ カンジャ

		気管切開患者 キカン セッカイ カンジャ

		その他 タ										1



		入院期間 ニュウイン キカン		NICU及びGCU オヨ		PICU		その他小児病棟 タ ショウニ ビョウトウ

		6ヶ月以上1年未満 ゲツイジョウ ネン ミマン						1

		1年以上2年未満 ネンイジョウ ネン ミマン

		2年以上 ネンイジョウ						3

		原疾患 ゲンシッカン

		新生児仮死 シンセイジ カシ						1

		仮死以外の神経、筋疾患 カシ イガイ シンケイ キン シッカン

		事故（溺水、交通事故、転落等） ジコ デキスイ コウツウ ジコ テンラク ナド

		先天異常症候群（染色体異常、欠乏奇形症候群、欠乏性代謝異常など） センテン イジョウ ショウコウグン センショクタイ イジョウ ケツボウ キケイ ショウコウグン ケツボウ セイ タイシャ イジョウ

		慢性肺疾患、気道病変 マンセイ ハイ シッカン キドウ ビョウヘン

		低出生体重児 テイ シュッセイ タイジュウ ジ

		社会的事情 シャカイテキ ジジョウ

		その他 タ						3

		長期入院理由 チョウキ ニュウイン リユウ

		病状が不安定 ビョウジョウ フアンテイ

		療育施設入所待ち リョウイク シセツ ニュウショ マ						3

		中間施設受入体制の不備 チュウカン シセツ ウケイレ タイセイ フビ

		地域サポートの不備 チイキ フビ

		病院の在宅医療フォロー体制不備 ビョウイン ザイタク イリョウ タイセイ フビ

		家族の受入困難 カゾク ウケイレ コンナン

		家庭環境、経済的理由 カテイ カンキョウ ケイザイテキ リユウ

		在宅準備中 ザイタク ジュンビチュウ

		その他 タ						1





足利赤十字病院

				乳児～2歳 ニュウジ サイ		3歳～6歳 サイ サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13歳～17歳 サイ サイ		18歳以上 サイイジョウ

		気管切開人工呼吸患者 キカン セッカイ ジンコウ コキュウ カンジャ

		非気管切開人工呼吸患者（NPPV) ヒ キカン セッカイ ジンコウ コキュウ カンジャ		1

		気管切開患者 キカン セッカイ カンジャ

		その他 タ



		入院期間 ニュウイン キカン		NICU及びGCU オヨ		PICU		その他小児病棟 タ ショウニ ビョウトウ

		6ヶ月以上1年未満 ゲツイジョウ ネン ミマン						1

		1年以上2年未満 ネンイジョウ ネン ミマン

		2年以上 ネンイジョウ

		原疾患 ゲンシッカン

		新生児仮死 シンセイジ カシ

		仮死以外の神経、筋疾患 カシ イガイ シンケイ キン シッカン

		事故（溺水、交通事故、転落等） ジコ デキスイ コウツウ ジコ テンラク ナド

		先天異常症候群（染色体異常、欠乏奇形症候群、欠乏性代謝異常など） センテン イジョウ ショウコウグン センショクタイ イジョウ ケツボウ キケイ ショウコウグン ケツボウ セイ タイシャ イジョウ

		慢性肺疾患、気道病変 マンセイ ハイ シッカン キドウ ビョウヘン

		低出生体重児 テイ シュッセイ タイジュウ ジ

		社会的事情 シャカイテキ ジジョウ

		その他 タ						1

		長期入院理由 チョウキ ニュウイン リユウ

		病状が不安定 ビョウジョウ フアンテイ

		療育施設入所待ち リョウイク シセツ ニュウショ マ

		中間施設受入体制の不備 チュウカン シセツ ウケイレ タイセイ フビ

		地域サポートの不備 チイキ フビ

		病院の在宅医療フォロー体制不備 ビョウイン ザイタク イリョウ タイセイ フビ

		家族の受入困難 カゾク ウケイレ コンナン

		家庭環境、経済的理由 カテイ カンキョウ ケイザイテキ リユウ						1

		在宅準備中 ザイタク ジュンビチュウ

		その他 タ





獨協医科大学病院

				乳児～2歳 ニュウジ サイ		3歳～6歳 サイ サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13歳～17歳 サイ サイ		18歳以上 サイイジョウ

		気管切開人工呼吸患者 キカン セッカイ ジンコウ コキュウ カンジャ		10		1		3

		非気管切開人工呼吸患者（NPPV) ヒ キカン セッカイ ジンコウ コキュウ カンジャ

		気管切開患者 キカン セッカイ カンジャ		2

		その他 タ		2				1



		入院期間 ニュウイン キカン		NICU及びGCU オヨ		PICU		その他小児病棟 タ ショウニ ビョウトウ

		6ヶ月以上1年未満 ゲツイジョウ ネン ミマン		9				4

		1年以上2年未満 ネンイジョウ ネン ミマン						2

		2年以上 ネンイジョウ						4

		原疾患 ゲンシッカン

		新生児仮死 シンセイジ カシ

		仮死以外の神経、筋疾患 カシ イガイ シンケイ キン シッカン		2

		事故（溺水、交通事故、転落等） ジコ デキスイ コウツウ ジコ テンラク ナド

		先天異常症候群（染色体異常、欠乏奇形症候群、欠乏性代謝異常など） センテン イジョウ ショウコウグン センショクタイ イジョウ ケツボウ キケイ ショウコウグン ケツボウ セイ タイシャ イジョウ		10

		慢性肺疾患、気道病変 マンセイ ハイ シッカン キドウ ビョウヘン

		低出生体重児 テイ シュッセイ タイジュウ ジ		5

		社会的事情 シャカイテキ ジジョウ

		その他 タ		2

		長期入院理由 チョウキ ニュウイン リユウ

		病状が不安定 ビョウジョウ フアンテイ		6				2

		療育施設入所待ち リョウイク シセツ ニュウショ マ						15

		中間施設受入体制の不備 チュウカン シセツ ウケイレ タイセイ フビ

		地域サポートの不備 チイキ フビ

		病院の在宅医療フォロー体制不備 ビョウイン ザイタク イリョウ タイセイ フビ

		家族の受入困難 カゾク ウケイレ コンナン

		家庭環境、経済的理由 カテイ カンキョウ ケイザイテキ リユウ		1

		在宅準備中 ザイタク ジュンビチュウ		2				3

		その他 タ





あしかがの森足利病院

				乳児～2歳 ニュウジ サイ		3歳～6歳 サイ サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13歳～17歳 サイ サイ		18歳以上 サイイジョウ

		気管切開人工呼吸患者 キカン セッカイ ジンコウ コキュウ カンジャ				3		4		5		9

		非気管切開人工呼吸患者（NPPV) ヒ キカン セッカイ ジンコウ コキュウ カンジャ										1

		気管切開患者 キカン セッカイ カンジャ				3		1				10

		その他 タ				1		1



		入院期間 ニュウイン キカン		NICU及びGCU オヨ		PICU		その他小児病棟 タ ショウニ ビョウトウ

		6ヶ月以上1年未満 ゲツイジョウ ネン ミマン						1

		1年以上2年未満 ネンイジョウ ネン ミマン		1				6

		2年以上 ネンイジョウ		4				146

		原疾患 ゲンシッカン

		新生児仮死 シンセイジ カシ		2				37

		仮死以外の神経、筋疾患 カシ イガイ シンケイ キン シッカン		1				45

		事故（溺水、交通事故、転落等） ジコ デキスイ コウツウ ジコ テンラク ナド						4

		先天異常症候群（染色体異常、欠乏奇形症候群、欠乏性代謝異常など） センテン イジョウ ショウコウグン センショクタイ イジョウ ケツボウ キケイ ショウコウグン ケツボウ セイ タイシャ イジョウ		1				19

		慢性肺疾患、気道病変 マンセイ ハイ シッカン キドウ ビョウヘン		1

		低出生体重児 テイ シュッセイ タイジュウ ジ						6

		社会的事情 シャカイテキ ジジョウ						2

		その他 タ						40

		長期入院理由 チョウキ ニュウイン リユウ

		病状が不安定 ビョウジョウ フアンテイ						23

		療育施設入所待ち リョウイク シセツ ニュウショ マ

		中間施設受入体制の不備 チュウカン シセツ ウケイレ タイセイ フビ

		地域サポートの不備 チイキ フビ

		病院の在宅医療フォロー体制不備 ビョウイン ザイタク イリョウ タイセイ フビ

		家族の受入困難 カゾク ウケイレ コンナン		4				126

		家庭環境、経済的理由 カテイ カンキョウ ケイザイテキ リユウ						4

		在宅準備中 ザイタク ジュンビチュウ		1

		その他 タ





管理

		1/15/16		09:30～11:30		120

		1/16/16		19:30～22:00		150

		1/19/16		16:20～17：30		70

		1/28/16		17：30～18:30		60

				22:30～23：30		60

				11：30～13:30		120

		1/30/16		12:00～14：30		150

		1/31/16		15：30～17：45		135

		2/1/16		16：00～18：00		120

		2/1/16		23：30～0：40		70









						1055

						17.5833333333













































28 24
30 31 28

22
32 31 32 33 31 33 33

16

29 30 28 30 32 31 33

21

11

23 24

14
17

21 19
6 7 8

20 18

9

2 4
3 3

6 4

22

0

10

20

30

40

50

60

在
宅
人
工
呼
吸
器
の
管
理

気
管
カ
ニ
ュ
ー
レ
の
交
換

気
管
カ
ニ
ュ
ー
レ
部
位
の
ガ
ー
ゼ
交
換

気
管
内
吸
引

食
事
介
助

経
鼻
チ
ュ
ー
ブ
の
交
換

胃
瘻
の
管
理

経
管
栄
養
の
注
入

ス
ト
ー
マ
の
管
理

尿
道
カ
テ
ー
テ
ル
の
管
理

導
尿

入
浴
介
助

看
護
師
に
よ
る
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン

O
T
も
し
く
は

P
T
に
よ
る
リ
ハ
ビ
リ
…

中
心
静
脈
カ
テ
ー
テ
ル
管
理

高
カ
ロ
リ
ー
輸
液
の
管
理

薬
剤
の
静
注
（
抗
生
物
質
や
利
尿
剤
な
ど
）

麻
薬
に
よ
る
疼
痛
コ
ン
ト
ロ
ー
ル

終
末
期
の
医
療
的
ケ
ア

在
宅
で
の
看
取
り

2
4
時
間
対
応
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成人

2.いままでに以下の項目を在宅看護で行ったことがありますか

成人 小児

在宅人工呼吸器の管理 28 21
気管カニューレの交換 24 11
気管カニューレ部位のガーゼ交換 30 23
気管内吸引 31 24
食事介助 28 14
経鼻チューブの交換 22 17
胃瘻の管理 32 21
経管栄養の注入 31 19
ストーマの管理 32 6
尿道カテーテルの管理 33 7
導尿 31 8

成人 小児

入浴介助 33 20
看護師によるリハビリテーション 33 18
OTもしくはPTによるリハビリテーション 16 9
中心静脈カテーテル管理 29 2
高カロリー輸液の管理 30 4
薬剤の静注（抗生物質や利尿剤など） 28 3
麻薬による疼痛コントロール 30 3
終末期の医療的ケア 32 6
在宅での看取り 31 4
24時間対応 33 22

Ⅱ．訪問看護事業所



3.現時点で、依頼のあった場合、重症心身障害児（者）の在宅医療を行うことはできますか

できる できない 要相談

14 6 14

できる

41%

できない

18%

要相談（条件

による）

41%

■在宅医療

Ⅱ．訪問看護事業所
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18歳以上

13～17歳

7歳～12歳

3～6歳

乳児～2歳

4.依頼があった場合に可能な医療的ケアと身体介護についてお答えください

【対応できる】

在宅人工呼吸器の管理 気管カニューレの交換
気管カニューレの管理

（日常の交換以外の対応）
気管内吸引 食事介助 経鼻チューブの交換 ストーマの管理 尿道カテーテルの管理 導尿 入浴介助

看護師による

リハビリテーション

乳児～2歳 18 9 22 25 25 16 21 16 16 26 18
3～6歳 20 11 22 25 25 17 22 18 18 25 20
7歳～12歳 19 13 22 26 26 19 23 22 22 29 22
13～17歳 20 13 24 29 24 21 26 25 24 30 23
18歳以上 27 18 30 34 31 27 32 33 32 31 30

OTもしくはPTによる

リハビリテーション
中心静脈カテーテル管理 高カロリー輸液の管理

薬剤の静注

（抗生物質や利尿剤な
麻薬による疼痛コントロール 終末期の医療的ケア 在宅での看取り 24時間対応 外出の介助 通院の介助

乳児～2歳 9 20 21 14 12 18 19 23 7 5
3～6歳 10 20 22 14 12 17 18 23 7 6
7歳～12歳 9 23 24 16 13 19 19 24 9 7
13～17歳 9 25 27 18 15 20 21 25 10 8
18歳以上 12 31 32 27 25 28 29 33 14 11

Ⅱ．訪問看護事業所



【対応できない】

在宅人工呼吸器の管理 気管カニューレの交換
気管カニューレの管理

（日常の交換以外の対応）
気管内吸引 食事介助 経鼻チューブの交換 ストーマの管理 尿道カテーテルの管理 導尿 入浴介助

看護師による

リハビリテーション

乳児～2歳 8 18 6 5 6 11 5 8 9 5 8
3～6歳 7 15 6 5 6 11 5 8 8 6 7
7歳～12歳 8 14 6 5 6 11 5 8 8 5 7
13～17歳 5 12 4 4 5 9 3 5 5 4 6
18歳以上 1 6 1 0 1 3 0 0 0 1 2

OTもしくはPTによる

リハビリテーション
中心静脈カテーテル管理 高カロリー輸液の管理

薬剤の静注

（抗生物質や利尿剤な
麻薬による疼痛コントロール 終末期の医療的ケア 在宅での看取り 24時間対応 外出の介助 通院の介助

乳児～2歳 19 7 6 10 6 6 5 5 11 17
3～6歳 18 7 6 10 6 6 5 5 11 17
7歳～12歳 18 7 6 10 6 6 5 5 11 17
13～17歳 19 6 5 7 5 5 4 4 10 16
18歳以上 17 1 1 2 1 2 1 1 7 13
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【要相談】

在宅人工呼吸器の管理 気管カニューレの交換
気管カニューレの管理

（日常の交換以外の対応）
気管内吸引 食事介助 経鼻チューブの交換 ストーマの管理 尿道カテーテルの管理 導尿 入浴介助

看護師による

リハビリテーション

乳児～2歳 8 7 6 4 3 7 8 10 9 3 8
3～6歳 7 8 6 4 3 6 7 8 8 3 7
7歳～12歳 7 7 6 3 2 4 6 4 4 0 5
13～17歳 9 9 6 1 2 4 5 4 5 0 5
18歳以上 6 10 3 0 2 4 2 1 2 2 2

OTもしくはPTによる

リハビリテーション
中心静脈カテーテル管理 高カロリー輸液の管理

薬剤の静注

（抗生物質や利尿剤な
麻薬による疼痛コントロール 終末期の医療的ケア 在宅での看取り 24時間対応 外出の介助 通院の介助

乳児～2歳 6 7 7 10 16 10 10 6 16 12
3～6歳 6 7 6 10 16 11 11 6 16 11
7歳～12歳 7 4 4 8 15 9 10 5 14 10
13～17歳 6 3 2 9 14 9 9 5 14 10
18歳以上 5 2 1 5 8 4 4 0 13 10
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2.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する往診及び訪問診療について、
以下の医療行為に対応できますか

予防接種

一次診療

（経過観察、栄養

観察を含む）

経鼻経管栄養の管理  経皮経管栄養の管理（胃ろう） 中心静脈栄養の管理 酸素療法の管理 気管切開の管理 人工呼吸器の管理  尿道留置カテーテルの管理 人工肛門の管理 褥瘡の管理

できる 39 29 8 6 5 9 9 6 10 7 12
できない 102 115 141 143 148 140 144 148 140 145 134
要相談 24 21 16 16 12 15 12 11 15 13 19

Ⅲ．診療所
1. 医療ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する外来診療について、以
下の医療行為に対応できますか。

予防接種

一次診療

（経過観察、栄養

観察を含む）

経鼻経管栄養の管理  経皮経管栄養の管理（胃ろう） 中心静脈栄養の管理 酸素療法の管理 気管切開の管理 人工呼吸器の管理  尿道留置カテーテルの管理 人工肛門の管理 褥瘡の管理

できる 83 57 12 9 7 13 11 6 17 8 16
できない 55 80 127 134 142 130 136 146 131 137 124
要相談 27 28 26 22 16 22 18 13 16 20 25
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1 医療ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する外来診療について

要相談

できない

できる
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２ 重症心身障害児（者）に対する往診及び訪問診療について

要相談

できない

できる



できる
1%

できない
91%

要相談
8%

できる
2%

できない
91%

要相談
7%

できる 1
できない 150
要相談 14

3.24時間、重症心身障害児（18歳未満）の医療に対応ができますか

4.24時間、重症心身障害者（18歳以上）の医療に対応ができますか

できる 3
できない 150
要相談 12

Ⅲ．診療所


相談支援事業所一覧表

		市区郡 シク グン		事業所名 ジギョウショ メイ		電話番号 デンワ バンゴウ		FAX番号 バンゴウ		郵便番号 ユウビンバンゴウ		所在地 ショザイチ		訪問可能な主な市町村 ホウモン カノウ オモ シチョウソン

		足利市 アシカガシ		特定相談支援センターはじめ		0284-22-4561		0284-22-4562		326-0143		足利市葉鹿町735-1		足利市 アシカガシ

		足利市 アシカガシ		足利障害者相談支援センター		0284-44-0307		0284-44-0318		326-0064		足利市東砂原後町1072		足利市、佐野市 アシカガシ サノシ

		足利市 アシカガシ		足利ケアサービス		0284-21-7630		0284-21-3109		326-0843		足利市五十部町809-3		足利市、佐野市、太田市 アシカガシ サノシ オオタシ

		足利市 アシカガシ		障害者相談支援センターフォレスト		0284-91-1816		0284-91-2867		326-0011		足利市大沼田町615		足利市及び近隣市町村 アシカガシ オヨ キンリン シチョウソン

		足利市 アシカガシ		相談支援事業所こころみ		0284-41-5039		0284-43-2665		326-0061		足利市田島町611-2

		宇都宮市 ウツノミヤシ		相談支援事業所ポンテ		028-652-7288		028-652-6355		321-0341		宇都宮市古賀志町1964-12		宇都宮、鹿沼、日光、壬生 ウツノミヤ カヌマ ニッコウ ミブ

		宇都宮市 ウツノミヤシ		うつのみや		028-632-6074		028-632-6075		320-0861		宇都宮市西2-1-7		宇都宮市 ウツノミヤシ

		宇都宮市 ウツノミヤシ		サポートセンターきりん		028-612-3838		028-678-3257		321-0905		宇都宮市平出工業団地43-100 ウツノミヤシ ヒライデコウギョウダンチ		宇都宮市 ウツノミヤシ

		宇都宮市 ウツノミヤシ		サポートセンターとみや生活支援センター		028-665-8230		028-665-8230		321-2116		宇都宮市徳次郎町540		宇都宮市 ウツノミヤシ

		宇都宮市 ウツノミヤシ		サポートセンターひばり		028-670-0330		028-667-7315		321-3236		宇都宮市竹下町435-159		宇都宮市 ウツノミヤシ

		宇都宮市 ウツノミヤシ		相談支援センターネクスト		080-8854-9551		028-612-7174		320-0034		宇都宮市泉町6-25		宇都宮市 ウツノミヤシ

		宇都宮市 ウツノミヤシ		特定相談支援事業所やすらぎ		028-650-7727		028-650-7728		320-0011		宇都宮市富士見が丘3－19－20		宇都宮市 ウツノミヤシ

		宇都宮市 ウツノミヤシ		障がい者生活支援センターこぶし		028-680-5746		028-688-0214		321-0126		宇都宮市茂原町837-1		宇都宮市、上三川町 ウツノミヤシ カミノカワマチ

		大田原市 オオタワラシ		相談支援事業所つばさ		0287-53-7393		0287-53-7394		324-0044		大田原市親園824-1		大田原市、那須塩原市、那須烏山市、矢板市、さくら市、那須町、塩谷町、高根沢町 オオタワラシ ナスシオバラシ ナスカラスヤマシ ヤイタシ シ ナスマチ シオ タニ マチ タカネザワマチ

		大田原市 オオタワラシ		相談支援事業所とまり木		0287-54-2854		0287-54-2230		324-0231		大田原市北野上3952		大田原市、那須塩原市、那須町 オオタワラシ ナスシオバラシ ナスマチ

		小山市 オヤマシ		相談支援事業所わくわくおやま		0285-24-6575		0285-20-0255		323-0022		小山市駅東通り3-9-6		小山市 オヤマシ

		小山市 オヤマシ		友井タクシー介護ステーションふれあい		0285-30-0840		0285-30-0844		323-0025		小山市城山町2丁目12-25		小山市 オヤマシ

		小山市 オヤマシ		相談支援事業所おやま		0285-22-1833		0285-22-8946		323-0014		小山市喜沢660		小山市、下野市 オヤマシ シモノ シ

		小山市 オヤマシ		社会就労センターえいぶるの里 シャカイ シュウロウ サト		0285-22-4561		0285-22-4581		323-0003		小山市東島田2403-2		小山市、下野市、上三川町、野木町、結城市、古河市、筑西市 オヤマシ シモノ シ カミノカワマチ ノギマチ ユウキシ コガシ ツク ニシ シ

		小山市 オヤマシ		はつらつサロン南天相談支援事業所		0285-22-4659		0285-38-6529		323-0027		小山市花垣町2-3-19		小山市、栃木市 オヤマシ トチギシ

		小山市 オヤマシ		相談支援事業所みどり		0285-45-8362		0285-45-8397		329-0214		小山市乙女786-1		小山市、栃木市、古河市、結城市 オヤマシ トチギシ コガシ ユウキシ

		上三川町 カミノカワマチ		上三川障がい児・者生活相談支援センター		0285-38-6854		0285-38-6841		329-0611		上三川町上三川5082-15		上三川町 カミノカワマチ

		さくら市 シ		障がい者支援センターにんべん		028-686-2539		028-686-2584		329-1417		さくら市フィオーレ喜連川5-2-1　フィオーレガーデン1-102		さくら市 シ

		佐野市 サノシ		社会福祉法人とちのみ会　こなかの森 シャカイ フクシ ホウジン カイ モリ		0283-24-5757		0283-24-6294		327-0001		佐野市小中町1280		佐野市、足利市 サノシ アシカガシ

		佐野市 サノシ		さの社協相談支援センターほっぷ		0283-22-8152		0283-22-8199		327-0003		佐野市大橋町3212-27		佐野市全域 サノシ ゼンイキ

		下野市 シモノ シ		南栃木支援センター相談支援		0285-44-6118		0285-44-7215		329-0412		下野市柴1432-105		下野市、小山市、壬生町 シモノ シ オヤマシ ミブマチ

		下野市 シモノ シ		下野市相談支援事業所 こばと		0285-44-6783		0285-44-6783		329-0414		下野市小金井1146-6		下野市、上三川町 シモノ シ カミノカワマチ

		高根沢町 タカネザワマチ		高根沢町障害児者生活支援センターすまいる タカネザワマチ		028-612-2751		028-612-2752		329-1225		塩谷郡高根沢町石末1825　福祉センター内 シオヤグン タカネザワマチ イシヅエ フクシ ナイ		高根沢町 タカネザワマチ

		高根沢町 タカネザワマチ		障害者相談支援センターいぶき		028-678-3502		028-676-3501		329-1216		塩谷郡高根沢町桑窪2266-2		高根沢町 タカネザワマチ

		栃木市 トチギシ		相談支援事業所わらしべの家		0282-27-1627		0282-27-1675		328-0011		栃木市大宮町2708-3		栃木市 トチギシ

		栃木市 トチギシ		相談支援センターぴあん ソウダン シエン		0282-31-1755		0282-31-2919		328-0067		栃木市皆川城内町333-2		栃木市、小山市 トチギシ オヤマシ

		栃木市 トチギシ		相談支援事業所「ピュア」		0282-31-3911		0282-31-3912		328-0133		栃木市大森町465		栃木市、鹿沼市、佐野市、小山市、壬生町 トチギシ カヌマシ サノシ オヤマシ ミブマチ

		栃木市 トチギシ		相談支援ウエイブ		0282-23-4465		0282-23-4465		328-0012		栃木市平柳町1-2-7		栃木市、壬生町 トチギシ ミブマチ

		栃木市 トチギシ		もくせいの里		0282-43-0593		0282-43-1387		329-4405		栃木市大平町西山田1198		栃木市内 トチギシナイ

		那須町 ナスマチ		障がい者相談支援事業所ケアサプライ		0287-73-5312		0287-73-5311		329-3221		那須郡那須町漆塚762-102 ナスグン ナスマチ ウルシツカ		白河市、那須町、那須塩原市、大田原市 シラカワシ ナスマチ ナスシオバラシ オオタワラシ

		那須塩原市 ナスシオバラ シ		相談支援事業所テトテ		0287-36-7171		0287-36-7181		329-2732		那須塩原市一区町251-1		那須塩原市（大田原、矢板、那須町、那珂川町、烏山） ナスシオバラ シ オオタワラ ヤイタ ナスマチ ナカガワマチ カラスヤマ

		那須塩原市 ナスシオバラ シ		相談支援事業のぞみ		0287-65-2288		0287-65-2282		329-3152		那須塩原市上中野53		那須塩原市、大田原市、那須町 ナスシオバラ シ オオタワラシ ナスマチ

		那須塩原市 ナスシオバラ シ		相談支援事業所　空		0287-73-8165		0287-73-8165		329-3157		那須塩原市大原間西1-19-9		那須塩原市、大田原市、那須町 ナスシオバラ シ オオタワラシ ナスマチ

		那須塩原市 ナスシオバラ シ		指定特定相談支援事業所あじさい		0287-60-3361		0287-60-3362		325-0034		那須塩原市東原166		那須塩原市、那須町 ナスシオバラ シ ナスマチ

		野木町 ノギマチ		さわやか相談支援センター		0280-57-4884		0280-57-4994		329-0112		野木町南赤塚1145-1		小山市、野木町、古河市、栃木市 オヤマシ ノギマチ コガシ トチギシ

		芳賀郡 ハガ グン		相談支援センター光輝舎		0285-70-2020		0285-72-8222		321-4105		芳賀郡益子町北中1113-1		芳賀郡、真岡市等 ハガ グン モオカシ ナド

		芳賀郡 ハガ グン		相談支援センターみさと		0285-72-9767				321-4104		芳賀郡益子町大沢2800-5		芳賀郡内（真岡市、益子町、市貝町、芳賀町、茂木町） ハガ グンナイ モオカシ マシコ チョウ イチ ガイ マチ ハガマチ モギマチ

		真岡市 モオカシ		相談支援センターのどか　真岡センター		0285-81-5890		0285-85-8452		321-4305		真岡市荒町111-1		真岡市、芳賀町、市貝町、益子町、茂木町 モオカシ ハガマチ イチガイ マチ マシコ チョウ モギ マチ

		真岡市 モオカシ		真岡介護センター		0285-80-5200		0285-80-5211		321-4361		真岡市並木町1-8-1　シティ並木102 ナミキ		真岡市、芳賀町南部、市貝町南部、益子町西部、上三川東部 モオカシ ハガマチ ナンブ イチ ガイ チョウ ナンブ マシコ チョウ セイブ カミノカワ トウブ

		壬生町 ミブマチ		指定障害者相談支援事業所あるしぇん		0282-86-7665		0282-21-7109		321-0201		下都賀郡壬生町安塚2032 シモツガグン ミブマチ ヤスヅカ		壬生町 ミブマチ





訪問看護事業所一覧表

		市区郡 シク グン		事業所名 ジギョウショ メイ		電話番号 デンワ バンゴウ		FAX番号 バンゴウ		郵便番号 ユウビンバンゴウ		所在地 ショザイチ		訪問可能な主な市町村 ホウモン カノウ オモ シチョウソン

		足利市 アシカガシ		あおい訪問看護ステーション		0284-73-9456		0284-72-7600		326-0831		足利市堀込町2556 セレッソ・コート1階		足利市とその周辺（佐野市、館林市、巴楽町、太田市、桐生市） アシカガシ シュウヘン サノシ タテバヤシシ トモエ ラク マチ オオタシ キリュウシ				足利市 アシカガシ		2

		足利市 アシカガシ		ライフ訪問看護リハビリテーション		0284-64-8799		0284-64-8335		326-0831		足利市堀込町2656-7　ASKビル301号		足利市、佐野市、館林市、邑楽郡、太田市、桐生市 アシカガシ サノシ タテバヤシシ オウラ グン オオタシ キリュウシ				宇都宮市 ウツノミヤシ		7

		宇都宮市 ウツノミヤシ		ＷＡＤＥＷＡＤＥ訪問看護ステーション		028-666-5420		028-666-5460		321-0923		宇都宮市下栗町2913-1 ウツノミヤシ シモグリマチ		宇都宮市、上三川町、 ウツノミヤシ カミノカワマチ				大田原市 オオタワラシ		4

		宇都宮市 ウツノミヤシ		訪問看護ステーションここあ		028-600-3735		028-600-3736		321-2116		宇都宮市徳次郎町998-9 ウツノミヤシ トクジロウマチ		宇都宮市、日光市、 ウツノミヤシ ニッコウシ				小山市 オヤマシ		3

		宇都宮市 ウツノミヤシ		訪問看護ステーションうつのみや		028-612-6103		028-612-6104		320-0852		宇都宮市下砥上町字並塚643番地1		宇都宮市、壬生町 ウツノミヤシ ミブマチ				鹿沼市 カヌマシ		1

		宇都宮市 ウツノミヤシ		訪問看護ステーションあるく		028-643-5586		028-678-8796		320-0036		宇都宮市小幡2-6-14 		宇都宮市 ウツノミヤシ				さくら市 シ		1

		宇都宮市 ウツノミヤシ		訪問看護ステーション風		028-612-1333		028-612-1384		321-0117		宇都宮市城南3丁目5-6		宇都宮、鹿沼、下野、壬生 ウツノミヤ カヌマ シモノ ミブ				佐野市 サノシ		2

		宇都宮市 ウツノミヤシ		訪問看護ステーションほっと		028-626-5739		028-625-8201		321-0974		宇都宮市竹林町958		宇都宮市 ウツノミヤシ				下野市 シモツケシ		1

		宇都宮市 ウツノミヤシ		宮の橋訪問看護ステーション		028-635-9839		028-635-9839		321-0963		宇都宮市南大通り1-1-23		宇都宮市 ウツノミヤシ				高根沢町 タカネザワマチ		1

		大田原市 オオタワラシ		訪問看護ステーションゆりの木		0287-47-5123		0287-47-5124		324-0028		大田原市山の手1-1-7 ヤマ テ		大田原市、那須塩原市、那珂川町 オオタワラシ ナスシオバラ シ ナカガワマチ				栃木市 トチギシ		1

		大田原市 オオタワラシ		とちぎ訪問看護ステーションくろばね		0287-54-0507		0287-54-0580		324-0241		大田原市黒羽向町142番地		大田原市、那須塩原市、那須町、那珂川町 オオタワラシ ナスシオバラ シ ナスマチ ナカガワマチ				那須烏山市 ナスカラスヤマシ		1

		大田原市 オオタワラシ		さくら訪問看護ステーション		0287-29-3252		0287-29-3252		324-0058		大田原市紫塚3-2633-10		大田原市、那須塩原市、矢板市 オオタワラシ ナスシオバラ シ ヤイタ シ				那須塩原市 ナスシオバラ シ		1

		大田原市 オオタワラシ		那須赤十字訪問看護ステーション		0287-23-8866		0287-23-8903		324-8686		大田原市中田原1081-4		大田原市、那須塩原市（一部を除く） オオタワラシ ナスシオバラ シ イチブ ノゾ				野木町 ノギマチ		1

		小山市 オヤマシ		とちぎ訪問看護ステーションおやま		0285-39-8602		0285-39-8607		323-0827		小山市神鳥谷2251-7 オヤマシ ヒトトノヤ		小山市、下野市（南部）、野木町（北部） オヤマシ シモノ シ ナンブ ノギ マチ ホクブ				壬生町 ミブマチ		1

		小山市 オヤマシ		わくわく訪問看護ステーションおやま		0285-24-6575		0285-20-0255		323-0022		小山市駅東通り3-9-6		小山市、結城市（茨城県）、下野市の一部、栃木市（PTのみ） オヤマシ ユウキシ イバラキケン シモノ シ イチブ トチギシ				真岡市 モオカシ		1

		小山市 オヤマシ		訪問看護ステーションみどり		0285-45-8362		0285-45-8397		329-0214		小山市乙女786-1		小山市、栃木市、古河市、結城市 オヤマシ トチギシ コガシ ユウキシ						28

		鹿沼市 カヌマシ		鹿沼訪問看護ステーション		0289-60-5650		0289-60-1687		322-0021		鹿沼市上野町320-3高橋ビル1階103号室		鹿沼市、旧宇都宮市、旧今市市、壬生町、西片町 カヌマシ キュウ ウツノミヤシ キュウ イマイチシ ミブマチ ニシカタマチ

		さくら市 シ		訪問看護ステーション卯の郷		028-682-7770		028-682-7766		329-1311		さくら市氏家2650番地		さくら市（周辺15ｋｍ以内）、塩谷町、那須烏山市、宇都宮市、高根沢町 シ シュウヘン イナイ シオヤ マチ ナスカラスヤマシ ウツノミヤシ タカネザワ マチ

		佐野市 サノシ		訪問看護ステーションマザーの家		0283-85-7771		0283-85-7772		327-0504		佐野市中町942-1		佐野市 サノシ

		佐野市 サノシ		訪問看護ステーション佐野		0283-86-7013		0283-86-7031		327-0847		佐野市天神町774-22 メープルハイツ101号室		足利市、佐野市、栃木市（旧岩船市） アシカガシ サノシ トチギシ キュウ イワフネ シ

		下野市 シモツケシ		訪問看護ステーション石橋		0285-52-2293		0285-52-2268		329-0511		下野市石橋628番地		下野市、上三川町、壬生町、宇都宮市（部） シモノ シ カミノカワマチ ミブマチ ウツノミヤシ ブ

		高根沢町 タカネザワ マチ		訪問看護ステーションたかねざわ		028-680-1701		028-680-1702		329-1233		塩谷郡高根沢町宝積寺2426-8 		高根沢町、さくら市、那須烏山市、芳賀町、市貝町、茂木町、益子町、宇都宮市 タカネザワマチ シ ナスカラスヤマシ ハガ マチ イチ カイ チョウ モギマチ マシコ チョウ ウツノミヤシ

		栃木市 トチギシ		訪問看護ステーションオリーブ		0282-27-8414		0282-27-8415		328-0027		栃木市今泉町1丁目17番29号		栃木市、小山市、下野市、壬生町 トチギシ オヤマシ シモノ シ ミブ マチ

		那須烏山市 ナスカラスヤマシ		訪問看護ステーションあい		0287-83-8035		0287-83-8222		321-0628		那須烏山市金井2-5-9 ベンチャープラザ7号室 ゴウシツ		那須烏山市、那珂川町、茂木町、一貝町 ナスカラスヤマシ ナカガワマチ モギマチ イチ ガイ マチ

		那須塩原市 ナスシオバラ シ		マロニエ訪問看護ステーション		0287-37-6322		0287-39-3305		329-2763		那須塩原市井口537-3 にしなすの総合在宅ケアセンター内		那須塩原市、那須町、大田原市　リハビリのみ→那珂川町訪問可能 ナスシオバラ シ ナスマチ オオタワラシ ナカガワ マチ ホウモン カノウ

		野木町 ノギマチ		訪問看護ステーションたんぽぽ		0280-57-1888		0280-57-3819		329-0101		下都賀郡野木町友沼5119-12		野木町、小山市、旧藤岡町 ノギマチ オヤマシ キュウ フジオカマチ

		壬生町 ミブマチ		とちぎ訪問看護ステーションみぶ		0282-82-7262		0282-82-7260		321-0218		下都賀郡壬生町落合1-18-12		上三川町、下野市、壬生町、宇都宮 カミノカワマチ シモノ シ ミブ チョウ ウツノミヤ

		真岡市 モオカシ		芳賀赤十字訪問看護ステーション		0285-84-8266		0285-84-8266		321-4306		真岡市台町2461		芳賀郡全域（真岡市、益子町、芳賀町、茂木町） ハガ グン ゼンイキ モオカシ マシコマチ ハガマチ モギ マチ





診療所一覧表

		市区郡 シク グン		診療所名 シンリョウジョ メイ		電話番号 デンワ バンゴウ		郵便番号 ユウビンバンゴウ		所在地 ショザイチ

		足利市 アシカガシ		山浦内科医院		0284-21-6653 		326-0843		足利市五十部町1256-5

		足利市 アシカガシ		あいファミリィクリニック足利 アシカガ		0284-22-3788		329-4213		足利市寺岡町505-1

		足利市 アシカガシ		かしま産婦人科 サンフジンカ		0284-65-0341		326-0844		足利市鹿島町501-1

		足利市 アシカガシ		くさの小児科		0284-73-7000		326-0335		足利市上渋垂町338-3

		足利市 アシカガシ		すながクリニック		0284-44-7211		326-0015		足利市八椚町494-1　

		宇都宮市 ウツノミヤシ		医療法人　亀田内科		028-633-2884		320-0812		宇都宮市一番町1-28

		宇都宮市 ウツノミヤシ		越戸クリニック		028-660-6190		321-0951		宇都宮市越戸町139-6

		宇都宮市 ウツノミヤシ		福田こどもクリニック		028-659-8850		320-0852		宇都宮市下砥上町1545-20

		宇都宮市 ウツノミヤシ		きくちクリニック		028-683-3387		321-0903		宇都宮市下平出町614-2

		宇都宮市 ウツノミヤシ		てらもと小児科		028-650-6636		321-0975		宇都宮市関堀町971-6

		宇都宮市 ウツノミヤシ		あおい内科小児科ｸﾘﾆｯｸ		028-663-6000		321-0973		宇都宮市岩曽町1086-1

		宇都宮市 ウツノミヤシ		桜井消化器科・内科		028-643-0870		320-0073		宇都宮市細谷1-7-38

		宇都宮市 ウツノミヤシ		鈴木内科クリニック		028-655-1229		321-0139		宇都宮市若松原2-4-19

		宇都宮市 ウツノミヤシ		大根田内科医院		028-624-6322		320-0072		宇都宮市若草3-4-22

		宇都宮市 ウツノミヤシ		てらだファミリークリニック		028-654-2188		321-0132		宇都宮市雀の宮5-5-1

		宇都宮市 ウツノミヤシ		清原台こどもクリニック キヨハラ ダイ		028-305-6017		321-3223		宇都宮市清原台2-4-14

		宇都宮市 ウツノミヤシ		森田医院		028-633-1573		320-0861		宇都宮市西3-5-8

		宇都宮市 ウツノミヤシ		こどもヶ丘診療所		028-615-1077		321-0151		宇都宮市西川田町183-21

		宇都宮市 ウツノミヤシ		有村小児科医院		028-656-7207		321-0912		宇都宮市石井町3128-11

		宇都宮市 ウツノミヤシ		いちはらファミリークリニック		028-612-8350		321-0414		宇都宮市中里町322

		宇都宮市 ウツノミヤシ		豊郷中央渡辺内科　		028-622-8900		320-0004		宇都宮市長岡町1217-5

		宇都宮市 ウツノミヤシ		宇都宮市子ども発達センター診療所 ウツノミヤシ コ ハッタツ シンリョウジョ		028-647-4720		320-0851		宇都宮市鶴田町970-1

		宇都宮市 ウツノミヤシ		梅園医院		028-633-2869		320-0035		宇都宮市伝馬町3-28

		宇都宮市 ウツノミヤシ		片山医院		028-661-9764		321-0944		宇都宮市東峰町3008-21

		宇都宮市 ウツノミヤシ		冨塚メデｲカルクリニック		028-666-2555		321-2116		宇都宮市徳次郎町888

		宇都宮市 ウツノミヤシ		豊郷台クリニック ユタカ ゴウ ダイ		028-643-8998		320-0003		宇都宮市豊郷台2-21-3

		宇都宮市 ウツノミヤシ		みやの杜クリニック　		028-683-7811		321-0904		宇都宮市陽東2-4-5

		宇都宮市 ウツノミヤシ		医療法人　赤羽病院		028-661-5446		321-0904		宇都宮市陽東7-2-2

		大田原市 オオタワラシ		くろばね齋藤醫院		0287-54-0031		324-0233		大田原市黒羽田町612

		大田原市 オオタワラシ		さいとうハート＆キッズクリニック		0287-53-7979		324-0043		大田原市浅香1-4-3

		大田原市 オオタワラシ		あさかクリニック		0287-22-2601		324-0043		大田原市浅香3-3711

		小山市 オヤマシ		神鳥谷クリニック		0285-22-7700		323-0827		小山市神鳥谷1-19-1

		小山市 オヤマシ		小山すぎの木クリニック		0285-30-3456		323-0806		小山市中久喜1131-1

		小山市 オヤマシ		おおきこどもクリニック		0285-41-0025 		329-0207		小山市美しが丘3-35-3

		鹿沼市 カヌマシ		小川こどもクリニック		0289-74-5421		322-0027		鹿沼市貝島町5006-2

		鹿沼市 カヌマシ		飯岡小児科		0289-65-3257		322-0074		鹿沼市日吉町569-2

		鹿沼市 カヌマシ		小松医院		0289-60-5515		322-0064		鹿沼市文化橋町2300-1

		鹿沼市 カヌマシ		いとうこどもクリニック		0289-63-5566		322-0025		鹿沼市緑町2-2-29

		上三川 カミノカワ		やの小児科医院		0285-56-0280		329-0611		河内郡上三川町上三川3446-3

		さくら市 シ		仲嶋医院		028-681-7755		329-1311		さくら市氏家3245-17

		佐野市 サノシ		稲毛クリニック		0283-25-2566		327-0103		佐野市石塚町893-1

		佐野市 サノシ		こばやしファミリークリニック		0283-85-9900		327-0311		佐野市多田町566

		佐野市 サノシ		坪水医院		0283-62-0265		327-0312		佐野市栃本町2241

		佐野市 サノシ		緑の屋根診療所		0283-20-2577		327-0843		佐野市堀米町1348-5

		佐野市 サノシ		キッズクリニックはせがわ		0283-27-0200		327-0843		佐野市堀米町3946-6

		下野市 シモノ シ		グリムこどもクリニック		0285-51-1515		329-0502		下野市下古山2-6-17

		下野市 シモノ シ		にじいろこども診療所 シンリョウジョ		0285-44-7716		329-0414		下野市小金井4-1-1

		下野市 シモノ シ		角田内科医院		0285-53-5665 		329-0511		下野市石橋549

		下野市 シモノ シ		佐藤内科		0285-53-1305		329-0511		下野市石橋839-14

		下野市 シモノ シ		おかべこどもクリニック		0285-40-7300 		329-0433		下野市緑5-17-12

		高根沢町 タカネザワマチ		にいたに内科　		028-675-6515		329-1231		塩谷郡高根沢町宝石台 3-3-19

		栃木市 トチギシ		熊倉医院		0282-55-8425		329-4316		栃木市岩舟町新里180-1 トチギシ

		栃木市 トチギシ		竹田内科小児科クリニック		0282-29-1233		328-0011		栃木市大宮町52番地

		栃木市 トチギシ		田村医院		0282-43-3368		329-4423		栃木市大平町西水代1835-1

		栃木市 トチギシ		小森谷内科医院		0282-43-7327		329-4404		栃木市大平町富田4003-8

		栃木市 トチギシ		持田医院		0282-67-3661		329-0319		栃木市藤岡町中根115-5

		栃木市 トチギシ		腰塚医院		0282-62-2072		323-1104		栃木市藤岡町藤岡1845-10

		栃木市 トチギシ		よこやま内科小児科クリニック		0282-24-8102		328-0075		栃木市箱森町38-70

		栃木市 トチギシ		サンレディースクリニック		0282-24-3541		328-0024		栃木市樋ノ口町504-1

		栃木市 トチギシ		桜井こどもクリニック		0282-24-5987		328-0034		栃木市本町16-9

		栃木市 トチギシ		さいとう小児科 ショウニカ		0282-22-0757 		328-0015		栃木市万町30番16号

		那珂川町 ナカガワマチ		佐藤医院		0287-96-2841		324-0501		那須郡那珂川町小川2960-1

		那珂川町 ナカガワマチ		飯塚医院		0287-92-2034		324-0613		那須郡那珂川町馬頭484-3

		那珂川町 ナカガワマチ		立花医院		0287-72-0311		325-0003		那須郡那須町寺子乙3967-190

		那須塩原市 ナスシオバラ シ		中川医院 ナカガワ イイン		0287-62-0040		325-0057		那須塩原市黒磯幸町6-27

		那須塩原市 ナスシオバラ シ		さいとうクリニック		0287-39-1805		329-2724		那須塩原市西幸町7-13

		那須塩原市 ナスシオバラ シ		みずぬまクリニック		0287-39-1581		329-2751		那須塩原市東三島2-80-6

		日光市 ニッコウシ		吉原医院		0288-21-0161		321-1261		日光市今市826-4

		日光市 ニッコウシ		木村内科医院		0288-22-7880		321-1264		日光市瀬尾497-1

		益子町 マシコマチ		鈴木医院		0285-72-2032		321-4217		益子町益子1747-2

		壬生町 ミブマチ		小倉医院		0282-82-0057		321-0227		壬生町通町10-5

		壬生町 ミブマチ		大橋内科クリニック		0282-82-8522		321-0219		壬生町福和田1003-1

		壬生町 ミブマチ		かとう小児科 ショウニカ		0282-82-7576		321-0218		壬生町落合3-7-30

		真岡市 モオカシ		ひがのクリニック		0285-74-0051 		321-4521		真岡市久下田941-1

		真岡市 モオカシ		小林診療所		0285-82-3873		321-4369		真岡市熊倉3-10-7

		真岡市 モオカシ		西真岡こどもクリニック		0285-81-7900		321-4341		真岡市高勢町3-205-1

		真岡市 モオカシ		田井の里クリニック		0285-81-6502		321-4301		真岡市西田井内外748-2

		真岡市 モオカシ		深谷医院 フカヤ イイン		0285-75-0007 		321-4502		真岡市物井1268-7

		茂木町 モギマチ		吉永医院		0285-63-2303		321-3564		茂木町増井190-1





病院一覧表

		市区郡 シク グン		診療所名 シンリョウジョ メイ		電話番号 デンワ バンゴウ		郵便番号 ユウビンバンゴウ		所在地 ショザイチ																																																						相談窓口 ソウダン マドグチ		部署名・職名 ブショ メイ ショクメイ		ご担当者氏名 タントウシャ シメイ		連絡先TEL レンラクサキ		連絡先MAIL レンラクサキ

		足利市 アシカガシ		あしかがの森足利病院		0284-91-0611		326-0011		足利市大沼田町615		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		1		2		別紙参照 ベッシ サンショウ		有		メディカルソーシャルワーカー		福地　哲郎 フクチ テツロウ		0284-91-0611		soudan@hshikagu-hospital.or.jp

		足利市 アシカガシ		足利赤十字病院		0284-21-0121		326-0843		足利市五十部町284-1		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		3		1		2		別紙参照 ベッシ サンショウ		有		事務部医事課社会福祉士 ジム ブ イジ カ シャカイ フクシ シ		布施　麻由実 フセ マユミ		0284-20-1307

		宇都宮市 ウツノミヤシ		済生会宇都宮病院		028-626-5500		321-0974		宇都宮市竹林町911-1		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		2		別紙参照 ベッシ サンショウ		有		地域連携課 チイキ レンケイ カ		荻津　守 オギツ カミ		028-626-5500

		宇都宮市 ウツノミヤシ		JCHO　うつのみや病院		028-653-1001		321-0143		宇都宮市南高砂町11-17		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		無

		大田原市 オオタワラシ		那須赤十字病院		0287-23-1122		324-8686		大田原市中田原1081-4		1		1		3		3		3		1		3		1		3		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		1		4		なし		有		地域医療福祉連携課福祉係長 チイキ イリョウ フクシ レンケイ カ フクシ カカリチョウ		野中 美希 ノナカ ミキ		0287-23-1122		renkeika@nasu.jrc.or.jp

		小山市 オヤマシ		新小山市民病院		0285-36-0200		323-0827		小山市神鳥谷2251-1 オヤマシ ヒトトノヤ		1		1		3		2		2		2		2		2		2		2		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		2		なし		有		医療相談室保健師 イリョウ ソウダンシツ ホケンシ		多賀谷 邦子 タガヤ クニコ		0285-36-0256		soudan@hospital.oyama.tochigi.jp

		小山市 オヤマシ		小山厚生病院		0285-22-1105		323-0031		小山市八幡町2-10-6		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		2		なし		有		看護師長 カンゴシ チョウ		横家 よね子 ヨコ イエ コ		0285-22-1105
0285-24-9890

		下野市 シモツケシ		自治医科大学附属病院　		0285-44-2111		329-0498		下野市薬師寺3311-1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		2		3		2		別紙参照 ベッシ サンショウ		有		地域医療連携部（看護師） チイキ イリョウ レンケイ ブ カンゴシ		黒田　光恵 クロダ ミツエ		0285-44-2111		mazuek@jichi.ac.jp

		下野市 シモツケシ		石橋総合病院		0285-53-1134		329-0511		下野市石橋628		1		1		1		1		1		1		1		2		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		1		なし		有		地域医療連携部 チイキ イリョウ レンケイ ブ		(部長)岩崎 さゆり ブチョウ イワサキ		0285-53-1134		ishibashi-renkei@yushikai.jp

		高根沢町 タカネザワマチ		菅又病院　		028-676-0311		329-1207		塩谷郡高根沢町花岡2351		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		無

		栃木市 トチギシ		とちの木病院		0282-22-7722		328-0071		栃木市大町39-5		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		無

		栃木市 トチギシ		下都賀総合病院		0282-22-2551		328-0044		栃木市富士見町5-32		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		3		なし		有		医療福祉相談室 イリョウ フクシ ソウダンシツ		MSWが3人おります ニン		0282-22-2551

		栃木市 トチギシ		西方病院		0282-92-2323		322-0601		栃木市西方町金崎273-3 トチギシ		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		有		西方病院地域連携室 ニシカタ ビョウイン チイキ レンケイ シツ				0282-25-7310		nishikata-renkei@cc9.ne.jp

		壬生町 ミブマチ		獨協医科大学病院		0282-86-1111		321-0293		下都賀郡壬生町大字北小林880		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		3		2		別紙参照 ベッシ サンショウ		有		地域医療連携センター医療福祉相談室 チイキ イリョウ レンケイ イリョウ フクシ ソウダンシツ				0282-87-2185
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相談支援事業所

		Ｑ1.貴施設について、お伺いいたします キ シセツ ウカガ										事業所名とコメントをくっつけるで一表を作る ジギョウショ メイ イッピョウ ツク

		1		事業所名 ジギョウショ メイ								今月中 コンゲツ チュウ

		2		電話番号 デンワ バンゴウ								地図と一覧表をパワーポイント チズ イチラン ヒョウ

		3		FAX番号 バンゴウ								各項目ごとにページを作る カクコウモク ツク

		4		所在地 ショザイチ

		5		訪問可能な主な市町村 ホウモン カノウ オモ シチョウソン

		Ｑ2.重症心身障害児（者）の定義をご存知ですか ジュウショウシンシンショウガイジ シャ テイギ ゾンジ

		Ｑ2-1		知っている シ

		Ｑ2-2		知らない シ

		Ｑ3.重症心身障害児（者）の方（家族・関係機関等）からの相談を受けたことがありますか ジュウショウシンシンショウガイジ シャ カタ カゾク カンケイ キカン ナド ソウダン ウ

		Ｑ3-1		1		ある

		Ｑ3-2		2		ない

		Ｑ3-1-Ａ

				Ａ-1それは誰からの相談でしたか ダレ ソウダン

				1		ａ.家族 カゾク

				2		ｂ.支援者 シエンシャ

				3		ｃ.関係機関 カンケイ キカン

				Ａ-2それはどんな相談でしたか（複数回答可） ソウダン フクスウ カイトウ カ

				1		ａ.生活上の相談 セイカツ ジョウ ソウダン

				2		ｂ.医療的な相談 イリョウテキ ソウダン

				3		ｃ.制度に関する相談 セイド カン ソウダン

				4		ｄ.教育に関する相談 キョウイク カン ソウダン

				5		ｅ.サービス等利用計画書作成に関する相談 ナド リヨウ ケイカクショ サクセイ カン ソウダン

				6		ｆ.その他 タ

				Ａ-3それらの相談事業所として対応（解決）はできましたか ソウダン ジギョウショ タイオウ カイケツ

				1		ａ.できた

				2		ｂ.できなかった

				Ａ-3-1それはどうしてですか

				1		ａ解決手段・方法がなかった カイケツ シュダン ホウホウ

				2		ｂ.ほかの相談支援事業所に依頼した ソウダン シエン ジギョウショ イライ

				3		ｃ.行政に依頼した ギョウセイ イライ

				4		ｄ.その他 タ

		Ｑ4.Ｑ3-2「ない」→これから重症心身障害児（者）の方（本人・家族等）からの相談があればどのように対応されますか ジュウショウシンシンショウガイジ シャ カタ ホンニン カゾク ナド ソウダン タイオウ

				Ｑ4-1		自分の事業所で対応する ジブン ジギョウショ タイオウ

				Ｑ4-2		ほかの相談支援事業所へ依頼する ソウダン シエン ジギョウショ イライ

				Ｑ4-3		行政に依頼する ギョウセイ イライ

				Ｑ4-4		その他 タ

		Ｑ5.重症心身障害児（者）の方のサービス等利用計画書を作成したことがありますか ジュウショウシンシンショウガイジ シャ カタ ナド リヨウ ケイカクショ サクセイ

				Ｑ5-1		ある

				Ｑ5-2		ない

						Ｑ5-1-Ａ		「ある」と回答→作成にあたり、苦労したこと困ったことがありましたか カイトウ サクセイ クロウ コマ

						Ｑ5-2-Ａ		「ない」と回答 カイトウ

						1		ａ.今後依頼があれば作成する コンゴ イライ サクセイ

						2		ｂ.他の相談支援事業所に依頼する ホカ ソウダン シエン ジギョウショ イライ

						3		ｃ.作成するかどうかわからない サクセイ

						Ｑ5-2-Ａ-1		b.cを回答→それはどうしてですか カイトウ

		Q6.重症心身障害児（者）の方がより良い在宅生活をしていく上で何か必要だと思うことがあればご自由にお書きください ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ カタ ヨ ザイタク セイカツ ウエ ナニ ヒツヨウ オモ ジユウ カ



		承諾可否 ショウダク カヒ		Q1												Ｑ2.重症心身障害児（者）の定義をご存知ですか ジュウショウシンシンショウガイジ シャ テイギ ゾンジ				Ｑ3.重症心身障害児（者）の方（家族・関係機関等）からの相談を受けたことがありますか ジュウショウシンシンショウガイジ シャ カタ カゾク カンケイ キカン ナド ソウダン ウ																														Ｑ4.Ｑ3-2「ない」→これから重症心身障害児（者）の方（本人・家族等）からの相談があればどのように対応されますか ジュウショウシンシンショウガイジ シャ カタ ホンニン カゾク ナド ソウダン タイオウ										Ｑ5.重症心身障害児（者）の方のサービス等利用計画書を作成したことがありますか ジュウショウシンシンショウガイジ シャ カタ ナド リヨウ ケイカクショ サクセイ										Q6.重症心身障害児（者）の方がより良い在宅生活をしていく上で何か必要だと思うことがあればご自由にお書きください ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ カタ ヨ ザイタク セイカツ ウエ ナニ ヒツヨウ オモ ジユウ カ

				事業所名 ジギョウショ メイ		電話番号 デンワ バンゴウ		FAX番号 バンゴウ		郵便番号 ユウビンバンゴウ		所在地 ショザイチ		訪問可能な主な市町村 ホウモン カノウ オモ シチョウソン		知っている		知らない シ		ある		ない		それは誰からの相談でしたか						それはどんな相談でしたか														それらの相談事業所として対応（解決）はできましたか						自分の事業所で対応する ジブン ジギョウショ タイオウ		他の相談支援事業所へ依頼する ホカ ソウダン シエン ジギョウショ イライ		行政に依頼する ギョウセイ イライ		その他 タ				ある		ない		「ある」と回答		「ない」
と回答		b.c（23）を回答

																								家族 カゾク		支援者 シエンシャ		関係機関 カンケイ キカン		生活上の相談 セイカツ ジョウ ソウダン		医療的な相談 イリョウテキ ソウダン		制度に関する相談 セイド カン ソウダン		教育に関する相談 キョウイク カン ソウダン		サービス等利用計画書作成に関する相談 ナド リヨウ ケイカクショ サクセイ カン ソウダン		その他 タ		その他回答 タ カイトウ		それらの相談事業所として対応（解決）はできましたか		それはどうしてですか		それはどうしてですか

		否 イナ		手話通訳派遣協会相談支援事業所		0287-73-4422		0287-62-7776		325-0026		栃木県那須塩原市上厚崎431-17 ３２５－００２６				0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		0		1		本事業所と同様の地域で一般相談支援事業所と連携を図り対応する ホン ジギョウショ ドウヨウ チイキ イッパン ソウダン シエン ジギョウショ レンケイ ハカ タイオウ		0		1		0		2		当事業所は手話通訳派遣を主目的とする事業所であるため、聴覚障害に対するノウハウはあるがそれ以外の障害者に対応する専門性を有していない為 トウ ジギョウショ シュワ ツウヤク ハケン シュモクテキ ジギョウショ チョウカク ショウガイ タイ イガイ ショウガイシャ タイオウ センモンセイ ユウ タメ

		否 イナ		相談支援事業所すまいる		0285-45-7199		0285-45-8437		329-0205		小山市間々田750-1		小山市 オヤマシ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		1		0				0		1		0		3		現在担当させていただいているケースの他に受け入れる時間的余裕がないため。また専門的な知識や経験がなく自信がないため。 ゲンザイ タントウ ホカ ウ イ ジカンテキ ヨユウ センモンテキ チシキ ケイケン ジシン

		否 イナ		やまゆりの里		0284-90-2030		0284-90-2031		326-0011		足利市大沼田町525-1		足利市 アシカガシ		0		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		ショートステイの利用が可能かどうか リヨウ カノウ		2		1		ショートの利用を希望していたが、幼児で夜間に吸引が必要とのことだったので職員配置上困難と判断 リヨウ キボウ ヨウジ ヤカン キュウイン ヒツヨウ ショクイン ハイチ ジョウ コンナン ハンダン		0		0		0		0				0		1		0		2		あしかがの森さんが近くにあり専門性もあるため モリ チカ センモンセイ

		否 イナ		相談支援センターひかり		028-612-7717		028-612-7718		320-0072		宇都宮市若草4-20-7		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		0		1		0		1		0		0		1		0		1		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		居宅介護事業所とニーズのマッチング キョタク カイゴ ジギョウショ		0				短期入所事業所（医療的ケア対応型）の整備 タンキ ニュウショ ジギョウショ イリョウテキ タイオウガタ セイビ

		否 イナ		相談支援センター歩み		028-667-5151		028-667-5150		321-3233		宇都宮市上籠谷町3792		真岡市、芳賀町、宇都宮市 モオカシ ハガマチ ウツノミヤシ		0		1		1		0		0		1		0		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		毎日お会いしている方ではないしお話ができる方ではないので、計画書を作ることは少々戸惑いはありましたが、すべて療育指導室の先生にご指導いただき作成することができました。お幸せな時を過ごしてほしいという思いはいっぱいありますが、なにも出来ていない自分が申し訳ないような気持ちです。 マイニチ ア カタ ハナシ カタ ケイカクショ ツク ショウショウ トマド リョウイク シドウシツ センセイ シドウ サクセイ シアワ トキ ス オモ デキ ジブン モウ ワケ キモ		0				すみません。経験不足で在宅の方はよくわかりませんが、独立行政法人国立病院機構宇都宮病院にお伺いし行き届いた介護、職員の先生方の情熱にこういうところで重症心身障害者の方が過ごせることは幸せなのでは…としみじみ思いました。 ケイケン ブソク ザイタク カタ ドクリツ ギョウセイ ホウジン コクリツ ビョウイン キコウ ウツノミヤ ビョウイン ウカガ イ トド カイゴ ショクイン センセイガタ ジョウネツ ジュウショウ シンシン ショウガイシャ カタ ス シアワ オモ

		否 イナ		ワークス共育		0287-39-5593		0287-39-5630		329-2213		那須塩原市上大貫2028-2				1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		0		1		状況に応じて対応する ジョウキョウ オウ タイオウ		0		1				1				相談支援専門員のレベルアップが必要ではないかと思います ソウダン シエン センモンイン ヒツヨウ オモ

		否 イナ		指定特定相談支援センタードリーム		0288-32-2280		0288-32-2281		321-2341		日光市大沢町274		日光市、塩谷町、鹿沼市、宇都宮市 ニッコウシ シオヤ チョウ カヌマシ ウツノミヤ シ		0		1		1		0		1		0		0		1		1		1		0		0		0				1		0				0		0		0		0				1		0		計画を作成するにあたり医療機関との連携方法を具体化していくことに連絡調整に時間を要しました。また医師同士でのやりとりの方が早いように感じました。※解決できたと言っても施設の空き待ちで関係する病院で入院しております。 ケイカク サクセイ イリョウ キカン レンケイ ホウホウ グタイカ レンラク チョウセイ ジカン ヨウ イシ ドウシ ホウ ハヤ カン カイケツ イ シセツ ア マ カンケイ ビョウイン ニュウイン		0				入所ではなく、医療ケアのできる短期入所やグループホーム、日中一時、生活介護の拡充が必要であること。また重症心身障害児（者）への理解を広めていき、理解者を増やすこと、訪問看護、訪問医療、居宅介護も活用しやすい環境づくりを相談支援専門員はネットワークづくりに努めなければんらないと思います。 ニュウショ イリョウ タンキ ニュウショ ニッチュウ イチジ セイカツ カイゴ カクジュウ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ リカイ ヒロ リカイシャ フ ホウモン カンゴ ホウモン イリョウ キョタク カイゴ カツヨウ カンキョウ ソウダン シエン センモンイン ツト オモ

		否 イナ		ユーファーム支援センター		028-689-0070		028-680-0750		321-0972		宇都宮市下川俣町206-127		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2		これまでの実績として主に就労系の利用計画の作成を行っており重症心身障害児の方への支援については経験や人員の不足から対応が困難であると思われるため ジッセキ オモ シュウロウ ケイ リヨウ ケイカク サクセイ オコナ ジュウショウ シンシン ショウガイジ カタ シエン ケイケン ジンイン フソク タイオウ コンナン オモ

		否 イナ		障害者相談支援センターひびき		028-666-7601		028-666-7602		321-0403		宇都宮市下小倉町1536		宇都宮市、さくら市 ウツノミヤシ シ		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2		かつて受け入れたことがなく、またスタッフにも医療的ケアの知識や経験が乏しく、自信をもって迎え入れることができない ウ イ イリョウテキ チシキ ケイケン トボ ジシン ムカ イ		受け入れる施設が近辺にあること ウ イ シセツ キンペン

		否 イナ		相談支援事業ぴゅあ		028-611-1771		028-611-1772		321-0911		宇都宮市問屋町3426-46		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2

		否 イナ		指定特定相談支援事業所すえひろ		0287-23-3962		0287-24-1670		324-0042		大田原市末広1-2-5		大田原市、大田原市以外は交通費を受領 オオタワラシ オオタワラシ イガイ コウツウヒ ジュリョウ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2		事業所の対象を精神障害に限定し、市に申請しているため ジギョウショ タイショウ セイシン ショウガイ ゲンテイ シ シンセイ

		否 イナ		相談支援センターふじみだい		0285-44-0200		0285-44-4255		329-0412		下野市芝1123		下野市 シモノ シ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		0		1		ケースによって検討 ケントウ		0		1				2

		否 イナ		相談支援センターひゅーまにあ宇都宮		028-678-5385		028-678-5395		320-0802		宇都宮市江野町6-15大立ビル4階		宇都宮市（鹿沼市等近隣市町村） ウツノミヤシ カヌマシ ナド キンリン シチョウソン		0		1		1		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		あるではありますが、初めての作成でまた完成はしていない段階です。病院で実施されている活動医療等で自分自身が未熟で理解が足りていない為に苦労しています。 ハジ サクセイ カンセイ ダンカイ ビョウイン ジッシ カツドウ イリョウ ナド ジブン ジシン ミジュク リカイ タ タメ クロウ		0				①医療面での安心②外部と交流する機会③家族の方への支援 イリョウ メン アンシン ガイブ コウリュウ キカイ カゾク カタ シエン

		否 イナ		地域活動支援センターあしかが		0284-41-2643		0284-43-0463		326-0808		足利市本城1-1547		足利市 アシカガシ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0						0		1		0		0				0		1				2		専門外で知識等はなく、計画書の作成は難しいため センモンガイ チシキ トウ ケイカクショ サクセイ ムズカ

		否 イナ		南那須地区障害者相談支援センター		0287-80-1020		0287-80-1027		321-0624		那須烏山市旭1-18-8		那須烏山市、那珂川町 ナスカラスヤマシ ナカガワマチ		1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		アセスメント、院内での面会予定の調整、家族への説明など インナイ メンカイ ヨテイ チョウセイ カゾク セツメイ		0				在宅医療、訪問リハビリなど24時間対応出来る専門家チーム ザイタク イリョウ ホウモン ジカン タイオウ デキ センモンカ

		否 イナ		ワン・ハーモニー		0287-22-8255		0287-48-7225		324-0042		大田原市末広1-3618-13				0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				0

		否 イナ		ひまわり相談支援事業所		0282-20-5006		0282-23-4878		328-0052		栃木市祝町12－9				0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		1		0				0		1				3		意思伝達が自分にとって受け止められるかに不安があるため イシ デンタツ ジブン ウ ト フアン

		否 イナ		サンフラワーライフ		0285-22-1109		0285-22-1345		323-0808		小山市出井1936		小山市内 オヤマシナイ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				3		近隣に受け入れ施設が少なく在宅福祉サービスに向けるのが難しい キンリン ウ イ シセツ スク ザイタク フクシ ム ムズカ

		否 イナ		natu- la(ナチュラ)		0287-67-3115		0287-67-3115		329-3153		那須塩原市大原間239-1		那須塩原市、大田原市、那須町 ナスシオバラ シ オオタワラシ ナスマチ		0		1		1		0		1		0		0		1		1		1		0		0		0				1		0				0		0		0		0				1		0		サービス自体の幅がせまいため、本人が安全に安心した生活をうけられるためにどう組み合わせたら良いか。又、家族によっては苦手な事業所もあり限られた事業所を探すのが難しかった。 ジタイ ハバ ホンニン アンゼン アンシン セイカツ ク ア ヨ マタ カゾク ニガテ ジギョウショ カギ ジギョウショ サガ ムズカ		0				訪問系のサービスがもっと充実して欲しい ホウモン ケイ ジュウジツ ホ

		否 イナ		相談支援事業所ふるさとホーム那須		0287-98-3001		0287-98-8080		324-0414		大田原市片府田1301-59		大田原市、那須町、那須塩原市、周辺 オオタワラシ ナスマチ ナスシオバラ シ シュウヘン		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2		主な精神知的関係なので、今後はできるよう専門的な部分の勉強が必要です。 オモ セイシン チテキ カンケイ コンゴ センモンテキ ブブン ベンキョウ ヒツヨウ		①専門相談②居場所③地域の理解 センモン ソウダン イバショ チイキ リカイ

		否 イナ		特定相談支援事業所きのこ		028-635-8746		028-635-8778		320-0846		栃木県宇都宮市滝の原2-4-42 ３２０－０８４６		宇都宮市 ウツノミヤシ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		1		0				0		1				3		どのように作成したらいいか不安のため サクセイ フアン

		否 イナ		こども発達支援センター鹿沼市あおば園		0289-63-1745		0289-63-1745		322-0074		鹿沼市日吉町320－1				1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		1		0				0		1				2		相談支援専門員の不足、児童発達支援事業所利用のための計画書作成が主な業務になっている ソウダン シエン センモンイン フソク ジドウ ハッタツ シエン ジギョウショ リヨウ ケイカクショ サクセイ オモ ギョウム

		否 イナ		障害者相談支援センターみつか・Ｒｕ		028-648-3971		028-648-3936		321-0347		宇都宮市飯田町261		宇都宮市、鹿沼市 ウツノミヤシ カヌマシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		1		状況に応じして他機関と連携し判断する場合もある ジョウキョウ オウ ホカ キカン レンケイ ハンダン バアイ		0		1				1		計画依頼の状況に応じて対応できない月もある（モニタリング件数） ケイカク イライ ジョウキョウ オウ タイオウ ツキ ケンスウ

		否 イナ		工房つばさ		0285-40-0388		0285-40-6700		329-0401		下野市箕輪425-1		下野市、上三川町、壬生町、ただし状況に応じて対応することが難しい場合もある シモノ シ カミノカワマチ ミブマチ ジョウキョウ オウ タイオウ ムズカ バアイ		1		0		1		0		1		0		0		1		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		短期入所、ヘルパーなどの利用希望があっても受け入れてくれる事業所が見つからない タンキ ニュウショ リヨウ キボウ ウ イ ジギョウショ ミ		3		状況により作成することができない場合がある ジョウキョウ サクセイ バアイ		重心の方の短期入所等の利用ができるところが必要。在宅でのサービスの受入必要だと思われる。 ジュウシン カタ タンキ ニュウショ ナド リヨウ ヒツヨウ ザイタク ウケイレ ヒツヨウ オモ

		否 イナ		相談支援事業所グーフォ		028-673-0002		028-671-0785		329-1105		宇都宮市中岡本町3178-3				1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1				在宅生活を支える家族に負担が重くならないようにする。緊急時に対応してくれる医療ケア付きの宿泊施設を増やしてほしい ザイタク セイカツ ササ カゾク フタン オモ キンキュウジ タイオウ イリョウ ツ シュクハク シセツ フ

		否 イナ		那珂川町社協相談支援事業所		0287-92-1273		0287-92-1295		324-0613		那珂川町馬頭560-1		那珂川町 ナカガワマチ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				0				移動支援サービス イドウ シエン

		否 イナ		相談支援事業所大山田ノンフェール		0287-93-0660		0287-83-8182		324-0602		那珂川町大山田下郷955		那珂川町 ナカガワマチ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		1		0				0		1				2		平成27年度で相談支援事業を終了するため ヘイセイ ネンド ソウダン シエン ジギョウ シュウリョウ

		否 イナ		在宅サポートこころ		028-651-0780		028-651-0781		320-0042		宇都宮市材木町4-24				0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2

		否 イナ		相談支援事業所みらい ソウダン シエン ジギョウショ		0280-57-2673		0280-57-2673		329-0111		野木町丸林371-12		野木町、小山市 ノギマチ オヤマシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		0		1		しかるべき関係機関と連携して対応する カンケイ キカン レンケイ タイオウ		0		1				3		重症心身のノウハウがない ジュウショウ シンシン

		否 イナ		大田原市社会福祉協議会		0287-54-1849		0287-54-2745		324-0233		栃木県大田原市黒羽田町848 ３２４－０２３３		大田原市内 オオタワラシナイ		0		1		1		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0				2		1				0		1		0		0				0		1				2		職員が未熟なため ショクイン ミジュク		在宅医療の充実、居宅介護の２４時間対応（サービス事業所）の充実 ザイタク イリョウ ジュウジツ キョタク カイゴ ジカン タイオウ ジギョウショ ジュウジツ

		否 イナ		障がい者相談支援センターとまつり		028-680-5570		028-680-5271		320-0052		宇都宮市中戸祭町813		宇都宮市、近隣市町村 ウツノミヤシ キンリン シチョウソン		0		1		1		0		1		0		0		1		0		0		0		0		1		親子間の関わり オヤコ カン カカ		0		0		現在対応中 ゲンザイ タイオウチュウ		0		0		0		0				1		0		保護者との連携がとれない ホゴシャ レンケイ		0

		否 イナ		宇都宮市社会福祉協議会		028-636-1536		028-636-1537		320-0806		宇都宮市中央1-1-15		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		0				2		1		医療的ケアが必要な方が長時間外出したい。長時間支援者の拘束、移動手段（車の中での対応）、医療的ケアが必要な方が外出したいときに外出できる環境がすぐに整えられない、医療的けが必要な方で要介助であるが、歩行できる方が利用できる短期入所先はないか（アクセス時間も含む） イリョウテキ ヒツヨウ カタ チョウジカン ガイシュツ チョウジカン シエン シャ コウソク イドウ シュダン クルマ ナカ タイオウ イリョウテキ ヒツヨウ カタ ガイシュツ ガイシュツ カンキョウ トトノ イリョウテキ ヒツヨウ カタ ヨウ カイジョ ホコウ カタ リヨウ タンキ ニュウショ サキ ジカン フク		0		0		0		0				1		0		専門的（医療面）な知識がなく、専門用語が多く調べたり聞いたりしながら支援していくこと。長く関わらないと親の思いまで聞き出せないこと。 センモンテキ イリョウ メン チシキ センモン ヨウゴ オオ シラ キ シエン ナガ カカ オヤ オモ キ ダ		0				当事者が何歳になっても利用できるサービス環境（短期入所、訪問入浴など）。教育もほかのお子さん同様平等に受けられる機会（学校行事も含む）。相談対応できる人材の確保。緊急時でも利用できるサービスの調整・確保。直接支援できるサービス・人材を増やすこと。 トウジシャ ナンサイ リヨウ カンキョウ タンキ ニュウショ ホウモン ニュウヨク キョウイク コ ドウヨウ ビョウドウ ウ キカイ ガッコウ ギョウジ フク ソウダン タイオウ ジンザイ カクホ キンキュウジ リヨウ チョウセイ カクホ チョクセツ シエン ジンザイ フ

		承諾 ショウダク		ライフサポートセンターゆめ		0280-33-3624		0280-57-4624		329-0111		野木町丸林630-4		野木町、その周辺地域 ノギマチ シュウヘン チイキ		1		0		1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		1		福祉サービス利用に関する相談 フクシ リヨウ カン ソウダン		1		0				0		0		0		0				1		0		医療的な情報、知識に乏しくわからない用語などが数多く出てきた。医療的ケアの内容の聞き取り（どの部分を聞いていけばよいのか） イリョウテキ ジョウホウ チシキ トボ ヨウゴ カズオオ デ イリョウテキ ナイヨウ キ ト ブブン キ		0				Ｆａの負担軽減のためのレスパイト先（ＨＰ、ＳＳ機関等）。家族それぞれの訴え、希望を明確にしていく。関係機関がチームになりＦａの支え応援をしていく。 フタン ケイゲン サキ キカンナド カゾク ウッタ キボウ メイカク カンケイ キカン ササ オウエン

		承諾 ショウダク		足利ケアサービス		0284-21-7630		0284-21-3109		326-0843		足利市五十部町809-3		足利市、佐野市、太田市 アシカガシ サノシ オオタシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		0		1		ケースによって対応する タイオウ		0		1				3

		承諾 ショウダク		相談支援センターみさと		0285-72-9767				321-4104		芳賀郡益子町大沢2800-5		芳賀郡内（真岡市、益子町、市貝町、芳賀町、茂木町） ハガ グンナイ モオカシ マシコ チョウ イチ ガイ マチ ハガマチ モギマチ		1		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		資源が少ない、短期入所先の確保が難しかった。計画を作るのには、医療情報が難しく感じられた。 シゲン スク タンキ ニュウショ サキ カクホ ムズカ ケイカク ツク イリョウ ジョウホウ ムズカ カン		0				連携の取れる医療関係者がたくさん地域の中にいてくれると安心して生活できるかな。外出や余暇の充実を図るために医療の必要な人の生活が限られてしまっている（あきらめてしまっている） レンケイ ト イリョウ カンケイシャ チイキ ナカ アンシン セイカツ ガイシュツ ヨカ ジュウジツ ハカ イリョウ ヒツヨウ ヒト セイカツ カギ

		承諾 ショウダク		サポートセンターとみや生活支援センター		028-665-8230		028-665-8230		321-2116		宇都宮市徳次郎町540		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		0		1		0		0		0		0		1		1		1		1		1		0				0		1		医療的なケアが必要な利用者様の日中活動先が限られて利用できない人がいる。学校との連携が取りにくい。通勤手段・行事参加制限があり平等性が保たれない。学校はサービスで対応を望み、福祉行政は教育で何とかするべきとつねに折り合わない。 イリョウテキ ヒツヨウ リヨウシャサマ ニッチュウ カツドウ サキ カギ リヨウ ヒト ガッコウ レンケイ ト ツウキン シュダン ギョウジ サンカ セイゲン ビョウドウセイ タモ ガッコウ タイオウ ノゾ フクシ ギョウセイ キョウイク ナン オ ア		0		0		1		0		協力してほしい キョウリョク		1		0		利用できるサービスが限られている。社会参加できる機会が少なく、場が限られている。介護者の負担軽減が取りにくい。夢や希望を叶えるための資源が少ない。 リヨウ カギ シャカイ サンカ キカイ スク バ カギ カイゴシャ フタン ケイゲン ト ユメ キボウ カナ シゲン スク		0				通勤手段、保護者なくても教育が受けられる環境。常に親同行を求めるのでは、自立につながらず、いつになっても親の負担は軽減されない。親が安心して託せる日中活動の場。社会参加、役割を担える環境作り、職場。地域で生活していくための交流の機会や場があるといい。緊急的にレスパイトを受け入れてくれる場。 ツウキン シュダン ホゴシャ キョウイク ウ カンキョウ ツネ オヤ ドウコウ モト ジリツ オヤ フタン ケイゲン オヤ アンシン タク ニッチュウ カツドウ バ シャカイ サンカ ヤクワリ ニナ カンキョウ ヅク ショクバ チイキ セイカツ コウリュウ キカイ バ キンキュウテキ ウ イ バ

		承諾 ショウダク		社会就労センターえいぶるの里 シャカイ シュウロウ サト		0285-22-4561		0285-224581		323-0003		小山市東島田2403-2		小山市、下野市、上三川町、野木町、結城市、古河市、筑西市 オヤマシ シモノ シ カミノカワマチ ノギマチ ユウキシ コガシ ツク ニシ シ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				1		0		自己決定が難しいため、家族中心の考えになってしまうこと。また、利用できる社会資源が少ない。 ジコ ケッテイ ムズカ カゾク チュウシン カンガ リヨウ シャカイ シゲン スク		1				関係機関との連携、特に在宅が長い方は医療機関とのかかわりが家族も含め、希薄になってしまい、二次障害に対応できない。地域に総合的に支援でき、医療的ケアが受けられる場所、または訪問医療の充実が必要と思います。 カンケイ キカン レンケイ トク ザイタク ナガ カタ イリョウ キカン カゾク フク キハク ニジ ショウガイ タイオウ チイキ ソウゴウテキ シエン イリョウテキ ウ バショ ホウモン イリョウ ジュウジツ ヒツヨウ オモ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所「ピュア」		0282-31-3911		0282-31-3912		328-0133		栃木市大森町465		栃木市、鹿沼市、佐野市、小山市、壬生町 トチギシ カヌマシ サノシ オヤマシ ミブマチ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1

		承諾 ショウダク		社会福祉法人とちのみ会　こなかの森 シャカイ フクシ ホウジン カイ モリ		0283-24-5757		0283-24-6294		327-0001		佐野市小中町1280		佐野市、足利市 サノシ アシカガシ		1		0		1		0		1		0		0		1		0		1		0		0		0				1		2		通所型のため、短期入所の受け入れはサービスとして提供できず、他施設の紹介、相談支援事業につなげている。 ツウショ ガタ タンキ ニュウショ ウ イ テイキョウ タ シセツ ショウカイ ソウダン シエン ジギョウ		0		0		0		0				1		0		療養型短期入所ほかの施設への短期入所の受け入れ状況など、受け入れ場所を見つけるなど。短期入所時の発作発症時医療への繋ぎが困難。問題多（かかりつけ医への搬送） リョウヨウガタ タンキ ニュウショ シセツ タンキ ニュウショ ウ イ ジョウキョウ ウ イ バショ ミ タンキ ニュウショ ジ ホッサ ハッショウ ジ イリョウ ツナ コンナン モンダイ タ イ ハンソウ		0				佐野市には、身障（重心）短期入所施設がなく老人施設に佐野市が委託しているが、利用する人もいなく、サービスが使いづらい状態にある。短期入所受け入れ可能施設が増えることで、家族のほうも使いやすく利便性があがると考えます。 サノシ シンショウ ジュウシン タンキ ニュウショ シセツ ロウジン シセツ サノシ イタク リヨウ ヒト ツカ ジョウタイ タンキ ニュウショ ウ イ カノウ シセツ フ カゾク ツカ リベンセイ カンガ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所テトテ		0287-36-7171		0287-36-7181		329-2732		那須塩原市一区町251-1		那須塩原市（大田原、矢板、那須町、那珂川町、烏山） ナスシオバラ シ オオタワラ ヤイタ ナスマチ ナカガワマチ カラスヤマ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		0		1		委託の相談支援事業所や重心専門の事業所に相談する イタク ソウダン シエン ジギョウショ ジュウシン センモン ジギョウショ ソウダン		0		1				3		その方にとって、より専門性の高い方が対応することが望ましいと思いますので、作成が適するか否か周囲のサービス状況なども考慮して決めたいと思います。適切にアドバイスをいただける地域の環境が整っていれば、スキルアップ、経験の積み重ねのためにも作成したいです。 カタ センモンセイ タカ ホウ タイオウ ノゾ オモ サクセイ テキ イナ シュウイ ジョウキョウ コウリョ キ オモ テキセツ チイキ カンキョウ トトノ ケイケン ツ カサ サクセイ		相談支援専門員のスキルアップ。きめ細かい支援（サービスの充実）本人のニーズを正しく理解できる人材の育成と地域の理解。 ソウダン シエン センモンイン コマ シエン ジュウジツ ホンニン タダ リカイ ジンザイ イクセイ チイキ リカイ

		承諾 ショウダク		指定特定相談支援事業所あじさい		0287-60-3361		0287-60-3362		325-0034		那須塩原市東原166		那須塩原市、那須町 ナスシオバラ シ ナスマチ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2				訪問看護、訪問診療を行う医師が必要だと思います。 ホウモン カンゴ ホウモン シンリョウ オコナ イシ ヒツヨウ オモ

		承諾 ショウダク		障害者相談支援センターいぶき		028-678-3502		028-676-3501		329-1216		高根沢町桑窪2266-2		高根沢町 タカネザワマチ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1				短期入所など受け入れてくれる施設を増やしてほしい。県内で受け入れていただけない為、県外の施設を考えなくてはいけない方がいます。 タンキ ニュウショ ウ イ シセツ フ ケンナイ ウ イ タメ ケンガイ シセツ カンガ カタ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所わくわくおやま		0285-24-6575		0285-20-0255		323-0022		小山市駅東通り3-9-6		小山市 オヤマシ		1		0		1		0		1		1		1		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		関係事業所が多いことで情報収集連携等大変。医療機関とも連携を図る必要あり。レスパイト、ショートステイの受入困難。利用できる事業所が少ない。 カンケイ ジギョウショ オオ ジョウホウ シュウシュウ レンケイ ナド タイヘン イリョウ キカン レンケイ ハカ ヒツヨウ ウケイレ コンナン リヨウ ジギョウショ スク		0				重症心身障害児（者）を受け入れしてくれる事業所、施設がもっと多くあればよいと思われる。通所日中一時短期入所など。相談支援、計画作成についてもほかの事業所が受け入れてくれないとの理由で受け入れ可能事業所へ集中してしまう為、相談員への研修等を増やせばよいが。しかし日々の業務が多忙であるため、難しいのかな？ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ ウ イ ジギョウショ シセツ オオ オモ ツウショ ニッチュウ イチジ タンキ ニュウショ ソウダン シエン ケイカク サクセイ ジギョウショ ウ イ リユウ ウ イ カノウ ジギョウショ シュウチュウ タメ ソウダン イン ケンシュウ ナド フ ヒビ ギョウム タボウ ムズカ

		承諾 ショウダク		相談支援センターネクスト		080-8854-9551		0280-612-1558		320-0034		宇都宮市泉町6-25		宇都宮市 ウツノミヤシ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2

		承諾 ショウダク		相談支援事業のぞみ		0287-65-2288		0287-65-2282		329-3152		那須塩原市上中野53		那須塩原市、大田原市、那須町 ナスシオバラ シ オオタワラシ ナスマチ		1		0		1		0		0		0		1		1		1		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		現サービスでの医療ケアをふまえ、将来にむけて他事業との連携につなげるよう計画作成、調整に苦労した。 ゲン イリョウ ショウライ タ ジギョウ レンケイ ケイカク サクセイ チョウセイ クロウ		0				選択肢が増えるよう受け入れ可能な福祉サービス事業所の増加が必要だと思われます。 センタクシ フ ウ イ カノウ フクシ ジギョウショ ゾウカ ヒツヨウ オモ

		承諾 ショウダク		サポートセンターひばり		028-670-0330		028-667-7315		321-3236		宇都宮市竹下町435-159		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		苦労ではないが、お母様がとても一生懸命ですでにサービスも繋がっていたため、現状を計画にする形となったが、計画作成後のかかわりについて相談員としてどのようにすべきことが望ましいかと考える。 クロウ カアサマ イッショウケンメイ ツナ ゲンジョウ ケイカク カタチ ケイカク サクセイ ゴ ソウダン イン ノゾ カンガ		0				福祉サービスや医療、またボランティアが入室されるととてもよいと思います。また、介助者（家族）のケアも考えると気軽に参加できるようなイベント（医療が整っていたり、介助するボランティアさんがいたり）や、同じ重症心身障害児（者）をもつかたとのネットワークがあるといいのかなと思います。 フクシ イリョウ ニュウシツ オモ カイジョシャ カゾク カンガ キガル サンカ イリョウ トトノ カイジョ オナ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ オモ

		承諾 ショウダク		高根沢町障害児者生活支援センターすまいる タカネザワマチ		028-612-2751		028-612-2752		329-1225		栃木県塩谷郡高根沢町石末1825　福祉センター内 ３２９－１２２５ フクシ ナイ		高根沢町 タカネザワマチ		1		0		1		0		0		0		1		0		0		1		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		地元に使える資源がなく苦労した ジモト ツカ シゲン クロウ		0				①医療と福祉の連携ネットワーク②重心の方でも利用できるサービスが増えること③訪問診療医 イリョウ フクシ レンケイ ジュウシン カタ リヨウ フ ホウモン シンリョウ イ

		承諾 ショウダク		障害者相談支援センターフォレスト		0284-91-1816		0284-91-2867		326-0011		足利市大沼田町615		足利市及び近隣市町村 アシカガシ オヨ キンリン シチョウソン		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0				0

		承諾 ショウダク		障がい者相談支援事業所ケアサプライ		0287-73-5312		0287-73-5311		329-3221		栃木県那須郡那須町漆塚762-102 ３２９－３２２１		白河市、那須町、那須塩原市、大田原市 シラカワシ ナスマチ ナスシオバラシ オオタワラシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1				サービスを提供できる事業所の充実を図る テイキョウ ジギョウショ ジュウジツ ハカ

		承諾 ショウダク		南栃木支援センター相談支援		0285-44-6118		0285-44-7215		329-0412		下野市柴1432-105		下野市、小山市、壬生町 シモノ シ オヤマシ ミブマチ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		0		1		介護保険と併用する場合のみ対応する カイゴ ホケン ヘイヨウ バアイ タイオウ		0		1				3		介護保険と併用する場合のみ作成する カイゴ ホケン ヘイヨウ バアイ サクセイ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所とまり木		0287-54-2854		0287-54-2230		324-0231		大田原市北野上3952		大田原市、那須塩原市、那須町 オオタワラシ ナスシオバラシ ナスマチ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1				当事業所の対応範囲は現在、知的障害者特に中・軽度が主だが、精神（高次脳機能障害も含む）分野もやり始めている。今後重症心身障害者もほかの相談支援事業所の助けを得ながら、勉強しながら対応したいと考えている。そのために研修や見学の機会を多く作っていただきたい。今は、当事業所はその程度しか考えられない。 トウ ジギョウショ タイオウ ハンイ ゲンザイ チテキ ショウガイシャ トク チュウ ケイド オモ セイシン コウジ ノウ キノウ ショウガイ フク ブンヤ ハジ コンゴ ジュウショウ シンシン ショウガイシャ ソウダン シエン ジギョウショ タス エ ベンキョウ タイオウ カンガ ケンシュウ ケンガク キカイ オオ ツク イマ トウ ジギョウショ テイド カンガ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所ポンテ		028-652-7288		028-652-6355		321-0341		宇都宮市古賀志町1964-12		宇都宮、鹿沼、日光、壬生 ウツノミヤ カヌマ ニッコウ ミブ		0		1		1		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0				0				未就学児（3～5才）の方の医療型児童発達支援を分離で行う施設が数か所あると良いと思います。 ミシュウガクジ サイ カタ イリョウ ガタ ジドウ ハッタツ シエン ブンリ オコナ シセツ スウ ショ ヨ オモ

		承諾 ショウダク		相談支援センター光輝舎		0285-70-2020		0285-72-8222		321-4105		芳賀郡益子町北中1113-1		芳賀郡、真岡市等 ハガ グン モオカシ ナド		1		0		1		0		1		1		1		1		0		1		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		利用できるサービス事業所が少ない。重心児者に合わせたプログラムが見つからない（近隣で） リヨウ ジギョウショ スク ジュウシン ジ シャ ア ミ キンリン		0				本人の状態にもよるが、重度化する状況に対応できる事業所の確保。家族の負担が大きくなり在宅生活の継続が困難になることが予測されるので、在宅で支援が受けられるような体制の充実と、レスパイトサービスの拡大。 ホンニン ジョウタイ ジュウドカ ジョウキョウ タイオウ ジギョウショ カクホ カゾク フタン オオ ザイタク セイカツ ケイゾク コンナン ヨソク ザイタク シエン ウ タイセイ ジュウジツ カクダイ

		承諾 ショウダク		特定相談支援事業所やすらぎ		028-650-7727		028-650-7728		320-0011		宇都宮市富士見が丘3－19－20		宇都宮市 ウツノミヤシ		0		0		1		0		1		0		0		0		0		1		1		0		0				0		3		対応できるヘルパーがいれば支援する タイオウ シエン		0		0		0		0				0		1				3

		承諾 ショウダク		障がい者支援センターにんべん		028-686-2539		028-686-2584		329-1417		さくら市フィオーレ喜連川5-2-1　フィオーレガーデン1-102		さくら市 シ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1				地域資源アンケートをいただきありがとうございました。設問に対しまして知識不足にこれでいいのかという思いです。相談支援専門員として設問にありました「3」要望がでますれば、先輩相談員・各職種の方々に相談・指導をいただき、相談支援事業を行ってみたいと考えます。大島先生について学ばせて頂きました。 チイキ シゲン セツモン タイ チシキ ブソク オモ ソウダン シエン センモンイン セツモン ヨウボウ センパイ ソウダン イン カクショクシュ カタガタ ソウダン シドウ ソウダン シエン ジギョウ オコナ カンガ オオシマ センセイ マナ イタダ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所おやま		0285-22-1833		0285-228946		323-0014		小山市喜沢660		小山市、下野市 オヤマシ シモノ シ		1		0		1		0		1		1		0		0		0		0		0		1		0				2		3				0		0		0		0				1		0		本人の意思が明確でないので親の意向中心のものになってしまった。 ホンニン イシ メイカク オヤ イコウ チュウシン		0

		承諾 ショウダク		真岡介護センター		0285-80-5200		0285-80-5211		321-4361		真岡市並木町1-8-1　シティ並木102 ナミキ		真岡市、芳賀町南部、市貝町南部、益子町西部、上三川東部 モオカシ ハガマチ ナンブ イチ ガイ チョウ ナンブ マシコ チョウ セイブ カミノカワ トウブ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		0		1				0		1				3		担当者の受け持ちケースの状況など考慮し対応できるか検討したい タントウシャ ウ モ ジョウキョウ コウリョ タイオウ ケントウ

		承諾 ショウダク		さの社協相談支援センターほっぷ		0283-22-8152		0283-22-8199		327-0003		佐野市大橋町3212-27		佐野市全域 サノシ ゼンイキ		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2		現在相談支援専門員1名で行っているため ゲンザイ ソウダン シエン センモンイン メイ オコナ

		承諾 ショウダク		相談支援ウエイブ		0282-23-4465		0282-23-4465		328-0012		栃木市平柳町1-2-7		栃木市、壬生町 トチギシ ミブマチ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		1		0				0		1				2		指定特定相談支援事業で精神に対応しているため シテイ トクテイ ソウダン シエン ジギョウ セイシン タイオウ		ご家族の中だけでは生活がマンネリ化して単調になりかねないので、音楽、体を動かす、読み聞かせ麻痺・拘縮のマッサージなどのリハビリの頻度を高める。ご本人が楽しいと感じることを提供できる。ご家族が疲弊しないよう旅行や趣味などの充実した時間がもてるようサービスを利用していくこと。 カゾク ナカ セイカツ カ タンチョウ オンガク カラダ ウゴ ヨ キ マヒ コウシュク ヒンド タカ ホンニン タノ カン テイキョウ カゾク ヒヘイ リョコウ シュミ ジュウジツ ジカン リヨウ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所わらしべの家		0282-27-1627		0282-27-1675		328-0011		栃木市大宮町2708-3		栃木市 トチギシ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1		専門的な知識が不十分なため行政などの機関と相談しながらの対応となります センモンテキ チシキ フジュウブン ギョウセイ キカン ソウダン タイオウ		短期入所や移動支援などの福祉サービス利用時にお付き合いのある医療機関や訪問看護の看護師が同行でき緊急時の対応が迅速にとれる体制（すでにできていたらすみません） タンキ ニュウショ イドウ シエン フクシ リヨウ ジ ツ ア イリョウ キカン ホウモン カンゴ カンゴシ ドウコウ キンキュウジ タイオウ ジンソク タイセイ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所　空		0287-73-8165		0287-73-8165		329-3157		那須塩原市大原間西1-19-9		那須塩原市、大田原市、那須町 ナスシオバラ シ オオタワラシ ナスマチ		1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		重心のお子様の療育支援をやっていたので、苦労はありませんでしたが、医療（訪問看護）訪問リハ訪問入浴の制度を知らなかったので、その方々との連携が取れて大変勉強になりました。 ジュウシン コサマ リョウイク シエン クロウ イリョウ ホウモン カンゴ ホウモン ホウモン ニュウヨク セイド シ カタガタ レンケイ ト タイヘン ベンキョウ		0				医療的ケアの必要な方には支援スタッフ・必ず看護師の方が不在では双方安心したケアはできません。例）乳幼児の通所事業は保母と看護師さん。小学→高校までは義務教育がありますが事後に生活介護はもちろんですが、本当に重心の方の為の日中活動の場が不足しているとおもいますので重心の方の通所事業は必要と思います。家庭以外で通える場所→一時預かりや療育支援事業→高校卒業後は通所施設（一時預かりも含めて） イリョウテキ ヒツヨウ カタ シエン カナラ カンゴシ カタ フザイ ソウホウ アンシン レイ ニュウヨウジ ツウショ ジギョウ ホボ カンゴシ ショウガク コウコウ ギム キョウイク ジゴ セイカツ カイゴ ホントウ ジュウシン カタ タメ ニッチュウ カツドウ バ フソク ジュウシン カタ ツウショ ジギョウ ヒツヨウ オモ カテイ イガイ カヨ バショ イチジ アズ リョウイク シエン ジギョウ コウコウ ソツギョウゴ ツウショ シセツ イチジ アズ フク

		承諾 ショウダク		相談支援事業所みどり		0285-45-8362		0285-45-8397		329-0214		小山市乙女786-1		小山市、栃木市、古河市、結城市 オヤマシ トチギシ コガシ ユウキシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0		大人は対応可能 オトナ タイオウ カノウ		1		1		大人はあるが、こどもはない。先日訪問介護を事業所にお願いしたところどこの事業所も受けていただけなかった。 オトナ センジツ ホウモン カイゴ ジギョウショ ネガ ジギョウショ ウ		3		成人しか計画相談をしたことがないので不安である。当事業所は相談員が一名なので相談する相手がいない セイジン ケイカク ソウダン フアン トウ ジギョウショ ソウダン イン イチメイ ソウダン アイテ		サービス事業所で受けてもらえないケースがある。特に重心や精神知的等重複して疾患を持っていると問い合わせた時点でお断りされてします。 ジギョウショ ウ トク ジュウシン セイシン チテキ ナド チョウフク シッカン モ ト ア ジテン コトワ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所こころみ		0284-41-5039		0284-43-2665		326-0061		足利市田島町611-2				0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		1		0				0		1				3		これまで前例がなく、またこの障害について熟知した方（機関）があるならそちらでしていただいた方がご本人様にとってよい支援であると考えるから。※現在当法人の入所・通所等サービスを利用されている方の相談支援がほとんどの状況です。 ゼンレイ ショウガイ ジュクチ カタ キカン ホウ ホンニンサマ シエン カンガ ゲンザイ トウホウジン ニュウショ ツウショ ナド リヨウ カタ ソウダン シエン ジョウキョウ

		承諾 ショウダク		相談支援センターのどか　真岡センター		0285-81-5890		0285-85-8452		321-4305		真岡市荒町111-1		真岡市、芳賀町、市貝町、益子町、茂木町 モオカシ ハガマチ イチガイ マチ マシコ チョウ モギ マチ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1				在宅での生活では家族の介護負担の軽減が必要。フォーマルインフォーマルの枠にとらわれない福祉サービス。 ザイタク セイカツ カゾク カイゴ フタン ケイゲン ヒツヨウ ワク フクシ

		承諾 ショウダク		友井タクシー介護ステーションふれあい		0285-30-0840		0285-30-0844		323-0025		小山市城山町2丁目12-25		小山市 オヤマシ		1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		利用するサービスは多様で、施設・病院・学校など医療福祉事業所数も多く連携を図るのが困難。学校行事に参加するための会出自の支援サービスがない。 リヨウ タヨウ シセツ ビョウイン ガッコウ イリョウ フクシ ジギョウショ スウ オオ レンケイ ハカ コンナン ガッコウ ギョウジ サンカ カイ シュツジ シエン		0				ご家族様が安心して預けることができる施設と必要に預けられる施設の数は少ない。片道１時間以上かかるためとても不便に思います。呼吸器の方の預かり先は少ない。 カゾクサマ アンシン アズ シセツ ヒツヨウ アズ シセツ カズ スク カタミチ ジカン イジョウ フベン オモ コキュウキ カタ アズ サキ スク

		承諾 ショウダク		もくせいの里		0282-43-0593		0282-43-1387		329-4405		栃木市大平町西山田1198		栃木市内 トチギシナイ		0		1		1		0		1		0		0		1		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		ニーズにあてはまるサービスがなかった。例）①入浴支援②移送サービス　①自宅の浴槽では支援が入れず訪問入浴を検討。しかし、浴槽を置けるスペースがなく断念。②主たる介護者が入院。学校までの送迎ができず特例で市の移送サービスを利用するもかなり時間を要した。 レイ ニュウヨク シエン イソウ ジタク ヨクソウ シエン ハイ ホウモン ニュウヨク ケントウ ヨクソウ オ ダンネン シュ カイゴシャ ニュウイン ガッコウ ソウゲイ トクレイ シ イソウ リヨウ ジカン ヨウ		0				①地域の理解や協力②受け入れの拡大（重心の通所、24時間看護体制が整った短期入所）③デマンドタクシー等関係者の重心に対する理解（理解附属により資源として存在するが利用しがたい）④児童が入浴支援を受けられる環境（家族の身体的な介護負担軽減） チイキ リカイ キョウリョク ウ イ カクダイ ジュウシン ツウショ ジカン カンゴ タイセイ トトノ タンキ ニュウショ ナド カンケイシャ ジュウシン タイ リカイ リカイ フゾク シゲン ソンザイ リヨウ ジドウ ニュウヨク シエン ウ カンキョウ カゾク シンタイテキ カイゴ フタン ケイゲン

		承諾 ショウダク		足利障害者相談支援センター		0284-44-0307		0284-44-0318		326-0064		足利市東砂原後町1072		足利市、佐野市 アシカガシ サノシ		1		0		1		0		1		0		0		1		0		1		0		1		0				1		0				0		0		0		0				0		1				2		委託相談支援事業所のため イタク ソウダン シエン ジギョウショ		医療的ケアが整った施設のショートステイ充実が必要。また、特に呼吸器をつけた方のショート療養介護の利用とそれらを利用するための送迎体制の充実が必要。 イリョウテキ トトノ シセツ ジュウジツ ヒツヨウ トク コキュウキ カタ リョウヨウ カイゴ リヨウ リヨウ ソウゲイ タイセイ ジュウジツ ヒツヨウ

		承諾 ショウダク		指定障害者相談支援事業所あるしぇん		0282-86-7665		0282-21-7109		321-0201		栃木県下都賀郡壬生町安塚2032 ３２１－０２０１		壬生町 ミブマチ		1		0		1		0		1		0		0		1		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		①相談支援専門員として重症心身障害児（者）の方に対する支援の知識や経験が少ない②医療的ケアが必要となる方に対して対応できる福祉サービス（事業所）が少ない。 ソウダン シエン センモンイン ジュウショウシンシンショウガイジ シャ カタ タイ シエン チシキ ケイケン スク イリョウテキ ヒツヨウ カタ タイ タイオウ フクシ ジギョウショ スク		0				医療的ケアが必要な方に関して、福祉のサービスでは対応しきれない部分が多く、結果として家族が本人を抱え込まざるを得ない現状があるように感じます。家族の介護負担が少しでも軽減できるよう福祉サービスも柔軟な対応が出来るようになるといいなと思います。 イリョウテキ ヒツヨウ カタ カン フクシ タイオウ ブブン オオ ケッカ カゾク ホンニン カカ コ エ ゲンジョウ カン カゾク カイゴ フタン スコ ケイゲン フクシ ジュウナン タイオウ デキ オモ

		承諾 ショウダク		下野市相談支援事業所 こばと		0285-44-6783		0285-44-6783		329-0414		下野市小金井1146-6		下野市、上三川町 シモノ シ カミノカワマチ		1		0		1		0		0		0		1		1		0		1		1		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		医療的ケアが必要な乳幼児に対応できるヘルパー事業所。短期入所・日中一時支援事業所が近くにない（少ない）。 イリョウテキ ヒツヨウ ニュウヨウジ タイオウ ジギョウショ タンキ ニュウショ ニッチュウ イチジ シエン ジギョウショ チカ スク		0				設問5で回答した内容：外出可能な方は児童発達支援を利用可能であるが無理な方は外部との交流をもちにくい。訪問看護・訪問リハビリが入っているケースはいいがない場合母子で孤立しがち。幸いあそびの支援をしてくれるヘルパー事業所があり支援につながっている。ヘルパー利用を希望されない家庭、利用したくてもヘルパー事業所がない等支援に苦慮する。 セツモン カイトウ ナイヨウ ガイシュツ カノウ カタ ジドウ ハッタツ シエン リヨウ カノウ ムリ カタ ガイブ コウリュウ ホウモン カンゴ ホウモン ハイ バアイ ボシ コリツ サイワ シエン ジギョウショ シエン リヨウ キボウ カテイ リヨウ ジギョウショ ナド シエン クリョ

		承諾 ショウダク		相談支援センターぴあん ソウダン シエン		0282-31-1755		0282-31-2919		328-0067		栃木市皆川城内町333-2		栃木市、小山市 トチギシ オヤマシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1				これまで現場で関わったことがなく、事例検討でしか情報を把握しておらず不安はあります。でも関係機関やご家族様からいろいろなことを教えて頂きながら相談支援として専門性を活かせればと思っています。色々な立場の方からお話をお伺いしてもご家族や医療機関専門的な事業所の負担が大きく相談支援があまり役に立つことができていない（場合によっては自ら引いてしまう）今の現状を少しでも変えていければいいと思います。 ゲンバ カカ ジレイ ケントウ ジョウホウ ハアク フアン カンケイ キカン カゾクサマ オシ イタダ ソウダン シエン センモンセイ イ オモ イロイロ タチバ カタ ハナシ ウカガ カゾク イリョウ キカン センモンテキ ジギョウショ フタン オオ ソウダン シエン ヤク タ バアイ ミズカ ヒ イマ ゲンジョウ スコ カ オモ

		承諾 ショウダク		うつのみや		028-632-6074/090-4059-9728		028-632-6075		320-0861		宇都宮市西2-1-7		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				3		専門的な知識を社会資源のアドバイスを他相談支援事業所からいただきながらみずからの事業所で引き受けるという形が望ましい センモンテキ チシキ シャカイ シゲン ホカ ソウダン シエン ジギョウショ ジギョウショ ヒ ウ カタチ ノゾ

		承諾 ショウダク		サポートセンターきりん		028-612-3838		028-678-3257		321-0905		栃木県宇都宮市平出工業団地43-100 ３２１－０９０５		宇都宮市 ウツノミヤシ		0		1		1		0		1		0		0		1		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		療養介護に入所しているので他のサービスの利用が困難。そのための社会資源をつなげたり、活用したりするのが難しい。 リョウヨウ カイゴ ニュウショ ホカ リヨウ コンナン シャカイ シゲン カツヨウ ムズカ		0				今後、市町村などで展開されていく生活拠点に関する事業をうまく活用できればいいなと感じています。入所されている方々については地域とのつながり方が今後は重要になってくると思われますので、広く門扉を開けた活動などが多くなってくるといいなと思っています。 コンゴ シチョウソン テンカイ セイカツ キョテン カン ジギョウ カツヨウ カン ニュウショ カタガタ チイキ カタ コンゴ ジュウヨウ オモ ヒロ モンピ ア カツドウ オオ オモ

		承諾 ショウダク		さわやか相談支援センター		0280-57-4884		0280-57-4994		329-0112		野木町南赤塚1145-1		小山市、野木町、古河市、栃木市 オヤマシ ノギマチ コガシ トチギシ		0		1		1		0		0		0		1		0		0		1		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		現実的な目標の位置づけ ゲンジツテキ モクヒョウ イチ		0

		承諾 ショウダク		相談支援事業所つばさ		0287-53-7393		0287-53-7394		324-0044		大田原市親園824-1		大田原市、那須塩原市、那須烏山市、矢板市、さくら市、那須町、塩谷町、高根沢町 オオタワラシ ナスシオバラシ ナスカラスヤマシ ヤイタシ シ ナスマチ シオ タニ マチ タカネザワマチ		1		0		1		0		1		0		1		1		0		1		0		0		0				1		2		医療的なケアが必要なケース、将来的に短期入所につなげたいケースだった為、専門の事業所に依頼した イリョウテキ ヒツヨウ ショウライテキ タンキ ニュウショ タメ センモン ジギョウショ イライ		1		1		0		0				1		0		使えるサービスの少なさに調整が難しかった ツカ スク チョウセイ ムズカ		1				乳幼児期の受け入れ可能な福祉サービス等の社会資源が必要である。 ニュウヨウジ キ ウ イ カノウ フクシ ナド シャカイシゲン ヒツヨウ

		承諾 ショウダク		特定相談支援センターはじめ		0284-22-4561		0284-22-4562		326-0143		足利市葉鹿町735-1		足利市 アシカガシ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1

		承諾 ショウダク		上三川障がい児・者生活相談支援センター		0285-38-6854		0285-38-6841		329-0611		上三川町上三川5082-15		上三川町 カミノカワマチ		1		0		1		0		1		0		0		1		0		0		0		0		0				1		0				0		0		0		0				1		0				0

		承諾 ショウダク		はつらつサロン南天相談支援事業所		0285-22-4659		0285-38-6529		323-0027		小山市花垣町2-3-19		小山市、栃木市 オヤマシ トチギシ		0		0		1		0		1		1		0		1		1		1		1		1		0				0		0				0		0		0		0				1		0		利用したいサービス事業所が少なく生活改善、家族、支援者の負担軽減に繋がらない（訪問入浴、ショートステイ、生活介護などなど（就労Ａ型））医師によっては連携が困難。何処の精神科がよいかと利用者に問われるが答えは解らない。 リヨウ ジギョウショ スク セイカツ カイゼン カゾク シエンシャ フタン ケイゲン ツナ ホウモン ニュウヨク セイカツ カイゴ シュウロウ ガタ イシ レンケイ コンナン ドコ セイシンカ リヨウシャ ト コタ ワカ		0				本人の選択や受け入れ事業所の間口を広げる。例えば入浴はヘルパーの2人対応で行ているがヘルパー不足や腰痛の悪化などで対応が難しくなってくる。機会浴のできる生活介護を勧めるも本人の選択肢がない。自宅から出かける自由さのようなものが閉ざされているような気がする。反面高齢者のサービスは増加する一方で利用者が不足し閉鎖なども聞かれる。高齢者・障害者がともにデイサービスやショートステイを利用できるようにならないかと思う。障害児については働く両親をサポートすることで生活の安定や療育などへ通園のし易さを図り、送迎サービスの充実など。 ホンニン センタク ウ イ ジギョウショ マグチ ヒロ タト ニュウヨク ニン タイオウ オコナ ブソク ヨウツウ アッカ タイオウ ムズカ キカイ ヨク セイカツ カイゴ スス ホンニン センタクシ ジタク デ ジユウ ト キ ハンメン コウレイシャ ゾウカ イッポウ リヨウシャ フソク ヘイサ キ コウレイシャ ショウガイシャ リヨウ オモ ショウガイジ ハタラ リョウシン セイカツ アンテイ リョウイク ツウエン ヤス ハカ ソウゲイ ジュウジツ

		承諾 ショウダク		障がい者生活支援センターこぶし		028-680-5746		028-688-0214		321-0126		栃木県宇都宮市茂原町837-1		宇都宮市、上三川町 ウツノミヤシ カミノカワマチ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1				①医療機関との細かな連携体制②相談関係者を含め本人に関わり支援をするなかで即座に動きが取れるようなフットワークの軽いチーム作り イリョウ キカン コマ レンケイ タイセイ ソウダン カンケイシャ フク ホンニン カカ シエン ソクザ ウゴ ト カル ヅク





相談支援事業所 (作業)

		Ｑ1.貴施設について、お伺いいたします キ シセツ ウカガ										事業所名とコメントをくっつけるで一表を作る ジギョウショ メイ イッピョウ ツク

		1		事業所名 ジギョウショ メイ								今月中 コンゲツ チュウ

		2		電話番号 デンワ バンゴウ								地図と一覧表をパワーポイント チズ イチラン ヒョウ

		3		FAX番号 バンゴウ								各項目ごとにページを作る カクコウモク ツク

		4		所在地 ショザイチ

		5		訪問可能な主な市町村 ホウモン カノウ オモ シチョウソン

		Ｑ2.重症心身障害児（者）の定義をご存知ですか ジュウショウシンシンショウガイジ シャ テイギ ゾンジ

		Ｑ2-1		知っている シ

		Ｑ2-2		知らない シ

		Ｑ3.重症心身障害児（者）の方（家族・関係機関等）からの相談を受けたことがありますか ジュウショウシンシンショウガイジ シャ カタ カゾク カンケイ キカン ナド ソウダン ウ

		Ｑ3-1		1		ある

		Ｑ3-2		2		ない

		Ｑ3-1-Ａ

				Ａ-1それは誰からの相談でしたか ダレ ソウダン

				1		ａ.家族 カゾク

				2		ｂ.支援者 シエンシャ

				3		ｃ.関係機関 カンケイ キカン

				Ａ-2それはどんな相談でしたか（複数回答可） ソウダン フクスウ カイトウ カ

				1		ａ.生活上の相談 セイカツ ジョウ ソウダン

				2		ｂ.医療的な相談 イリョウテキ ソウダン

				3		ｃ.制度に関する相談 セイド カン ソウダン

				4		ｄ.教育に関する相談 キョウイク カン ソウダン

				5		ｅ.サービス等利用計画書作成に関する相談 ナド リヨウ ケイカクショ サクセイ カン ソウダン

				6		ｆ.その他 タ

				Ａ-3それらの相談事業所として対応（解決）はできましたか ソウダン ジギョウショ タイオウ カイケツ

				1		ａ.できた

				2		ｂ.できなかった

				Ａ-3-1それはどうしてですか

				1		ａ解決手段・方法がなかった カイケツ シュダン ホウホウ

				2		ｂ.ほかの相談支援事業所に依頼した ソウダン シエン ジギョウショ イライ

				3		ｃ.行政に依頼した ギョウセイ イライ

				4		ｄ.その他 タ

		Ｑ4.Ｑ3-2「ない」→これから重症心身障害児（者）の方（本人・家族等）からの相談があればどのように対応されますか ジュウショウシンシンショウガイジ シャ カタ ホンニン カゾク ナド ソウダン タイオウ

				Ｑ4-1		自分の事業所で対応する ジブン ジギョウショ タイオウ

				Ｑ4-2		ほかの相談支援事業所へ依頼する ソウダン シエン ジギョウショ イライ

				Ｑ4-3		行政に依頼する ギョウセイ イライ

				Ｑ4-4		その他 タ

		Ｑ5.重症心身障害児（者）の方のサービス等利用計画書を作成したことがありますか ジュウショウシンシンショウガイジ シャ カタ ナド リヨウ ケイカクショ サクセイ

				Ｑ5-1		ある

				Ｑ5-2		ない

						Ｑ5-1-Ａ		「ある」と回答→作成にあたり、苦労したこと困ったことがありましたか カイトウ サクセイ クロウ コマ

						Ｑ5-2-Ａ		「ない」と回答 カイトウ

						1		ａ.今後依頼があれば作成する コンゴ イライ サクセイ

						2		ｂ.他の相談支援事業所に依頼する ホカ ソウダン シエン ジギョウショ イライ

						3		ｃ.作成するかどうかわからない サクセイ

						Ｑ5-2-Ａ-1		b.cを回答→それはどうしてですか カイトウ

		Q6.重症心身障害児（者）の方がより良い在宅生活をしていく上で何か必要だと思うことがあればご自由にお書きください ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ カタ ヨ ザイタク セイカツ ウエ ナニ ヒツヨウ オモ ジユウ カ



		承諾可否 ショウダク カヒ		Q1												Ｑ2.重症心身障害児（者）の定義をご存知ですか ジュウショウシンシンショウガイジ シャ テイギ ゾンジ				Ｑ3.重症心身障害児（者）の方（家族・関係機関等）からの相談を受けたことがありますか ジュウショウシンシンショウガイジ シャ カタ カゾク カンケイ キカン ナド ソウダン ウ																														Ｑ4.Ｑ3-2「ない」→これから重症心身障害児（者）の方（本人・家族等）からの相談があればどのように対応されますか ジュウショウシンシンショウガイジ シャ カタ ホンニン カゾク ナド ソウダン タイオウ										Ｑ5.重症心身障害児（者）の方のサービス等利用計画書を作成したことがありますか ジュウショウシンシンショウガイジ シャ カタ ナド リヨウ ケイカクショ サクセイ										Q6.重症心身障害児（者）の方がより良い在宅生活をしていく上で何か必要だと思うことがあればご自由にお書きください ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ カタ ヨ ザイタク セイカツ ウエ ナニ ヒツヨウ オモ ジユウ カ

				事業所名 ジギョウショ メイ		電話番号 デンワ バンゴウ		FAX番号 バンゴウ		郵便番号 ユウビンバンゴウ		所在地 ショザイチ		訪問可能な主な市町村 ホウモン カノウ オモ シチョウソン		知っている		知らない シ		ある		ない		それは誰からの相談でしたか						それはどんな相談でしたか														それらの相談事業所として対応（解決）はできましたか						自分の事業所で対応する ジブン ジギョウショ タイオウ		他の相談支援事業所へ依頼する ホカ ソウダン シエン ジギョウショ イライ		行政に依頼する ギョウセイ イライ		その他 タ				ある		ない		「ある」と回答		「ない」
と回答		b.c（23）を回答

																								家族 カゾク		支援者 シエンシャ		関係機関 カンケイ キカン		生活上の相談 セイカツ ジョウ ソウダン		医療的な相談 イリョウテキ ソウダン		制度に関する相談 セイド カン ソウダン		教育に関する相談 キョウイク カン ソウダン		サービス等利用計画書作成に関する相談 ナド リヨウ ケイカクショ サクセイ カン ソウダン		その他 タ		その他回答 タ カイトウ		それらの相談事業所として対応（解決）はできましたか		それはどうしてですか		それはどうしてですか

		否 イナ		手話通訳派遣協会相談支援事業所		0287-73-4422		0287-62-7776		325-0026		栃木県那須塩原市上厚崎431-17 ３２５－００２６				0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		0		1		本事業所と同様の地域で一般相談支援事業所と連携を図り対応する ホン ジギョウショ ドウヨウ チイキ イッパン ソウダン シエン ジギョウショ レンケイ ハカ タイオウ		0		1		0		2		当事業所は手話通訳派遣を主目的とする事業所であるため、聴覚障害に対するノウハウはあるがそれ以外の障害者に対応する専門性を有していない為 トウ ジギョウショ シュワ ツウヤク ハケン シュモクテキ ジギョウショ チョウカク ショウガイ タイ イガイ ショウガイシャ タイオウ センモンセイ ユウ タメ

		否 イナ		相談支援事業所すまいる		0285-45-7199		0285-45-8437		329-0205		小山市間々田750-1		小山市 オヤマシ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		1		0				0		1		0		3		現在担当させていただいているケースの他に受け入れる時間的余裕がないため。また専門的な知識や経験がなく自信がないため。 ゲンザイ タントウ ホカ ウ イ ジカンテキ ヨユウ センモンテキ チシキ ケイケン ジシン

		否 イナ		やまゆりの里		0284-90-2030		0284-90-2031		326-0011		足利市大沼田町525-1		足利市 アシカガシ		0		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		ショートステイの利用が可能かどうか リヨウ カノウ		2		1		ショートの利用を希望していたが、幼児で夜間に吸引が必要とのことだったので職員配置上困難と判断 リヨウ キボウ ヨウジ ヤカン キュウイン ヒツヨウ ショクイン ハイチ ジョウ コンナン ハンダン		0		0		0		0				0		1		0		2		あしかがの森さんが近くにあり専門性もあるため モリ チカ センモンセイ

		否 イナ		相談支援センターひかり		028-612-7717		028-612-7718		320-0072		宇都宮市若草4-20-7		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		0		1		0		1		0		0		1		0		1		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		居宅介護事業所とニーズのマッチング キョタク カイゴ ジギョウショ		0				短期入所事業所（医療的ケア対応型）の整備 タンキ ニュウショ ジギョウショ イリョウテキ タイオウガタ セイビ

		否 イナ		相談支援センター歩み		028-667-5151		028-667-5150		321-3233		宇都宮市上籠谷町3792		真岡市、芳賀町、宇都宮市 モオカシ ハガマチ ウツノミヤシ		0		1		1		0		0		1		0		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		毎日お会いしている方ではないしお話ができる方ではないので、計画書を作ることは少々戸惑いはありましたが、すべて療育指導室の先生にご指導いただき作成することができました。お幸せな時を過ごしてほしいという思いはいっぱいありますが、なにも出来ていない自分が申し訳ないような気持ちです。 マイニチ ア カタ ハナシ カタ ケイカクショ ツク ショウショウ トマド リョウイク シドウシツ センセイ シドウ サクセイ シアワ トキ ス オモ デキ ジブン モウ ワケ キモ		0				すみません。経験不足で在宅の方はよくわかりませんが、独立行政法人国立病院機構宇都宮病院にお伺いし行き届いた介護、職員の先生方の情熱にこういうところで重症心身障害者の方が過ごせることは幸せなのでは…としみじみ思いました。 ケイケン ブソク ザイタク カタ ドクリツ ギョウセイ ホウジン コクリツ ビョウイン キコウ ウツノミヤ ビョウイン ウカガ イ トド カイゴ ショクイン センセイガタ ジョウネツ ジュウショウ シンシン ショウガイシャ カタ ス シアワ オモ

		否 イナ		ワークス共育		0287-39-5593		0287-39-5630		329-2213		那須塩原市上大貫2028-2				1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		0		1		状況に応じて対応する ジョウキョウ オウ タイオウ		0		1				1				相談支援専門員のレベルアップが必要ではないかと思います ソウダン シエン センモンイン ヒツヨウ オモ

		否 イナ		指定特定相談支援センタードリーム		0288-32-2280		0288-32-2281		321-2341		日光市大沢町274		日光市、塩谷町、鹿沼市、宇都宮市 ニッコウシ シオヤ チョウ カヌマシ ウツノミヤ シ		0		1		1		0		1		0		0		1		1		1		0		0		0				1		0				0		0		0		0				1		0		計画を作成するにあたり医療機関との連携方法を具体化していくことに連絡調整に時間を要しました。また医師同士でのやりとりの方が早いように感じました。※解決できたと言っても施設の空き待ちで関係する病院で入院しております。 ケイカク サクセイ イリョウ キカン レンケイ ホウホウ グタイカ レンラク チョウセイ ジカン ヨウ イシ ドウシ ホウ ハヤ カン カイケツ イ シセツ ア マ カンケイ ビョウイン ニュウイン		0				入所ではなく、医療ケアのできる短期入所やグループホーム、日中一時、生活介護の拡充が必要であること。また重症心身障害児（者）への理解を広めていき、理解者を増やすこと、訪問看護、訪問医療、居宅介護も活用しやすい環境づくりを相談支援専門員はネットワークづくりに努めなければんらないと思います。 ニュウショ イリョウ タンキ ニュウショ ニッチュウ イチジ セイカツ カイゴ カクジュウ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ リカイ ヒロ リカイシャ フ ホウモン カンゴ ホウモン イリョウ キョタク カイゴ カツヨウ カンキョウ ソウダン シエン センモンイン ツト オモ

		否 イナ		ユーファーム支援センター		028-689-0070		028-680-0750		321-0972		宇都宮市下川俣町206-127		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2		これまでの実績として主に就労系の利用計画の作成を行っており重症心身障害児の方への支援については経験や人員の不足から対応が困難であると思われるため ジッセキ オモ シュウロウ ケイ リヨウ ケイカク サクセイ オコナ ジュウショウ シンシン ショウガイジ カタ シエン ケイケン ジンイン フソク タイオウ コンナン オモ

		否 イナ		障害者相談支援センターひびき		028-666-7601		028-666-7602		321-0403		宇都宮市下小倉町1536		宇都宮市、さくら市 ウツノミヤシ シ		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2		かつて受け入れたことがなく、またスタッフにも医療的ケアの知識や経験が乏しく、自信をもって迎え入れることができない ウ イ イリョウテキ チシキ ケイケン トボ ジシン ムカ イ		受け入れる施設が近辺にあること ウ イ シセツ キンペン

		否 イナ		相談支援事業ぴゅあ		028-611-1771		028-611-1772		321-0911		宇都宮市問屋町3426-46		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2

		否 イナ		指定特定相談支援事業所すえひろ		0287-23-3962		0287-24-1670		324-0042		大田原市末広1-2-5		大田原市、大田原市以外は交通費を受領 オオタワラシ オオタワラシ イガイ コウツウヒ ジュリョウ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2		事業所の対象を精神障害に限定し、市に申請しているため ジギョウショ タイショウ セイシン ショウガイ ゲンテイ シ シンセイ

		否 イナ		相談支援センターふじみだい		0285-44-0200		0285-44-4255		329-0412		下野市芝1123		下野市 シモノ シ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		0		1		ケースによって検討 ケントウ		0		1				2

		否 イナ		相談支援センターひゅーまにあ宇都宮		028-678-5385		028-678-5395		320-0802		宇都宮市江野町6-15大立ビル4階		宇都宮市（鹿沼市等近隣市町村） ウツノミヤシ カヌマシ ナド キンリン シチョウソン		0		1		1		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		あるではありますが、初めての作成でまた完成はしていない段階です。病院で実施されている活動医療等で自分自身が未熟で理解が足りていない為に苦労しています。 ハジ サクセイ カンセイ ダンカイ ビョウイン ジッシ カツドウ イリョウ ナド ジブン ジシン ミジュク リカイ タ タメ クロウ		0				①医療面での安心②外部と交流する機会③家族の方への支援 イリョウ メン アンシン ガイブ コウリュウ キカイ カゾク カタ シエン

		否 イナ		地域活動支援センターあしかが		0284-41-2643		0284-43-0463		326-0808		足利市本城1-1547		足利市 アシカガシ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0						0		1		0		0				0		1				2		専門外で知識等はなく、計画書の作成は難しいため センモンガイ チシキ トウ ケイカクショ サクセイ ムズカ

		否 イナ		南那須地区障害者相談支援センター		0287-80-1020		0287-80-1027		321-0624		那須烏山市旭1-18-8		那須烏山市、那珂川町 ナスカラスヤマシ ナカガワマチ		1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		アセスメント、院内での面会予定の調整、家族への説明など インナイ メンカイ ヨテイ チョウセイ カゾク セツメイ		0				在宅医療、訪問リハビリなど24時間対応出来る専門家チーム ザイタク イリョウ ホウモン ジカン タイオウ デキ センモンカ

		否 イナ		ワン・ハーモニー		0287-22-8255		0287-48-7225		324-0042		大田原市末広1-3618-13				0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				0

		否 イナ		ひまわり相談支援事業所		0282-20-5006		0282-23-4878		328-0052		栃木市祝町12－9				0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		1		0				0		1				3		意思伝達が自分にとって受け止められるかに不安があるため イシ デンタツ ジブン ウ ト フアン

		否 イナ		サンフラワーライフ		0285-22-1109		0285-22-1345		323-0808		小山市出井1936		小山市内 オヤマシナイ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				3		近隣に受け入れ施設が少なく在宅福祉サービスに向けるのが難しい キンリン ウ イ シセツ スク ザイタク フクシ ム ムズカ

		否 イナ		natu- la(ナチュラ)		0287-67-3115		0287-67-3115		329-3153		那須塩原市大原間239-1		那須塩原市、大田原市、那須町 ナスシオバラ シ オオタワラシ ナスマチ		0		1		1		0		1		0		0		1		1		1		0		0		0				1		0				0		0		0		0				1		0		サービス自体の幅がせまいため、本人が安全に安心した生活をうけられるためにどう組み合わせたら良いか。又、家族によっては苦手な事業所もあり限られた事業所を探すのが難しかった。 ジタイ ハバ ホンニン アンゼン アンシン セイカツ ク ア ヨ マタ カゾク ニガテ ジギョウショ カギ ジギョウショ サガ ムズカ		0				訪問系のサービスがもっと充実して欲しい ホウモン ケイ ジュウジツ ホ

		否 イナ		相談支援事業所ふるさとホーム那須		0287-98-3001		0287-98-8080		324-0414		大田原市片府田1301-59		大田原市、那須町、那須塩原市、周辺 オオタワラシ ナスマチ ナスシオバラ シ シュウヘン		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2		主な精神知的関係なので、今後はできるよう専門的な部分の勉強が必要です。 オモ セイシン チテキ カンケイ コンゴ センモンテキ ブブン ベンキョウ ヒツヨウ		①専門相談②居場所③地域の理解 センモン ソウダン イバショ チイキ リカイ

		否 イナ		特定相談支援事業所きのこ		028-635-8746		028-635-8778		320-0846		栃木県宇都宮市滝の原2-4-42 ３２０－０８４６		宇都宮市 ウツノミヤシ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		1		0				0		1				3		どのように作成したらいいか不安のため サクセイ フアン

		否 イナ		こども発達支援センター鹿沼市あおば園		0289-63-1745		0289-63-1745		322-0074		鹿沼市日吉町320－1				1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		1		0				0		1				2		相談支援専門員の不足、児童発達支援事業所利用のための計画書作成が主な業務になっている ソウダン シエン センモンイン フソク ジドウ ハッタツ シエン ジギョウショ リヨウ ケイカクショ サクセイ オモ ギョウム

		否 イナ		障害者相談支援センターみつか・Ｒｕ		028-648-3971		028-648-3936		321-0347		宇都宮市飯田町261		宇都宮市、鹿沼市 ウツノミヤシ カヌマシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		1		状況に応じして他機関と連携し判断する場合もある ジョウキョウ オウ ホカ キカン レンケイ ハンダン バアイ		0		1				1		計画依頼の状況に応じて対応できない月もある（モニタリング件数） ケイカク イライ ジョウキョウ オウ タイオウ ツキ ケンスウ

		否 イナ		工房つばさ		0285-40-0388		0285-40-6700		329-0401		下野市箕輪425-1		下野市、上三川町、壬生町、ただし状況に応じて対応することが難しい場合もある シモノ シ カミノカワマチ ミブマチ ジョウキョウ オウ タイオウ ムズカ バアイ		1		0		1		0		1		0		0		1		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		短期入所、ヘルパーなどの利用希望があっても受け入れてくれる事業所が見つからない タンキ ニュウショ リヨウ キボウ ウ イ ジギョウショ ミ		3		状況により作成することができない場合がある ジョウキョウ サクセイ バアイ		重心の方の短期入所等の利用ができるところが必要。在宅でのサービスの受入必要だと思われる。 ジュウシン カタ タンキ ニュウショ ナド リヨウ ヒツヨウ ザイタク ウケイレ ヒツヨウ オモ

		否 イナ		相談支援事業所グーフォ		028-673-0002		028-671-0785		329-1105		宇都宮市中岡本町3178-3				1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1				在宅生活を支える家族に負担が重くならないようにする。緊急時に対応してくれる医療ケア付きの宿泊施設を増やしてほしい ザイタク セイカツ ササ カゾク フタン オモ キンキュウジ タイオウ イリョウ ツ シュクハク シセツ フ

		否 イナ		那珂川町社協相談支援事業所		0287-92-1273		0287-92-1295		324-0613		那珂川町馬頭560-1		那珂川町 ナカガワマチ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				0				移動支援サービス イドウ シエン

		否 イナ		相談支援事業所大山田ノンフェール		0287-93-0660		0287-83-8182		324-0602		那珂川町大山田下郷955		那珂川町 ナカガワマチ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		1		0				0		1				2		平成27年度で相談支援事業を終了するため ヘイセイ ネンド ソウダン シエン ジギョウ シュウリョウ

		否 イナ		在宅サポートこころ		028-651-0780		028-651-0781		320-0042		宇都宮市材木町4-24				0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2

		否 イナ		相談支援事業所みらい ソウダン シエン ジギョウショ		0280-57-2673		0280-57-2673		329-0111		野木町丸林371-12		野木町、小山市 ノギマチ オヤマシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		0		1		しかるべき関係機関と連携して対応する カンケイ キカン レンケイ タイオウ		0		1				3		重症心身のノウハウがない ジュウショウ シンシン

		否 イナ		大田原市社会福祉協議会		0287-54-1849		0287-54-2745		324-0233		栃木県大田原市黒羽田町848 ３２４－０２３３		大田原市内 オオタワラシナイ		0		1		1		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0				2		1				0		1		0		0				0		1				2		職員が未熟なため ショクイン ミジュク		在宅医療の充実、居宅介護の２４時間対応（サービス事業所）の充実 ザイタク イリョウ ジュウジツ キョタク カイゴ ジカン タイオウ ジギョウショ ジュウジツ

		否 イナ		障がい者相談支援センターとまつり		028-680-5570		028-680-5271		320-0052		宇都宮市中戸祭町813		宇都宮市、近隣市町村 ウツノミヤシ キンリン シチョウソン		0		1		1		0		1		0		0		1		0		0		0		0		1		親子間の関わり オヤコ カン カカ		0		0		現在対応中 ゲンザイ タイオウチュウ		0		0		0		0				1		0		保護者との連携がとれない ホゴシャ レンケイ		0

		否 イナ		宇都宮市社会福祉協議会		028-636-1536		028-636-1537		320-0806		宇都宮市中央1-1-15		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		0				2		1		医療的ケアが必要な方が長時間外出したい。長時間支援者の拘束、移動手段（車の中での対応）、医療的ケアが必要な方が外出したいときに外出できる環境がすぐに整えられない、医療的けが必要な方で要介助であるが、歩行できる方が利用できる短期入所先はないか（アクセス時間も含む） イリョウテキ ヒツヨウ カタ チョウジカン ガイシュツ チョウジカン シエン シャ コウソク イドウ シュダン クルマ ナカ タイオウ イリョウテキ ヒツヨウ カタ ガイシュツ ガイシュツ カンキョウ トトノ イリョウテキ ヒツヨウ カタ ヨウ カイジョ ホコウ カタ リヨウ タンキ ニュウショ サキ ジカン フク		0		0		0		0				1		0		専門的（医療面）な知識がなく、専門用語が多く調べたり聞いたりしながら支援していくこと。長く関わらないと親の思いまで聞き出せないこと。 センモンテキ イリョウ メン チシキ センモン ヨウゴ オオ シラ キ シエン ナガ カカ オヤ オモ キ ダ		0				当事者が何歳になっても利用できるサービス環境（短期入所、訪問入浴など）。教育もほかのお子さん同様平等に受けられる機会（学校行事も含む）。相談対応できる人材の確保。緊急時でも利用できるサービスの調整・確保。直接支援できるサービス・人材を増やすこと。 トウジシャ ナンサイ リヨウ カンキョウ タンキ ニュウショ ホウモン ニュウヨク キョウイク コ ドウヨウ ビョウドウ ウ キカイ ガッコウ ギョウジ フク ソウダン タイオウ ジンザイ カクホ キンキュウジ リヨウ チョウセイ カクホ チョクセツ シエン ジンザイ フ

		承諾 ショウダク		ライフサポートセンターゆめ		0280-33-3624		0280-57-4624		329-0111		野木町丸林630-4		野木町、その周辺地域 ノギマチ シュウヘン チイキ		1		0		1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		1		福祉サービス利用に関する相談 フクシ リヨウ カン ソウダン		1		0				0		0		0		0				1		0		医療的な情報、知識に乏しくわからない用語などが数多く出てきた。医療的ケアの内容の聞き取り（どの部分を聞いていけばよいのか） イリョウテキ ジョウホウ チシキ トボ ヨウゴ カズオオ デ イリョウテキ ナイヨウ キ ト ブブン キ		0				Ｆａの負担軽減のためのレスパイト先（ＨＰ、ＳＳ機関等）。家族それぞれの訴え、希望を明確にしていく。関係機関がチームになりＦａの支え応援をしていく。 フタン ケイゲン サキ キカンナド カゾク ウッタ キボウ メイカク カンケイ キカン ササ オウエン

		承諾 ショウダク		足利ケアサービス		0284-21-7630		0284-21-3109		326-0843		足利市五十部町809-3		足利市、佐野市、太田市 アシカガシ サノシ オオタシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		0		1		ケースによって対応する タイオウ		0		1				3

		承諾 ショウダク		相談支援センターみさと		0285-72-9767				321-4104		芳賀郡益子町大沢2800-5		芳賀郡内（真岡市、益子町、市貝町、芳賀町、茂木町） ハガ グンナイ モオカシ マシコ チョウ イチ ガイ マチ ハガマチ モギマチ		1		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		資源が少ない、短期入所先の確保が難しかった。計画を作るのには、医療情報が難しく感じられた。 シゲン スク タンキ ニュウショ サキ カクホ ムズカ ケイカク ツク イリョウ ジョウホウ ムズカ カン		0				連携の取れる医療関係者がたくさん地域の中にいてくれると安心して生活できるかな。外出や余暇の充実を図るために医療の必要な人の生活が限られてしまっている（あきらめてしまっている） レンケイ ト イリョウ カンケイシャ チイキ ナカ アンシン セイカツ ガイシュツ ヨカ ジュウジツ ハカ イリョウ ヒツヨウ ヒト セイカツ カギ

		承諾 ショウダク		サポートセンターとみや生活支援センター		028-665-8230		028-665-8230		321-2116		宇都宮市徳次郎町540		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		0		1		0		0		0		0		1		1		1		1		1		0				0		1		医療的なケアが必要な利用者様の日中活動先が限られて利用できない人がいる。学校との連携が取りにくい。通勤手段・行事参加制限があり平等性が保たれない。学校はサービスで対応を望み、福祉行政は教育で何とかするべきとつねに折り合わない。 イリョウテキ ヒツヨウ リヨウシャサマ ニッチュウ カツドウ サキ カギ リヨウ ヒト ガッコウ レンケイ ト ツウキン シュダン ギョウジ サンカ セイゲン ビョウドウセイ タモ ガッコウ タイオウ ノゾ フクシ ギョウセイ キョウイク ナン オ ア		0		0		1		0		協力してほしい キョウリョク		1		0		利用できるサービスが限られている。社会参加できる機会が少なく、場が限られている。介護者の負担軽減が取りにくい。夢や希望を叶えるための資源が少ない。 リヨウ カギ シャカイ サンカ キカイ スク バ カギ カイゴシャ フタン ケイゲン ト ユメ キボウ カナ シゲン スク		0				通勤手段、保護者なくても教育が受けられる環境。常に親同行を求めるのでは、自立につながらず、いつになっても親の負担は軽減されない。親が安心して託せる日中活動の場。社会参加、役割を担える環境作り、職場。地域で生活していくための交流の機会や場があるといい。緊急的にレスパイトを受け入れてくれる場。 ツウキン シュダン ホゴシャ キョウイク ウ カンキョウ ツネ オヤ ドウコウ モト ジリツ オヤ フタン ケイゲン オヤ アンシン タク ニッチュウ カツドウ バ シャカイ サンカ ヤクワリ ニナ カンキョウ ヅク ショクバ チイキ セイカツ コウリュウ キカイ バ キンキュウテキ ウ イ バ

		承諾 ショウダク		社会就労センターえいぶるの里 シャカイ シュウロウ サト		0285-22-4561		0285-224581		323-0003		小山市東島田2403-2		小山市、下野市、上三川町、野木町、結城市、古河市、筑西市 オヤマシ シモノ シ カミノカワマチ ノギマチ ユウキシ コガシ ツク ニシ シ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				1		0		自己決定が難しいため、家族中心の考えになってしまうこと。また、利用できる社会資源が少ない。 ジコ ケッテイ ムズカ カゾク チュウシン カンガ リヨウ シャカイ シゲン スク		1				関係機関との連携、特に在宅が長い方は医療機関とのかかわりが家族も含め、希薄になってしまい、二次障害に対応できない。地域に総合的に支援でき、医療的ケアが受けられる場所、または訪問医療の充実が必要と思います。 カンケイ キカン レンケイ トク ザイタク ナガ カタ イリョウ キカン カゾク フク キハク ニジ ショウガイ タイオウ チイキ ソウゴウテキ シエン イリョウテキ ウ バショ ホウモン イリョウ ジュウジツ ヒツヨウ オモ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所「ピュア」		0282-31-3911		0282-31-3912		328-0133		栃木市大森町465		栃木市、鹿沼市、佐野市、小山市、壬生町 トチギシ カヌマシ サノシ オヤマシ ミブマチ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1

		承諾 ショウダク		社会福祉法人とちのみ会　こなかの森 シャカイ フクシ ホウジン カイ モリ		0283-24-5757		0283-24-6294		327-0001		佐野市小中町1280		佐野市、足利市 サノシ アシカガシ		1		0		1		0		1		0		0		1		0		1		0		0		0				1		2		通所型のため、短期入所の受け入れはサービスとして提供できず、他施設の紹介、相談支援事業につなげている。 ツウショ ガタ タンキ ニュウショ ウ イ テイキョウ タ シセツ ショウカイ ソウダン シエン ジギョウ		0		0		0		0				1		0		療養型短期入所ほかの施設への短期入所の受け入れ状況など、受け入れ場所を見つけるなど。短期入所時の発作発症時医療への繋ぎが困難。問題多（かかりつけ医への搬送） リョウヨウガタ タンキ ニュウショ シセツ タンキ ニュウショ ウ イ ジョウキョウ ウ イ バショ ミ タンキ ニュウショ ジ ホッサ ハッショウ ジ イリョウ ツナ コンナン モンダイ タ イ ハンソウ		0				佐野市には、身障（重心）短期入所施設がなく老人施設に佐野市が委託しているが、利用する人もいなく、サービスが使いづらい状態にある。短期入所受け入れ可能施設が増えることで、家族のほうも使いやすく利便性があがると考えます。 サノシ シンショウ ジュウシン タンキ ニュウショ シセツ ロウジン シセツ サノシ イタク リヨウ ヒト ツカ ジョウタイ タンキ ニュウショ ウ イ カノウ シセツ フ カゾク ツカ リベンセイ カンガ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所テトテ		0287-36-7171		0287-36-7181		329-2732		那須塩原市一区町251-1		那須塩原市（大田原、矢板、那須町、那珂川町、烏山） ナスシオバラ シ オオタワラ ヤイタ ナスマチ ナカガワマチ カラスヤマ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		0		1		委託の相談支援事業所や重心専門の事業所に相談する イタク ソウダン シエン ジギョウショ ジュウシン センモン ジギョウショ ソウダン		0		1				3		その方にとって、より専門性の高い方が対応することが望ましいと思いますので、作成が適するか否か周囲のサービス状況なども考慮して決めたいと思います。適切にアドバイスをいただける地域の環境が整っていれば、スキルアップ、経験の積み重ねのためにも作成したいです。 カタ センモンセイ タカ ホウ タイオウ ノゾ オモ サクセイ テキ イナ シュウイ ジョウキョウ コウリョ キ オモ テキセツ チイキ カンキョウ トトノ ケイケン ツ カサ サクセイ		相談支援専門員のスキルアップ。きめ細かい支援（サービスの充実）本人のニーズを正しく理解できる人材の育成と地域の理解。 ソウダン シエン センモンイン コマ シエン ジュウジツ ホンニン タダ リカイ ジンザイ イクセイ チイキ リカイ

		承諾 ショウダク		指定特定相談支援事業所あじさい		0287-60-3361		0287-60-3362		325-0034		那須塩原市東原166		那須塩原市、那須町 ナスシオバラ シ ナスマチ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2				訪問看護、訪問診療を行う医師が必要だと思います。 ホウモン カンゴ ホウモン シンリョウ オコナ イシ ヒツヨウ オモ

		承諾 ショウダク		障害者相談支援センターいぶき		028-678-3502		028-676-3501		329-1216		高根沢町桑窪2266-2		高根沢町 タカネザワマチ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1				短期入所など受け入れてくれる施設を増やしてほしい。県内で受け入れていただけない為、県外の施設を考えなくてはいけない方がいます。 タンキ ニュウショ ウ イ シセツ フ ケンナイ ウ イ タメ ケンガイ シセツ カンガ カタ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所わくわくおやま		0285-24-6575		0285-20-0255		323-0022		小山市駅東通り3-9-6		小山市 オヤマシ		1		0		1		0		1		1		1		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		関係事業所が多いことで情報収集連携等大変。医療機関とも連携を図る必要あり。レスパイト、ショートステイの受入困難。利用できる事業所が少ない。 カンケイ ジギョウショ オオ ジョウホウ シュウシュウ レンケイ ナド タイヘン イリョウ キカン レンケイ ハカ ヒツヨウ ウケイレ コンナン リヨウ ジギョウショ スク		0				重症心身障害児（者）を受け入れしてくれる事業所、施設がもっと多くあればよいと思われる。通所日中一時短期入所など。相談支援、計画作成についてもほかの事業所が受け入れてくれないとの理由で受け入れ可能事業所へ集中してしまう為、相談員への研修等を増やせばよいが。しかし日々の業務が多忙であるため、難しいのかな？ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ ウ イ ジギョウショ シセツ オオ オモ ツウショ ニッチュウ イチジ タンキ ニュウショ ソウダン シエン ケイカク サクセイ ジギョウショ ウ イ リユウ ウ イ カノウ ジギョウショ シュウチュウ タメ ソウダン イン ケンシュウ ナド フ ヒビ ギョウム タボウ ムズカ

		承諾 ショウダク		相談支援センターネクスト		080-8854-9551		0280-612-1558		320-0034		宇都宮市泉町6-25		宇都宮市 ウツノミヤシ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2

		承諾 ショウダク		相談支援事業のぞみ		0287-65-2288		0287-65-2282		329-3152		那須塩原市上中野53		那須塩原市、大田原市、那須町 ナスシオバラ シ オオタワラシ ナスマチ		1		0		1		0		0		0		1		1		1		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		現サービスでの医療ケアをふまえ、将来にむけて他事業との連携につなげるよう計画作成、調整に苦労した。 ゲン イリョウ ショウライ タ ジギョウ レンケイ ケイカク サクセイ チョウセイ クロウ		0				選択肢が増えるよう受け入れ可能な福祉サービス事業所の増加が必要だと思われます。 センタクシ フ ウ イ カノウ フクシ ジギョウショ ゾウカ ヒツヨウ オモ

		承諾 ショウダク		サポートセンターひばり		028-670-0330		028-667-7315		321-3236		宇都宮市竹下町435-159		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		苦労ではないが、お母様がとても一生懸命ですでにサービスも繋がっていたため、現状を計画にする形となったが、計画作成後のかかわりについて相談員としてどのようにすべきことが望ましいかと考える。 クロウ カアサマ イッショウケンメイ ツナ ゲンジョウ ケイカク カタチ ケイカク サクセイ ゴ ソウダン イン ノゾ カンガ		0				福祉サービスや医療、またボランティアが入室されるととてもよいと思います。また、介助者（家族）のケアも考えると気軽に参加できるようなイベント（医療が整っていたり、介助するボランティアさんがいたり）や、同じ重症心身障害児（者）をもつかたとのネットワークがあるといいのかなと思います。 フクシ イリョウ ニュウシツ オモ カイジョシャ カゾク カンガ キガル サンカ イリョウ トトノ カイジョ オナ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ オモ

		承諾 ショウダク		高根沢町障害児者生活支援センターすまいる タカネザワマチ		028-612-2751		028-612-2752		329-1225		栃木県塩谷郡高根沢町石末1825　福祉センター内 ３２９－１２２５ フクシ ナイ		高根沢町 タカネザワマチ		1		0		1		0		0		0		1		0		0		1		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		地元に使える資源がなく苦労した ジモト ツカ シゲン クロウ		0				①医療と福祉の連携ネットワーク②重心の方でも利用できるサービスが増えること③訪問診療医 イリョウ フクシ レンケイ ジュウシン カタ リヨウ フ ホウモン シンリョウ イ

		承諾 ショウダク		障害者相談支援センターフォレスト		0284-91-1816		0284-91-2867		326-0011		足利市大沼田町615		足利市及び近隣市町村 アシカガシ オヨ キンリン シチョウソン		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0				0

		承諾 ショウダク		障がい者相談支援事業所ケアサプライ		0287-73-5312		0287-73-5311		329-3221		栃木県那須郡那須町漆塚762-102 ３２９－３２２１		白河市、那須町、那須塩原市、大田原市 シラカワシ ナスマチ ナスシオバラシ オオタワラシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1				サービスを提供できる事業所の充実を図る テイキョウ ジギョウショ ジュウジツ ハカ

		承諾 ショウダク		南栃木支援センター相談支援		0285-44-6118		0285-44-7215		329-0412		下野市柴1432-105		下野市、小山市、壬生町 シモノ シ オヤマシ ミブマチ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		0		1		介護保険と併用する場合のみ対応する カイゴ ホケン ヘイヨウ バアイ タイオウ		0		1				3		介護保険と併用する場合のみ作成する カイゴ ホケン ヘイヨウ バアイ サクセイ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所とまり木		0287-54-2854		0287-54-2230		324-0231		大田原市北野上3952		大田原市、那須塩原市、那須町 オオタワラシ ナスシオバラシ ナスマチ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1				当事業所の対応範囲は現在、知的障害者特に中・軽度が主だが、精神（高次脳機能障害も含む）分野もやり始めている。今後重症心身障害者もほかの相談支援事業所の助けを得ながら、勉強しながら対応したいと考えている。そのために研修や見学の機会を多く作っていただきたい。今は、当事業所はその程度しか考えられない。 トウ ジギョウショ タイオウ ハンイ ゲンザイ チテキ ショウガイシャ トク チュウ ケイド オモ セイシン コウジ ノウ キノウ ショウガイ フク ブンヤ ハジ コンゴ ジュウショウ シンシン ショウガイシャ ソウダン シエン ジギョウショ タス エ ベンキョウ タイオウ カンガ ケンシュウ ケンガク キカイ オオ ツク イマ トウ ジギョウショ テイド カンガ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所ポンテ		028-652-7288		028-652-6355		321-0341		宇都宮市古賀志町1964-12		宇都宮、鹿沼、日光、壬生 ウツノミヤ カヌマ ニッコウ ミブ		0		1		1		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0				0				未就学児（3～5才）の方の医療型児童発達支援を分離で行う施設が数か所あると良いと思います。 ミシュウガクジ サイ カタ イリョウ ガタ ジドウ ハッタツ シエン ブンリ オコナ シセツ スウ ショ ヨ オモ

		承諾 ショウダク		相談支援センター光輝舎		0285-70-2020		0285-72-8222		321-4105		芳賀郡益子町北中1113-1		芳賀郡、真岡市等 ハガ グン モオカシ ナド		1		0		1		0		1		1		1		1		0		1		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		利用できるサービス事業所が少ない。重心児者に合わせたプログラムが見つからない（近隣で） リヨウ ジギョウショ スク ジュウシン ジ シャ ア ミ キンリン		0				本人の状態にもよるが、重度化する状況に対応できる事業所の確保。家族の負担が大きくなり在宅生活の継続が困難になることが予測されるので、在宅で支援が受けられるような体制の充実と、レスパイトサービスの拡大。 ホンニン ジョウタイ ジュウドカ ジョウキョウ タイオウ ジギョウショ カクホ カゾク フタン オオ ザイタク セイカツ ケイゾク コンナン ヨソク ザイタク シエン ウ タイセイ ジュウジツ カクダイ

		承諾 ショウダク		特定相談支援事業所やすらぎ		028-650-7727		028-650-7728		320-0011		宇都宮市富士見が丘3－19－20		宇都宮市 ウツノミヤシ		0		0		1		0		1		0		0		0		0		1		1		0		0				0		3		対応できるヘルパーがいれば支援する タイオウ シエン		0		0		0		0				0		1				3

		承諾 ショウダク		障がい者支援センターにんべん		028-686-2539		028-686-2584		329-1417		さくら市フィオーレ喜連川5-2-1　フィオーレガーデン1-102		さくら市 シ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1				地域資源アンケートをいただきありがとうございました。設問に対しまして知識不足にこれでいいのかという思いです。相談支援専門員として設問にありました「3」要望がでますれば、先輩相談員・各職種の方々に相談・指導をいただき、相談支援事業を行ってみたいと考えます。大島先生について学ばせて頂きました。 チイキ シゲン セツモン タイ チシキ ブソク オモ ソウダン シエン センモンイン セツモン ヨウボウ センパイ ソウダン イン カクショクシュ カタガタ ソウダン シドウ ソウダン シエン ジギョウ オコナ カンガ オオシマ センセイ マナ イタダ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所おやま		0285-22-1833		0285-228946		323-0014		小山市喜沢660		小山市、下野市 オヤマシ シモノ シ		1		0		1		0		1		1		0		0		0		0		0		1		0				2		3				0		0		0		0				1		0		本人の意思が明確でないので親の意向中心のものになってしまった。 ホンニン イシ メイカク オヤ イコウ チュウシン		0

		承諾 ショウダク		真岡介護センター		0285-80-5200		0285-80-5211		321-4361		真岡市並木町1-8-1　シティ並木102 ナミキ		真岡市、芳賀町南部、市貝町南部、益子町西部、上三川東部 モオカシ ハガマチ ナンブ イチ ガイ チョウ ナンブ マシコ チョウ セイブ カミノカワ トウブ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		0		1				0		1				3		担当者の受け持ちケースの状況など考慮し対応できるか検討したい タントウシャ ウ モ ジョウキョウ コウリョ タイオウ ケントウ

		承諾 ショウダク		さの社協相談支援センターほっぷ		0283-22-8152		0283-22-8199		327-0003		佐野市大橋町3212-27		佐野市全域 サノシ ゼンイキ		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2		現在相談支援専門員1名で行っているため ゲンザイ ソウダン シエン センモンイン メイ オコナ

		承諾 ショウダク		相談支援ウエイブ		0282-23-4465		0282-23-4465		328-0012		栃木市平柳町1-2-7		栃木市、壬生町 トチギシ ミブマチ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		1		0				0		1				2		指定特定相談支援事業で精神に対応しているため シテイ トクテイ ソウダン シエン ジギョウ セイシン タイオウ		ご家族の中だけでは生活がマンネリ化して単調になりかねないので、音楽、体を動かす、読み聞かせ麻痺・拘縮のマッサージなどのリハビリの頻度を高める。ご本人が楽しいと感じることを提供できる。ご家族が疲弊しないよう旅行や趣味などの充実した時間がもてるようサービスを利用していくこと。 カゾク ナカ セイカツ カ タンチョウ オンガク カラダ ウゴ ヨ キ マヒ コウシュク ヒンド タカ ホンニン タノ カン テイキョウ カゾク ヒヘイ リョコウ シュミ ジュウジツ ジカン リヨウ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所わらしべの家		0282-27-1627		0282-27-1675		328-0011		栃木市大宮町2708-3		栃木市 トチギシ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1		専門的な知識が不十分なため行政などの機関と相談しながらの対応となります センモンテキ チシキ フジュウブン ギョウセイ キカン ソウダン タイオウ		短期入所や移動支援などの福祉サービス利用時にお付き合いのある医療機関や訪問看護の看護師が同行でき緊急時の対応が迅速にとれる体制（すでにできていたらすみません） タンキ ニュウショ イドウ シエン フクシ リヨウ ジ ツ ア イリョウ キカン ホウモン カンゴ カンゴシ ドウコウ キンキュウジ タイオウ ジンソク タイセイ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所　空		0287-73-8165		0287-73-8165		329-3157		那須塩原市大原間西1-19-9		那須塩原市、大田原市、那須町 ナスシオバラ シ オオタワラシ ナスマチ		1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		重心のお子様の療育支援をやっていたので、苦労はありませんでしたが、医療（訪問看護）訪問リハ訪問入浴の制度を知らなかったので、その方々との連携が取れて大変勉強になりました。 ジュウシン コサマ リョウイク シエン クロウ イリョウ ホウモン カンゴ ホウモン ホウモン ニュウヨク セイド シ カタガタ レンケイ ト タイヘン ベンキョウ		0				医療的ケアの必要な方には支援スタッフ・必ず看護師の方が不在では双方安心したケアはできません。例）乳幼児の通所事業は保母と看護師さん。小学→高校までは義務教育がありますが事後に生活介護はもちろんですが、本当に重心の方の為の日中活動の場が不足しているとおもいますので重心の方の通所事業は必要と思います。家庭以外で通える場所→一時預かりや療育支援事業→高校卒業後は通所施設（一時預かりも含めて） イリョウテキ ヒツヨウ カタ シエン カナラ カンゴシ カタ フザイ ソウホウ アンシン レイ ニュウヨウジ ツウショ ジギョウ ホボ カンゴシ ショウガク コウコウ ギム キョウイク ジゴ セイカツ カイゴ ホントウ ジュウシン カタ タメ ニッチュウ カツドウ バ フソク ジュウシン カタ ツウショ ジギョウ ヒツヨウ オモ カテイ イガイ カヨ バショ イチジ アズ リョウイク シエン ジギョウ コウコウ ソツギョウゴ ツウショ シセツ イチジ アズ フク

		承諾 ショウダク		相談支援事業所みどり		0285-45-8362		0285-45-8397		329-0214		小山市乙女786-1		小山市、栃木市、古河市、結城市 オヤマシ トチギシ コガシ ユウキシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0		大人は対応可能 オトナ タイオウ カノウ		1		1		大人はあるが、こどもはない。先日訪問介護を事業所にお願いしたところどこの事業所も受けていただけなかった。 オトナ センジツ ホウモン カイゴ ジギョウショ ネガ ジギョウショ ウ		3		成人しか計画相談をしたことがないので不安である。当事業所は相談員が一名なので相談する相手がいない セイジン ケイカク ソウダン フアン トウ ジギョウショ ソウダン イン イチメイ ソウダン アイテ		サービス事業所で受けてもらえないケースがある。特に重心や精神知的等重複して疾患を持っていると問い合わせた時点でお断りされてします。 ジギョウショ ウ トク ジュウシン セイシン チテキ ナド チョウフク シッカン モ ト ア ジテン コトワ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所こころみ		0284-41-5039		0284-43-2665		326-0061		足利市田島町611-2				0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		1		0				0		1				3		これまで前例がなく、またこの障害について熟知した方（機関）があるならそちらでしていただいた方がご本人様にとってよい支援であると考えるから。※現在当法人の入所・通所等サービスを利用されている方の相談支援がほとんどの状況です。 ゼンレイ ショウガイ ジュクチ カタ キカン ホウ ホンニンサマ シエン カンガ ゲンザイ トウホウジン ニュウショ ツウショ ナド リヨウ カタ ソウダン シエン ジョウキョウ

		承諾 ショウダク		相談支援センターのどか　真岡センター		0285-81-5890		0285-85-8452		321-4305		真岡市荒町111-1		真岡市、芳賀町、市貝町、益子町、茂木町 モオカシ ハガマチ イチガイ マチ マシコ チョウ モギ マチ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1				在宅での生活では家族の介護負担の軽減が必要。フォーマルインフォーマルの枠にとらわれない福祉サービス。 ザイタク セイカツ カゾク カイゴ フタン ケイゲン ヒツヨウ ワク フクシ

		承諾 ショウダク		友井タクシー介護ステーションふれあい		0285-30-0840		0285-30-0844		323-0025		小山市城山町2丁目12-25		小山市 オヤマシ		1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		利用するサービスは多様で、施設・病院・学校など医療福祉事業所数も多く連携を図るのが困難。学校行事に参加するための会出自の支援サービスがない。 リヨウ タヨウ シセツ ビョウイン ガッコウ イリョウ フクシ ジギョウショ スウ オオ レンケイ ハカ コンナン ガッコウ ギョウジ サンカ カイ シュツジ シエン		0				ご家族様が安心して預けることができる施設と必要に預けられる施設の数は少ない。片道１時間以上かかるためとても不便に思います。呼吸器の方の預かり先は少ない。 カゾクサマ アンシン アズ シセツ ヒツヨウ アズ シセツ カズ スク カタミチ ジカン イジョウ フベン オモ コキュウキ カタ アズ サキ スク

		承諾 ショウダク		もくせいの里		0282-43-0593		0282-43-1387		329-4405		栃木市大平町西山田1198		栃木市内 トチギシナイ		0		1		1		0		1		0		0		1		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		ニーズにあてはまるサービスがなかった。例）①入浴支援②移送サービス　①自宅の浴槽では支援が入れず訪問入浴を検討。しかし、浴槽を置けるスペースがなく断念。②主たる介護者が入院。学校までの送迎ができず特例で市の移送サービスを利用するもかなり時間を要した。 レイ ニュウヨク シエン イソウ ジタク ヨクソウ シエン ハイ ホウモン ニュウヨク ケントウ ヨクソウ オ ダンネン シュ カイゴシャ ニュウイン ガッコウ ソウゲイ トクレイ シ イソウ リヨウ ジカン ヨウ		0				①地域の理解や協力②受け入れの拡大（重心の通所、24時間看護体制が整った短期入所）③デマンドタクシー等関係者の重心に対する理解（理解附属により資源として存在するが利用しがたい）④児童が入浴支援を受けられる環境（家族の身体的な介護負担軽減） チイキ リカイ キョウリョク ウ イ カクダイ ジュウシン ツウショ ジカン カンゴ タイセイ トトノ タンキ ニュウショ ナド カンケイシャ ジュウシン タイ リカイ リカイ フゾク シゲン ソンザイ リヨウ ジドウ ニュウヨク シエン ウ カンキョウ カゾク シンタイテキ カイゴ フタン ケイゲン

		承諾 ショウダク		足利障害者相談支援センター		0284-44-0307		0284-44-0318		326-0064		足利市東砂原後町1072		足利市、佐野市 アシカガシ サノシ		1		0		1		0		1		0		0		1		0		1		0		1		0				1		0				0		0		0		0				0		1				2		委託相談支援事業所のため イタク ソウダン シエン ジギョウショ		医療的ケアが整った施設のショートステイ充実が必要。また、特に呼吸器をつけた方のショート療養介護の利用とそれらを利用するための送迎体制の充実が必要。 イリョウテキ トトノ シセツ ジュウジツ ヒツヨウ トク コキュウキ カタ リョウヨウ カイゴ リヨウ リヨウ ソウゲイ タイセイ ジュウジツ ヒツヨウ

		承諾 ショウダク		指定障害者相談支援事業所あるしぇん		0282-86-7665		0282-21-7109		321-0201		栃木県下都賀郡壬生町安塚2032 ３２１－０２０１		壬生町 ミブマチ		1		0		1		0		1		0		0		1		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		①相談支援専門員として重症心身障害児（者）の方に対する支援の知識や経験が少ない②医療的ケアが必要となる方に対して対応できる福祉サービス（事業所）が少ない。 ソウダン シエン センモンイン ジュウショウシンシンショウガイジ シャ カタ タイ シエン チシキ ケイケン スク イリョウテキ ヒツヨウ カタ タイ タイオウ フクシ ジギョウショ スク		0				医療的ケアが必要な方に関して、福祉のサービスでは対応しきれない部分が多く、結果として家族が本人を抱え込まざるを得ない現状があるように感じます。家族の介護負担が少しでも軽減できるよう福祉サービスも柔軟な対応が出来るようになるといいなと思います。 イリョウテキ ヒツヨウ カタ カン フクシ タイオウ ブブン オオ ケッカ カゾク ホンニン カカ コ エ ゲンジョウ カン カゾク カイゴ フタン スコ ケイゲン フクシ ジュウナン タイオウ デキ オモ

		承諾 ショウダク		下野市相談支援事業所 こばと		0285-44-6783		0285-44-6783		329-0414		下野市小金井1146-6		下野市、上三川町 シモノ シ カミノカワマチ		1		0		1		0		0		0		1		1		0		1		1		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		医療的ケアが必要な乳幼児に対応できるヘルパー事業所。短期入所・日中一時支援事業所が近くにない（少ない）。 イリョウテキ ヒツヨウ ニュウヨウジ タイオウ ジギョウショ タンキ ニュウショ ニッチュウ イチジ シエン ジギョウショ チカ スク		0				設問5で回答した内容：外出可能な方は児童発達支援を利用可能であるが無理な方は外部との交流をもちにくい。訪問看護・訪問リハビリが入っているケースはいいがない場合母子で孤立しがち。幸いあそびの支援をしてくれるヘルパー事業所があり支援につながっている。ヘルパー利用を希望されない家庭、利用したくてもヘルパー事業所がない等支援に苦慮する。 セツモン カイトウ ナイヨウ ガイシュツ カノウ カタ ジドウ ハッタツ シエン リヨウ カノウ ムリ カタ ガイブ コウリュウ ホウモン カンゴ ホウモン ハイ バアイ ボシ コリツ サイワ シエン ジギョウショ シエン リヨウ キボウ カテイ リヨウ ジギョウショ ナド シエン クリョ

		承諾 ショウダク		相談支援センターぴあん ソウダン シエン		0282-31-1755		0282-31-2919		328-0067		栃木市皆川城内町333-2		栃木市、小山市 トチギシ オヤマシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1				これまで現場で関わったことがなく、事例検討でしか情報を把握しておらず不安はあります。でも関係機関やご家族様からいろいろなことを教えて頂きながら相談支援として専門性を活かせればと思っています。色々な立場の方からお話をお伺いしてもご家族や医療機関専門的な事業所の負担が大きく相談支援があまり役に立つことができていない（場合によっては自ら引いてしまう）今の現状を少しでも変えていければいいと思います。 ゲンバ カカ ジレイ ケントウ ジョウホウ ハアク フアン カンケイ キカン カゾクサマ オシ イタダ ソウダン シエン センモンセイ イ オモ イロイロ タチバ カタ ハナシ ウカガ カゾク イリョウ キカン センモンテキ ジギョウショ フタン オオ ソウダン シエン ヤク タ バアイ ミズカ ヒ イマ ゲンジョウ スコ カ オモ

		承諾 ショウダク		うつのみや		028-632-6074/090-4059-9728		028-632-6075		320-0861		宇都宮市西2-1-7		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				3		専門的な知識を社会資源のアドバイスを他相談支援事業所からいただきながらみずからの事業所で引き受けるという形が望ましい センモンテキ チシキ シャカイ シゲン ホカ ソウダン シエン ジギョウショ ジギョウショ ヒ ウ カタチ ノゾ

		承諾 ショウダク		サポートセンターきりん		028-612-3838		028-678-3257		321-0905		栃木県宇都宮市平出工業団地43-100 ３２１－０９０５		宇都宮市 ウツノミヤシ		0		1		1		0		1		0		0		1		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		療養介護に入所しているので他のサービスの利用が困難。そのための社会資源をつなげたり、活用したりするのが難しい。 リョウヨウ カイゴ ニュウショ ホカ リヨウ コンナン シャカイ シゲン カツヨウ ムズカ		0				今後、市町村などで展開されていく生活拠点に関する事業をうまく活用できればいいなと感じています。入所されている方々については地域とのつながり方が今後は重要になってくると思われますので、広く門扉を開けた活動などが多くなってくるといいなと思っています。 コンゴ シチョウソン テンカイ セイカツ キョテン カン ジギョウ カツヨウ カン ニュウショ カタガタ チイキ カタ コンゴ ジュウヨウ オモ ヒロ モンピ ア カツドウ オオ オモ

		承諾 ショウダク		さわやか相談支援センター		0280-57-4884		0280-57-4994		329-0112		野木町南赤塚1145-1		小山市、野木町、古河市、栃木市 オヤマシ ノギマチ コガシ トチギシ		0		1		1		0		0		0		1		0		0		1		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		現実的な目標の位置づけ ゲンジツテキ モクヒョウ イチ		0

		承諾 ショウダク		相談支援事業所つばさ		0287-53-7393		0287-53-7394		324-0044		大田原市親園824-1		大田原市、那須塩原市、那須烏山市、矢板市、さくら市、那須町、塩谷町、高根沢町 オオタワラシ ナスシオバラシ ナスカラスヤマシ ヤイタシ シ ナスマチ シオ タニ マチ タカネザワマチ		1		0		1		0		1		0		1		1		0		1		0		0		0				1		2		医療的なケアが必要なケース、将来的に短期入所につなげたいケースだった為、専門の事業所に依頼した イリョウテキ ヒツヨウ ショウライテキ タンキ ニュウショ タメ センモン ジギョウショ イライ		1		1		0		0				1		0		使えるサービスの少なさに調整が難しかった ツカ スク チョウセイ ムズカ		1				乳幼児期の受け入れ可能な福祉サービス等の社会資源が必要である。 ニュウヨウジ キ ウ イ カノウ フクシ ナド シャカイシゲン ヒツヨウ

		承諾 ショウダク		特定相談支援センターはじめ		0284-22-4561		0284-22-4562		326-0143		足利市葉鹿町735-1		足利市 アシカガシ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1

		承諾 ショウダク		上三川障がい児・者生活相談支援センター		0285-38-6854		0285-38-6841		329-0611		上三川町上三川5082-15		上三川町 カミノカワマチ		1		0		1		0		1		0		0		1		0		0		0		0		0				1		0				0		0		0		0				1		0				0

		承諾 ショウダク		はつらつサロン南天相談支援事業所		0285-22-4659		0285-38-6529		323-0027		小山市花垣町2-3-19		小山市、栃木市 オヤマシ トチギシ		0		0		1		0		1		1		0		1		1		1		1		1		0				0		0				0		0		0		0				1		0		利用したいサービス事業所が少なく生活改善、家族、支援者の負担軽減に繋がらない（訪問入浴、ショートステイ、生活介護などなど（就労Ａ型））医師によっては連携が困難。何処の精神科がよいかと利用者に問われるが答えは解らない。 リヨウ ジギョウショ スク セイカツ カイゼン カゾク シエンシャ フタン ケイゲン ツナ ホウモン ニュウヨク セイカツ カイゴ シュウロウ ガタ イシ レンケイ コンナン ドコ セイシンカ リヨウシャ ト コタ ワカ		0				本人の選択や受け入れ事業所の間口を広げる。例えば入浴はヘルパーの2人対応で行ているがヘルパー不足や腰痛の悪化などで対応が難しくなってくる。機会浴のできる生活介護を勧めるも本人の選択肢がない。自宅から出かける自由さのようなものが閉ざされているような気がする。反面高齢者のサービスは増加する一方で利用者が不足し閉鎖なども聞かれる。高齢者・障害者がともにデイサービスやショートステイを利用できるようにならないかと思う。障害児については働く両親をサポートすることで生活の安定や療育などへ通園のし易さを図り、送迎サービスの充実など。 ホンニン センタク ウ イ ジギョウショ マグチ ヒロ タト ニュウヨク ニン タイオウ オコナ ブソク ヨウツウ アッカ タイオウ ムズカ キカイ ヨク セイカツ カイゴ スス ホンニン センタクシ ジタク デ ジユウ ト キ ハンメン コウレイシャ ゾウカ イッポウ リヨウシャ フソク ヘイサ キ コウレイシャ ショウガイシャ リヨウ オモ ショウガイジ ハタラ リョウシン セイカツ アンテイ リョウイク ツウエン ヤス ハカ ソウゲイ ジュウジツ

		承諾 ショウダク		障がい者生活支援センターこぶし		028-680-5746		028-688-0214		321-0126		栃木県宇都宮市茂原町837-1		宇都宮市、上三川町 ウツノミヤシ カミノカワマチ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1				①医療機関との細かな連携体制②相談関係者を含め本人に関わり支援をするなかで即座に動きが取れるようなフットワークの軽いチーム作り イリョウ キカン コマ レンケイ タイセイ ソウダン カンケイシャ フク ホンニン カカ シエン ソクザ ウゴ ト カル ヅク
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						自分の事業所で対応する ジブン ジギョウショ タイオウ		17								他の相談支援事業所に依頼する ホカ ソウダン シエン ジギョウショ イライ		18
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ある	今後依頼があれば作成する	他の相談支援事業所に依頼する	作成するかどうかわからない	33	15	18	14	

相談支援事業所 (記述)

		Ｑ1.貴施設について、お伺いいたします キ シセツ ウカガ										事業所名とコメントをくっつけるで一表を作る ジギョウショ メイ イッピョウ ツク

		1		事業所名 ジギョウショ メイ								今月中 コンゲツ チュウ

		2		電話番号 デンワ バンゴウ								地図と一覧表をパワーポイント チズ イチラン ヒョウ

		3		FAX番号 バンゴウ								各項目ごとにページを作る カクコウモク ツク

		4		所在地 ショザイチ

		5		訪問可能な主な市町村 ホウモン カノウ オモ シチョウソン

		Ｑ2.重症心身障害児（者）の定義をご存知ですか ジュウショウシンシンショウガイジ シャ テイギ ゾンジ

		Ｑ2-1		知っている シ

		Ｑ2-2		知らない シ

		Ｑ3.重症心身障害児（者）の方（家族・関係機関等）からの相談を受けたことがありますか ジュウショウシンシンショウガイジ シャ カタ カゾク カンケイ キカン ナド ソウダン ウ

		Ｑ3-1		1		ある

		Ｑ3-2		2		ない

		Ｑ3-1-Ａ

				Ａ-1それは誰からの相談でしたか ダレ ソウダン

				1		ａ.家族 カゾク

				2		ｂ.支援者 シエンシャ

				3		ｃ.関係機関 カンケイ キカン

				Ａ-2それはどんな相談でしたか（複数回答可） ソウダン フクスウ カイトウ カ

				1		ａ.生活上の相談 セイカツ ジョウ ソウダン

				2		ｂ.医療的な相談 イリョウテキ ソウダン

				3		ｃ.制度に関する相談 セイド カン ソウダン

				4		ｄ.教育に関する相談 キョウイク カン ソウダン

				5		ｅ.サービス等利用計画書作成に関する相談 ナド リヨウ ケイカクショ サクセイ カン ソウダン

				6		ｆ.その他 タ

				Ａ-3それらの相談事業所として対応（解決）はできましたか ソウダン ジギョウショ タイオウ カイケツ

				1		ａ.できた

				2		ｂ.できなかった

				Ａ-3-1それはどうしてですか

				1		ａ解決手段・方法がなかった カイケツ シュダン ホウホウ

				2		ｂ.ほかの相談支援事業所に依頼した ソウダン シエン ジギョウショ イライ

				3		ｃ.行政に依頼した ギョウセイ イライ

				4		ｄ.その他 タ

		Ｑ4.Ｑ3-2「ない」→これから重症心身障害児（者）の方（本人・家族等）からの相談があればどのように対応されますか ジュウショウシンシンショウガイジ シャ カタ ホンニン カゾク ナド ソウダン タイオウ

				Ｑ4-1		自分の事業所で対応する ジブン ジギョウショ タイオウ

				Ｑ4-2		ほかの相談支援事業所へ依頼する ソウダン シエン ジギョウショ イライ

				Ｑ4-3		行政に依頼する ギョウセイ イライ

				Ｑ4-4		その他 タ

		Ｑ5.重症心身障害児（者）の方のサービス等利用計画書を作成したことがありますか ジュウショウシンシンショウガイジ シャ カタ ナド リヨウ ケイカクショ サクセイ

				Ｑ5-1		ある

				Ｑ5-2		ない

						Ｑ5-1-Ａ		「ある」と回答→作成にあたり、苦労したこと困ったことがありましたか カイトウ サクセイ クロウ コマ

						Ｑ5-2-Ａ		「ない」と回答 カイトウ

						1		ａ.今後依頼があれば作成する コンゴ イライ サクセイ

						2		ｂ.他の相談支援事業所に依頼する ホカ ソウダン シエン ジギョウショ イライ

						3		ｃ.作成するかどうかわからない サクセイ

						Ｑ5-2-Ａ-1		b.cを回答→それはどうしてですか カイトウ

		Q6.重症心身障害児（者）の方がより良い在宅生活をしていく上で何か必要だと思うことがあればご自由にお書きください ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ カタ ヨ ザイタク セイカツ ウエ ナニ ヒツヨウ オモ ジユウ カ



		承諾可否 ショウダク カヒ		Q1												Ｑ2.重症心身障害児（者）の定義をご存知ですか ジュウショウシンシンショウガイジ シャ テイギ ゾンジ				Ｑ3.重症心身障害児（者）の方（家族・関係機関等）からの相談を受けたことがありますか ジュウショウシンシンショウガイジ シャ カタ カゾク カンケイ キカン ナド ソウダン ウ																														Ｑ4.Ｑ3-2「ない」→これから重症心身障害児（者）の方（本人・家族等）からの相談があればどのように対応されますか ジュウショウシンシンショウガイジ シャ カタ ホンニン カゾク ナド ソウダン タイオウ										Ｑ5.重症心身障害児（者）の方のサービス等利用計画書を作成したことがありますか ジュウショウシンシンショウガイジ シャ カタ ナド リヨウ ケイカクショ サクセイ										Q6.重症心身障害児（者）の方がより良い在宅生活をしていく上で何か必要だと思うことがあればご自由にお書きください ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ カタ ヨ ザイタク セイカツ ウエ ナニ ヒツヨウ オモ ジユウ カ

				事業所名 ジギョウショ メイ		電話番号 デンワ バンゴウ		FAX番号 バンゴウ		郵便番号 ユウビンバンゴウ		所在地 ショザイチ		訪問可能な主な市町村 ホウモン カノウ オモ シチョウソン		知っている		知らない シ		ある		ない		それは誰からの相談でしたか						それはどんな相談でしたか														それらの相談事業所として対応（解決）はできましたか						自分の事業所で対応する ジブン ジギョウショ タイオウ		他の相談支援事業所へ依頼する ホカ ソウダン シエン ジギョウショ イライ		行政に依頼する ギョウセイ イライ		その他 タ				ある		ない		「ある」と回答		「ない」
と回答		b.c（23）を回答

																								家族 カゾク		支援者 シエンシャ		関係機関 カンケイ キカン		生活上の相談 セイカツ ジョウ ソウダン		医療的な相談 イリョウテキ ソウダン		制度に関する相談 セイド カン ソウダン		教育に関する相談 キョウイク カン ソウダン		サービス等利用計画書作成に関する相談 ナド リヨウ ケイカクショ サクセイ カン ソウダン		その他 タ		その他回答 タ カイトウ		それらの相談事業所として対応（解決）はできましたか		それはどうしてですか		それはどうしてですか

		否 イナ		手話通訳派遣協会相談支援事業所		0287-73-4422		0287-62-7776		325-0026		栃木県那須塩原市上厚崎431-17 ３２５－００２６				0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		0		1		本事業所と同様の地域で一般相談支援事業所と連携を図り対応する ホン ジギョウショ ドウヨウ チイキ イッパン ソウダン シエン ジギョウショ レンケイ ハカ タイオウ		0		1		0		2		当事業所は手話通訳派遣を主目的とする事業所であるため、聴覚障害に対するノウハウはあるがそれ以外の障害者に対応する専門性を有していない為 トウ ジギョウショ シュワ ツウヤク ハケン シュモクテキ ジギョウショ チョウカク ショウガイ タイ イガイ ショウガイシャ タイオウ センモンセイ ユウ タメ

		否 イナ		相談支援事業所すまいる		0285-45-7199		0285-45-8437		329-0205		小山市間々田750-1		小山市 オヤマシ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		1		0				0		1		0		3		現在担当させていただいているケースの他に受け入れる時間的余裕がないため。また専門的な知識や経験がなく自信がないため。 ゲンザイ タントウ ホカ ウ イ ジカンテキ ヨユウ センモンテキ チシキ ケイケン ジシン

		否 イナ		やまゆりの里		0284-90-2030		0284-90-2031		326-0011		足利市大沼田町525-1		足利市 アシカガシ		0		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		ショートステイの利用が可能かどうか リヨウ カノウ		2		1		ショートの利用を希望していたが、幼児で夜間に吸引が必要とのことだったので職員配置上困難と判断 リヨウ キボウ ヨウジ ヤカン キュウイン ヒツヨウ ショクイン ハイチ ジョウ コンナン ハンダン		0		0		0		0				0		1		0		2		あしかがの森さんが近くにあり専門性もあるため モリ チカ センモンセイ

		否 イナ		相談支援センターひかり		028-612-7717		028-612-7718		320-0072		宇都宮市若草4-20-7		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		0		1		0		1		0		0		1		0		1		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		居宅介護事業所とニーズのマッチング キョタク カイゴ ジギョウショ		0				短期入所事業所（医療的ケア対応型）の整備 タンキ ニュウショ ジギョウショ イリョウテキ タイオウガタ セイビ

		否 イナ		相談支援センター歩み		028-667-5151		028-667-5150		321-3233		宇都宮市上籠谷町3792		真岡市、芳賀町、宇都宮市 モオカシ ハガマチ ウツノミヤシ		0		1		1		0		0		1		0		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		毎日お会いしている方ではないしお話ができる方ではないので、計画書を作ることは少々戸惑いはありましたが、すべて療育指導室の先生にご指導いただき作成することができました。お幸せな時を過ごしてほしいという思いはいっぱいありますが、なにも出来ていない自分が申し訳ないような気持ちです。 マイニチ ア カタ ハナシ カタ ケイカクショ ツク ショウショウ トマド リョウイク シドウシツ センセイ シドウ サクセイ シアワ トキ ス オモ デキ ジブン モウ ワケ キモ		0				すみません。経験不足で在宅の方はよくわかりませんが、独立行政法人国立病院機構宇都宮病院にお伺いし行き届いた介護、職員の先生方の情熱にこういうところで重症心身障害者の方が過ごせることは幸せなのでは…としみじみ思いました。 ケイケン ブソク ザイタク カタ ドクリツ ギョウセイ ホウジン コクリツ ビョウイン キコウ ウツノミヤ ビョウイン ウカガ イ トド カイゴ ショクイン センセイガタ ジョウネツ ジュウショウ シンシン ショウガイシャ カタ ス シアワ オモ

		否 イナ		ワークス共育		0287-39-5593		0287-39-5630		329-2213		那須塩原市上大貫2028-2				1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		0		1		状況に応じて対応する ジョウキョウ オウ タイオウ		0		1				1				相談支援専門員のレベルアップが必要ではないかと思います ソウダン シエン センモンイン ヒツヨウ オモ

		否 イナ		指定特定相談支援センタードリーム		0288-32-2280		0288-32-2281		321-2341		日光市大沢町274		日光市、塩谷町、鹿沼市、宇都宮市 ニッコウシ シオヤ チョウ カヌマシ ウツノミヤ シ		0		1		1		0		1		0		0		1		1		1		0		0		0				1		0				0		0		0		0				1		0		計画を作成するにあたり医療機関との連携方法を具体化していくことに連絡調整に時間を要しました。また医師同士でのやりとりの方が早いように感じました。※解決できたと言っても施設の空き待ちで関係する病院で入院しております。 ケイカク サクセイ イリョウ キカン レンケイ ホウホウ グタイカ レンラク チョウセイ ジカン ヨウ イシ ドウシ ホウ ハヤ カン カイケツ イ シセツ ア マ カンケイ ビョウイン ニュウイン		0				入所ではなく、医療ケアのできる短期入所やグループホーム、日中一時、生活介護の拡充が必要であること。また重症心身障害児（者）への理解を広めていき、理解者を増やすこと、訪問看護、訪問医療、居宅介護も活用しやすい環境づくりを相談支援専門員はネットワークづくりに努めなければんらないと思います。 ニュウショ イリョウ タンキ ニュウショ ニッチュウ イチジ セイカツ カイゴ カクジュウ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ リカイ ヒロ リカイシャ フ ホウモン カンゴ ホウモン イリョウ キョタク カイゴ カツヨウ カンキョウ ソウダン シエン センモンイン ツト オモ

		否 イナ		ユーファーム支援センター		028-689-0070		028-680-0750		321-0972		宇都宮市下川俣町206-127		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2		これまでの実績として主に就労系の利用計画の作成を行っており重症心身障害児の方への支援については経験や人員の不足から対応が困難であると思われるため ジッセキ オモ シュウロウ ケイ リヨウ ケイカク サクセイ オコナ ジュウショウ シンシン ショウガイジ カタ シエン ケイケン ジンイン フソク タイオウ コンナン オモ

		否 イナ		障害者相談支援センターひびき		028-666-7601		028-666-7602		321-0403		宇都宮市下小倉町1536		宇都宮市、さくら市 ウツノミヤシ シ		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2		かつて受け入れたことがなく、またスタッフにも医療的ケアの知識や経験が乏しく、自信をもって迎え入れることができない ウ イ イリョウテキ チシキ ケイケン トボ ジシン ムカ イ		受け入れる施設が近辺にあること ウ イ シセツ キンペン

		否 イナ		相談支援事業ぴゅあ		028-611-1771		028-611-1772		321-0911		宇都宮市問屋町3426-46		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2

		否 イナ		指定特定相談支援事業所すえひろ		0287-23-3962		0287-24-1670		324-0042		大田原市末広1-2-5		大田原市、大田原市以外は交通費を受領 オオタワラシ オオタワラシ イガイ コウツウヒ ジュリョウ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2		事業所の対象を精神障害に限定し、市に申請しているため ジギョウショ タイショウ セイシン ショウガイ ゲンテイ シ シンセイ

		否 イナ		相談支援センターふじみだい		0285-44-0200		0285-44-4255		329-0412		下野市芝1123		下野市 シモノ シ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		0		1		ケースによって検討 ケントウ		0		1				2

		否 イナ		相談支援センターひゅーまにあ宇都宮		028-678-5385		028-678-5395		320-0802		宇都宮市江野町6-15大立ビル4階		宇都宮市（鹿沼市等近隣市町村） ウツノミヤシ カヌマシ ナド キンリン シチョウソン		0		1		1		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		あるではありますが、初めての作成でまた完成はしていない段階です。病院で実施されている活動医療等で自分自身が未熟で理解が足りていない為に苦労しています。 ハジ サクセイ カンセイ ダンカイ ビョウイン ジッシ カツドウ イリョウ ナド ジブン ジシン ミジュク リカイ タ タメ クロウ		0				①医療面での安心②外部と交流する機会③家族の方への支援 イリョウ メン アンシン ガイブ コウリュウ キカイ カゾク カタ シエン

		否 イナ		地域活動支援センターあしかが		0284-41-2643		0284-43-0463		326-0808		足利市本城1-1547		足利市 アシカガシ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0						0		1		0		0				0		1				2		専門外で知識等はなく、計画書の作成は難しいため センモンガイ チシキ トウ ケイカクショ サクセイ ムズカ

		否 イナ		南那須地区障害者相談支援センター		0287-80-1020		0287-80-1027		321-0624		那須烏山市旭1-18-8		那須烏山市、那珂川町 ナスカラスヤマシ ナカガワマチ		1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		アセスメント、院内での面会予定の調整、家族への説明など インナイ メンカイ ヨテイ チョウセイ カゾク セツメイ		0				在宅医療、訪問リハビリなど24時間対応出来る専門家チーム ザイタク イリョウ ホウモン ジカン タイオウ デキ センモンカ

		否 イナ		ワン・ハーモニー		0287-22-8255		0287-48-7225		324-0042		大田原市末広1-3618-13				0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				0

		否 イナ		ひまわり相談支援事業所		0282-20-5006		0282-23-4878		328-0052		栃木市祝町12－9				0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		1		0				0		1				3		意思伝達が自分にとって受け止められるかに不安があるため イシ デンタツ ジブン ウ ト フアン

		否 イナ		サンフラワーライフ		0285-22-1109		0285-22-1345		323-0808		小山市出井1936		小山市内 オヤマシナイ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				3		近隣に受け入れ施設が少なく在宅福祉サービスに向けるのが難しい キンリン ウ イ シセツ スク ザイタク フクシ ム ムズカ

		否 イナ		natu- la(ナチュラ)		0287-67-3115		0287-67-3115		329-3153		那須塩原市大原間239-1		那須塩原市、大田原市、那須町 ナスシオバラ シ オオタワラシ ナスマチ		0		1		1		0		1		0		0		1		1		1		0		0		0				1		0				0		0		0		0				1		0		サービス自体の幅がせまいため、本人が安全に安心した生活をうけられるためにどう組み合わせたら良いか。又、家族によっては苦手な事業所もあり限られた事業所を探すのが難しかった。 ジタイ ハバ ホンニン アンゼン アンシン セイカツ ク ア ヨ マタ カゾク ニガテ ジギョウショ カギ ジギョウショ サガ ムズカ		0				訪問系のサービスがもっと充実して欲しい ホウモン ケイ ジュウジツ ホ

		否 イナ		相談支援事業所ふるさとホーム那須		0287-98-3001		0287-98-8080		324-0414		大田原市片府田1301-59		大田原市、那須町、那須塩原市、周辺 オオタワラシ ナスマチ ナスシオバラ シ シュウヘン		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2		主な精神知的関係なので、今後はできるよう専門的な部分の勉強が必要です。 オモ セイシン チテキ カンケイ コンゴ センモンテキ ブブン ベンキョウ ヒツヨウ		①専門相談②居場所③地域の理解 センモン ソウダン イバショ チイキ リカイ

		否 イナ		特定相談支援事業所きのこ		028-635-8746		028-635-8778		320-0846		栃木県宇都宮市滝の原2-4-42 ３２０－０８４６		宇都宮市 ウツノミヤシ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		1		0				0		1				3		どのように作成したらいいか不安のため サクセイ フアン

		否 イナ		こども発達支援センター鹿沼市あおば園		0289-63-1745		0289-63-1745		322-0074		鹿沼市日吉町320－1				1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		1		0				0		1				2		相談支援専門員の不足、児童発達支援事業所利用のための計画書作成が主な業務になっている ソウダン シエン センモンイン フソク ジドウ ハッタツ シエン ジギョウショ リヨウ ケイカクショ サクセイ オモ ギョウム

		否 イナ		障害者相談支援センターみつか・Ｒｕ		028-648-3971		028-648-3936		321-0347		宇都宮市飯田町261		宇都宮市、鹿沼市 ウツノミヤシ カヌマシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		1		状況に応じして他機関と連携し判断する場合もある ジョウキョウ オウ ホカ キカン レンケイ ハンダン バアイ		0		1				1		計画依頼の状況に応じて対応できない月もある（モニタリング件数） ケイカク イライ ジョウキョウ オウ タイオウ ツキ ケンスウ

		否 イナ		工房つばさ		0285-40-0388		0285-40-6700		329-0401		下野市箕輪425-1		下野市、上三川町、壬生町、ただし状況に応じて対応することが難しい場合もある シモノ シ カミノカワマチ ミブマチ ジョウキョウ オウ タイオウ ムズカ バアイ		1		0		1		0		1		0		0		1		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		短期入所、ヘルパーなどの利用希望があっても受け入れてくれる事業所が見つからない タンキ ニュウショ リヨウ キボウ ウ イ ジギョウショ ミ		3		状況により作成することができない場合がある ジョウキョウ サクセイ バアイ		重心の方の短期入所等の利用ができるところが必要。在宅でのサービスの受入必要だと思われる。 ジュウシン カタ タンキ ニュウショ ナド リヨウ ヒツヨウ ザイタク ウケイレ ヒツヨウ オモ

		否 イナ		相談支援事業所グーフォ		028-673-0002		028-671-0785		329-1105		宇都宮市中岡本町3178-3				1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1				在宅生活を支える家族に負担が重くならないようにする。緊急時に対応してくれる医療ケア付きの宿泊施設を増やしてほしい ザイタク セイカツ ササ カゾク フタン オモ キンキュウジ タイオウ イリョウ ツ シュクハク シセツ フ

		否 イナ		那珂川町社協相談支援事業所		0287-92-1273		0287-92-1295		324-0613		那珂川町馬頭560-1		那珂川町 ナカガワマチ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				0				移動支援サービス イドウ シエン

		否 イナ		相談支援事業所大山田ノンフェール		0287-93-0660		0287-83-8182		324-0602		那珂川町大山田下郷955		那珂川町 ナカガワマチ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		1		0				0		1				2		平成27年度で相談支援事業を終了するため ヘイセイ ネンド ソウダン シエン ジギョウ シュウリョウ

		否 イナ		在宅サポートこころ		028-651-0780		028-651-0781		320-0042		宇都宮市材木町4-24				0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2

		否 イナ		相談支援事業所みらい ソウダン シエン ジギョウショ		0280-57-2673		0280-57-2673		329-0111		野木町丸林371-12		野木町、小山市 ノギマチ オヤマシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		0		1		しかるべき関係機関と連携して対応する カンケイ キカン レンケイ タイオウ		0		1				3		重症心身のノウハウがない ジュウショウ シンシン

		否 イナ		大田原市社会福祉協議会		0287-54-1849		0287-54-2745		324-0233		栃木県大田原市黒羽田町848 ３２４－０２３３		大田原市内 オオタワラシナイ		0		1		1		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0				2		1				0		1		0		0				0		1				2		職員が未熟なため ショクイン ミジュク		在宅医療の充実、居宅介護の２４時間対応（サービス事業所）の充実 ザイタク イリョウ ジュウジツ キョタク カイゴ ジカン タイオウ ジギョウショ ジュウジツ

		否 イナ		障がい者相談支援センターとまつり		028-680-5570		028-680-5271		320-0052		宇都宮市中戸祭町813		宇都宮市、近隣市町村 ウツノミヤシ キンリン シチョウソン		0		1		1		0		1		0		0		1		0		0		0		0		1		親子間の関わり オヤコ カン カカ		0		0		現在対応中 ゲンザイ タイオウチュウ		0		0		0		0				1		0		保護者との連携がとれない ホゴシャ レンケイ		0

		否 イナ		宇都宮市社会福祉協議会		028-636-1536		028-636-1537		320-0806		宇都宮市中央1-1-15		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		0				2		1		医療的ケアが必要な方が長時間外出したい。長時間支援者の拘束、移動手段（車の中での対応）、医療的ケアが必要な方が外出したいときに外出できる環境がすぐに整えられない、医療的けが必要な方で要介助であるが、歩行できる方が利用できる短期入所先はないか（アクセス時間も含む） イリョウテキ ヒツヨウ カタ チョウジカン ガイシュツ チョウジカン シエン シャ コウソク イドウ シュダン クルマ ナカ タイオウ イリョウテキ ヒツヨウ カタ ガイシュツ ガイシュツ カンキョウ トトノ イリョウテキ ヒツヨウ カタ ヨウ カイジョ ホコウ カタ リヨウ タンキ ニュウショ サキ ジカン フク		0		0		0		0				1		0		専門的（医療面）な知識がなく、専門用語が多く調べたり聞いたりしながら支援していくこと。長く関わらないと親の思いまで聞き出せないこと。 センモンテキ イリョウ メン チシキ センモン ヨウゴ オオ シラ キ シエン ナガ カカ オヤ オモ キ ダ		0				当事者が何歳になっても利用できるサービス環境（短期入所、訪問入浴など）。教育もほかのお子さん同様平等に受けられる機会（学校行事も含む）。相談対応できる人材の確保。緊急時でも利用できるサービスの調整・確保。直接支援できるサービス・人材を増やすこと。 トウジシャ ナンサイ リヨウ カンキョウ タンキ ニュウショ ホウモン ニュウヨク キョウイク コ ドウヨウ ビョウドウ ウ キカイ ガッコウ ギョウジ フク ソウダン タイオウ ジンザイ カクホ キンキュウジ リヨウ チョウセイ カクホ チョクセツ シエン ジンザイ フ

		承諾 ショウダク		ライフサポートセンターゆめ		0280-33-3624		0280-57-4624		329-0111		野木町丸林630-4		野木町、その周辺地域 ノギマチ シュウヘン チイキ		1		0		1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		1		福祉サービス利用に関する相談 フクシ リヨウ カン ソウダン		1		0				0		0		0		0				1		0		医療的な情報、知識に乏しくわからない用語などが数多く出てきた。医療的ケアの内容の聞き取り（どの部分を聞いていけばよいのか） イリョウテキ ジョウホウ チシキ トボ ヨウゴ カズオオ デ イリョウテキ ナイヨウ キ ト ブブン キ		0				Ｆａの負担軽減のためのレスパイト先（ＨＰ、ＳＳ機関等）。家族それぞれの訴え、希望を明確にしていく。関係機関がチームになりＦａの支え応援をしていく。 フタン ケイゲン サキ キカンナド カゾク ウッタ キボウ メイカク カンケイ キカン ササ オウエン

		承諾 ショウダク		足利ケアサービス		0284-21-7630		0284-21-3109		326-0843		足利市五十部町809-3		足利市、佐野市、太田市 アシカガシ サノシ オオタシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		0		1		ケースによって対応する タイオウ		0		1				3

		承諾 ショウダク		相談支援センターみさと		0285-72-9767				321-4104		芳賀郡益子町大沢2800-5		芳賀郡内（真岡市、益子町、市貝町、芳賀町、茂木町） ハガ グンナイ モオカシ マシコ チョウ イチ ガイ マチ ハガマチ モギマチ		1		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		資源が少ない、短期入所先の確保が難しかった。計画を作るのには、医療情報が難しく感じられた。 シゲン スク タンキ ニュウショ サキ カクホ ムズカ ケイカク ツク イリョウ ジョウホウ ムズカ カン		0				連携の取れる医療関係者がたくさん地域の中にいてくれると安心して生活できるかな。外出や余暇の充実を図るために医療の必要な人の生活が限られてしまっている（あきらめてしまっている） レンケイ ト イリョウ カンケイシャ チイキ ナカ アンシン セイカツ ガイシュツ ヨカ ジュウジツ ハカ イリョウ ヒツヨウ ヒト セイカツ カギ

		承諾 ショウダク		サポートセンターとみや生活支援センター		028-665-8230		028-665-8230		321-2116		宇都宮市徳次郎町540		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		0		1		0		0		0		0		1		1		1		1		1		0				0		1		医療的なケアが必要な利用者様の日中活動先が限られて利用できない人がいる。学校との連携が取りにくい。通勤手段・行事参加制限があり平等性が保たれない。学校はサービスで対応を望み、福祉行政は教育で何とかするべきとつねに折り合わない。 イリョウテキ ヒツヨウ リヨウシャサマ ニッチュウ カツドウ サキ カギ リヨウ ヒト ガッコウ レンケイ ト ツウキン シュダン ギョウジ サンカ セイゲン ビョウドウセイ タモ ガッコウ タイオウ ノゾ フクシ ギョウセイ キョウイク ナン オ ア		0		0		1		0		協力してほしい キョウリョク		1		0		利用できるサービスが限られている。社会参加できる機会が少なく、場が限られている。介護者の負担軽減が取りにくい。夢や希望を叶えるための資源が少ない。 リヨウ カギ シャカイ サンカ キカイ スク バ カギ カイゴシャ フタン ケイゲン ト ユメ キボウ カナ シゲン スク		0				通勤手段、保護者なくても教育が受けられる環境。常に親同行を求めるのでは、自立につながらず、いつになっても親の負担は軽減されない。親が安心して託せる日中活動の場。社会参加、役割を担える環境作り、職場。地域で生活していくための交流の機会や場があるといい。緊急的にレスパイトを受け入れてくれる場。 ツウキン シュダン ホゴシャ キョウイク ウ カンキョウ ツネ オヤ ドウコウ モト ジリツ オヤ フタン ケイゲン オヤ アンシン タク ニッチュウ カツドウ バ シャカイ サンカ ヤクワリ ニナ カンキョウ ヅク ショクバ チイキ セイカツ コウリュウ キカイ バ キンキュウテキ ウ イ バ

		承諾 ショウダク		社会就労センターえいぶるの里 シャカイ シュウロウ サト		0285-22-4561		0285-224581		323-0003		小山市東島田2403-2		小山市、下野市、上三川町、野木町、結城市、古河市、筑西市 オヤマシ シモノ シ カミノカワマチ ノギマチ ユウキシ コガシ ツク ニシ シ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				1		0		自己決定が難しいため、家族中心の考えになってしまうこと。また、利用できる社会資源が少ない。 ジコ ケッテイ ムズカ カゾク チュウシン カンガ リヨウ シャカイ シゲン スク		1				関係機関との連携、特に在宅が長い方は医療機関とのかかわりが家族も含め、希薄になってしまい、二次障害に対応できない。地域に総合的に支援でき、医療的ケアが受けられる場所、または訪問医療の充実が必要と思います。 カンケイ キカン レンケイ トク ザイタク ナガ カタ イリョウ キカン カゾク フク キハク ニジ ショウガイ タイオウ チイキ ソウゴウテキ シエン イリョウテキ ウ バショ ホウモン イリョウ ジュウジツ ヒツヨウ オモ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所「ピュア」		0282-31-3911		0282-31-3912		328-0133		栃木市大森町465		栃木市、鹿沼市、佐野市、小山市、壬生町 トチギシ カヌマシ サノシ オヤマシ ミブマチ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1

		承諾 ショウダク		社会福祉法人とちのみ会　こなかの森 シャカイ フクシ ホウジン カイ モリ		0283-24-5757		0283-24-6294		327-0001		佐野市小中町1280		佐野市、足利市 サノシ アシカガシ		1		0		1		0		1		0		0		1		0		1		0		0		0				1		2		通所型のため、短期入所の受け入れはサービスとして提供できず、他施設の紹介、相談支援事業につなげている。 ツウショ ガタ タンキ ニュウショ ウ イ テイキョウ タ シセツ ショウカイ ソウダン シエン ジギョウ		0		0		0		0				1		0		療養型短期入所ほかの施設への短期入所の受け入れ状況など、受け入れ場所を見つけるなど。短期入所時の発作発症時医療への繋ぎが困難。問題多（かかりつけ医への搬送） リョウヨウガタ タンキ ニュウショ シセツ タンキ ニュウショ ウ イ ジョウキョウ ウ イ バショ ミ タンキ ニュウショ ジ ホッサ ハッショウ ジ イリョウ ツナ コンナン モンダイ タ イ ハンソウ		0				佐野市には、身障（重心）短期入所施設がなく老人施設に佐野市が委託しているが、利用する人もいなく、サービスが使いづらい状態にある。短期入所受け入れ可能施設が増えることで、家族のほうも使いやすく利便性があがると考えます。 サノシ シンショウ ジュウシン タンキ ニュウショ シセツ ロウジン シセツ サノシ イタク リヨウ ヒト ツカ ジョウタイ タンキ ニュウショ ウ イ カノウ シセツ フ カゾク ツカ リベンセイ カンガ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所テトテ		0287-36-7171		0287-36-7181		329-2732		那須塩原市一区町251-1		那須塩原市（大田原、矢板、那須町、那珂川町、烏山） ナスシオバラ シ オオタワラ ヤイタ ナスマチ ナカガワマチ カラスヤマ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		0		1		委託の相談支援事業所や重心専門の事業所に相談する イタク ソウダン シエン ジギョウショ ジュウシン センモン ジギョウショ ソウダン		0		1				3		その方にとって、より専門性の高い方が対応することが望ましいと思いますので、作成が適するか否か周囲のサービス状況なども考慮して決めたいと思います。適切にアドバイスをいただける地域の環境が整っていれば、スキルアップ、経験の積み重ねのためにも作成したいです。 カタ センモンセイ タカ ホウ タイオウ ノゾ オモ サクセイ テキ イナ シュウイ ジョウキョウ コウリョ キ オモ テキセツ チイキ カンキョウ トトノ ケイケン ツ カサ サクセイ		相談支援専門員のスキルアップ。きめ細かい支援（サービスの充実）本人のニーズを正しく理解できる人材の育成と地域の理解。 ソウダン シエン センモンイン コマ シエン ジュウジツ ホンニン タダ リカイ ジンザイ イクセイ チイキ リカイ

		承諾 ショウダク		指定特定相談支援事業所あじさい		0287-60-3361		0287-60-3362		325-0034		那須塩原市東原166		那須塩原市、那須町 ナスシオバラ シ ナスマチ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2				訪問看護、訪問診療を行う医師が必要だと思います。 ホウモン カンゴ ホウモン シンリョウ オコナ イシ ヒツヨウ オモ

		承諾 ショウダク		障害者相談支援センターいぶき		028-678-3502		028-676-3501		329-1216		高根沢町桑窪2266-2		高根沢町 タカネザワマチ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1				短期入所など受け入れてくれる施設を増やしてほしい。県内で受け入れていただけない為、県外の施設を考えなくてはいけない方がいます。 タンキ ニュウショ ウ イ シセツ フ ケンナイ ウ イ タメ ケンガイ シセツ カンガ カタ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所わくわくおやま		0285-24-6575		0285-20-0255		323-0022		小山市駅東通り3-9-6		小山市 オヤマシ		1		0		1		0		1		1		1		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		関係事業所が多いことで情報収集連携等大変。医療機関とも連携を図る必要あり。レスパイト、ショートステイの受入困難。利用できる事業所が少ない。 カンケイ ジギョウショ オオ ジョウホウ シュウシュウ レンケイ ナド タイヘン イリョウ キカン レンケイ ハカ ヒツヨウ ウケイレ コンナン リヨウ ジギョウショ スク		0				重症心身障害児（者）を受け入れしてくれる事業所、施設がもっと多くあればよいと思われる。通所日中一時短期入所など。相談支援、計画作成についてもほかの事業所が受け入れてくれないとの理由で受け入れ可能事業所へ集中してしまう為、相談員への研修等を増やせばよいが。しかし日々の業務が多忙であるため、難しいのかな？ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ ウ イ ジギョウショ シセツ オオ オモ ツウショ ニッチュウ イチジ タンキ ニュウショ ソウダン シエン ケイカク サクセイ ジギョウショ ウ イ リユウ ウ イ カノウ ジギョウショ シュウチュウ タメ ソウダン イン ケンシュウ ナド フ ヒビ ギョウム タボウ ムズカ

		承諾 ショウダク		相談支援センターネクスト		080-8854-9551		0280-612-1558		320-0034		宇都宮市泉町6-25		宇都宮市 ウツノミヤシ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2

		承諾 ショウダク		相談支援事業のぞみ		0287-65-2288		0287-65-2282		329-3152		那須塩原市上中野53		那須塩原市、大田原市、那須町 ナスシオバラ シ オオタワラシ ナスマチ		1		0		1		0		0		0		1		1		1		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		現サービスでの医療ケアをふまえ、将来にむけて他事業との連携につなげるよう計画作成、調整に苦労した。 ゲン イリョウ ショウライ タ ジギョウ レンケイ ケイカク サクセイ チョウセイ クロウ		0				選択肢が増えるよう受け入れ可能な福祉サービス事業所の増加が必要だと思われます。 センタクシ フ ウ イ カノウ フクシ ジギョウショ ゾウカ ヒツヨウ オモ

		承諾 ショウダク		サポートセンターひばり		028-670-0330		028-667-7315		321-3236		宇都宮市竹下町435-159		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		苦労ではないが、お母様がとても一生懸命ですでにサービスも繋がっていたため、現状を計画にする形となったが、計画作成後のかかわりについて相談員としてどのようにすべきことが望ましいかと考える。 クロウ カアサマ イッショウケンメイ ツナ ゲンジョウ ケイカク カタチ ケイカク サクセイ ゴ ソウダン イン ノゾ カンガ		0				福祉サービスや医療、またボランティアが入室されるととてもよいと思います。また、介助者（家族）のケアも考えると気軽に参加できるようなイベント（医療が整っていたり、介助するボランティアさんがいたり）や、同じ重症心身障害児（者）をもつかたとのネットワークがあるといいのかなと思います。 フクシ イリョウ ニュウシツ オモ カイジョシャ カゾク カンガ キガル サンカ イリョウ トトノ カイジョ オナ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ オモ

		承諾 ショウダク		高根沢町障害児者生活支援センターすまいる タカネザワマチ		028-612-2751		028-612-2752		329-1225		栃木県塩谷郡高根沢町石末1825　福祉センター内 ３２９－１２２５ フクシ ナイ		高根沢町 タカネザワマチ		1		0		1		0		0		0		1		0		0		1		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		地元に使える資源がなく苦労した ジモト ツカ シゲン クロウ		0				①医療と福祉の連携ネットワーク②重心の方でも利用できるサービスが増えること③訪問診療医 イリョウ フクシ レンケイ ジュウシン カタ リヨウ フ ホウモン シンリョウ イ

		承諾 ショウダク		障害者相談支援センターフォレスト		0284-91-1816		0284-91-2867		326-0011		足利市大沼田町615		足利市及び近隣市町村 アシカガシ オヨ キンリン シチョウソン		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0				0

		承諾 ショウダク		障がい者相談支援事業所ケアサプライ		0287-73-5312		0287-73-5311		329-3221		栃木県那須郡那須町漆塚762-102 ３２９－３２２１		白河市、那須町、那須塩原市、大田原市 シラカワシ ナスマチ ナスシオバラシ オオタワラシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1				サービスを提供できる事業所の充実を図る テイキョウ ジギョウショ ジュウジツ ハカ

		承諾 ショウダク		南栃木支援センター相談支援		0285-44-6118		0285-44-7215		329-0412		下野市柴1432-105		下野市、小山市、壬生町 シモノ シ オヤマシ ミブマチ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		0		1		介護保険と併用する場合のみ対応する カイゴ ホケン ヘイヨウ バアイ タイオウ		0		1				3		介護保険と併用する場合のみ作成する カイゴ ホケン ヘイヨウ バアイ サクセイ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所とまり木		0287-54-2854		0287-54-2230		324-0231		大田原市北野上3952		大田原市、那須塩原市、那須町 オオタワラシ ナスシオバラシ ナスマチ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1				当事業所の対応範囲は現在、知的障害者特に中・軽度が主だが、精神（高次脳機能障害も含む）分野もやり始めている。今後重症心身障害者もほかの相談支援事業所の助けを得ながら、勉強しながら対応したいと考えている。そのために研修や見学の機会を多く作っていただきたい。今は、当事業所はその程度しか考えられない。 トウ ジギョウショ タイオウ ハンイ ゲンザイ チテキ ショウガイシャ トク チュウ ケイド オモ セイシン コウジ ノウ キノウ ショウガイ フク ブンヤ ハジ コンゴ ジュウショウ シンシン ショウガイシャ ソウダン シエン ジギョウショ タス エ ベンキョウ タイオウ カンガ ケンシュウ ケンガク キカイ オオ ツク イマ トウ ジギョウショ テイド カンガ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所ポンテ		028-652-7288		028-652-6355		321-0341		宇都宮市古賀志町1964-12		宇都宮、鹿沼、日光、壬生 ウツノミヤ カヌマ ニッコウ ミブ		0		1		1		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0				0				未就学児（3～5才）の方の医療型児童発達支援を分離で行う施設が数か所あると良いと思います。 ミシュウガクジ サイ カタ イリョウ ガタ ジドウ ハッタツ シエン ブンリ オコナ シセツ スウ ショ ヨ オモ

		承諾 ショウダク		相談支援センター光輝舎		0285-70-2020		0285-72-8222		321-4105		芳賀郡益子町北中1113-1		芳賀郡、真岡市等 ハガ グン モオカシ ナド		1		0		1		0		1		1		1		1		0		1		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		利用できるサービス事業所が少ない。重心児者に合わせたプログラムが見つからない（近隣で） リヨウ ジギョウショ スク ジュウシン ジ シャ ア ミ キンリン		0				本人の状態にもよるが、重度化する状況に対応できる事業所の確保。家族の負担が大きくなり在宅生活の継続が困難になることが予測されるので、在宅で支援が受けられるような体制の充実と、レスパイトサービスの拡大。 ホンニン ジョウタイ ジュウドカ ジョウキョウ タイオウ ジギョウショ カクホ カゾク フタン オオ ザイタク セイカツ ケイゾク コンナン ヨソク ザイタク シエン ウ タイセイ ジュウジツ カクダイ

		承諾 ショウダク		特定相談支援事業所やすらぎ		028-650-7727		028-650-7728		320-0011		宇都宮市富士見が丘3－19－20		宇都宮市 ウツノミヤシ		0		0		1		0		1		0		0		0		0		1		1		0		0				0		3		対応できるヘルパーがいれば支援する タイオウ シエン		0		0		0		0				0		1				3

		承諾 ショウダク		障がい者支援センターにんべん		028-686-2539		028-686-2584		329-1417		さくら市フィオーレ喜連川5-2-1　フィオーレガーデン1-102		さくら市 シ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1				地域資源アンケートをいただきありがとうございました。設問に対しまして知識不足にこれでいいのかという思いです。相談支援専門員として設問にありました「3」要望がでますれば、先輩相談員・各職種の方々に相談・指導をいただき、相談支援事業を行ってみたいと考えます。大島先生について学ばせて頂きました。 チイキ シゲン セツモン タイ チシキ ブソク オモ ソウダン シエン センモンイン セツモン ヨウボウ センパイ ソウダン イン カクショクシュ カタガタ ソウダン シドウ ソウダン シエン ジギョウ オコナ カンガ オオシマ センセイ マナ イタダ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所おやま		0285-22-1833		0285-228946		323-0014		小山市喜沢660		小山市、下野市 オヤマシ シモノ シ		1		0		1		0		1		1		0		0		0		0		0		1		0				2		3				0		0		0		0				1		0		本人の意思が明確でないので親の意向中心のものになってしまった。 ホンニン イシ メイカク オヤ イコウ チュウシン		0

		承諾 ショウダク		真岡介護センター		0285-80-5200		0285-80-5211		321-4361		真岡市並木町1-8-1　シティ並木102 ナミキ		真岡市、芳賀町南部、市貝町南部、益子町西部、上三川東部 モオカシ ハガマチ ナンブ イチ ガイ チョウ ナンブ マシコ チョウ セイブ カミノカワ トウブ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		0		1				0		1				3		担当者の受け持ちケースの状況など考慮し対応できるか検討したい タントウシャ ウ モ ジョウキョウ コウリョ タイオウ ケントウ

		承諾 ショウダク		さの社協相談支援センターほっぷ		0283-22-8152		0283-22-8199		327-0003		佐野市大橋町3212-27		佐野市全域 サノシ ゼンイキ		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2		現在相談支援専門員1名で行っているため ゲンザイ ソウダン シエン センモンイン メイ オコナ

		承諾 ショウダク		相談支援ウエイブ		0282-23-4465		0282-23-4465		328-0012		栃木市平柳町1-2-7		栃木市、壬生町 トチギシ ミブマチ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		1		0				0		1				2		指定特定相談支援事業で精神に対応しているため シテイ トクテイ ソウダン シエン ジギョウ セイシン タイオウ		ご家族の中だけでは生活がマンネリ化して単調になりかねないので、音楽、体を動かす、読み聞かせ麻痺・拘縮のマッサージなどのリハビリの頻度を高める。ご本人が楽しいと感じることを提供できる。ご家族が疲弊しないよう旅行や趣味などの充実した時間がもてるようサービスを利用していくこと。 カゾク ナカ セイカツ カ タンチョウ オンガク カラダ ウゴ ヨ キ マヒ コウシュク ヒンド タカ ホンニン タノ カン テイキョウ カゾク ヒヘイ リョコウ シュミ ジュウジツ ジカン リヨウ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所わらしべの家		0282-27-1627		0282-27-1675		328-0011		栃木市大宮町2708-3		栃木市 トチギシ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1		専門的な知識が不十分なため行政などの機関と相談しながらの対応となります センモンテキ チシキ フジュウブン ギョウセイ キカン ソウダン タイオウ		短期入所や移動支援などの福祉サービス利用時にお付き合いのある医療機関や訪問看護の看護師が同行でき緊急時の対応が迅速にとれる体制（すでにできていたらすみません） タンキ ニュウショ イドウ シエン フクシ リヨウ ジ ツ ア イリョウ キカン ホウモン カンゴ カンゴシ ドウコウ キンキュウジ タイオウ ジンソク タイセイ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所　空		0287-73-8165		0287-73-8165		329-3157		那須塩原市大原間西1-19-9		那須塩原市、大田原市、那須町 ナスシオバラ シ オオタワラシ ナスマチ		1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		重心のお子様の療育支援をやっていたので、苦労はありませんでしたが、医療（訪問看護）訪問リハ訪問入浴の制度を知らなかったので、その方々との連携が取れて大変勉強になりました。 ジュウシン コサマ リョウイク シエン クロウ イリョウ ホウモン カンゴ ホウモン ホウモン ニュウヨク セイド シ カタガタ レンケイ ト タイヘン ベンキョウ		0				医療的ケアの必要な方には支援スタッフ・必ず看護師の方が不在では双方安心したケアはできません。例）乳幼児の通所事業は保母と看護師さん。小学→高校までは義務教育がありますが事後に生活介護はもちろんですが、本当に重心の方の為の日中活動の場が不足しているとおもいますので重心の方の通所事業は必要と思います。家庭以外で通える場所→一時預かりや療育支援事業→高校卒業後は通所施設（一時預かりも含めて） イリョウテキ ヒツヨウ カタ シエン カナラ カンゴシ カタ フザイ ソウホウ アンシン レイ ニュウヨウジ ツウショ ジギョウ ホボ カンゴシ ショウガク コウコウ ギム キョウイク ジゴ セイカツ カイゴ ホントウ ジュウシン カタ タメ ニッチュウ カツドウ バ フソク ジュウシン カタ ツウショ ジギョウ ヒツヨウ オモ カテイ イガイ カヨ バショ イチジ アズ リョウイク シエン ジギョウ コウコウ ソツギョウゴ ツウショ シセツ イチジ アズ フク

		承諾 ショウダク		相談支援事業所みどり		0285-45-8362		0285-45-8397		329-0214		小山市乙女786-1		小山市、栃木市、古河市、結城市 オヤマシ トチギシ コガシ ユウキシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0		大人は対応可能 オトナ タイオウ カノウ		1		1		大人はあるが、こどもはない。先日訪問介護を事業所にお願いしたところどこの事業所も受けていただけなかった。 オトナ センジツ ホウモン カイゴ ジギョウショ ネガ ジギョウショ ウ		3		成人しか計画相談をしたことがないので不安である。当事業所は相談員が一名なので相談する相手がいない セイジン ケイカク ソウダン フアン トウ ジギョウショ ソウダン イン イチメイ ソウダン アイテ		サービス事業所で受けてもらえないケースがある。特に重心や精神知的等重複して疾患を持っていると問い合わせた時点でお断りされてします。 ジギョウショ ウ トク ジュウシン セイシン チテキ ナド チョウフク シッカン モ ト ア ジテン コトワ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所こころみ		0284-41-5039		0284-43-2665		326-0061		足利市田島町611-2				0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		1		0				0		1				3		これまで前例がなく、またこの障害について熟知した方（機関）があるならそちらでしていただいた方がご本人様にとってよい支援であると考えるから。※現在当法人の入所・通所等サービスを利用されている方の相談支援がほとんどの状況です。 ゼンレイ ショウガイ ジュクチ カタ キカン ホウ ホンニンサマ シエン カンガ ゲンザイ トウホウジン ニュウショ ツウショ ナド リヨウ カタ ソウダン シエン ジョウキョウ

		承諾 ショウダク		相談支援センターのどか　真岡センター		0285-81-5890		0285-85-8452		321-4305		真岡市荒町111-1		真岡市、芳賀町、市貝町、益子町、茂木町 モオカシ ハガマチ イチガイ マチ マシコ チョウ モギ マチ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1				在宅での生活では家族の介護負担の軽減が必要。フォーマルインフォーマルの枠にとらわれない福祉サービス。 ザイタク セイカツ カゾク カイゴ フタン ケイゲン ヒツヨウ ワク フクシ

		承諾 ショウダク		友井タクシー介護ステーションふれあい		0285-30-0840		0285-30-0844		323-0025		小山市城山町2丁目12-25		小山市 オヤマシ		1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		利用するサービスは多様で、施設・病院・学校など医療福祉事業所数も多く連携を図るのが困難。学校行事に参加するための会出自の支援サービスがない。 リヨウ タヨウ シセツ ビョウイン ガッコウ イリョウ フクシ ジギョウショ スウ オオ レンケイ ハカ コンナン ガッコウ ギョウジ サンカ カイ シュツジ シエン		0				ご家族様が安心して預けることができる施設と必要に預けられる施設の数は少ない。片道１時間以上かかるためとても不便に思います。呼吸器の方の預かり先は少ない。 カゾクサマ アンシン アズ シセツ ヒツヨウ アズ シセツ カズ スク カタミチ ジカン イジョウ フベン オモ コキュウキ カタ アズ サキ スク

		承諾 ショウダク		もくせいの里		0282-43-0593		0282-43-1387		329-4405		栃木市大平町西山田1198		栃木市内 トチギシナイ		0		1		1		0		1		0		0		1		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		ニーズにあてはまるサービスがなかった。例）①入浴支援②移送サービス　①自宅の浴槽では支援が入れず訪問入浴を検討。しかし、浴槽を置けるスペースがなく断念。②主たる介護者が入院。学校までの送迎ができず特例で市の移送サービスを利用するもかなり時間を要した。 レイ ニュウヨク シエン イソウ ジタク ヨクソウ シエン ハイ ホウモン ニュウヨク ケントウ ヨクソウ オ ダンネン シュ カイゴシャ ニュウイン ガッコウ ソウゲイ トクレイ シ イソウ リヨウ ジカン ヨウ		0				①地域の理解や協力②受け入れの拡大（重心の通所、24時間看護体制が整った短期入所）③デマンドタクシー等関係者の重心に対する理解（理解附属により資源として存在するが利用しがたい）④児童が入浴支援を受けられる環境（家族の身体的な介護負担軽減） チイキ リカイ キョウリョク ウ イ カクダイ ジュウシン ツウショ ジカン カンゴ タイセイ トトノ タンキ ニュウショ ナド カンケイシャ ジュウシン タイ リカイ リカイ フゾク シゲン ソンザイ リヨウ ジドウ ニュウヨク シエン ウ カンキョウ カゾク シンタイテキ カイゴ フタン ケイゲン

		承諾 ショウダク		足利障害者相談支援センター		0284-44-0307		0284-44-0318		326-0064		足利市東砂原後町1072		足利市、佐野市 アシカガシ サノシ		1		0		1		0		1		0		0		1		0		1		0		1		0				1		0				0		0		0		0				0		1				2		委託相談支援事業所のため イタク ソウダン シエン ジギョウショ		医療的ケアが整った施設のショートステイ充実が必要。また、特に呼吸器をつけた方のショート療養介護の利用とそれらを利用するための送迎体制の充実が必要。 イリョウテキ トトノ シセツ ジュウジツ ヒツヨウ トク コキュウキ カタ リョウヨウ カイゴ リヨウ リヨウ ソウゲイ タイセイ ジュウジツ ヒツヨウ

		承諾 ショウダク		指定障害者相談支援事業所あるしぇん		0282-86-7665		0282-21-7109		321-0201		栃木県下都賀郡壬生町安塚2032 ３２１－０２０１		壬生町 ミブマチ		1		0		1		0		1		0		0		1		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		①相談支援専門員として重症心身障害児（者）の方に対する支援の知識や経験が少ない②医療的ケアが必要となる方に対して対応できる福祉サービス（事業所）が少ない。 ソウダン シエン センモンイン ジュウショウシンシンショウガイジ シャ カタ タイ シエン チシキ ケイケン スク イリョウテキ ヒツヨウ カタ タイ タイオウ フクシ ジギョウショ スク		0				医療的ケアが必要な方に関して、福祉のサービスでは対応しきれない部分が多く、結果として家族が本人を抱え込まざるを得ない現状があるように感じます。家族の介護負担が少しでも軽減できるよう福祉サービスも柔軟な対応が出来るようになるといいなと思います。 イリョウテキ ヒツヨウ カタ カン フクシ タイオウ ブブン オオ ケッカ カゾク ホンニン カカ コ エ ゲンジョウ カン カゾク カイゴ フタン スコ ケイゲン フクシ ジュウナン タイオウ デキ オモ

		承諾 ショウダク		下野市相談支援事業所 こばと		0285-44-6783		0285-44-6783		329-0414		下野市小金井1146-6		下野市、上三川町 シモノ シ カミノカワマチ		1		0		1		0		0		0		1		1		0		1		1		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		医療的ケアが必要な乳幼児に対応できるヘルパー事業所。短期入所・日中一時支援事業所が近くにない（少ない）。 イリョウテキ ヒツヨウ ニュウヨウジ タイオウ ジギョウショ タンキ ニュウショ ニッチュウ イチジ シエン ジギョウショ チカ スク		0				設問5で回答した内容：外出可能な方は児童発達支援を利用可能であるが無理な方は外部との交流をもちにくい。訪問看護・訪問リハビリが入っているケースはいいがない場合母子で孤立しがち。幸いあそびの支援をしてくれるヘルパー事業所があり支援につながっている。ヘルパー利用を希望されない家庭、利用したくてもヘルパー事業所がない等支援に苦慮する。 セツモン カイトウ ナイヨウ ガイシュツ カノウ カタ ジドウ ハッタツ シエン リヨウ カノウ ムリ カタ ガイブ コウリュウ ホウモン カンゴ ホウモン ハイ バアイ ボシ コリツ サイワ シエン ジギョウショ シエン リヨウ キボウ カテイ リヨウ ジギョウショ ナド シエン クリョ

		承諾 ショウダク		相談支援センターぴあん ソウダン シエン		0282-31-1755		0282-31-2919		328-0067		栃木市皆川城内町333-2		栃木市、小山市 トチギシ オヤマシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1				これまで現場で関わったことがなく、事例検討でしか情報を把握しておらず不安はあります。でも関係機関やご家族様からいろいろなことを教えて頂きながら相談支援として専門性を活かせればと思っています。色々な立場の方からお話をお伺いしてもご家族や医療機関専門的な事業所の負担が大きく相談支援があまり役に立つことができていない（場合によっては自ら引いてしまう）今の現状を少しでも変えていければいいと思います。 ゲンバ カカ ジレイ ケントウ ジョウホウ ハアク フアン カンケイ キカン カゾクサマ オシ イタダ ソウダン シエン センモンセイ イ オモ イロイロ タチバ カタ ハナシ ウカガ カゾク イリョウ キカン センモンテキ ジギョウショ フタン オオ ソウダン シエン ヤク タ バアイ ミズカ ヒ イマ ゲンジョウ スコ カ オモ

		承諾 ショウダク		うつのみや		028-632-6074/090-4059-9728		028-632-6075		320-0861		宇都宮市西2-1-7		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				3		専門的な知識を社会資源のアドバイスを他相談支援事業所からいただきながらみずからの事業所で引き受けるという形が望ましい センモンテキ チシキ シャカイ シゲン ホカ ソウダン シエン ジギョウショ ジギョウショ ヒ ウ カタチ ノゾ

		承諾 ショウダク		サポートセンターきりん		028-612-3838		028-678-3257		321-0905		栃木県宇都宮市平出工業団地43-100 ３２１－０９０５		宇都宮市 ウツノミヤシ		0		1		1		0		1		0		0		1		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		療養介護に入所しているので他のサービスの利用が困難。そのための社会資源をつなげたり、活用したりするのが難しい。 リョウヨウ カイゴ ニュウショ ホカ リヨウ コンナン シャカイ シゲン カツヨウ ムズカ		0				今後、市町村などで展開されていく生活拠点に関する事業をうまく活用できればいいなと感じています。入所されている方々については地域とのつながり方が今後は重要になってくると思われますので、広く門扉を開けた活動などが多くなってくるといいなと思っています。 コンゴ シチョウソン テンカイ セイカツ キョテン カン ジギョウ カツヨウ カン ニュウショ カタガタ チイキ カタ コンゴ ジュウヨウ オモ ヒロ モンピ ア カツドウ オオ オモ

		承諾 ショウダク		さわやか相談支援センター		0280-57-4884		0280-57-4994		329-0112		野木町南赤塚1145-1		小山市、野木町、古河市、栃木市 オヤマシ ノギマチ コガシ トチギシ		0		1		1		0		0		0		1		0		0		1		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		現実的な目標の位置づけ ゲンジツテキ モクヒョウ イチ		0

		承諾 ショウダク		相談支援事業所つばさ		0287-53-7393		0287-53-7394		324-0044		大田原市親園824-1		大田原市、那須塩原市、那須烏山市、矢板市、さくら市、那須町、塩谷町、高根沢町 オオタワラシ ナスシオバラシ ナスカラスヤマシ ヤイタシ シ ナスマチ シオ タニ マチ タカネザワマチ		1		0		1		0		1		0		1		1		0		1		0		0		0				1		2		医療的なケアが必要なケース、将来的に短期入所につなげたいケースだった為、専門の事業所に依頼した イリョウテキ ヒツヨウ ショウライテキ タンキ ニュウショ タメ センモン ジギョウショ イライ		1		1		0		0				1		0		使えるサービスの少なさに調整が難しかった ツカ スク チョウセイ ムズカ		1				乳幼児期の受け入れ可能な福祉サービス等の社会資源が必要である。 ニュウヨウジ キ ウ イ カノウ フクシ ナド シャカイシゲン ヒツヨウ

		承諾 ショウダク		特定相談支援センターはじめ		0284-22-4561		0284-22-4562		326-0143		足利市葉鹿町735-1		足利市 アシカガシ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1

		承諾 ショウダク		上三川障がい児・者生活相談支援センター		0285-38-6854		0285-38-6841		329-0611		上三川町上三川5082-15		上三川町 カミノカワマチ		1		0		1		0		1		0		0		1		0		0		0		0		0				1		0				0		0		0		0				1		0				0

		承諾 ショウダク		はつらつサロン南天相談支援事業所		0285-22-4659		0285-38-6529		323-0027		小山市花垣町2-3-19		小山市、栃木市 オヤマシ トチギシ		0		0		1		0		1		1		0		1		1		1		1		1		0				0		0				0		0		0		0				1		0		利用したいサービス事業所が少なく生活改善、家族、支援者の負担軽減に繋がらない（訪問入浴、ショートステイ、生活介護などなど（就労Ａ型））医師によっては連携が困難。何処の精神科がよいかと利用者に問われるが答えは解らない。 リヨウ ジギョウショ スク セイカツ カイゼン カゾク シエンシャ フタン ケイゲン ツナ ホウモン ニュウヨク セイカツ カイゴ シュウロウ ガタ イシ レンケイ コンナン ドコ セイシンカ リヨウシャ ト コタ ワカ		0				本人の選択や受け入れ事業所の間口を広げる。例えば入浴はヘルパーの2人対応で行ているがヘルパー不足や腰痛の悪化などで対応が難しくなってくる。機会浴のできる生活介護を勧めるも本人の選択肢がない。自宅から出かける自由さのようなものが閉ざされているような気がする。反面高齢者のサービスは増加する一方で利用者が不足し閉鎖なども聞かれる。高齢者・障害者がともにデイサービスやショートステイを利用できるようにならないかと思う。障害児については働く両親をサポートすることで生活の安定や療育などへ通園のし易さを図り、送迎サービスの充実など。 ホンニン センタク ウ イ ジギョウショ マグチ ヒロ タト ニュウヨク ニン タイオウ オコナ ブソク ヨウツウ アッカ タイオウ ムズカ キカイ ヨク セイカツ カイゴ スス ホンニン センタクシ ジタク デ ジユウ ト キ ハンメン コウレイシャ ゾウカ イッポウ リヨウシャ フソク ヘイサ キ コウレイシャ ショウガイシャ リヨウ オモ ショウガイジ ハタラ リョウシン セイカツ アンテイ リョウイク ツウエン ヤス ハカ ソウゲイ ジュウジツ

		承諾 ショウダク		障がい者生活支援センターこぶし		028-680-5746		028-688-0214		321-0126		栃木県宇都宮市茂原町837-1		宇都宮市、上三川町 ウツノミヤシ カミノカワマチ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1				①医療機関との細かな連携体制②相談関係者を含め本人に関わり支援をするなかで即座に動きが取れるようなフットワークの軽いチーム作り イリョウ キカン コマ レンケイ タイセイ ソウダン カンケイシャ フク ホンニン カカ シエン ソクザ ウゴ ト カル ヅク

								Ｑ2.重症心身障害児（者）の定義をご存知ですか

				1		知っている シ		40

				2		知らない シ		33

								Ｑ3.重症心身障害児（者）の方（家族・関係機関等）からの相談を受けたことがありますか

						ある		35

						ない		43

										それは誰からの相談でしたか

								ａ.家族 カゾク		27

								ｂ.支援者 シエンシャ		6

								ｃ.関係機関 カンケイ キカン		12

										それはどんな相談でしたか

								生活上の相談 セイカツ ジョウ ソウダン		19

								医療的な相談 イリョウテキ ソウダン		7

								制度に関する相談 セイド カン ソウダン		15

								教育に関する相談 キョウイク カン ソウダン		5

								サービス等利用計画書作成に関する相談 ナド リヨウ ケイカクショ サクセイ カン ソウダン		26

								その他 タ		3

										それらの相談事業所として対応（解決）はできましたか

								ａ.できた		27

								ｂ.できなかった		4

								Ｑ4.Ｑ3-2「ない」→これから重症心身障害児（者）の方（本人・家族等）からの相談があればどのように対応されますか

						自分の事業所で対応する ジブン ジギョウショ タイオウ		17

						ほかの相談支援事業所へ依頼する ソウダン シエン ジギョウショ イライ		15

						行政に依頼する ギョウセイ イライ		8

						その他 タ		9

								Ｑ5.重症心身障害児（者）の方のサービス等利用計画書を作成したことがありますか

						ある		33

						ない		46

						今後依頼があれば作成する コンゴ イライ サクセイ		15

						他の相談支援事業所に依頼する ホカ ソウダン シエン ジギョウショ イライ		18

						作成するかどうかわからない サクセイ		14

										「ない」と回答 カイトウ



重症心身障害児（者）の定義をご存知ですか

Ｑ2.重症心身障害児（者）の定義をご存知ですか	Ｑ3.重症心身障害児（者）の方（家族・関係機関等）からの相談を受けたことがありますか	それは誰からの相談でしたか	それはどんな相談でしたか	それらの相談事業所として対応（解決）はできましたか	Ｑ5.重症心身障害児（者）の方のサービス等利用計画書を作成したことがありますか	Ｑ5.重症心身障害児（者）の方のサービス等利用計画書

　　 を作成したことがありますか

ない
59%



訪問看護事業所

		Ｑ1.貴施設について、お伺いいたします キ シセツ ウカガ

		1		事業所名 ジギョウショ メイ

		2		電話番号 デンワ バンゴウ

		3		FAX番号 バンゴウ

		4		所在地 ショザイチ

		5		職員構成（常勤・非常勤は問いません） ショクイン コウセイ ジョウキン ヒジョウキン ト

						看護師 カンゴシ

						作業療法士 サギョウ リョウホウシ

						准看護師 ジュンカンゴシ

						理学療法士 リガク リョウホウシ

						保健師 ホケンシ

						言語療法士 ゲンゴ リョウホウシ

						その他 タ

		6		訪問可能な主な市町村 ホウモン カノウ オモ シチョウソン

		Q2.いままでに以下の項目を在宅看護で行ったことがありますか（あるものすべてにチェックをしてください） イカ コウモク ザイタク カンゴ オコナ

								成人在宅 セイジン ザイタク				小児在宅 ショウニ ザイタク

				在宅人工呼吸器の管理 ザイタク ジンコウ コキュウキ カンリ

				気管カニューレの交換 キカン コウカン

				気管カニューレ部位のガーゼ交換 キカン ブイ コウカン

				気管内吸引 キカンナイ キュウイン

				食事介助 ショクジ カイジョ

				経鼻チューブの交換 ケイビ コウカン

				胃瘻の管理 イロウ カンリ

				経管栄養の注入 ケイカン エイヨウ チュウニュウ

				ストーマの管理 カンリ

				尿道カテーテルの管理 ニョウドウ カンリ

				導尿 ドウニョウ

				入浴介助 ニュウヨク カイジョ

				看護師によるリハビリテーション カンゴシ

				OTもしくはPTによるリハビリテーション

				中心静脈カテーテル管理 チュウシン ジョウミャク カンリ

				高カロリー輸液の管理 コウ ユエキ カンリ

				薬剤の静注（抗生物質や利尿剤など） ヤクザイ ジョウチュウ コウセイ ブッシツ リニョウザイ

				麻薬による疼痛コントロール マヤク ウズ ツウ

				終末期の医療的ケア シュウマツキ イリョウテキ

				在宅での看取り ザイタク ミト

				24時間対応 ジカン タイオウ

		Q3.現時点で、依頼のあった場合、重症心身障害児（者）の在宅医療を行うことはできますか ゲンジテン イライ バアイ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ ザイタク イリョウ オコナ

		1		できる

		2		できない

		3		要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン

		Q4.依頼があった場合に可能な医療的ケアと身体介護についてお答えください イライ バアイ カノウ イリョウテキ シンタイ カイゴ コタ

		※個別シートにて対応 コベツ タイオウ



				Ｑ1.貴施設について、お伺いいたします キ シセツ ウカガ																										Q2.いままでに以下の項目を在宅看護で行ったことがありますか（あるものすべてにチェックをしてください）【1.ある、0.ない】 イカ コウモク ザイタク カンゴ オコナ																																																																																				Q3		Q4.依頼があった場合に可能な医療的ケアと身体介護についてお答えください【1.できる、2.できない、3.要相談（条件による）】 イライ バアイ カノウ イリョウテキ シンタイ カイゴ コタ ヨウ ソウダン ジョウケン																																																																																																																																																																																																																		Q5.重症心身障害児（者）の方に対する医療、在宅生活等についてお気づきのことなど、ご自由にお書きください ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ カタ タイ イリョウ ザイタク セイカツナド キ ジユウ カ

				事業所名 ジギョウショ メイ		電話番号 デンワ バンゴウ		FAX番号 バンゴウ		郵便番号 ユウビンバンゴウ		所在地 ショザイチ		職員構成（常勤・非常勤は問いません）【人数：名】 ショクイン コウセイ ジョウキン ヒジョウキン ト ニンズウ メイ														訪問可能な主な市町村 ホウモン カノウ オモ シチョウソン		在宅人工呼吸器の管理 ザイタク ジンコウ コキュウキ カンリ				気管カニューレの交換 キカン コウカン				気管カニューレ部位のガーゼ交換 キカン ブイ コウカン				気管内吸引 キカンナイ キュウイン				食事介助 ショクジ カイジョ				経鼻チューブの交換 ケイビ コウカン				胃瘻の管理 イロウ カンリ				経管栄養の注入 ケイカン エイヨウ チュウニュウ				ストーマの管理 カンリ				尿道カテーテルの管理 ニョウドウ カンリ				導尿 ドウニョウ				入浴介助 ニュウヨク カイジョ				看護師によるリハビリテーション カンゴシ				OTもしくはPTによるリハビリテーション				中心静脈カテーテル管理 チュウシン ジョウミャク カンリ				高カロリー輸液の管理 コウ ユエキ カンリ				薬剤の静注（抗生物質や利尿剤など） ヤクザイ ジョウチュウ コウセイ ブッシツ リニョウザイ				麻薬による疼痛コントロール マヤク ウズ ツウ				終末期の医療的ケア シュウマツキ イリョウテキ				在宅での看取り ザイタク ミト				24時間対応 ジカン タイオウ						在宅人工呼吸器の管理 ザイタク ジンコウ コキュウキ カンリ										気管カニューレの交換 キカン コウカン										気管カニューレの管理（日常の交換以外の対応） キカン カンリ ニチジョウ コウカン イガイ タイオウ										気管内吸引 キカンナイ キュウイン										食事介助 ショクジ カイジョ										経鼻チューブの交換 ケイビ コウカン										ストーマの管理 カンリ										尿道カテーテルの管理 ニョウドウ カンリ										導尿 ドウニョウ										入浴介助 ニュウヨク カイジョ										看護師によるリハビリテーション カンゴシ										OTもしくはPTによるリハビリテーション										中心静脈カテーテル管理 チュウシン ジョウミャク カンリ										高カロリー輸液の管理 コウ ユエキ カンリ										薬剤の静注（抗生物質や利尿剤など） ヤクザイ ジョウチュウ コウセイ ブッシツ リニョウザイ										麻薬による疼痛コントロール マヤク トウツウ										終末期の医療的ケア シュウマツキ イリョウテキ										在宅での看取り ザイタク ミト										24時間対応 ジカン タイオウ										外出の介助 ガイシュツ カイジョ										通院の介助 ツウイン カイジョ

		承諾可否 ショウダク カヒ												看護師 カンゴシ		作業療法士 サギョウ リョウホウシ		准看護師 ジュンカンゴシ		理学療法士 リガク リョウホウシ		保健師 ホケンシ		言語療法士 ゲンゴ リョウホウシ		その他 タ				成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ				乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ

		否 ヒ		曙訪問看護ステーション アケボノ ホウモン カンゴ		028-660-7803		028-683-5306		321-0901		宇都宮市平出町413番地		8		3		0		3		0		1				宇都宮、高根沢 ウツノミヤ タカネザワ		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		3		2		2		2		2		3		2		2		2		2		2		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		1		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		1		1		1		3		3		3		1		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		2		2		2		2		2		いつも大変お世話になっております。当STでも数名の小児利用者をNS、PT、OTでサポートしています。又、貴院のショートステイを利用させて頂いております。ご利用者様、家族が安心して過ごせるよう地域でサポートできたらと考えています。どうぞよろしくお願い申し上げます。 タイヘン セワ トウ スウメイ ショウニ リヨウシャ マタ キ イン リヨウ イタダ リヨウシャサマ カゾク アンシン ス チイキ カンガ ネガ モウ ア

		否 ヒ		とちぎメディカルセンター		0282-22-5810		0282-225812		328-0043		栃木市境町27-21		9		0		4		1		0		1		2		栃木市、小山市、壬生町 トチギシ オヤマシ ミブマチ		1		1		1		0		1		1		1		1		1		0		1		0		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		0		1		1		3		2		1		1		1		1		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		2		2		2		1		1		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		1		1		1		1		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		2		2		2		2		2

		否 ヒ		あいケアステーション		0282-23-6221		0282-24-9850		328-0074		栃木市薗部町2-5-9		1		0		2		2		0		0				栃木市 トチギシ		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		3		2		2		2		2		3		2		2		2		2		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		3		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		3		2		2		2		2		3		2		2		2		2		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		2		2		2		2		3

		否 ヒ		訪問看護ステーションこすもす		0285-80-5511		0285-80-5512		321-4337		真岡市上高間木2-24-4		4		2		0		1		0		0						1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		3		2		2		2		3		3		2		2		2		3		3		2		2		2		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		3		3		3		3		3		3		3		2		2		2		3		3		2		2		2		3		3		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		2		2		2		2		3		2		2		2		2		3		2		2		2		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		1		3		3		3		3		3		2		2		2		2		2		緊急時に主治医又はバッックベットのある病院との連携がとれる体制が整っていないと、在宅での対応に不安があります。
現在のところ、小児科、精神科看護を経験したスタッフがいない為、受け入れに不安がありますので今回はガイドマップ等に公表することに同意する事は控えさせていただきたいと思います。 キンキュウジ シュジイ マタ ビョウイン レンケイ タイセイ トトノ ザイタク タイオウ フアン ゲンザイ ショウニカ セイシンカ カンゴ ケイケン タメ ウ イ フアン コンカイ ナド コウヒョウ ドウイ コト ヒカ オモ

		否 ヒ		訪問看護ステーションひばり		0289-64-7226		0289-64-2225		322-8550		鹿沼市下田町1-1033		6		1		0		1		0		0				市内及び近隣市 シナイ オヨ キンリン シ		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		0		1		1		2

chizuru_tanaka: 未記入		1		1		2		2		1		2		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		1		3		3		1		1		1		3		3		3		3		1		3		3		1		1		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		1		3		3		3		1		1		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1

		否 ヒ		訪問看護ステーション那須		0287-73-5048		0287-63-4566		325-0023		那須塩原市豊浦10-706		5		0		2		0		0		0				那須塩原市、大田原市、那須町 ナスシオバラ シ オオタワラシ ナスマチ		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		0		0		1		0		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		2

chizuru_tanaka: 未記入		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1

		承諾 ショウダク		さくら訪問看護ステーション		0287-29-3252		0287-29-3252		324-0058		大田原市紫塚3-2633-10		5		0		0		1		0		0				大田原市、那須塩原市、矢板市 オオタワラシ ナスシオバラ シ ヤイタ シ		1		0		1		1		1		1		1		1		1		0		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		0		1		1		3		3		3		3		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		小児の受入数（実績）が少ないので、実際依頼があった場合、入院中から手技等の指導を受けたいと思います。 ショウニ ウケイレスウ ジッセキ スク ジッサイ イライ バアイ ニュウインチュウ シュギ ナド シドウ ウ オモ

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションたんぽぽ		0280-57-1888		0280-57-3819		329-0101		下都賀郡野木町友沼5119-12		20		3		0		5		0		0		2		野木町、小山市、旧藤岡町 ノギマチ オヤマシ キュウ フジオカマチ		1		1		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		1		1		1		1		1		1		0		0		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		3		1		1		1		1		1		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		3		3		3		3		3		1		1		3		2		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		2		2		2		2		2		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		受け入れてくれる訪問看護Stの数が少ないと思います。研修会の機会を設けてサービス体制が構築できると良いと思います。 ウ イ ホウモン カンゴ カズ スク オモ ケンシュウカイ キカイ モウ タイセイ コウチク ヨ オモ

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションうつのみや		028-612-6103		028-612-6104		320-0852		宇都宮市下砥上町字並塚643番地1		11		0		0		0		0		0		1		宇都宮市、壬生町 ウツノミヤシ ミブマチ		1		1		0		0		1		1		1		1		1		0		0		0		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		2

chizuru_tanaka: 未記入		3		3		3		3		1		2		2		2		2		2		3		3		3		1		1		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		3		3		3		1		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		3		3		3		1		1		3		3		3		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーション石橋		0285-52-2293		0285-52-2268		329-0511		下野市石橋628番地		7		0		0		1		0		0		1		下野市、上三川町、壬生町、宇都宮市（部） シモノ シ カミノカワマチ ミブマチ ウツノミヤシ ブ		1		1		0		0		1		1		1		1		1		0		1		0		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		3		1		1		1		1		1		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		1		3		3		3		3		3		3		3		3		1		1		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		2		2		2		2		2		最近、訪問依頼が増えてきていますが、私たち看護師の力量不足から利用者家族へ満足のいく看護が提供できないように感じています。現在の、利用者家族から教わることが多くあり、私たちが勉強になります。ただ、訪問していて思うことは、ご両親の今までの経験でケアが進み危険であり、指導させていただいても理解が得られないこともあり、ジレンマとなっています。例）誤嚥性肺炎を繰り返している方にヘッドアップして食事を摂るよう説明してもフラットのままであったり、他の方でPEG造設されているので、栄養はPEGからにして経口からは楽しみ程度にしてと言っても、食事を経口から摂るなど。 サイキン ホウモン イライ フ ワタクシ カンゴシ リキリョウ ブソク リヨウシャ カゾク マンゾク カンゴ テイキョウ カン ゲンザイ リヨウシャ カゾク オソ オオ ワタシ ベンキョウ ホウモン オモ リョウシン イマ ケイケン スス キケン シドウ リカイ エ レイ ゴエンセイ ハイエン ク カエ カタ ショクジ ト セツメイ ホカ カタ ゾウ セツ エイヨウ ケイコウ タノ テイド イ ショクジ ケイコウ ト

		承諾 ショウダク		マロニエ訪問看護ステーション		0287-37-6322		0287-39-3305		329-2763		那須塩原市井口537-3 にしなすの総合在宅ｹｱｾﾝﾀｰ内		5		7		0		5		0		2		1		那須塩原市、那須町、大田原市　リハビリのみ→那珂川町訪問可能 ナスシオバラ シ ナスマチ オオタワラシ ナカガワ マチ ホウモン カノウ		1		1		1		0		1		1		1		1		0		0		0		1		1		1		1		1		1		0		1		1		1		1		1		1		0		0		1		1		1		0		1		0		0		0		1		0		1		1		1		1		1		1		3		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーション佐野		0283-86-7013		0283-86-7031		327-0847		佐野市天神町７７４－２２ メープルハイツ１０１号室		3		0		1		0		0		0		1		足利市、佐野市、栃木市（旧岩船市） アシカガシ サノシ トチギシ キュウ イワフネ シ		0		0		0		0		1		0		1		0		1		0		0		0		1		0		0		0		1		0		1		0		0		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		2		2		2		2		2		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1

		承諾 ショウダク		とちぎ訪問看護ステーションくろばね		0287-54-0507		0287-54-0580		324-0241		大田原市黒羽向町142番地		6		0		0		0		1		0		2		大田原市、那須塩原市、那須町、那珂川町 オオタワラシ ナスシオバラ シ ナスマチ ナカガワマチ		1		0		0		0		1		1		1		1		1		0		1		0		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		3		3		3		3		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		1		2		2		2		2		2		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3

		承諾 ショウダク		鹿沼訪問看護ステーション		0289-60-5650		0289-60-1687		322-0021		鹿沼市上野町320-3高橋ビル１階１０３号室		5		0		0		0		0		0				鹿沼市、旧宇都宮市、旧今市市、壬生町、西片町 カヌマシ キュウ ウツノミヤシ キュウ イマイチシ ミブマチ ニシカタマチ		0		0		0		0		0		0		1		0		1		0		0		0		1		0		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		2

chizuru_tanaka: 未記入		2		2		2		2		1		2		2		2		2		3		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションほっと		028-626-5739		028-625-8201		321-0974		宇都宮市竹林町958		11		0		0		2		0		0		0		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2

		承諾 ショウダク		芳賀赤十字訪問看護ステーション		0285-84-8266		0285-84-8266		321-4306		真岡市台町2461		6		0		0		0		0		0		0		芳賀郡全域（真岡市、益子町、芳賀町、茂木町） ハガ グン ゼンイキ モオカシ マシコマチ ハガマチ モギ マチ		1		1		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		3		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		当ステーションは今年度小児在宅医との連携を開始することができました。安心して在宅療養を継続できるよう、多職種と連携し、実施しています。高齢者が介護サービスを選択するように、サービスの充実は得られていません。現実は家族だけで利用者（児）のケアを実施しているケースもあり家族の介護負担は大きいと考えます。負担軽減のためには、スムーズなレスパイト入院や日中の一時お預かり等充実した施設が増えることでさらに安心した療養環境の提供ができると思います。よろしくお願いいたします。 トウ コンネンド ショウニ ザイタク イ レンケイ カイシ アンシン ザイタク リョウヨウ ケイゾク タ ショクシュ レンケイ ジッシ コウレイシャ カイゴ センタク ジュウジツ エ ゲンジツ カゾク リヨウシャ ジ ジッシ カゾク カイゴ フタン オオ カンガ フタン ケイゲン ニュウイン ニッチュウ イチジ アズ ナド ジュウジツ シセツ フ アンシン リョウヨウ カンキョウ テイキョウ オモ ネガ

		承諾 ショウダク		とちぎ訪問看護ステーションみぶ		0282-82-7262		0282-82-7260		321-0218		下都賀郡壬生町落合1-18-12		16		0		0		0		0		0		1		上三川町、下野市、壬生町、宇都宮 カミノカワマチ シモノ シ ミブ チョウ ウツノミヤ		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		1		0		1		1		1		1		1		1		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		病院との連携が大切。在宅生活を支援するためにチームで対応する（介護者の支援） ビョウイン レンケイ タイセツ ザイタク セイカツ シエン タイオウ カイゴシャ シエン

		承諾 ショウダク		ＷＡＤＥＷＡＤＥ訪問看護ステーション		028-666-5420		028-666-5460		321-0923		栃木県宇都宮市下栗町2913-1 ３２１－０９２３		12		0		0		0		0		0				宇都宮市、上三川町、 ウツノミヤシ カミノカワマチ		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		0		0		1		0		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		重心の方を看る側（介護者）の負担軽減の必要性を感じてしまいます。まだまだ「私がやらなければ」という気持ちが強く、様々な資源活用へと動きが進むような発信が大切だと思っています。 ジュウシン カタ ミ ガワ カイゴシャ フタン ケイゲン ヒツヨウセイ カン ワタシ キモ ツヨ サマザマ シゲン カツヨウ ウゴ スス ハッシン タイセツ オモ

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションあい		0287-83-8035		0287-83-8222		321-0628		那須烏山市金井2-5-9 ベンチャープラザ7号室 ゴウシツ		8		0		1		0		0		0		1		那須烏山市、那珂川町、茂木町、一貝町 ナスカラスヤマシ ナカガワマチ モギマチ イチ ガイ マチ		1		1		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		0		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		小児や重心など医療依存度が高い方には家族が安心して預けられる事業所とスタッフが必要です（レスパイトの本当の意味で）訪問看護スタッフが動きやすい仕組みがあればもっと介入できると思います。例えば在宅以外への支援での算定が可能になる。長時間支援が可能になるなど。在宅支援診療所が多ければ助かります。開業医で努力してくださる医師の力で乗り切っている地域は特にそう感じます。後方病院親元病院との連携、地域との調整などスムーズにシームレスに行われるとうれしいです。行政からの介入が少なく、制度のことなど知らないまま苦労されている方が多いので、窓口での丁寧かつタイミングよく助言をしていただくと嬉しいです。 ショウニ ジュウシン イリョウ イゾンド タカ カタ カゾク アンシン アズ ジギョウショ ヒツヨウ ホントウ イミ ホウモン カンゴ ウゴ シク カイニュウ オモ タト ザイタク イガイ シエン サンテイ カノウ チョウジカン シエン カノウ ザイタク シエン シンリョウジョ オオ タス カイギョウイ ドリョク イシ チカラ ノ キ チイキ トク カン コウホウ ビョウイン オヤモト ビョウイン レンケイ チイキ チョウセイ オコナ ギョウセイ カイニュウ スク セイド シ クロウ カタ オオ マドグチ テイネイ ジョゲン ウレ

		承諾 ショウダク		あおい訪問看護ステーション		0284-73-9456		0284-72-7600		326-0831		足利市堀込町2556 セレッソ・コート１階		16		0		0		4		0		0				足利市とその周辺（佐野市、館林市、巴楽町、太田市、桐生市） アシカガシ シュウヘン サノシ タテバヤシシ トモエ ラク マチ オオタシ キリュウシ		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1

		承諾 ショウダク		那須赤十字訪問看護ステーション		0287-23-8866		0287-23-8903		324-8686		大田原市中田原1081-4		8		1		0		0		0		0				大田原市、那須塩原市（一部を除く） オオタワラシ ナスシオバラ シ イチブ ノゾ		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		1		1		0		1		0		1		1		1		0		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションゆりの木		0287-47-5123		0287-47-5124		324-0028		大田原市山の手1-1-7 ヤマ テ		4		0		0		0		0		0				大田原市、那須塩原市、那珂川町 オオタワラシ ナスシオバラ シ ナカガワマチ		1		1		1		0		1		1		1		1		0		0		0		1		1		0		1		1		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		0		0		1		0		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		3		1		1		1		1		2		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		3		1		1		1		1		3		1		1		1		1		1		1		1		1		3		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		3		3		1		3		3		1		1		1		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		重症心身障害児施設で勤務したことのある看護師が2名いますので積極的に依頼があれば支援させていただきたいと思っています。こどもはやはり親元で成長発達できることが何よりも必要なことであると思っています。 ジュウショウ シンシン ショウガイ ジ シセツ キンム カンゴシ メイ セッキョクテキ イライ シエン オモ オヤモト セイチョウ ハッタツ ナニ ヒツヨウ オモ

		承諾 ショウダク		ライフ訪問看護リハビリテーション		0284-64-8799		0284-64-8335		326-0831		足利市堀込町2656-7　ASKビル３０１号		5		0		0		1		0		0		0		足利市、佐野市、館林市、邑楽郡、太田市、桐生市 アシカガシ サノシ タテバヤシシ オウラ グン オオタシ キリュウシ		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		この件に関する研修の案内が少ないため、学ぶ機会をもっと増やしてほしい ケン カン ケンシュウ アンナイ スク マナ キカイ フ

		承諾 ショウダク		わくわく訪問看護ステーションおやま		0285-24-6575		0285-20-0255		323-0022		小山市駅東通り3-9-6		11		0		0		5		0		0		0		小山市、結城市（茨城県）、下野市の一部、栃木市（PTのみ） オヤマシ ユウキシ イバラキケン シモノ シ イチブ トチギシ		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		1		1		1		1		3		3		3		1		1		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		自立支援のケアマネージャーがいるが、医療福祉行政をうまく連携してまとめる役割が果たせていない。それぞれが別々で動いており、介護者が困ったときの相談窓口に迷う。 ジリツ シエン イリョウ フクシ ギョウセイ レンケイ ヤクワリ ハ ベツベツ ウゴ カイゴシャ コマ ソウダン マドグチ マヨ

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーション風		028-612-1333		028-612-1384		321-0117		宇都宮市城南3丁目5-6		3		1		0		1		0		0				宇都宮、鹿沼、下野、壬生 ウツノミヤ カヌマ シモノ ミブ		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		1		1		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1

		承諾 ショウダク		宮の橋訪問看護ステーション		028-635-9839		028-635-9839		321-0963		宇都宮市南大通り1-1-23		7		0		0		1		0		0		0		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		1		1		0		1		1		1		1		1		0		0		0		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		レスパイト等受け入れ先が少ない。市のコーディネーター様がご多忙の様子であり、要望に対しての対応にかなりの時間を要する（対応されないこともある）。年度変わるときなど、担当者（市）の引き継ぎがされず、進んでいた調整も振り出しに戻ってしまうことがある。 トウ ウ イ サキ スク シ サマ タボウ ヨウス ヨウボウ タイ タイオウ ジカン ヨウ タイオウ ネンド カ タントウシャ シ ヒ ツ スス チョウセイ フ ダ モド

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションオリーブ		0282-27-8414		0282-27-8415		328-0027		栃木市今泉町1丁目17番29号		7		0		0		0		0		0				栃木市、小山市、下野市、壬生町 トチギシ オヤマシ シモノ シ ミブ マチ		1		1		1		0		1		1		1		1		0		0		0		0		1		1		1		1		0		0		1		1		1		0		1		1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションマザーの家		0283-85-7771		0283-85-7772		327-0504		佐野市中町942-1		2		0		3		0		0		0				佐野市 サノシ		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーション卯の郷		028-682-7770		028-682-7766		329-1311		さくら市氏家2650番地		3		0		0		0		0		0				さくら市（周辺15ｋｍ以内）、塩谷町、那須烏山市、宇都宮市、高根沢町 シ シュウヘン イナイ シオヤ マチ ナスカラスヤマシ ウツノミヤシ タカネザワ マチ		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		3		3		3		3		3		1		2		2		2		2		2		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		2		2		2		3		3		3		3		1		1		1		3		3		3		3		1		2		2		2		2		2		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		2		2		2		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションたかねざわ		028-680-1701		028-680-1702		329-1233		塩谷郡高根沢町宝積寺2426-8 		16		0		0		0		0		0				高根沢町、さくら市、那須烏山市、芳賀町、市貝町、茂木町、益子町、宇都宮市 タカネザワマチ シ ナスカラスヤマシ ハガ マチ イチ カイ チョウ モギマチ マシコ チョウ ウツノミヤシ		1		1		1		0		1		1		1		1		1		0		1		0		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		2		2		2		2		2

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションみどり		0285-45-8362		0285-45-8397		329-0214		小山市乙女786-1		3		0		1		0		0		0				小山市、栃木市、古河市、結城市 オヤマシ トチギシ コガシ ユウキシ		0		0		1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		1		0		1		0		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		3		2		2		2		3		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		1		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		1		1		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		訪問看護師がもっと社会資源として同行できるとよいと思う。在宅での療養はもっと看護師が活躍できる体制が整うとよいと思った。 ホウモン カンゴシ シャカイ シゲン ドウコウ オモ ザイタク リョウヨウ カンゴシ カツヤク タイセイ トトノ オモ

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションあるく		028-643-5586		028-678-8796		320-0036		宇都宮市小幡2-6-14 		5		0		1		0		0		0		1		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		0		1		0		1		0		1		0		0		1		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3

		承諾 ショウダク		とちぎ訪問看護ステーションおやま		0285-39-8602		0285-39-8607		323-0827		栃木県小山市神鳥谷2251-7 ３２３－０８２７		12		0		0		0		0		0		1		小山市、下野市（南部）、野木町（北部） オヤマシ シモノ シ ナンブ ノギ マチ ホクブ		1		1		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		1		1		1		0		0		1		0		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		3		3		1		1		1		3		1		1		1		1		小児の重症心身障害児の訪問看護を行っていく上で。たびたび感じるのが成長に伴った教育、就学が難しく親御さんの希望通りにいかないことが多く残念に思います。難しいところだと思いますが… ショウニ ジュウショウ シンシン ショウガイジ ホウモン カンゴ オコナ ウエ カン セイチョウ トモナ キョウイク シュウガク ムズカ オヤゴ キボウ ドオ オオ ザンネン オモ ムズカ オモ

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションここあ		028-600-3735		028-600-3736		321-2116		栃木県宇都宮市徳次郎町998-9 ３２１－２１１６		10		1		0		1		0		0		2		宇都宮市、日光市、 ウツノミヤシ ニッコウシ		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2

chizuru_tanaka: 未記入		

chizuru_tanaka: 未記入		

chizuru_tanaka: 未記入		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3







訪問看護事業所 (記述)

		Ｑ1.貴施設について、お伺いいたします キ シセツ ウカガ

		1		事業所名 ジギョウショ メイ

		2		電話番号 デンワ バンゴウ

		3		FAX番号 バンゴウ

		4		所在地 ショザイチ

		5		職員構成（常勤・非常勤は問いません） ショクイン コウセイ ジョウキン ヒジョウキン ト

						看護師 カンゴシ

						作業療法士 サギョウ リョウホウシ

						准看護師 ジュンカンゴシ

						理学療法士 リガク リョウホウシ

						保健師 ホケンシ

						言語療法士 ゲンゴ リョウホウシ

						その他 タ

		6		訪問可能な主な市町村 ホウモン カノウ オモ シチョウソン

		Q2.いままでに以下の項目を在宅看護で行ったことがありますか（あるものすべてにチェックをしてください） イカ コウモク ザイタク カンゴ オコナ

								成人在宅 セイジン ザイタク				小児在宅 ショウニ ザイタク

				在宅人工呼吸器の管理 ザイタク ジンコウ コキュウキ カンリ

				気管カニューレの交換 キカン コウカン

				気管カニューレ部位のガーゼ交換 キカン ブイ コウカン

				気管内吸引 キカンナイ キュウイン

				食事介助 ショクジ カイジョ

				経鼻チューブの交換 ケイビ コウカン

				胃瘻の管理 イロウ カンリ

				経管栄養の注入 ケイカン エイヨウ チュウニュウ

				ストーマの管理 カンリ

				尿道カテーテルの管理 ニョウドウ カンリ

				導尿 ドウニョウ

				入浴介助 ニュウヨク カイジョ

				看護師によるリハビリテーション カンゴシ

				OTもしくはPTによるリハビリテーション

				中心静脈カテーテル管理 チュウシン ジョウミャク カンリ

				高カロリー輸液の管理 コウ ユエキ カンリ

				薬剤の静注（抗生物質や利尿剤など） ヤクザイ ジョウチュウ コウセイ ブッシツ リニョウザイ

				麻薬による疼痛コントロール マヤク ウズ ツウ

				終末期の医療的ケア シュウマツキ イリョウテキ

				在宅での看取り ザイタク ミト

				24時間対応 ジカン タイオウ

		Q3.現時点で、依頼のあった場合、重症心身障害児（者）の在宅医療を行うことはできますか ゲンジテン イライ バアイ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ ザイタク イリョウ オコナ

		1		できる

		2		できない

		3		要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン

		Q4.依頼があった場合に可能な医療的ケアと身体介護についてお答えください イライ バアイ カノウ イリョウテキ シンタイ カイゴ コタ

		※個別シートにて対応 コベツ タイオウ



				Ｑ1.貴施設について、お伺いいたします キ シセツ ウカガ										Q5.重症心身障害児（者）の方に対する医療、在宅生活等についてお気づきのことなど、ご自由にお書きください ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ カタ タイ イリョウ ザイタク セイカツナド キ ジユウ カ

				事業所名 ジギョウショ メイ		電話番号 デンワ バンゴウ		FAX番号 バンゴウ		郵便番号 ユウビンバンゴウ		所在地 ショザイチ

		承諾可否 ショウダク カヒ

		否 ヒ		曙訪問看護ステーション アケボノ ホウモン カンゴ		028-660-7803		028-683-5306		321-0901		宇都宮市平出町413番地		いつも大変お世話になっております。当STでも数名の小児利用者をNS、PT、OTでサポートしています。又、貴院のショートステイを利用させて頂いております。ご利用者様、家族が安心して過ごせるよう地域でサポートできたらと考えています。どうぞよろしくお願い申し上げます。 タイヘン セワ トウ スウメイ ショウニ リヨウシャ マタ キ イン リヨウ イタダ リヨウシャサマ カゾク アンシン ス チイキ カンガ ネガ モウ ア

		否 ヒ		とちぎメディカルセンター		0282-22-5810		0282-225812		328-0043		栃木市境町27-21

		否 ヒ		あいケアステーション		0282-23-6221		0282-24-9850		328-0074		栃木市薗部町2-5-9

		否 ヒ		訪問看護ステーションこすもす		0285-80-5511		0285-80-5512		321-4337		真岡市上高間木2-24-4		緊急時に主治医又はバッックベットのある病院との連携がとれる体制が整っていないと、在宅での対応に不安があります。
現在のところ、小児科、精神科看護を経験したスタッフがいない為、受け入れに不安がありますので今回はガイドマップ等に公表することに同意する事は控えさせていただきたいと思います。 キンキュウジ シュジイ マタ ビョウイン レンケイ タイセイ トトノ ザイタク タイオウ フアン ゲンザイ ショウニカ セイシンカ カンゴ ケイケン タメ ウ イ フアン コンカイ ナド コウヒョウ ドウイ コト ヒカ オモ

		否 ヒ		訪問看護ステーションひばり		0289-64-7226		0289-64-2225		322-8550		鹿沼市下田町1-1033

		否 ヒ		訪問看護ステーション那須		0287-73-5048		0287-63-4566		325-0023		那須塩原市豊浦10-706

		承諾 ショウダク		さくら訪問看護ステーション		0287-29-3252		0287-29-3252		324-0058		大田原市紫塚3-2633-10		小児の受入数（実績）が少ないので、実際依頼があった場合、入院中から手技等の指導を受けたいと思います。 ショウニ ウケイレスウ ジッセキ スク ジッサイ イライ バアイ ニュウインチュウ シュギ ナド シドウ ウ オモ

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションたんぽぽ		0280-57-1888		0280-57-3819		329-0101		下都賀郡野木町友沼5119-12		受け入れてくれる訪問看護Stの数が少ないと思います。研修会の機会を設けてサービス体制が構築できると良いと思います。 ウ イ ホウモン カンゴ カズ スク オモ ケンシュウカイ キカイ モウ タイセイ コウチク ヨ オモ

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションうつのみや		028-612-6103		028-612-6104		320-0852		宇都宮市下砥上町字並塚643番地1

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーション石橋		0285-52-2293		0285-52-2268		329-0511		下野市石橋628番地		最近、訪問依頼が増えてきていますが、私たち看護師の力量不足から利用者家族へ満足のいく看護が提供できないように感じています。現在の、利用者家族から教わることが多くあり、私たちが勉強になります。ただ、訪問していて思うことは、ご両親の今までの経験でケアが進み危険であり、指導させていただいても理解が得られないこともあり、ジレンマとなっています。例）誤嚥性肺炎を繰り返している方にヘッドアップして食事を摂るよう説明してもフラットのままであったり、他の方でPEG造設されているので、栄養はPEGからにして経口からは楽しみ程度にしてと言っても、食事を経口から摂るなど。 サイキン ホウモン イライ フ ワタクシ カンゴシ リキリョウ ブソク リヨウシャ カゾク マンゾク カンゴ テイキョウ カン ゲンザイ リヨウシャ カゾク オソ オオ ワタシ ベンキョウ ホウモン オモ リョウシン イマ ケイケン スス キケン シドウ リカイ エ レイ ゴエンセイ ハイエン ク カエ カタ ショクジ ト セツメイ ホカ カタ ゾウ セツ エイヨウ ケイコウ タノ テイド イ ショクジ ケイコウ ト

		承諾 ショウダク		マロニエ訪問看護ステーション		0287-37-6322		0287-39-3305		329-2763		那須塩原市井口537-3 にしなすの総合在宅ｹｱｾﾝﾀｰ内

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーション佐野		0283-86-7013		0283-86-7031		327-0847		佐野市天神町７７４－２２ メープルハイツ１０１号室

		承諾 ショウダク		とちぎ訪問看護ステーションくろばね		0287-54-0507		0287-54-0580		324-0241		大田原市黒羽向町142番地

		承諾 ショウダク		鹿沼訪問看護ステーション		0289-60-5650		0289-60-1687		322-0021		鹿沼市上野町320-3高橋ビル１階１０３号室

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションほっと		028-626-5739		028-625-8201		321-0974		宇都宮市竹林町958

		承諾 ショウダク		芳賀赤十字訪問看護ステーション		0285-84-8266		0285-84-8266		321-4306		真岡市台町2461		当ステーションは今年度小児在宅医との連携を開始することができました。安心して在宅療養を継続できるよう、多職種と連携し、実施しています。高齢者が介護サービスを選択するように、サービスの充実は得られていません。現実は家族だけで利用者（児）のケアを実施しているケースもあり家族の介護負担は大きいと考えます。負担軽減のためには、スムーズなレスパイト入院や日中の一時お預かり等充実した施設が増えることでさらに安心した療養環境の提供ができると思います。よろしくお願いいたします。 トウ コンネンド ショウニ ザイタク イ レンケイ カイシ アンシン ザイタク リョウヨウ ケイゾク タ ショクシュ レンケイ ジッシ コウレイシャ カイゴ センタク ジュウジツ エ ゲンジツ カゾク リヨウシャ ジ ジッシ カゾク カイゴ フタン オオ カンガ フタン ケイゲン ニュウイン ニッチュウ イチジ アズ ナド ジュウジツ シセツ フ アンシン リョウヨウ カンキョウ テイキョウ オモ ネガ

		承諾 ショウダク		とちぎ訪問看護ステーションみぶ		0282-82-7262		0282-82-7260		321-0218		下都賀郡壬生町落合1-18-12		病院との連携が大切。在宅生活を支援するためにチームで対応する（介護者の支援） ビョウイン レンケイ タイセツ ザイタク セイカツ シエン タイオウ カイゴシャ シエン

		承諾 ショウダク		ＷＡＤＥＷＡＤＥ訪問看護ステーション		028-666-5420		028-666-5460		321-0923		栃木県宇都宮市下栗町2913-1 ３２１－０９２３		重心の方を看る側（介護者）の負担軽減の必要性を感じてしまいます。まだまだ「私がやらなければ」という気持ちが強く、様々な資源活用へと動きが進むような発信が大切だと思っています。 ジュウシン カタ ミ ガワ カイゴシャ フタン ケイゲン ヒツヨウセイ カン ワタシ キモ ツヨ サマザマ シゲン カツヨウ ウゴ スス ハッシン タイセツ オモ

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションあい		0287-83-8035		0287-83-8222		321-0628		那須烏山市金井2-5-9 ベンチャープラザ7号室 ゴウシツ		小児や重心など医療依存度が高い方には家族が安心して預けられる事業所とスタッフが必要です（レスパイトの本当の意味で）訪問看護スタッフが動きやすい仕組みがあればもっと介入できると思います。例えば在宅以外への支援での算定が可能になる。長時間支援が可能になるなど。在宅支援診療所が多ければ助かります。開業医で努力してくださる医師の力で乗り切っている地域は特にそう感じます。後方病院親元病院との連携、地域との調整などスムーズにシームレスに行われるとうれしいです。行政からの介入が少なく、制度のことなど知らないまま苦労されている方が多いので、窓口での丁寧かつタイミングよく助言をしていただくと嬉しいです。 ショウニ ジュウシン イリョウ イゾンド タカ カタ カゾク アンシン アズ ジギョウショ ヒツヨウ ホントウ イミ ホウモン カンゴ ウゴ シク カイニュウ オモ タト ザイタク イガイ シエン サンテイ カノウ チョウジカン シエン カノウ ザイタク シエン シンリョウジョ オオ タス カイギョウイ ドリョク イシ チカラ ノ キ チイキ トク カン コウホウ ビョウイン オヤモト ビョウイン レンケイ チイキ チョウセイ オコナ ギョウセイ カイニュウ スク セイド シ クロウ カタ オオ マドグチ テイネイ ジョゲン ウレ

		承諾 ショウダク		あおい訪問看護ステーション		0284-73-9456		0284-72-7600		326-0831		足利市堀込町2556 セレッソ・コート１階

		承諾 ショウダク		那須赤十字訪問看護ステーション		0287-23-8866		0287-23-8903		324-8686		大田原市中田原1081-4

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションゆりの木		0287-47-5123		0287-47-5124		324-0028		大田原市山の手1-1-7 ヤマ テ		重症心身障害児施設で勤務したことのある看護師が2名いますので積極的に依頼があれば支援させていただきたいと思っています。こどもはやはり親元で成長発達できることが何よりも必要なことであると思っています。 ジュウショウ シンシン ショウガイ ジ シセツ キンム カンゴシ メイ セッキョクテキ イライ シエン オモ オヤモト セイチョウ ハッタツ ナニ ヒツヨウ オモ

		承諾 ショウダク		ライフ訪問看護リハビリテーション		0284-64-8799		0284-64-8335		326-0831		足利市堀込町2656-7　ASKビル３０１号		この件に関する研修の案内が少ないため、学ぶ機会をもっと増やしてほしい ケン カン ケンシュウ アンナイ スク マナ キカイ フ

		承諾 ショウダク		わくわく訪問看護ステーションおやま		0285-24-6575		0285-20-0255		323-0022		小山市駅東通り3-9-6		自立支援のケアマネージャーがいるが、医療福祉行政をうまく連携してまとめる役割が果たせていない。それぞれが別々で動いており、介護者が困ったときの相談窓口に迷う。 ジリツ シエン イリョウ フクシ ギョウセイ レンケイ ヤクワリ ハ ベツベツ ウゴ カイゴシャ コマ ソウダン マドグチ マヨ

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーション風		028-612-1333		028-612-1384		321-0117		宇都宮市城南3丁目5-6

		承諾 ショウダク		宮の橋訪問看護ステーション		028-635-9839		028-635-9839		321-0963		宇都宮市南大通り1-1-23		レスパイト等受け入れ先が少ない。市のコーディネーター様がご多忙の様子であり、要望に対しての対応にかなりの時間を要する（対応されないこともある）。年度変わるときなど、担当者（市）の引き継ぎがされず、進んでいた調整も振り出しに戻ってしまうことがある。 トウ ウ イ サキ スク シ サマ タボウ ヨウス ヨウボウ タイ タイオウ ジカン ヨウ タイオウ ネンド カ タントウシャ シ ヒ ツ スス チョウセイ フ ダ モド

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションオリーブ		0282-27-8414		0282-27-8415		328-0027		栃木市今泉町1丁目17番29号

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションマザーの家		0283-85-7771		0283-85-7772		327-0504		佐野市中町942-1

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーション卯の郷		028-682-7770		028-682-7766		329-1311		さくら市氏家2650番地

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションたかねざわ		028-680-1701		028-680-1702		329-1233		塩谷郡高根沢町宝積寺2426-8 

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションみどり		0285-45-8362		0285-45-8397		329-0214		小山市乙女786-1		訪問看護師がもっと社会資源として同行できるとよいと思う。在宅での療養はもっと看護師が活躍できる体制が整うとよいと思った。 ホウモン カンゴシ シャカイ シゲン ドウコウ オモ ザイタク リョウヨウ カンゴシ カツヤク タイセイ トトノ オモ

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションあるく		028-643-5586		028-678-8796		320-0036		宇都宮市小幡2-6-14 

		承諾 ショウダク		とちぎ訪問看護ステーションおやま		0285-39-8602		0285-39-8607		323-0827		栃木県小山市神鳥谷2251-7 ３２３－０８２７		小児の重症心身障害児の訪問看護を行っていく上で。たびたび感じるのが成長に伴った教育、就学が難しく親御さんの希望通りにいかないことが多く残念に思います。難しいところだと思いますが… ショウニ ジュウショウ シンシン ショウガイジ ホウモン カンゴ オコナ ウエ カン セイチョウ トモナ キョウイク シュウガク ムズカ オヤゴ キボウ ドオ オオ ザンネン オモ ムズカ オモ

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションここあ		028-600-3735		028-600-3736		321-2116		栃木県宇都宮市徳次郎町998-9 ３２１－２１１６







訪問看護事業所 (作業)

		Ｑ1.貴施設について、お伺いいたします キ シセツ ウカガ

		1		事業所名 ジギョウショ メイ

		2		電話番号 デンワ バンゴウ

		3		FAX番号 バンゴウ

		4		所在地 ショザイチ

		5		職員構成（常勤・非常勤は問いません） ショクイン コウセイ ジョウキン ヒジョウキン ト

						看護師 カンゴシ

						作業療法士 サギョウ リョウホウシ

						准看護師 ジュンカンゴシ

						理学療法士 リガク リョウホウシ

						保健師 ホケンシ

						言語療法士 ゲンゴ リョウホウシ

						その他 タ

		6		訪問可能な主な市町村 ホウモン カノウ オモ シチョウソン

		Q2.いままでに以下の項目を在宅看護で行ったことがありますか（あるものすべてにチェックをしてください） イカ コウモク ザイタク カンゴ オコナ

								成人在宅 セイジン ザイタク				小児在宅 ショウニ ザイタク

				在宅人工呼吸器の管理 ザイタク ジンコウ コキュウキ カンリ

				気管カニューレの交換 キカン コウカン

				気管カニューレ部位のガーゼ交換 キカン ブイ コウカン

				気管内吸引 キカンナイ キュウイン

				食事介助 ショクジ カイジョ

				経鼻チューブの交換 ケイビ コウカン

				胃瘻の管理 イロウ カンリ

				経管栄養の注入 ケイカン エイヨウ チュウニュウ

				ストーマの管理 カンリ

				尿道カテーテルの管理 ニョウドウ カンリ

				導尿 ドウニョウ

				入浴介助 ニュウヨク カイジョ

				看護師によるリハビリテーション カンゴシ

				OTもしくはPTによるリハビリテーション

				中心静脈カテーテル管理 チュウシン ジョウミャク カンリ

				高カロリー輸液の管理 コウ ユエキ カンリ

				薬剤の静注（抗生物質や利尿剤など） ヤクザイ ジョウチュウ コウセイ ブッシツ リニョウザイ

				麻薬による疼痛コントロール マヤク ウズ ツウ

				終末期の医療的ケア シュウマツキ イリョウテキ

				在宅での看取り ザイタク ミト

				24時間対応 ジカン タイオウ

		Q3.現時点で、依頼のあった場合、重症心身障害児（者）の在宅医療を行うことはできますか ゲンジテン イライ バアイ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ ザイタク イリョウ オコナ

		1		できる

		2		できない

		3		要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン

		Q4.依頼があった場合に可能な医療的ケアと身体介護についてお答えください イライ バアイ カノウ イリョウテキ シンタイ カイゴ コタ

		※個別シートにて対応 コベツ タイオウ



				Ｑ1.貴施設について、お伺いいたします キ シセツ ウカガ																																												Q2.いままでに以下の項目を在宅看護で行ったことがありますか（あるものすべてにチェックをしてください）【1.ある、0.ない】 イカ コウモク ザイタク カンゴ オコナ																																																																																				Q3		Q4.依頼があった場合に可能な医療的ケアと身体介護についてお答えください【1.できる、2.できない、3.要相談（条件による）】 イライ バアイ カノウ イリョウテキ シンタイ カイゴ コタ ヨウ ソウダン ジョウケン																																																																																																																																																																																																																		Q5.重症心身障害児（者）の方に対する医療、在宅生活等についてお気づきのことなど、ご自由にお書きください ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ カタ タイ イリョウ ザイタク セイカツナド キ ジユウ カ

				事業所名 ジギョウショ メイ		電話番号 デンワ バンゴウ		FAX番号 バンゴウ		郵便番号 ユウビンバンゴウ		所在地 ショザイチ		職員構成（常勤・非常勤は問いません）【人数：名】 ショクイン コウセイ ジョウキン ヒジョウキン ト ニンズウ メイ																																訪問可能な主な市町村 ホウモン カノウ オモ シチョウソン		在宅人工呼吸器の管理 ザイタク ジンコウ コキュウキ カンリ				気管カニューレの交換 キカン コウカン				気管カニューレ部位のガーゼ交換 キカン ブイ コウカン				気管内吸引 キカンナイ キュウイン				食事介助 ショクジ カイジョ				経鼻チューブの交換 ケイビ コウカン				胃瘻の管理 イロウ カンリ				経管栄養の注入 ケイカン エイヨウ チュウニュウ				ストーマの管理 カンリ				尿道カテーテルの管理 ニョウドウ カンリ				導尿 ドウニョウ				入浴介助 ニュウヨク カイジョ				看護師によるリハビリテーション カンゴシ				OTもしくはPTによるリハビリテーション				中心静脈カテーテル管理 チュウシン ジョウミャク カンリ				高カロリー輸液の管理 コウ ユエキ カンリ				薬剤の静注（抗生物質や利尿剤など） ヤクザイ ジョウチュウ コウセイ ブッシツ リニョウザイ				麻薬による疼痛コントロール マヤク ウズ ツウ				終末期の医療的ケア シュウマツキ イリョウテキ				在宅での看取り ザイタク ミト				24時間対応 ジカン タイオウ						在宅人工呼吸器の管理 ザイタク ジンコウ コキュウキ カンリ										気管カニューレの交換 キカン コウカン										気管カニューレの管理（日常の交換以外の対応） キカン カンリ ニチジョウ コウカン イガイ タイオウ										気管内吸引 キカンナイ キュウイン										食事介助 ショクジ カイジョ										経鼻チューブの交換 ケイビ コウカン										ストーマの管理 カンリ										尿道カテーテルの管理 ニョウドウ カンリ										導尿 ドウニョウ										入浴介助 ニュウヨク カイジョ										看護師によるリハビリテーション カンゴシ										OTもしくはPTによるリハビリテーション										中心静脈カテーテル管理 チュウシン ジョウミャク カンリ										高カロリー輸液の管理 コウ ユエキ カンリ										薬剤の静注（抗生物質や利尿剤など） ヤクザイ ジョウチュウ コウセイ ブッシツ リニョウザイ										麻薬による疼痛コントロール マヤク トウツウ										終末期の医療的ケア シュウマツキ イリョウテキ										在宅での看取り ザイタク ミト										24時間対応 ジカン タイオウ										外出の介助 ガイシュツ カイジョ										通院の介助 ツウイン カイジョ

		承諾可否 ショウダク カヒ												看護師 カンゴシ		作業療法士 サギョウ リョウホウシ		准看護師 ジュンカンゴシ		理学療法士 リガク リョウホウシ		保健師 ホケンシ		言語療法士 ゲンゴ リョウホウシ		その他 タ																						成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ				乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ

		否 ヒ		曙訪問看護ステーション アケボノ ホウモン カンゴ		028-660-7803		028-683-5306		321-0901		宇都宮市平出町413番地		8		3		0		3		0		1		0		宇都宮 ウツノミヤ		高根沢 タカネザワ														宇都宮市 ウツノミヤシ		宇都宮、高根沢 ウツノミヤ タカネザワ		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		3		2		2		2		2		3		2		2		2		2		2		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		1		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		1		1		1		3		3		3		1		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		2		2		2		2		2		いつも大変お世話になっております。当STでも数名の小児利用者をNS、PT、OTでサポートしています。又、貴院のショートステイを利用させて頂いております。ご利用者様、家族が安心して過ごせるよう地域でサポートできたらと考えています。どうぞよろしくお願い申し上げます。 タイヘン セワ トウ スウメイ ショウニ リヨウシャ マタ キ イン リヨウ イタダ リヨウシャサマ カゾク アンシン ス チイキ カンガ ネガ モウ ア

		否 ヒ		とちぎメディカルセンター		0282-22-5810		0282-225812		328-0043		栃木市境町27-21		9		0		4		1		0		1		2		栃木市 トチギシ		小山市 オヤマシ		壬生町 ミブマチ												栃木市 トチギシ		栃木市、小山市、壬生町 トチギシ オヤマシ ミブマチ		1		1		1		0		1		1		1		1		1		0		1		0		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		0		1		1		3		2		1		1		1		1		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		2		2		2		1		1		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		1		1		1		1		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		2		2		2		2		2

		否 ヒ		あいケアステーション		0282-23-6221		0282-24-9850		328-0074		栃木市薗部町2-5-9		1		0		2		2		0		0		0		栃木市 トチギシ																栃木市 トチギシ		栃木市 トチギシ		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		3		2		2		2		2		3		2		2		2		2		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		3		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		3		2		2		2		2		3		2		2		2		2		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		2		2		2		2		3

		否 ヒ		訪問看護ステーションこすもす		0285-80-5511		0285-80-5512		321-4337		真岡市上高間木2-24-4		4		2		0		1		0		0		0																		鹿沼市 カヌマシ				1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		3		2		2		2		3		3		2		2		2		3		3		2		2		2		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		3		3		3		3		3		3		3		2		2		2		3		3		2		2		2		3		3		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		2		2		2		2		3		2		2		2		2		3		2		2		2		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		1		3		3		3		3		3		2		2		2		2		2		緊急時に主治医又はバッックベットのある病院との連携がとれる体制が整っていないと、在宅での対応に不安があります。
現在のところ、小児科、精神科看護を経験したスタッフがいない為、受け入れに不安がありますので今回はガイドマップ等に公表することに同意する事は控えさせていただきたいと思います。 キンキュウジ シュジイ マタ ビョウイン レンケイ タイセイ トトノ ザイタク タイオウ フアン ゲンザイ ショウニカ セイシンカ カンゴ ケイケン タメ ウ イ フアン コンカイ ナド コウヒョウ ドウイ コト ヒカ オモ

		否 ヒ		訪問看護ステーションひばり		0289-64-7226		0289-64-2225		322-8550		鹿沼市下田町1-1033		6		1		0		1		0		0		0		鹿沼市 カヌマシ																那須塩原市 ナスシオバラ シ		市内及び近隣市 シナイ オヨ キンリン シ		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		0		1		1		2

chizuru_tanaka: 未記入		1		1		2		2		1		2		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		1		3		3		1		1		1		3		3		3		3		1		3		3		1		1		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		1		3		3		3		1		1		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1

		否 ヒ		訪問看護ステーション那須		0287-73-5048		0287-63-4566		325-0023		那須塩原市豊浦10-706		5		0		2		0		0		0		0		那須塩原市 ナスシオバラ シ		大田原市 オオタワラシ		那須町 ナスマチ												大田原市 オオタワラシ		那須塩原市、大田原市、那須町 ナスシオバラ シ オオタワラシ ナスマチ		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		0		0		1		0		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		2

chizuru_tanaka: 未記入		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1

		承諾 ショウダク		さくら訪問看護ステーション		0287-29-3252		0287-29-3252		324-0058		大田原市紫塚3-2633-10		5		0		0		1		0		0		0		大田原市 オオタワラシ		那須塩原市 ナスシオバラ シ		矢板市 ヤイタシ												野木町 ノギマチ		大田原市、那須塩原市、矢板市 オオタワラシ ナスシオバラ シ ヤイタ シ		1		0		1		1		1		1		1		1		1		0		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		0		1		1		3		3		3		3		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		小児の受入数（実績）が少ないので、実際依頼があった場合、入院中から手技等の指導を受けたいと思います。 ショウニ ウケイレスウ ジッセキ スク ジッサイ イライ バアイ ニュウインチュウ シュギ ナド シドウ ウ オモ

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションたんぽぽ		0280-57-1888		0280-57-3819		329-0101		下都賀郡野木町友沼5119-12		20		3		0		5		0		0		2		野木町 ノギマチ		小山市 オヤマシ		旧藤岡町 キュウ フジオカマチ												宇都宮市 ウツノミヤシ		野木町、小山市、旧藤岡町 ノギマチ オヤマシ キュウ フジオカマチ		1		1		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		1		1		1		1		1		1		0		0		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		3		1		1		1		1		1		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		3		3		3		3		3		1		1		3		2		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		2		2		2		2		2		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		受け入れてくれる訪問看護Stの数が少ないと思います。研修会の機会を設けてサービス体制が構築できると良いと思います。 ウ イ ホウモン カンゴ カズ スク オモ ケンシュウカイ キカイ モウ タイセイ コウチク ヨ オモ

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションうつのみや		028-612-6103		028-612-6104		320-0852		宇都宮市下砥上町字並塚643番地1		11		0		0		0		0		0		1		宇都宮市 ウツノミヤシ		壬生町 ミブマチ														下野市 シモノ シ		宇都宮市、壬生町 ウツノミヤシ ミブマチ		1		1		0		0		1		1		1		1		1		0		0		0		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		2

chizuru_tanaka: 未記入		3		3		3		3		1		2		2		2		2		2		3		3		3		1		1		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		3		3		3		1		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		3		3		3		1		1		3		3		3		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーション石橋		0285-52-2293		0285-52-2268		329-0511		下野市石橋628番地		7		0		0		1		0		0		1		下野市 シモノ シ		上三川町 カミノカワマチ		壬生町 ミブマチ		宇都宮市 ウツノミヤシ										那須塩原市 ナスシオバラ シ		下野市、上三川町、壬生町、宇都宮市（部） シモノ シ カミノカワマチ ミブマチ ウツノミヤシ ブ		1		1		0		0		1		1		1		1		1		0		1		0		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		3		1		1		1		1		1		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		1		3		3		3		3		3		3		3		3		1		1		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		2		2		2		2		2		最近、訪問依頼が増えてきていますが、私たち看護師の力量不足から利用者家族へ満足のいく看護が提供できないように感じています。現在の、利用者家族から教わることが多くあり、私たちが勉強になります。ただ、訪問していて思うことは、ご両親の今までの経験でケアが進み危険であり、指導させていただいても理解が得られないこともあり、ジレンマとなっています。例）誤嚥性肺炎を繰り返している方にヘッドアップして食事を摂るよう説明してもフラットのままであったり、他の方でPEG造設されているので、栄養はPEGからにして経口からは楽しみ程度にしてと言っても、食事を経口から摂るなど。 サイキン ホウモン イライ フ ワタクシ カンゴシ リキリョウ ブソク リヨウシャ カゾク マンゾク カンゴ テイキョウ カン ゲンザイ リヨウシャ カゾク オソ オオ ワタシ ベンキョウ ホウモン オモ リョウシン イマ ケイケン スス キケン シドウ リカイ エ レイ ゴエンセイ ハイエン ク カエ カタ ショクジ ト セツメイ ホカ カタ ゾウ セツ エイヨウ ケイコウ タノ テイド イ ショクジ ケイコウ ト

		承諾 ショウダク		マロニエ訪問看護ステーション		0287-37-6322		0287-39-3305		329-2763		那須塩原市井口537-3 にしなすの総合在宅ｹｱｾﾝﾀｰ内		5		7		0		5		0		2		1		那須塩原市 ナスシオバラ シ		那須町 ナスマチ		大田原市 オオタワラシ												足利市 アシカガシ		那須塩原市、那須町、大田原市　リハビリのみ→那珂川町訪問可能 ナスシオバラ シ ナスマチ オオタワラシ ナカガワ マチ ホウモン カノウ		1		1		1		0		1		1		1		1		0		0		0		1		1		1		1		1		1		0		1		1		1		1		1		1		0		0		1		1		1		0		1		0		0		0		1		0		1		1		1		1		1		1		3		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーション佐野		0283-86-7013		0283-86-7031		327-0847		佐野市天神町７７４－２２ メープルハイツ１０１号室		3		0		1		0		0		0		1		足利市 アシカガシ		佐野市 サノシ		栃木市 トチギシ												大田原市 オオタワラシ		足利市、佐野市、栃木市（旧岩船市） アシカガシ サノシ トチギシ キュウ イワフネ シ		0		0		0		0		1		0		1		0		1		0		0		0		1		0		0		0		1		0		1		0		0		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		2		2		2		2		2		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1

		承諾 ショウダク		とちぎ訪問看護ステーションくろばね		0287-54-0507		0287-54-0580		324-0241		大田原市黒羽向町142番地		6		0		0		0		1		0		2		大田原市 オオタワラシ		那須塩原市 ナスシオバラ シ		那須町 ナスマチ		那珂川町 ナカガワマチ										鹿沼市 カヌマシ		大田原市、那須塩原市、那須町、那珂川町 オオタワラシ ナスシオバラ シ ナスマチ ナカガワマチ		1		0		0		0		1		1		1		1		1		0		1		0		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		3		3		3		3		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		1		2		2		2		2		2		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3

		承諾 ショウダク		鹿沼訪問看護ステーション		0289-60-5650		0289-60-1687		322-0021		鹿沼市上野町320-3高橋ビル１階１０３号室		5		0		0		0		0		0		0		鹿沼市 カヌマシ		旧宇都宮市 キュウ ウツノミヤシ		旧今市市 キュウ イマイチシ		壬生町 ミブマチ		西片町 ニシカタマチ								宇都宮市 ウツノミヤシ		鹿沼市、旧宇都宮市、旧今市市、壬生町、西片町 カヌマシ キュウ ウツノミヤシ キュウ イマイチシ ミブマチ ニシカタマチ		0		0		0		0		0		0		1		0		1		0		0		0		1		0		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		2

chizuru_tanaka: 未記入		2		2		2		2		1		2		2		2		2		3		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションほっと		028-626-5739		028-625-8201		321-0974		宇都宮市竹林町958		11		0		0		2		0		0		0		宇都宮市 ウツノミヤシ																真岡市 モオカシ		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2

		承諾 ショウダク		芳賀赤十字訪問看護ステーション		0285-84-8266		0285-84-8266		321-4306		真岡市台町2461		6		0		0		0		0		0		0		真岡市 モオカシ		益子町 マシコマチ		芳賀町 ハガマチ		茂木町 モギマチ										上三川町 カミノカワマチ		芳賀郡全域（真岡市、益子町、芳賀町、茂木町） ハガ グン ゼンイキ モオカシ マシコマチ ハガマチ モギ マチ		1		1		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		3		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		当ステーションは今年度小児在宅医との連携を開始することができました。安心して在宅療養を継続できるよう、多職種と連携し、実施しています。高齢者が介護サービスを選択するように、サービスの充実は得られていません。現実は家族だけで利用者（児）のケアを実施しているケースもあり家族の介護負担は大きいと考えます。負担軽減のためには、スムーズなレスパイト入院や日中の一時お預かり等充実した施設が増えることでさらに安心した療養環境の提供ができると思います。よろしくお願いいたします。 トウ コンネンド ショウニ ザイタク イ レンケイ カイシ アンシン ザイタク リョウヨウ ケイゾク タ ショクシュ レンケイ ジッシ コウレイシャ カイゴ センタク ジュウジツ エ ゲンジツ カゾク リヨウシャ ジ ジッシ カゾク カイゴ フタン オオ カンガ フタン ケイゲン ニュウイン ニッチュウ イチジ アズ ナド ジュウジツ シセツ フ アンシン リョウヨウ カンキョウ テイキョウ オモ ネガ

		承諾 ショウダク		とちぎ訪問看護ステーションみぶ		0282-82-7262		0282-82-7260		321-0218		下都賀郡壬生町落合1-18-12		16		0		0		0		0		0		1		上三川町 カミノカワマチ		下野市 シモツケシ		壬生町 ミブマチ		宇都宮市 ウツノミヤシ										宇都宮市 ウツノミヤシ		上三川町、下野市、壬生町、宇都宮 カミノカワマチ シモノ シ ミブ チョウ ウツノミヤ		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		1		0		1		1		1		1		1		1		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		病院との連携が大切。在宅生活を支援するためにチームで対応する（介護者の支援） ビョウイン レンケイ タイセツ ザイタク セイカツ シエン タイオウ カイゴシャ シエン

		承諾 ショウダク		ＷＡＤＥＷＡＤＥ訪問看護ステーション		028-666-5420		028-666-5460		321-0923		栃木県宇都宮市下栗町2913-1 ３２１－０９２３		12		0		0		0		0		0		0		宇都宮市 ウツノミヤシ		上三川町 カミノカワマチ														那須烏山市 ナスカラスヤマシ		宇都宮市、上三川町、 ウツノミヤシ カミノカワマチ		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		0		0		1		0		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		重心の方を看る側（介護者）の負担軽減の必要性を感じてしまいます。まだまだ「私がやらなければ」という気持ちが強く、様々な資源活用へと動きが進むような発信が大切だと思っています。 ジュウシン カタ ミ ガワ カイゴシャ フタン ケイゲン ヒツヨウセイ カン ワタシ キモ ツヨ サマザマ シゲン カツヨウ ウゴ スス ハッシン タイセツ オモ

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションあい		0287-83-8035		0287-83-8222		321-0628		那須烏山市金井2-5-9 ベンチャープラザ7号室 ゴウシツ		8		0		1		0		0		0		1		那須烏山市 ナスカラスヤマシ		那珂川町 ナカガワマチ		茂木町 モギマチ		一貝町 イチ ガイ チョウ										足利市 アシカガシ		那須烏山市、那珂川町、茂木町、一貝町 ナスカラスヤマシ ナカガワマチ モギマチ イチ ガイ マチ		1		1		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		0		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		小児や重心など医療依存度が高い方には家族が安心して預けられる事業所とスタッフが必要です（レスパイトの本当の意味で）訪問看護スタッフが動きやすい仕組みがあればもっと介入できると思います。例えば在宅以外への支援での算定が可能になる。長時間支援が可能になるなど。在宅支援診療所が多ければ助かります。開業医で努力してくださる医師の力で乗り切っている地域は特にそう感じます。後方病院親元病院との連携、地域との調整などスムーズにシームレスに行われるとうれしいです。行政からの介入が少なく、制度のことなど知らないまま苦労されている方が多いので、窓口での丁寧かつタイミングよく助言をしていただくと嬉しいです。 ショウニ ジュウシン イリョウ イゾンド タカ カタ カゾク アンシン アズ ジギョウショ ヒツヨウ ホントウ イミ ホウモン カンゴ ウゴ シク カイニュウ オモ タト ザイタク イガイ シエン サンテイ カノウ チョウジカン シエン カノウ ザイタク シエン シンリョウジョ オオ タス カイギョウイ ドリョク イシ チカラ ノ キ チイキ トク カン コウホウ ビョウイン オヤモト ビョウイン レンケイ チイキ チョウセイ オコナ ギョウセイ カイニュウ スク セイド シ クロウ カタ オオ マドグチ テイネイ ジョゲン ウレ

		承諾 ショウダク		あおい訪問看護ステーション		0284-73-9456		0284-72-7600		326-0831		足利市堀込町2556 セレッソ・コート１階		16		0		0		4		0		0		0		足利市 アシカガシ		佐野市 サノシ														大田原市 オオタワラシ		足利市とその周辺（佐野市、館林市、巴楽町、太田市、桐生市） アシカガシ シュウヘン サノシ タテバヤシシ トモエ ラク マチ オオタシ キリュウシ		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1

		承諾 ショウダク		那須赤十字訪問看護ステーション		0287-23-8866		0287-23-8903		324-8686		大田原市中田原1081-4		8		1		0		0		0		0		0		大田原市 オオタワラシ		那須塩原市 ナスシオバラ シ														大田原市 オオタワラシ		大田原市、那須塩原市（一部を除く） オオタワラシ ナスシオバラ シ イチブ ノゾ		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		1		1		0		1		0		1		1		1		0		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションゆりの木		0287-47-5123		0287-47-5124		324-0028		大田原市山の手1-1-7 ヤマ テ		4		0		0		0		0		0		0		大田原市 オオタワラシ		那須塩原市 ナスシオバラ シ		那珂川町 ナカガワマチ												足利市 アシカガシ		大田原市、那須塩原市、那珂川町 オオタワラシ ナスシオバラ シ ナカガワマチ		1		1		1		0		1		1		1		1		0		0		0		1		1		0		1		1		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		0		0		1		0		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		3		1		1		1		1		2		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		3		1		1		1		1		3		1		1		1		1		1		1		1		1		3		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		3		3		1		3		3		1		1		1		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		重症心身障害児施設で勤務したことのある看護師が2名いますので積極的に依頼があれば支援させていただきたいと思っています。こどもはやはり親元で成長発達できることが何よりも必要なことであると思っています。 ジュウショウ シンシン ショウガイ ジ シセツ キンム カンゴシ メイ セッキョクテキ イライ シエン オモ オヤモト セイチョウ ハッタツ ナニ ヒツヨウ オモ

		承諾 ショウダク		ライフ訪問看護リハビリテーション		0284-64-8799		0284-64-8335		326-0831		足利市堀込町2656-7　ASKビル３０１号		5		0		0		1		0		0		0		足利市 アシカガシ		佐野市 サノシ														小山市 オヤマシ		足利市、佐野市、館林市、邑楽郡、太田市、桐生市 アシカガシ サノシ タテバヤシシ オウラ グン オオタシ キリュウシ		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		この件に関する研修の案内が少ないため、学ぶ機会をもっと増やしてほしい ケン カン ケンシュウ アンナイ スク マナ キカイ フ

		承諾 ショウダク		わくわく訪問看護ステーションおやま		0285-24-6575		0285-20-0255		323-0022		小山市駅東通り3-9-6		11		0		0		5		0		0		0		小山市 オヤマシ		下野市 シモツケシ		栃木市 トチギシ												宇都宮市 ウツノミヤシ		小山市、結城市（茨城県）、下野市の一部、栃木市（PTのみ） オヤマシ ユウキシ イバラキケン シモノ シ イチブ トチギシ		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		1		1		1		1		3		3		3		1		1		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		自立支援のケアマネージャーがいるが、医療福祉行政をうまく連携してまとめる役割が果たせていない。それぞれが別々で動いており、介護者が困ったときの相談窓口に迷う。 ジリツ シエン イリョウ フクシ ギョウセイ レンケイ ヤクワリ ハ ベツベツ ウゴ カイゴシャ コマ ソウダン マドグチ マヨ

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーション風		028-612-1333		028-612-1384		321-0117		宇都宮市城南3丁目5-6		3		1		0		1		0		0		0		宇都宮市 ウツノミヤシ		鹿沼市 カヌマシ		下野市 シモツケシ		壬生町 ミブマチ										宇都宮市 ウツノミヤシ		宇都宮、鹿沼、下野、壬生 ウツノミヤ カヌマ シモノ ミブ		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		1		1		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1

		承諾 ショウダク		宮の橋訪問看護ステーション		028-635-9839		028-635-9839		321-0963		宇都宮市南大通り1-1-23		7		0		0		1		0		0		0		宇都宮市 ウツノミヤシ																栃木市 トチギシ		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		1		1		0		1		1		1		1		1		0		0		0		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		レスパイト等受け入れ先が少ない。市のコーディネーター様がご多忙の様子であり、要望に対しての対応にかなりの時間を要する（対応されないこともある）。年度変わるときなど、担当者（市）の引き継ぎがされず、進んでいた調整も振り出しに戻ってしまうことがある。 トウ ウ イ サキ スク シ サマ タボウ ヨウス ヨウボウ タイ タイオウ ジカン ヨウ タイオウ ネンド カ タントウシャ シ ヒ ツ スス チョウセイ フ ダ モド

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションオリーブ		0282-27-8414		0282-27-8415		328-0027		栃木市今泉町1丁目17番29号		7		0		0		0		0		0		0		栃木市 トチギシ		小山市 オヤマシ		下野市 シモツケシ		壬生町 ミブマチ										佐野市 サノシ		栃木市、小山市、下野市、壬生町 トチギシ オヤマシ シモノ シ ミブ マチ		1		1		1		0		1		1		1		1		0		0		0		0		1		1		1		1		0		0		1		1		1		0		1		1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションマザーの家		0283-85-7771		0283-85-7772		327-0504		佐野市中町942-1		2		0		3		0		0		0		0		佐野市 サノシ																さくら市 シ		佐野市 サノシ		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーション卯の郷		028-682-7770		028-682-7766		329-1311		さくら市氏家2650番地		3		0		0		0		0		0		0		さくら市 シ		塩谷町 シオヤ マチ		那須烏山市 ナスカラスヤマシ		宇都宮市 ウツノミヤシ		高根沢町 タカネザワマチ								高根沢町 タカネザワマチ		さくら市（周辺15ｋｍ以内）、塩谷町、那須烏山市、宇都宮市、高根沢町 シ シュウヘン イナイ シオヤ マチ ナスカラスヤマシ ウツノミヤシ タカネザワ マチ		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		3		3		3		3		3		1		2		2		2		2		2		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		2		2		2		3		3		3		3		1		1		1		3		3		3		3		1		2		2		2		2		2		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		2		2		2		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションたかねざわ		028-680-1701		028-680-1702		329-1233		塩谷郡高根沢町宝積寺2426-8 		16		0		0		0		0		0		0		高根沢町 タカネザワマチ		さくら市 シ		那須烏山市 ナスカラスヤマシ		芳賀町 ハガマチ		一貝町 イチ ガイ チョウ		茂木町 モギマチ		益子町 マシコ チョウ		宇都宮市 ウツノミヤシ		小山市 オヤマシ		高根沢町、さくら市、那須烏山市、芳賀町、市貝町、茂木町、益子町、宇都宮市 タカネザワマチ シ ナスカラスヤマシ ハガ マチ イチ カイ チョウ モギマチ マシコ チョウ ウツノミヤシ		1		1		1		0		1		1		1		1		1		0		1		0		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		2		2		2		2		2

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションみどり		0285-45-8362		0285-45-8397		329-0214		小山市乙女786-1		3		0		1		0		0		0		0		小山市 オヤマシ		栃木市 トチギシ		古河市 コガシ												宇都宮市 ウツノミヤシ		小山市、栃木市、古河市、結城市 オヤマシ トチギシ コガシ ユウキシ		0		0		1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		1		0		1		0		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		3		2		2		2		3		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		1		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		1		1		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		訪問看護師がもっと社会資源として同行できるとよいと思う。在宅での療養はもっと看護師が活躍できる体制が整うとよいと思った。 ホウモン カンゴシ シャカイ シゲン ドウコウ オモ ザイタク リョウヨウ カンゴシ カツヤク タイセイ トトノ オモ

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションあるく		028-643-5586		028-678-8796		320-0036		宇都宮市小幡2-6-14 		5		0		1		0		0		0		1		宇都宮市 ウツノミヤシ																小山市 オヤマシ		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		0		1		0		1		0		1		0		0		1		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3

		承諾 ショウダク		とちぎ訪問看護ステーションおやま		0285-39-8602		0285-39-8607		323-0827		栃木県小山市神鳥谷2251-7 ３２３－０８２７		12		0		0		0		0		0		1		小山市 オヤマシ		下野市 シモツケシ		野木町 ノギマチ												宇都宮市 ウツノミヤシ		小山市、下野市（南部）、野木町（北部） オヤマシ シモノ シ ナンブ ノギ マチ ホクブ		1		1		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		1		1		1		0		0		1		0		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		3		3		1		1		1		3		1		1		1		1		小児の重症心身障害児の訪問看護を行っていく上で。たびたび感じるのが成長に伴った教育、就学が難しく親御さんの希望通りにいかないことが多く残念に思います。難しいところだと思いますが… ショウニ ジュウショウ シンシン ショウガイジ ホウモン カンゴ オコナ ウエ カン セイチョウ トモナ キョウイク シュウガク ムズカ オヤゴ キボウ ドオ オオ ザンネン オモ ムズカ オモ

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションここあ		028-600-3735		028-600-3736		321-2116		栃木県宇都宮市徳次郎町998-9 ３２１－２１１６		10		1		0		1		0		0		2		宇都宮市 ウツノミヤシ		日光市 ニッコウシ														高根沢町 タカネザワ マチ		宇都宮市、日光市、 ウツノミヤシ ニッコウシ		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2

chizuru_tanaka: 未記入		

chizuru_tanaka: 未記入		

chizuru_tanaka: 未記入		

chizuru_tanaka: 未記入		

chizuru_tanaka: 未記入		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3

																																												小山市 オヤマシ

																																												大田原市 オオタワラシ				28		21		24		11		30		23		31		24		28		14		22		17		32		21		31		19		32		6		33		7		31		8		33		20		33		18		16		9		29		2		30		4		28		3		30		3		32		6		31		4		33		22

																																												那須塩原市 ナスシオバラ シ				28		21		24		11		30		23		31		24		28		14		22		17		32		21		31		19		32		6		33		7		31		8		33		20		33		18		16		9		29		2		30		4		28		3		30		3		32		6		31		4		33		22

																																												小山市 オヤマシ

																																												壬生町 ミブマチ

																																												上三川町 カミノカワマチ

																																												那須町 ナスマチ

														260		19		15		35		1		4		16																		佐野市 サノシ				Q2.いままでに以下の項目を在宅看護で行ったことがありますか（あるものすべてにチェックをしてください）																																																																																						Q4.依頼があった場合に可能な医療的ケアと身体介護についてお答えください

				事業所名 ジギョウショ メイ		電話番号 デンワ バンゴウ		FAX番号 バンゴウ		郵便番号 ユウビンバンゴウ		所在地 ショザイチ		職員構成（常勤・非常勤は問いません）【人数：名】 ショクイン コウセイ ジョウキン ヒジョウキン ト ニンズウ メイ																														那須塩原市 ナスシオバラ シ		訪問可能な主な市町村 ホウモン カノウ オモ シチョウソン		在宅人工呼吸器の管理 ザイタク ジンコウ コキュウキ カンリ				気管カニューレの交換 キカン コウカン				気管カニューレ部位のガーゼ交換 キカン ブイ コウカン				気管内吸引 キカンナイ キュウイン				食事介助 ショクジ カイジョ				経鼻チューブの交換 ケイビ コウカン				胃瘻の管理 イロウ カンリ				経管栄養の注入 ケイカン エイヨウ チュウニュウ				ストーマの管理 カンリ				尿道カテーテルの管理 ニョウドウ カンリ				導尿 ドウニョウ				入浴介助 ニュウヨク カイジョ				看護師によるリハビリテーション カンゴシ				OTもしくはPTによるリハビリテーション				中心静脈カテーテル管理 チュウシン ジョウミャク カンリ				高カロリー輸液の管理 コウ ユエキ カンリ				薬剤の静注（抗生物質や利尿剤など） ヤクザイ ジョウチュウ コウセイ ブッシツ リニョウザイ				麻薬による疼痛コントロール マヤク ウズ ツウ				終末期の医療的ケア シュウマツキ イリョウテキ				在宅での看取り ザイタク ミト				24時間対応 ジカン タイオウ						在宅人工呼吸器の管理 ザイタク ジンコウ コキュウキ カンリ										気管カニューレの交換 キカン コウカン										気管カニューレの管理（日常の交換以外の対応） キカン カンリ ニチジョウ コウカン イガイ タイオウ										気管内吸引 キカンナイ キュウイン										食事介助 ショクジ カイジョ										経鼻チューブの交換 ケイビ コウカン										ストーマの管理 カンリ										尿道カテーテルの管理 ニョウドウ カンリ										導尿 ドウニョウ										入浴介助 ニュウヨク カイジョ										看護師によるリハビリテーション カンゴシ										OTもしくはPTによるリハビリテーション										中心静脈カテーテル管理 チュウシン ジョウミャク カンリ										高カロリー輸液の管理 コウ ユエキ カンリ										薬剤の静注（抗生物質や利尿剤など） ヤクザイ ジョウチュウ コウセイ ブッシツ リニョウザイ										麻薬による疼痛コントロール マヤク トウツウ										終末期の医療的ケア シュウマツキ イリョウテキ										在宅での看取り ザイタク ミト										24時間対応 ジカン タイオウ										外出の介助 ガイシュツ カイジョ										通院の介助 ツウイン カイジョ

														看護師 カンゴシ		作業療法士 サギョウ リョウホウシ		准看護師 ジュンカンゴシ		理学療法士 リガク リョウホウシ		保健師 ホケンシ		言語療法士 ゲンゴ リョウホウシ		その他 タ																		旧宇都宮市 キュウ ウツノミヤシ				成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ				乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ

																												訪問可能市町村 ホウモン カノウ シチョウソン		事業所数 ジギョウショ スウ														益子町 マシコマチ																																																																																								できる		18		20		19		20		27		9		11		13		13		18		22		22		22		24		30		25		25		26		29		34		25		25		26		27		31		16		17		19		21		27		21		22		23		26		32		16		18		22		25		33		16		18		22		24		32		26		25		29		30		31		18		20		22		23		30		9		10		9		9		12		20		20		23		25		31		21		22		24		27		32		14		14		16		18		27		12		12		13		15		25		18		17		19		20		28		19		18		19		21		29		23		23		24		25		33		7		7		9		10		14		5		6		7		8		11

																				成人 セイジン		小児 ショウニ						足利市 アシカガシ		3														下野市 シモツケシ																																																																																								できない		8		7		8		5		1		18		15		14		12		6		6		6		6		4		1		5		5		5		4		0		6		6		6		5		1		11		11		11		9		3		5		5		5		3		0		8		8		8		5		0		9		8		8		5		0		5		6		5		4		1		8		7		7		6		2		19		18		18		19		17		7		7		7		6		1		6		6		6		5		1		10		10		10		7		2		6		6		6		5		1		6		6		6		5		2		5		5		5		4		1		5		5		5		4		1		11		11		11		10		7		17		17		17		16		13

																		在宅人工呼吸器の管理 ザイタク ジンコウ コキュウキ カンリ		28		21						市貝町 イチ		2														上三川町 カミノカワマチ																																																																																								要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン		8		7		7		9		6		7		8		7		9		10		6		6		6		6		3		4		4		3		1		0		3		3		2		2		2		7		6		4		4		4		8		7		6		5		2		10		8		4		4		1		9		8		4		5		2		3		3		0		0		2		8		7		5		5		2		6		6		7		6		5		7		7		4		3		2		7		6		4		2		1		10		10		8		9		5		16		16		15		14		8		10		11		9		9		4		10		11		10		9		4		6		6		5		5		0		16		16		14		14		13		12		11		10		10		10

																		気管カニューレの交換 キカン コウカン		24		11						宇都宮市		13														那珂川町 ナカガワマチ

																		気管カニューレ部位のガーゼ交換 キカン ブイ コウカン		30		23						大田原市		6														佐野市 サノシ																																																																																								Ｑ4.できる

																		気管内吸引 キカンナイ キュウイン		31		24						小山市		6														那須塩原市 ナスシオバラ シ				看護師 カンゴシ		作業療法士 サギョウ リョウホウシ		准看護師 ジュンカンゴシ		理学療法士 リガク リョウホウシ		保健師 ホケンシ		言語療法士 ゲンゴ リョウホウシ		その他 タ																																																																										在宅人工呼吸器の管理		気管カニューレの交換		気管カニューレの管理
（日常の交換以外の対応）		気管内吸引		食事介助		経鼻チューブの交換		ストーマの管理		尿道カテーテルの管理		導尿		入浴介助		看護師による
リハビリテーション				OTもしくはPTによる
リハビリテーション		中心静脈カテーテル管理 チュウシン ジョウミャク カンリ		高カロリー輸液の管理 コウ ユエキ カンリ		薬剤の静注
（抗生物質や利尿剤など） ヤクザイ ジョウチュウ コウセイ ブッシツ リニョウザイ		麻薬による疼痛コントロール マヤク トウツウ		終末期の医療的ケア シュウマツキ イリョウテキ		在宅での看取り ザイタク ミト		24時間対応 ジカン タイオウ		外出の介助		通院の介助

																		食事介助 ショクジ カイジョ		28		14						鹿沼市		3														那須塩原市 ナスシオバラ シ				260		19		15		35		1		4		16																																																																								乳児～2歳 ニュウジ サイ		18		9		22		25		25		16		21		16		16		26		18		乳児～2歳 ニュウジ サイ		9		20		21		14		12		18		19		23		7		5

																		経鼻チューブの交換 ケイビ コウカン		22		17						上三川町		3														佐野市 サノシ																																																																																								3～6歳 サイ		20		11		22		25		25		17		22		18		18		25		20		3～6歳 サイ		10		20		22		14		12		17		18		23		7		6

																		胃瘻の管理 イロウ カンリ		32		21						さくら市		2														下野市 シモツケシ																																																																																								7歳～12歳 サイ サイ		19		13		22		26		26		19		23		22		22		29		22		7歳～12歳 サイ サイ		9		23		24		16		13		19		19		24		9		7

																		経管栄養の注入 ケイカン エイヨウ チュウニュウ		31		19						佐野市 サノシ		4														鹿沼市 カヌマシ				看護師 カンゴシ		260						できる		できない		要相談 ヨウ ソウダン																																																																								13～17歳 サイ		20		13		24		29		24		21		26		25		24		30		23		13～17歳 サイ		9		25		27		18		15		20		21		25		10		8

																		ストーマの管理 カンリ		32		6						塩谷町 シオヤ マチ		1														小山市 オヤマシ				作業療法士 サギョウ リョウホウシ		19						14		6		14																																																																								18歳以上 サイイジョウ		27		18		30		34		31		27		32		33		32		31		30		18歳以上 サイイジョウ		12		31		32		27		25		28		29		33		14		11













																		尿道カテーテルの管理 ニョウドウ カンリ		33		7						下野市		6														塩谷町 シオヤ マチ				准看護師 ジュンカンゴシ		15

																		導尿 ドウニョウ		31		8						高根沢町		3														さくら市 シ				理学療法士 リガク リョウホウシ		35																																																																																		Ｑ4.できない

																				成人 セイジン		小児 ショウニ

																		入浴介助 ニュウヨク カイジョ		33		20						栃木市 トチギシ		8														栃木市 トチギシ				保健師 ホケンシ		1																																																																																				在宅人工呼吸器の管理		気管カニューレの交換		気管カニューレの管理
（日常の交換以外の対応）		気管内吸引		食事介助		経鼻チューブの交換		ストーマの管理		尿道カテーテルの管理		導尿		入浴介助		看護師による
リハビリテーション				OTもしくはPTによる
リハビリテーション		中心静脈カテーテル管理 チュウシン ジョウミャク カンリ		高カロリー輸液の管理 コウ ユエキ カンリ		薬剤の静注
（抗生物質や利尿剤など） ヤクザイ ジョウチュウ コウセイ ブッシツ リニョウザイ		麻薬による疼痛コントロール マヤク トウツウ		終末期の医療的ケア シュウマツキ イリョウテキ		在宅での看取り ザイタク ミト		24時間対応 ジカン タイオウ		外出の介助		通院の介助

																		看護師によるリハビリテーション カンゴシ		33		18						那珂川町		3														下野市 シモツケシ				言語療法士 ゲンゴ リョウホウシ		4																																																																																		乳児～2歳 ニュウジ サイ		8		18		6		5		6		11		5		8		9		5		8		乳児～2歳 ニュウジ サイ		19		7		6		10		6		6		5		5		11		17

																		OTもしくはPTによるリハビリテーション		16		9						那須烏山市		3														日光市 ニッコウシ				その他 タ		16																																																																																		3～6歳 サイ		7		15		6		5		6		11		5		8		8		6		7		3～6歳 サイ		18		7		6		10		6		6		5		5		11		17

																		中心静脈カテーテル管理 チュウシン ジョウミャク カンリ		29		2						那須塩原市		6														壬生町 ミブマチ																																																																																								7歳～12歳 サイ サイ		8		14		6		5		6		11		5		8		8		5		7		7歳～12歳 サイ サイ		18		7		6		10		6		6		5		5		11		17

																		高カロリー輸液の管理 コウ ユエキ カンリ		30		4						那須町 ナスマチ		3														那須町 ナスマチ																																																																																								13～17歳 サイ		5		12		4		4		5		9		3		5		5		4		6		13～17歳 サイ		19		6		5		7		5		5		4		4		10		16

																		薬剤の静注（抗生物質や利尿剤など） ヤクザイ ジョウチュウ コウセイ ブッシツ リニョウザイ		28		3						日光市 ニッコウシ		2														矢板市 ヤイタシ																																																																																								18歳以上 サイイジョウ		1		6		1		0		1		3		0		0		0		1		2		18歳以上 サイイジョウ		17		1		1		2		1		2		1		1		7		13

																		麻薬による疼痛コントロール マヤク ウズ ツウ		30		3						野木町 ノギマチ		2														旧藤岡町 キュウ フジオカマチ

																		終末期の医療的ケア シュウマツキ イリョウテキ		32		6						芳賀町 ハガマチ		2														壬生町 ミブマチ																																																																																								Ｑ4.要相談 ヨウ ソウダン

																		在宅での看取り ザイタク ミト		31		4						益子町 マシコマチ		2														大田原市 オオタワラシ																																																																																										在宅人工呼吸器の管理		気管カニューレの交換		気管カニューレの管理
（日常の交換以外の対応）		気管内吸引		食事介助		経鼻チューブの交換		ストーマの管理		尿道カテーテルの管理		導尿		入浴介助		看護師による
リハビリテーション				OTもしくはPTによる
リハビリテーション		中心静脈カテーテル管理 チュウシン ジョウミャク カンリ		高カロリー輸液の管理 コウ ユエキ カンリ		薬剤の静注
（抗生物質や利尿剤など） ヤクザイ ジョウチュウ コウセイ ブッシツ リニョウザイ		麻薬による疼痛コントロール マヤク トウツウ		終末期の医療的ケア シュウマツキ イリョウテキ		在宅での看取り ザイタク ミト		24時間対応 ジカン タイオウ		外出の介助		通院の介助

																		24時間対応 ジカン タイオウ		33		22						壬生町 ミブマチ		7														栃木市 トチギシ																																																																																								乳児～2歳 ニュウジ サイ		8		7		6		4		3		7		8		10		9		3		8		乳児～2歳 ニュウジ サイ		6		7		7		10		16		10		10		6		16		12

																												真岡市 モオカシ		1														那須町 ナスマチ																																																																																								3～6歳 サイ		7		8		6		4		3		6		7		8		8		3		7		3～6歳 サイ		6		7		6		10		16		11		11		6		16		11

																												茂木町 モギマチ		3														旧今市市 キュウ イマイチシ																																																																																								7歳～12歳 サイ サイ		7		7		6		3		2		4		6		4		4		0		5		7歳～12歳 サイ サイ		7		4		4		8		15		9		10		5		14		10

																												矢板市 ヤイタシ		1														芳賀町 ハガマチ						Q3.現時点で、依頼のあった場合、重症心身障害児（者）の在宅医療を行うことはできますか ゲンジテン イライ バアイ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ ザイタク イリョウ オコナ																																																																																		13～17歳 サイ		9		9		6		1		2		4		5		4		5		0		5		13～17歳 サイ		6		3		2		9		14		9		9		5		14		10

																																												壬生町 ミブマチ				できる		14																																																																																		18歳以上 サイイジョウ		6		10		3		0		2		4		2		1		2		2		2		18歳以上 サイイジョウ		5		2		1		5		8		4		4		0		13		10

																																												茂木町 モギマチ				できない		6

																																												那珂川町 ナカガワマチ				要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン		14

																																												栃木市 トチギシ

																																												下野市 シモツケシ

																																												下野市 シモツケシ				在宅人工呼吸器の管理 ザイタク ジンコウ コキュウキ カンリ		気管カニューレの交換 キカン コウカン		気管カニューレ部位のガーゼ交換 キカン ブイ コウカン		気管内吸引 キカンナイ キュウイン		食事介助 ショクジ カイジョ		経鼻チューブの交換 ケイビ コウカン		胃瘻の管理 イロウ カンリ		経管栄養の注入 ケイカン エイヨウ チュウニュウ		ストーマの管理 カンリ		尿道カテーテルの管理 ニョウドウ カンリ		導尿 ドウニョウ		入浴介助 ニュウヨク カイジョ		看護師によるリハビリテーション カンゴシ		OTもしくはPTによるリハビリテーション		中心静脈カテーテル管理 チュウシン ジョウミャク カンリ		高カロリー輸液の管理 コウ ユエキ カンリ		薬剤の静注（抗生物質や利尿剤など） ヤクザイ ジョウチュウ コウセイ ブッシツ リニョウザイ		麻薬による疼痛コントロール マヤク ウズ ツウ		終末期の医療的ケア シュウマツキ イリョウテキ		在宅での看取り ザイタク ミト		24時間対応 ジカン タイオウ

																																												那須烏山市 ナスカラスヤマシ		成人 セイジン		28		24		30		31		28		22		32		31		32		33		31		33		33		16		29		30		28		30		32		31		33

																																												那須烏山市 ナスカラスヤマシ		小児 ショウニ		21		11		23		24		14		17		21		19		6		7		8		20		18		9		2		4		3		3		6		4		22

																																												古河市 コガシ

																																												野木町 ノギマチ

																																												宇都宮市 ウツノミヤシ

																																												那珂川町 ナカガワマチ

																																												壬生町 ミブマチ

																																												茂木町 モギマチ

																																												宇都宮市 ウツノミヤシ

																																												一貝町 イチ ガイ チョウ

																																												壬生町 ミブマチ

																																												壬生町 ミブマチ

																																												宇都宮市 ウツノミヤシ

																																												芳賀町 ハガマチ

																																												西片町 ニシカタマチ

																																												高根沢町 タカネザワマチ

																																												一貝町 イチ ガイ チョウ

																																												茂木町 モギマチ

																																												益子町 マシコ チョウ

																																												宇都宮市 ウツノミヤシ



成人	在宅人工呼吸器の管理	気管カニューレの交換	気管カニューレ部位のガーゼ交換	気管内吸引	食事介助	経鼻チューブの交換	胃瘻の管理	経管栄養の注入	ストーマの管理	尿道カテーテルの管理	導尿	入浴介助	看護師によるリハビリテーション	OTもしくはPT	によるリハビリテーション	中心静脈カテーテル管理	高カロリー輸液の管理	薬剤の静注（抗生物質や利尿剤など）	麻薬による疼痛コントロール	終末期の医療的ケア	在宅での看取り	24時間対応	28	24	30	31	28	22	32	31	32	33	31	33	33	16	29	30	28	30	32	31	33	小児	在宅人工呼吸器の管理	気管カニューレの交換	気管カニューレ部位のガーゼ交換	気管内吸引	食事介助	経鼻チューブの交換	胃瘻の管理	経管栄養の注入	ストーマの管理	尿道カテーテルの管理	導尿	入浴介助	看護師によるリハビリテーション	OTもしくはPTによるリハビリテーション	中心静脈カテーテル管理	高カロリー輸液の管理	薬剤の静注（抗生物質や利尿剤など）	麻薬による疼痛コントロール	終末期の医療的ケア	在宅での看取り	24時間対応	21	11	23	24	14	17	21	19	6	7	8	20	18	9	2	4	3	3	6	4	22	Q3.現時点で、依頼のあった場合、重症心身障害児（者）の在宅医療を行うことはできますか

Q3.現時点で、依頼のあった場合、重症心身障害児（者）の在宅医療を行うことはできますか	できる	できない	要相談（条件による）	14	6	14	乳児～2歳	在宅人工呼吸器の管理	気管カニューレの交換	気管カニューレの管理	
（日常の交換以外の対応）	気管内吸引	食事介助	経鼻チューブの交換	ストーマの管理	尿道カテーテルの管理	導尿	入浴介助	看護師による	
リハビリテーション	OTもしくはPTによる	
リハビリテーション	中心静脈カテーテル管理	高カロリー輸液の管理	薬剤の静注	
（抗生物質や利尿剤など）	麻薬による疼痛コントロール	終末期の医療的ケア	在宅での看取り	24時間対応	外出の介助	通院の介助	18	9	22	25	25	16	21	16	16	26	18	0	9	20	21	14	12	18	19	23	7	5	3～6歳	在宅人工呼吸器の管理	気管カニューレの交換	気管カニューレの管理	
（日常の交換以外の対応）	気管内吸引	食事介助	経鼻チューブの交換	ストーマの管理	尿道カテーテルの管理	導尿	入浴介助	看護師による	
リハビリテーション	OTもしくはPTによる	
リハビリテーション	中心静脈カテーテル管理	高カロリー輸液の管理	薬剤の静注	
（抗生物質や利尿剤など）	麻薬による疼痛コントロール	終末期の医療的ケア	在宅での看取り	24時間対応	外出の介助	通院の介助	20	11	22	25	25	17	22	18	18	25	20	0	10	20	22	14	12	17	18	23	7	6	7歳～12歳	在宅人工呼吸器の管理	気管カニューレの交換	気管カニューレの管理	
（日常の交換以外の対応）	気管内吸引	食事介助	経鼻チューブの交換	ストーマの管理	尿道カテーテルの管理	導尿	入浴介助	看護師による	
リハビリテーション	OTもしくはPTによる	
リハビリテーション	中心静脈カテーテル管理	高カロリー輸液の管理	薬剤の静注	
（抗生物質や利尿剤など）	麻薬による疼痛コントロール	終末期の医療的ケア	在宅での看取り	24時間対応	外出の介助	通院の介助	19	13	22	26	26	19	23	22	22	29	22	0	9	23	24	16	13	19	19	24	9	7	13～17歳	在宅人工呼吸器の管理	気管カニューレの交換	気管カニューレの管理	
（日常の交換以外の対応）	気管内吸引	食事介助	経鼻チューブの交換	ストーマの管理	尿道カテーテルの管理	導尿	入浴介助	看護師による	
リハビリテーション	OTもしくはPTによる	
リハビリテーション	中心静脈カテーテル管理	高カロリー輸液の管理	薬剤の静注	
（抗生物質や利尿剤など）	麻薬による疼痛コントロール	終末期の医療的ケア	在宅での看取り	24時間対応	外出の介助	通院の介助	20	13	24	29	24	21	26	25	24	30	23	0	9	25	27	18	15	20	21	25	10	8	18歳以上	在宅人工呼吸器の管理	気管カニューレの交換	気管カニューレの管理	
（日常の交換以外の対応）	気管内吸引	食事介助	経鼻チューブの交換	ストーマの管理	尿道カテーテルの管理	導尿	入浴介助	看護師による	
リハビリテーション	OTもしくはPTによる	
リハビリテーション	中心静脈カテーテル管理	高カロリー輸液の管理	薬剤の静注	
（抗生物質や利尿剤など）	麻薬による疼痛コントロール	終末期の医療的ケア	在宅での看取り	24時間対応	外出の介助	通院の介助	27	18	30	34	31	27	32	33	32	31	30	0	12	31	32	27	25	28	29	33	14	11	乳児～2歳	在宅人工呼吸器の管理	気管カニューレの交換	気管カニューレの管理	
（日常の交換以外の対応）	気管内吸引	食事介助	経鼻チューブの交換	ストーマの管理	尿道カテーテルの管理	導尿	入浴介助	看護師による	
リハビリテーション	OTもしくはPTによる	
リハビリテーション	中心静脈カテーテル管理	高カロリー輸液の管理	薬剤の静注	
（抗生物質や利尿剤など）	麻薬による疼痛コントロール	終末期の医療的ケア	在宅での看取り	24時間対応	外出の介助	通院の介助	8	18	6	5	6	11	5	8	9	5	8	0	19	7	6	10	6	6	5	5	11	17	3～6歳	在宅人工呼吸器の管理	気管カニューレの交換	気管カニューレの管理	
（日常の交換以外の対応）	気管内吸引	食事介助	経鼻チューブの交換	ストーマの管理	尿道カテーテルの管理	導尿	入浴介助	看護師による	
リハビリテーション	OTもしくはPTによる	
リハビリテーション	中心静脈カテーテル管理	高カロリー輸液の管理	薬剤の静注	
（抗生物質や利尿剤など）	麻薬による疼痛コントロール	終末期の医療的ケア	在宅での看取り	24時間対応	外出の介助	通院の介助	7	15	6	5	6	11	5	8	8	6	7	0	18	7	6	10	6	6	5	5	11	17	7歳～12歳	在宅人工呼吸器の管理	気管カニューレの交換	気管カニューレの管理	
（日常の交換以外の対応）	気管内吸引	食事介助	経鼻チューブの交換	ストーマの管理	尿道カテーテルの管理	導尿	入浴介助	看護師による	
リハビリテーション	OTもしくはPTによる	
リハビリテーション	中心静脈カテーテル管理	高カロリー輸液の管理	薬剤の静注	
（抗生物質や利尿剤など）	麻薬による疼痛コントロール	終末期の医療的ケア	在宅での看取り	24時間対応	外出の介助	通院の介助	8	14	6	5	6	11	5	8	8	5	7	0	18	7	6	10	6	6	5	5	11	17	13～17歳	在宅人工呼吸器の管理	気管カニューレの交換	気管カニューレの管理	
（日常の交換以外の対応）	気管内吸引	食事介助	経鼻チューブの交換	ストーマの管理	尿道カテーテルの管理	導尿	入浴介助	看護師による	
リハビリテーション	OTもしくはPTによる	
リハビリテーション	中心静脈カテーテル管理	高カロリー輸液の管理	薬剤の静注	
（抗生物質や利尿剤など）	麻薬による疼痛コントロール	終末期の医療的ケア	在宅での看取り	24	時間対応	外出の介助	通院の介助	5	12	4	4	5	9	3	5	5	4	6	0	19	6	5	7	5	5	4	4	10	16	18歳以上	在宅人工呼吸器の管理	気管カニューレの交換	気管カニューレの管理	
（日常の交換以外の対応）	気管内吸引	食事介助	経鼻チューブの交換	ストーマの管理	尿道カテーテルの管理	導尿	入浴介助	看護師による	
リハ	ビリテーション	OTもしくはPTによる	
リハビリテーション	中心静脈カテーテル管理	高カロリー輸液の管理	薬剤の静注	
（抗生物質や利尿剤など）	麻薬による疼痛コントロール	終末期の医療的ケア	在宅での看取り	24時間対応	外出の介助	通院の介助	1	6	1	0	1	3	0	0	0	1	2	0	17	1	1	2	1	2	1	1	7	13	

乳児～2歳	在宅人工呼吸器の管理	気管カニューレの交換	気管カニューレの管理	
（日常の交換以外の対応）	気管内吸引	食事介助	経鼻チューブの交換	ストーマの管理	尿道カテーテルの管理	導尿	入浴介助	看護師による	
リハビリテーション	OTもしくはPTによる	
リハビリテーション	中心静脈カテーテル管理	高カロリー輸液の管理	薬剤の静注	
（抗生物質や利尿剤など）	麻薬による疼痛コントロール	終末期の医療的ケア	在宅での看取り	24時間対応	外出の介助	通院の介助	8	7	6	4	3	7	8	10	9	3	8	0	6	7	7	10	16	10	10	6	16	12	3～6歳	在宅人工呼吸器の管理	気管カニューレの交換	気管カニューレの管理	
（日常の交換以外の対応）	気管内吸引	食事介助	経鼻チューブの交換	ストーマの管理	尿道カテーテルの管理	導尿	入浴介助	看護師による	
リハビリテーション	OTもしくはPTによる	
リハビリテーション	中心静脈カテーテル管理	高カロリー輸液の管理	薬剤の静注	
（抗生物質や利尿剤など）	麻薬による疼痛コントロール	終末期の医療的ケア	在宅での看取り	24時間対応	外出の介助	通院の介助	7	8	6	4	3	6	7	8	8	3	7	0	6	7	6	10	16	11	11	6	16	11	7歳～12歳	在宅人工呼吸器の管理	気管カニューレの交換	気管カニューレの管理	
（日常の交換以外の対応）	気管内吸引	食事介助	経鼻チューブの交換	ストーマの管理	尿道カテーテルの管理	導尿	入浴介助	看護師による	
リハビリテーション	OTもしくはPTによる	
リハビリテーション	中心静脈カテーテル管理	高カロリー輸液の管理	薬剤の静注	
（抗生物質や利尿剤など）	麻薬による疼痛コントロール	終末期の医療的ケア	在宅での看取り	24時間対応	外出の介助	通院の介助	7	7	6	3	2	4	6	4	4	0	5	0	7	4	4	8	15	9	10	5	14	10	13～17歳	在宅人工呼吸器の管理	気管カニューレの交換	気管カニューレの管理	
（日常の交換以外の対応）	気管内吸引	食事介助	経鼻チューブの交換	ストーマの管理	尿道カテーテルの管理	導尿	入浴介助	看護師による	
リハビリテーション	OTもしくはPTによる	
リハビリテーション	中心静脈カテーテル管理	高カロリー輸液の管理	薬剤の静注	
（抗生物質や利尿剤など）	麻薬による疼痛コントロール	終末期の医療的ケア	在宅での看取り	24時間	対応	外出の介助	通院の介助	9	9	6	1	2	4	5	4	5	0	5	0	6	3	2	9	14	9	9	5	14	10	18歳以上	在宅人工呼吸器の管理	気管カニューレの交換	気管カニューレの管理	
（日常の交換以外の対応）	気管内吸引	食事介助	経鼻チューブの交換	ストーマの管理	尿道カテーテルの管理	導尿	入浴介助	看護師による	
リハビリ	テーション	OTもしくはPTによる	
リハビリテーション	中心静脈カテーテル管理	高カロリー輸液の管理	薬剤の静注	
（抗生物質や利尿剤など）	麻薬による疼痛コントロール	終末期の医療的ケア	在宅での看取り	24時間対応	外出の介助	通院の介助	6	10	3	0	2	4	2	1	2	2	2	0	5	2	1	5	8	4	4	0	13	10	

診療所

		Ｑ１		1.医療ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する外来診療について、以下の医療行為に対応できますか。 イリョウ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ガイライ シンリョウ イカ イリョウ コウイ タイオウ

				Ｑ1-1										予防接種 ヨボウ セッシュ

				Ｑ1-2										一次診療
（経過観察、栄養観察を含む） イチジ シンリョウ ケイカ カンサツ エイヨウ カンサツ フク

				Ｑ1-3										経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ

				Ｑ1-4										経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ

				Ｑ1-5										中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ

				Ｑ1-6										酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ

				Ｑ1-7										気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ

				Ｑ1-8										人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ

				Ｑ1-9										尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ

				Ｑ1-10										人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ

				Ｑ1-11										褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ

		Ｑ２		2.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する往診及び訪問診療について、以下の医療行為に対応できますか イリョウテキ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ オウシン オヨ ホウモン シンリョウ イカ イリョウ コウイ タイオウ

				Ｑ2-1										予防接種 ヨボウ セッシュ

				Ｑ2-2										一次診療
（経過観察、栄養観察を含む） イチジ シンリョウ ケイカ カンサツ エイヨウ カンサツ フク

				Ｑ2-3										経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ

				Ｑ2-4										経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ

				Ｑ2-5										中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ

				Ｑ2-6										酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ

				Ｑ2-7										気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ

				Ｑ2-8										人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ

				Ｑ2-9										尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ

				Ｑ2-10										人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ

				Ｑ2-11										褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ

		Ｑ3		3.24時間、重症心身障害児（18歳未満）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイジ サイ ミマン イリョウ タイオウ

				Ｑ3-1										できる

				Ｑ3-2										できない

				Ｑ3-3										要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン

		Ｑ4		4.24時間、重症心身障害者（18歳以上）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイシャ サイ イジョウ イリョウ タイオウ

				Ｑ4-1										できる

				Ｑ4-2										できない

				Ｑ4-3										要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン

		Ｑ5		5.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する訪問リハビリてーションを提供していますか イリョウテキ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ホウモン テイキョウ

				Ｑ5-1										提供している テイキョウ

				Ｑ5-2										提供していない テイキョウ

				Ｑ5-3										提供していないが対応は可能 テイキョウ タイオウ カノウ

				Ｑ5-4										要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン

		Ｑ6		6.重症心身障害児（者）在宅医療に対応できるようになるための条件はなんですか ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ ザイタク イリョウ タイオウ ジョウケン

				Ｑ6-1										診療報酬の点数が増えること シンリョウ ホウシュウ テンスウ フ

				Ｑ6-2										訪問看護尾の連携 ホウモン カンゴ オ レンケイ

				Ｑ6-3										病院との連携 ビョウイン レンケイ

				Ｑ6-4										在宅療養支援診療所と小児科医とのグループ診療 ザイタク リョウヨウ シエン シンリョウジョ ショウニ カ イ シンリョウ

				Ｑ6-5										在宅療養支援診療所に助言や相談を求めることができること ザイタク リョウヨウ シエン シンリョウジョ ジョゲン ソウダン モト

				Ｑ6-6										小児科医に助言や相談を求めることができること ショウニ カ イ ジョゲン ソウダン モト

				Ｑ6-7										経験のある医師がいること ケイケン イシ

				Ｑ6-8										研修などの自己のスキルアップ ケンシュウ ジコ

				Ｑ6-9										その他 タ

		Ｑ7		7.重症心身障害児（者）の方に対する医療、在宅生活等についてお気づきのことなど、ご自由にお書きください ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ カタ タイ イリョウ ザイタク セイカツ ナド キ ジユウ カ



		承諾可否 ショウダク カヒ		診療所名 シンリョウジョ メイ		電話番号 デンワ バンゴウ		郵便番号 ユウビンバンゴウ		所在地 ショザイチ		電話番号 デンワ バンゴウ		Ｑ１　1.医療ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する外来診療について、以下の医療行為に対応できますか。																								Ｑ２　2.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する往診及び訪問診療について、以下の医療行為に対応できますか																						Ｑ3		Ｑ4		Ｑ5		Ｑ6　6.重症心身障害児（者）在宅医療に対応できるようになるための条件はなんですか																		Ｑ7重症心身障害児（者）の方に対する医療、在宅生活等についてお気づきのことなど、ご自由にお書きください

														Ｑ1-1		Ｑ1-2		Ｑ1-3		Ｑ1-4		Ｑ1-5		Ｑ1-6		Ｑ1-7		Ｑ1-8		Ｑ1-9		Ｑ1-10		Ｑ1-11				Ｑ2-1		Ｑ2-2		Ｑ2-3		Ｑ2-4		Ｑ2-5		Ｑ2-6		Ｑ2-7		Ｑ2-8		Ｑ2-9		Ｑ2-10		Ｑ2-11								Ｑ6-1		Ｑ6-2		Ｑ6-3		Ｑ6-4		Ｑ6-5		Ｑ6-6		Ｑ6-7		Ｑ6-8		Ｑ6-9

		否 ヒ		不明 フメイ						不明 フメイ		不明 フメイ		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		7		0		0

		否 ヒ		不明 フメイ						不明 フメイ		不明 フメイ		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		1		1		0		0		0		1		0

		否 ヒ		不明 フメイ						不明 フメイ		不明 フメイ		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		不明 フメイ						不明 フメイ		不明 フメイ		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		0

		否 ヒ		不明 フメイ						不明 フメイ		不明 フメイ		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		否 ヒ		不明 フメイ						不明 フメイ		不明 フメイ		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		0		1		0

		否 ヒ		不明 フメイ						不明 フメイ		不明 フメイ		1		1		2		2		2		2		2		2		1		2		1				1		1		2		2		2		2		2		2		1		2		1		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		その他：各種の健康的処置の管理ができるかどうか。その訓練を受けているかどうかです。 タ カクシュ ケンコウテキ ショチ カンリ クンレン ウ

		否 ヒ		不明 フメイ						不明 フメイ		不明 フメイ		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		0		0		1		0		0

		否 ヒ		不明 フメイ						不明 フメイ		不明 フメイ		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		その他:スタッフ不足（医師、看護師、介助者）スペース不足 タ フソク イシ カンゴシ カイジョシャ フソク

		否 ヒ		宇都宮市保健所 ウツノミヤシ ホケンジョ				321-0974		宇都宮市竹林町972				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		その他：保健所は直接的な医療サービスを行っていないことから、今後も対応は行わない タ ホケンジョ チョクセツ テキ イリョウ オコナ コンゴ タイオウ オコナ

		承諾 ショウダク		深谷医院 フカヤ イイン		0285-75-0007 		321-4502		真岡市物井1268-7				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		1				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		1		2		2		2		0		0		1		1		0		0		0		0		0

		否 ヒ		こどもクリニックしまむら				326-0822		足利市田中町908-4				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		かしま産婦人科 サンフジンカ		0284-65-0341		326-0844		足利市鹿島町501-1				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		婦人科疾患（不正性器出血/帯下/外陰掻痒等）については外来対応させて頂いております フジンカ シッカン フセイ セイキ シュッケツ タイゲ ガイイン カ カユ ナド ガイライ タイオウ イタダ

		否 ヒ		医療法人雄仁会　奥山医院 イリョウ ホウジン ユウジン カイ オクヤマ イイン				322-0065		鹿沼市上材木町2320				1		3		3		3		3		3		1		3		3		2		2				1		3		2		3		2		3		1		3		3		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		1		1		0		0

		否 ヒ		水沼医院 ミズヌマ イイン				321-0628		那須烏山市金井1-14-8				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		3				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		飯野医院				321-4539		真岡市長沼730-1				3		2		2		2		2		3		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		おおきこどもクリニック		0285-41-0025 		329-0207		小山市美しが丘3-35-3				1		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		宇都宮市子ども発達センター診療所 ウツノミヤシ コ ハッタツ シンリョウジョ		028-647-4720		320-0851		栃木県宇都宮市鶴田町970-1				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		その他：子ども発達センター内の療育を利用する児の診療所であるため タ コ ハッタツ ナイ リョウイク リヨウ ジ シンリョウジョ

		承諾 ショウダク		中川医院 ナカガワ イイン		0287-62-0040		325-0057		那須塩原市黒磯幸町6-27				3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		1		0		1		0

		否 ヒ		ももやこどもクリニック				321-0118		宇都宮市インターパーク3-6-1				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		1		0		0		0		0		0

		否 ヒ		阿久津医院 アクツ イイン				329-1226		高根沢町大谷176-1 タカネザワマチ オオタニ				1		1		2		2		2		3		2		2		3		3		3				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		1		0		0		0		1		0		0

		否 ヒ		伊保内診療所 イホ ナイ シンリョウジョ				327-0034		佐野市伊保内町3841-1				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		1		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		にじいろこども診療所 シンリョウジョ		0285-44-7716		329-0414		下野市小金井4-1-1				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		0		1		1		0

		否 ヒ		戸野塚内科医院 トノヅカ ナイカ イイン				323-0064		小山市下石塚471				3		3		3		3		3		1		1		1		1		3		1				3		3		3		3		3		1		1		1		1		3		1		3		3		4		0		0		1		0		0		1		1		1		0

		否 ヒ		賀川診療所 カガワ シンリョウジョ				326-0843		足利市五十部町1785				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		1		0		1		0		0

		承諾 ショウダク		豊郷台クリニック ユタカ ゴウ ダイ		028-643-8998		320-0003		宇都宮市豊郷台2-21-3		028-643-8998（FAX8999）		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1				1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		2		0		1		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		いとうこどもクリニック		0289-63-5566		322-0025		鹿沼市緑町2-2-29				1		1		3		3		2		2		3		2		2		3		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		0		0		1		1		0

		承諾 ショウダク		清原台こどもクリニック キヨハラ ダイ		028-305-6017		321-3223		宇都宮市清原台2-4-14				1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		その他：医師、看護師の増員 タ イシ カンゴシ ゾウイン

		否 ヒ		阿部医院				324-0032		大田原市佐久山2018 オオタワラシ サクヤマ		0287-28-0053（FAX0287-28-2112）		1		1		2		2		2		2		1		2		1		2		1				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		4		0		1		1		0		1		0		0		1		0

		否 ヒ		中元内科医院 ナカモト ナイカ イイン				328-0027		栃木市今泉町2-10-18				1		3		2		2		2		3		2		2		3		2		3				3		3		2		2		2		3		2		2		3		2		3		2		2		2		0		0		1		0		1		0		0		1		0		①重症心身障害者の重症度の程度問題　②家庭の受け入れ問題、経済的負担 ジュウショウ シンシン ショウガイシャ ジュウショウ ド テイド モンダイ カテイ ウ イ モンダイ ケイザイテキ フタン

		否 ヒ		布川小児科 フカワ ショウニ カ				322-0036		鹿沼市下田町2-1099				1		1		3		3		2		3		2		2		2		3		3				1		1		3		3		2		3		2		2		2		2		3		2		2		2		0		1		1		1		0		0		1		1		0

		否 ヒ		ちづかクリニック				328-0133		栃木市大森町445-4		0282-31-3750		3		3		3		3		2		3		2		2		2		2		3				3		3		3		3		2		3		2		2		2		2		3		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		多島医院 タジマ イイン				321-1524		日光市足尾町赤沢21-28				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		否 ヒ		篠崎内科クリニック シノザキ ナイカ				321-3223		宇都宮市清原台6-1-13				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		否 ヒ		和久医院 ワク イイン				321-3324		芳賀町西水沼119-1				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		否 ヒ		近藤クリニック コンドウ				321-0634		那須烏山市野上町637-2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		0		0		0		0		1		0		0

		否 ヒ		高根沢内科クリニック タカネザワ ナイカ				321-4305		真岡市荒町2-11-1				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		岡田こどもクリニック オカダ				327-0832		佐野市植上町1408-2				1		3		3		3		3		2		3		2		3		3		3				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		0		0		0		0		0		往診医療ができたらと考えていた時もありましたが、現在は物理的に困難で申し訳ありません
重心のお子さんの通院所と個別の相談で応じる可能性はあります オウシン イリョウ カンガ トキ ゲンザイ ブツリテキ コンナン モウ ワケ ジュウシン コ ツウイン ジョ コベツ ソウダン オウ カノウセイ

		否 ヒ		真岡メディカルクリニック モオカ				321-4305		真岡市荒町3-49-6				3		3		3		3		3		3		3		3				3		3				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		0		0		0		1		1		0

		否 ヒ		いしだ整形外科 セイケイ ゲカ				321-0912		宇都宮市石井町3236-1				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		山中クリニック ヤマナカ				327-0835		佐野市植下町2468				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		1		1		0		0		1		0		0

		否 ヒ		医療法人　寿幸会　吉野医院 イリョウ ホウジン コトブキ サチ カイ ヨシノ イイン				320-0014		宇都宮市大曽4-9-11				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		1		1		0		0		1		0		0

		否 ヒ		柳田産婦人科・小児科医院 ヤナギダ サンフジンカ ショウニカ イイン				321-4361		真岡市並木町4-5-3				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		0

		否 ヒ		石田消化器科・内科クリニック イシダ ショウカキ カ ナイカ				321-0216		壬生町壬生丁259-7				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		1		0		0		0		0		0

		否 ヒ		赤羽胃腸科・外科・肛門科医院 アカバネ イチョウカ ゲカ コウモンカ イイン				324-0052		大田原市城山2-5-29				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		医療法人　文仁会　扶桑医院 イリョウ ホウジン ブン ジン カイ フソウ イイン				323-0016		小山市扶桑1-2-1				1		3		3		3		2		2		3		2		3		3		3				3		3		3		2		2		2		3		2		3		2		3		2		2		2		0		0		1		1		0		0		1		1		0

		否 ヒ		馬場医院 ババ イイン				327-0043		佐野市君田町35				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		否 ヒ		井戸川クリニック イドガワ				326-0331		足利市福富町2096-1				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		0		0		1		0		0		0

		否 ヒ		鎌田浅香医院 カマタ アサカ イイン				324-0043		大田原市浅香3-3-9				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		0		1		0		0		0		0		0		0		高額医療はひかえています。悪質ととらえられますので!! コウガク イリョウ アクシツ

		否 ヒ		山門クリニック ヤマカド				328-0031		栃木市日の出町6-35				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		0		0		0		1		0

		否 ヒ		新村ファミリークリニック ニイムラ				328-0011		栃木市大宮町2120-11				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		宇都宮東部クリニック ウツノミヤ トウブ				321-3223		宇都宮市清原台5-14-19				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1

		否 ヒ		車田医院 クルマダ イイン				324-0242		大田原市大豆田457-24				3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3				3		3		3		3		3		0		2		2		3		3		3		2		2		2		0		0		1		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		にがみどう内科クリニック ナイカ				322-0003		鹿沼市仁神堂町351-26				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		松谷内科胃腸科クリニック マツヤ ナイカ イチョウカ				321-3304		芳賀町祖母井1708-17				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		1		0		0

		否 ヒ		まなか医院 イイン				329-1225		高根沢町石末２０９３－１０				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		植木医院 ウエキ イイン				329-2224		塩谷町金枝950				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		1		2		2		2		2		3		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		0		0		0		0		0

		否 ヒ		大岡医院 オオオカ イイン				320-0047		宇都宮市一の沢274-7				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		川野クリニック カワノ				329-1112		宇都宮市上田原町660-6				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		0		1		0

		否 ヒ		陣内医院 ジンナイ イイン				321-0225		壬生町本丸1-7-10		0282-82-0242		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		1		0

		否 ヒ		船越医院 フナコシ イイン				328-0111		栃木市都賀町家中5986-6				1		1		2		2		2		2		2		2		3		2		3				1		1		2		2		2		2		2		2		3		2		3		2		2		2		0		1		1		0		1		1		0		1		0

		否 ヒ		林クリニック ハヤシ				321-0158		宇都宮市西川田本町1-8-29				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		0		0		0		0		0

		否 ヒ		河島医院 カワシマ イイン				329-3436		那須郡那須町伊王野1503				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		松本内科医院 マツモト ナイカ イイン				321-0226		壬生町中央町6-37				3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		否 ヒ		佐藤医院 サトウ イイン				329-2728		栃木県那須塩原市西栄町7-16 ３２９－２７２８		0287-36-0147		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1

		否 ヒ		渡部医院 ワタナベ イイン				329-3153		那須塩原市大原間140-1 ナスシオバラ シ オオハラマ				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		宇都宮市保健センター ウツノミヤシ ホケン				321-0964		宇都宮市駅前通り1-4-6				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		0

		否 ヒ		川村医院 カワムラ イイン				321-2522		日光市鬼怒川温泉大原1396-20				1		1		3		1		3		1		3		2		3		3		3				3		3		3		3		3		3		2		2		3		3		3		2		2		2		0		0		1		0		0		1		1		0		0

		否 ヒ		ほうずみ整形外科内科小児科医院				320-0047		宇都宮市一の沢2-1-43				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		小島内科医院 コジマ ナイカ イイン				321-0168		宇都宮市東原町5-3				3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		1		0		0		0		0

		否 ヒ		那須高原クリニック ナス コウゲン				329-3131		那須塩原市唐杉31-2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		サンフラワークリニック				323-0808		小山市出井1936				3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		昌平町こどもクリニック ショウヘイ マチ				326-0813		足利市昌平町2368				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		①中心となる施設へ患者が訪問するように、移動手段・補助（人、お金）を考えるべき。どうしても動けない、動かせない人のみ専門職（医者以外）が訪問しIT技術等で必要に応じてセンター施設のスペシャリストと連絡し治療（入院‥）の判断をし実行する。
②既存の人・技術・施設を日曜大工的発想で組み合わせて、システムを構築することには賛成できない。現状をどうにかするための方策でなく、医療の公正（正義）を行うためにどうすべきかを考えるべきだと思う チュウシン シセツ カンジャ ホウモン イドウ シュダン ホジョ ヒト カネ カンガ ウゴ ウゴ ヒト センモン ショク イシャ イガイ ホウモン ギジュツナド ヒツヨウ オウ シセツ レンラク チリョウ ニュウイン ハンダン ジッコウ キゾン ヒト ギジュツ シセツ ニチヨウ ダイク テキ ハッソウ ク ア コウチク サンセイ ゲンジョウ ホウサク イリョウ コウセイ セイギ オコナ カンガ オモ

		否 ヒ		赤田診療所 アカダ シンリョウジョ				329-2743		那須塩原市南赤田321-1192				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		手塚内科 テヅカ ナイカ				321-0966		宇都宮市今泉3-12-12				3		3		2		2		2		2		2		2		1		3		3				3		3		2		2		2		2		2		2		3		3		3		2		2		2		0		1		1		0		1		0		1		0		0		今まで具体的な症例に会っていません イマ グタイテキ ショウレイ ア

		否 ヒ		板橋医院 イタバシ イイン				327-0803		佐野市犬伏新町1308-2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		1		1		0

		否 ヒ		倉増医院 クラ マ イイン				320-0856		宇都宮市砥上町675-1				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		その他：人材の確保 タ ジンザイ カクホ

		否 ヒ		もてぎの森メディカルプラザ				321-3541		茂木町烏生田下郷330				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		宮澤クリニック ミヤザワ				329-0412		下野市柴291-2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		金澤医院 カナザワ イイン				325-0052		那須塩原市中央町1-8				1		1		2		2		2		1		2		2		2		2		2				1		1		2		2		2		1		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		つるたfamilyクリニック				320-0857		宇都宮市鶴田1-17-23				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		フォレストサイドクリニック				321-0152		宇都宮市西川田6-6-17		028-684-2775		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		今野内科胃腸科医院 コンノ ナイカ イチョウカ イイン				321-0151		宇都宮市西川田町933-1		028-645-6121		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		1		1		1		0

		否 ヒ		小島原医院 コジマ ハラ イイン				329-1104		宇都宮市下岡本町4075				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		1		0

		否 ヒ		永田内科眼科医院 ナガタ ナイカ ガンカイ イン				321-0982		宇都宮市御幸ヶ原町136-9		028-662-6774		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		1		0

		否 ヒ		大栗医院 オオクリ イイン				320-0034		宇都宮市泉町1-27				3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1

		否 ヒ		星小児科医院 ホシ ショウニカ イイン				321-0346		宇都宮市下荒針町3588-2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		金子内科医院 カネコ ナイカ イイン				320-0032		宇都宮市昭和1-1-31				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		否 ヒ		石川医院 イシカワ イイン				322-0015		栃木県鹿沼市上石川1-319 ３２２－００１５		0289-76-3145		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		当方では特別養護老人ホームの嘱託医を兼ねておりますため、24時間体制での診察となっております。今回のアンケートに対しましては、オーバーワークにつき協力いたしかねます。 トウホウ トクベツ ヨウゴ ロウジン ショクタクイ カ ジカン タイセイ シンサツ コンカイ タイ キョウリョク

		否 ヒ		しみずファミリークリニック				321-0951		宇都宮市越戸3-15-27				1		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		0		0		0		0		0

		否 ヒ		岡医院 オカ イイン				321-1403		日光市下鉢石町997-1				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		1		1		0		そもそも開業の小児科医が少ないうえに、在宅医療をやっている小児科はほとんどいないのが現状。以前、在宅の重症心身障害児の訪問診療を頼まれて行ったことがあるが、大人の訪問診療と勝手が違う為、内科医にはハードルが高いと感じた。是非、近くの小児科の先生に少しでも取り組んでもらうしかないかと思います。 カイギョウ ショウニ カ イ スク ザイタク イリョウ ショウニカ ゲンジョウ イゼン ザイタク ジュウショウ シンシン ショウガイジ ホウモン シンリョウ タノ オコナ オトナ ホウモン シンリョウ カッテ チガ タメ ナイカ イ タカ カン ゼヒ チカ ショウニカ センセイ スコ ト ク オモ

		否 ヒ		風見診療所 カザミ シンリョウジョ				329-2335		塩谷町上平27				3		3		1		3		2		3		3		2		1		3		3				3		1		1		3		2		2		3		3		2		1		3		3		2		2		0		1		1		0		1		0		1		1		0

		否 ヒ		土谷医院 ツチヤ イイン				321-0136		宇都宮市みどり野町14-3				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		1		0

		否 ヒ		遠藤小児科 エンドウ ショウニカ				321-0982		宇都宮市御幸ヶ原町224-10				1		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		1		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		油布医院 ユフ イイン				321-0414		宇都宮市中里町175-8				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		1		0

		承諾 ショウダク		さいとう小児科 ショウニカ		0282-22-0757 		328-0015		栃木市万町30番16号		0282-22-0757		1		1		3		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		1		0

		承諾 ショウダク		冨塚メデｲカルクリニック		028-666-2555		321-2116		宇都宮市徳次郎町888				1		1		2		2		2		2		2		2		1		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0		なるべく協力したいが、現在当院副院長が体調悪く、休養中のため困難となっています。 キョウリョク ゲンザイ トウイン フクインチョウ タイチョウ ワル キュウヨウチュウ コンナン

		承諾 ショウダク		山浦内科医院		0284-21-6653 		326-0843		足利市五十部町1256-5				1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3				1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		4		1		1		1		0		0		0		1		0		0

		承諾 ショウダク		小倉医院		0282-82-0057		321-0227		壬生町通町10-5				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		承諾 ショウダク		飯岡小児科		0289-65-3257		322-0074		鹿沼市日吉町569-2				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		3				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		3		2		2		2		0		0		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		角田内科医院		0285-53-5665 		329-0511		下野市石橋549				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		1		1		1		1		1		0		0

		承諾 ショウダク		おかべこどもクリニック		0285-40-7300 		329-0433		下野市緑5-17-12				3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		くろばね齋藤醫院		0287-54-0031		324-0233		大田原市黒羽田町612				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		1		0

		承諾 ショウダク		立花医院		0287-72-0311		325-0003		那須郡那須町寺子乙3967-190				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		その他：スタッフの充実　　1～9すべて当てはまります タ ジュウジツ ア

		承諾 ショウダク		さいとうハート＆キッズクリニック		0287-53-7979		324-0043		大田原市浅香1-4-3				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		1		0

		承諾 ショウダク		小山すぎの木クリニック		0285-30-3456		323-0806		小山市中久喜1131-1				1		1		1		1		1		1		2		2		2		1		1				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		4		1		1		0		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		有村小児科医院		028-656-7207		321-0912		宇都宮市石井町3128-11		028-656-7207		1		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		1		0		1		1		0		無床の診療所の小児科医としては、急性疾患（特に感染症が多く）への対応が中心です。時間に追われています。予防接種については、時間枠をとって対応できます。一次診療についても、訪問看護との連携等があれば対応可能な場合があります。（例えば点滴投薬等）現時点では往診は無理ですが。 ムショウ シンリョウジョ ショウニ カ イ キュウセイ シッカン トク カンセンショウ オオ タイオウ チュウシン ジカン オ ヨボウ セッシュ ジカンワク タイオウ イチジ シンリョウ ホウモン カンゴ レンケイ トウ タイオウ カノウ バアイ タト テンテキ トウヤク ナド ゲンジテン オウシン ムリ

		承諾 ショウダク		吉永医院		0285-63-2303		321-3564		茂木町増井190-1				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		1		1		0		0		0

		承諾 ショウダク		あさかクリニック		0287-22-2601		324-0043		大田原市浅香3-3711				1		1		2		2		2		2		1		1		2		2		2				1		1		2		2		2		2		1		1		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		坪水医院		0283-62-0265		327-0312		佐野市栃本町2241				1		1		3		3		3		3		3		3		1		3		3				1		1		3		3		3		3		3		3		1		3		3		3		3		3		0		1		1		0		0		0		0		1		0		若い頃、町田市にある重度心身障害者の施設にボランティアで行き、足で書いたお手紙をもらって感動しました。何かのお役にたてればと思いますが、現在実態がよく分かりません。 ワカ コロ マチダシ ジュウド シンシン ショウガイシャ シセツ イ アシ カ テガミ カンドウ ナニ ヤク オモ ゲンザイ ジッタイ ワ

		承諾 ショウダク		こどもヶ丘診療所		028-615-1077		321-0151		宇都宮市西川田町183-21				1		1		3		3		3		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		1		0		1		1		0

		承諾 ショウダク		竹田内科小児科クリニック		0282-29-1233		328-0011		栃木市大宮町52番地		0282-29-1233		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		0		1		1		1		0		0		1		0

		承諾 ショウダク		すながクリニック		0284-44-7211		326-0015		足利市八椚町494-1　				1		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		1		1		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		片山医院		028-661-9764		321-0944		宇都宮市東峰町3008-21				1		1		2		2		2		1		2		2		2		2		2				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		4		0		1		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		稲毛クリニック		0283-25-2566		327-0103		佐野市石塚町893-1				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		1		1		1		1		1		その他：当クリニックでは勤務医での診療のみを行っており、重症心身障害児に対応できるシステムはととのっておらず、申し訳ありません。 タ トウ キンムイ シンリョウ オコナ ジュウショウ シンシン ショウガイジ タイオウ モウ ワケ

		承諾 ショウダク		小川こどもクリニック		0289-74-5421		322-0027		鹿沼市貝島町5006-2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		くさの小児科		0284-73-7000		326-0335		足利市上渋垂町338-3				3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		みやの杜クリニック　		028-683-7811		321-0904		宇都宮市陽東2-4-5				1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1				3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		1		0		0		1		0		0		1		0		0		0		Q2訪問診療のみ対応可 ホウモン シンリョウ タイオウ カ

		承諾 ショウダク		にいたに内科　		028-675-6515		329-1231		塩谷郡高根沢町宝石台 3-3-19				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1

		承諾 ショウダク		よこやま内科小児科クリニック		0282-24-8102		328-0075		栃木市箱森町38-70				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		さいとうクリニック		0287-39-1805		329-2724		那須塩原市西幸町7-13				1		1		3		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		0		0		0		0		1		その他：現在の診療所での診療との兼ね合いが困難であり、複数の医師や看護師が必要 タ ゲンザイ シンリョウジョ シンリョウ カ ア コンナン フクスウ イシ カンゴシ ヒツヨウ

		承諾 ショウダク		桜井消化器科・内科		028-643-0870		320-0073		宇都宮市細谷1-7-38				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		承諾 ショウダク		佐藤医院		0287-96-2841		324-0501		那須郡那珂川町小川2960-1				1		1		3		3		2		3		3		2		1		1		1				1		1		3		3		2		3		3		2		1		1		1		3		3		4		0		1		1		1		0		1		0		0		0

		承諾 ショウダク		大根田内科医院		028-624-6322		320-0072		宇都宮市若草3-4-22				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		0		0		0		0		0		0		0		当方の医師が高齢であり、しかもスタッフがそろっていないので在宅医療は無理なので、ましてや重症心身障害者においておやです。 トウホウ イシ コウレイ ザイタク イリョウ ムリ ジュウショウ シンシン ショウガイシャ

		承諾 ショウダク		医療法人　赤羽病院		028-661-5446		321-0904		宇都宮市陽東7-2-2				1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3				3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		2		2		2		0		1		1		1		0		0		1		0		0

		承諾 ショウダク		田井の里クリニック		0285-81-6502		321-4301		真岡市西田井内外748-2				1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2				3		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		みずぬまクリニック		0287-39-1581		329-2751		那須塩原市東三島2-80-6				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		その他：在宅医療をやっていないので現状は無理である タ ザイタク イリョウ ゲンジョウ ムリ

		承諾 ショウダク		キッズクリニックはせがわ		0283-27-0200		327-0843		佐野市堀米町3946-6				1		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		その他：時間的余裕 タ ジカンテキ ヨユウ

		承諾 ショウダク		小森谷内科医院		0282-43-7327		329-4404		栃木市大平町富田4003-8				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		熊倉医院		0282-55-8425		329-4316		下都賀郡岩舟町新里180-1				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		いちはらファミリークリニック		028-612-8350		321-0414		宇都宮市中里町322				3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3				3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		1		2		0		1		1		1		0		1		0		1		0

		承諾 ショウダク		かとう小児科 ショウニカ		0282-82-7576		321-0218		壬生町落合3-7-30		 		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		福田こどもクリニック		028-659-8850		320-0852		栃木県宇都宮市下砥上町1545-20				1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3				1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		2		2		2		0		1		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		てらもと小児科		028-650-6636		321-0975		宇都宮市関堀町971-6				1		1		3		2		2		3		3		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		0		小児科医としてはもっと積極的に協力しなければいけないと思いますが、現在の我診療所の状態では不可能なことが多く残念です。 ショウニ カ イ セッキョクテキ キョウリョク オモ ゲンザイ ワガ シンリョウジョ ジョウタイ フカノウ オオ ザンネン

		承諾 ショウダク		木村内科医院		0288-22-7880		321-1264		日光市瀬尾497-1				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		承諾 ショウダク		こばやしファミリークリニック		0283-85-9900		327-0311		佐野市多田町566				1		1		1		1		3		1		1		2		1		1		1				1		1		1		1		3		1		1		3		1		1		1		3		3		2		0		1		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		あいファミリィクリニック足利 アシカガ		0284-22-3788		329-4213		足利市寺岡町505-1				1		1		1		1		1		1		1		3		1		1		1				1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		1		0		1		0		0		0		0		1		0

		承諾 ショウダク		腰塚医院		0282-62-2072		323-1104		栃木市藤岡町藤岡1845-10				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		1		1		1		1		0

		承諾 ショウダク		桜井こどもクリニック		0282-24-5987		328-0034		栃木市本町16-9				1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		承諾 ショウダク		神鳥谷クリニック		0285-22-7700		323-0827		小山市神鳥谷1-19-1		 		2		2		2		2		2		2		2		2		1		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		持田医院		0282-67-3661		329-0319		栃木市藤岡町中根115-5				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		4		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		田村医院		0282-43-3368		329-4423		栃木市大平町西水代1835-1				1		1		1		1		1		1		1		2		1		1		1				1		1		1		1		1		1		1		2		1		1		1		3		1		4		1		1		1		1		1		1		1		1		0		Q5.訪問看護、訪問リハビリテーションを利用 ホウモン カンゴ ホウモン リヨウ

		承諾 ショウダク		大橋内科クリニック		0282-82-8522		321-0219		壬生町福和田1003-1				1		1		2		2		2		3		2		2		2		2		3				1		1		2		2		2		3		2		2		2		2		3		3		3		2		0		1		1		0		0		0		0		1		0

		承諾 ショウダク		てらだファミリークリニック		028-654-2188		321-0132		宇都宮市雀の宮5-5-1				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		1		1		1		1		0

		承諾 ショウダク		あおい内科小児科ｸﾘﾆｯｸ		028-663-6000		321-0973		宇都宮市岩曽町1086-1				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		1		1		1		その他：往診時間の確保ができること タ オウシン ジカン カクホ

		承諾 ショウダク		飯塚医院		0287-92-2034		324-0613		那須郡那珂川町馬頭484-3				1		1		2		2		2		2		2		2		1		2		1				1		1		2		2		2		2		2		2		1		2		1		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		0

		承諾 ショウダク		やの小児科医院		0285-56-0280		329-0611		河内郡上三川町上三川3446-3				1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3				1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		2		2		2		0		1		1		1		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		仲嶋医院		028-681-7755		329-1311		さくら市氏家3245-17				3		3		3		3		2		3		3		3		3		2		3				3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		2		3		2		1		1		1		1		1		1		1		0		0		成人（18才以上）を対象に回答しました セイジン サイ イジョウ タイショウ カイトウ

		承諾 ショウダク		小林診療所		0285-82-3873		321-4369		真岡市熊倉3-10-7				1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		1				1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		1		2		2		2		0		1		0		0		0		1		0		0		0

		承諾 ショウダク		西真岡こどもクリニック		0285-81-7900		321-4341		真岡市高勢町3-205-1				1		1		1		3		1		1		1		1		1		3		3				1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		その他：現在おこなっています タ ゲンザイ

		承諾 ショウダク		鈴木医院		0285-72-2032		321-4217		益子町益子1747-2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		承諾 ショウダク		緑の屋根診療所		0283-20-2577		327-0843		佐野市堀米町1348-5				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		0		0		1		0		1		0		1		0		0		地域の社会資源が少ない。マンパワー不足 チイキ シャカイ シゲン スク ブソク

		承諾 ショウダク		ひがのクリニック		0285-74-0051 		321-4521		真岡市久下田941-1				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		豊郷中央渡辺内科　		028-622-8900		320-0004		宇都宮市長岡町1217-5				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		1				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		1		0		0

		承諾 ショウダク		きくちクリニック		028-683-3387		321-0903		宇都宮市下平出町614-2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		0		0

		承諾 ショウダク		サンレディースクリニック		0282-24-3541		328-0024		栃木市樋ノ口町504-1				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		医療法人　亀田内科		028-633-2884		320-0812		宇都宮市一番町1-28				1		1		1		2		2		1		2		2		2		2		1				1		1		1		2		2		1		2		2		2		2		1		3		3		3		0		0		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		越戸クリニック		028-660-6190		321-0951		宇都宮市越戸町139-6				1		1		2		2		2		3		2		2		2		2		3				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		佐藤内科		0285-53-1305		329-0511		下野市石橋839-14				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		承諾 ショウダク		グリムこどもクリニック		0285-51-1515		329-0502		下野市下古山2-6-17				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		事前連絡の上での一次診療、予防接種ですので、申し訳ありません。 ジゼン レンラク ウエ イチジ シンリョウ ヨボウ セッシュ モウ ワケ

		承諾 ショウダク		吉原医院		0288-21-0161		321-1261		日光市今市826-4				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		1		1		1		その他：設備 タ セツビ

		承諾 ショウダク		梅園医院		028-633-2869		320-0035		宇都宮市伝馬町3-28				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		1		0		0

		承諾 ショウダク		森田医院		028-633-1573		320-0861		宇都宮市西3-5-8				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		鈴木内科クリニック		028-655-1229		321-0139		宇都宮市若松原2-4-19				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		その他：24時間対応が必要となると考えますが、当院診療時間内の往診は難しいと考えます。 タ ジカン タイオウ ヒツヨウ カンガ トウイン シンリョウ ジカン ナイ オウシン ムズカ カンガ

		承諾 ショウダク		小松医院		0289-60-5515		322-0064		鹿沼市文化橋町2300-1				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		1		0		0		1		0



														1.医療ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する外来診療について、以下の医療行為に対応できますか。 イリョウ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ガイライ シンリョウ イカ イリョウ コウイ タイオウ																								2.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する往診及び訪問診療について、以下の医療行為に対応できますか イリョウテキ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ オウシン オヨ ホウモン シンリョウ イカ イリョウ コウイ タイオウ

														予防接種 ヨボウ セッシュ		一次診療
（経過観察、栄養観察を含む） イチジ シンリョウ ケイカ カンサツ エイヨウ カンサツ フク		経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ		経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ		中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ		酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ		気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ		人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ		尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ		人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ		褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ				予防接種 ヨボウ セッシュ		一次診療
（経過観察、栄養観察を含む） イチジ シンリョウ ケイカ カンサツ エイヨウ カンサツ フク		経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ		経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ		中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ		酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ		気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ		人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ		尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ		人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ		褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ

										1		できる		83		57		12		9		7		13		11		6		17		8		16		できる		39		29		8		6		5		9		9		6		10		7		12

										2		できない		55		80		127		134		142		130		136		146		131		137		124		できない		102		115		141		143		148		140		144		148		140		145		134

										3		要相談 ヨウ ソウダン		27		28		26		22		16		22		18		13		16		20		25		要相談 ヨウ ソウダン		24		21		16		16		12		15		12		11		15		13		19

																																																														0

														3.24時間、重症心身障害児（18歳未満）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイジ サイ ミマン イリョウ タイオウ

										1		できる		1

										2		できない		150

										3		要相談 ヨウ ソウダン		14

														4.24時間、重症心身障害者（18歳以上）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイシャ サイ イジョウ イリョウ タイオウ

										1		できる		3

										2		できない		150

										3		要相談 ヨウ ソウダン		12

														5.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する訪問リハビリてーションを提供していますか イリョウテキ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ホウモン テイキョウ

										1		提供している テイキョウ		1

										2		提供していない テイキョウ		152

										3		提供していないが対応は可能 テイキョウ タイオウ カノウ		4

										4		要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン		8

														6.重症心身障害児（者）在宅医療に対応できるようになるための条件はなんですか

										1		診療報酬の点数が増えること シンリョウ ホウシュウ テンスウ フ		24

										2		訪問看護尾の連携 ホウモン カンゴ オ レンケイ		73

										3		病院との連携 ビョウイン レンケイ		90

										4		在宅療養支援診療所と小児科医とのグループ診療 ザイタク リョウヨウ シエン シンリョウジョ ショウニ カ イ シンリョウ		43

										5		在宅療養支援診療所に助言や相談を求めることができること ザイタク リョウヨウ シエン シンリョウジョ ジョゲン ソウダン モト		28

										6		小児科医に助言や相談を求めることができること ショウニ カ イ ジョゲン ソウダン モト		26

										7		経験のある医師がいること ケイケン イシ		62

										8		研修などの自己のスキルアップ ケンシュウ ジコ		47

										9		その他 タ		21



できる	予防接種	一次診療	
（経過観察、栄養観察を含む）	経鼻経管栄養の管理	経皮経管栄養の管理	
（胃ろう）	中心静脈栄養の管理	酸素療法の管理	気管切開の管理	人工呼吸器の管理	尿道留置カテーテル	
の管理	人工肛門の管理	褥瘡の管理	83	57	12	9	7	13	11	6	17	8	16	できない	予防接種	一次診療	
（経過観察、栄養観察を含む）	経鼻経管栄養の管理	経皮経管栄養の管理	
（胃ろう）	中心静脈栄養の管理	酸素療法の管理	気管切開の管理	人工呼吸器の管理	尿道留置カテーテル	
の管理	人工肛門の管理	褥瘡の管理	55	80	127	134	142	130	136	146	131	137	124	要相談	予防接種	一次診療	
（経過観察、栄養観察を含む）	経鼻経管栄養の管理	経皮経管栄養の管理	
（胃ろう）	中心静脈栄養の管理	酸素療法の管理	気管切開の管理	人工呼吸器の管理	尿道留置カテーテル	
の管理	人工肛門の管理	褥瘡の管理	27	28	26	22	16	22	18	13	16	20	25	3.24時間、重症心身障害児（18歳未満）の医療に対応ができますか	できる	できない	要相談	1	150	14	4.24時間、重症心身障害者（18歳以上）の医療に対応ができますか	できる	できない	要相談	3	150	12	5.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する訪問リハビリてーションを提供していますか	提供している	提供していない	提供していないが対応は可能	要相談（条件による）	1	152	4	8	6.重症心身障害児（者）在宅医療に対応できるようになるための条件はなんですか	診療報酬の点数が増えること	訪問看護尾の連携	病院との連携	在宅療養支援診療所と小児科医とのグループ診療	在宅療養支援診療所に助言や相談を求めることができること	小児科医に	助言や相談を求めることができること	経験のある医師がいること	研修などの自己のスキルアップ	その他	24	73	90	43	28	26	62	47	21	できる	予防接種	一次診療	
（経過観察、栄養観察を含む）	経鼻経管栄養の管理	経皮経管栄養の管理	
（胃ろう）	中心静脈栄養の管理	酸素療法の管理	気管切開の管理	人工呼吸器の管理	尿道留置カテーテル	
の管理	人工肛門の管理	褥瘡の管理	39	29	8	6	5	9	9	6	10	7	12	できない	予防接種	一次診療	
（経過観察、栄養観察を含む）	経鼻経管栄養の管理	経皮経管栄養の管理	
（胃ろう）	中心静脈栄養の管理	酸素療法の管理	気管切開の管理	人工呼吸器の管理	尿道留置カテーテル	
の管理	人工肛門の管理	褥瘡の管理	102	115	141	143	148	140	144	148	140	145	134	要相談	予防接種	一次診療	
（経過観察、栄養観察を含む）	経鼻経管栄養の管理	経皮経管栄養の管理	
（胃ろう）	中心静脈栄養の管理	酸素療法の管理	気管切開の管理	人工呼吸器の管理	尿道留置カテーテル	
の管理	人工肛門の管理	褥瘡の管理	24	21	16	16	12	15	12	11	15	13	19	

診療所 (作業)

		Ｑ１		1.医療ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する外来診療について、以下の医療行為に対応できますか。 イリョウ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ガイライ シンリョウ イカ イリョウ コウイ タイオウ

				Ｑ1-1										予防接種 ヨボウ セッシュ

				Ｑ1-2										一次診療
（経過観察、栄養観察を含む） イチジ シンリョウ ケイカ カンサツ エイヨウ カンサツ フク

				Ｑ1-3										経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ

				Ｑ1-4										経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ

				Ｑ1-5										中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ

				Ｑ1-6										酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ

				Ｑ1-7										気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ

				Ｑ1-8										人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ

				Ｑ1-9										尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ

				Ｑ1-10										人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ

				Ｑ1-11										褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ

		Ｑ２		2.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する往診及び訪問診療について、以下の医療行為に対応できますか イリョウテキ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ オウシン オヨ ホウモン シンリョウ イカ イリョウ コウイ タイオウ

				Ｑ2-1										予防接種 ヨボウ セッシュ

				Ｑ2-2										一次診療
（経過観察、栄養観察を含む） イチジ シンリョウ ケイカ カンサツ エイヨウ カンサツ フク

				Ｑ2-3										経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ

				Ｑ2-4										経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ

				Ｑ2-5										中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ

				Ｑ2-6										酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ

				Ｑ2-7										気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ

				Ｑ2-8										人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ

				Ｑ2-9										尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ

				Ｑ2-10										人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ

				Ｑ2-11										褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ

		Ｑ3		3.24時間、重症心身障害児（18歳未満）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイジ サイ ミマン イリョウ タイオウ

				Ｑ3-1										できる

				Ｑ3-2										できない

				Ｑ3-3										要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン

		Ｑ4		4.24時間、重症心身障害者（18歳以上）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイシャ サイ イジョウ イリョウ タイオウ

				Ｑ4-1										できる

				Ｑ4-2										できない

				Ｑ4-3										要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン

		Ｑ5		5.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する訪問リハビリてーションを提供していますか イリョウテキ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ホウモン テイキョウ

				Ｑ5-1										提供している テイキョウ

				Ｑ5-2										提供していない テイキョウ

				Ｑ5-3										提供していないが対応は可能 テイキョウ タイオウ カノウ

				Ｑ5-4										要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン

		Ｑ6		6.重症心身障害児（者）在宅医療に対応できるようになるための条件はなんですか ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ ザイタク イリョウ タイオウ ジョウケン

				Ｑ6-1										診療報酬の点数が増えること シンリョウ ホウシュウ テンスウ フ

				Ｑ6-2										訪問看護尾の連携 ホウモン カンゴ オ レンケイ

				Ｑ6-3										病院との連携 ビョウイン レンケイ

				Ｑ6-4										在宅療養支援診療所と小児科医とのグループ診療 ザイタク リョウヨウ シエン シンリョウジョ ショウニ カ イ シンリョウ

				Ｑ6-5										在宅療養支援診療所に助言や相談を求めることができること ザイタク リョウヨウ シエン シンリョウジョ ジョゲン ソウダン モト

				Ｑ6-6										小児科医に助言や相談を求めることができること ショウニ カ イ ジョゲン ソウダン モト

				Ｑ6-7										経験のある医師がいること ケイケン イシ

				Ｑ6-8										研修などの自己のスキルアップ ケンシュウ ジコ

				Ｑ6-9										その他 タ

		Ｑ7		7.重症心身障害児（者）の方に対する医療、在宅生活等についてお気づきのことなど、ご自由にお書きください ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ カタ タイ イリョウ ザイタク セイカツ ナド キ ジユウ カ



		承諾可否 ショウダク カヒ		診療所名 シンリョウジョ メイ		電話番号 デンワ バンゴウ		郵便番号 ユウビンバンゴウ		所在地 ショザイチ		電話番号 デンワ バンゴウ		Ｑ１　1.医療ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する外来診療について、以下の医療行為に対応できますか。																								Ｑ２　2.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する往診及び訪問診療について、以下の医療行為に対応できますか																						Ｑ3		Ｑ4		Ｑ5		Ｑ6　6.重症心身障害児（者）在宅医療に対応できるようになるための条件はなんですか																		Ｑ7重症心身障害児（者）の方に対する医療、在宅生活等についてお気づきのことなど、ご自由にお書きください

														Ｑ1-1		Ｑ1-2		Ｑ1-3		Ｑ1-4		Ｑ1-5		Ｑ1-6		Ｑ1-7		Ｑ1-8		Ｑ1-9		Ｑ1-10		Ｑ1-11				Ｑ2-1		Ｑ2-2		Ｑ2-3		Ｑ2-4		Ｑ2-5		Ｑ2-6		Ｑ2-7		Ｑ2-8		Ｑ2-9		Ｑ2-10		Ｑ2-11								Ｑ6-1		Ｑ6-2		Ｑ6-3		Ｑ6-4		Ｑ6-5		Ｑ6-6		Ｑ6-7		Ｑ6-8		Ｑ6-9

		否 ヒ		不明 フメイ						不明 フメイ		不明 フメイ		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		7		0		0

		否 ヒ		不明 フメイ						不明 フメイ		不明 フメイ		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		1		1		0		0		0		1		0

		否 ヒ		不明 フメイ						不明 フメイ		不明 フメイ		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		不明 フメイ						不明 フメイ		不明 フメイ		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		0

		否 ヒ		不明 フメイ						不明 フメイ		不明 フメイ		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		否 ヒ		不明 フメイ						不明 フメイ		不明 フメイ		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		0		1		0

		否 ヒ		不明 フメイ						不明 フメイ		不明 フメイ		1		1		2		2		2		2		2		2		1		2		1				1		1		2		2		2		2		2		2		1		2		1		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		その他：各種の健康的処置の管理ができるかどうか。その訓練を受けているかどうかです。 タ カクシュ ケンコウテキ ショチ カンリ クンレン ウ

		否 ヒ		不明 フメイ						不明 フメイ		不明 フメイ		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		0		0		1		0		0

		否 ヒ		不明 フメイ						不明 フメイ		不明 フメイ		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		その他:スタッフ不足（医師、看護師、介助者）スペース不足 タ フソク イシ カンゴシ カイジョシャ フソク

		否 ヒ		宇都宮市保健所 ウツノミヤシ ホケンジョ				321-0974		宇都宮市竹林町972				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		その他：保健所は直接的な医療サービスを行っていないことから、今後も対応は行わない タ ホケンジョ チョクセツ テキ イリョウ オコナ コンゴ タイオウ オコナ

		承諾 ショウダク		深谷医院 フカヤ イイン		0285-75-0007 		321-4502		真岡市物井1268-7				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		1				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		1		2		2		2		0		0		1		1		0		0		0		0		0

		否 ヒ		こどもクリニックしまむら				326-0822		足利市田中町908-4				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		かしま産婦人科 サンフジンカ		0284-65-0341		326-0844		足利市鹿島町501-1				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		婦人科疾患（不正性器出血/帯下/外陰掻痒等）については外来対応させて頂いております フジンカ シッカン フセイ セイキ シュッケツ タイゲ ガイイン カ カユ ナド ガイライ タイオウ イタダ

		否 ヒ		医療法人雄仁会　奥山医院 イリョウ ホウジン ユウジン カイ オクヤマ イイン				322-0065		鹿沼市上材木町2320				1		3		3		3		3		3		1		3		3		2		2				1		3		2		3		2		3		1		3		3		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		1		1		0		0

		否 ヒ		水沼医院 ミズヌマ イイン				321-0628		那須烏山市金井1-14-8				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		3				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		飯野医院				321-4539		真岡市長沼730-1				3		2		2		2		2		3		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		おおきこどもクリニック		0285-41-0025 		329-0207		小山市美しが丘3-35-3				1		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		宇都宮市子ども発達センター診療所 ウツノミヤシ コ ハッタツ シンリョウジョ		028-647-4720		320-0851		栃木県宇都宮市鶴田町970-1				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		その他：子ども発達センター内の療育を利用する児の診療所であるため タ コ ハッタツ ナイ リョウイク リヨウ ジ シンリョウジョ

		承諾 ショウダク		中川医院 ナカガワ イイン		0287-62-0040		325-0057		那須塩原市黒磯幸町6-27				3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		1		0		1		0

		否 ヒ		ももやこどもクリニック				321-0118		宇都宮市インターパーク3-6-1				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		1		0		0		0		0		0

		否 ヒ		阿久津医院 アクツ イイン				329-1226		高根沢町大谷176-1 タカネザワマチ オオタニ				1		1		2		2		2		3		2		2		3		3		3				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		1		0		0		0		1		0		0

		否 ヒ		伊保内診療所 イホ ナイ シンリョウジョ				327-0034		佐野市伊保内町3841-1				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		1		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		にじいろこども診療所 シンリョウジョ		0285-44-7716		329-0414		下野市小金井4-1-1				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		0		1		1		0

		否 ヒ		戸野塚内科医院 トノヅカ ナイカ イイン				323-0064		小山市下石塚471				3		3		3		3		3		1		1		1		1		3		1				3		3		3		3		3		1		1		1		1		3		1		3		3		4		0		0		1		0		0		1		1		1		0

		否 ヒ		賀川診療所 カガワ シンリョウジョ				326-0843		足利市五十部町1785				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		1		0		1		0		0

		承諾 ショウダク		豊郷台クリニック ユタカ ゴウ ダイ		028-643-8998		320-0003		宇都宮市豊郷台2-21-3		028-643-8998（FAX8999）		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1				1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		2		0		1		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		いとうこどもクリニック		0289-63-5566		322-0025		鹿沼市緑町2-2-29				1		1		3		3		2		2		3		2		2		3		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		0		0		1		1		0

		承諾 ショウダク		清原台こどもクリニック キヨハラ ダイ		028-305-6017		321-3223		宇都宮市清原台2-4-14				1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		その他：医師、看護師の増員 タ イシ カンゴシ ゾウイン

		否 ヒ		阿部医院				324-0032		大田原市佐久山2018 オオタワラシ サクヤマ		0287-28-0053（FAX0287-28-2112）		1		1		2		2		2		2		1		2		1		2		1				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		4		0		1		1		0		1		0		0		1		0

		否 ヒ		中元内科医院 ナカモト ナイカ イイン				328-0027		栃木市今泉町2-10-18				1		3		2		2		2		3		2		2		3		2		3				3		3		2		2		2		3		2		2		3		2		3		2		2		2		0		0		1		0		1		0		0		1		0		①重症心身障害者の重症度の程度問題　②家庭の受け入れ問題、経済的負担 ジュウショウ シンシン ショウガイシャ ジュウショウ ド テイド モンダイ カテイ ウ イ モンダイ ケイザイテキ フタン

		否 ヒ		布川小児科 フカワ ショウニ カ				322-0036		鹿沼市下田町2-1099				1		1		3		3		2		3		2		2		2		3		3				1		1		3		3		2		3		2		2		2		2		3		2		2		2		0		1		1		1		0		0		1		1		0

		否 ヒ		ちづかクリニック				328-0133		栃木市大森町445-4		0282-31-3750		3		3		3		3		2		3		2		2		2		2		3				3		3		3		3		2		3		2		2		2		2		3		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		多島医院 タジマ イイン				321-1524		日光市足尾町赤沢21-28				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		否 ヒ		篠崎内科クリニック シノザキ ナイカ				321-3223		宇都宮市清原台6-1-13				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		否 ヒ		和久医院 ワク イイン				321-3324		芳賀町西水沼119-1				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		否 ヒ		近藤クリニック コンドウ				321-0634		那須烏山市野上町637-2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		0		0		0		0		1		0		0

		否 ヒ		高根沢内科クリニック タカネザワ ナイカ				321-4305		真岡市荒町2-11-1				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		岡田こどもクリニック オカダ				327-0832		佐野市植上町1408-2				1		3		3		3		3		2		3		2		3		3		3				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		0		0		0		0		0		往診医療ができたらと考えていた時もありましたが、現在は物理的に困難で申し訳ありません
重心のお子さんの通院所と個別の相談で応じる可能性はあります オウシン イリョウ カンガ トキ ゲンザイ ブツリテキ コンナン モウ ワケ ジュウシン コ ツウイン ジョ コベツ ソウダン オウ カノウセイ

		否 ヒ		真岡メディカルクリニック モオカ				321-4305		真岡市荒町3-49-6				3		3		3		3		3		3		3		3				3		3				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		0		0		0		1		1		0

		否 ヒ		いしだ整形外科 セイケイ ゲカ				321-0912		宇都宮市石井町3236-1				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		山中クリニック ヤマナカ				327-0835		佐野市植下町2468				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		1		1		0		0		1		0		0

		否 ヒ		医療法人　寿幸会　吉野医院 イリョウ ホウジン コトブキ サチ カイ ヨシノ イイン				320-0014		宇都宮市大曽4-9-11				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		1		1		0		0		1		0		0

		否 ヒ		柳田産婦人科・小児科医院 ヤナギダ サンフジンカ ショウニカ イイン				321-4361		真岡市並木町4-5-3				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		0

		否 ヒ		石田消化器科・内科クリニック イシダ ショウカキ カ ナイカ				321-0216		壬生町壬生丁259-7				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		1		0		0		0		0		0

		否 ヒ		赤羽胃腸科・外科・肛門科医院 アカバネ イチョウカ ゲカ コウモンカ イイン				324-0052		大田原市城山2-5-29				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		医療法人　文仁会　扶桑医院 イリョウ ホウジン ブン ジン カイ フソウ イイン				323-0016		小山市扶桑1-2-1				1		3		3		3		2		2		3		2		3		3		3				3		3		3		2		2		2		3		2		3		2		3		2		2		2		0		0		1		1		0		0		1		1		0

		否 ヒ		馬場医院 ババ イイン				327-0043		佐野市君田町35				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		否 ヒ		井戸川クリニック イドガワ				326-0331		足利市福富町2096-1				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		0		0		1		0		0		0

		否 ヒ		鎌田浅香医院 カマタ アサカ イイン				324-0043		大田原市浅香3-3-9				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		0		1		0		0		0		0		0		0		高額医療はひかえています。悪質ととらえられますので!! コウガク イリョウ アクシツ

		否 ヒ		山門クリニック ヤマカド				328-0031		栃木市日の出町6-35				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		0		0		0		1		0

		否 ヒ		新村ファミリークリニック ニイムラ				328-0011		栃木市大宮町2120-11				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		宇都宮東部クリニック ウツノミヤ トウブ				321-3223		宇都宮市清原台5-14-19				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1

		否 ヒ		車田医院 クルマダ イイン				324-0242		大田原市大豆田457-24				3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3				3		3		3		3		3		0		2		2		3		3		3		2		2		2		0		0		1		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		にがみどう内科クリニック ナイカ				322-0003		鹿沼市仁神堂町351-26				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		松谷内科胃腸科クリニック マツヤ ナイカ イチョウカ				321-3304		芳賀町祖母井1708-17				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		1		0		0

		否 ヒ		まなか医院 イイン				329-1225		高根沢町石末２０９３－１０				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		植木医院 ウエキ イイン				329-2224		塩谷町金枝950				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		1		2		2		2		2		3		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		0		0		0		0		0

		否 ヒ		大岡医院 オオオカ イイン				320-0047		宇都宮市一の沢274-7				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		川野クリニック カワノ				329-1112		宇都宮市上田原町660-6				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		0		1		0

		否 ヒ		陣内医院 ジンナイ イイン				321-0225		壬生町本丸1-7-10		0282-82-0242		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		1		0

		否 ヒ		船越医院 フナコシ イイン				328-0111		栃木市都賀町家中5986-6				1		1		2		2		2		2		2		2		3		2		3				1		1		2		2		2		2		2		2		3		2		3		2		2		2		0		1		1		0		1		1		0		1		0

		否 ヒ		林クリニック ハヤシ				321-0158		宇都宮市西川田本町1-8-29				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		0		0		0		0		0

		否 ヒ		河島医院 カワシマ イイン				329-3436		那須郡那須町伊王野1503				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		松本内科医院 マツモト ナイカ イイン				321-0226		壬生町中央町6-37				3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		否 ヒ		佐藤医院 サトウ イイン				329-2728		栃木県那須塩原市西栄町7-16 ３２９－２７２８		0287-36-0147		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1

		否 ヒ		渡部医院 ワタナベ イイン				329-3153		那須塩原市大原間140-1 ナスシオバラ シ オオハラマ				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		宇都宮市保健センター ウツノミヤシ ホケン				321-0964		宇都宮市駅前通り1-4-6				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		0

		否 ヒ		川村医院 カワムラ イイン				321-2522		日光市鬼怒川温泉大原1396-20				1		1		3		1		3		1		3		2		3		3		3				3		3		3		3		3		3		2		2		3		3		3		2		2		2		0		0		1		0		0		1		1		0		0

		否 ヒ		ほうずみ整形外科内科小児科医院				320-0047		宇都宮市一の沢2-1-43				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		小島内科医院 コジマ ナイカ イイン				321-0168		宇都宮市東原町5-3				3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		1		0		0		0		0

		否 ヒ		那須高原クリニック ナス コウゲン				329-3131		那須塩原市唐杉31-2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		サンフラワークリニック				323-0808		小山市出井1936				3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		昌平町こどもクリニック ショウヘイ マチ				326-0813		足利市昌平町2368				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		①中心となる施設へ患者が訪問するように、移動手段・補助（人、お金）を考えるべき。どうしても動けない、動かせない人のみ専門職（医者以外）が訪問しIT技術等で必要に応じてセンター施設のスペシャリストと連絡し治療（入院‥）の判断をし実行する。
②既存の人・技術・施設を日曜大工的発想で組み合わせて、システムを構築することには賛成できない。現状をどうにかするための方策でなく、医療の公正（正義）を行うためにどうすべきかを考えるべきだと思う チュウシン シセツ カンジャ ホウモン イドウ シュダン ホジョ ヒト カネ カンガ ウゴ ウゴ ヒト センモン ショク イシャ イガイ ホウモン ギジュツナド ヒツヨウ オウ シセツ レンラク チリョウ ニュウイン ハンダン ジッコウ キゾン ヒト ギジュツ シセツ ニチヨウ ダイク テキ ハッソウ ク ア コウチク サンセイ ゲンジョウ ホウサク イリョウ コウセイ セイギ オコナ カンガ オモ

		否 ヒ		赤田診療所 アカダ シンリョウジョ				329-2743		那須塩原市南赤田321-1192				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		手塚内科 テヅカ ナイカ				321-0966		宇都宮市今泉3-12-12				3		3		2		2		2		2		2		2		1		3		3				3		3		2		2		2		2		2		2		3		3		3		2		2		2		0		1		1		0		1		0		1		0		0		今まで具体的な症例に会っていません イマ グタイテキ ショウレイ ア

		否 ヒ		板橋医院 イタバシ イイン				327-0803		佐野市犬伏新町1308-2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		1		1		0

		否 ヒ		倉増医院 クラ マ イイン				320-0856		宇都宮市砥上町675-1				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		その他：人材の確保 タ ジンザイ カクホ

		否 ヒ		もてぎの森メディカルプラザ				321-3541		茂木町烏生田下郷330				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		宮澤クリニック ミヤザワ				329-0412		下野市柴291-2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		金澤医院 カナザワ イイン				325-0052		那須塩原市中央町1-8				1		1		2		2		2		1		2		2		2		2		2				1		1		2		2		2		1		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		つるたfamilyクリニック				320-0857		宇都宮市鶴田1-17-23				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		フォレストサイドクリニック				321-0152		宇都宮市西川田6-6-17		028-684-2775		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		今野内科胃腸科医院 コンノ ナイカ イチョウカ イイン				321-0151		宇都宮市西川田町933-1		028-645-6121		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		1		1		1		0

		否 ヒ		小島原医院 コジマ ハラ イイン				329-1104		宇都宮市下岡本町4075				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		1		0

		否 ヒ		永田内科眼科医院 ナガタ ナイカ ガンカイ イン				321-0982		宇都宮市御幸ヶ原町136-9		028-662-6774		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		1		0

		否 ヒ		大栗医院 オオクリ イイン				320-0034		宇都宮市泉町1-27				3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1

		否 ヒ		星小児科医院 ホシ ショウニカ イイン				321-0346		宇都宮市下荒針町3588-2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		金子内科医院 カネコ ナイカ イイン				320-0032		宇都宮市昭和1-1-31				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		否 ヒ		石川医院 イシカワ イイン				322-0015		栃木県鹿沼市上石川1-319 ３２２－００１５		0289-76-3145		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		当方では特別養護老人ホームの嘱託医を兼ねておりますため、24時間体制での診察となっております。今回のアンケートに対しましては、オーバーワークにつき協力いたしかねます。 トウホウ トクベツ ヨウゴ ロウジン ショクタクイ カ ジカン タイセイ シンサツ コンカイ タイ キョウリョク

		否 ヒ		しみずファミリークリニック				321-0951		宇都宮市越戸3-15-27				1		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		0		0		0		0		0

		否 ヒ		岡医院 オカ イイン				321-1403		日光市下鉢石町997-1				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		1		1		0		そもそも開業の小児科医が少ないうえに、在宅医療をやっている小児科はほとんどいないのが現状。以前、在宅の重症心身障害児の訪問診療を頼まれて行ったことがあるが、大人の訪問診療と勝手が違う為、内科医にはハードルが高いと感じた。是非、近くの小児科の先生に少しでも取り組んでもらうしかないかと思います。 カイギョウ ショウニ カ イ スク ザイタク イリョウ ショウニカ ゲンジョウ イゼン ザイタク ジュウショウ シンシン ショウガイジ ホウモン シンリョウ タノ オコナ オトナ ホウモン シンリョウ カッテ チガ タメ ナイカ イ タカ カン ゼヒ チカ ショウニカ センセイ スコ ト ク オモ

		否 ヒ		風見診療所 カザミ シンリョウジョ				329-2335		塩谷町上平27				3		3		1		3		2		3		3		2		1		3		3				3		1		1		3		2		2		3		3		2		1		3		3		2		2		0		1		1		0		1		0		1		1		0

		否 ヒ		土谷医院 ツチヤ イイン				321-0136		宇都宮市みどり野町14-3				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		1		0

		否 ヒ		遠藤小児科 エンドウ ショウニカ				321-0982		宇都宮市御幸ヶ原町224-10				1		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		1		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		油布医院 ユフ イイン				321-0414		宇都宮市中里町175-8				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		1		0

		承諾 ショウダク		さいとう小児科 ショウニカ		0282-22-0757 		328-0015		栃木市万町30番16号		0282-22-0757		1		1		3		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		1		0

		承諾 ショウダク		冨塚メデｲカルクリニック		028-666-2555		321-2116		宇都宮市徳次郎町888				1		1		2		2		2		2		2		2		1		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0		なるべく協力したいが、現在当院副院長が体調悪く、休養中のため困難となっています。 キョウリョク ゲンザイ トウイン フクインチョウ タイチョウ ワル キュウヨウチュウ コンナン

		承諾 ショウダク		山浦内科医院		0284-21-6653 		326-0843		足利市五十部町1256-5				1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3				1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		4		1		1		1		0		0		0		1		0		0

		承諾 ショウダク		小倉医院		0282-82-0057		321-0227		壬生町通町10-5				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		承諾 ショウダク		飯岡小児科		0289-65-3257		322-0074		鹿沼市日吉町569-2				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		3				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		3		2		2		2		0		0		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		角田内科医院		0285-53-5665 		329-0511		下野市石橋549				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		1		1		1		1		1		0		0

		承諾 ショウダク		おかべこどもクリニック		0285-40-7300 		329-0433		下野市緑5-17-12				3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		くろばね齋藤醫院		0287-54-0031		324-0233		大田原市黒羽田町612				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		1		0

		承諾 ショウダク		立花医院		0287-72-0311		325-0003		那須郡那須町寺子乙3967-190				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		その他：スタッフの充実　　1～9すべて当てはまります タ ジュウジツ ア

		承諾 ショウダク		さいとうハート＆キッズクリニック		0287-53-7979		324-0043		大田原市浅香1-4-3				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		1		0

		承諾 ショウダク		小山すぎの木クリニック		0285-30-3456		323-0806		小山市中久喜1131-1				1		1		1		1		1		1		2		2		2		1		1				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		4		1		1		0		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		有村小児科医院		028-656-7207		321-0912		宇都宮市石井町3128-11		028-656-7207		1		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		1		0		1		1		0		無床の診療所の小児科医としては、急性疾患（特に感染症が多く）への対応が中心です。時間に追われています。予防接種については、時間枠をとって対応できます。一次診療についても、訪問看護との連携等があれば対応可能な場合があります。（例えば点滴投薬等）現時点では往診は無理ですが。 ムショウ シンリョウジョ ショウニ カ イ キュウセイ シッカン トク カンセンショウ オオ タイオウ チュウシン ジカン オ ヨボウ セッシュ ジカンワク タイオウ イチジ シンリョウ ホウモン カンゴ レンケイ トウ タイオウ カノウ バアイ タト テンテキ トウヤク ナド ゲンジテン オウシン ムリ

		承諾 ショウダク		吉永医院		0285-63-2303		321-3564		茂木町増井190-1				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		1		1		0		0		0

		承諾 ショウダク		あさかクリニック		0287-22-2601		324-0043		大田原市浅香3-3711				1		1		2		2		2		2		1		1		2		2		2				1		1		2		2		2		2		1		1		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		坪水医院		0283-62-0265		327-0312		佐野市栃本町2241				1		1		3		3		3		3		3		3		1		3		3				1		1		3		3		3		3		3		3		1		3		3		3		3		3		0		1		1		0		0		0		0		1		0		若い頃、町田市にある重度心身障害者の施設にボランティアで行き、足で書いたお手紙をもらって感動しました。何かのお役にたてればと思いますが、現在実態がよく分かりません。 ワカ コロ マチダシ ジュウド シンシン ショウガイシャ シセツ イ アシ カ テガミ カンドウ ナニ ヤク オモ ゲンザイ ジッタイ ワ

		承諾 ショウダク		こどもヶ丘診療所		028-615-1077		321-0151		宇都宮市西川田町183-21				1		1		3		3		3		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		1		0		1		1		0

		承諾 ショウダク		竹田内科小児科クリニック		0282-29-1233		328-0011		栃木市大宮町52番地		0282-29-1233		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		0		1		1		1		0		0		1		0

		承諾 ショウダク		すながクリニック		0284-44-7211		326-0015		足利市八椚町494-1　				1		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		1		1		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		片山医院		028-661-9764		321-0944		宇都宮市東峰町3008-21				1		1		2		2		2		1		2		2		2		2		2				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		4		0		1		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		稲毛クリニック		0283-25-2566		327-0103		佐野市石塚町893-1				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		1		1		1		1		1		その他：当クリニックでは勤務医での診療のみを行っており、重症心身障害児に対応できるシステムはととのっておらず、申し訳ありません。 タ トウ キンムイ シンリョウ オコナ ジュウショウ シンシン ショウガイジ タイオウ モウ ワケ

		承諾 ショウダク		小川こどもクリニック		0289-74-5421		322-0027		鹿沼市貝島町5006-2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		くさの小児科		0284-73-7000		326-0335		足利市上渋垂町338-3				3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		みやの杜クリニック　		028-683-7811		321-0904		宇都宮市陽東2-4-5				1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1				3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		1		0		0		1		0		0		1		0		0		0		Q2訪問診療のみ対応可 ホウモン シンリョウ タイオウ カ

		承諾 ショウダク		にいたに内科　		028-675-6515		329-1231		塩谷郡高根沢町宝石台 3-3-19				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1

		承諾 ショウダク		よこやま内科小児科クリニック		0282-24-8102		328-0075		栃木市箱森町38-70				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		さいとうクリニック		0287-39-1805		329-2724		那須塩原市西幸町7-13				1		1		3		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		0		0		0		0		1		その他：現在の診療所での診療との兼ね合いが困難であり、複数の医師や看護師が必要 タ ゲンザイ シンリョウジョ シンリョウ カ ア コンナン フクスウ イシ カンゴシ ヒツヨウ

		承諾 ショウダク		桜井消化器科・内科		028-643-0870		320-0073		宇都宮市細谷1-7-38				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		承諾 ショウダク		佐藤医院		0287-96-2841		324-0501		那須郡那珂川町小川2960-1				1		1		3		3		2		3		3		2		1		1		1				1		1		3		3		2		3		3		2		1		1		1		3		3		4		0		1		1		1		0		1		0		0		0

		承諾 ショウダク		大根田内科医院		028-624-6322		320-0072		宇都宮市若草3-4-22				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		0		0		0		0		0		0		0		当方の医師が高齢であり、しかもスタッフがそろっていないので在宅医療は無理なので、ましてや重症心身障害者においておやです。 トウホウ イシ コウレイ ザイタク イリョウ ムリ ジュウショウ シンシン ショウガイシャ

		承諾 ショウダク		医療法人　赤羽病院		028-661-5446		321-0904		宇都宮市陽東7-2-2				1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3				3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		2		2		2		0		1		1		1		0		0		1		0		0

		承諾 ショウダク		田井の里クリニック		0285-81-6502		321-4301		真岡市西田井内外748-2				1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2				3		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		みずぬまクリニック		0287-39-1581		329-2751		那須塩原市東三島2-80-6				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		その他：在宅医療をやっていないので現状は無理である タ ザイタク イリョウ ゲンジョウ ムリ

		承諾 ショウダク		キッズクリニックはせがわ		0283-27-0200		327-0843		佐野市堀米町3946-6				1		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		その他：時間的余裕 タ ジカンテキ ヨユウ

		承諾 ショウダク		小森谷内科医院		0282-43-7327		329-4404		栃木市大平町富田4003-8				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		熊倉医院		0282-55-8425		329-4316		下都賀郡岩舟町新里180-1				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		いちはらファミリークリニック		028-612-8350		321-0414		宇都宮市中里町322				3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3				3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		1		2		0		1		1		1		0		1		0		1		0

		承諾 ショウダク		かとう小児科 ショウニカ		0282-82-7576		321-0218		壬生町落合3-7-30		 		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		福田こどもクリニック		028-659-8850		320-0852		栃木県宇都宮市下砥上町1545-20				1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3				1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		2		2		2		0		1		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		てらもと小児科		028-650-6636		321-0975		宇都宮市関堀町971-6				1		1		3		2		2		3		3		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		0		小児科医としてはもっと積極的に協力しなければいけないと思いますが、現在の我診療所の状態では不可能なことが多く残念です。 ショウニ カ イ セッキョクテキ キョウリョク オモ ゲンザイ ワガ シンリョウジョ ジョウタイ フカノウ オオ ザンネン

		承諾 ショウダク		木村内科医院		0288-22-7880		321-1264		日光市瀬尾497-1				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		承諾 ショウダク		こばやしファミリークリニック		0283-85-9900		327-0311		佐野市多田町566				1		1		1		1		3		1		1		2		1		1		1				1		1		1		1		3		1		1		3		1		1		1		3		3		2		0		1		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		あいファミリィクリニック足利 アシカガ		0284-22-3788		329-4213		足利市寺岡町505-1				1		1		1		1		1		1		1		3		1		1		1				1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		1		0		1		0		0		0		0		1		0

		承諾 ショウダク		腰塚医院		0282-62-2072		323-1104		栃木市藤岡町藤岡1845-10				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		1		1		1		1		0

		承諾 ショウダク		桜井こどもクリニック		0282-24-5987		328-0034		栃木市本町16-9				1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		承諾 ショウダク		神鳥谷クリニック		0285-22-7700		323-0827		小山市神鳥谷1-19-1		 		2		2		2		2		2		2		2		2		1		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		持田医院		0282-67-3661		329-0319		栃木市藤岡町中根115-5				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		4		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		田村医院		0282-43-3368		329-4423		栃木市大平町西水代1835-1				1		1		1		1		1		1		1		2		1		1		1				1		1		1		1		1		1		1		2		1		1		1		3		1		4		1		1		1		1		1		1		1		1		0		Q5.訪問看護、訪問リハビリテーションを利用 ホウモン カンゴ ホウモン リヨウ

		承諾 ショウダク		大橋内科クリニック		0282-82-8522		321-0219		壬生町福和田1003-1				1		1		2		2		2		3		2		2		2		2		3				1		1		2		2		2		3		2		2		2		2		3		3		3		2		0		1		1		0		0		0		0		1		0

		承諾 ショウダク		てらだファミリークリニック		028-654-2188		321-0132		宇都宮市雀の宮5-5-1				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		1		1		1		1		0

		承諾 ショウダク		あおい内科小児科ｸﾘﾆｯｸ		028-663-6000		321-0973		宇都宮市岩曽町1086-1				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		1		1		1		その他：往診時間の確保ができること タ オウシン ジカン カクホ

		承諾 ショウダク		飯塚医院		0287-92-2034		324-0613		那須郡那珂川町馬頭484-3				1		1		2		2		2		2		2		2		1		2		1				1		1		2		2		2		2		2		2		1		2		1		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		0

		承諾 ショウダク		やの小児科医院		0285-56-0280		329-0611		河内郡上三川町上三川3446-3				1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3				1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		2		2		2		0		1		1		1		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		仲嶋医院		028-681-7755		329-1311		さくら市氏家3245-17				3		3		3		3		2		3		3		3		3		2		3				3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		2		3		2		1		1		1		1		1		1		1		0		0		成人（18才以上）を対象に回答しました セイジン サイ イジョウ タイショウ カイトウ

		承諾 ショウダク		小林診療所		0285-82-3873		321-4369		真岡市熊倉3-10-7				1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		1				1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		1		2		2		2		0		1		0		0		0		1		0		0		0

		承諾 ショウダク		西真岡こどもクリニック		0285-81-7900		321-4341		真岡市高勢町3-205-1				1		1		1		3		1		1		1		1		1		3		3				1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		その他：現在おこなっています タ ゲンザイ

		承諾 ショウダク		鈴木医院		0285-72-2032		321-4217		益子町益子1747-2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		承諾 ショウダク		緑の屋根診療所		0283-20-2577		327-0843		佐野市堀米町1348-5				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		0		0		1		0		1		0		1		0		0		地域の社会資源が少ない。マンパワー不足 チイキ シャカイ シゲン スク ブソク

		承諾 ショウダク		ひがのクリニック		0285-74-0051 		321-4521		真岡市久下田941-1				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		豊郷中央渡辺内科　		028-622-8900		320-0004		宇都宮市長岡町1217-5				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		1				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		1		0		0

		承諾 ショウダク		きくちクリニック		028-683-3387		321-0903		宇都宮市下平出町614-2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		0		0

		承諾 ショウダク		サンレディースクリニック		0282-24-3541		328-0024		栃木市樋ノ口町504-1				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		医療法人　亀田内科		028-633-2884		320-0812		宇都宮市一番町1-28				1		1		1		2		2		1		2		2		2		2		1				1		1		1		2		2		1		2		2		2		2		1		3		3		3		0		0		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		越戸クリニック		028-660-6190		321-0951		宇都宮市越戸町139-6				1		1		2		2		2		3		2		2		2		2		3				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		佐藤内科		0285-53-1305		329-0511		下野市石橋839-14				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		承諾 ショウダク		グリムこどもクリニック		0285-51-1515		329-0502		下野市下古山2-6-17				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		事前連絡の上での一次診療、予防接種ですので、申し訳ありません。 ジゼン レンラク ウエ イチジ シンリョウ ヨボウ セッシュ モウ ワケ

		承諾 ショウダク		吉原医院		0288-21-0161		321-1261		日光市今市826-4				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		1		1		1		その他：設備 タ セツビ

		承諾 ショウダク		梅園医院		028-633-2869		320-0035		宇都宮市伝馬町3-28				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		1		0		0

		承諾 ショウダク		森田医院		028-633-1573		320-0861		宇都宮市西3-5-8				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		鈴木内科クリニック		028-655-1229		321-0139		宇都宮市若松原2-4-19				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		その他：24時間対応が必要となると考えますが、当院診療時間内の往診は難しいと考えます。 タ ジカン タイオウ ヒツヨウ カンガ トウイン シンリョウ ジカン ナイ オウシン ムズカ カンガ

		承諾 ショウダク		小松医院		0289-60-5515		322-0064		鹿沼市文化橋町2300-1				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		1		0		0		1		0



														1.医療ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する外来診療について、以下の医療行為に対応できますか。 イリョウ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ガイライ シンリョウ イカ イリョウ コウイ タイオウ																								2.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する往診及び訪問診療について、以下の医療行為に対応できますか イリョウテキ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ オウシン オヨ ホウモン シンリョウ イカ イリョウ コウイ タイオウ

														予防接種 ヨボウ セッシュ		一次診療
（経過観察、栄養観察を含む） イチジ シンリョウ ケイカ カンサツ エイヨウ カンサツ フク		経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ		経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ		中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ		酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ		気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ		人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ		尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ		人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ		褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ				予防接種 ヨボウ セッシュ		一次診療
（経過観察、栄養観察を含む） イチジ シンリョウ ケイカ カンサツ エイヨウ カンサツ フク		経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ		経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ		中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ		酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ		気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ		人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ		尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ		人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ		褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ

										1		できる		83		57		12		9		7		13		11		6		17		8		16		できる		39		29		8		6		5		9		9		6		10		7		12

										2		できない		55		80		127		134		142		130		136		146		131		137		124		できない		102		115		141		143		148		140		144		148		140		145		134

										3		要相談 ヨウ ソウダン		27		28		26		22		16		22		18		13		16		20		25		要相談 ヨウ ソウダン		24		21		16		16		12		15		12		11		15		13		19

																																																														0

														3.24時間、重症心身障害児（18歳未満）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイジ サイ ミマン イリョウ タイオウ

										1		できる		1

										2		できない		150

										3		要相談 ヨウ ソウダン		14



														4.24時間、重症心身障害者（18歳以上）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイシャ サイ イジョウ イリョウ タイオウ

										1		できる		3

										2		できない		150

										3		要相談 ヨウ ソウダン		12



														5.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する訪問リハビリてーションを提供していますか イリョウテキ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ホウモン テイキョウ

										1		提供している テイキョウ		1

										2		提供していない テイキョウ		152

										3		提供していないが対応は可能 テイキョウ タイオウ カノウ		4

										4		要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン		8



														6.重症心身障害児（者）在宅医療に対応できるようになるための条件はなんですか

										1		診療報酬の点数が増えること シンリョウ ホウシュウ テンスウ フ		24

										2		訪問看護尾の連携 ホウモン カンゴ オ レンケイ		73

										3		病院との連携 ビョウイン レンケイ		90

										4		在宅療養支援診療所と小児科医とのグループ診療 ザイタク リョウヨウ シエン シンリョウジョ ショウニ カ イ シンリョウ		43

										5		在宅療養支援診療所に助言や相談を求めることができること ザイタク リョウヨウ シエン シンリョウジョ ジョゲン ソウダン モト		28

										6		小児科医に助言や相談を求めることができること ショウニ カ イ ジョゲン ソウダン モト		26

										7		経験のある医師がいること ケイケン イシ		62

										8		研修などの自己のスキルアップ ケンシュウ ジコ		47

										9		その他 タ		21



できる	予防接種	一次診療	
（経過観察、栄養観察を含む）	経鼻経管栄養の管理	経皮経管栄養の管理	
（胃ろう）	中心静脈栄養の管理	酸素療法の管理	気管切開の管理	人工呼吸器の管理	尿道留置カテーテル	
の管理	人工肛門の管理	褥瘡の管理	83	57	12	9	7	13	11	6	17	8	16	できない	予防接種	一次診療	
（経過観察、栄養観察を含む）	経鼻経管栄養の管理	経皮経管栄養の管理	
（胃ろう）	中心静脈栄養の管理	酸素療法の管理	気管切開の管理	人工呼吸器の管理	尿道留置カテーテル	
の管理	人工肛門の管理	褥瘡の管理	55	80	127	134	142	130	136	146	131	137	124	要相談	予防接種	一次診療	
（経過観察、栄養観察を含む）	経鼻経管栄養の管理	経皮経管栄養の管理	
（胃ろう）	中心静脈栄養の管理	酸素療法の管理	気管切開の管理	人工呼吸器の管理	尿道留置カテーテル	
の管理	人工肛門の管理	褥瘡の管理	27	28	26	22	16	22	18	13	16	20	25	3.24時間、重症心身障害児（18歳未満）の医療に対応ができますか	できる	できない	要相談	1	150	14	4.24時間、重症心身障害者（18歳以上）の医療に対応ができますか	できる	できない	要相談	3	150	12	5.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する訪問リハビリてーションを提供していますか	提供している	提供していない	提供していないが対応は可能	要相談（条件による）	1	152	4	8	6.重症心身障害児（者）在宅医療に対応できるようになるための条件はなんですか	診療報酬の点数が増えること	訪問看護尾の連携	病院との連携	在宅療養支援診療所と小児科医とのグループ診療	在宅療養支援診療所に助言や相談を求めることができること	小児科医に助言や相談を求めることができること	経験のある医師がいること	研修などの自己のスキルアップ	その他	24	73	90	43	28	26	62	47	21	できる	予防接種	一次診療	
（経過観察、栄養観察を含む）	経鼻経管栄養の管理	経皮経管栄養の管理	
（胃ろう）	中心静脈栄養の管理	酸素療法の管理	気管切開の管理	人工呼吸器の管理	尿道留置カテーテル	
の管理	人工肛門の管理	褥瘡の管理	39	29	8	6	5	9	9	6	10	7	12	できない	予防接種	一次診療	
（経過観察、栄養観察を含む）	経鼻経管栄養の管理	経皮経管栄養の管理	
（胃ろう）	中心静脈栄養の管理	酸素療法の管理	気管切開の管理	人工呼吸器の管理	尿道留置カテーテル	
の管理	人工肛門の管理	褥瘡の管理	102	115	141	143	148	140	144	148	140	145	134	要相談	予防接種	一次診療	
（経過観察、栄養観察を含む）	経鼻経管栄養の管理	経皮経管栄養の管理	
（胃ろう）	中心静脈栄養の管理	酸素療法の管理	気管切開の管理	人工呼吸器の管理	尿道留置カテーテル	
の管理	人工肛門の管理	褥瘡の管理	24	21	16	16	12	15	12	11	15	13	19	

診療所 (記述)

		Ｑ１		1.医療ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する外来診療について、以下の医療行為に対応できますか。 イリョウ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ガイライ シンリョウ イカ イリョウ コウイ タイオウ

				Ｑ1-1

				Ｑ1-2

				Ｑ1-3

				Ｑ1-4

				Ｑ1-5

				Ｑ1-6

				Ｑ1-7

				Ｑ1-8

				Ｑ1-9

				Ｑ1-10

				Ｑ1-11

		Ｑ２		2.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する往診及び訪問診療について、以下の医療行為に対応できますか イリョウテキ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ オウシン オヨ ホウモン シンリョウ イカ イリョウ コウイ タイオウ

				Ｑ2-1

				Ｑ2-2

				Ｑ2-3

				Ｑ2-4

				Ｑ2-5

				Ｑ2-6

				Ｑ2-7

				Ｑ2-8

				Ｑ2-9

				Ｑ2-10

				Ｑ2-11

		Ｑ3		3.24時間、重症心身障害児（18歳未満）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイジ サイ ミマン イリョウ タイオウ

				Ｑ3-1

				Ｑ3-2

				Ｑ3-3

		Ｑ4		4.24時間、重症心身障害者（18歳以上）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイシャ サイ イジョウ イリョウ タイオウ

				Ｑ4-1

				Ｑ4-2

				Ｑ4-3

		Ｑ5		5.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する訪問リハビリてーションを提供していますか イリョウテキ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ホウモン テイキョウ

				Ｑ5-1

				Ｑ5-2

				Ｑ5-3

				Ｑ5-4

		Ｑ6		6.重症心身障害児（者）在宅医療に対応できるようになるための条件はなんですか ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ ザイタク イリョウ タイオウ ジョウケン

				Ｑ6-1

				Ｑ6-2

				Ｑ6-3

				Ｑ6-4

				Ｑ6-5

				Ｑ6-6

				Ｑ6-7

				Ｑ6-8

				Ｑ6-9

		Ｑ7		7.重症心身障害児（者）の方に対する医療、在宅生活等についてお気づきのことなど、ご自由にお書きください ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ カタ タイ イリョウ ザイタク セイカツ ナド キ ジユウ カ



		承諾可否 ショウダク カヒ		診療所名 シンリョウジョ メイ		電話番号 デンワ バンゴウ		郵便番号 ユウビンバンゴウ		所在地 ショザイチ		電話番号 デンワ バンゴウ		Ｑ7重症心身障害児（者）の方に対する医療、在宅生活等についてお気づきのことなど、ご自由にお書きください

		承諾 ショウダク		深谷医院 フカヤ イイン		0285-75-0007 		321-4502		真岡市物井1268-7

		承諾 ショウダク		かしま産婦人科 サンフジンカ		0284-65-0341		326-0844		足利市鹿島町501-1				婦人科疾患（不正性器出血/帯下/外陰掻痒等）については外来対応させて頂いております フジンカ シッカン フセイ セイキ シュッケツ タイゲ ガイイン カ カユ ナド ガイライ タイオウ イタダ

		承諾 ショウダク		おおきこどもクリニック		0285-41-0025 		329-0207		小山市美しが丘3-35-3

		承諾 ショウダク		宇都宮市子ども発達センター診療所 ウツノミヤシ コ ハッタツ シンリョウジョ		028-647-4720		320-0851		栃木県宇都宮市鶴田町970-1				その他：子ども発達センター内の療育を利用する児の診療所であるため タ コ ハッタツ ナイ リョウイク リヨウ ジ シンリョウジョ

		承諾 ショウダク		中川医院 ナカガワ イイン		0287-62-0040		325-0057		那須塩原市黒磯幸町6-27

		承諾 ショウダク		にじいろこども診療所 シンリョウジョ		0285-44-7716		329-0414		下野市小金井4-1-1

		承諾 ショウダク		豊郷台クリニック ユタカ ゴウ ダイ		028-643-8998		320-0003		宇都宮市豊郷台2-21-3		028-643-8998（FAX8999）

		承諾 ショウダク		いとうこどもクリニック		0289-63-5566		322-0025		鹿沼市緑町2-2-29

		承諾 ショウダク		清原台こどもクリニック キヨハラ ダイ		028-305-6017		321-3223		宇都宮市清原台2-4-14				その他：医師、看護師の増員 タ イシ カンゴシ ゾウイン

		承諾 ショウダク		さいとう小児科 ショウニカ		0282-22-0757 		328-0015		栃木市万町30番16号		0282-22-0757

		承諾 ショウダク		冨塚メデｲカルクリニック		028-666-2555		321-2116		宇都宮市徳次郎町888				なるべく協力したいが、現在当院副院長が体調悪く、休養中のため困難となっています。 キョウリョク ゲンザイ トウイン フクインチョウ タイチョウ ワル キュウヨウチュウ コンナン

		承諾 ショウダク		山浦内科医院		0284-21-6653 		326-0843		足利市五十部町1256-5

		承諾 ショウダク		小倉医院		0282-82-0057		321-0227		壬生町通町10-5

		承諾 ショウダク		飯岡小児科		0289-65-3257		322-0074		鹿沼市日吉町569-2

		承諾 ショウダク		角田内科医院		0285-53-5665 		329-0511		下野市石橋549

		承諾 ショウダク		おかべこどもクリニック		0285-40-7300 		329-0433		下野市緑5-17-12

		承諾 ショウダク		くろばね齋藤醫院		0287-54-0031		324-0233		大田原市黒羽田町612

		承諾 ショウダク		立花医院		0287-72-0311		325-0003		那須郡那須町寺子乙3967-190				その他：スタッフの充実　　1～9すべて当てはまります タ ジュウジツ ア

		承諾 ショウダク		さいとうハート＆キッズクリニック		0287-53-7979		324-0043		大田原市浅香1-4-3

		承諾 ショウダク		小山すぎの木クリニック		0285-30-3456		323-0806		小山市中久喜1131-1

		承諾 ショウダク		有村小児科医院		028-656-7207		321-0912		宇都宮市石井町3128-11		028-656-7207		無床の診療所の小児科医としては、急性疾患（特に感染症が多く）への対応が中心です。時間に追われています。予防接種については、時間枠をとって対応できます。一次診療についても、訪問看護との連携等があれば対応可能な場合があります。（例えば点滴投薬等）現時点では往診は無理ですが。 ムショウ シンリョウジョ ショウニ カ イ キュウセイ シッカン トク カンセンショウ オオ タイオウ チュウシン ジカン オ ヨボウ セッシュ ジカンワク タイオウ イチジ シンリョウ ホウモン カンゴ レンケイ トウ タイオウ カノウ バアイ タト テンテキ トウヤク ナド ゲンジテン オウシン ムリ

		承諾 ショウダク		吉永医院		0285-63-2303		321-3564		茂木町増井190-1

		承諾 ショウダク		あさかクリニック		0287-22-2601		324-0043		大田原市浅香3-3711

		承諾 ショウダク		坪水医院		0283-62-0265		327-0312		佐野市栃本町2241				若い頃、町田市にある重度心身障害者の施設にボランティアで行き、足で書いたお手紙をもらって感動しました。何かのお役にたてればと思いますが、現在実態がよく分かりません。 ワカ コロ マチダシ ジュウド シンシン ショウガイシャ シセツ イ アシ カ テガミ カンドウ ナニ ヤク オモ ゲンザイ ジッタイ ワ

		承諾 ショウダク		こどもヶ丘診療所		028-615-1077		321-0151		宇都宮市西川田町183-21

		承諾 ショウダク		竹田内科小児科クリニック		0282-29-1233		328-0011		栃木市大宮町52番地		0282-29-1233

		承諾 ショウダク		すながクリニック		0284-44-7211		326-0015		足利市八椚町494-1　

		承諾 ショウダク		片山医院		028-661-9764		321-0944		宇都宮市東峰町3008-21

		承諾 ショウダク		稲毛クリニック		0283-25-2566		327-0103		佐野市石塚町893-1				その他：当クリニックでは勤務医での診療のみを行っており、重症心身障害児に対応できるシステムはととのっておらず、申し訳ありません。 タ トウ キンムイ シンリョウ オコナ ジュウショウ シンシン ショウガイジ タイオウ モウ ワケ

		承諾 ショウダク		小川こどもクリニック		0289-74-5421		322-0027		鹿沼市貝島町5006-2

		承諾 ショウダク		くさの小児科		0284-73-7000		326-0335		足利市上渋垂町338-3

		承諾 ショウダク		みやの杜クリニック　		028-683-7811		321-0904		宇都宮市陽東2-4-5				Q2訪問診療のみ対応可 ホウモン シンリョウ タイオウ カ

		承諾 ショウダク		にいたに内科　		028-675-6515		329-1231		塩谷郡高根沢町宝石台 3-3-19

		承諾 ショウダク		よこやま内科小児科クリニック		0282-24-8102		328-0075		栃木市箱森町38-70

		承諾 ショウダク		さいとうクリニック		0287-39-1805		329-2724		那須塩原市西幸町7-13				その他：現在の診療所での診療との兼ね合いが困難であり、複数の医師や看護師が必要 タ ゲンザイ シンリョウジョ シンリョウ カ ア コンナン フクスウ イシ カンゴシ ヒツヨウ

		承諾 ショウダク		桜井消化器科・内科		028-643-0870		320-0073		宇都宮市細谷1-7-38

		承諾 ショウダク		佐藤医院		0287-96-2841		324-0501		那須郡那珂川町小川2960-1

		承諾 ショウダク		大根田内科医院		028-624-6322		320-0072		宇都宮市若草3-4-22				当方の医師が高齢であり、しかもスタッフがそろっていないので在宅医療は無理なので、ましてや重症心身障害者においておやです。 トウホウ イシ コウレイ ザイタク イリョウ ムリ ジュウショウ シンシン ショウガイシャ

		承諾 ショウダク		医療法人　赤羽病院		028-661-5446		321-0904		宇都宮市陽東7-2-2

		承諾 ショウダク		田井の里クリニック		0285-81-6502		321-4301		真岡市西田井内外748-2

		承諾 ショウダク		みずぬまクリニック		0287-39-1581		329-2751		那須塩原市東三島2-80-6				その他：在宅医療をやっていないので現状は無理である タ ザイタク イリョウ ゲンジョウ ムリ

		承諾 ショウダク		キッズクリニックはせがわ		0283-27-0200		327-0843		佐野市堀米町3946-6				その他：時間的余裕 タ ジカンテキ ヨユウ

		承諾 ショウダク		小森谷内科医院		0282-43-7327		329-4404		栃木市大平町富田4003-8

		承諾 ショウダク		熊倉医院		0282-55-8425		329-4316		下都賀郡岩舟町新里180-1

		承諾 ショウダク		いちはらファミリークリニック		028-612-8350		321-0414		宇都宮市中里町322

		承諾 ショウダク		かとう小児科 ショウニカ		0282-82-7576		321-0218		壬生町落合3-7-30		 

		承諾 ショウダク		福田こどもクリニック		028-659-8850		320-0852		栃木県宇都宮市下砥上町1545-20

		承諾 ショウダク		てらもと小児科		028-650-6636		321-0975		宇都宮市関堀町971-6				小児科医としてはもっと積極的に協力しなければいけないと思いますが、現在の我診療所の状態では不可能なことが多く残念です。 ショウニ カ イ セッキョクテキ キョウリョク オモ ゲンザイ ワガ シンリョウジョ ジョウタイ フカノウ オオ ザンネン

		承諾 ショウダク		木村内科医院		0288-22-7880		321-1264		日光市瀬尾497-1

		承諾 ショウダク		こばやしファミリークリニック		0283-85-9900		327-0311		佐野市多田町566

		承諾 ショウダク		あいファミリィクリニック足利 アシカガ		0284-22-3788		329-4213		足利市寺岡町505-1

		承諾 ショウダク		腰塚医院		0282-62-2072		323-1104		栃木市藤岡町藤岡1845-10

		承諾 ショウダク		桜井こどもクリニック		0282-24-5987		328-0034		栃木市本町16-9

		承諾 ショウダク		神鳥谷クリニック		0285-22-7700		323-0827		小山市神鳥谷1-19-1		 

		承諾 ショウダク		持田医院		0282-67-3661		329-0319		栃木市藤岡町中根115-5

		承諾 ショウダク		田村医院		0282-43-3368		329-4423		栃木市大平町西水代1835-1				Q5.訪問看護、訪問リハビリテーションを利用 ホウモン カンゴ ホウモン リヨウ

		承諾 ショウダク		大橋内科クリニック		0282-82-8522		321-0219		壬生町福和田1003-1

		承諾 ショウダク		てらだファミリークリニック		028-654-2188		321-0132		宇都宮市雀の宮5-5-1

		承諾 ショウダク		あおい内科小児科ｸﾘﾆｯｸ		028-663-6000		321-0973		宇都宮市岩曽町1086-1				その他：往診時間の確保ができること タ オウシン ジカン カクホ

		承諾 ショウダク		飯塚医院		0287-92-2034		324-0613		那須郡那珂川町馬頭484-3

		承諾 ショウダク		やの小児科医院		0285-56-0280		329-0611		河内郡上三川町上三川3446-3

		承諾 ショウダク		仲嶋医院		028-681-7755		329-1311		さくら市氏家3245-17				成人（18才以上）を対象に回答しました セイジン サイ イジョウ タイショウ カイトウ

		承諾 ショウダク		小林診療所		0285-82-3873		321-4369		真岡市熊倉3-10-7

		承諾 ショウダク		西真岡こどもクリニック		0285-81-7900		321-4341		真岡市高勢町3-205-1				その他：現在おこなっています タ ゲンザイ

		承諾 ショウダク		鈴木医院		0285-72-2032		321-4217		益子町益子1747-2

		承諾 ショウダク		緑の屋根診療所		0283-20-2577		327-0843		佐野市堀米町1348-5				地域の社会資源が少ない。マンパワー不足 チイキ シャカイ シゲン スク ブソク

		承諾 ショウダク		ひがのクリニック		0285-74-0051 		321-4521		真岡市久下田941-1

		承諾 ショウダク		豊郷中央渡辺内科　		028-622-8900		320-0004		宇都宮市長岡町1217-5

		承諾 ショウダク		きくちクリニック		028-683-3387		321-0903		宇都宮市下平出町614-2

		承諾 ショウダク		サンレディースクリニック		0282-24-3541		328-0024		栃木市樋ノ口町504-1

		承諾 ショウダク		医療法人　亀田内科		028-633-2884		320-0812		宇都宮市一番町1-28

		承諾 ショウダク		越戸クリニック		028-660-6190		321-0951		宇都宮市越戸町139-6

		承諾 ショウダク		佐藤内科		0285-53-1305		329-0511		下野市石橋839-14

		承諾 ショウダク		グリムこどもクリニック		0285-51-1515		329-0502		下野市下古山2-6-17				事前連絡の上での一次診療、予防接種ですので、申し訳ありません。 ジゼン レンラク ウエ イチジ シンリョウ ヨボウ セッシュ モウ ワケ

		承諾 ショウダク		吉原医院		0288-21-0161		321-1261		日光市今市826-4				その他：設備 タ セツビ

		承諾 ショウダク		梅園医院		028-633-2869		320-0035		宇都宮市伝馬町3-28

		承諾 ショウダク		森田医院		028-633-1573		320-0861		宇都宮市西3-5-8

		承諾 ショウダク		鈴木内科クリニック		028-655-1229		321-0139		宇都宮市若松原2-4-19				その他：24時間対応が必要となると考えますが、当院診療時間内の往診は難しいと考えます。 タ ジカン タイオウ ヒツヨウ カンガ トウイン シンリョウ ジカン ナイ オウシン ムズカ カンガ

		承諾 ショウダク		小松医院		0289-60-5515		322-0064		鹿沼市文化橋町2300-1
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										2		できない

										3		要相談 ヨウ ソウダン





										1		できる

										2		できない

										3		要相談 ヨウ ソウダン





										1		できる

										2		できない

										3		要相談 ヨウ ソウダン





										1		提供している テイキョウ

										2		提供していない テイキョウ

										3		提供していないが対応は可能 テイキョウ タイオウ カノウ

										4		要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン





										1		診療報酬の点数が増えること シンリョウ ホウシュウ テンスウ フ

										2		訪問看護尾の連携 ホウモン カンゴ オ レンケイ

										3		病院との連携 ビョウイン レンケイ

										4		在宅療養支援診療所と小児科医とのグループ診療 ザイタク リョウヨウ シエン シンリョウジョ ショウニ カ イ シンリョウ

										5		在宅療養支援診療所に助言や相談を求めることができること ザイタク リョウヨウ シエン シンリョウジョ ジョゲン ソウダン モト

										6		小児科医に助言や相談を求めることができること ショウニ カ イ ジョゲン ソウダン モト

										7		経験のある医師がいること ケイケン イシ

										8		研修などの自己のスキルアップ ケンシュウ ジコ

										9		その他 タ



1	#REF!	

病院

		Ｑ１		1.医療ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する外来診療について、以下の医療行為に対応できますか。 イリョウ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ガイライ シンリョウ イカ イリョウ コウイ タイオウ						1.医療ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する外来診療について、以下の医療行為に対応できますか。 イリョウ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ガイライ シンリョウ イカ イリョウ コウイ タイオウ

				Ｑ1-1						Ｑ1-1		予防接種 ヨボウ セッシュ

				Ｑ1-2						Ｑ1-2		一次診療
（経過観察、栄養観察を含む） イチジ シンリョウ ケイカ カンサツ エイヨウ カンサツ フク

				Ｑ1-3						Ｑ1-3		経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ

				Ｑ1-4						Ｑ1-4		経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ

				Ｑ1-5						Ｑ1-5		中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ

				Ｑ1-6						Ｑ1-6		酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ

				Ｑ1-7						Ｑ1-7		気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ

				Ｑ1-8						Ｑ1-8		人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ

				Ｑ1-9						Ｑ1-9		尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ

				Ｑ1-10						Ｑ1-10		人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ

				Ｑ1-11						Ｑ1-11		褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ

		Ｑ２		2.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する往診及び訪問診療について、以下の医療行為に対応できますか イリョウテキ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ オウシン オヨ ホウモン シンリョウ イカ イリョウ コウイ タイオウ						2.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する往診及び訪問診療について、以下の医療行為に対応できますか イリョウテキ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ オウシン オヨ ホウモン シンリョウ イカ イリョウ コウイ タイオウ

				Ｑ2-1						Ｑ2-1		予防接種 ヨボウ セッシュ

				Ｑ2-2						Ｑ2-2		経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ

				Ｑ2-3						Ｑ2-3		経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ

				Ｑ2-4						Ｑ2-4		中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ

				Ｑ2-5						Ｑ2-5		酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ

				Ｑ2-6						Ｑ2-6		気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ

				Ｑ2-7						Ｑ2-7		人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ

				Ｑ2-8						Ｑ2-8		尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ

				Ｑ2-9						Ｑ2-9		人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ

				Ｑ2-10						Ｑ2-10		褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ

		Ｑ3		3.24時間、重症心身障害児（18歳未満）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイジ サイ ミマン イリョウ タイオウ						3.24時間、重症心身障害児（18歳未満）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイジ サイ ミマン イリョウ タイオウ

				Ｑ3-1						Ｑ3-1		できる

				Ｑ3-2						Ｑ3-2		できない

				Ｑ3-3						Ｑ3-3		要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン

		Ｑ4		4.24時間、重症心身障害者（18歳以上）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイシャ サイ イジョウ イリョウ タイオウ						4.24時間、重症心身障害者（18歳以上）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイシャ サイ イジョウ イリョウ タイオウ

				Ｑ4-1						Ｑ4-1		できる

				Ｑ4-2						Ｑ4-2		できない

				Ｑ4-3						Ｑ4-3		要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン

		Ｑ5		5.重症心身障害児（者）のレスパイト入院に対応できますか ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ ニュウイン タイオウ						5.重症心身障害児（者）のレスパイト入院に対応できますか ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ ニュウイン タイオウ

				Ｑ5-1						Ｑ5-1		できる

				Ｑ5-2						Ｑ5-2		できない

				Ｑ5-3						Ｑ5-3		要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン

		Ｑ6		6.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する訪問リハビリテーションを提供していますか イリョウテキ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ホウモン テイキョウ						6.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する訪問リハビリテーションを提供していますか イリョウテキ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ホウモン テイキョウ

				Ｑ6-1						Ｑ6-1		提供している テイキョウ

				Ｑ6-2						Ｑ6-2		提供していない テイキョウ

				Ｑ6-3						Ｑ6-3		提供していないが対応は可能 テイキョウ タイオウ カノウ

				Ｑ6-4						Ｑ6-4		要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン

		Ｑ7		7.平成26年度において、以下における長期入院児（6ヶ月以上）の患者数は何名ですか（「原疾患」及び「長期入院理由」について、複数の理由がある場合は、主な理由を選んでください） ヘイセイ ネンド イカ チョウキ ニュウイン ジ ゲツイジョウ カンジャスウ ナンメイ ゲンシッカン オヨ チョウキ ニュウイン リユウ フクスウ リユウ バアイ オモ リユウ エラ						7.平成26年度において、以下における長期入院児（6ヶ月以上）の患者数は何名ですか（「原疾患」及び「長期入院理由」について、複数の理由がある場合は、主な理由を選んでください） ヘイセイ ネンド イカ チョウキ ニュウイン ジ ゲツイジョウ カンジャスウ ナンメイ ゲンシッカン オヨ チョウキ ニュウイン リユウ フクスウ リユウ バアイ オモ リユウ エラ

				※個別シートにて対応 コベツ タイオウ						※個別シートにて対応 コベツ タイオウ

		Q8		8.重症心身障害児（者）に対する相談窓口はありますか ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ソウダン マドグチ

										1		ある

										2		ない

		Q9		9.重症心身障害児（者）の方に対する医療、在宅生活等についてお気づきのことなど、ご自由にお書きください。 ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ カタ タイ イリョウ ザイタク セイカツ ナド キ ジユウ カ

		承諾可否 ショウダク カヒ		診療所名 シンリョウジョ メイ		電話番号 デンワ バンゴウ		郵便番号 ユウビンバンゴウ		所在地 ショザイチ		Ｑ1.医療ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する外来診療について、以下の医療行為に対応できますか																						Ｑ２医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する往診及び訪問診療について、以下の医療行為に対応できますか																				Ｑ3		Ｑ4		Ｑ5		Q6		Ｑ7		8.重症心身障害児（者）に対する相談窓口はありますか										Q9

												予防接種 ヨボウ セッシュ		一次診療
（経過観察、栄養観察を含む） イチジ シンリョウ ケイカ カンサツ エイヨウ カンサツ フク		経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ		経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ		中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ		酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ		気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ		人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ		尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ		人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ		褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ		予防接種 ヨボウ セッシュ		経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ		経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ		中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ		酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ		気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ		人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ		尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ		人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ		褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ												有無 ウム		部署名・職名 ブショ メイ ショクメイ		ご担当者氏名 タントウシャ シメイ		連絡先TEL レンラクサキ		連絡先MAIL レンラクサキ

		否 イナ		野木病院		0280-57-1011		329-0101		下都賀郡野木町友沼5320-2		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		2

		否 イナ		今市病院		0288-22-2200		321-1261		日光市今市381		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		2

		否 イナ		黒須病院　		028-682-8811		329-1311		さくら市氏家2650		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		2		2		別紙参照 ベッシ サンショウ		1		病診連携室・社会福祉士 ビョウシンレンケイ シツ シャカイ フクシ シ		井上雅晶 イノウエ マサアキ		028-682-8811（代表）
028-681-5551（直通） ダイヒョウ チョクツウ		byo-renkei@kurosu-hospital.jp

		否 イナ		日光市民病院		0288-50-1188		321-1441		日光市清滝安良沢町1752-10		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		2										小児科常務医がいないため、小児科非常勤医師在院時のみ相談可能と考えます ショウニカ ジョウム イ ショウニカ ヒジョウキン イシ ザイイン ジ ソウダン カノウ カンガ

		否 イナ		国際医療福祉大学塩谷病院　		0287-44-1155		329-2145		矢板市富田77		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		2

		否 イナ		那須南病院		0287-84-3911		321-0621		栃木県那須烏山市中央3-2-13		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		2		2		なし		1		医療福祉相談医療連絡室 イリョウ フクシ ソウダン イリョウ レンラク シツ		原健二 ハラ ケンジ		0287-84-3911

		承諾 ショウダク		西方病院		0282-92-2323		322-0601		栃木県上都賀郡西方町金崎273-3		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		1		西方病院地域連携室 ニシカタ ビョウイン チイキ レンケイ シツ				0282-25-7310		nishikata-renkei@cc9.ne.jp

		承諾 ショウダク		新小山市民病院		0285-36-0200		323-0827		栃木県小山市神鳥谷2251-1 ３２３－０８２７		1		1		3		2		2		2		2		2		2		2		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		2		なし		1		医療相談室保健師 イリョウ ソウダンシツ ホケンシ		多賀谷邦子 タガヤ クニコ		0285-36-0256		soudan@hospital.oyama.tochigi.jp		重症心身障害児（者）の方々の外来診察は随時受け入れておりますが、特に障害児の入院についてはまだ十分に対応できる体制になっておりません。そのため、今回のガイドマップの内容で受け入れ可能な項目が少なく申し訳ありません。相談については、幅広く承っております。 ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ カタガタ ガイライ シンサツ ズイジ ウ イ トク ショウガイジ ニュウイン ジュウブン タイオウ タイセイ コンカイ ナイヨウ ウ イ カノウ コウモク スク モウ ワケ ソウダン ハバヒロ ウケタマワ

		承諾 ショウダク		小山厚生病院		0285-22-1105		323-0031		栃木県小山市八幡町2-10-6		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		2		なし		1		看護師長 カンゴシ チョウ		横家よね子 ヨコ イエ コ		0285-22-1105
0285-24-9890				在宅生活困難者につき当院では入院で対応させていただくことが多いです。 ザイタク セイカツ コンナン シャ トウイン ニュウイン タイオウ オオ

		承諾 ショウダク		石橋総合病院		0285-53-1134		329-0511		栃木県下野市石橋628		1		1		1		1		1		1		1		2		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		1		なし		1		地域医療連携部 チイキ イリョウ レンケイ ブ		（部長）岩崎さゆり ブチョウ イワサキ		0285-53-1134		ishibashi-renkei@yushikai.jp

		承諾 ショウダク		下都賀総合病院		0282-22-2551		328-0044		栃木県栃木市富士見町5-32		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		3		なし		1		医療福祉相談室 イリョウ フクシ ソウダンシツ		MSWが3人おります ニン		0282-22-2551

		承諾 ショウダク		とちの木病院		0282-22-7722		328-0071		栃木県栃木市大町39-5		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		2

		承諾 ショウダク		自治医科大学附属病院　		0285-44-2111		329-0498		下野市薬師寺3311-1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		2		3		2		別紙参照 ベッシ サンショウ		1		地域医療連携部（看護師） チイキ イリョウ レンケイ ブ カンゴシ		黒田　光恵 クロダ ミツエ		0285-44-2111		mazuek@jichi.ac.jp		在宅医療を充実させていただくうえで、往診医や地域の開業医の先生方との連携強化やスタッフの充実が望まれると思います。 ザイタク イリョウ ジュウジツ オウシン イ チイキ カイギョウイ センセイガタ レンケイ キョウカ ジュウジツ ノゾ オモ

		承諾 ショウダク		済生会宇都宮病院		028-626-5500		321-0974		宇都宮市竹林町911-1		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		2		別紙参照 ベッシ サンショウ		1		地域連携課 チイキ レンケイ カ		荻津　守 オギツ カミ		028-626-5500

		承諾 ショウダク		足利赤十字病院		0284-21-0121		326-0843		栃木県足利市五十部町284-1		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		3		1		2		別紙参照 ベッシ サンショウ		1		事務部医事課社会福祉士 ジム ブ イジ カ シャカイ フクシ シ		布施　麻由実 フセ マユミ		0284-20-1307				医療依存度の高い患者様が自宅へ退院する場合、利用できる社会資源が限られており、デイサービスやリハビリテーション、ショートステイなどのサービスを本人、ご家族様のニーズに合わせて利用していただくことが困難なケースが多々あります。（例：家族としては週２回以上リハビリに本人を通わせたいと考えているが、リハビリテーション事業所としては利用者数も多いため、週1回の対応が限度と考えている場合など）今回のアンケート調査を機に、各地域の社会資源の情報を整理し、なるべくニーズに合わせて、多くの方に適切にサービスを利用していただける環境を構築できればと思っております。よろしくお願いいたします。 イリョウ イゾンド タカ カンジャサマ ジタク タイイン バアイ リヨウ シャカイ シゲン カギ ホンニン カゾク サマ ア リヨウ コンナン タタ レイ カゾク シュウ カイイジョウ ホンニン カヨ カンガ ジギョウショ リヨウシャ スウ オオ シュウ カイ タイオウ ゲンド カンガ バアイ コンカイ チョウサ キ カクチイキ シャカイ シゲン ジョウホウ セイリ ア オオ カタ テキセツ リヨウ カンキョウ コウチク オモ ネガ

		承諾 ショウダク		獨協医科大学病院		0282-86-1111		321-0293		下都賀郡壬生町大字北小林880		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		3		2		別紙参照 ベッシ サンショウ		1		地域医療連携センター医療福祉相談室 チイキ イリョウ レンケイ イリョウ フクシ ソウダンシツ				0282-87-2185

		承諾 ショウダク		あしかがの森足利病院		0284-91-0611		326-0011		足利市大沼田町615		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		1		2		別紙参照 ベッシ サンショウ		1		メディカルソーシャルワーカー		福地　哲郎 フクチ テツロウ		0284-91-0611		soudan@hshikagu-hospital.or.jp

		承諾 ショウダク		JCHO　うつのみや病院		028-653-1001		321-0143		宇都宮市南高砂町11-17		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		2

		承諾 ショウダク		菅又病院　		028-676-0311		329-1207		塩谷郡高根沢町花岡2351		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		2										要相談の診療項目につきましては、病院にお電話で問い合わせていただければ対応いたします。小児科の入院対応はしておりません。外来診察につきましては、急性期の管理は困難であることもありますが、状態が安定している場合には相談いただければ可能な限り対応いたします。 ヨウ ソウダン シンリョウ コウモク ビョウイン デンワ ト ア タイオウ ショウニカ ニュウイン タイオウ ガイライ シンサツ キュウセイキ カンリ コンナン ジョウタイ アンテイ バアイ ソウダン カノウ カギ タイオウ

		承諾 ショウダク		那須赤十字病院		0287-23-1122		324-8686		栃木県大田原市中田原1081-4		1		1		3		3		3		1		3		1		3		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		1		4		なし		1		地域医療福祉連携課福祉係長 チイキ イリョウ フクシ レンケイ カ フクシ カカリチョウ		野中美希 ノナカ ミキ		0287-23-1122		renkeika@nasu.jrc.or.jp
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病院（作業）

		Ｑ１		1.医療ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する外来診療について、以下の医療行為に対応できますか。 イリョウ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ガイライ シンリョウ イカ イリョウ コウイ タイオウ						1.医療ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する外来診療について、以下の医療行為に対応できますか。 イリョウ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ガイライ シンリョウ イカ イリョウ コウイ タイオウ

				Ｑ1-1						Ｑ1-1		予防接種 ヨボウ セッシュ

				Ｑ1-2						Ｑ1-2		一次診療
（経過観察、栄養観察を含む） イチジ シンリョウ ケイカ カンサツ エイヨウ カンサツ フク

				Ｑ1-3						Ｑ1-3		経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ

				Ｑ1-4						Ｑ1-4		経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ

				Ｑ1-5						Ｑ1-5		中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ

				Ｑ1-6						Ｑ1-6		酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ

				Ｑ1-7						Ｑ1-7		気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ

				Ｑ1-8						Ｑ1-8		人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ

				Ｑ1-9						Ｑ1-9		尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ

				Ｑ1-10						Ｑ1-10		人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ

				Ｑ1-11						Ｑ1-11		褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ

		Ｑ２		2.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する往診及び訪問診療について、以下の医療行為に対応できますか イリョウテキ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ オウシン オヨ ホウモン シンリョウ イカ イリョウ コウイ タイオウ						2.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する往診及び訪問診療について、以下の医療行為に対応できますか イリョウテキ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ オウシン オヨ ホウモン シンリョウ イカ イリョウ コウイ タイオウ

				Ｑ2-1						Ｑ2-1		予防接種 ヨボウ セッシュ

				Ｑ2-2						Ｑ2-2		経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ

				Ｑ2-3						Ｑ2-3		経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ

				Ｑ2-4						Ｑ2-4		中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ

				Ｑ2-5						Ｑ2-5		酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ

				Ｑ2-6						Ｑ2-6		気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ

				Ｑ2-7						Ｑ2-7		人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ

				Ｑ2-8						Ｑ2-8		尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ

				Ｑ2-9						Ｑ2-9		人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ

				Ｑ2-10						Ｑ2-10		褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ

		Ｑ3		3.24時間、重症心身障害児（18歳未満）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイジ サイ ミマン イリョウ タイオウ						3.24時間、重症心身障害児（18歳未満）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイジ サイ ミマン イリョウ タイオウ

				Ｑ3-1						Ｑ3-1		できる

				Ｑ3-2						Ｑ3-2		できない

				Ｑ3-3						Ｑ3-3		要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン

		Ｑ4		4.24時間、重症心身障害者（18歳以上）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイシャ サイ イジョウ イリョウ タイオウ						4.24時間、重症心身障害者（18歳以上）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイシャ サイ イジョウ イリョウ タイオウ

				Ｑ4-1						Ｑ4-1		できる

				Ｑ4-2						Ｑ4-2		できない

				Ｑ4-3						Ｑ4-3		要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン

		Ｑ5		5.重症心身障害児（者）のレスパイト入院に対応できますか ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ ニュウイン タイオウ						5.重症心身障害児（者）のレスパイト入院に対応できますか ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ ニュウイン タイオウ

				Ｑ5-1						Ｑ5-1		できる

				Ｑ5-2						Ｑ5-2		できない

				Ｑ5-3						Ｑ5-3		要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン

		Ｑ6		6.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する訪問リハビリテーションを提供していますか イリョウテキ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ホウモン テイキョウ						6.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する訪問リハビリテーションを提供していますか イリョウテキ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ホウモン テイキョウ

				Ｑ6-1						Ｑ6-1		提供している テイキョウ

				Ｑ6-2						Ｑ6-2		提供していない テイキョウ

				Ｑ6-3						Ｑ6-3		提供していないが対応は可能 テイキョウ タイオウ カノウ

				Ｑ6-4						Ｑ6-4		要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン

		Ｑ7		7.平成26年度において、以下における長期入院児（6ヶ月以上）の患者数は何名ですか（「原疾患」及び「長期入院理由」について、複数の理由がある場合は、主な理由を選んでください） ヘイセイ ネンド イカ チョウキ ニュウイン ジ ゲツイジョウ カンジャスウ ナンメイ ゲンシッカン オヨ チョウキ ニュウイン リユウ フクスウ リユウ バアイ オモ リユウ エラ						7.平成26年度において、以下における長期入院児（6ヶ月以上）の患者数は何名ですか（「原疾患」及び「長期入院理由」について、複数の理由がある場合は、主な理由を選んでください） ヘイセイ ネンド イカ チョウキ ニュウイン ジ ゲツイジョウ カンジャスウ ナンメイ ゲンシッカン オヨ チョウキ ニュウイン リユウ フクスウ リユウ バアイ オモ リユウ エラ

				※個別シートにて対応 コベツ タイオウ						※個別シートにて対応 コベツ タイオウ

		Q8		8.重症心身障害児（者）に対する相談窓口はありますか ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ソウダン マドグチ

										1		ある

										2		ない

		Q9		9.重症心身障害児（者）の方に対する医療、在宅生活等についてお気づきのことなど、ご自由にお書きください。 ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ カタ タイ イリョウ ザイタク セイカツ ナド キ ジユウ カ

		承諾可否 ショウダク カヒ		診療所名 シンリョウジョ メイ		電話番号 デンワ バンゴウ		郵便番号 ユウビンバンゴウ		所在地 ショザイチ		Ｑ1.医療ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する外来診療について、以下の医療行為に対応できますか																						Ｑ２医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する往診及び訪問診療について、以下の医療行為に対応できますか																				Ｑ3		Ｑ4		Ｑ5		Q6		Ｑ7		8.重症心身障害児（者）に対する相談窓口はありますか										Q9

												予防接種 ヨボウ セッシュ		一次診療
（経過観察、栄養観察を含む） イチジ シンリョウ ケイカ カンサツ エイヨウ カンサツ フク		経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ		経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ		中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ		酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ		気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ		人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ		尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ		人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ		褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ		予防接種 ヨボウ セッシュ		経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ		経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ		中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ		酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ		気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ		人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ		尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ		人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ		褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ												有無 ウム		部署名・職名 ブショ メイ ショクメイ		ご担当者氏名 タントウシャ シメイ		連絡先TEL レンラクサキ		連絡先MAIL レンラクサキ

		否 イナ		野木病院		0280-57-1011		329-0101		下都賀郡野木町友沼5320-2		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		2

		否 イナ		今市病院		0288-22-2200		321-1261		日光市今市381		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		2

		否 イナ		黒須病院　		028-682-8811		329-1311		さくら市氏家2650		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		2		2		別紙参照 ベッシ サンショウ		1		病診連携室・社会福祉士 ビョウシンレンケイ シツ シャカイ フクシ シ		井上雅晶 イノウエ マサアキ		028-682-8811（代表）
028-681-5551（直通） ダイヒョウ チョクツウ		byo-renkei@kurosu-hospital.jp

		否 イナ		日光市民病院		0288-50-1188		321-1441		日光市清滝安良沢町1752-10		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		2										小児科常務医がいないため、小児科非常勤医師在院時のみ相談可能と考えます ショウニカ ジョウム イ ショウニカ ヒジョウキン イシ ザイイン ジ ソウダン カノウ カンガ

		否 イナ		国際医療福祉大学塩谷病院　		0287-44-1155		329-2145		矢板市富田77		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		2

		否 イナ		那須南病院		0287-84-3911		321-0621		栃木県那須烏山市中央3-2-13		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		2		2		なし		1		医療福祉相談医療連絡室 イリョウ フクシ ソウダン イリョウ レンラク シツ		原健二 ハラ ケンジ		0287-84-3911

		承諾 ショウダク		西方病院		0282-92-2323		322-0601		栃木県上都賀郡西方町金崎273-3		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		1		西方病院地域連携室 ニシカタ ビョウイン チイキ レンケイ シツ				0282-25-7310		nishikata-renkei@cc9.ne.jp

		承諾 ショウダク		新小山市民病院		0285-36-0200		323-0827		栃木県小山市神鳥谷2251-1 ３２３－０８２７		1		1		3		2		2		2		2		2		2		2		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		2		なし		1		医療相談室保健師 イリョウ ソウダンシツ ホケンシ		多賀谷邦子 タガヤ クニコ		0285-36-0256		soudan@hospital.oyama.tochigi.jp		重症心身障害児（者）の方々の外来診察は随時受け入れておりますが、特に障害児の入院についてはまだ十分に対応できる体制になっておりません。そのため、今回のガイドマップの内容で受け入れ可能な項目が少なく申し訳ありません。相談については、幅広く承っております。 ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ カタガタ ガイライ シンサツ ズイジ ウ イ トク ショウガイジ ニュウイン ジュウブン タイオウ タイセイ コンカイ ナイヨウ ウ イ カノウ コウモク スク モウ ワケ ソウダン ハバヒロ ウケタマワ

		承諾 ショウダク		小山厚生病院		0285-22-1105		323-0031		栃木県小山市八幡町2-10-6		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		2		なし		1		看護師長 カンゴシ チョウ		横家よね子 ヨコ イエ コ		0285-22-1105
0285-24-9890				在宅生活困難者につき当院では入院で対応させていただくことが多いです。 ザイタク セイカツ コンナン シャ トウイン ニュウイン タイオウ オオ

		承諾 ショウダク		石橋総合病院		0285-53-1134		329-0511		栃木県下野市石橋628		1		1		1		1		1		1		1		2		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		1		なし		1		地域医療連携部 チイキ イリョウ レンケイ ブ		（部長）岩崎さゆり ブチョウ イワサキ		0285-53-1134		ishibashi-renkei@yushikai.jp

		承諾 ショウダク		下都賀総合病院		0282-22-2551		328-0044		栃木県栃木市富士見町5-32		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		3		なし		1		医療福祉相談室 イリョウ フクシ ソウダンシツ		MSWが3人おります ニン		0282-22-2551

		承諾 ショウダク		とちの木病院		0282-22-7722		328-0071		栃木県栃木市大町39-5		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		2

		承諾 ショウダク		自治医科大学附属病院　		0285-44-2111		329-0498		下野市薬師寺3311-1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		2		3		2		別紙参照 ベッシ サンショウ		1		地域医療連携部（看護師） チイキ イリョウ レンケイ ブ カンゴシ		黒田　光恵 クロダ ミツエ		0285-44-2111		mazuek@jichi.ac.jp		在宅医療を充実させていただくうえで、往診医や地域の開業医の先生方との連携強化やスタッフの充実が望まれると思います。 ザイタク イリョウ ジュウジツ オウシン イ チイキ カイギョウイ センセイガタ レンケイ キョウカ ジュウジツ ノゾ オモ

		承諾 ショウダク		済生会宇都宮病院		028-626-5500		321-0974		宇都宮市竹林町911-1		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		2		別紙参照 ベッシ サンショウ		1		地域連携課 チイキ レンケイ カ		荻津　守 オギツ カミ		028-626-5500

		承諾 ショウダク		足利赤十字病院		0284-21-0121		326-0843		栃木県足利市五十部町284-1		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		3		1		2		別紙参照 ベッシ サンショウ		1		事務部医事課社会福祉士 ジム ブ イジ カ シャカイ フクシ シ		布施　麻由実 フセ マユミ		0284-20-1307				医療依存度の高い患者様が自宅へ退院する場合、利用できる社会資源が限られており、デイサービスやリハビリテーション、ショートステイなどのサービスを本人、ご家族様のニーズに合わせて利用していただくことが困難なケースが多々あります。（例：家族としては週２回以上リハビリに本人を通わせたいと考えているが、リハビリテーション事業所としては利用者数も多いため、週1回の対応が限度と考えている場合など）今回のアンケート調査を機に、各地域の社会資源の情報を整理し、なるべくニーズに合わせて、多くの方に適切にサービスを利用していただける環境を構築できればと思っております。よろしくお願いいたします。 イリョウ イゾンド タカ カンジャサマ ジタク タイイン バアイ リヨウ シャカイ シゲン カギ ホンニン カゾク サマ ア リヨウ コンナン タタ レイ カゾク シュウ カイイジョウ ホンニン カヨ カンガ ジギョウショ リヨウシャ スウ オオ シュウ カイ タイオウ ゲンド カンガ バアイ コンカイ チョウサ キ カクチイキ シャカイ シゲン ジョウホウ セイリ ア オオ カタ テキセツ リヨウ カンキョウ コウチク オモ ネガ

		承諾 ショウダク		獨協医科大学病院		0282-86-1111		321-0293		下都賀郡壬生町大字北小林880		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		3		2		別紙参照 ベッシ サンショウ		1		地域医療連携センター医療福祉相談室 チイキ イリョウ レンケイ イリョウ フクシ ソウダンシツ				0282-87-2185

		承諾 ショウダク		あしかがの森足利病院		0284-91-0611		326-0011		足利市大沼田町615		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		1		2		別紙参照 ベッシ サンショウ		1		メディカルソーシャルワーカー		福地　哲郎 フクチ テツロウ		0284-91-0611		soudan@hshikagu-hospital.or.jp

		承諾 ショウダク		JCHO　うつのみや病院		028-653-1001		321-0143		宇都宮市南高砂町11-17		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		2

		承諾 ショウダク		菅又病院　		028-676-0311		329-1207		塩谷郡高根沢町花岡2351		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		2										要相談の診療項目につきましては、病院にお電話で問い合わせていただければ対応いたします。小児科の入院対応はしておりません。外来診察につきましては、急性期の管理は困難であることもありますが、状態が安定している場合には相談いただければ可能な限り対応いたします。 ヨウ ソウダン シンリョウ コウモク ビョウイン デンワ ト ア タイオウ ショウニカ ニュウイン タイオウ ガイライ シンサツ キュウセイキ カンリ コンナン ジョウタイ アンテイ バアイ ソウダン カノウ カギ タイオウ

		承諾 ショウダク		那須赤十字病院		0287-23-1122		324-8686		栃木県大田原市中田原1081-4		1		1		3		3		3		1		3		1		3		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		1		4		なし		1		地域医療福祉連携課福祉係長 チイキ イリョウ フクシ レンケイ カ フクシ カカリチョウ		野中美希 ノナカ ミキ		0287-23-1122		renkeika@nasu.jrc.or.jp



												Ｑ1.医療ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する外来診療について、以下の医療行為に対応できますか

												予防接種 ヨボウ セッシュ		一次診療
（経過観察、栄養観察を含む） イチジ シンリョウ ケイカ カンサツ エイヨウ カンサツ フク		経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ		経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ		中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ		酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ		気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ		人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ		尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ		人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ		褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ

										できる		13		13		9		8		7		9		8		8		7		7		7

										できない		3		3		7		8		8		8		8		9		8		8		6

										要相談 ヨウ ソウダン		4		4		4		4		5		3		4		3		5		5		7



												Ｑ２医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する往診及び訪問診療について、以下の医療行為に対応できますか

												予防接種 ヨボウ セッシュ		経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ		経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ		中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ		酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ		気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ		人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ		尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ		人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ		褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ

										できる		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

										できない		19		20		20		20		20		20		20		20		20		20

										要相談 ヨウ ソウダン		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0



										Ｑ3		3.24時間、重症心身障害児（18歳未満）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイジ サイ ミマン イリョウ タイオウ				3.24時間、重症心身障害児（18歳未満）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイジ サイ ミマン イリョウ タイオウ

										できる		4

										できない		14

										要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン		2

										Ｑ4		4.24時間、重症心身障害者（18歳以上）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイシャ サイ イジョウ イリョウ タイオウ				4.24時間、重症心身障害者（18歳以上）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイシャ サイ イジョウ イリョウ タイオウ

										できる		3

										できない		9																																																														事業所名 ジギョウショ メイ		部署名・職名 ブショ メイ ショクメイ		ご担当者氏名 タントウシャ シメイ		連絡先TEL レンラクサキ		Mail

										要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン		8																																																														西方病院		西方病院地域連携室 ニシカタ ビョウイン チイキ レンケイ シツ				0282-25-7310		nishikata-renkei@cc9.ne.jp

										Ｑ5		5.重症心身障害児（者）のレスパイト入院に対応できますか ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ ニュウイン タイオウ				5.重症心身障害児（者）のレスパイト入院に対応できますか ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ ニュウイン タイオウ																																																										新小山市民病院		医療相談室保健師 イリョウ ソウダンシツ ホケンシ		多賀谷邦子 タガヤ クニコ		0285-36-0256		soudan@hospital.oyama.tochigi.jp

										できる		5																																																														小山厚生病院		看護師長 カンゴシ チョウ		横家よね子 ヨコ イエ コ		0285-22-1105
0285-24-9890

										できない		10																																																														石橋総合病院		地域医療連携部 チイキ イリョウ レンケイ ブ		（部長）岩崎さゆり ブチョウ イワサキ		0285-53-1134		ishibashi-renkei@yushikai.jp

										要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン		5																																																														下都賀総合病院		医療福祉相談室 イリョウ フクシ ソウダンシツ		MSWが3人おります ニン		0282-22-2551

										Ｑ6		6.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する訪問リハビリテーションを提供していますか イリョウテキ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ホウモン テイキョウ				6.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する訪問リハビリテーションを提供していますか イリョウテキ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ホウモン テイキョウ																																																										自治医科大学附属病院　		地域医療連携部（看護師） チイキ イリョウ レンケイ ブ カンゴシ		黒田　光恵 クロダ ミツエ		0285-44-2111		mazuek@jichi.ac.jp

										提供している テイキョウ		1																																																														済生会宇都宮病院		地域連携課 チイキ レンケイ カ		荻津　守 オギツ カミ		028-626-5500

										提供していない テイキョウ		17																																																														足利赤十字病院		事務部医事課社会福祉士 ジム ブ イジ カ シャカイ フクシ シ		布施　麻由実 フセ マユミ		0284-20-1307

										提供していないが対応は可能 テイキョウ タイオウ カノウ		1																																																														獨協医科大学病院		地域医療連携センター医療福祉相談室 チイキ イリョウ レンケイ イリョウ フクシ ソウダンシツ				0282-87-2185

										要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン		1																																																														あしかがの森足利病院		メディカルソーシャルワーカー		福地　哲郎 フクチ テツロウ		0284-91-0611		soudan@hshikagu-hospital.or.jp

										Ｑ7		7.平成26年度において、以下における長期入院児（6ヶ月以上）の患者数は何名ですか（「原疾患」及び「長期入院理由」について、複数の理由がある場合は、主な理由を選んでください） ヘイセイ ネンド イカ チョウキ ニュウイン ジ ゲツイジョウ カンジャスウ ナンメイ ゲンシッカン オヨ チョウキ ニュウイン リユウ フクスウ リユウ バアイ オモ リユウ エラ				7.平成26年度において、以下における長期入院児（6ヶ月以上）の患者数は何名ですか（「原疾患」及び「長期入院理由」について、複数の理由がある場合は、主な理由を選んでください） ヘイセイ ネンド イカ チョウキ ニュウイン ジ ゲツイジョウ カンジャスウ ナンメイ ゲンシッカン オヨ チョウキ ニュウイン リユウ フクスウ リユウ バアイ オモ リユウ エラ																																																										那須赤十字病院		地域医療福祉連携課福祉係長 チイキ イリョウ フクシ レンケイ カ フクシ カカリチョウ		野中美希 ノナカ ミキ		0287-23-1122		renkeika@nasu.jrc.or.jp

										Q8		8.重症心身障害児（者）に対する相談窓口はありますか ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ソウダン マドグチ

																1		ある		13

																2		ない		7

																														できる		できない		要相談 ヨウ ソウダン						できる		できない		要相談 ヨウ ソウダン						提供している テイキョウ		提供していない テイキョウ		提供していないが対応は可能 テイキョウ タイオウ カノウ		要相談 ヨウ ソウダン										NICU及びGCU オヨ		PICU		その他小児病棟 タ ショウニ ビョウトウ

																												予防接種 ヨボウ セッシュ		13		3		4				18歳未満 サイ ミマン		4		14		2						5		10		5		5								6ヶ月以上1年未満 ゲツイジョウ ネン ミマン		9		0		11

																												一次診療
（経過観察、栄養観察を含む） イチジ シンリョウ ケイカ カンサツ エイヨウ カンサツ フク		13		3		4				18歳以上 サイ イジョウ		3		9		8																				1年以上2年未満 ネンイジョウ ネン ミマン		1		0		10

																												経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ		9		7		4																提供している テイキョウ		5												2年以上 ネンイジョウ		4		0		154

																												経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ		8		8		4						できる		できない		要相談 ヨウ ソウダン						提供していない テイキョウ		10

																												中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ		7		8		5						5		10		5						提供していないが対応は可能 テイキョウ タイオウ カノウ		5

																												酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ		9		8		3						3		9		8						要相談 ヨウ ソウダン		5														NICU及びGCU オヨ		PICU		その他小児病棟 タ ショウニ ビョウトウ

																												気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ		8		8		4																														新生児仮死 シンセイジ カシ		2		0		38

																												人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ		8		9		3																														仮死以外の神経、筋疾患 カシ イガイ シンケイ キン シッカン		3		0		48

																												尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ		7		8		5						ある		ない										乳児～2歳 ニュウジ サイ		3歳～6歳 サイ サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13歳～17歳 サイ サイ		18歳以上 サイイジョウ				事故 ジコ		0		0		4

																												人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ		7		8		5						13		7								気管切開人工呼吸患者 キカン セッカイ ジンコウ コキュウ カンジャ		11		4		8		5		12				先天異常症候群 センテン イジョウ ショウコウグン		11		0		22

																												褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ		7		6		7																非気管切開人工呼吸患者（NPPV) ヒ キカン セッカイ ジンコウ コキュウ カンジャ		2		0		0		0		1				慢性肺疾患、気道病変 マンセイ ハイ シッカン キドウ ビョウヘン		1		0		0

																																																		気管切開患者 キカン セッカイ カンジャ		2		3		2		0		14				低出生体重児 テイ シュッセイ タイジュウ ジ		5		0		7

																														できる		できない		要相談 ヨウ ソウダン																その他 タ		4		2		2		0		1				社会的事情 シャカイテキ ジジョウ		0		0		2

																												予防接種 ヨボウ セッシュ		0		19		1																														その他 タ		2		0		44

																												経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ		0		20		0

																												経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ		0		20		0																																NICU及びGCU オヨ		PICU		その他小児病棟 タ ショウニ ビョウトウ

																												中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ		0		20		0																														病状が不安定 ビョウジョウ フアンテイ		6		0		30

																												酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ		0		20		0																														療育施設入所待ち リョウイク シセツ ニュウショ マ		0		0		18

																												気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ		0		20		0																														中間施設受入体制の不備 チュウカン シセツ ウケイレ タイセイ フビ		0		0		0

																												人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ		0		20		0																														地域サポートの不備 チイキ フビ		0		0		0

																												尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ		0		20		0																														病院の在宅医療フォロー体制不備 ビョウイン ザイタク イリョウ タイセイ フビ		0		0		0

																												人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ		0		20		0																														家族の受入困難 カゾク ウケイレ コンナン		4		0		127

																												褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ		0		20		0																														家庭環境、経済的理由 カテイ カンキョウ ケイザイテキ リユウ		1		0		5

																																																																在宅準備中 ザイタク ジュンビチュウ		3		0		4

																																																																その他 タ		0		0		1

																												24時間、重症心身障害児の医療に対応ができますか
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病院 (記述)

		承諾可否 ショウダク カヒ		診療所名 シンリョウジョ メイ		電話番号 デンワ バンゴウ		郵便番号 ユウビンバンゴウ		所在地 ショザイチ		9.重症心身障害児（者）の方に対する医療、在宅生活等についてお気づきのことなど、ご自由にお書きください。



		否 イナ		野木病院		0280-57-1011		329-0101		下都賀郡野木町友沼5320-2

		否 イナ		今市病院		0288-22-2200		321-1261		日光市今市381

		否 イナ		黒須病院　		028-682-8811		329-1311		さくら市氏家2650

		否 イナ		日光市民病院		0288-50-1188		321-1441		日光市清滝安良沢町1752-10		小児科常務医がいないため、小児科非常勤医師在院時のみ相談可能と考えます ショウニカ ジョウム イ ショウニカ ヒジョウキン イシ ザイイン ジ ソウダン カノウ カンガ

		否 イナ		国際医療福祉大学塩谷病院　		0287-44-1155		329-2145		矢板市富田77

		否 イナ		那須南病院		0287-84-3911		321-0621		栃木県那須烏山市中央3-2-13

		承諾 ショウダク		西方病院		0282-92-2323		322-0601		栃木県上都賀郡西方町金崎273-3

		承諾 ショウダク		新小山市民病院		0285-36-0200		323-0827		栃木県小山市神鳥谷2251-1 ３２３－０８２７		重症心身障害児（者）の方々の外来診察は随時受け入れておりますが、特に障害児の入院についてはまだ十分に対応できる体制になっておりません。そのため、今回のガイドマップの内容で受け入れ可能な項目が少なく申し訳ありません。相談については、幅広く承っております。 ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ カタガタ ガイライ シンサツ ズイジ ウ イ トク ショウガイジ ニュウイン ジュウブン タイオウ タイセイ コンカイ ナイヨウ ウ イ カノウ コウモク スク モウ ワケ ソウダン ハバヒロ ウケタマワ

		承諾 ショウダク		小山厚生病院		0285-22-1105		323-0031		栃木県小山市八幡町2-10-6		在宅生活困難者につき当院では入院で対応させていただくことが多いです。 ザイタク セイカツ コンナン シャ トウイン ニュウイン タイオウ オオ

		承諾 ショウダク		石橋総合病院		0285-53-1134		329-0511		栃木県下野市石橋628

		承諾 ショウダク		下都賀総合病院		0282-22-2551		328-0044		栃木県栃木市富士見町5-32

		承諾 ショウダク		とちの木病院		0282-22-7722		328-0071		栃木県栃木市大町39-5

		承諾 ショウダク		自治医科大学附属病院　		0285-44-2111		329-0498		下野市薬師寺3311-1		在宅医療を充実させていただくうえで、往診医や地域の開業医の先生方との連携強化やスタッフの充実が望まれると思います。 ザイタク イリョウ ジュウジツ オウシン イ チイキ カイギョウイ センセイガタ レンケイ キョウカ ジュウジツ ノゾ オモ

		承諾 ショウダク		済生会宇都宮病院		028-626-5500		321-0974		宇都宮市竹林町911-1

		承諾 ショウダク		足利赤十字病院		0284-21-0121		326-0843		栃木県足利市五十部町284-1		医療依存度の高い患者様が自宅へ退院する場合、利用できる社会資源が限られており、デイサービスやリハビリテーション、ショートステイなどのサービスを本人、ご家族様のニーズに合わせて利用していただくことが困難なケースが多々あります。（例：家族としては週２回以上リハビリに本人を通わせたいと考えているが、リハビリテーション事業所としては利用者数も多いため、週1回の対応が限度と考えている場合など）今回のアンケート調査を機に、各地域の社会資源の情報を整理し、なるべくニーズに合わせて、多くの方に適切にサービスを利用していただける環境を構築できればと思っております。よろしくお願いいたします。 イリョウ イゾンド タカ カンジャサマ ジタク タイイン バアイ リヨウ シャカイ シゲン カギ ホンニン カゾク サマ ア リヨウ コンナン タタ レイ カゾク シュウ カイイジョウ ホンニン カヨ カンガ ジギョウショ リヨウシャ スウ オオ シュウ カイ タイオウ ゲンド カンガ バアイ コンカイ チョウサ キ カクチイキ シャカイ シゲン ジョウホウ セイリ ア オオ カタ テキセツ リヨウ カンキョウ コウチク オモ ネガ

		承諾 ショウダク		獨協医科大学病院		0282-86-1111		321-0293		下都賀郡壬生町大字北小林880

		承諾 ショウダク		あしかがの森足利病院		0284-91-0611		326-0011		足利市大沼田町615

		承諾 ショウダク		JCHO　うつのみや病院		028-653-1001		321-0143		宇都宮市南高砂町11-17

		承諾 ショウダク		菅又病院　		028-676-0311		329-1207		塩谷郡高根沢町花岡2351		要相談の診療項目につきましては、病院にお電話で問い合わせていただければ対応いたします。小児科の入院対応はしておりません。外来診察につきましては、急性期の管理は困難であることもありますが、状態が安定している場合には相談いただければ可能な限り対応いたします。 ヨウ ソウダン シンリョウ コウモク ビョウイン デンワ ト ア タイオウ ショウニカ ニュウイン タイオウ ガイライ シンサツ キュウセイキ カンリ コンナン ジョウタイ アンテイ バアイ ソウダン カノウ カギ タイオウ

		承諾 ショウダク		那須赤十字病院		0287-23-1122		324-8686		栃木県大田原市中田原1081-4





病院Ｑ7統計



				乳児～2歳 ニュウジ サイ		3歳～6歳 サイ サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13歳～17歳 サイ サイ		18歳以上 サイイジョウ

		気管切開人工呼吸患者 キカン セッカイ ジンコウ コキュウ カンジャ		11		4		8		5		12

		非気管切開人工呼吸患者（NPPV) ヒ キカン セッカイ ジンコウ コキュウ カンジャ		2		0		0		0		1

		気管切開患者 キカン セッカイ カンジャ		2		3		2		0		14

		その他 タ		4		2		2		0		1



		入院期間 ニュウイン キカン		NICU及びGCU オヨ		PICU		その他小児病棟 タ ショウニ ビョウトウ

		6ヶ月以上1年未満 ゲツイジョウ ネン ミマン		9		0		11

		1年以上2年未満 ネンイジョウ ネン ミマン		1		0		10

		2年以上 ネンイジョウ		4		0		154

		原疾患 ゲンシッカン		NICU及びGCU オヨ		PICU		その他小児病棟 タ ショウニ ビョウトウ

		新生児仮死 シンセイジ カシ		2		0		38

		仮死以外の神経、筋疾患 カシ イガイ シンケイ キン シッカン		3		0		48

		事故 ジコ		0		0		4

		先天異常症候群 センテン イジョウ ショウコウグン		11		0		22

		慢性肺疾患、気道病変 マンセイ ハイ シッカン キドウ ビョウヘン		1		0		0

		低出生体重児 テイ シュッセイ タイジュウ ジ		5		0		7

		社会的事情 シャカイテキ ジジョウ		0		0		2

		その他 タ		2		0		44

		長期入院理由 チョウキ ニュウイン リユウ		NICU及びGCU オヨ		PICU		その他小児病棟 タ ショウニ ビョウトウ

		病状が不安定 ビョウジョウ フアンテイ		6		0		30

		療育施設入所待ち リョウイク シセツ ニュウショ マ		0		0		18

		中間施設受入体制の不備 チュウカン シセツ ウケイレ タイセイ フビ		0		0		0

		地域サポートの不備 チイキ フビ		0		0		0

		病院の在宅医療フォロー体制不備 ビョウイン ザイタク イリョウ タイセイ フビ		0		0		0

		家族の受入困難 カゾク ウケイレ コンナン		4		0		127

		家庭環境、経済的理由 カテイ カンキョウ ケイザイテキ リユウ		1		0		5

		在宅準備中 ザイタク ジュンビチュウ		3		0		4

		その他 タ		0		0		1





黒須病院

				乳児～2歳 ニュウジ サイ		3歳～6歳 サイ サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13歳～17歳 サイ サイ		18歳以上 サイイジョウ

		気管切開人工呼吸患者 キカン セッカイ ジンコウ コキュウ カンジャ										1

		非気管切開人工呼吸患者（NPPV) ヒ キカン セッカイ ジンコウ コキュウ カンジャ										0

		気管切開患者 キカン セッカイ カンジャ										3

		その他 タ



		入院期間 ニュウイン キカン		NICU及びGCU オヨ		PICU		その他小児病棟 タ ショウニ ビョウトウ

		6ヶ月以上1年未満 ゲツイジョウ ネン ミマン

		1年以上2年未満 ネンイジョウ ネン ミマン

		2年以上 ネンイジョウ

		原疾患 ゲンシッカン

		新生児仮死 シンセイジ カシ

		仮死以外の神経、筋疾患 カシ イガイ シンケイ キン シッカン

		事故（溺水、交通事故、転落等） ジコ デキスイ コウツウ ジコ テンラク ナド

		先天異常症候群（染色体異常、欠乏奇形症候群、欠乏性代謝異常など） センテン イジョウ ショウコウグン センショクタイ イジョウ ケツボウ キケイ ショウコウグン ケツボウ セイ タイシャ イジョウ

		慢性肺疾患、気道病変 マンセイ ハイ シッカン キドウ ビョウヘン

		低出生体重児 テイ シュッセイ タイジュウ ジ

		社会的事情 シャカイテキ ジジョウ

		その他 タ

		長期入院理由 チョウキ ニュウイン リユウ

		病状が不安定 ビョウジョウ フアンテイ

		療育施設入所待ち リョウイク シセツ ニュウショ マ

		中間施設受入体制の不備 チュウカン シセツ ウケイレ タイセイ フビ

		地域サポートの不備 チイキ フビ

		病院の在宅医療フォロー体制不備 ビョウイン ザイタク イリョウ タイセイ フビ

		家族の受入困難 カゾク ウケイレ コンナン

		家庭環境、経済的理由 カテイ カンキョウ ケイザイテキ リユウ

		在宅準備中 ザイタク ジュンビチュウ

		その他 タ





自治医科大学附属病院

				乳児～2歳 ニュウジ サイ		3歳～6歳 サイ サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13歳～17歳 サイ サイ		18歳以上 サイイジョウ

		気管切開人工呼吸患者 キカン セッカイ ジンコウ コキュウ カンジャ		1

		非気管切開人工呼吸患者（NPPV) ヒ キカン セッカイ ジンコウ コキュウ カンジャ		1

		気管切開患者 キカン セッカイ カンジャ						1				1

		その他 タ		2		1



		入院期間 ニュウイン キカン		NICU及びGCU オヨ		PICU		その他小児病棟 タ ショウニ ビョウトウ

		6ヶ月以上1年未満 ゲツイジョウ ネン ミマン						4

		1年以上2年未満 ネンイジョウ ネン ミマン						2

		2年以上 ネンイジョウ						1

		原疾患 ゲンシッカン

		新生児仮死 シンセイジ カシ

		仮死以外の神経、筋疾患 カシ イガイ シンケイ キン シッカン						3

		事故（溺水、交通事故、転落等） ジコ デキスイ コウツウ ジコ テンラク ナド

		先天異常症候群（染色体異常、欠乏奇形症候群、欠乏性代謝異常など） センテン イジョウ ショウコウグン センショクタイ イジョウ ケツボウ キケイ ショウコウグン ケツボウ セイ タイシャ イジョウ						3

		慢性肺疾患、気道病変 マンセイ ハイ シッカン キドウ ビョウヘン

		低出生体重児 テイ シュッセイ タイジュウ ジ						1

		社会的事情 シャカイテキ ジジョウ

		その他 タ

		長期入院理由 チョウキ ニュウイン リユウ

		病状が不安定 ビョウジョウ フアンテイ						5

		療育施設入所待ち リョウイク シセツ ニュウショ マ						0

		中間施設受入体制の不備 チュウカン シセツ ウケイレ タイセイ フビ						0

		地域サポートの不備 チイキ フビ						0

		病院の在宅医療フォロー体制不備 ビョウイン ザイタク イリョウ タイセイ フビ						0

		家族の受入困難 カゾク ウケイレ コンナン						1

		家庭環境、経済的理由 カテイ カンキョウ ケイザイテキ リユウ						0

		在宅準備中 ザイタク ジュンビチュウ						1

		その他 タ						0





済生会宇都宮病院

				乳児～2歳 ニュウジ サイ		3歳～6歳 サイ サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13歳～17歳 サイ サイ		18歳以上 サイイジョウ

		気管切開人工呼吸患者 キカン セッカイ ジンコウ コキュウ カンジャ						1				2

		非気管切開人工呼吸患者（NPPV) ヒ キカン セッカイ ジンコウ コキュウ カンジャ

		気管切開患者 キカン セッカイ カンジャ

		その他 タ										1



		入院期間 ニュウイン キカン		NICU及びGCU オヨ		PICU		その他小児病棟 タ ショウニ ビョウトウ

		6ヶ月以上1年未満 ゲツイジョウ ネン ミマン						1

		1年以上2年未満 ネンイジョウ ネン ミマン

		2年以上 ネンイジョウ						3

		原疾患 ゲンシッカン

		新生児仮死 シンセイジ カシ						1

		仮死以外の神経、筋疾患 カシ イガイ シンケイ キン シッカン

		事故（溺水、交通事故、転落等） ジコ デキスイ コウツウ ジコ テンラク ナド

		先天異常症候群（染色体異常、欠乏奇形症候群、欠乏性代謝異常など） センテン イジョウ ショウコウグン センショクタイ イジョウ ケツボウ キケイ ショウコウグン ケツボウ セイ タイシャ イジョウ

		慢性肺疾患、気道病変 マンセイ ハイ シッカン キドウ ビョウヘン

		低出生体重児 テイ シュッセイ タイジュウ ジ

		社会的事情 シャカイテキ ジジョウ

		その他 タ						3

		長期入院理由 チョウキ ニュウイン リユウ

		病状が不安定 ビョウジョウ フアンテイ

		療育施設入所待ち リョウイク シセツ ニュウショ マ						3

		中間施設受入体制の不備 チュウカン シセツ ウケイレ タイセイ フビ

		地域サポートの不備 チイキ フビ

		病院の在宅医療フォロー体制不備 ビョウイン ザイタク イリョウ タイセイ フビ

		家族の受入困難 カゾク ウケイレ コンナン

		家庭環境、経済的理由 カテイ カンキョウ ケイザイテキ リユウ

		在宅準備中 ザイタク ジュンビチュウ

		その他 タ						1





足利赤十字病院

				乳児～2歳 ニュウジ サイ		3歳～6歳 サイ サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13歳～17歳 サイ サイ		18歳以上 サイイジョウ

		気管切開人工呼吸患者 キカン セッカイ ジンコウ コキュウ カンジャ

		非気管切開人工呼吸患者（NPPV) ヒ キカン セッカイ ジンコウ コキュウ カンジャ		1

		気管切開患者 キカン セッカイ カンジャ

		その他 タ



		入院期間 ニュウイン キカン		NICU及びGCU オヨ		PICU		その他小児病棟 タ ショウニ ビョウトウ

		6ヶ月以上1年未満 ゲツイジョウ ネン ミマン						1

		1年以上2年未満 ネンイジョウ ネン ミマン

		2年以上 ネンイジョウ

		原疾患 ゲンシッカン

		新生児仮死 シンセイジ カシ

		仮死以外の神経、筋疾患 カシ イガイ シンケイ キン シッカン

		事故（溺水、交通事故、転落等） ジコ デキスイ コウツウ ジコ テンラク ナド

		先天異常症候群（染色体異常、欠乏奇形症候群、欠乏性代謝異常など） センテン イジョウ ショウコウグン センショクタイ イジョウ ケツボウ キケイ ショウコウグン ケツボウ セイ タイシャ イジョウ

		慢性肺疾患、気道病変 マンセイ ハイ シッカン キドウ ビョウヘン

		低出生体重児 テイ シュッセイ タイジュウ ジ

		社会的事情 シャカイテキ ジジョウ

		その他 タ						1

		長期入院理由 チョウキ ニュウイン リユウ

		病状が不安定 ビョウジョウ フアンテイ

		療育施設入所待ち リョウイク シセツ ニュウショ マ

		中間施設受入体制の不備 チュウカン シセツ ウケイレ タイセイ フビ

		地域サポートの不備 チイキ フビ

		病院の在宅医療フォロー体制不備 ビョウイン ザイタク イリョウ タイセイ フビ

		家族の受入困難 カゾク ウケイレ コンナン

		家庭環境、経済的理由 カテイ カンキョウ ケイザイテキ リユウ						1

		在宅準備中 ザイタク ジュンビチュウ

		その他 タ





獨協医科大学病院

				乳児～2歳 ニュウジ サイ		3歳～6歳 サイ サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13歳～17歳 サイ サイ		18歳以上 サイイジョウ

		気管切開人工呼吸患者 キカン セッカイ ジンコウ コキュウ カンジャ		10		1		3

		非気管切開人工呼吸患者（NPPV) ヒ キカン セッカイ ジンコウ コキュウ カンジャ

		気管切開患者 キカン セッカイ カンジャ		2

		その他 タ		2				1



		入院期間 ニュウイン キカン		NICU及びGCU オヨ		PICU		その他小児病棟 タ ショウニ ビョウトウ

		6ヶ月以上1年未満 ゲツイジョウ ネン ミマン		9				4

		1年以上2年未満 ネンイジョウ ネン ミマン						2

		2年以上 ネンイジョウ						4

		原疾患 ゲンシッカン

		新生児仮死 シンセイジ カシ

		仮死以外の神経、筋疾患 カシ イガイ シンケイ キン シッカン		2

		事故（溺水、交通事故、転落等） ジコ デキスイ コウツウ ジコ テンラク ナド

		先天異常症候群（染色体異常、欠乏奇形症候群、欠乏性代謝異常など） センテン イジョウ ショウコウグン センショクタイ イジョウ ケツボウ キケイ ショウコウグン ケツボウ セイ タイシャ イジョウ		10

		慢性肺疾患、気道病変 マンセイ ハイ シッカン キドウ ビョウヘン

		低出生体重児 テイ シュッセイ タイジュウ ジ		5

		社会的事情 シャカイテキ ジジョウ

		その他 タ		2

		長期入院理由 チョウキ ニュウイン リユウ

		病状が不安定 ビョウジョウ フアンテイ		6				2

		療育施設入所待ち リョウイク シセツ ニュウショ マ						15

		中間施設受入体制の不備 チュウカン シセツ ウケイレ タイセイ フビ

		地域サポートの不備 チイキ フビ

		病院の在宅医療フォロー体制不備 ビョウイン ザイタク イリョウ タイセイ フビ

		家族の受入困難 カゾク ウケイレ コンナン

		家庭環境、経済的理由 カテイ カンキョウ ケイザイテキ リユウ		1

		在宅準備中 ザイタク ジュンビチュウ		2				3

		その他 タ





あしかがの森足利病院

				乳児～2歳 ニュウジ サイ		3歳～6歳 サイ サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13歳～17歳 サイ サイ		18歳以上 サイイジョウ

		気管切開人工呼吸患者 キカン セッカイ ジンコウ コキュウ カンジャ				3		4		5		9

		非気管切開人工呼吸患者（NPPV) ヒ キカン セッカイ ジンコウ コキュウ カンジャ										1

		気管切開患者 キカン セッカイ カンジャ				3		1				10

		その他 タ				1		1



		入院期間 ニュウイン キカン		NICU及びGCU オヨ		PICU		その他小児病棟 タ ショウニ ビョウトウ

		6ヶ月以上1年未満 ゲツイジョウ ネン ミマン						1

		1年以上2年未満 ネンイジョウ ネン ミマン		1				6

		2年以上 ネンイジョウ		4				146

		原疾患 ゲンシッカン

		新生児仮死 シンセイジ カシ		2				37

		仮死以外の神経、筋疾患 カシ イガイ シンケイ キン シッカン		1				45

		事故（溺水、交通事故、転落等） ジコ デキスイ コウツウ ジコ テンラク ナド						4

		先天異常症候群（染色体異常、欠乏奇形症候群、欠乏性代謝異常など） センテン イジョウ ショウコウグン センショクタイ イジョウ ケツボウ キケイ ショウコウグン ケツボウ セイ タイシャ イジョウ		1				19

		慢性肺疾患、気道病変 マンセイ ハイ シッカン キドウ ビョウヘン		1

		低出生体重児 テイ シュッセイ タイジュウ ジ						6

		社会的事情 シャカイテキ ジジョウ						2

		その他 タ						40

		長期入院理由 チョウキ ニュウイン リユウ

		病状が不安定 ビョウジョウ フアンテイ						23

		療育施設入所待ち リョウイク シセツ ニュウショ マ

		中間施設受入体制の不備 チュウカン シセツ ウケイレ タイセイ フビ

		地域サポートの不備 チイキ フビ

		病院の在宅医療フォロー体制不備 ビョウイン ザイタク イリョウ タイセイ フビ

		家族の受入困難 カゾク ウケイレ コンナン		4				126

		家庭環境、経済的理由 カテイ カンキョウ ケイザイテキ リユウ						4

		在宅準備中 ザイタク ジュンビチュウ		1

		その他 タ





管理

		1/15/16		09:30～11:30		120

		1/16/16		19:30～22:00		150

		1/19/16		16:20～17：30		70

		1/28/16		17：30～18:30		60

				22:30～23：30		60

				11：30～13:30		120

		1/30/16		12:00～14：30		150

		1/31/16		15：30～17：45		135

		2/1/16		16：00～18：00		120

		2/1/16		23：30～0：40		70









						1055

						17.5833333333












































相談支援事業所一覧表

		市区郡 シク グン		事業所名 ジギョウショ メイ		電話番号 デンワ バンゴウ		FAX番号 バンゴウ		郵便番号 ユウビンバンゴウ		所在地 ショザイチ		訪問可能な主な市町村 ホウモン カノウ オモ シチョウソン

		足利市 アシカガシ		特定相談支援センターはじめ		0284-22-4561		0284-22-4562		326-0143		足利市葉鹿町735-1		足利市 アシカガシ

		足利市 アシカガシ		足利障害者相談支援センター		0284-44-0307		0284-44-0318		326-0064		足利市東砂原後町1072		足利市、佐野市 アシカガシ サノシ

		足利市 アシカガシ		足利ケアサービス		0284-21-7630		0284-21-3109		326-0843		足利市五十部町809-3		足利市、佐野市、太田市 アシカガシ サノシ オオタシ

		足利市 アシカガシ		障害者相談支援センターフォレスト		0284-91-1816		0284-91-2867		326-0011		足利市大沼田町615		足利市及び近隣市町村 アシカガシ オヨ キンリン シチョウソン

		足利市 アシカガシ		相談支援事業所こころみ		0284-41-5039		0284-43-2665		326-0061		足利市田島町611-2

		宇都宮市 ウツノミヤシ		相談支援事業所ポンテ		028-652-7288		028-652-6355		321-0341		宇都宮市古賀志町1964-12		宇都宮、鹿沼、日光、壬生 ウツノミヤ カヌマ ニッコウ ミブ

		宇都宮市 ウツノミヤシ		うつのみや		028-632-6074		028-632-6075		320-0861		宇都宮市西2-1-7		宇都宮市 ウツノミヤシ

		宇都宮市 ウツノミヤシ		サポートセンターきりん		028-612-3838		028-678-3257		321-0905		宇都宮市平出工業団地43-100 ウツノミヤシ ヒライデコウギョウダンチ		宇都宮市 ウツノミヤシ

		宇都宮市 ウツノミヤシ		サポートセンターとみや生活支援センター		028-665-8230		028-665-8230		321-2116		宇都宮市徳次郎町540		宇都宮市 ウツノミヤシ

		宇都宮市 ウツノミヤシ		サポートセンターひばり		028-670-0330		028-667-7315		321-3236		宇都宮市竹下町435-159		宇都宮市 ウツノミヤシ

		宇都宮市 ウツノミヤシ		相談支援センターネクスト		080-8854-9551		028-612-7174		320-0034		宇都宮市泉町6-25		宇都宮市 ウツノミヤシ

		宇都宮市 ウツノミヤシ		特定相談支援事業所やすらぎ		028-650-7727		028-650-7728		320-0011		宇都宮市富士見が丘3－19－20		宇都宮市 ウツノミヤシ

		宇都宮市 ウツノミヤシ		障がい者生活支援センターこぶし		028-680-5746		028-688-0214		321-0126		宇都宮市茂原町837-1		宇都宮市、上三川町 ウツノミヤシ カミノカワマチ

		大田原市 オオタワラシ		相談支援事業所つばさ		0287-53-7393		0287-53-7394		324-0044		大田原市親園824-1		大田原市、那須塩原市、那須烏山市、矢板市、さくら市、那須町、塩谷町、高根沢町 オオタワラシ ナスシオバラシ ナスカラスヤマシ ヤイタシ シ ナスマチ シオ タニ マチ タカネザワマチ

		大田原市 オオタワラシ		相談支援事業所とまり木		0287-54-2854		0287-54-2230		324-0231		大田原市北野上3952		大田原市、那須塩原市、那須町 オオタワラシ ナスシオバラシ ナスマチ

		小山市 オヤマシ		相談支援事業所わくわくおやま		0285-24-6575		0285-20-0255		323-0022		小山市駅東通り3-9-6		小山市 オヤマシ

		小山市 オヤマシ		友井タクシー介護ステーションふれあい		0285-30-0840		0285-30-0844		323-0025		小山市城山町2丁目12-25		小山市 オヤマシ

		小山市 オヤマシ		相談支援事業所おやま		0285-22-1833		0285-22-8946		323-0014		小山市喜沢660		小山市、下野市 オヤマシ シモノ シ

		小山市 オヤマシ		社会就労センターえいぶるの里 シャカイ シュウロウ サト		0285-22-4561		0285-22-4581		323-0003		小山市東島田2403-2		小山市、下野市、上三川町、野木町、結城市、古河市、筑西市 オヤマシ シモノ シ カミノカワマチ ノギマチ ユウキシ コガシ ツク ニシ シ

		小山市 オヤマシ		はつらつサロン南天相談支援事業所		0285-22-4659		0285-38-6529		323-0027		小山市花垣町2-3-19		小山市、栃木市 オヤマシ トチギシ

		小山市 オヤマシ		相談支援事業所みどり		0285-45-8362		0285-45-8397		329-0214		小山市乙女786-1		小山市、栃木市、古河市、結城市 オヤマシ トチギシ コガシ ユウキシ

		上三川町 カミノカワマチ		上三川障がい児・者生活相談支援センター		0285-38-6854		0285-38-6841		329-0611		上三川町上三川5082-15		上三川町 カミノカワマチ

		さくら市 シ		障がい者支援センターにんべん		028-686-2539		028-686-2584		329-1417		さくら市フィオーレ喜連川5-2-1　フィオーレガーデン1-102		さくら市 シ

		佐野市 サノシ		社会福祉法人とちのみ会　こなかの森 シャカイ フクシ ホウジン カイ モリ		0283-24-5757		0283-24-6294		327-0001		佐野市小中町1280		佐野市、足利市 サノシ アシカガシ

		佐野市 サノシ		さの社協相談支援センターほっぷ		0283-22-8152		0283-22-8199		327-0003		佐野市大橋町3212-27		佐野市全域 サノシ ゼンイキ

		下野市 シモノ シ		南栃木支援センター相談支援		0285-44-6118		0285-44-7215		329-0412		下野市柴1432-105		下野市、小山市、壬生町 シモノ シ オヤマシ ミブマチ

		下野市 シモノ シ		下野市相談支援事業所 こばと		0285-44-6783		0285-44-6783		329-0414		下野市小金井1146-6		下野市、上三川町 シモノ シ カミノカワマチ

		高根沢町 タカネザワマチ		高根沢町障害児者生活支援センターすまいる タカネザワマチ		028-612-2751		028-612-2752		329-1225		塩谷郡高根沢町石末1825　福祉センター内 シオヤグン タカネザワマチ イシヅエ フクシ ナイ		高根沢町 タカネザワマチ

		高根沢町 タカネザワマチ		障害者相談支援センターいぶき		028-678-3502		028-676-3501		329-1216		塩谷郡高根沢町桑窪2266-2		高根沢町 タカネザワマチ

		栃木市 トチギシ		相談支援事業所わらしべの家		0282-27-1627		0282-27-1675		328-0011		栃木市大宮町2708-3		栃木市 トチギシ

		栃木市 トチギシ		相談支援センターぴあん ソウダン シエン		0282-31-1755		0282-31-2919		328-0067		栃木市皆川城内町333-2		栃木市、小山市 トチギシ オヤマシ

		栃木市 トチギシ		相談支援事業所「ピュア」		0282-31-3911		0282-31-3912		328-0133		栃木市大森町465		栃木市、鹿沼市、佐野市、小山市、壬生町 トチギシ カヌマシ サノシ オヤマシ ミブマチ

		栃木市 トチギシ		相談支援ウエイブ		0282-23-4465		0282-23-4465		328-0012		栃木市平柳町1-2-7		栃木市、壬生町 トチギシ ミブマチ

		栃木市 トチギシ		もくせいの里		0282-43-0593		0282-43-1387		329-4405		栃木市大平町西山田1198		栃木市内 トチギシナイ

		那須町 ナスマチ		障がい者相談支援事業所ケアサプライ		0287-73-5312		0287-73-5311		329-3221		那須郡那須町漆塚762-102 ナスグン ナスマチ ウルシツカ		白河市、那須町、那須塩原市、大田原市 シラカワシ ナスマチ ナスシオバラシ オオタワラシ

		那須塩原市 ナスシオバラ シ		相談支援事業所テトテ		0287-36-7171		0287-36-7181		329-2732		那須塩原市一区町251-1		那須塩原市（大田原、矢板、那須町、那珂川町、烏山） ナスシオバラ シ オオタワラ ヤイタ ナスマチ ナカガワマチ カラスヤマ

		那須塩原市 ナスシオバラ シ		相談支援事業のぞみ		0287-65-2288		0287-65-2282		329-3152		那須塩原市上中野53		那須塩原市、大田原市、那須町 ナスシオバラ シ オオタワラシ ナスマチ

		那須塩原市 ナスシオバラ シ		相談支援事業所　空		0287-73-8165		0287-73-8165		329-3157		那須塩原市大原間西1-19-9		那須塩原市、大田原市、那須町 ナスシオバラ シ オオタワラシ ナスマチ

		那須塩原市 ナスシオバラ シ		指定特定相談支援事業所あじさい		0287-60-3361		0287-60-3362		325-0034		那須塩原市東原166		那須塩原市、那須町 ナスシオバラ シ ナスマチ

		野木町 ノギマチ		さわやか相談支援センター		0280-57-4884		0280-57-4994		329-0112		野木町南赤塚1145-1		小山市、野木町、古河市、栃木市 オヤマシ ノギマチ コガシ トチギシ

		芳賀郡 ハガ グン		相談支援センター光輝舎		0285-70-2020		0285-72-8222		321-4105		芳賀郡益子町北中1113-1		芳賀郡、真岡市等 ハガ グン モオカシ ナド

		芳賀郡 ハガ グン		相談支援センターみさと		0285-72-9767				321-4104		芳賀郡益子町大沢2800-5		芳賀郡内（真岡市、益子町、市貝町、芳賀町、茂木町） ハガ グンナイ モオカシ マシコ チョウ イチ ガイ マチ ハガマチ モギマチ

		真岡市 モオカシ		相談支援センターのどか　真岡センター		0285-81-5890		0285-85-8452		321-4305		真岡市荒町111-1		真岡市、芳賀町、市貝町、益子町、茂木町 モオカシ ハガマチ イチガイ マチ マシコ チョウ モギ マチ

		真岡市 モオカシ		真岡介護センター		0285-80-5200		0285-80-5211		321-4361		真岡市並木町1-8-1　シティ並木102 ナミキ		真岡市、芳賀町南部、市貝町南部、益子町西部、上三川東部 モオカシ ハガマチ ナンブ イチ ガイ チョウ ナンブ マシコ チョウ セイブ カミノカワ トウブ

		壬生町 ミブマチ		指定障害者相談支援事業所あるしぇん		0282-86-7665		0282-21-7109		321-0201		下都賀郡壬生町安塚2032 シモツガグン ミブマチ ヤスヅカ		壬生町 ミブマチ





訪問看護事業所一覧表

		市区郡 シク グン		事業所名 ジギョウショ メイ		電話番号 デンワ バンゴウ		FAX番号 バンゴウ		郵便番号 ユウビンバンゴウ		所在地 ショザイチ		訪問可能な主な市町村 ホウモン カノウ オモ シチョウソン

		足利市 アシカガシ		あおい訪問看護ステーション		0284-73-9456		0284-72-7600		326-0831		足利市堀込町2556 セレッソ・コート1階		足利市とその周辺（佐野市、館林市、巴楽町、太田市、桐生市） アシカガシ シュウヘン サノシ タテバヤシシ トモエ ラク マチ オオタシ キリュウシ				足利市 アシカガシ		2

		足利市 アシカガシ		ライフ訪問看護リハビリテーション		0284-64-8799		0284-64-8335		326-0831		足利市堀込町2656-7　ASKビル301号		足利市、佐野市、館林市、邑楽郡、太田市、桐生市 アシカガシ サノシ タテバヤシシ オウラ グン オオタシ キリュウシ				宇都宮市 ウツノミヤシ		7

		宇都宮市 ウツノミヤシ		ＷＡＤＥＷＡＤＥ訪問看護ステーション		028-666-5420		028-666-5460		321-0923		宇都宮市下栗町2913-1 ウツノミヤシ シモグリマチ		宇都宮市、上三川町、 ウツノミヤシ カミノカワマチ				大田原市 オオタワラシ		4

		宇都宮市 ウツノミヤシ		訪問看護ステーションここあ		028-600-3735		028-600-3736		321-2116		宇都宮市徳次郎町998-9 ウツノミヤシ トクジロウマチ		宇都宮市、日光市、 ウツノミヤシ ニッコウシ				小山市 オヤマシ		3

		宇都宮市 ウツノミヤシ		訪問看護ステーションうつのみや		028-612-6103		028-612-6104		320-0852		宇都宮市下砥上町字並塚643番地1		宇都宮市、壬生町 ウツノミヤシ ミブマチ				鹿沼市 カヌマシ		1

		宇都宮市 ウツノミヤシ		訪問看護ステーションあるく		028-643-5586		028-678-8796		320-0036		宇都宮市小幡2-6-14 		宇都宮市 ウツノミヤシ				さくら市 シ		1

		宇都宮市 ウツノミヤシ		訪問看護ステーション風		028-612-1333		028-612-1384		321-0117		宇都宮市城南3丁目5-6		宇都宮、鹿沼、下野、壬生 ウツノミヤ カヌマ シモノ ミブ				佐野市 サノシ		2

		宇都宮市 ウツノミヤシ		訪問看護ステーションほっと		028-626-5739		028-625-8201		321-0974		宇都宮市竹林町958		宇都宮市 ウツノミヤシ				下野市 シモツケシ		1

		宇都宮市 ウツノミヤシ		宮の橋訪問看護ステーション		028-635-9839		028-635-9839		321-0963		宇都宮市南大通り1-1-23		宇都宮市 ウツノミヤシ				高根沢町 タカネザワマチ		1

		大田原市 オオタワラシ		訪問看護ステーションゆりの木		0287-47-5123		0287-47-5124		324-0028		大田原市山の手1-1-7 ヤマ テ		大田原市、那須塩原市、那珂川町 オオタワラシ ナスシオバラ シ ナカガワマチ				栃木市 トチギシ		1

		大田原市 オオタワラシ		とちぎ訪問看護ステーションくろばね		0287-54-0507		0287-54-0580		324-0241		大田原市黒羽向町142番地		大田原市、那須塩原市、那須町、那珂川町 オオタワラシ ナスシオバラ シ ナスマチ ナカガワマチ				那須烏山市 ナスカラスヤマシ		1

		大田原市 オオタワラシ		さくら訪問看護ステーション		0287-29-3252		0287-29-3252		324-0058		大田原市紫塚3-2633-10		大田原市、那須塩原市、矢板市 オオタワラシ ナスシオバラ シ ヤイタ シ				那須塩原市 ナスシオバラ シ		1

		大田原市 オオタワラシ		那須赤十字訪問看護ステーション		0287-23-8866		0287-23-8903		324-8686		大田原市中田原1081-4		大田原市、那須塩原市（一部を除く） オオタワラシ ナスシオバラ シ イチブ ノゾ				野木町 ノギマチ		1

		小山市 オヤマシ		とちぎ訪問看護ステーションおやま		0285-39-8602		0285-39-8607		323-0827		小山市神鳥谷2251-7 オヤマシ ヒトトノヤ		小山市、下野市（南部）、野木町（北部） オヤマシ シモノ シ ナンブ ノギ マチ ホクブ				壬生町 ミブマチ		1

		小山市 オヤマシ		わくわく訪問看護ステーションおやま		0285-24-6575		0285-20-0255		323-0022		小山市駅東通り3-9-6		小山市、結城市（茨城県）、下野市の一部、栃木市（PTのみ） オヤマシ ユウキシ イバラキケン シモノ シ イチブ トチギシ				真岡市 モオカシ		1

		小山市 オヤマシ		訪問看護ステーションみどり		0285-45-8362		0285-45-8397		329-0214		小山市乙女786-1		小山市、栃木市、古河市、結城市 オヤマシ トチギシ コガシ ユウキシ						28

		鹿沼市 カヌマシ		鹿沼訪問看護ステーション		0289-60-5650		0289-60-1687		322-0021		鹿沼市上野町320-3高橋ビル1階103号室		鹿沼市、旧宇都宮市、旧今市市、壬生町、西片町 カヌマシ キュウ ウツノミヤシ キュウ イマイチシ ミブマチ ニシカタマチ

		さくら市 シ		訪問看護ステーション卯の郷		028-682-7770		028-682-7766		329-1311		さくら市氏家2650番地		さくら市（周辺15ｋｍ以内）、塩谷町、那須烏山市、宇都宮市、高根沢町 シ シュウヘン イナイ シオヤ マチ ナスカラスヤマシ ウツノミヤシ タカネザワ マチ

		佐野市 サノシ		訪問看護ステーションマザーの家		0283-85-7771		0283-85-7772		327-0504		佐野市中町942-1		佐野市 サノシ

		佐野市 サノシ		訪問看護ステーション佐野		0283-86-7013		0283-86-7031		327-0847		佐野市天神町774-22 メープルハイツ101号室		足利市、佐野市、栃木市（旧岩船市） アシカガシ サノシ トチギシ キュウ イワフネ シ

		下野市 シモツケシ		訪問看護ステーション石橋		0285-52-2293		0285-52-2268		329-0511		下野市石橋628番地		下野市、上三川町、壬生町、宇都宮市（部） シモノ シ カミノカワマチ ミブマチ ウツノミヤシ ブ

		高根沢町 タカネザワ マチ		訪問看護ステーションたかねざわ		028-680-1701		028-680-1702		329-1233		塩谷郡高根沢町宝積寺2426-8 		高根沢町、さくら市、那須烏山市、芳賀町、市貝町、茂木町、益子町、宇都宮市 タカネザワマチ シ ナスカラスヤマシ ハガ マチ イチ カイ チョウ モギマチ マシコ チョウ ウツノミヤシ

		栃木市 トチギシ		訪問看護ステーションオリーブ		0282-27-8414		0282-27-8415		328-0027		栃木市今泉町1丁目17番29号		栃木市、小山市、下野市、壬生町 トチギシ オヤマシ シモノ シ ミブ マチ

		那須烏山市 ナスカラスヤマシ		訪問看護ステーションあい		0287-83-8035		0287-83-8222		321-0628		那須烏山市金井2-5-9 ベンチャープラザ7号室 ゴウシツ		那須烏山市、那珂川町、茂木町、一貝町 ナスカラスヤマシ ナカガワマチ モギマチ イチ ガイ マチ

		那須塩原市 ナスシオバラ シ		マロニエ訪問看護ステーション		0287-37-6322		0287-39-3305		329-2763		那須塩原市井口537-3 にしなすの総合在宅ケアセンター内		那須塩原市、那須町、大田原市　リハビリのみ→那珂川町訪問可能 ナスシオバラ シ ナスマチ オオタワラシ ナカガワ マチ ホウモン カノウ

		野木町 ノギマチ		訪問看護ステーションたんぽぽ		0280-57-1888		0280-57-3819		329-0101		下都賀郡野木町友沼5119-12		野木町、小山市、旧藤岡町 ノギマチ オヤマシ キュウ フジオカマチ

		壬生町 ミブマチ		とちぎ訪問看護ステーションみぶ		0282-82-7262		0282-82-7260		321-0218		下都賀郡壬生町落合1-18-12		上三川町、下野市、壬生町、宇都宮 カミノカワマチ シモノ シ ミブ チョウ ウツノミヤ

		真岡市 モオカシ		芳賀赤十字訪問看護ステーション		0285-84-8266		0285-84-8266		321-4306		真岡市台町2461		芳賀郡全域（真岡市、益子町、芳賀町、茂木町） ハガ グン ゼンイキ モオカシ マシコマチ ハガマチ モギ マチ





診療所一覧表

		市区郡 シク グン		診療所名 シンリョウジョ メイ		電話番号 デンワ バンゴウ		郵便番号 ユウビンバンゴウ		所在地 ショザイチ

		足利市 アシカガシ		山浦内科医院		0284-21-6653 		326-0843		足利市五十部町1256-5

		足利市 アシカガシ		あいファミリィクリニック足利 アシカガ		0284-22-3788		329-4213		足利市寺岡町505-1

		足利市 アシカガシ		かしま産婦人科 サンフジンカ		0284-65-0341		326-0844		足利市鹿島町501-1

		足利市 アシカガシ		くさの小児科		0284-73-7000		326-0335		足利市上渋垂町338-3

		足利市 アシカガシ		すながクリニック		0284-44-7211		326-0015		足利市八椚町494-1　

		宇都宮市 ウツノミヤシ		医療法人　亀田内科		028-633-2884		320-0812		宇都宮市一番町1-28

		宇都宮市 ウツノミヤシ		越戸クリニック		028-660-6190		321-0951		宇都宮市越戸町139-6

		宇都宮市 ウツノミヤシ		福田こどもクリニック		028-659-8850		320-0852		宇都宮市下砥上町1545-20

		宇都宮市 ウツノミヤシ		きくちクリニック		028-683-3387		321-0903		宇都宮市下平出町614-2

		宇都宮市 ウツノミヤシ		てらもと小児科		028-650-6636		321-0975		宇都宮市関堀町971-6

		宇都宮市 ウツノミヤシ		あおい内科小児科ｸﾘﾆｯｸ		028-663-6000		321-0973		宇都宮市岩曽町1086-1

		宇都宮市 ウツノミヤシ		桜井消化器科・内科		028-643-0870		320-0073		宇都宮市細谷1-7-38

		宇都宮市 ウツノミヤシ		鈴木内科クリニック		028-655-1229		321-0139		宇都宮市若松原2-4-19

		宇都宮市 ウツノミヤシ		大根田内科医院		028-624-6322		320-0072		宇都宮市若草3-4-22

		宇都宮市 ウツノミヤシ		てらだファミリークリニック		028-654-2188		321-0132		宇都宮市雀の宮5-5-1

		宇都宮市 ウツノミヤシ		清原台こどもクリニック キヨハラ ダイ		028-305-6017		321-3223		宇都宮市清原台2-4-14

		宇都宮市 ウツノミヤシ		森田医院		028-633-1573		320-0861		宇都宮市西3-5-8

		宇都宮市 ウツノミヤシ		こどもヶ丘診療所		028-615-1077		321-0151		宇都宮市西川田町183-21

		宇都宮市 ウツノミヤシ		有村小児科医院		028-656-7207		321-0912		宇都宮市石井町3128-11

		宇都宮市 ウツノミヤシ		いちはらファミリークリニック		028-612-8350		321-0414		宇都宮市中里町322

		宇都宮市 ウツノミヤシ		豊郷中央渡辺内科　		028-622-8900		320-0004		宇都宮市長岡町1217-5

		宇都宮市 ウツノミヤシ		宇都宮市子ども発達センター診療所 ウツノミヤシ コ ハッタツ シンリョウジョ		028-647-4720		320-0851		宇都宮市鶴田町970-1

		宇都宮市 ウツノミヤシ		梅園医院		028-633-2869		320-0035		宇都宮市伝馬町3-28

		宇都宮市 ウツノミヤシ		片山医院		028-661-9764		321-0944		宇都宮市東峰町3008-21

		宇都宮市 ウツノミヤシ		冨塚メデｲカルクリニック		028-666-2555		321-2116		宇都宮市徳次郎町888

		宇都宮市 ウツノミヤシ		豊郷台クリニック ユタカ ゴウ ダイ		028-643-8998		320-0003		宇都宮市豊郷台2-21-3

		宇都宮市 ウツノミヤシ		みやの杜クリニック　		028-683-7811		321-0904		宇都宮市陽東2-4-5

		宇都宮市 ウツノミヤシ		医療法人　赤羽病院		028-661-5446		321-0904		宇都宮市陽東7-2-2

		大田原市 オオタワラシ		くろばね齋藤醫院		0287-54-0031		324-0233		大田原市黒羽田町612

		大田原市 オオタワラシ		さいとうハート＆キッズクリニック		0287-53-7979		324-0043		大田原市浅香1-4-3

		大田原市 オオタワラシ		あさかクリニック		0287-22-2601		324-0043		大田原市浅香3-3711

		小山市 オヤマシ		神鳥谷クリニック		0285-22-7700		323-0827		小山市神鳥谷1-19-1

		小山市 オヤマシ		小山すぎの木クリニック		0285-30-3456		323-0806		小山市中久喜1131-1

		小山市 オヤマシ		おおきこどもクリニック		0285-41-0025 		329-0207		小山市美しが丘3-35-3

		鹿沼市 カヌマシ		小川こどもクリニック		0289-74-5421		322-0027		鹿沼市貝島町5006-2

		鹿沼市 カヌマシ		飯岡小児科		0289-65-3257		322-0074		鹿沼市日吉町569-2

		鹿沼市 カヌマシ		小松医院		0289-60-5515		322-0064		鹿沼市文化橋町2300-1

		鹿沼市 カヌマシ		いとうこどもクリニック		0289-63-5566		322-0025		鹿沼市緑町2-2-29

		上三川 カミノカワ		やの小児科医院		0285-56-0280		329-0611		河内郡上三川町上三川3446-3

		さくら市 シ		仲嶋医院		028-681-7755		329-1311		さくら市氏家3245-17

		佐野市 サノシ		稲毛クリニック		0283-25-2566		327-0103		佐野市石塚町893-1

		佐野市 サノシ		こばやしファミリークリニック		0283-85-9900		327-0311		佐野市多田町566

		佐野市 サノシ		坪水医院		0283-62-0265		327-0312		佐野市栃本町2241

		佐野市 サノシ		緑の屋根診療所		0283-20-2577		327-0843		佐野市堀米町1348-5

		佐野市 サノシ		キッズクリニックはせがわ		0283-27-0200		327-0843		佐野市堀米町3946-6

		下野市 シモノ シ		グリムこどもクリニック		0285-51-1515		329-0502		下野市下古山2-6-17

		下野市 シモノ シ		にじいろこども診療所 シンリョウジョ		0285-44-7716		329-0414		下野市小金井4-1-1

		下野市 シモノ シ		角田内科医院		0285-53-5665 		329-0511		下野市石橋549

		下野市 シモノ シ		佐藤内科		0285-53-1305		329-0511		下野市石橋839-14

		下野市 シモノ シ		おかべこどもクリニック		0285-40-7300 		329-0433		下野市緑5-17-12

		高根沢町 タカネザワマチ		にいたに内科　		028-675-6515		329-1231		塩谷郡高根沢町宝石台 3-3-19

		栃木市 トチギシ		熊倉医院		0282-55-8425		329-4316		栃木市岩舟町新里180-1 トチギシ

		栃木市 トチギシ		竹田内科小児科クリニック		0282-29-1233		328-0011		栃木市大宮町52番地

		栃木市 トチギシ		田村医院		0282-43-3368		329-4423		栃木市大平町西水代1835-1

		栃木市 トチギシ		小森谷内科医院		0282-43-7327		329-4404		栃木市大平町富田4003-8

		栃木市 トチギシ		持田医院		0282-67-3661		329-0319		栃木市藤岡町中根115-5

		栃木市 トチギシ		腰塚医院		0282-62-2072		323-1104		栃木市藤岡町藤岡1845-10

		栃木市 トチギシ		よこやま内科小児科クリニック		0282-24-8102		328-0075		栃木市箱森町38-70

		栃木市 トチギシ		サンレディースクリニック		0282-24-3541		328-0024		栃木市樋ノ口町504-1

		栃木市 トチギシ		桜井こどもクリニック		0282-24-5987		328-0034		栃木市本町16-9

		栃木市 トチギシ		さいとう小児科 ショウニカ		0282-22-0757 		328-0015		栃木市万町30番16号

		那珂川町 ナカガワマチ		佐藤医院		0287-96-2841		324-0501		那須郡那珂川町小川2960-1

		那珂川町 ナカガワマチ		飯塚医院		0287-92-2034		324-0613		那須郡那珂川町馬頭484-3

		那珂川町 ナカガワマチ		立花医院		0287-72-0311		325-0003		那須郡那須町寺子乙3967-190

		那須塩原市 ナスシオバラ シ		中川医院 ナカガワ イイン		0287-62-0040		325-0057		那須塩原市黒磯幸町6-27

		那須塩原市 ナスシオバラ シ		さいとうクリニック		0287-39-1805		329-2724		那須塩原市西幸町7-13

		那須塩原市 ナスシオバラ シ		みずぬまクリニック		0287-39-1581		329-2751		那須塩原市東三島2-80-6

		日光市 ニッコウシ		吉原医院		0288-21-0161		321-1261		日光市今市826-4

		日光市 ニッコウシ		木村内科医院		0288-22-7880		321-1264		日光市瀬尾497-1

		益子町 マシコマチ		鈴木医院		0285-72-2032		321-4217		益子町益子1747-2

		壬生町 ミブマチ		小倉医院		0282-82-0057		321-0227		壬生町通町10-5

		壬生町 ミブマチ		大橋内科クリニック		0282-82-8522		321-0219		壬生町福和田1003-1

		壬生町 ミブマチ		かとう小児科 ショウニカ		0282-82-7576		321-0218		壬生町落合3-7-30

		真岡市 モオカシ		ひがのクリニック		0285-74-0051 		321-4521		真岡市久下田941-1

		真岡市 モオカシ		小林診療所		0285-82-3873		321-4369		真岡市熊倉3-10-7

		真岡市 モオカシ		西真岡こどもクリニック		0285-81-7900		321-4341		真岡市高勢町3-205-1

		真岡市 モオカシ		田井の里クリニック		0285-81-6502		321-4301		真岡市西田井内外748-2

		真岡市 モオカシ		深谷医院 フカヤ イイン		0285-75-0007 		321-4502		真岡市物井1268-7

		茂木町 モギマチ		吉永医院		0285-63-2303		321-3564		茂木町増井190-1





病院一覧表

		市区郡 シク グン		診療所名 シンリョウジョ メイ		電話番号 デンワ バンゴウ		郵便番号 ユウビンバンゴウ		所在地 ショザイチ																																																						相談窓口 ソウダン マドグチ		部署名・職名 ブショ メイ ショクメイ		ご担当者氏名 タントウシャ シメイ		連絡先TEL レンラクサキ		連絡先MAIL レンラクサキ

		足利市 アシカガシ		あしかがの森足利病院		0284-91-0611		326-0011		足利市大沼田町615		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		1		2		別紙参照 ベッシ サンショウ		有		メディカルソーシャルワーカー		福地　哲郎 フクチ テツロウ		0284-91-0611		soudan@hshikagu-hospital.or.jp

		足利市 アシカガシ		足利赤十字病院		0284-21-0121		326-0843		足利市五十部町284-1		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		3		1		2		別紙参照 ベッシ サンショウ		有		事務部医事課社会福祉士 ジム ブ イジ カ シャカイ フクシ シ		布施　麻由実 フセ マユミ		0284-20-1307

		宇都宮市 ウツノミヤシ		済生会宇都宮病院		028-626-5500		321-0974		宇都宮市竹林町911-1		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		2		別紙参照 ベッシ サンショウ		有		地域連携課 チイキ レンケイ カ		荻津　守 オギツ カミ		028-626-5500

		宇都宮市 ウツノミヤシ		JCHO　うつのみや病院		028-653-1001		321-0143		宇都宮市南高砂町11-17		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		無

		大田原市 オオタワラシ		那須赤十字病院		0287-23-1122		324-8686		大田原市中田原1081-4		1		1		3		3		3		1		3		1		3		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		1		4		なし		有		地域医療福祉連携課福祉係長 チイキ イリョウ フクシ レンケイ カ フクシ カカリチョウ		野中 美希 ノナカ ミキ		0287-23-1122		renkeika@nasu.jrc.or.jp

		小山市 オヤマシ		新小山市民病院		0285-36-0200		323-0827		小山市神鳥谷2251-1 オヤマシ ヒトトノヤ		1		1		3		2		2		2		2		2		2		2		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		2		なし		有		医療相談室保健師 イリョウ ソウダンシツ ホケンシ		多賀谷 邦子 タガヤ クニコ		0285-36-0256		soudan@hospital.oyama.tochigi.jp

		小山市 オヤマシ		小山厚生病院		0285-22-1105		323-0031		小山市八幡町2-10-6		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		2		なし		有		看護師長 カンゴシ チョウ		横家 よね子 ヨコ イエ コ		0285-22-1105
0285-24-9890

		下野市 シモツケシ		自治医科大学附属病院　		0285-44-2111		329-0498		下野市薬師寺3311-1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		2		3		2		別紙参照 ベッシ サンショウ		有		地域医療連携部（看護師） チイキ イリョウ レンケイ ブ カンゴシ		黒田　光恵 クロダ ミツエ		0285-44-2111		mazuek@jichi.ac.jp

		下野市 シモツケシ		石橋総合病院		0285-53-1134		329-0511		下野市石橋628		1		1		1		1		1		1		1		2		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		1		なし		有		地域医療連携部 チイキ イリョウ レンケイ ブ		(部長)岩崎 さゆり ブチョウ イワサキ		0285-53-1134		ishibashi-renkei@yushikai.jp

		高根沢町 タカネザワマチ		菅又病院　		028-676-0311		329-1207		塩谷郡高根沢町花岡2351		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		無

		栃木市 トチギシ		とちの木病院		0282-22-7722		328-0071		栃木市大町39-5		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		無

		栃木市 トチギシ		下都賀総合病院		0282-22-2551		328-0044		栃木市富士見町5-32		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		3		なし		有		医療福祉相談室 イリョウ フクシ ソウダンシツ		MSWが3人おります ニン		0282-22-2551

		栃木市 トチギシ		西方病院		0282-92-2323		322-0601		栃木市西方町金崎273-3 トチギシ		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		有		西方病院地域連携室 ニシカタ ビョウイン チイキ レンケイ シツ				0282-25-7310		nishikata-renkei@cc9.ne.jp

		壬生町 ミブマチ		獨協医科大学病院		0282-86-1111		321-0293		下都賀郡壬生町大字北小林880		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		3		2		別紙参照 ベッシ サンショウ		有		地域医療連携センター医療福祉相談室 チイキ イリョウ レンケイ イリョウ フクシ ソウダンシツ				0282-87-2185
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相談支援事業所

		Ｑ1.貴施設について、お伺いいたします キ シセツ ウカガ										事業所名とコメントをくっつけるで一表を作る ジギョウショ メイ イッピョウ ツク

		1		事業所名 ジギョウショ メイ								今月中 コンゲツ チュウ

		2		電話番号 デンワ バンゴウ								地図と一覧表をパワーポイント チズ イチラン ヒョウ

		3		FAX番号 バンゴウ								各項目ごとにページを作る カクコウモク ツク

		4		所在地 ショザイチ

		5		訪問可能な主な市町村 ホウモン カノウ オモ シチョウソン

		Ｑ2.重症心身障害児（者）の定義をご存知ですか ジュウショウシンシンショウガイジ シャ テイギ ゾンジ

		Ｑ2-1		知っている シ

		Ｑ2-2		知らない シ

		Ｑ3.重症心身障害児（者）の方（家族・関係機関等）からの相談を受けたことがありますか ジュウショウシンシンショウガイジ シャ カタ カゾク カンケイ キカン ナド ソウダン ウ

		Ｑ3-1		1		ある

		Ｑ3-2		2		ない

		Ｑ3-1-Ａ

				Ａ-1それは誰からの相談でしたか ダレ ソウダン

				1		ａ.家族 カゾク

				2		ｂ.支援者 シエンシャ

				3		ｃ.関係機関 カンケイ キカン

				Ａ-2それはどんな相談でしたか（複数回答可） ソウダン フクスウ カイトウ カ

				1		ａ.生活上の相談 セイカツ ジョウ ソウダン

				2		ｂ.医療的な相談 イリョウテキ ソウダン

				3		ｃ.制度に関する相談 セイド カン ソウダン

				4		ｄ.教育に関する相談 キョウイク カン ソウダン

				5		ｅ.サービス等利用計画書作成に関する相談 ナド リヨウ ケイカクショ サクセイ カン ソウダン

				6		ｆ.その他 タ

				Ａ-3それらの相談事業所として対応（解決）はできましたか ソウダン ジギョウショ タイオウ カイケツ

				1		ａ.できた

				2		ｂ.できなかった

				Ａ-3-1それはどうしてですか

				1		ａ解決手段・方法がなかった カイケツ シュダン ホウホウ

				2		ｂ.ほかの相談支援事業所に依頼した ソウダン シエン ジギョウショ イライ

				3		ｃ.行政に依頼した ギョウセイ イライ

				4		ｄ.その他 タ

		Ｑ4.Ｑ3-2「ない」→これから重症心身障害児（者）の方（本人・家族等）からの相談があればどのように対応されますか ジュウショウシンシンショウガイジ シャ カタ ホンニン カゾク ナド ソウダン タイオウ

				Ｑ4-1		自分の事業所で対応する ジブン ジギョウショ タイオウ

				Ｑ4-2		ほかの相談支援事業所へ依頼する ソウダン シエン ジギョウショ イライ

				Ｑ4-3		行政に依頼する ギョウセイ イライ

				Ｑ4-4		その他 タ

		Ｑ5.重症心身障害児（者）の方のサービス等利用計画書を作成したことがありますか ジュウショウシンシンショウガイジ シャ カタ ナド リヨウ ケイカクショ サクセイ

				Ｑ5-1		ある

				Ｑ5-2		ない

						Ｑ5-1-Ａ		「ある」と回答→作成にあたり、苦労したこと困ったことがありましたか カイトウ サクセイ クロウ コマ

						Ｑ5-2-Ａ		「ない」と回答 カイトウ

						1		ａ.今後依頼があれば作成する コンゴ イライ サクセイ

						2		ｂ.他の相談支援事業所に依頼する ホカ ソウダン シエン ジギョウショ イライ

						3		ｃ.作成するかどうかわからない サクセイ

						Ｑ5-2-Ａ-1		b.cを回答→それはどうしてですか カイトウ

		Q6.重症心身障害児（者）の方がより良い在宅生活をしていく上で何か必要だと思うことがあればご自由にお書きください ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ カタ ヨ ザイタク セイカツ ウエ ナニ ヒツヨウ オモ ジユウ カ



		承諾可否 ショウダク カヒ		Q1												Ｑ2.重症心身障害児（者）の定義をご存知ですか ジュウショウシンシンショウガイジ シャ テイギ ゾンジ				Ｑ3.重症心身障害児（者）の方（家族・関係機関等）からの相談を受けたことがありますか ジュウショウシンシンショウガイジ シャ カタ カゾク カンケイ キカン ナド ソウダン ウ																														Ｑ4.Ｑ3-2「ない」→これから重症心身障害児（者）の方（本人・家族等）からの相談があればどのように対応されますか ジュウショウシンシンショウガイジ シャ カタ ホンニン カゾク ナド ソウダン タイオウ										Ｑ5.重症心身障害児（者）の方のサービス等利用計画書を作成したことがありますか ジュウショウシンシンショウガイジ シャ カタ ナド リヨウ ケイカクショ サクセイ										Q6.重症心身障害児（者）の方がより良い在宅生活をしていく上で何か必要だと思うことがあればご自由にお書きください ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ カタ ヨ ザイタク セイカツ ウエ ナニ ヒツヨウ オモ ジユウ カ

				事業所名 ジギョウショ メイ		電話番号 デンワ バンゴウ		FAX番号 バンゴウ		郵便番号 ユウビンバンゴウ		所在地 ショザイチ		訪問可能な主な市町村 ホウモン カノウ オモ シチョウソン		知っている		知らない シ		ある		ない		それは誰からの相談でしたか						それはどんな相談でしたか														それらの相談事業所として対応（解決）はできましたか						自分の事業所で対応する ジブン ジギョウショ タイオウ		他の相談支援事業所へ依頼する ホカ ソウダン シエン ジギョウショ イライ		行政に依頼する ギョウセイ イライ		その他 タ				ある		ない		「ある」と回答		「ない」
と回答		b.c（23）を回答

																								家族 カゾク		支援者 シエンシャ		関係機関 カンケイ キカン		生活上の相談 セイカツ ジョウ ソウダン		医療的な相談 イリョウテキ ソウダン		制度に関する相談 セイド カン ソウダン		教育に関する相談 キョウイク カン ソウダン		サービス等利用計画書作成に関する相談 ナド リヨウ ケイカクショ サクセイ カン ソウダン		その他 タ		その他回答 タ カイトウ		それらの相談事業所として対応（解決）はできましたか		それはどうしてですか		それはどうしてですか

		否 イナ		手話通訳派遣協会相談支援事業所		0287-73-4422		0287-62-7776		325-0026		栃木県那須塩原市上厚崎431-17 ３２５－００２６				0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		0		1		本事業所と同様の地域で一般相談支援事業所と連携を図り対応する ホン ジギョウショ ドウヨウ チイキ イッパン ソウダン シエン ジギョウショ レンケイ ハカ タイオウ		0		1		0		2		当事業所は手話通訳派遣を主目的とする事業所であるため、聴覚障害に対するノウハウはあるがそれ以外の障害者に対応する専門性を有していない為 トウ ジギョウショ シュワ ツウヤク ハケン シュモクテキ ジギョウショ チョウカク ショウガイ タイ イガイ ショウガイシャ タイオウ センモンセイ ユウ タメ

		否 イナ		相談支援事業所すまいる		0285-45-7199		0285-45-8437		329-0205		小山市間々田750-1		小山市 オヤマシ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		1		0				0		1		0		3		現在担当させていただいているケースの他に受け入れる時間的余裕がないため。また専門的な知識や経験がなく自信がないため。 ゲンザイ タントウ ホカ ウ イ ジカンテキ ヨユウ センモンテキ チシキ ケイケン ジシン

		否 イナ		やまゆりの里		0284-90-2030		0284-90-2031		326-0011		足利市大沼田町525-1		足利市 アシカガシ		0		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		ショートステイの利用が可能かどうか リヨウ カノウ		2		1		ショートの利用を希望していたが、幼児で夜間に吸引が必要とのことだったので職員配置上困難と判断 リヨウ キボウ ヨウジ ヤカン キュウイン ヒツヨウ ショクイン ハイチ ジョウ コンナン ハンダン		0		0		0		0				0		1		0		2		あしかがの森さんが近くにあり専門性もあるため モリ チカ センモンセイ

		否 イナ		相談支援センターひかり		028-612-7717		028-612-7718		320-0072		宇都宮市若草4-20-7		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		0		1		0		1		0		0		1		0		1		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		居宅介護事業所とニーズのマッチング キョタク カイゴ ジギョウショ		0				短期入所事業所（医療的ケア対応型）の整備 タンキ ニュウショ ジギョウショ イリョウテキ タイオウガタ セイビ

		否 イナ		相談支援センター歩み		028-667-5151		028-667-5150		321-3233		宇都宮市上籠谷町3792		真岡市、芳賀町、宇都宮市 モオカシ ハガマチ ウツノミヤシ		0		1		1		0		0		1		0		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		毎日お会いしている方ではないしお話ができる方ではないので、計画書を作ることは少々戸惑いはありましたが、すべて療育指導室の先生にご指導いただき作成することができました。お幸せな時を過ごしてほしいという思いはいっぱいありますが、なにも出来ていない自分が申し訳ないような気持ちです。 マイニチ ア カタ ハナシ カタ ケイカクショ ツク ショウショウ トマド リョウイク シドウシツ センセイ シドウ サクセイ シアワ トキ ス オモ デキ ジブン モウ ワケ キモ		0				すみません。経験不足で在宅の方はよくわかりませんが、独立行政法人国立病院機構宇都宮病院にお伺いし行き届いた介護、職員の先生方の情熱にこういうところで重症心身障害者の方が過ごせることは幸せなのでは…としみじみ思いました。 ケイケン ブソク ザイタク カタ ドクリツ ギョウセイ ホウジン コクリツ ビョウイン キコウ ウツノミヤ ビョウイン ウカガ イ トド カイゴ ショクイン センセイガタ ジョウネツ ジュウショウ シンシン ショウガイシャ カタ ス シアワ オモ

		否 イナ		ワークス共育		0287-39-5593		0287-39-5630		329-2213		那須塩原市上大貫2028-2				1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		0		1		状況に応じて対応する ジョウキョウ オウ タイオウ		0		1				1				相談支援専門員のレベルアップが必要ではないかと思います ソウダン シエン センモンイン ヒツヨウ オモ

		否 イナ		指定特定相談支援センタードリーム		0288-32-2280		0288-32-2281		321-2341		日光市大沢町274		日光市、塩谷町、鹿沼市、宇都宮市 ニッコウシ シオヤ チョウ カヌマシ ウツノミヤ シ		0		1		1		0		1		0		0		1		1		1		0		0		0				1		0				0		0		0		0				1		0		計画を作成するにあたり医療機関との連携方法を具体化していくことに連絡調整に時間を要しました。また医師同士でのやりとりの方が早いように感じました。※解決できたと言っても施設の空き待ちで関係する病院で入院しております。 ケイカク サクセイ イリョウ キカン レンケイ ホウホウ グタイカ レンラク チョウセイ ジカン ヨウ イシ ドウシ ホウ ハヤ カン カイケツ イ シセツ ア マ カンケイ ビョウイン ニュウイン		0				入所ではなく、医療ケアのできる短期入所やグループホーム、日中一時、生活介護の拡充が必要であること。また重症心身障害児（者）への理解を広めていき、理解者を増やすこと、訪問看護、訪問医療、居宅介護も活用しやすい環境づくりを相談支援専門員はネットワークづくりに努めなければんらないと思います。 ニュウショ イリョウ タンキ ニュウショ ニッチュウ イチジ セイカツ カイゴ カクジュウ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ リカイ ヒロ リカイシャ フ ホウモン カンゴ ホウモン イリョウ キョタク カイゴ カツヨウ カンキョウ ソウダン シエン センモンイン ツト オモ

		否 イナ		ユーファーム支援センター		028-689-0070		028-680-0750		321-0972		宇都宮市下川俣町206-127		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2		これまでの実績として主に就労系の利用計画の作成を行っており重症心身障害児の方への支援については経験や人員の不足から対応が困難であると思われるため ジッセキ オモ シュウロウ ケイ リヨウ ケイカク サクセイ オコナ ジュウショウ シンシン ショウガイジ カタ シエン ケイケン ジンイン フソク タイオウ コンナン オモ

		否 イナ		障害者相談支援センターひびき		028-666-7601		028-666-7602		321-0403		宇都宮市下小倉町1536		宇都宮市、さくら市 ウツノミヤシ シ		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2		かつて受け入れたことがなく、またスタッフにも医療的ケアの知識や経験が乏しく、自信をもって迎え入れることができない ウ イ イリョウテキ チシキ ケイケン トボ ジシン ムカ イ		受け入れる施設が近辺にあること ウ イ シセツ キンペン

		否 イナ		相談支援事業ぴゅあ		028-611-1771		028-611-1772		321-0911		宇都宮市問屋町3426-46		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2

		否 イナ		指定特定相談支援事業所すえひろ		0287-23-3962		0287-24-1670		324-0042		大田原市末広1-2-5		大田原市、大田原市以外は交通費を受領 オオタワラシ オオタワラシ イガイ コウツウヒ ジュリョウ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2		事業所の対象を精神障害に限定し、市に申請しているため ジギョウショ タイショウ セイシン ショウガイ ゲンテイ シ シンセイ

		否 イナ		相談支援センターふじみだい		0285-44-0200		0285-44-4255		329-0412		下野市芝1123		下野市 シモノ シ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		0		1		ケースによって検討 ケントウ		0		1				2

		否 イナ		相談支援センターひゅーまにあ宇都宮		028-678-5385		028-678-5395		320-0802		宇都宮市江野町6-15大立ビル4階		宇都宮市（鹿沼市等近隣市町村） ウツノミヤシ カヌマシ ナド キンリン シチョウソン		0		1		1		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		あるではありますが、初めての作成でまた完成はしていない段階です。病院で実施されている活動医療等で自分自身が未熟で理解が足りていない為に苦労しています。 ハジ サクセイ カンセイ ダンカイ ビョウイン ジッシ カツドウ イリョウ ナド ジブン ジシン ミジュク リカイ タ タメ クロウ		0				①医療面での安心②外部と交流する機会③家族の方への支援 イリョウ メン アンシン ガイブ コウリュウ キカイ カゾク カタ シエン

		否 イナ		地域活動支援センターあしかが		0284-41-2643		0284-43-0463		326-0808		足利市本城1-1547		足利市 アシカガシ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0						0		1		0		0				0		1				2		専門外で知識等はなく、計画書の作成は難しいため センモンガイ チシキ トウ ケイカクショ サクセイ ムズカ

		否 イナ		南那須地区障害者相談支援センター		0287-80-1020		0287-80-1027		321-0624		那須烏山市旭1-18-8		那須烏山市、那珂川町 ナスカラスヤマシ ナカガワマチ		1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		アセスメント、院内での面会予定の調整、家族への説明など インナイ メンカイ ヨテイ チョウセイ カゾク セツメイ		0				在宅医療、訪問リハビリなど24時間対応出来る専門家チーム ザイタク イリョウ ホウモン ジカン タイオウ デキ センモンカ

		否 イナ		ワン・ハーモニー		0287-22-8255		0287-48-7225		324-0042		大田原市末広1-3618-13				0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				0

		否 イナ		ひまわり相談支援事業所		0282-20-5006		0282-23-4878		328-0052		栃木市祝町12－9				0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		1		0				0		1				3		意思伝達が自分にとって受け止められるかに不安があるため イシ デンタツ ジブン ウ ト フアン

		否 イナ		サンフラワーライフ		0285-22-1109		0285-22-1345		323-0808		小山市出井1936		小山市内 オヤマシナイ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				3		近隣に受け入れ施設が少なく在宅福祉サービスに向けるのが難しい キンリン ウ イ シセツ スク ザイタク フクシ ム ムズカ

		否 イナ		natu- la(ナチュラ)		0287-67-3115		0287-67-3115		329-3153		那須塩原市大原間239-1		那須塩原市、大田原市、那須町 ナスシオバラ シ オオタワラシ ナスマチ		0		1		1		0		1		0		0		1		1		1		0		0		0				1		0				0		0		0		0				1		0		サービス自体の幅がせまいため、本人が安全に安心した生活をうけられるためにどう組み合わせたら良いか。又、家族によっては苦手な事業所もあり限られた事業所を探すのが難しかった。 ジタイ ハバ ホンニン アンゼン アンシン セイカツ ク ア ヨ マタ カゾク ニガテ ジギョウショ カギ ジギョウショ サガ ムズカ		0				訪問系のサービスがもっと充実して欲しい ホウモン ケイ ジュウジツ ホ

		否 イナ		相談支援事業所ふるさとホーム那須		0287-98-3001		0287-98-8080		324-0414		大田原市片府田1301-59		大田原市、那須町、那須塩原市、周辺 オオタワラシ ナスマチ ナスシオバラ シ シュウヘン		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2		主な精神知的関係なので、今後はできるよう専門的な部分の勉強が必要です。 オモ セイシン チテキ カンケイ コンゴ センモンテキ ブブン ベンキョウ ヒツヨウ		①専門相談②居場所③地域の理解 センモン ソウダン イバショ チイキ リカイ

		否 イナ		特定相談支援事業所きのこ		028-635-8746		028-635-8778		320-0846		栃木県宇都宮市滝の原2-4-42 ３２０－０８４６		宇都宮市 ウツノミヤシ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		1		0				0		1				3		どのように作成したらいいか不安のため サクセイ フアン

		否 イナ		こども発達支援センター鹿沼市あおば園		0289-63-1745		0289-63-1745		322-0074		鹿沼市日吉町320－1				1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		1		0				0		1				2		相談支援専門員の不足、児童発達支援事業所利用のための計画書作成が主な業務になっている ソウダン シエン センモンイン フソク ジドウ ハッタツ シエン ジギョウショ リヨウ ケイカクショ サクセイ オモ ギョウム

		否 イナ		障害者相談支援センターみつか・Ｒｕ		028-648-3971		028-648-3936		321-0347		宇都宮市飯田町261		宇都宮市、鹿沼市 ウツノミヤシ カヌマシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		1		状況に応じして他機関と連携し判断する場合もある ジョウキョウ オウ ホカ キカン レンケイ ハンダン バアイ		0		1				1		計画依頼の状況に応じて対応できない月もある（モニタリング件数） ケイカク イライ ジョウキョウ オウ タイオウ ツキ ケンスウ

		否 イナ		工房つばさ		0285-40-0388		0285-40-6700		329-0401		下野市箕輪425-1		下野市、上三川町、壬生町、ただし状況に応じて対応することが難しい場合もある シモノ シ カミノカワマチ ミブマチ ジョウキョウ オウ タイオウ ムズカ バアイ		1		0		1		0		1		0		0		1		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		短期入所、ヘルパーなどの利用希望があっても受け入れてくれる事業所が見つからない タンキ ニュウショ リヨウ キボウ ウ イ ジギョウショ ミ		3		状況により作成することができない場合がある ジョウキョウ サクセイ バアイ		重心の方の短期入所等の利用ができるところが必要。在宅でのサービスの受入必要だと思われる。 ジュウシン カタ タンキ ニュウショ ナド リヨウ ヒツヨウ ザイタク ウケイレ ヒツヨウ オモ

		否 イナ		相談支援事業所グーフォ		028-673-0002		028-671-0785		329-1105		宇都宮市中岡本町3178-3				1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1				在宅生活を支える家族に負担が重くならないようにする。緊急時に対応してくれる医療ケア付きの宿泊施設を増やしてほしい ザイタク セイカツ ササ カゾク フタン オモ キンキュウジ タイオウ イリョウ ツ シュクハク シセツ フ

		否 イナ		那珂川町社協相談支援事業所		0287-92-1273		0287-92-1295		324-0613		那珂川町馬頭560-1		那珂川町 ナカガワマチ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				0				移動支援サービス イドウ シエン

		否 イナ		相談支援事業所大山田ノンフェール		0287-93-0660		0287-83-8182		324-0602		那珂川町大山田下郷955		那珂川町 ナカガワマチ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		1		0				0		1				2		平成27年度で相談支援事業を終了するため ヘイセイ ネンド ソウダン シエン ジギョウ シュウリョウ

		否 イナ		在宅サポートこころ		028-651-0780		028-651-0781		320-0042		宇都宮市材木町4-24				0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2

		否 イナ		相談支援事業所みらい ソウダン シエン ジギョウショ		0280-57-2673		0280-57-2673		329-0111		野木町丸林371-12		野木町、小山市 ノギマチ オヤマシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		0		1		しかるべき関係機関と連携して対応する カンケイ キカン レンケイ タイオウ		0		1				3		重症心身のノウハウがない ジュウショウ シンシン

		否 イナ		大田原市社会福祉協議会		0287-54-1849		0287-54-2745		324-0233		栃木県大田原市黒羽田町848 ３２４－０２３３		大田原市内 オオタワラシナイ		0		1		1		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0				2		1				0		1		0		0				0		1				2		職員が未熟なため ショクイン ミジュク		在宅医療の充実、居宅介護の２４時間対応（サービス事業所）の充実 ザイタク イリョウ ジュウジツ キョタク カイゴ ジカン タイオウ ジギョウショ ジュウジツ

		否 イナ		障がい者相談支援センターとまつり		028-680-5570		028-680-5271		320-0052		宇都宮市中戸祭町813		宇都宮市、近隣市町村 ウツノミヤシ キンリン シチョウソン		0		1		1		0		1		0		0		1		0		0		0		0		1		親子間の関わり オヤコ カン カカ		0		0		現在対応中 ゲンザイ タイオウチュウ		0		0		0		0				1		0		保護者との連携がとれない ホゴシャ レンケイ		0

		否 イナ		宇都宮市社会福祉協議会		028-636-1536		028-636-1537		320-0806		宇都宮市中央1-1-15		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		0				2		1		医療的ケアが必要な方が長時間外出したい。長時間支援者の拘束、移動手段（車の中での対応）、医療的ケアが必要な方が外出したいときに外出できる環境がすぐに整えられない、医療的けが必要な方で要介助であるが、歩行できる方が利用できる短期入所先はないか（アクセス時間も含む） イリョウテキ ヒツヨウ カタ チョウジカン ガイシュツ チョウジカン シエン シャ コウソク イドウ シュダン クルマ ナカ タイオウ イリョウテキ ヒツヨウ カタ ガイシュツ ガイシュツ カンキョウ トトノ イリョウテキ ヒツヨウ カタ ヨウ カイジョ ホコウ カタ リヨウ タンキ ニュウショ サキ ジカン フク		0		0		0		0				1		0		専門的（医療面）な知識がなく、専門用語が多く調べたり聞いたりしながら支援していくこと。長く関わらないと親の思いまで聞き出せないこと。 センモンテキ イリョウ メン チシキ センモン ヨウゴ オオ シラ キ シエン ナガ カカ オヤ オモ キ ダ		0				当事者が何歳になっても利用できるサービス環境（短期入所、訪問入浴など）。教育もほかのお子さん同様平等に受けられる機会（学校行事も含む）。相談対応できる人材の確保。緊急時でも利用できるサービスの調整・確保。直接支援できるサービス・人材を増やすこと。 トウジシャ ナンサイ リヨウ カンキョウ タンキ ニュウショ ホウモン ニュウヨク キョウイク コ ドウヨウ ビョウドウ ウ キカイ ガッコウ ギョウジ フク ソウダン タイオウ ジンザイ カクホ キンキュウジ リヨウ チョウセイ カクホ チョクセツ シエン ジンザイ フ

		承諾 ショウダク		ライフサポートセンターゆめ		0280-33-3624		0280-57-4624		329-0111		野木町丸林630-4		野木町、その周辺地域 ノギマチ シュウヘン チイキ		1		0		1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		1		福祉サービス利用に関する相談 フクシ リヨウ カン ソウダン		1		0				0		0		0		0				1		0		医療的な情報、知識に乏しくわからない用語などが数多く出てきた。医療的ケアの内容の聞き取り（どの部分を聞いていけばよいのか） イリョウテキ ジョウホウ チシキ トボ ヨウゴ カズオオ デ イリョウテキ ナイヨウ キ ト ブブン キ		0				Ｆａの負担軽減のためのレスパイト先（ＨＰ、ＳＳ機関等）。家族それぞれの訴え、希望を明確にしていく。関係機関がチームになりＦａの支え応援をしていく。 フタン ケイゲン サキ キカンナド カゾク ウッタ キボウ メイカク カンケイ キカン ササ オウエン

		承諾 ショウダク		足利ケアサービス		0284-21-7630		0284-21-3109		326-0843		足利市五十部町809-3		足利市、佐野市、太田市 アシカガシ サノシ オオタシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		0		1		ケースによって対応する タイオウ		0		1				3

		承諾 ショウダク		相談支援センターみさと		0285-72-9767				321-4104		芳賀郡益子町大沢2800-5		芳賀郡内（真岡市、益子町、市貝町、芳賀町、茂木町） ハガ グンナイ モオカシ マシコ チョウ イチ ガイ マチ ハガマチ モギマチ		1		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		資源が少ない、短期入所先の確保が難しかった。計画を作るのには、医療情報が難しく感じられた。 シゲン スク タンキ ニュウショ サキ カクホ ムズカ ケイカク ツク イリョウ ジョウホウ ムズカ カン		0				連携の取れる医療関係者がたくさん地域の中にいてくれると安心して生活できるかな。外出や余暇の充実を図るために医療の必要な人の生活が限られてしまっている（あきらめてしまっている） レンケイ ト イリョウ カンケイシャ チイキ ナカ アンシン セイカツ ガイシュツ ヨカ ジュウジツ ハカ イリョウ ヒツヨウ ヒト セイカツ カギ

		承諾 ショウダク		サポートセンターとみや生活支援センター		028-665-8230		028-665-8230		321-2116		宇都宮市徳次郎町540		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		0		1		0		0		0		0		1		1		1		1		1		0				0		1		医療的なケアが必要な利用者様の日中活動先が限られて利用できない人がいる。学校との連携が取りにくい。通勤手段・行事参加制限があり平等性が保たれない。学校はサービスで対応を望み、福祉行政は教育で何とかするべきとつねに折り合わない。 イリョウテキ ヒツヨウ リヨウシャサマ ニッチュウ カツドウ サキ カギ リヨウ ヒト ガッコウ レンケイ ト ツウキン シュダン ギョウジ サンカ セイゲン ビョウドウセイ タモ ガッコウ タイオウ ノゾ フクシ ギョウセイ キョウイク ナン オ ア		0		0		1		0		協力してほしい キョウリョク		1		0		利用できるサービスが限られている。社会参加できる機会が少なく、場が限られている。介護者の負担軽減が取りにくい。夢や希望を叶えるための資源が少ない。 リヨウ カギ シャカイ サンカ キカイ スク バ カギ カイゴシャ フタン ケイゲン ト ユメ キボウ カナ シゲン スク		0				通勤手段、保護者なくても教育が受けられる環境。常に親同行を求めるのでは、自立につながらず、いつになっても親の負担は軽減されない。親が安心して託せる日中活動の場。社会参加、役割を担える環境作り、職場。地域で生活していくための交流の機会や場があるといい。緊急的にレスパイトを受け入れてくれる場。 ツウキン シュダン ホゴシャ キョウイク ウ カンキョウ ツネ オヤ ドウコウ モト ジリツ オヤ フタン ケイゲン オヤ アンシン タク ニッチュウ カツドウ バ シャカイ サンカ ヤクワリ ニナ カンキョウ ヅク ショクバ チイキ セイカツ コウリュウ キカイ バ キンキュウテキ ウ イ バ

		承諾 ショウダク		社会就労センターえいぶるの里 シャカイ シュウロウ サト		0285-22-4561		0285-224581		323-0003		小山市東島田2403-2		小山市、下野市、上三川町、野木町、結城市、古河市、筑西市 オヤマシ シモノ シ カミノカワマチ ノギマチ ユウキシ コガシ ツク ニシ シ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				1		0		自己決定が難しいため、家族中心の考えになってしまうこと。また、利用できる社会資源が少ない。 ジコ ケッテイ ムズカ カゾク チュウシン カンガ リヨウ シャカイ シゲン スク		1				関係機関との連携、特に在宅が長い方は医療機関とのかかわりが家族も含め、希薄になってしまい、二次障害に対応できない。地域に総合的に支援でき、医療的ケアが受けられる場所、または訪問医療の充実が必要と思います。 カンケイ キカン レンケイ トク ザイタク ナガ カタ イリョウ キカン カゾク フク キハク ニジ ショウガイ タイオウ チイキ ソウゴウテキ シエン イリョウテキ ウ バショ ホウモン イリョウ ジュウジツ ヒツヨウ オモ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所「ピュア」		0282-31-3911		0282-31-3912		328-0133		栃木市大森町465		栃木市、鹿沼市、佐野市、小山市、壬生町 トチギシ カヌマシ サノシ オヤマシ ミブマチ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1

		承諾 ショウダク		社会福祉法人とちのみ会　こなかの森 シャカイ フクシ ホウジン カイ モリ		0283-24-5757		0283-24-6294		327-0001		佐野市小中町1280		佐野市、足利市 サノシ アシカガシ		1		0		1		0		1		0		0		1		0		1		0		0		0				1		2		通所型のため、短期入所の受け入れはサービスとして提供できず、他施設の紹介、相談支援事業につなげている。 ツウショ ガタ タンキ ニュウショ ウ イ テイキョウ タ シセツ ショウカイ ソウダン シエン ジギョウ		0		0		0		0				1		0		療養型短期入所ほかの施設への短期入所の受け入れ状況など、受け入れ場所を見つけるなど。短期入所時の発作発症時医療への繋ぎが困難。問題多（かかりつけ医への搬送） リョウヨウガタ タンキ ニュウショ シセツ タンキ ニュウショ ウ イ ジョウキョウ ウ イ バショ ミ タンキ ニュウショ ジ ホッサ ハッショウ ジ イリョウ ツナ コンナン モンダイ タ イ ハンソウ		0				佐野市には、身障（重心）短期入所施設がなく老人施設に佐野市が委託しているが、利用する人もいなく、サービスが使いづらい状態にある。短期入所受け入れ可能施設が増えることで、家族のほうも使いやすく利便性があがると考えます。 サノシ シンショウ ジュウシン タンキ ニュウショ シセツ ロウジン シセツ サノシ イタク リヨウ ヒト ツカ ジョウタイ タンキ ニュウショ ウ イ カノウ シセツ フ カゾク ツカ リベンセイ カンガ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所テトテ		0287-36-7171		0287-36-7181		329-2732		那須塩原市一区町251-1		那須塩原市（大田原、矢板、那須町、那珂川町、烏山） ナスシオバラ シ オオタワラ ヤイタ ナスマチ ナカガワマチ カラスヤマ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		0		1		委託の相談支援事業所や重心専門の事業所に相談する イタク ソウダン シエン ジギョウショ ジュウシン センモン ジギョウショ ソウダン		0		1				3		その方にとって、より専門性の高い方が対応することが望ましいと思いますので、作成が適するか否か周囲のサービス状況なども考慮して決めたいと思います。適切にアドバイスをいただける地域の環境が整っていれば、スキルアップ、経験の積み重ねのためにも作成したいです。 カタ センモンセイ タカ ホウ タイオウ ノゾ オモ サクセイ テキ イナ シュウイ ジョウキョウ コウリョ キ オモ テキセツ チイキ カンキョウ トトノ ケイケン ツ カサ サクセイ		相談支援専門員のスキルアップ。きめ細かい支援（サービスの充実）本人のニーズを正しく理解できる人材の育成と地域の理解。 ソウダン シエン センモンイン コマ シエン ジュウジツ ホンニン タダ リカイ ジンザイ イクセイ チイキ リカイ

		承諾 ショウダク		指定特定相談支援事業所あじさい		0287-60-3361		0287-60-3362		325-0034		那須塩原市東原166		那須塩原市、那須町 ナスシオバラ シ ナスマチ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2				訪問看護、訪問診療を行う医師が必要だと思います。 ホウモン カンゴ ホウモン シンリョウ オコナ イシ ヒツヨウ オモ

		承諾 ショウダク		障害者相談支援センターいぶき		028-678-3502		028-676-3501		329-1216		高根沢町桑窪2266-2		高根沢町 タカネザワマチ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1				短期入所など受け入れてくれる施設を増やしてほしい。県内で受け入れていただけない為、県外の施設を考えなくてはいけない方がいます。 タンキ ニュウショ ウ イ シセツ フ ケンナイ ウ イ タメ ケンガイ シセツ カンガ カタ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所わくわくおやま		0285-24-6575		0285-20-0255		323-0022		小山市駅東通り3-9-6		小山市 オヤマシ		1		0		1		0		1		1		1		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		関係事業所が多いことで情報収集連携等大変。医療機関とも連携を図る必要あり。レスパイト、ショートステイの受入困難。利用できる事業所が少ない。 カンケイ ジギョウショ オオ ジョウホウ シュウシュウ レンケイ ナド タイヘン イリョウ キカン レンケイ ハカ ヒツヨウ ウケイレ コンナン リヨウ ジギョウショ スク		0				重症心身障害児（者）を受け入れしてくれる事業所、施設がもっと多くあればよいと思われる。通所日中一時短期入所など。相談支援、計画作成についてもほかの事業所が受け入れてくれないとの理由で受け入れ可能事業所へ集中してしまう為、相談員への研修等を増やせばよいが。しかし日々の業務が多忙であるため、難しいのかな？ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ ウ イ ジギョウショ シセツ オオ オモ ツウショ ニッチュウ イチジ タンキ ニュウショ ソウダン シエン ケイカク サクセイ ジギョウショ ウ イ リユウ ウ イ カノウ ジギョウショ シュウチュウ タメ ソウダン イン ケンシュウ ナド フ ヒビ ギョウム タボウ ムズカ

		承諾 ショウダク		相談支援センターネクスト		080-8854-9551		0280-612-1558		320-0034		宇都宮市泉町6-25		宇都宮市 ウツノミヤシ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2

		承諾 ショウダク		相談支援事業のぞみ		0287-65-2288		0287-65-2282		329-3152		那須塩原市上中野53		那須塩原市、大田原市、那須町 ナスシオバラ シ オオタワラシ ナスマチ		1		0		1		0		0		0		1		1		1		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		現サービスでの医療ケアをふまえ、将来にむけて他事業との連携につなげるよう計画作成、調整に苦労した。 ゲン イリョウ ショウライ タ ジギョウ レンケイ ケイカク サクセイ チョウセイ クロウ		0				選択肢が増えるよう受け入れ可能な福祉サービス事業所の増加が必要だと思われます。 センタクシ フ ウ イ カノウ フクシ ジギョウショ ゾウカ ヒツヨウ オモ

		承諾 ショウダク		サポートセンターひばり		028-670-0330		028-667-7315		321-3236		宇都宮市竹下町435-159		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		苦労ではないが、お母様がとても一生懸命ですでにサービスも繋がっていたため、現状を計画にする形となったが、計画作成後のかかわりについて相談員としてどのようにすべきことが望ましいかと考える。 クロウ カアサマ イッショウケンメイ ツナ ゲンジョウ ケイカク カタチ ケイカク サクセイ ゴ ソウダン イン ノゾ カンガ		0				福祉サービスや医療、またボランティアが入室されるととてもよいと思います。また、介助者（家族）のケアも考えると気軽に参加できるようなイベント（医療が整っていたり、介助するボランティアさんがいたり）や、同じ重症心身障害児（者）をもつかたとのネットワークがあるといいのかなと思います。 フクシ イリョウ ニュウシツ オモ カイジョシャ カゾク カンガ キガル サンカ イリョウ トトノ カイジョ オナ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ オモ

		承諾 ショウダク		高根沢町障害児者生活支援センターすまいる タカネザワマチ		028-612-2751		028-612-2752		329-1225		栃木県塩谷郡高根沢町石末1825　福祉センター内 ３２９－１２２５ フクシ ナイ		高根沢町 タカネザワマチ		1		0		1		0		0		0		1		0		0		1		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		地元に使える資源がなく苦労した ジモト ツカ シゲン クロウ		0				①医療と福祉の連携ネットワーク②重心の方でも利用できるサービスが増えること③訪問診療医 イリョウ フクシ レンケイ ジュウシン カタ リヨウ フ ホウモン シンリョウ イ

		承諾 ショウダク		障害者相談支援センターフォレスト		0284-91-1816		0284-91-2867		326-0011		足利市大沼田町615		足利市及び近隣市町村 アシカガシ オヨ キンリン シチョウソン		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0				0

		承諾 ショウダク		障がい者相談支援事業所ケアサプライ		0287-73-5312		0287-73-5311		329-3221		栃木県那須郡那須町漆塚762-102 ３２９－３２２１		白河市、那須町、那須塩原市、大田原市 シラカワシ ナスマチ ナスシオバラシ オオタワラシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1				サービスを提供できる事業所の充実を図る テイキョウ ジギョウショ ジュウジツ ハカ

		承諾 ショウダク		南栃木支援センター相談支援		0285-44-6118		0285-44-7215		329-0412		下野市柴1432-105		下野市、小山市、壬生町 シモノ シ オヤマシ ミブマチ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		0		1		介護保険と併用する場合のみ対応する カイゴ ホケン ヘイヨウ バアイ タイオウ		0		1				3		介護保険と併用する場合のみ作成する カイゴ ホケン ヘイヨウ バアイ サクセイ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所とまり木		0287-54-2854		0287-54-2230		324-0231		大田原市北野上3952		大田原市、那須塩原市、那須町 オオタワラシ ナスシオバラシ ナスマチ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1				当事業所の対応範囲は現在、知的障害者特に中・軽度が主だが、精神（高次脳機能障害も含む）分野もやり始めている。今後重症心身障害者もほかの相談支援事業所の助けを得ながら、勉強しながら対応したいと考えている。そのために研修や見学の機会を多く作っていただきたい。今は、当事業所はその程度しか考えられない。 トウ ジギョウショ タイオウ ハンイ ゲンザイ チテキ ショウガイシャ トク チュウ ケイド オモ セイシン コウジ ノウ キノウ ショウガイ フク ブンヤ ハジ コンゴ ジュウショウ シンシン ショウガイシャ ソウダン シエン ジギョウショ タス エ ベンキョウ タイオウ カンガ ケンシュウ ケンガク キカイ オオ ツク イマ トウ ジギョウショ テイド カンガ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所ポンテ		028-652-7288		028-652-6355		321-0341		宇都宮市古賀志町1964-12		宇都宮、鹿沼、日光、壬生 ウツノミヤ カヌマ ニッコウ ミブ		0		1		1		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0				0				未就学児（3～5才）の方の医療型児童発達支援を分離で行う施設が数か所あると良いと思います。 ミシュウガクジ サイ カタ イリョウ ガタ ジドウ ハッタツ シエン ブンリ オコナ シセツ スウ ショ ヨ オモ

		承諾 ショウダク		相談支援センター光輝舎		0285-70-2020		0285-72-8222		321-4105		芳賀郡益子町北中1113-1		芳賀郡、真岡市等 ハガ グン モオカシ ナド		1		0		1		0		1		1		1		1		0		1		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		利用できるサービス事業所が少ない。重心児者に合わせたプログラムが見つからない（近隣で） リヨウ ジギョウショ スク ジュウシン ジ シャ ア ミ キンリン		0				本人の状態にもよるが、重度化する状況に対応できる事業所の確保。家族の負担が大きくなり在宅生活の継続が困難になることが予測されるので、在宅で支援が受けられるような体制の充実と、レスパイトサービスの拡大。 ホンニン ジョウタイ ジュウドカ ジョウキョウ タイオウ ジギョウショ カクホ カゾク フタン オオ ザイタク セイカツ ケイゾク コンナン ヨソク ザイタク シエン ウ タイセイ ジュウジツ カクダイ

		承諾 ショウダク		特定相談支援事業所やすらぎ		028-650-7727		028-650-7728		320-0011		宇都宮市富士見が丘3－19－20		宇都宮市 ウツノミヤシ		0		0		1		0		1		0		0		0		0		1		1		0		0				0		3		対応できるヘルパーがいれば支援する タイオウ シエン		0		0		0		0				0		1				3

		承諾 ショウダク		障がい者支援センターにんべん		028-686-2539		028-686-2584		329-1417		さくら市フィオーレ喜連川5-2-1　フィオーレガーデン1-102		さくら市 シ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1				地域資源アンケートをいただきありがとうございました。設問に対しまして知識不足にこれでいいのかという思いです。相談支援専門員として設問にありました「3」要望がでますれば、先輩相談員・各職種の方々に相談・指導をいただき、相談支援事業を行ってみたいと考えます。大島先生について学ばせて頂きました。 チイキ シゲン セツモン タイ チシキ ブソク オモ ソウダン シエン センモンイン セツモン ヨウボウ センパイ ソウダン イン カクショクシュ カタガタ ソウダン シドウ ソウダン シエン ジギョウ オコナ カンガ オオシマ センセイ マナ イタダ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所おやま		0285-22-1833		0285-228946		323-0014		小山市喜沢660		小山市、下野市 オヤマシ シモノ シ		1		0		1		0		1		1		0		0		0		0		0		1		0				2		3				0		0		0		0				1		0		本人の意思が明確でないので親の意向中心のものになってしまった。 ホンニン イシ メイカク オヤ イコウ チュウシン		0

		承諾 ショウダク		真岡介護センター		0285-80-5200		0285-80-5211		321-4361		真岡市並木町1-8-1　シティ並木102 ナミキ		真岡市、芳賀町南部、市貝町南部、益子町西部、上三川東部 モオカシ ハガマチ ナンブ イチ ガイ チョウ ナンブ マシコ チョウ セイブ カミノカワ トウブ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		0		1				0		1				3		担当者の受け持ちケースの状況など考慮し対応できるか検討したい タントウシャ ウ モ ジョウキョウ コウリョ タイオウ ケントウ

		承諾 ショウダク		さの社協相談支援センターほっぷ		0283-22-8152		0283-22-8199		327-0003		佐野市大橋町3212-27		佐野市全域 サノシ ゼンイキ		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2		現在相談支援専門員1名で行っているため ゲンザイ ソウダン シエン センモンイン メイ オコナ

		承諾 ショウダク		相談支援ウエイブ		0282-23-4465		0282-23-4465		328-0012		栃木市平柳町1-2-7		栃木市、壬生町 トチギシ ミブマチ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		1		0				0		1				2		指定特定相談支援事業で精神に対応しているため シテイ トクテイ ソウダン シエン ジギョウ セイシン タイオウ		ご家族の中だけでは生活がマンネリ化して単調になりかねないので、音楽、体を動かす、読み聞かせ麻痺・拘縮のマッサージなどのリハビリの頻度を高める。ご本人が楽しいと感じることを提供できる。ご家族が疲弊しないよう旅行や趣味などの充実した時間がもてるようサービスを利用していくこと。 カゾク ナカ セイカツ カ タンチョウ オンガク カラダ ウゴ ヨ キ マヒ コウシュク ヒンド タカ ホンニン タノ カン テイキョウ カゾク ヒヘイ リョコウ シュミ ジュウジツ ジカン リヨウ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所わらしべの家		0282-27-1627		0282-27-1675		328-0011		栃木市大宮町2708-3		栃木市 トチギシ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1		専門的な知識が不十分なため行政などの機関と相談しながらの対応となります センモンテキ チシキ フジュウブン ギョウセイ キカン ソウダン タイオウ		短期入所や移動支援などの福祉サービス利用時にお付き合いのある医療機関や訪問看護の看護師が同行でき緊急時の対応が迅速にとれる体制（すでにできていたらすみません） タンキ ニュウショ イドウ シエン フクシ リヨウ ジ ツ ア イリョウ キカン ホウモン カンゴ カンゴシ ドウコウ キンキュウジ タイオウ ジンソク タイセイ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所　空		0287-73-8165		0287-73-8165		329-3157		那須塩原市大原間西1-19-9		那須塩原市、大田原市、那須町 ナスシオバラ シ オオタワラシ ナスマチ		1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		重心のお子様の療育支援をやっていたので、苦労はありませんでしたが、医療（訪問看護）訪問リハ訪問入浴の制度を知らなかったので、その方々との連携が取れて大変勉強になりました。 ジュウシン コサマ リョウイク シエン クロウ イリョウ ホウモン カンゴ ホウモン ホウモン ニュウヨク セイド シ カタガタ レンケイ ト タイヘン ベンキョウ		0				医療的ケアの必要な方には支援スタッフ・必ず看護師の方が不在では双方安心したケアはできません。例）乳幼児の通所事業は保母と看護師さん。小学→高校までは義務教育がありますが事後に生活介護はもちろんですが、本当に重心の方の為の日中活動の場が不足しているとおもいますので重心の方の通所事業は必要と思います。家庭以外で通える場所→一時預かりや療育支援事業→高校卒業後は通所施設（一時預かりも含めて） イリョウテキ ヒツヨウ カタ シエン カナラ カンゴシ カタ フザイ ソウホウ アンシン レイ ニュウヨウジ ツウショ ジギョウ ホボ カンゴシ ショウガク コウコウ ギム キョウイク ジゴ セイカツ カイゴ ホントウ ジュウシン カタ タメ ニッチュウ カツドウ バ フソク ジュウシン カタ ツウショ ジギョウ ヒツヨウ オモ カテイ イガイ カヨ バショ イチジ アズ リョウイク シエン ジギョウ コウコウ ソツギョウゴ ツウショ シセツ イチジ アズ フク

		承諾 ショウダク		相談支援事業所みどり		0285-45-8362		0285-45-8397		329-0214		小山市乙女786-1		小山市、栃木市、古河市、結城市 オヤマシ トチギシ コガシ ユウキシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0		大人は対応可能 オトナ タイオウ カノウ		1		1		大人はあるが、こどもはない。先日訪問介護を事業所にお願いしたところどこの事業所も受けていただけなかった。 オトナ センジツ ホウモン カイゴ ジギョウショ ネガ ジギョウショ ウ		3		成人しか計画相談をしたことがないので不安である。当事業所は相談員が一名なので相談する相手がいない セイジン ケイカク ソウダン フアン トウ ジギョウショ ソウダン イン イチメイ ソウダン アイテ		サービス事業所で受けてもらえないケースがある。特に重心や精神知的等重複して疾患を持っていると問い合わせた時点でお断りされてします。 ジギョウショ ウ トク ジュウシン セイシン チテキ ナド チョウフク シッカン モ ト ア ジテン コトワ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所こころみ		0284-41-5039		0284-43-2665		326-0061		足利市田島町611-2				0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		1		0				0		1				3		これまで前例がなく、またこの障害について熟知した方（機関）があるならそちらでしていただいた方がご本人様にとってよい支援であると考えるから。※現在当法人の入所・通所等サービスを利用されている方の相談支援がほとんどの状況です。 ゼンレイ ショウガイ ジュクチ カタ キカン ホウ ホンニンサマ シエン カンガ ゲンザイ トウホウジン ニュウショ ツウショ ナド リヨウ カタ ソウダン シエン ジョウキョウ

		承諾 ショウダク		相談支援センターのどか　真岡センター		0285-81-5890		0285-85-8452		321-4305		真岡市荒町111-1		真岡市、芳賀町、市貝町、益子町、茂木町 モオカシ ハガマチ イチガイ マチ マシコ チョウ モギ マチ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1				在宅での生活では家族の介護負担の軽減が必要。フォーマルインフォーマルの枠にとらわれない福祉サービス。 ザイタク セイカツ カゾク カイゴ フタン ケイゲン ヒツヨウ ワク フクシ

		承諾 ショウダク		友井タクシー介護ステーションふれあい		0285-30-0840		0285-30-0844		323-0025		小山市城山町2丁目12-25		小山市 オヤマシ		1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		利用するサービスは多様で、施設・病院・学校など医療福祉事業所数も多く連携を図るのが困難。学校行事に参加するための会出自の支援サービスがない。 リヨウ タヨウ シセツ ビョウイン ガッコウ イリョウ フクシ ジギョウショ スウ オオ レンケイ ハカ コンナン ガッコウ ギョウジ サンカ カイ シュツジ シエン		0				ご家族様が安心して預けることができる施設と必要に預けられる施設の数は少ない。片道１時間以上かかるためとても不便に思います。呼吸器の方の預かり先は少ない。 カゾクサマ アンシン アズ シセツ ヒツヨウ アズ シセツ カズ スク カタミチ ジカン イジョウ フベン オモ コキュウキ カタ アズ サキ スク

		承諾 ショウダク		もくせいの里		0282-43-0593		0282-43-1387		329-4405		栃木市大平町西山田1198		栃木市内 トチギシナイ		0		1		1		0		1		0		0		1		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		ニーズにあてはまるサービスがなかった。例）①入浴支援②移送サービス　①自宅の浴槽では支援が入れず訪問入浴を検討。しかし、浴槽を置けるスペースがなく断念。②主たる介護者が入院。学校までの送迎ができず特例で市の移送サービスを利用するもかなり時間を要した。 レイ ニュウヨク シエン イソウ ジタク ヨクソウ シエン ハイ ホウモン ニュウヨク ケントウ ヨクソウ オ ダンネン シュ カイゴシャ ニュウイン ガッコウ ソウゲイ トクレイ シ イソウ リヨウ ジカン ヨウ		0				①地域の理解や協力②受け入れの拡大（重心の通所、24時間看護体制が整った短期入所）③デマンドタクシー等関係者の重心に対する理解（理解附属により資源として存在するが利用しがたい）④児童が入浴支援を受けられる環境（家族の身体的な介護負担軽減） チイキ リカイ キョウリョク ウ イ カクダイ ジュウシン ツウショ ジカン カンゴ タイセイ トトノ タンキ ニュウショ ナド カンケイシャ ジュウシン タイ リカイ リカイ フゾク シゲン ソンザイ リヨウ ジドウ ニュウヨク シエン ウ カンキョウ カゾク シンタイテキ カイゴ フタン ケイゲン

		承諾 ショウダク		足利障害者相談支援センター		0284-44-0307		0284-44-0318		326-0064		足利市東砂原後町1072		足利市、佐野市 アシカガシ サノシ		1		0		1		0		1		0		0		1		0		1		0		1		0				1		0				0		0		0		0				0		1				2		委託相談支援事業所のため イタク ソウダン シエン ジギョウショ		医療的ケアが整った施設のショートステイ充実が必要。また、特に呼吸器をつけた方のショート療養介護の利用とそれらを利用するための送迎体制の充実が必要。 イリョウテキ トトノ シセツ ジュウジツ ヒツヨウ トク コキュウキ カタ リョウヨウ カイゴ リヨウ リヨウ ソウゲイ タイセイ ジュウジツ ヒツヨウ

		承諾 ショウダク		指定障害者相談支援事業所あるしぇん		0282-86-7665		0282-21-7109		321-0201		栃木県下都賀郡壬生町安塚2032 ３２１－０２０１		壬生町 ミブマチ		1		0		1		0		1		0		0		1		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		①相談支援専門員として重症心身障害児（者）の方に対する支援の知識や経験が少ない②医療的ケアが必要となる方に対して対応できる福祉サービス（事業所）が少ない。 ソウダン シエン センモンイン ジュウショウシンシンショウガイジ シャ カタ タイ シエン チシキ ケイケン スク イリョウテキ ヒツヨウ カタ タイ タイオウ フクシ ジギョウショ スク		0				医療的ケアが必要な方に関して、福祉のサービスでは対応しきれない部分が多く、結果として家族が本人を抱え込まざるを得ない現状があるように感じます。家族の介護負担が少しでも軽減できるよう福祉サービスも柔軟な対応が出来るようになるといいなと思います。 イリョウテキ ヒツヨウ カタ カン フクシ タイオウ ブブン オオ ケッカ カゾク ホンニン カカ コ エ ゲンジョウ カン カゾク カイゴ フタン スコ ケイゲン フクシ ジュウナン タイオウ デキ オモ

		承諾 ショウダク		下野市相談支援事業所 こばと		0285-44-6783		0285-44-6783		329-0414		下野市小金井1146-6		下野市、上三川町 シモノ シ カミノカワマチ		1		0		1		0		0		0		1		1		0		1		1		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		医療的ケアが必要な乳幼児に対応できるヘルパー事業所。短期入所・日中一時支援事業所が近くにない（少ない）。 イリョウテキ ヒツヨウ ニュウヨウジ タイオウ ジギョウショ タンキ ニュウショ ニッチュウ イチジ シエン ジギョウショ チカ スク		0				設問5で回答した内容：外出可能な方は児童発達支援を利用可能であるが無理な方は外部との交流をもちにくい。訪問看護・訪問リハビリが入っているケースはいいがない場合母子で孤立しがち。幸いあそびの支援をしてくれるヘルパー事業所があり支援につながっている。ヘルパー利用を希望されない家庭、利用したくてもヘルパー事業所がない等支援に苦慮する。 セツモン カイトウ ナイヨウ ガイシュツ カノウ カタ ジドウ ハッタツ シエン リヨウ カノウ ムリ カタ ガイブ コウリュウ ホウモン カンゴ ホウモン ハイ バアイ ボシ コリツ サイワ シエン ジギョウショ シエン リヨウ キボウ カテイ リヨウ ジギョウショ ナド シエン クリョ

		承諾 ショウダク		相談支援センターぴあん ソウダン シエン		0282-31-1755		0282-31-2919		328-0067		栃木市皆川城内町333-2		栃木市、小山市 トチギシ オヤマシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1				これまで現場で関わったことがなく、事例検討でしか情報を把握しておらず不安はあります。でも関係機関やご家族様からいろいろなことを教えて頂きながら相談支援として専門性を活かせればと思っています。色々な立場の方からお話をお伺いしてもご家族や医療機関専門的な事業所の負担が大きく相談支援があまり役に立つことができていない（場合によっては自ら引いてしまう）今の現状を少しでも変えていければいいと思います。 ゲンバ カカ ジレイ ケントウ ジョウホウ ハアク フアン カンケイ キカン カゾクサマ オシ イタダ ソウダン シエン センモンセイ イ オモ イロイロ タチバ カタ ハナシ ウカガ カゾク イリョウ キカン センモンテキ ジギョウショ フタン オオ ソウダン シエン ヤク タ バアイ ミズカ ヒ イマ ゲンジョウ スコ カ オモ

		承諾 ショウダク		うつのみや		028-632-6074/090-4059-9728		028-632-6075		320-0861		宇都宮市西2-1-7		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				3		専門的な知識を社会資源のアドバイスを他相談支援事業所からいただきながらみずからの事業所で引き受けるという形が望ましい センモンテキ チシキ シャカイ シゲン ホカ ソウダン シエン ジギョウショ ジギョウショ ヒ ウ カタチ ノゾ

		承諾 ショウダク		サポートセンターきりん		028-612-3838		028-678-3257		321-0905		栃木県宇都宮市平出工業団地43-100 ３２１－０９０５		宇都宮市 ウツノミヤシ		0		1		1		0		1		0		0		1		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		療養介護に入所しているので他のサービスの利用が困難。そのための社会資源をつなげたり、活用したりするのが難しい。 リョウヨウ カイゴ ニュウショ ホカ リヨウ コンナン シャカイ シゲン カツヨウ ムズカ		0				今後、市町村などで展開されていく生活拠点に関する事業をうまく活用できればいいなと感じています。入所されている方々については地域とのつながり方が今後は重要になってくると思われますので、広く門扉を開けた活動などが多くなってくるといいなと思っています。 コンゴ シチョウソン テンカイ セイカツ キョテン カン ジギョウ カツヨウ カン ニュウショ カタガタ チイキ カタ コンゴ ジュウヨウ オモ ヒロ モンピ ア カツドウ オオ オモ

		承諾 ショウダク		さわやか相談支援センター		0280-57-4884		0280-57-4994		329-0112		野木町南赤塚1145-1		小山市、野木町、古河市、栃木市 オヤマシ ノギマチ コガシ トチギシ		0		1		1		0		0		0		1		0		0		1		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		現実的な目標の位置づけ ゲンジツテキ モクヒョウ イチ		0

		承諾 ショウダク		相談支援事業所つばさ		0287-53-7393		0287-53-7394		324-0044		大田原市親園824-1		大田原市、那須塩原市、那須烏山市、矢板市、さくら市、那須町、塩谷町、高根沢町 オオタワラシ ナスシオバラシ ナスカラスヤマシ ヤイタシ シ ナスマチ シオ タニ マチ タカネザワマチ		1		0		1		0		1		0		1		1		0		1		0		0		0				1		2		医療的なケアが必要なケース、将来的に短期入所につなげたいケースだった為、専門の事業所に依頼した イリョウテキ ヒツヨウ ショウライテキ タンキ ニュウショ タメ センモン ジギョウショ イライ		1		1		0		0				1		0		使えるサービスの少なさに調整が難しかった ツカ スク チョウセイ ムズカ		1				乳幼児期の受け入れ可能な福祉サービス等の社会資源が必要である。 ニュウヨウジ キ ウ イ カノウ フクシ ナド シャカイシゲン ヒツヨウ

		承諾 ショウダク		特定相談支援センターはじめ		0284-22-4561		0284-22-4562		326-0143		足利市葉鹿町735-1		足利市 アシカガシ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1

		承諾 ショウダク		上三川障がい児・者生活相談支援センター		0285-38-6854		0285-38-6841		329-0611		上三川町上三川5082-15		上三川町 カミノカワマチ		1		0		1		0		1		0		0		1		0		0		0		0		0				1		0				0		0		0		0				1		0				0

		承諾 ショウダク		はつらつサロン南天相談支援事業所		0285-22-4659		0285-38-6529		323-0027		小山市花垣町2-3-19		小山市、栃木市 オヤマシ トチギシ		0		0		1		0		1		1		0		1		1		1		1		1		0				0		0				0		0		0		0				1		0		利用したいサービス事業所が少なく生活改善、家族、支援者の負担軽減に繋がらない（訪問入浴、ショートステイ、生活介護などなど（就労Ａ型））医師によっては連携が困難。何処の精神科がよいかと利用者に問われるが答えは解らない。 リヨウ ジギョウショ スク セイカツ カイゼン カゾク シエンシャ フタン ケイゲン ツナ ホウモン ニュウヨク セイカツ カイゴ シュウロウ ガタ イシ レンケイ コンナン ドコ セイシンカ リヨウシャ ト コタ ワカ		0				本人の選択や受け入れ事業所の間口を広げる。例えば入浴はヘルパーの2人対応で行ているがヘルパー不足や腰痛の悪化などで対応が難しくなってくる。機会浴のできる生活介護を勧めるも本人の選択肢がない。自宅から出かける自由さのようなものが閉ざされているような気がする。反面高齢者のサービスは増加する一方で利用者が不足し閉鎖なども聞かれる。高齢者・障害者がともにデイサービスやショートステイを利用できるようにならないかと思う。障害児については働く両親をサポートすることで生活の安定や療育などへ通園のし易さを図り、送迎サービスの充実など。 ホンニン センタク ウ イ ジギョウショ マグチ ヒロ タト ニュウヨク ニン タイオウ オコナ ブソク ヨウツウ アッカ タイオウ ムズカ キカイ ヨク セイカツ カイゴ スス ホンニン センタクシ ジタク デ ジユウ ト キ ハンメン コウレイシャ ゾウカ イッポウ リヨウシャ フソク ヘイサ キ コウレイシャ ショウガイシャ リヨウ オモ ショウガイジ ハタラ リョウシン セイカツ アンテイ リョウイク ツウエン ヤス ハカ ソウゲイ ジュウジツ

		承諾 ショウダク		障がい者生活支援センターこぶし		028-680-5746		028-688-0214		321-0126		栃木県宇都宮市茂原町837-1		宇都宮市、上三川町 ウツノミヤシ カミノカワマチ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1				①医療機関との細かな連携体制②相談関係者を含め本人に関わり支援をするなかで即座に動きが取れるようなフットワークの軽いチーム作り イリョウ キカン コマ レンケイ タイセイ ソウダン カンケイシャ フク ホンニン カカ シエン ソクザ ウゴ ト カル ヅク





相談支援事業所 (作業)

		Ｑ1.貴施設について、お伺いいたします キ シセツ ウカガ										事業所名とコメントをくっつけるで一表を作る ジギョウショ メイ イッピョウ ツク

		1		事業所名 ジギョウショ メイ								今月中 コンゲツ チュウ

		2		電話番号 デンワ バンゴウ								地図と一覧表をパワーポイント チズ イチラン ヒョウ

		3		FAX番号 バンゴウ								各項目ごとにページを作る カクコウモク ツク

		4		所在地 ショザイチ

		5		訪問可能な主な市町村 ホウモン カノウ オモ シチョウソン

		Ｑ2.重症心身障害児（者）の定義をご存知ですか ジュウショウシンシンショウガイジ シャ テイギ ゾンジ

		Ｑ2-1		知っている シ

		Ｑ2-2		知らない シ

		Ｑ3.重症心身障害児（者）の方（家族・関係機関等）からの相談を受けたことがありますか ジュウショウシンシンショウガイジ シャ カタ カゾク カンケイ キカン ナド ソウダン ウ

		Ｑ3-1		1		ある

		Ｑ3-2		2		ない

		Ｑ3-1-Ａ

				Ａ-1それは誰からの相談でしたか ダレ ソウダン

				1		ａ.家族 カゾク

				2		ｂ.支援者 シエンシャ

				3		ｃ.関係機関 カンケイ キカン

				Ａ-2それはどんな相談でしたか（複数回答可） ソウダン フクスウ カイトウ カ

				1		ａ.生活上の相談 セイカツ ジョウ ソウダン

				2		ｂ.医療的な相談 イリョウテキ ソウダン

				3		ｃ.制度に関する相談 セイド カン ソウダン

				4		ｄ.教育に関する相談 キョウイク カン ソウダン

				5		ｅ.サービス等利用計画書作成に関する相談 ナド リヨウ ケイカクショ サクセイ カン ソウダン

				6		ｆ.その他 タ

				Ａ-3それらの相談事業所として対応（解決）はできましたか ソウダン ジギョウショ タイオウ カイケツ

				1		ａ.できた

				2		ｂ.できなかった

				Ａ-3-1それはどうしてですか

				1		ａ解決手段・方法がなかった カイケツ シュダン ホウホウ

				2		ｂ.ほかの相談支援事業所に依頼した ソウダン シエン ジギョウショ イライ

				3		ｃ.行政に依頼した ギョウセイ イライ

				4		ｄ.その他 タ

		Ｑ4.Ｑ3-2「ない」→これから重症心身障害児（者）の方（本人・家族等）からの相談があればどのように対応されますか ジュウショウシンシンショウガイジ シャ カタ ホンニン カゾク ナド ソウダン タイオウ

				Ｑ4-1		自分の事業所で対応する ジブン ジギョウショ タイオウ

				Ｑ4-2		ほかの相談支援事業所へ依頼する ソウダン シエン ジギョウショ イライ

				Ｑ4-3		行政に依頼する ギョウセイ イライ

				Ｑ4-4		その他 タ

		Ｑ5.重症心身障害児（者）の方のサービス等利用計画書を作成したことがありますか ジュウショウシンシンショウガイジ シャ カタ ナド リヨウ ケイカクショ サクセイ

				Ｑ5-1		ある

				Ｑ5-2		ない

						Ｑ5-1-Ａ		「ある」と回答→作成にあたり、苦労したこと困ったことがありましたか カイトウ サクセイ クロウ コマ

						Ｑ5-2-Ａ		「ない」と回答 カイトウ

						1		ａ.今後依頼があれば作成する コンゴ イライ サクセイ

						2		ｂ.他の相談支援事業所に依頼する ホカ ソウダン シエン ジギョウショ イライ

						3		ｃ.作成するかどうかわからない サクセイ

						Ｑ5-2-Ａ-1		b.cを回答→それはどうしてですか カイトウ

		Q6.重症心身障害児（者）の方がより良い在宅生活をしていく上で何か必要だと思うことがあればご自由にお書きください ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ カタ ヨ ザイタク セイカツ ウエ ナニ ヒツヨウ オモ ジユウ カ



		承諾可否 ショウダク カヒ		Q1												Ｑ2.重症心身障害児（者）の定義をご存知ですか ジュウショウシンシンショウガイジ シャ テイギ ゾンジ				Ｑ3.重症心身障害児（者）の方（家族・関係機関等）からの相談を受けたことがありますか ジュウショウシンシンショウガイジ シャ カタ カゾク カンケイ キカン ナド ソウダン ウ																														Ｑ4.Ｑ3-2「ない」→これから重症心身障害児（者）の方（本人・家族等）からの相談があればどのように対応されますか ジュウショウシンシンショウガイジ シャ カタ ホンニン カゾク ナド ソウダン タイオウ										Ｑ5.重症心身障害児（者）の方のサービス等利用計画書を作成したことがありますか ジュウショウシンシンショウガイジ シャ カタ ナド リヨウ ケイカクショ サクセイ										Q6.重症心身障害児（者）の方がより良い在宅生活をしていく上で何か必要だと思うことがあればご自由にお書きください ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ カタ ヨ ザイタク セイカツ ウエ ナニ ヒツヨウ オモ ジユウ カ

				事業所名 ジギョウショ メイ		電話番号 デンワ バンゴウ		FAX番号 バンゴウ		郵便番号 ユウビンバンゴウ		所在地 ショザイチ		訪問可能な主な市町村 ホウモン カノウ オモ シチョウソン		知っている		知らない シ		ある		ない		それは誰からの相談でしたか						それはどんな相談でしたか														それらの相談事業所として対応（解決）はできましたか						自分の事業所で対応する ジブン ジギョウショ タイオウ		他の相談支援事業所へ依頼する ホカ ソウダン シエン ジギョウショ イライ		行政に依頼する ギョウセイ イライ		その他 タ				ある		ない		「ある」と回答		「ない」
と回答		b.c（23）を回答

																								家族 カゾク		支援者 シエンシャ		関係機関 カンケイ キカン		生活上の相談 セイカツ ジョウ ソウダン		医療的な相談 イリョウテキ ソウダン		制度に関する相談 セイド カン ソウダン		教育に関する相談 キョウイク カン ソウダン		サービス等利用計画書作成に関する相談 ナド リヨウ ケイカクショ サクセイ カン ソウダン		その他 タ		その他回答 タ カイトウ		それらの相談事業所として対応（解決）はできましたか		それはどうしてですか		それはどうしてですか

		否 イナ		手話通訳派遣協会相談支援事業所		0287-73-4422		0287-62-7776		325-0026		栃木県那須塩原市上厚崎431-17 ３２５－００２６				0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		0		1		本事業所と同様の地域で一般相談支援事業所と連携を図り対応する ホン ジギョウショ ドウヨウ チイキ イッパン ソウダン シエン ジギョウショ レンケイ ハカ タイオウ		0		1		0		2		当事業所は手話通訳派遣を主目的とする事業所であるため、聴覚障害に対するノウハウはあるがそれ以外の障害者に対応する専門性を有していない為 トウ ジギョウショ シュワ ツウヤク ハケン シュモクテキ ジギョウショ チョウカク ショウガイ タイ イガイ ショウガイシャ タイオウ センモンセイ ユウ タメ

		否 イナ		相談支援事業所すまいる		0285-45-7199		0285-45-8437		329-0205		小山市間々田750-1		小山市 オヤマシ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		1		0				0		1		0		3		現在担当させていただいているケースの他に受け入れる時間的余裕がないため。また専門的な知識や経験がなく自信がないため。 ゲンザイ タントウ ホカ ウ イ ジカンテキ ヨユウ センモンテキ チシキ ケイケン ジシン

		否 イナ		やまゆりの里		0284-90-2030		0284-90-2031		326-0011		足利市大沼田町525-1		足利市 アシカガシ		0		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		ショートステイの利用が可能かどうか リヨウ カノウ		2		1		ショートの利用を希望していたが、幼児で夜間に吸引が必要とのことだったので職員配置上困難と判断 リヨウ キボウ ヨウジ ヤカン キュウイン ヒツヨウ ショクイン ハイチ ジョウ コンナン ハンダン		0		0		0		0				0		1		0		2		あしかがの森さんが近くにあり専門性もあるため モリ チカ センモンセイ

		否 イナ		相談支援センターひかり		028-612-7717		028-612-7718		320-0072		宇都宮市若草4-20-7		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		0		1		0		1		0		0		1		0		1		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		居宅介護事業所とニーズのマッチング キョタク カイゴ ジギョウショ		0				短期入所事業所（医療的ケア対応型）の整備 タンキ ニュウショ ジギョウショ イリョウテキ タイオウガタ セイビ

		否 イナ		相談支援センター歩み		028-667-5151		028-667-5150		321-3233		宇都宮市上籠谷町3792		真岡市、芳賀町、宇都宮市 モオカシ ハガマチ ウツノミヤシ		0		1		1		0		0		1		0		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		毎日お会いしている方ではないしお話ができる方ではないので、計画書を作ることは少々戸惑いはありましたが、すべて療育指導室の先生にご指導いただき作成することができました。お幸せな時を過ごしてほしいという思いはいっぱいありますが、なにも出来ていない自分が申し訳ないような気持ちです。 マイニチ ア カタ ハナシ カタ ケイカクショ ツク ショウショウ トマド リョウイク シドウシツ センセイ シドウ サクセイ シアワ トキ ス オモ デキ ジブン モウ ワケ キモ		0				すみません。経験不足で在宅の方はよくわかりませんが、独立行政法人国立病院機構宇都宮病院にお伺いし行き届いた介護、職員の先生方の情熱にこういうところで重症心身障害者の方が過ごせることは幸せなのでは…としみじみ思いました。 ケイケン ブソク ザイタク カタ ドクリツ ギョウセイ ホウジン コクリツ ビョウイン キコウ ウツノミヤ ビョウイン ウカガ イ トド カイゴ ショクイン センセイガタ ジョウネツ ジュウショウ シンシン ショウガイシャ カタ ス シアワ オモ

		否 イナ		ワークス共育		0287-39-5593		0287-39-5630		329-2213		那須塩原市上大貫2028-2				1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		0		1		状況に応じて対応する ジョウキョウ オウ タイオウ		0		1				1				相談支援専門員のレベルアップが必要ではないかと思います ソウダン シエン センモンイン ヒツヨウ オモ

		否 イナ		指定特定相談支援センタードリーム		0288-32-2280		0288-32-2281		321-2341		日光市大沢町274		日光市、塩谷町、鹿沼市、宇都宮市 ニッコウシ シオヤ チョウ カヌマシ ウツノミヤ シ		0		1		1		0		1		0		0		1		1		1		0		0		0				1		0				0		0		0		0				1		0		計画を作成するにあたり医療機関との連携方法を具体化していくことに連絡調整に時間を要しました。また医師同士でのやりとりの方が早いように感じました。※解決できたと言っても施設の空き待ちで関係する病院で入院しております。 ケイカク サクセイ イリョウ キカン レンケイ ホウホウ グタイカ レンラク チョウセイ ジカン ヨウ イシ ドウシ ホウ ハヤ カン カイケツ イ シセツ ア マ カンケイ ビョウイン ニュウイン		0				入所ではなく、医療ケアのできる短期入所やグループホーム、日中一時、生活介護の拡充が必要であること。また重症心身障害児（者）への理解を広めていき、理解者を増やすこと、訪問看護、訪問医療、居宅介護も活用しやすい環境づくりを相談支援専門員はネットワークづくりに努めなければんらないと思います。 ニュウショ イリョウ タンキ ニュウショ ニッチュウ イチジ セイカツ カイゴ カクジュウ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ リカイ ヒロ リカイシャ フ ホウモン カンゴ ホウモン イリョウ キョタク カイゴ カツヨウ カンキョウ ソウダン シエン センモンイン ツト オモ

		否 イナ		ユーファーム支援センター		028-689-0070		028-680-0750		321-0972		宇都宮市下川俣町206-127		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2		これまでの実績として主に就労系の利用計画の作成を行っており重症心身障害児の方への支援については経験や人員の不足から対応が困難であると思われるため ジッセキ オモ シュウロウ ケイ リヨウ ケイカク サクセイ オコナ ジュウショウ シンシン ショウガイジ カタ シエン ケイケン ジンイン フソク タイオウ コンナン オモ

		否 イナ		障害者相談支援センターひびき		028-666-7601		028-666-7602		321-0403		宇都宮市下小倉町1536		宇都宮市、さくら市 ウツノミヤシ シ		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2		かつて受け入れたことがなく、またスタッフにも医療的ケアの知識や経験が乏しく、自信をもって迎え入れることができない ウ イ イリョウテキ チシキ ケイケン トボ ジシン ムカ イ		受け入れる施設が近辺にあること ウ イ シセツ キンペン

		否 イナ		相談支援事業ぴゅあ		028-611-1771		028-611-1772		321-0911		宇都宮市問屋町3426-46		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2

		否 イナ		指定特定相談支援事業所すえひろ		0287-23-3962		0287-24-1670		324-0042		大田原市末広1-2-5		大田原市、大田原市以外は交通費を受領 オオタワラシ オオタワラシ イガイ コウツウヒ ジュリョウ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2		事業所の対象を精神障害に限定し、市に申請しているため ジギョウショ タイショウ セイシン ショウガイ ゲンテイ シ シンセイ

		否 イナ		相談支援センターふじみだい		0285-44-0200		0285-44-4255		329-0412		下野市芝1123		下野市 シモノ シ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		0		1		ケースによって検討 ケントウ		0		1				2

		否 イナ		相談支援センターひゅーまにあ宇都宮		028-678-5385		028-678-5395		320-0802		宇都宮市江野町6-15大立ビル4階		宇都宮市（鹿沼市等近隣市町村） ウツノミヤシ カヌマシ ナド キンリン シチョウソン		0		1		1		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		あるではありますが、初めての作成でまた完成はしていない段階です。病院で実施されている活動医療等で自分自身が未熟で理解が足りていない為に苦労しています。 ハジ サクセイ カンセイ ダンカイ ビョウイン ジッシ カツドウ イリョウ ナド ジブン ジシン ミジュク リカイ タ タメ クロウ		0				①医療面での安心②外部と交流する機会③家族の方への支援 イリョウ メン アンシン ガイブ コウリュウ キカイ カゾク カタ シエン

		否 イナ		地域活動支援センターあしかが		0284-41-2643		0284-43-0463		326-0808		足利市本城1-1547		足利市 アシカガシ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0						0		1		0		0				0		1				2		専門外で知識等はなく、計画書の作成は難しいため センモンガイ チシキ トウ ケイカクショ サクセイ ムズカ

		否 イナ		南那須地区障害者相談支援センター		0287-80-1020		0287-80-1027		321-0624		那須烏山市旭1-18-8		那須烏山市、那珂川町 ナスカラスヤマシ ナカガワマチ		1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		アセスメント、院内での面会予定の調整、家族への説明など インナイ メンカイ ヨテイ チョウセイ カゾク セツメイ		0				在宅医療、訪問リハビリなど24時間対応出来る専門家チーム ザイタク イリョウ ホウモン ジカン タイオウ デキ センモンカ

		否 イナ		ワン・ハーモニー		0287-22-8255		0287-48-7225		324-0042		大田原市末広1-3618-13				0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				0

		否 イナ		ひまわり相談支援事業所		0282-20-5006		0282-23-4878		328-0052		栃木市祝町12－9				0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		1		0				0		1				3		意思伝達が自分にとって受け止められるかに不安があるため イシ デンタツ ジブン ウ ト フアン

		否 イナ		サンフラワーライフ		0285-22-1109		0285-22-1345		323-0808		小山市出井1936		小山市内 オヤマシナイ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				3		近隣に受け入れ施設が少なく在宅福祉サービスに向けるのが難しい キンリン ウ イ シセツ スク ザイタク フクシ ム ムズカ

		否 イナ		natu- la(ナチュラ)		0287-67-3115		0287-67-3115		329-3153		那須塩原市大原間239-1		那須塩原市、大田原市、那須町 ナスシオバラ シ オオタワラシ ナスマチ		0		1		1		0		1		0		0		1		1		1		0		0		0				1		0				0		0		0		0				1		0		サービス自体の幅がせまいため、本人が安全に安心した生活をうけられるためにどう組み合わせたら良いか。又、家族によっては苦手な事業所もあり限られた事業所を探すのが難しかった。 ジタイ ハバ ホンニン アンゼン アンシン セイカツ ク ア ヨ マタ カゾク ニガテ ジギョウショ カギ ジギョウショ サガ ムズカ		0				訪問系のサービスがもっと充実して欲しい ホウモン ケイ ジュウジツ ホ

		否 イナ		相談支援事業所ふるさとホーム那須		0287-98-3001		0287-98-8080		324-0414		大田原市片府田1301-59		大田原市、那須町、那須塩原市、周辺 オオタワラシ ナスマチ ナスシオバラ シ シュウヘン		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2		主な精神知的関係なので、今後はできるよう専門的な部分の勉強が必要です。 オモ セイシン チテキ カンケイ コンゴ センモンテキ ブブン ベンキョウ ヒツヨウ		①専門相談②居場所③地域の理解 センモン ソウダン イバショ チイキ リカイ

		否 イナ		特定相談支援事業所きのこ		028-635-8746		028-635-8778		320-0846		栃木県宇都宮市滝の原2-4-42 ３２０－０８４６		宇都宮市 ウツノミヤシ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		1		0				0		1				3		どのように作成したらいいか不安のため サクセイ フアン

		否 イナ		こども発達支援センター鹿沼市あおば園		0289-63-1745		0289-63-1745		322-0074		鹿沼市日吉町320－1				1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		1		0				0		1				2		相談支援専門員の不足、児童発達支援事業所利用のための計画書作成が主な業務になっている ソウダン シエン センモンイン フソク ジドウ ハッタツ シエン ジギョウショ リヨウ ケイカクショ サクセイ オモ ギョウム

		否 イナ		障害者相談支援センターみつか・Ｒｕ		028-648-3971		028-648-3936		321-0347		宇都宮市飯田町261		宇都宮市、鹿沼市 ウツノミヤシ カヌマシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		1		状況に応じして他機関と連携し判断する場合もある ジョウキョウ オウ ホカ キカン レンケイ ハンダン バアイ		0		1				1		計画依頼の状況に応じて対応できない月もある（モニタリング件数） ケイカク イライ ジョウキョウ オウ タイオウ ツキ ケンスウ

		否 イナ		工房つばさ		0285-40-0388		0285-40-6700		329-0401		下野市箕輪425-1		下野市、上三川町、壬生町、ただし状況に応じて対応することが難しい場合もある シモノ シ カミノカワマチ ミブマチ ジョウキョウ オウ タイオウ ムズカ バアイ		1		0		1		0		1		0		0		1		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		短期入所、ヘルパーなどの利用希望があっても受け入れてくれる事業所が見つからない タンキ ニュウショ リヨウ キボウ ウ イ ジギョウショ ミ		3		状況により作成することができない場合がある ジョウキョウ サクセイ バアイ		重心の方の短期入所等の利用ができるところが必要。在宅でのサービスの受入必要だと思われる。 ジュウシン カタ タンキ ニュウショ ナド リヨウ ヒツヨウ ザイタク ウケイレ ヒツヨウ オモ

		否 イナ		相談支援事業所グーフォ		028-673-0002		028-671-0785		329-1105		宇都宮市中岡本町3178-3				1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1				在宅生活を支える家族に負担が重くならないようにする。緊急時に対応してくれる医療ケア付きの宿泊施設を増やしてほしい ザイタク セイカツ ササ カゾク フタン オモ キンキュウジ タイオウ イリョウ ツ シュクハク シセツ フ

		否 イナ		那珂川町社協相談支援事業所		0287-92-1273		0287-92-1295		324-0613		那珂川町馬頭560-1		那珂川町 ナカガワマチ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				0				移動支援サービス イドウ シエン

		否 イナ		相談支援事業所大山田ノンフェール		0287-93-0660		0287-83-8182		324-0602		那珂川町大山田下郷955		那珂川町 ナカガワマチ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		1		0				0		1				2		平成27年度で相談支援事業を終了するため ヘイセイ ネンド ソウダン シエン ジギョウ シュウリョウ

		否 イナ		在宅サポートこころ		028-651-0780		028-651-0781		320-0042		宇都宮市材木町4-24				0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2

		否 イナ		相談支援事業所みらい ソウダン シエン ジギョウショ		0280-57-2673		0280-57-2673		329-0111		野木町丸林371-12		野木町、小山市 ノギマチ オヤマシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		0		1		しかるべき関係機関と連携して対応する カンケイ キカン レンケイ タイオウ		0		1				3		重症心身のノウハウがない ジュウショウ シンシン

		否 イナ		大田原市社会福祉協議会		0287-54-1849		0287-54-2745		324-0233		栃木県大田原市黒羽田町848 ３２４－０２３３		大田原市内 オオタワラシナイ		0		1		1		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0				2		1				0		1		0		0				0		1				2		職員が未熟なため ショクイン ミジュク		在宅医療の充実、居宅介護の２４時間対応（サービス事業所）の充実 ザイタク イリョウ ジュウジツ キョタク カイゴ ジカン タイオウ ジギョウショ ジュウジツ

		否 イナ		障がい者相談支援センターとまつり		028-680-5570		028-680-5271		320-0052		宇都宮市中戸祭町813		宇都宮市、近隣市町村 ウツノミヤシ キンリン シチョウソン		0		1		1		0		1		0		0		1		0		0		0		0		1		親子間の関わり オヤコ カン カカ		0		0		現在対応中 ゲンザイ タイオウチュウ		0		0		0		0				1		0		保護者との連携がとれない ホゴシャ レンケイ		0

		否 イナ		宇都宮市社会福祉協議会		028-636-1536		028-636-1537		320-0806		宇都宮市中央1-1-15		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		0				2		1		医療的ケアが必要な方が長時間外出したい。長時間支援者の拘束、移動手段（車の中での対応）、医療的ケアが必要な方が外出したいときに外出できる環境がすぐに整えられない、医療的けが必要な方で要介助であるが、歩行できる方が利用できる短期入所先はないか（アクセス時間も含む） イリョウテキ ヒツヨウ カタ チョウジカン ガイシュツ チョウジカン シエン シャ コウソク イドウ シュダン クルマ ナカ タイオウ イリョウテキ ヒツヨウ カタ ガイシュツ ガイシュツ カンキョウ トトノ イリョウテキ ヒツヨウ カタ ヨウ カイジョ ホコウ カタ リヨウ タンキ ニュウショ サキ ジカン フク		0		0		0		0				1		0		専門的（医療面）な知識がなく、専門用語が多く調べたり聞いたりしながら支援していくこと。長く関わらないと親の思いまで聞き出せないこと。 センモンテキ イリョウ メン チシキ センモン ヨウゴ オオ シラ キ シエン ナガ カカ オヤ オモ キ ダ		0				当事者が何歳になっても利用できるサービス環境（短期入所、訪問入浴など）。教育もほかのお子さん同様平等に受けられる機会（学校行事も含む）。相談対応できる人材の確保。緊急時でも利用できるサービスの調整・確保。直接支援できるサービス・人材を増やすこと。 トウジシャ ナンサイ リヨウ カンキョウ タンキ ニュウショ ホウモン ニュウヨク キョウイク コ ドウヨウ ビョウドウ ウ キカイ ガッコウ ギョウジ フク ソウダン タイオウ ジンザイ カクホ キンキュウジ リヨウ チョウセイ カクホ チョクセツ シエン ジンザイ フ

		承諾 ショウダク		ライフサポートセンターゆめ		0280-33-3624		0280-57-4624		329-0111		野木町丸林630-4		野木町、その周辺地域 ノギマチ シュウヘン チイキ		1		0		1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		1		福祉サービス利用に関する相談 フクシ リヨウ カン ソウダン		1		0				0		0		0		0				1		0		医療的な情報、知識に乏しくわからない用語などが数多く出てきた。医療的ケアの内容の聞き取り（どの部分を聞いていけばよいのか） イリョウテキ ジョウホウ チシキ トボ ヨウゴ カズオオ デ イリョウテキ ナイヨウ キ ト ブブン キ		0				Ｆａの負担軽減のためのレスパイト先（ＨＰ、ＳＳ機関等）。家族それぞれの訴え、希望を明確にしていく。関係機関がチームになりＦａの支え応援をしていく。 フタン ケイゲン サキ キカンナド カゾク ウッタ キボウ メイカク カンケイ キカン ササ オウエン

		承諾 ショウダク		足利ケアサービス		0284-21-7630		0284-21-3109		326-0843		足利市五十部町809-3		足利市、佐野市、太田市 アシカガシ サノシ オオタシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		0		1		ケースによって対応する タイオウ		0		1				3

		承諾 ショウダク		相談支援センターみさと		0285-72-9767				321-4104		芳賀郡益子町大沢2800-5		芳賀郡内（真岡市、益子町、市貝町、芳賀町、茂木町） ハガ グンナイ モオカシ マシコ チョウ イチ ガイ マチ ハガマチ モギマチ		1		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		資源が少ない、短期入所先の確保が難しかった。計画を作るのには、医療情報が難しく感じられた。 シゲン スク タンキ ニュウショ サキ カクホ ムズカ ケイカク ツク イリョウ ジョウホウ ムズカ カン		0				連携の取れる医療関係者がたくさん地域の中にいてくれると安心して生活できるかな。外出や余暇の充実を図るために医療の必要な人の生活が限られてしまっている（あきらめてしまっている） レンケイ ト イリョウ カンケイシャ チイキ ナカ アンシン セイカツ ガイシュツ ヨカ ジュウジツ ハカ イリョウ ヒツヨウ ヒト セイカツ カギ

		承諾 ショウダク		サポートセンターとみや生活支援センター		028-665-8230		028-665-8230		321-2116		宇都宮市徳次郎町540		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		0		1		0		0		0		0		1		1		1		1		1		0				0		1		医療的なケアが必要な利用者様の日中活動先が限られて利用できない人がいる。学校との連携が取りにくい。通勤手段・行事参加制限があり平等性が保たれない。学校はサービスで対応を望み、福祉行政は教育で何とかするべきとつねに折り合わない。 イリョウテキ ヒツヨウ リヨウシャサマ ニッチュウ カツドウ サキ カギ リヨウ ヒト ガッコウ レンケイ ト ツウキン シュダン ギョウジ サンカ セイゲン ビョウドウセイ タモ ガッコウ タイオウ ノゾ フクシ ギョウセイ キョウイク ナン オ ア		0		0		1		0		協力してほしい キョウリョク		1		0		利用できるサービスが限られている。社会参加できる機会が少なく、場が限られている。介護者の負担軽減が取りにくい。夢や希望を叶えるための資源が少ない。 リヨウ カギ シャカイ サンカ キカイ スク バ カギ カイゴシャ フタン ケイゲン ト ユメ キボウ カナ シゲン スク		0				通勤手段、保護者なくても教育が受けられる環境。常に親同行を求めるのでは、自立につながらず、いつになっても親の負担は軽減されない。親が安心して託せる日中活動の場。社会参加、役割を担える環境作り、職場。地域で生活していくための交流の機会や場があるといい。緊急的にレスパイトを受け入れてくれる場。 ツウキン シュダン ホゴシャ キョウイク ウ カンキョウ ツネ オヤ ドウコウ モト ジリツ オヤ フタン ケイゲン オヤ アンシン タク ニッチュウ カツドウ バ シャカイ サンカ ヤクワリ ニナ カンキョウ ヅク ショクバ チイキ セイカツ コウリュウ キカイ バ キンキュウテキ ウ イ バ

		承諾 ショウダク		社会就労センターえいぶるの里 シャカイ シュウロウ サト		0285-22-4561		0285-224581		323-0003		小山市東島田2403-2		小山市、下野市、上三川町、野木町、結城市、古河市、筑西市 オヤマシ シモノ シ カミノカワマチ ノギマチ ユウキシ コガシ ツク ニシ シ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				1		0		自己決定が難しいため、家族中心の考えになってしまうこと。また、利用できる社会資源が少ない。 ジコ ケッテイ ムズカ カゾク チュウシン カンガ リヨウ シャカイ シゲン スク		1				関係機関との連携、特に在宅が長い方は医療機関とのかかわりが家族も含め、希薄になってしまい、二次障害に対応できない。地域に総合的に支援でき、医療的ケアが受けられる場所、または訪問医療の充実が必要と思います。 カンケイ キカン レンケイ トク ザイタク ナガ カタ イリョウ キカン カゾク フク キハク ニジ ショウガイ タイオウ チイキ ソウゴウテキ シエン イリョウテキ ウ バショ ホウモン イリョウ ジュウジツ ヒツヨウ オモ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所「ピュア」		0282-31-3911		0282-31-3912		328-0133		栃木市大森町465		栃木市、鹿沼市、佐野市、小山市、壬生町 トチギシ カヌマシ サノシ オヤマシ ミブマチ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1

		承諾 ショウダク		社会福祉法人とちのみ会　こなかの森 シャカイ フクシ ホウジン カイ モリ		0283-24-5757		0283-24-6294		327-0001		佐野市小中町1280		佐野市、足利市 サノシ アシカガシ		1		0		1		0		1		0		0		1		0		1		0		0		0				1		2		通所型のため、短期入所の受け入れはサービスとして提供できず、他施設の紹介、相談支援事業につなげている。 ツウショ ガタ タンキ ニュウショ ウ イ テイキョウ タ シセツ ショウカイ ソウダン シエン ジギョウ		0		0		0		0				1		0		療養型短期入所ほかの施設への短期入所の受け入れ状況など、受け入れ場所を見つけるなど。短期入所時の発作発症時医療への繋ぎが困難。問題多（かかりつけ医への搬送） リョウヨウガタ タンキ ニュウショ シセツ タンキ ニュウショ ウ イ ジョウキョウ ウ イ バショ ミ タンキ ニュウショ ジ ホッサ ハッショウ ジ イリョウ ツナ コンナン モンダイ タ イ ハンソウ		0				佐野市には、身障（重心）短期入所施設がなく老人施設に佐野市が委託しているが、利用する人もいなく、サービスが使いづらい状態にある。短期入所受け入れ可能施設が増えることで、家族のほうも使いやすく利便性があがると考えます。 サノシ シンショウ ジュウシン タンキ ニュウショ シセツ ロウジン シセツ サノシ イタク リヨウ ヒト ツカ ジョウタイ タンキ ニュウショ ウ イ カノウ シセツ フ カゾク ツカ リベンセイ カンガ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所テトテ		0287-36-7171		0287-36-7181		329-2732		那須塩原市一区町251-1		那須塩原市（大田原、矢板、那須町、那珂川町、烏山） ナスシオバラ シ オオタワラ ヤイタ ナスマチ ナカガワマチ カラスヤマ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		0		1		委託の相談支援事業所や重心専門の事業所に相談する イタク ソウダン シエン ジギョウショ ジュウシン センモン ジギョウショ ソウダン		0		1				3		その方にとって、より専門性の高い方が対応することが望ましいと思いますので、作成が適するか否か周囲のサービス状況なども考慮して決めたいと思います。適切にアドバイスをいただける地域の環境が整っていれば、スキルアップ、経験の積み重ねのためにも作成したいです。 カタ センモンセイ タカ ホウ タイオウ ノゾ オモ サクセイ テキ イナ シュウイ ジョウキョウ コウリョ キ オモ テキセツ チイキ カンキョウ トトノ ケイケン ツ カサ サクセイ		相談支援専門員のスキルアップ。きめ細かい支援（サービスの充実）本人のニーズを正しく理解できる人材の育成と地域の理解。 ソウダン シエン センモンイン コマ シエン ジュウジツ ホンニン タダ リカイ ジンザイ イクセイ チイキ リカイ

		承諾 ショウダク		指定特定相談支援事業所あじさい		0287-60-3361		0287-60-3362		325-0034		那須塩原市東原166		那須塩原市、那須町 ナスシオバラ シ ナスマチ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2				訪問看護、訪問診療を行う医師が必要だと思います。 ホウモン カンゴ ホウモン シンリョウ オコナ イシ ヒツヨウ オモ

		承諾 ショウダク		障害者相談支援センターいぶき		028-678-3502		028-676-3501		329-1216		高根沢町桑窪2266-2		高根沢町 タカネザワマチ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1				短期入所など受け入れてくれる施設を増やしてほしい。県内で受け入れていただけない為、県外の施設を考えなくてはいけない方がいます。 タンキ ニュウショ ウ イ シセツ フ ケンナイ ウ イ タメ ケンガイ シセツ カンガ カタ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所わくわくおやま		0285-24-6575		0285-20-0255		323-0022		小山市駅東通り3-9-6		小山市 オヤマシ		1		0		1		0		1		1		1		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		関係事業所が多いことで情報収集連携等大変。医療機関とも連携を図る必要あり。レスパイト、ショートステイの受入困難。利用できる事業所が少ない。 カンケイ ジギョウショ オオ ジョウホウ シュウシュウ レンケイ ナド タイヘン イリョウ キカン レンケイ ハカ ヒツヨウ ウケイレ コンナン リヨウ ジギョウショ スク		0				重症心身障害児（者）を受け入れしてくれる事業所、施設がもっと多くあればよいと思われる。通所日中一時短期入所など。相談支援、計画作成についてもほかの事業所が受け入れてくれないとの理由で受け入れ可能事業所へ集中してしまう為、相談員への研修等を増やせばよいが。しかし日々の業務が多忙であるため、難しいのかな？ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ ウ イ ジギョウショ シセツ オオ オモ ツウショ ニッチュウ イチジ タンキ ニュウショ ソウダン シエン ケイカク サクセイ ジギョウショ ウ イ リユウ ウ イ カノウ ジギョウショ シュウチュウ タメ ソウダン イン ケンシュウ ナド フ ヒビ ギョウム タボウ ムズカ

		承諾 ショウダク		相談支援センターネクスト		080-8854-9551		0280-612-1558		320-0034		宇都宮市泉町6-25		宇都宮市 ウツノミヤシ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2

		承諾 ショウダク		相談支援事業のぞみ		0287-65-2288		0287-65-2282		329-3152		那須塩原市上中野53		那須塩原市、大田原市、那須町 ナスシオバラ シ オオタワラシ ナスマチ		1		0		1		0		0		0		1		1		1		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		現サービスでの医療ケアをふまえ、将来にむけて他事業との連携につなげるよう計画作成、調整に苦労した。 ゲン イリョウ ショウライ タ ジギョウ レンケイ ケイカク サクセイ チョウセイ クロウ		0				選択肢が増えるよう受け入れ可能な福祉サービス事業所の増加が必要だと思われます。 センタクシ フ ウ イ カノウ フクシ ジギョウショ ゾウカ ヒツヨウ オモ

		承諾 ショウダク		サポートセンターひばり		028-670-0330		028-667-7315		321-3236		宇都宮市竹下町435-159		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		苦労ではないが、お母様がとても一生懸命ですでにサービスも繋がっていたため、現状を計画にする形となったが、計画作成後のかかわりについて相談員としてどのようにすべきことが望ましいかと考える。 クロウ カアサマ イッショウケンメイ ツナ ゲンジョウ ケイカク カタチ ケイカク サクセイ ゴ ソウダン イン ノゾ カンガ		0				福祉サービスや医療、またボランティアが入室されるととてもよいと思います。また、介助者（家族）のケアも考えると気軽に参加できるようなイベント（医療が整っていたり、介助するボランティアさんがいたり）や、同じ重症心身障害児（者）をもつかたとのネットワークがあるといいのかなと思います。 フクシ イリョウ ニュウシツ オモ カイジョシャ カゾク カンガ キガル サンカ イリョウ トトノ カイジョ オナ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ オモ

		承諾 ショウダク		高根沢町障害児者生活支援センターすまいる タカネザワマチ		028-612-2751		028-612-2752		329-1225		栃木県塩谷郡高根沢町石末1825　福祉センター内 ３２９－１２２５ フクシ ナイ		高根沢町 タカネザワマチ		1		0		1		0		0		0		1		0		0		1		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		地元に使える資源がなく苦労した ジモト ツカ シゲン クロウ		0				①医療と福祉の連携ネットワーク②重心の方でも利用できるサービスが増えること③訪問診療医 イリョウ フクシ レンケイ ジュウシン カタ リヨウ フ ホウモン シンリョウ イ

		承諾 ショウダク		障害者相談支援センターフォレスト		0284-91-1816		0284-91-2867		326-0011		足利市大沼田町615		足利市及び近隣市町村 アシカガシ オヨ キンリン シチョウソン		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0				0

		承諾 ショウダク		障がい者相談支援事業所ケアサプライ		0287-73-5312		0287-73-5311		329-3221		栃木県那須郡那須町漆塚762-102 ３２９－３２２１		白河市、那須町、那須塩原市、大田原市 シラカワシ ナスマチ ナスシオバラシ オオタワラシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1				サービスを提供できる事業所の充実を図る テイキョウ ジギョウショ ジュウジツ ハカ

		承諾 ショウダク		南栃木支援センター相談支援		0285-44-6118		0285-44-7215		329-0412		下野市柴1432-105		下野市、小山市、壬生町 シモノ シ オヤマシ ミブマチ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		0		1		介護保険と併用する場合のみ対応する カイゴ ホケン ヘイヨウ バアイ タイオウ		0		1				3		介護保険と併用する場合のみ作成する カイゴ ホケン ヘイヨウ バアイ サクセイ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所とまり木		0287-54-2854		0287-54-2230		324-0231		大田原市北野上3952		大田原市、那須塩原市、那須町 オオタワラシ ナスシオバラシ ナスマチ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1				当事業所の対応範囲は現在、知的障害者特に中・軽度が主だが、精神（高次脳機能障害も含む）分野もやり始めている。今後重症心身障害者もほかの相談支援事業所の助けを得ながら、勉強しながら対応したいと考えている。そのために研修や見学の機会を多く作っていただきたい。今は、当事業所はその程度しか考えられない。 トウ ジギョウショ タイオウ ハンイ ゲンザイ チテキ ショウガイシャ トク チュウ ケイド オモ セイシン コウジ ノウ キノウ ショウガイ フク ブンヤ ハジ コンゴ ジュウショウ シンシン ショウガイシャ ソウダン シエン ジギョウショ タス エ ベンキョウ タイオウ カンガ ケンシュウ ケンガク キカイ オオ ツク イマ トウ ジギョウショ テイド カンガ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所ポンテ		028-652-7288		028-652-6355		321-0341		宇都宮市古賀志町1964-12		宇都宮、鹿沼、日光、壬生 ウツノミヤ カヌマ ニッコウ ミブ		0		1		1		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0				0				未就学児（3～5才）の方の医療型児童発達支援を分離で行う施設が数か所あると良いと思います。 ミシュウガクジ サイ カタ イリョウ ガタ ジドウ ハッタツ シエン ブンリ オコナ シセツ スウ ショ ヨ オモ

		承諾 ショウダク		相談支援センター光輝舎		0285-70-2020		0285-72-8222		321-4105		芳賀郡益子町北中1113-1		芳賀郡、真岡市等 ハガ グン モオカシ ナド		1		0		1		0		1		1		1		1		0		1		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		利用できるサービス事業所が少ない。重心児者に合わせたプログラムが見つからない（近隣で） リヨウ ジギョウショ スク ジュウシン ジ シャ ア ミ キンリン		0				本人の状態にもよるが、重度化する状況に対応できる事業所の確保。家族の負担が大きくなり在宅生活の継続が困難になることが予測されるので、在宅で支援が受けられるような体制の充実と、レスパイトサービスの拡大。 ホンニン ジョウタイ ジュウドカ ジョウキョウ タイオウ ジギョウショ カクホ カゾク フタン オオ ザイタク セイカツ ケイゾク コンナン ヨソク ザイタク シエン ウ タイセイ ジュウジツ カクダイ

		承諾 ショウダク		特定相談支援事業所やすらぎ		028-650-7727		028-650-7728		320-0011		宇都宮市富士見が丘3－19－20		宇都宮市 ウツノミヤシ		0		0		1		0		1		0		0		0		0		1		1		0		0				0		3		対応できるヘルパーがいれば支援する タイオウ シエン		0		0		0		0				0		1				3

		承諾 ショウダク		障がい者支援センターにんべん		028-686-2539		028-686-2584		329-1417		さくら市フィオーレ喜連川5-2-1　フィオーレガーデン1-102		さくら市 シ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1				地域資源アンケートをいただきありがとうございました。設問に対しまして知識不足にこれでいいのかという思いです。相談支援専門員として設問にありました「3」要望がでますれば、先輩相談員・各職種の方々に相談・指導をいただき、相談支援事業を行ってみたいと考えます。大島先生について学ばせて頂きました。 チイキ シゲン セツモン タイ チシキ ブソク オモ ソウダン シエン センモンイン セツモン ヨウボウ センパイ ソウダン イン カクショクシュ カタガタ ソウダン シドウ ソウダン シエン ジギョウ オコナ カンガ オオシマ センセイ マナ イタダ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所おやま		0285-22-1833		0285-228946		323-0014		小山市喜沢660		小山市、下野市 オヤマシ シモノ シ		1		0		1		0		1		1		0		0		0		0		0		1		0				2		3				0		0		0		0				1		0		本人の意思が明確でないので親の意向中心のものになってしまった。 ホンニン イシ メイカク オヤ イコウ チュウシン		0

		承諾 ショウダク		真岡介護センター		0285-80-5200		0285-80-5211		321-4361		真岡市並木町1-8-1　シティ並木102 ナミキ		真岡市、芳賀町南部、市貝町南部、益子町西部、上三川東部 モオカシ ハガマチ ナンブ イチ ガイ チョウ ナンブ マシコ チョウ セイブ カミノカワ トウブ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		0		1				0		1				3		担当者の受け持ちケースの状況など考慮し対応できるか検討したい タントウシャ ウ モ ジョウキョウ コウリョ タイオウ ケントウ

		承諾 ショウダク		さの社協相談支援センターほっぷ		0283-22-8152		0283-22-8199		327-0003		佐野市大橋町3212-27		佐野市全域 サノシ ゼンイキ		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2		現在相談支援専門員1名で行っているため ゲンザイ ソウダン シエン センモンイン メイ オコナ

		承諾 ショウダク		相談支援ウエイブ		0282-23-4465		0282-23-4465		328-0012		栃木市平柳町1-2-7		栃木市、壬生町 トチギシ ミブマチ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		1		0				0		1				2		指定特定相談支援事業で精神に対応しているため シテイ トクテイ ソウダン シエン ジギョウ セイシン タイオウ		ご家族の中だけでは生活がマンネリ化して単調になりかねないので、音楽、体を動かす、読み聞かせ麻痺・拘縮のマッサージなどのリハビリの頻度を高める。ご本人が楽しいと感じることを提供できる。ご家族が疲弊しないよう旅行や趣味などの充実した時間がもてるようサービスを利用していくこと。 カゾク ナカ セイカツ カ タンチョウ オンガク カラダ ウゴ ヨ キ マヒ コウシュク ヒンド タカ ホンニン タノ カン テイキョウ カゾク ヒヘイ リョコウ シュミ ジュウジツ ジカン リヨウ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所わらしべの家		0282-27-1627		0282-27-1675		328-0011		栃木市大宮町2708-3		栃木市 トチギシ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1		専門的な知識が不十分なため行政などの機関と相談しながらの対応となります センモンテキ チシキ フジュウブン ギョウセイ キカン ソウダン タイオウ		短期入所や移動支援などの福祉サービス利用時にお付き合いのある医療機関や訪問看護の看護師が同行でき緊急時の対応が迅速にとれる体制（すでにできていたらすみません） タンキ ニュウショ イドウ シエン フクシ リヨウ ジ ツ ア イリョウ キカン ホウモン カンゴ カンゴシ ドウコウ キンキュウジ タイオウ ジンソク タイセイ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所　空		0287-73-8165		0287-73-8165		329-3157		那須塩原市大原間西1-19-9		那須塩原市、大田原市、那須町 ナスシオバラ シ オオタワラシ ナスマチ		1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		重心のお子様の療育支援をやっていたので、苦労はありませんでしたが、医療（訪問看護）訪問リハ訪問入浴の制度を知らなかったので、その方々との連携が取れて大変勉強になりました。 ジュウシン コサマ リョウイク シエン クロウ イリョウ ホウモン カンゴ ホウモン ホウモン ニュウヨク セイド シ カタガタ レンケイ ト タイヘン ベンキョウ		0				医療的ケアの必要な方には支援スタッフ・必ず看護師の方が不在では双方安心したケアはできません。例）乳幼児の通所事業は保母と看護師さん。小学→高校までは義務教育がありますが事後に生活介護はもちろんですが、本当に重心の方の為の日中活動の場が不足しているとおもいますので重心の方の通所事業は必要と思います。家庭以外で通える場所→一時預かりや療育支援事業→高校卒業後は通所施設（一時預かりも含めて） イリョウテキ ヒツヨウ カタ シエン カナラ カンゴシ カタ フザイ ソウホウ アンシン レイ ニュウヨウジ ツウショ ジギョウ ホボ カンゴシ ショウガク コウコウ ギム キョウイク ジゴ セイカツ カイゴ ホントウ ジュウシン カタ タメ ニッチュウ カツドウ バ フソク ジュウシン カタ ツウショ ジギョウ ヒツヨウ オモ カテイ イガイ カヨ バショ イチジ アズ リョウイク シエン ジギョウ コウコウ ソツギョウゴ ツウショ シセツ イチジ アズ フク

		承諾 ショウダク		相談支援事業所みどり		0285-45-8362		0285-45-8397		329-0214		小山市乙女786-1		小山市、栃木市、古河市、結城市 オヤマシ トチギシ コガシ ユウキシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0		大人は対応可能 オトナ タイオウ カノウ		1		1		大人はあるが、こどもはない。先日訪問介護を事業所にお願いしたところどこの事業所も受けていただけなかった。 オトナ センジツ ホウモン カイゴ ジギョウショ ネガ ジギョウショ ウ		3		成人しか計画相談をしたことがないので不安である。当事業所は相談員が一名なので相談する相手がいない セイジン ケイカク ソウダン フアン トウ ジギョウショ ソウダン イン イチメイ ソウダン アイテ		サービス事業所で受けてもらえないケースがある。特に重心や精神知的等重複して疾患を持っていると問い合わせた時点でお断りされてします。 ジギョウショ ウ トク ジュウシン セイシン チテキ ナド チョウフク シッカン モ ト ア ジテン コトワ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所こころみ		0284-41-5039		0284-43-2665		326-0061		足利市田島町611-2				0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		1		0				0		1				3		これまで前例がなく、またこの障害について熟知した方（機関）があるならそちらでしていただいた方がご本人様にとってよい支援であると考えるから。※現在当法人の入所・通所等サービスを利用されている方の相談支援がほとんどの状況です。 ゼンレイ ショウガイ ジュクチ カタ キカン ホウ ホンニンサマ シエン カンガ ゲンザイ トウホウジン ニュウショ ツウショ ナド リヨウ カタ ソウダン シエン ジョウキョウ

		承諾 ショウダク		相談支援センターのどか　真岡センター		0285-81-5890		0285-85-8452		321-4305		真岡市荒町111-1		真岡市、芳賀町、市貝町、益子町、茂木町 モオカシ ハガマチ イチガイ マチ マシコ チョウ モギ マチ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1				在宅での生活では家族の介護負担の軽減が必要。フォーマルインフォーマルの枠にとらわれない福祉サービス。 ザイタク セイカツ カゾク カイゴ フタン ケイゲン ヒツヨウ ワク フクシ

		承諾 ショウダク		友井タクシー介護ステーションふれあい		0285-30-0840		0285-30-0844		323-0025		小山市城山町2丁目12-25		小山市 オヤマシ		1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		利用するサービスは多様で、施設・病院・学校など医療福祉事業所数も多く連携を図るのが困難。学校行事に参加するための会出自の支援サービスがない。 リヨウ タヨウ シセツ ビョウイン ガッコウ イリョウ フクシ ジギョウショ スウ オオ レンケイ ハカ コンナン ガッコウ ギョウジ サンカ カイ シュツジ シエン		0				ご家族様が安心して預けることができる施設と必要に預けられる施設の数は少ない。片道１時間以上かかるためとても不便に思います。呼吸器の方の預かり先は少ない。 カゾクサマ アンシン アズ シセツ ヒツヨウ アズ シセツ カズ スク カタミチ ジカン イジョウ フベン オモ コキュウキ カタ アズ サキ スク

		承諾 ショウダク		もくせいの里		0282-43-0593		0282-43-1387		329-4405		栃木市大平町西山田1198		栃木市内 トチギシナイ		0		1		1		0		1		0		0		1		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		ニーズにあてはまるサービスがなかった。例）①入浴支援②移送サービス　①自宅の浴槽では支援が入れず訪問入浴を検討。しかし、浴槽を置けるスペースがなく断念。②主たる介護者が入院。学校までの送迎ができず特例で市の移送サービスを利用するもかなり時間を要した。 レイ ニュウヨク シエン イソウ ジタク ヨクソウ シエン ハイ ホウモン ニュウヨク ケントウ ヨクソウ オ ダンネン シュ カイゴシャ ニュウイン ガッコウ ソウゲイ トクレイ シ イソウ リヨウ ジカン ヨウ		0				①地域の理解や協力②受け入れの拡大（重心の通所、24時間看護体制が整った短期入所）③デマンドタクシー等関係者の重心に対する理解（理解附属により資源として存在するが利用しがたい）④児童が入浴支援を受けられる環境（家族の身体的な介護負担軽減） チイキ リカイ キョウリョク ウ イ カクダイ ジュウシン ツウショ ジカン カンゴ タイセイ トトノ タンキ ニュウショ ナド カンケイシャ ジュウシン タイ リカイ リカイ フゾク シゲン ソンザイ リヨウ ジドウ ニュウヨク シエン ウ カンキョウ カゾク シンタイテキ カイゴ フタン ケイゲン

		承諾 ショウダク		足利障害者相談支援センター		0284-44-0307		0284-44-0318		326-0064		足利市東砂原後町1072		足利市、佐野市 アシカガシ サノシ		1		0		1		0		1		0		0		1		0		1		0		1		0				1		0				0		0		0		0				0		1				2		委託相談支援事業所のため イタク ソウダン シエン ジギョウショ		医療的ケアが整った施設のショートステイ充実が必要。また、特に呼吸器をつけた方のショート療養介護の利用とそれらを利用するための送迎体制の充実が必要。 イリョウテキ トトノ シセツ ジュウジツ ヒツヨウ トク コキュウキ カタ リョウヨウ カイゴ リヨウ リヨウ ソウゲイ タイセイ ジュウジツ ヒツヨウ

		承諾 ショウダク		指定障害者相談支援事業所あるしぇん		0282-86-7665		0282-21-7109		321-0201		栃木県下都賀郡壬生町安塚2032 ３２１－０２０１		壬生町 ミブマチ		1		0		1		0		1		0		0		1		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		①相談支援専門員として重症心身障害児（者）の方に対する支援の知識や経験が少ない②医療的ケアが必要となる方に対して対応できる福祉サービス（事業所）が少ない。 ソウダン シエン センモンイン ジュウショウシンシンショウガイジ シャ カタ タイ シエン チシキ ケイケン スク イリョウテキ ヒツヨウ カタ タイ タイオウ フクシ ジギョウショ スク		0				医療的ケアが必要な方に関して、福祉のサービスでは対応しきれない部分が多く、結果として家族が本人を抱え込まざるを得ない現状があるように感じます。家族の介護負担が少しでも軽減できるよう福祉サービスも柔軟な対応が出来るようになるといいなと思います。 イリョウテキ ヒツヨウ カタ カン フクシ タイオウ ブブン オオ ケッカ カゾク ホンニン カカ コ エ ゲンジョウ カン カゾク カイゴ フタン スコ ケイゲン フクシ ジュウナン タイオウ デキ オモ

		承諾 ショウダク		下野市相談支援事業所 こばと		0285-44-6783		0285-44-6783		329-0414		下野市小金井1146-6		下野市、上三川町 シモノ シ カミノカワマチ		1		0		1		0		0		0		1		1		0		1		1		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		医療的ケアが必要な乳幼児に対応できるヘルパー事業所。短期入所・日中一時支援事業所が近くにない（少ない）。 イリョウテキ ヒツヨウ ニュウヨウジ タイオウ ジギョウショ タンキ ニュウショ ニッチュウ イチジ シエン ジギョウショ チカ スク		0				設問5で回答した内容：外出可能な方は児童発達支援を利用可能であるが無理な方は外部との交流をもちにくい。訪問看護・訪問リハビリが入っているケースはいいがない場合母子で孤立しがち。幸いあそびの支援をしてくれるヘルパー事業所があり支援につながっている。ヘルパー利用を希望されない家庭、利用したくてもヘルパー事業所がない等支援に苦慮する。 セツモン カイトウ ナイヨウ ガイシュツ カノウ カタ ジドウ ハッタツ シエン リヨウ カノウ ムリ カタ ガイブ コウリュウ ホウモン カンゴ ホウモン ハイ バアイ ボシ コリツ サイワ シエン ジギョウショ シエン リヨウ キボウ カテイ リヨウ ジギョウショ ナド シエン クリョ

		承諾 ショウダク		相談支援センターぴあん ソウダン シエン		0282-31-1755		0282-31-2919		328-0067		栃木市皆川城内町333-2		栃木市、小山市 トチギシ オヤマシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1				これまで現場で関わったことがなく、事例検討でしか情報を把握しておらず不安はあります。でも関係機関やご家族様からいろいろなことを教えて頂きながら相談支援として専門性を活かせればと思っています。色々な立場の方からお話をお伺いしてもご家族や医療機関専門的な事業所の負担が大きく相談支援があまり役に立つことができていない（場合によっては自ら引いてしまう）今の現状を少しでも変えていければいいと思います。 ゲンバ カカ ジレイ ケントウ ジョウホウ ハアク フアン カンケイ キカン カゾクサマ オシ イタダ ソウダン シエン センモンセイ イ オモ イロイロ タチバ カタ ハナシ ウカガ カゾク イリョウ キカン センモンテキ ジギョウショ フタン オオ ソウダン シエン ヤク タ バアイ ミズカ ヒ イマ ゲンジョウ スコ カ オモ

		承諾 ショウダク		うつのみや		028-632-6074/090-4059-9728		028-632-6075		320-0861		宇都宮市西2-1-7		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				3		専門的な知識を社会資源のアドバイスを他相談支援事業所からいただきながらみずからの事業所で引き受けるという形が望ましい センモンテキ チシキ シャカイ シゲン ホカ ソウダン シエン ジギョウショ ジギョウショ ヒ ウ カタチ ノゾ

		承諾 ショウダク		サポートセンターきりん		028-612-3838		028-678-3257		321-0905		栃木県宇都宮市平出工業団地43-100 ３２１－０９０５		宇都宮市 ウツノミヤシ		0		1		1		0		1		0		0		1		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		療養介護に入所しているので他のサービスの利用が困難。そのための社会資源をつなげたり、活用したりするのが難しい。 リョウヨウ カイゴ ニュウショ ホカ リヨウ コンナン シャカイ シゲン カツヨウ ムズカ		0				今後、市町村などで展開されていく生活拠点に関する事業をうまく活用できればいいなと感じています。入所されている方々については地域とのつながり方が今後は重要になってくると思われますので、広く門扉を開けた活動などが多くなってくるといいなと思っています。 コンゴ シチョウソン テンカイ セイカツ キョテン カン ジギョウ カツヨウ カン ニュウショ カタガタ チイキ カタ コンゴ ジュウヨウ オモ ヒロ モンピ ア カツドウ オオ オモ

		承諾 ショウダク		さわやか相談支援センター		0280-57-4884		0280-57-4994		329-0112		野木町南赤塚1145-1		小山市、野木町、古河市、栃木市 オヤマシ ノギマチ コガシ トチギシ		0		1		1		0		0		0		1		0		0		1		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		現実的な目標の位置づけ ゲンジツテキ モクヒョウ イチ		0

		承諾 ショウダク		相談支援事業所つばさ		0287-53-7393		0287-53-7394		324-0044		大田原市親園824-1		大田原市、那須塩原市、那須烏山市、矢板市、さくら市、那須町、塩谷町、高根沢町 オオタワラシ ナスシオバラシ ナスカラスヤマシ ヤイタシ シ ナスマチ シオ タニ マチ タカネザワマチ		1		0		1		0		1		0		1		1		0		1		0		0		0				1		2		医療的なケアが必要なケース、将来的に短期入所につなげたいケースだった為、専門の事業所に依頼した イリョウテキ ヒツヨウ ショウライテキ タンキ ニュウショ タメ センモン ジギョウショ イライ		1		1		0		0				1		0		使えるサービスの少なさに調整が難しかった ツカ スク チョウセイ ムズカ		1				乳幼児期の受け入れ可能な福祉サービス等の社会資源が必要である。 ニュウヨウジ キ ウ イ カノウ フクシ ナド シャカイシゲン ヒツヨウ

		承諾 ショウダク		特定相談支援センターはじめ		0284-22-4561		0284-22-4562		326-0143		足利市葉鹿町735-1		足利市 アシカガシ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1

		承諾 ショウダク		上三川障がい児・者生活相談支援センター		0285-38-6854		0285-38-6841		329-0611		上三川町上三川5082-15		上三川町 カミノカワマチ		1		0		1		0		1		0		0		1		0		0		0		0		0				1		0				0		0		0		0				1		0				0

		承諾 ショウダク		はつらつサロン南天相談支援事業所		0285-22-4659		0285-38-6529		323-0027		小山市花垣町2-3-19		小山市、栃木市 オヤマシ トチギシ		0		0		1		0		1		1		0		1		1		1		1		1		0				0		0				0		0		0		0				1		0		利用したいサービス事業所が少なく生活改善、家族、支援者の負担軽減に繋がらない（訪問入浴、ショートステイ、生活介護などなど（就労Ａ型））医師によっては連携が困難。何処の精神科がよいかと利用者に問われるが答えは解らない。 リヨウ ジギョウショ スク セイカツ カイゼン カゾク シエンシャ フタン ケイゲン ツナ ホウモン ニュウヨク セイカツ カイゴ シュウロウ ガタ イシ レンケイ コンナン ドコ セイシンカ リヨウシャ ト コタ ワカ		0				本人の選択や受け入れ事業所の間口を広げる。例えば入浴はヘルパーの2人対応で行ているがヘルパー不足や腰痛の悪化などで対応が難しくなってくる。機会浴のできる生活介護を勧めるも本人の選択肢がない。自宅から出かける自由さのようなものが閉ざされているような気がする。反面高齢者のサービスは増加する一方で利用者が不足し閉鎖なども聞かれる。高齢者・障害者がともにデイサービスやショートステイを利用できるようにならないかと思う。障害児については働く両親をサポートすることで生活の安定や療育などへ通園のし易さを図り、送迎サービスの充実など。 ホンニン センタク ウ イ ジギョウショ マグチ ヒロ タト ニュウヨク ニン タイオウ オコナ ブソク ヨウツウ アッカ タイオウ ムズカ キカイ ヨク セイカツ カイゴ スス ホンニン センタクシ ジタク デ ジユウ ト キ ハンメン コウレイシャ ゾウカ イッポウ リヨウシャ フソク ヘイサ キ コウレイシャ ショウガイシャ リヨウ オモ ショウガイジ ハタラ リョウシン セイカツ アンテイ リョウイク ツウエン ヤス ハカ ソウゲイ ジュウジツ

		承諾 ショウダク		障がい者生活支援センターこぶし		028-680-5746		028-688-0214		321-0126		栃木県宇都宮市茂原町837-1		宇都宮市、上三川町 ウツノミヤシ カミノカワマチ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1				①医療機関との細かな連携体制②相談関係者を含め本人に関わり支援をするなかで即座に動きが取れるようなフットワークの軽いチーム作り イリョウ キカン コマ レンケイ タイセイ ソウダン カンケイシャ フク ホンニン カカ シエン ソクザ ウゴ ト カル ヅク
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								Ｑ3.重症心身障害児（者）の方（家族・関係機関等）からの相談を受けたことがありますか								支援者 シエンシャ		6

						ある		35								関係機関 カンケイ キカン		12

						ない		43

										それは誰からの相談でしたか						生活上の相談 セイカツ ジョウ ソウダン		19

								ａ.家族 カゾク		27						医療的な相談 イリョウテキ ソウダン		7

								ｂ.支援者 シエンシャ		6						制度に関する相談 セイド カン ソウダン		15

								ｃ.関係機関 カンケイ キカン		12						教育に関する相談 キョウイク カン ソウダン		5

										それはどんな相談でしたか						サービス等利用計画書
作成に関する相談 ナド リヨウ ケイカクショ サクセイ カン ソウダン		26

								生活上の相談 セイカツ ジョウ ソウダン		19						その他 タ		3

								医療的な相談 イリョウテキ ソウダン		7

								制度に関する相談 セイド カン ソウダン		15						自分の事業所で対応する ジブン ジギョウショ タイオウ		17

								教育に関する相談 キョウイク カン ソウダン		5						ほかの相談支援事業所へ依頼する ソウダン シエン ジギョウショ イライ		15

								サービス等利用計画書作成に関する相談 ナド リヨウ ケイカクショ サクセイ カン ソウダン		26						行政に依頼する ギョウセイ イライ		8

								その他 タ		3						その他 タ		9

										それらの相談事業所として対応（解決）はできましたか

								ａ.できた		27						ある		33

								ｂ.できなかった		4						ない		46

								Ｑ4.Ｑ3-2「ない」→これから重症心身障害児（者）の方（本人・家族等）からの相談があればどのように対応されますか								今後依頼があれば作成する コンゴ イライ サクセイ		15

						自分の事業所で対応する ジブン ジギョウショ タイオウ		17								他の相談支援事業所に依頼する ホカ ソウダン シエン ジギョウショ イライ		18

						ほかの相談支援事業所へ依頼する ソウダン シエン ジギョウショ イライ		15								作成するかどうかわからない サクセイ		14

						行政に依頼する ギョウセイ イライ		8

						その他 タ		9

								Ｑ5.重症心身障害児（者）の方のサービス等利用計画書を作成したことがありますか

						ある		33

						ない		46

						今後依頼があれば作成する コンゴ イライ サクセイ		15

						他の相談支援事業所に依頼する ホカ ソウダン シエン ジギョウショ イライ		18

						作成するかどうかわからない サクセイ		14

										「ない」と回答 カイトウ
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Ｑ2.重症心身障害児（者）の定義をご存知ですか	知っている	知らない	40	33	Ｑ3.重症心身障害児（者）の方（家族・関係機関等）からの相談を受けたことがありますか	ある	ない	35	43	それは誰からの相談でしたか	ａ.家族	ｂ.支援者	ｃ.関係機関	27	6	12	それはどんな相談でしたか	生活上の相談	医療的な相談	制度に関する相談	教育に関する相談	サービス等利用計画書作成に関する相談	その他	19	7	15	5	26	3	それらの相談事業所として対応（解決）はできましたか	ａ.できた	ｂ.できなかった	27	4	自分の事業所で対応する	ほかの相談支援事業所へ依頼する	行政に依頼する	その他	17	15	8	9	Ｑ5.重症心身障害児（者）の方のサービス等利用計画書を作成したことがありますか	ある	ない	33	46	Ｑ5.重症心身障害児（者）の方のサービス等利用計画書
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ない
59%

ある	今後依頼があれば作成する	他の相談支援事業所に依頼する	作成するかどうかわからない	33	15	18	14	

相談支援事業所 (記述)

		Ｑ1.貴施設について、お伺いいたします キ シセツ ウカガ										事業所名とコメントをくっつけるで一表を作る ジギョウショ メイ イッピョウ ツク

		1		事業所名 ジギョウショ メイ								今月中 コンゲツ チュウ

		2		電話番号 デンワ バンゴウ								地図と一覧表をパワーポイント チズ イチラン ヒョウ

		3		FAX番号 バンゴウ								各項目ごとにページを作る カクコウモク ツク

		4		所在地 ショザイチ

		5		訪問可能な主な市町村 ホウモン カノウ オモ シチョウソン

		Ｑ2.重症心身障害児（者）の定義をご存知ですか ジュウショウシンシンショウガイジ シャ テイギ ゾンジ

		Ｑ2-1		知っている シ

		Ｑ2-2		知らない シ

		Ｑ3.重症心身障害児（者）の方（家族・関係機関等）からの相談を受けたことがありますか ジュウショウシンシンショウガイジ シャ カタ カゾク カンケイ キカン ナド ソウダン ウ

		Ｑ3-1		1		ある

		Ｑ3-2		2		ない

		Ｑ3-1-Ａ

				Ａ-1それは誰からの相談でしたか ダレ ソウダン

				1		ａ.家族 カゾク

				2		ｂ.支援者 シエンシャ

				3		ｃ.関係機関 カンケイ キカン

				Ａ-2それはどんな相談でしたか（複数回答可） ソウダン フクスウ カイトウ カ

				1		ａ.生活上の相談 セイカツ ジョウ ソウダン

				2		ｂ.医療的な相談 イリョウテキ ソウダン

				3		ｃ.制度に関する相談 セイド カン ソウダン

				4		ｄ.教育に関する相談 キョウイク カン ソウダン

				5		ｅ.サービス等利用計画書作成に関する相談 ナド リヨウ ケイカクショ サクセイ カン ソウダン

				6		ｆ.その他 タ

				Ａ-3それらの相談事業所として対応（解決）はできましたか ソウダン ジギョウショ タイオウ カイケツ

				1		ａ.できた

				2		ｂ.できなかった

				Ａ-3-1それはどうしてですか

				1		ａ解決手段・方法がなかった カイケツ シュダン ホウホウ

				2		ｂ.ほかの相談支援事業所に依頼した ソウダン シエン ジギョウショ イライ

				3		ｃ.行政に依頼した ギョウセイ イライ

				4		ｄ.その他 タ

		Ｑ4.Ｑ3-2「ない」→これから重症心身障害児（者）の方（本人・家族等）からの相談があればどのように対応されますか ジュウショウシンシンショウガイジ シャ カタ ホンニン カゾク ナド ソウダン タイオウ

				Ｑ4-1		自分の事業所で対応する ジブン ジギョウショ タイオウ

				Ｑ4-2		ほかの相談支援事業所へ依頼する ソウダン シエン ジギョウショ イライ

				Ｑ4-3		行政に依頼する ギョウセイ イライ

				Ｑ4-4		その他 タ

		Ｑ5.重症心身障害児（者）の方のサービス等利用計画書を作成したことがありますか ジュウショウシンシンショウガイジ シャ カタ ナド リヨウ ケイカクショ サクセイ

				Ｑ5-1		ある

				Ｑ5-2		ない

						Ｑ5-1-Ａ		「ある」と回答→作成にあたり、苦労したこと困ったことがありましたか カイトウ サクセイ クロウ コマ

						Ｑ5-2-Ａ		「ない」と回答 カイトウ

						1		ａ.今後依頼があれば作成する コンゴ イライ サクセイ

						2		ｂ.他の相談支援事業所に依頼する ホカ ソウダン シエン ジギョウショ イライ

						3		ｃ.作成するかどうかわからない サクセイ

						Ｑ5-2-Ａ-1		b.cを回答→それはどうしてですか カイトウ

		Q6.重症心身障害児（者）の方がより良い在宅生活をしていく上で何か必要だと思うことがあればご自由にお書きください ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ カタ ヨ ザイタク セイカツ ウエ ナニ ヒツヨウ オモ ジユウ カ



		承諾可否 ショウダク カヒ		Q1												Ｑ2.重症心身障害児（者）の定義をご存知ですか ジュウショウシンシンショウガイジ シャ テイギ ゾンジ				Ｑ3.重症心身障害児（者）の方（家族・関係機関等）からの相談を受けたことがありますか ジュウショウシンシンショウガイジ シャ カタ カゾク カンケイ キカン ナド ソウダン ウ																														Ｑ4.Ｑ3-2「ない」→これから重症心身障害児（者）の方（本人・家族等）からの相談があればどのように対応されますか ジュウショウシンシンショウガイジ シャ カタ ホンニン カゾク ナド ソウダン タイオウ										Ｑ5.重症心身障害児（者）の方のサービス等利用計画書を作成したことがありますか ジュウショウシンシンショウガイジ シャ カタ ナド リヨウ ケイカクショ サクセイ										Q6.重症心身障害児（者）の方がより良い在宅生活をしていく上で何か必要だと思うことがあればご自由にお書きください ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ カタ ヨ ザイタク セイカツ ウエ ナニ ヒツヨウ オモ ジユウ カ

				事業所名 ジギョウショ メイ		電話番号 デンワ バンゴウ		FAX番号 バンゴウ		郵便番号 ユウビンバンゴウ		所在地 ショザイチ		訪問可能な主な市町村 ホウモン カノウ オモ シチョウソン		知っている		知らない シ		ある		ない		それは誰からの相談でしたか						それはどんな相談でしたか														それらの相談事業所として対応（解決）はできましたか						自分の事業所で対応する ジブン ジギョウショ タイオウ		他の相談支援事業所へ依頼する ホカ ソウダン シエン ジギョウショ イライ		行政に依頼する ギョウセイ イライ		その他 タ				ある		ない		「ある」と回答		「ない」
と回答		b.c（23）を回答

																								家族 カゾク		支援者 シエンシャ		関係機関 カンケイ キカン		生活上の相談 セイカツ ジョウ ソウダン		医療的な相談 イリョウテキ ソウダン		制度に関する相談 セイド カン ソウダン		教育に関する相談 キョウイク カン ソウダン		サービス等利用計画書作成に関する相談 ナド リヨウ ケイカクショ サクセイ カン ソウダン		その他 タ		その他回答 タ カイトウ		それらの相談事業所として対応（解決）はできましたか		それはどうしてですか		それはどうしてですか

		否 イナ		手話通訳派遣協会相談支援事業所		0287-73-4422		0287-62-7776		325-0026		栃木県那須塩原市上厚崎431-17 ３２５－００２６				0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		0		1		本事業所と同様の地域で一般相談支援事業所と連携を図り対応する ホン ジギョウショ ドウヨウ チイキ イッパン ソウダン シエン ジギョウショ レンケイ ハカ タイオウ		0		1		0		2		当事業所は手話通訳派遣を主目的とする事業所であるため、聴覚障害に対するノウハウはあるがそれ以外の障害者に対応する専門性を有していない為 トウ ジギョウショ シュワ ツウヤク ハケン シュモクテキ ジギョウショ チョウカク ショウガイ タイ イガイ ショウガイシャ タイオウ センモンセイ ユウ タメ

		否 イナ		相談支援事業所すまいる		0285-45-7199		0285-45-8437		329-0205		小山市間々田750-1		小山市 オヤマシ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		1		0				0		1		0		3		現在担当させていただいているケースの他に受け入れる時間的余裕がないため。また専門的な知識や経験がなく自信がないため。 ゲンザイ タントウ ホカ ウ イ ジカンテキ ヨユウ センモンテキ チシキ ケイケン ジシン

		否 イナ		やまゆりの里		0284-90-2030		0284-90-2031		326-0011		足利市大沼田町525-1		足利市 アシカガシ		0		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		ショートステイの利用が可能かどうか リヨウ カノウ		2		1		ショートの利用を希望していたが、幼児で夜間に吸引が必要とのことだったので職員配置上困難と判断 リヨウ キボウ ヨウジ ヤカン キュウイン ヒツヨウ ショクイン ハイチ ジョウ コンナン ハンダン		0		0		0		0				0		1		0		2		あしかがの森さんが近くにあり専門性もあるため モリ チカ センモンセイ

		否 イナ		相談支援センターひかり		028-612-7717		028-612-7718		320-0072		宇都宮市若草4-20-7		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		0		1		0		1		0		0		1		0		1		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		居宅介護事業所とニーズのマッチング キョタク カイゴ ジギョウショ		0				短期入所事業所（医療的ケア対応型）の整備 タンキ ニュウショ ジギョウショ イリョウテキ タイオウガタ セイビ

		否 イナ		相談支援センター歩み		028-667-5151		028-667-5150		321-3233		宇都宮市上籠谷町3792		真岡市、芳賀町、宇都宮市 モオカシ ハガマチ ウツノミヤシ		0		1		1		0		0		1		0		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		毎日お会いしている方ではないしお話ができる方ではないので、計画書を作ることは少々戸惑いはありましたが、すべて療育指導室の先生にご指導いただき作成することができました。お幸せな時を過ごしてほしいという思いはいっぱいありますが、なにも出来ていない自分が申し訳ないような気持ちです。 マイニチ ア カタ ハナシ カタ ケイカクショ ツク ショウショウ トマド リョウイク シドウシツ センセイ シドウ サクセイ シアワ トキ ス オモ デキ ジブン モウ ワケ キモ		0				すみません。経験不足で在宅の方はよくわかりませんが、独立行政法人国立病院機構宇都宮病院にお伺いし行き届いた介護、職員の先生方の情熱にこういうところで重症心身障害者の方が過ごせることは幸せなのでは…としみじみ思いました。 ケイケン ブソク ザイタク カタ ドクリツ ギョウセイ ホウジン コクリツ ビョウイン キコウ ウツノミヤ ビョウイン ウカガ イ トド カイゴ ショクイン センセイガタ ジョウネツ ジュウショウ シンシン ショウガイシャ カタ ス シアワ オモ

		否 イナ		ワークス共育		0287-39-5593		0287-39-5630		329-2213		那須塩原市上大貫2028-2				1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		0		1		状況に応じて対応する ジョウキョウ オウ タイオウ		0		1				1				相談支援専門員のレベルアップが必要ではないかと思います ソウダン シエン センモンイン ヒツヨウ オモ

		否 イナ		指定特定相談支援センタードリーム		0288-32-2280		0288-32-2281		321-2341		日光市大沢町274		日光市、塩谷町、鹿沼市、宇都宮市 ニッコウシ シオヤ チョウ カヌマシ ウツノミヤ シ		0		1		1		0		1		0		0		1		1		1		0		0		0				1		0				0		0		0		0				1		0		計画を作成するにあたり医療機関との連携方法を具体化していくことに連絡調整に時間を要しました。また医師同士でのやりとりの方が早いように感じました。※解決できたと言っても施設の空き待ちで関係する病院で入院しております。 ケイカク サクセイ イリョウ キカン レンケイ ホウホウ グタイカ レンラク チョウセイ ジカン ヨウ イシ ドウシ ホウ ハヤ カン カイケツ イ シセツ ア マ カンケイ ビョウイン ニュウイン		0				入所ではなく、医療ケアのできる短期入所やグループホーム、日中一時、生活介護の拡充が必要であること。また重症心身障害児（者）への理解を広めていき、理解者を増やすこと、訪問看護、訪問医療、居宅介護も活用しやすい環境づくりを相談支援専門員はネットワークづくりに努めなければんらないと思います。 ニュウショ イリョウ タンキ ニュウショ ニッチュウ イチジ セイカツ カイゴ カクジュウ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ リカイ ヒロ リカイシャ フ ホウモン カンゴ ホウモン イリョウ キョタク カイゴ カツヨウ カンキョウ ソウダン シエン センモンイン ツト オモ

		否 イナ		ユーファーム支援センター		028-689-0070		028-680-0750		321-0972		宇都宮市下川俣町206-127		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2		これまでの実績として主に就労系の利用計画の作成を行っており重症心身障害児の方への支援については経験や人員の不足から対応が困難であると思われるため ジッセキ オモ シュウロウ ケイ リヨウ ケイカク サクセイ オコナ ジュウショウ シンシン ショウガイジ カタ シエン ケイケン ジンイン フソク タイオウ コンナン オモ

		否 イナ		障害者相談支援センターひびき		028-666-7601		028-666-7602		321-0403		宇都宮市下小倉町1536		宇都宮市、さくら市 ウツノミヤシ シ		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2		かつて受け入れたことがなく、またスタッフにも医療的ケアの知識や経験が乏しく、自信をもって迎え入れることができない ウ イ イリョウテキ チシキ ケイケン トボ ジシン ムカ イ		受け入れる施設が近辺にあること ウ イ シセツ キンペン

		否 イナ		相談支援事業ぴゅあ		028-611-1771		028-611-1772		321-0911		宇都宮市問屋町3426-46		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2

		否 イナ		指定特定相談支援事業所すえひろ		0287-23-3962		0287-24-1670		324-0042		大田原市末広1-2-5		大田原市、大田原市以外は交通費を受領 オオタワラシ オオタワラシ イガイ コウツウヒ ジュリョウ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2		事業所の対象を精神障害に限定し、市に申請しているため ジギョウショ タイショウ セイシン ショウガイ ゲンテイ シ シンセイ

		否 イナ		相談支援センターふじみだい		0285-44-0200		0285-44-4255		329-0412		下野市芝1123		下野市 シモノ シ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		0		1		ケースによって検討 ケントウ		0		1				2

		否 イナ		相談支援センターひゅーまにあ宇都宮		028-678-5385		028-678-5395		320-0802		宇都宮市江野町6-15大立ビル4階		宇都宮市（鹿沼市等近隣市町村） ウツノミヤシ カヌマシ ナド キンリン シチョウソン		0		1		1		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		あるではありますが、初めての作成でまた完成はしていない段階です。病院で実施されている活動医療等で自分自身が未熟で理解が足りていない為に苦労しています。 ハジ サクセイ カンセイ ダンカイ ビョウイン ジッシ カツドウ イリョウ ナド ジブン ジシン ミジュク リカイ タ タメ クロウ		0				①医療面での安心②外部と交流する機会③家族の方への支援 イリョウ メン アンシン ガイブ コウリュウ キカイ カゾク カタ シエン

		否 イナ		地域活動支援センターあしかが		0284-41-2643		0284-43-0463		326-0808		足利市本城1-1547		足利市 アシカガシ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0						0		1		0		0				0		1				2		専門外で知識等はなく、計画書の作成は難しいため センモンガイ チシキ トウ ケイカクショ サクセイ ムズカ

		否 イナ		南那須地区障害者相談支援センター		0287-80-1020		0287-80-1027		321-0624		那須烏山市旭1-18-8		那須烏山市、那珂川町 ナスカラスヤマシ ナカガワマチ		1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		アセスメント、院内での面会予定の調整、家族への説明など インナイ メンカイ ヨテイ チョウセイ カゾク セツメイ		0				在宅医療、訪問リハビリなど24時間対応出来る専門家チーム ザイタク イリョウ ホウモン ジカン タイオウ デキ センモンカ

		否 イナ		ワン・ハーモニー		0287-22-8255		0287-48-7225		324-0042		大田原市末広1-3618-13				0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				0

		否 イナ		ひまわり相談支援事業所		0282-20-5006		0282-23-4878		328-0052		栃木市祝町12－9				0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		1		0				0		1				3		意思伝達が自分にとって受け止められるかに不安があるため イシ デンタツ ジブン ウ ト フアン

		否 イナ		サンフラワーライフ		0285-22-1109		0285-22-1345		323-0808		小山市出井1936		小山市内 オヤマシナイ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				3		近隣に受け入れ施設が少なく在宅福祉サービスに向けるのが難しい キンリン ウ イ シセツ スク ザイタク フクシ ム ムズカ

		否 イナ		natu- la(ナチュラ)		0287-67-3115		0287-67-3115		329-3153		那須塩原市大原間239-1		那須塩原市、大田原市、那須町 ナスシオバラ シ オオタワラシ ナスマチ		0		1		1		0		1		0		0		1		1		1		0		0		0				1		0				0		0		0		0				1		0		サービス自体の幅がせまいため、本人が安全に安心した生活をうけられるためにどう組み合わせたら良いか。又、家族によっては苦手な事業所もあり限られた事業所を探すのが難しかった。 ジタイ ハバ ホンニン アンゼン アンシン セイカツ ク ア ヨ マタ カゾク ニガテ ジギョウショ カギ ジギョウショ サガ ムズカ		0				訪問系のサービスがもっと充実して欲しい ホウモン ケイ ジュウジツ ホ

		否 イナ		相談支援事業所ふるさとホーム那須		0287-98-3001		0287-98-8080		324-0414		大田原市片府田1301-59		大田原市、那須町、那須塩原市、周辺 オオタワラシ ナスマチ ナスシオバラ シ シュウヘン		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2		主な精神知的関係なので、今後はできるよう専門的な部分の勉強が必要です。 オモ セイシン チテキ カンケイ コンゴ センモンテキ ブブン ベンキョウ ヒツヨウ		①専門相談②居場所③地域の理解 センモン ソウダン イバショ チイキ リカイ

		否 イナ		特定相談支援事業所きのこ		028-635-8746		028-635-8778		320-0846		栃木県宇都宮市滝の原2-4-42 ３２０－０８４６		宇都宮市 ウツノミヤシ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		1		0				0		1				3		どのように作成したらいいか不安のため サクセイ フアン

		否 イナ		こども発達支援センター鹿沼市あおば園		0289-63-1745		0289-63-1745		322-0074		鹿沼市日吉町320－1				1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		1		0				0		1				2		相談支援専門員の不足、児童発達支援事業所利用のための計画書作成が主な業務になっている ソウダン シエン センモンイン フソク ジドウ ハッタツ シエン ジギョウショ リヨウ ケイカクショ サクセイ オモ ギョウム

		否 イナ		障害者相談支援センターみつか・Ｒｕ		028-648-3971		028-648-3936		321-0347		宇都宮市飯田町261		宇都宮市、鹿沼市 ウツノミヤシ カヌマシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		1		状況に応じして他機関と連携し判断する場合もある ジョウキョウ オウ ホカ キカン レンケイ ハンダン バアイ		0		1				1		計画依頼の状況に応じて対応できない月もある（モニタリング件数） ケイカク イライ ジョウキョウ オウ タイオウ ツキ ケンスウ

		否 イナ		工房つばさ		0285-40-0388		0285-40-6700		329-0401		下野市箕輪425-1		下野市、上三川町、壬生町、ただし状況に応じて対応することが難しい場合もある シモノ シ カミノカワマチ ミブマチ ジョウキョウ オウ タイオウ ムズカ バアイ		1		0		1		0		1		0		0		1		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		短期入所、ヘルパーなどの利用希望があっても受け入れてくれる事業所が見つからない タンキ ニュウショ リヨウ キボウ ウ イ ジギョウショ ミ		3		状況により作成することができない場合がある ジョウキョウ サクセイ バアイ		重心の方の短期入所等の利用ができるところが必要。在宅でのサービスの受入必要だと思われる。 ジュウシン カタ タンキ ニュウショ ナド リヨウ ヒツヨウ ザイタク ウケイレ ヒツヨウ オモ

		否 イナ		相談支援事業所グーフォ		028-673-0002		028-671-0785		329-1105		宇都宮市中岡本町3178-3				1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1				在宅生活を支える家族に負担が重くならないようにする。緊急時に対応してくれる医療ケア付きの宿泊施設を増やしてほしい ザイタク セイカツ ササ カゾク フタン オモ キンキュウジ タイオウ イリョウ ツ シュクハク シセツ フ

		否 イナ		那珂川町社協相談支援事業所		0287-92-1273		0287-92-1295		324-0613		那珂川町馬頭560-1		那珂川町 ナカガワマチ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				0				移動支援サービス イドウ シエン

		否 イナ		相談支援事業所大山田ノンフェール		0287-93-0660		0287-83-8182		324-0602		那珂川町大山田下郷955		那珂川町 ナカガワマチ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		1		0				0		1				2		平成27年度で相談支援事業を終了するため ヘイセイ ネンド ソウダン シエン ジギョウ シュウリョウ

		否 イナ		在宅サポートこころ		028-651-0780		028-651-0781		320-0042		宇都宮市材木町4-24				0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2

		否 イナ		相談支援事業所みらい ソウダン シエン ジギョウショ		0280-57-2673		0280-57-2673		329-0111		野木町丸林371-12		野木町、小山市 ノギマチ オヤマシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		0		1		しかるべき関係機関と連携して対応する カンケイ キカン レンケイ タイオウ		0		1				3		重症心身のノウハウがない ジュウショウ シンシン

		否 イナ		大田原市社会福祉協議会		0287-54-1849		0287-54-2745		324-0233		栃木県大田原市黒羽田町848 ３２４－０２３３		大田原市内 オオタワラシナイ		0		1		1		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0				2		1				0		1		0		0				0		1				2		職員が未熟なため ショクイン ミジュク		在宅医療の充実、居宅介護の２４時間対応（サービス事業所）の充実 ザイタク イリョウ ジュウジツ キョタク カイゴ ジカン タイオウ ジギョウショ ジュウジツ

		否 イナ		障がい者相談支援センターとまつり		028-680-5570		028-680-5271		320-0052		宇都宮市中戸祭町813		宇都宮市、近隣市町村 ウツノミヤシ キンリン シチョウソン		0		1		1		0		1		0		0		1		0		0		0		0		1		親子間の関わり オヤコ カン カカ		0		0		現在対応中 ゲンザイ タイオウチュウ		0		0		0		0				1		0		保護者との連携がとれない ホゴシャ レンケイ		0

		否 イナ		宇都宮市社会福祉協議会		028-636-1536		028-636-1537		320-0806		宇都宮市中央1-1-15		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		0				2		1		医療的ケアが必要な方が長時間外出したい。長時間支援者の拘束、移動手段（車の中での対応）、医療的ケアが必要な方が外出したいときに外出できる環境がすぐに整えられない、医療的けが必要な方で要介助であるが、歩行できる方が利用できる短期入所先はないか（アクセス時間も含む） イリョウテキ ヒツヨウ カタ チョウジカン ガイシュツ チョウジカン シエン シャ コウソク イドウ シュダン クルマ ナカ タイオウ イリョウテキ ヒツヨウ カタ ガイシュツ ガイシュツ カンキョウ トトノ イリョウテキ ヒツヨウ カタ ヨウ カイジョ ホコウ カタ リヨウ タンキ ニュウショ サキ ジカン フク		0		0		0		0				1		0		専門的（医療面）な知識がなく、専門用語が多く調べたり聞いたりしながら支援していくこと。長く関わらないと親の思いまで聞き出せないこと。 センモンテキ イリョウ メン チシキ センモン ヨウゴ オオ シラ キ シエン ナガ カカ オヤ オモ キ ダ		0				当事者が何歳になっても利用できるサービス環境（短期入所、訪問入浴など）。教育もほかのお子さん同様平等に受けられる機会（学校行事も含む）。相談対応できる人材の確保。緊急時でも利用できるサービスの調整・確保。直接支援できるサービス・人材を増やすこと。 トウジシャ ナンサイ リヨウ カンキョウ タンキ ニュウショ ホウモン ニュウヨク キョウイク コ ドウヨウ ビョウドウ ウ キカイ ガッコウ ギョウジ フク ソウダン タイオウ ジンザイ カクホ キンキュウジ リヨウ チョウセイ カクホ チョクセツ シエン ジンザイ フ

		承諾 ショウダク		ライフサポートセンターゆめ		0280-33-3624		0280-57-4624		329-0111		野木町丸林630-4		野木町、その周辺地域 ノギマチ シュウヘン チイキ		1		0		1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		1		福祉サービス利用に関する相談 フクシ リヨウ カン ソウダン		1		0				0		0		0		0				1		0		医療的な情報、知識に乏しくわからない用語などが数多く出てきた。医療的ケアの内容の聞き取り（どの部分を聞いていけばよいのか） イリョウテキ ジョウホウ チシキ トボ ヨウゴ カズオオ デ イリョウテキ ナイヨウ キ ト ブブン キ		0				Ｆａの負担軽減のためのレスパイト先（ＨＰ、ＳＳ機関等）。家族それぞれの訴え、希望を明確にしていく。関係機関がチームになりＦａの支え応援をしていく。 フタン ケイゲン サキ キカンナド カゾク ウッタ キボウ メイカク カンケイ キカン ササ オウエン

		承諾 ショウダク		足利ケアサービス		0284-21-7630		0284-21-3109		326-0843		足利市五十部町809-3		足利市、佐野市、太田市 アシカガシ サノシ オオタシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		0		1		ケースによって対応する タイオウ		0		1				3

		承諾 ショウダク		相談支援センターみさと		0285-72-9767				321-4104		芳賀郡益子町大沢2800-5		芳賀郡内（真岡市、益子町、市貝町、芳賀町、茂木町） ハガ グンナイ モオカシ マシコ チョウ イチ ガイ マチ ハガマチ モギマチ		1		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		資源が少ない、短期入所先の確保が難しかった。計画を作るのには、医療情報が難しく感じられた。 シゲン スク タンキ ニュウショ サキ カクホ ムズカ ケイカク ツク イリョウ ジョウホウ ムズカ カン		0				連携の取れる医療関係者がたくさん地域の中にいてくれると安心して生活できるかな。外出や余暇の充実を図るために医療の必要な人の生活が限られてしまっている（あきらめてしまっている） レンケイ ト イリョウ カンケイシャ チイキ ナカ アンシン セイカツ ガイシュツ ヨカ ジュウジツ ハカ イリョウ ヒツヨウ ヒト セイカツ カギ

		承諾 ショウダク		サポートセンターとみや生活支援センター		028-665-8230		028-665-8230		321-2116		宇都宮市徳次郎町540		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		0		1		0		0		0		0		1		1		1		1		1		0				0		1		医療的なケアが必要な利用者様の日中活動先が限られて利用できない人がいる。学校との連携が取りにくい。通勤手段・行事参加制限があり平等性が保たれない。学校はサービスで対応を望み、福祉行政は教育で何とかするべきとつねに折り合わない。 イリョウテキ ヒツヨウ リヨウシャサマ ニッチュウ カツドウ サキ カギ リヨウ ヒト ガッコウ レンケイ ト ツウキン シュダン ギョウジ サンカ セイゲン ビョウドウセイ タモ ガッコウ タイオウ ノゾ フクシ ギョウセイ キョウイク ナン オ ア		0		0		1		0		協力してほしい キョウリョク		1		0		利用できるサービスが限られている。社会参加できる機会が少なく、場が限られている。介護者の負担軽減が取りにくい。夢や希望を叶えるための資源が少ない。 リヨウ カギ シャカイ サンカ キカイ スク バ カギ カイゴシャ フタン ケイゲン ト ユメ キボウ カナ シゲン スク		0				通勤手段、保護者なくても教育が受けられる環境。常に親同行を求めるのでは、自立につながらず、いつになっても親の負担は軽減されない。親が安心して託せる日中活動の場。社会参加、役割を担える環境作り、職場。地域で生活していくための交流の機会や場があるといい。緊急的にレスパイトを受け入れてくれる場。 ツウキン シュダン ホゴシャ キョウイク ウ カンキョウ ツネ オヤ ドウコウ モト ジリツ オヤ フタン ケイゲン オヤ アンシン タク ニッチュウ カツドウ バ シャカイ サンカ ヤクワリ ニナ カンキョウ ヅク ショクバ チイキ セイカツ コウリュウ キカイ バ キンキュウテキ ウ イ バ

		承諾 ショウダク		社会就労センターえいぶるの里 シャカイ シュウロウ サト		0285-22-4561		0285-224581		323-0003		小山市東島田2403-2		小山市、下野市、上三川町、野木町、結城市、古河市、筑西市 オヤマシ シモノ シ カミノカワマチ ノギマチ ユウキシ コガシ ツク ニシ シ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				1		0		自己決定が難しいため、家族中心の考えになってしまうこと。また、利用できる社会資源が少ない。 ジコ ケッテイ ムズカ カゾク チュウシン カンガ リヨウ シャカイ シゲン スク		1				関係機関との連携、特に在宅が長い方は医療機関とのかかわりが家族も含め、希薄になってしまい、二次障害に対応できない。地域に総合的に支援でき、医療的ケアが受けられる場所、または訪問医療の充実が必要と思います。 カンケイ キカン レンケイ トク ザイタク ナガ カタ イリョウ キカン カゾク フク キハク ニジ ショウガイ タイオウ チイキ ソウゴウテキ シエン イリョウテキ ウ バショ ホウモン イリョウ ジュウジツ ヒツヨウ オモ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所「ピュア」		0282-31-3911		0282-31-3912		328-0133		栃木市大森町465		栃木市、鹿沼市、佐野市、小山市、壬生町 トチギシ カヌマシ サノシ オヤマシ ミブマチ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1

		承諾 ショウダク		社会福祉法人とちのみ会　こなかの森 シャカイ フクシ ホウジン カイ モリ		0283-24-5757		0283-24-6294		327-0001		佐野市小中町1280		佐野市、足利市 サノシ アシカガシ		1		0		1		0		1		0		0		1		0		1		0		0		0				1		2		通所型のため、短期入所の受け入れはサービスとして提供できず、他施設の紹介、相談支援事業につなげている。 ツウショ ガタ タンキ ニュウショ ウ イ テイキョウ タ シセツ ショウカイ ソウダン シエン ジギョウ		0		0		0		0				1		0		療養型短期入所ほかの施設への短期入所の受け入れ状況など、受け入れ場所を見つけるなど。短期入所時の発作発症時医療への繋ぎが困難。問題多（かかりつけ医への搬送） リョウヨウガタ タンキ ニュウショ シセツ タンキ ニュウショ ウ イ ジョウキョウ ウ イ バショ ミ タンキ ニュウショ ジ ホッサ ハッショウ ジ イリョウ ツナ コンナン モンダイ タ イ ハンソウ		0				佐野市には、身障（重心）短期入所施設がなく老人施設に佐野市が委託しているが、利用する人もいなく、サービスが使いづらい状態にある。短期入所受け入れ可能施設が増えることで、家族のほうも使いやすく利便性があがると考えます。 サノシ シンショウ ジュウシン タンキ ニュウショ シセツ ロウジン シセツ サノシ イタク リヨウ ヒト ツカ ジョウタイ タンキ ニュウショ ウ イ カノウ シセツ フ カゾク ツカ リベンセイ カンガ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所テトテ		0287-36-7171		0287-36-7181		329-2732		那須塩原市一区町251-1		那須塩原市（大田原、矢板、那須町、那珂川町、烏山） ナスシオバラ シ オオタワラ ヤイタ ナスマチ ナカガワマチ カラスヤマ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		0		1		委託の相談支援事業所や重心専門の事業所に相談する イタク ソウダン シエン ジギョウショ ジュウシン センモン ジギョウショ ソウダン		0		1				3		その方にとって、より専門性の高い方が対応することが望ましいと思いますので、作成が適するか否か周囲のサービス状況なども考慮して決めたいと思います。適切にアドバイスをいただける地域の環境が整っていれば、スキルアップ、経験の積み重ねのためにも作成したいです。 カタ センモンセイ タカ ホウ タイオウ ノゾ オモ サクセイ テキ イナ シュウイ ジョウキョウ コウリョ キ オモ テキセツ チイキ カンキョウ トトノ ケイケン ツ カサ サクセイ		相談支援専門員のスキルアップ。きめ細かい支援（サービスの充実）本人のニーズを正しく理解できる人材の育成と地域の理解。 ソウダン シエン センモンイン コマ シエン ジュウジツ ホンニン タダ リカイ ジンザイ イクセイ チイキ リカイ

		承諾 ショウダク		指定特定相談支援事業所あじさい		0287-60-3361		0287-60-3362		325-0034		那須塩原市東原166		那須塩原市、那須町 ナスシオバラ シ ナスマチ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2				訪問看護、訪問診療を行う医師が必要だと思います。 ホウモン カンゴ ホウモン シンリョウ オコナ イシ ヒツヨウ オモ

		承諾 ショウダク		障害者相談支援センターいぶき		028-678-3502		028-676-3501		329-1216		高根沢町桑窪2266-2		高根沢町 タカネザワマチ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1				短期入所など受け入れてくれる施設を増やしてほしい。県内で受け入れていただけない為、県外の施設を考えなくてはいけない方がいます。 タンキ ニュウショ ウ イ シセツ フ ケンナイ ウ イ タメ ケンガイ シセツ カンガ カタ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所わくわくおやま		0285-24-6575		0285-20-0255		323-0022		小山市駅東通り3-9-6		小山市 オヤマシ		1		0		1		0		1		1		1		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		関係事業所が多いことで情報収集連携等大変。医療機関とも連携を図る必要あり。レスパイト、ショートステイの受入困難。利用できる事業所が少ない。 カンケイ ジギョウショ オオ ジョウホウ シュウシュウ レンケイ ナド タイヘン イリョウ キカン レンケイ ハカ ヒツヨウ ウケイレ コンナン リヨウ ジギョウショ スク		0				重症心身障害児（者）を受け入れしてくれる事業所、施設がもっと多くあればよいと思われる。通所日中一時短期入所など。相談支援、計画作成についてもほかの事業所が受け入れてくれないとの理由で受け入れ可能事業所へ集中してしまう為、相談員への研修等を増やせばよいが。しかし日々の業務が多忙であるため、難しいのかな？ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ ウ イ ジギョウショ シセツ オオ オモ ツウショ ニッチュウ イチジ タンキ ニュウショ ソウダン シエン ケイカク サクセイ ジギョウショ ウ イ リユウ ウ イ カノウ ジギョウショ シュウチュウ タメ ソウダン イン ケンシュウ ナド フ ヒビ ギョウム タボウ ムズカ

		承諾 ショウダク		相談支援センターネクスト		080-8854-9551		0280-612-1558		320-0034		宇都宮市泉町6-25		宇都宮市 ウツノミヤシ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2

		承諾 ショウダク		相談支援事業のぞみ		0287-65-2288		0287-65-2282		329-3152		那須塩原市上中野53		那須塩原市、大田原市、那須町 ナスシオバラ シ オオタワラシ ナスマチ		1		0		1		0		0		0		1		1		1		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		現サービスでの医療ケアをふまえ、将来にむけて他事業との連携につなげるよう計画作成、調整に苦労した。 ゲン イリョウ ショウライ タ ジギョウ レンケイ ケイカク サクセイ チョウセイ クロウ		0				選択肢が増えるよう受け入れ可能な福祉サービス事業所の増加が必要だと思われます。 センタクシ フ ウ イ カノウ フクシ ジギョウショ ゾウカ ヒツヨウ オモ

		承諾 ショウダク		サポートセンターひばり		028-670-0330		028-667-7315		321-3236		宇都宮市竹下町435-159		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		苦労ではないが、お母様がとても一生懸命ですでにサービスも繋がっていたため、現状を計画にする形となったが、計画作成後のかかわりについて相談員としてどのようにすべきことが望ましいかと考える。 クロウ カアサマ イッショウケンメイ ツナ ゲンジョウ ケイカク カタチ ケイカク サクセイ ゴ ソウダン イン ノゾ カンガ		0				福祉サービスや医療、またボランティアが入室されるととてもよいと思います。また、介助者（家族）のケアも考えると気軽に参加できるようなイベント（医療が整っていたり、介助するボランティアさんがいたり）や、同じ重症心身障害児（者）をもつかたとのネットワークがあるといいのかなと思います。 フクシ イリョウ ニュウシツ オモ カイジョシャ カゾク カンガ キガル サンカ イリョウ トトノ カイジョ オナ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ オモ

		承諾 ショウダク		高根沢町障害児者生活支援センターすまいる タカネザワマチ		028-612-2751		028-612-2752		329-1225		栃木県塩谷郡高根沢町石末1825　福祉センター内 ３２９－１２２５ フクシ ナイ		高根沢町 タカネザワマチ		1		0		1		0		0		0		1		0		0		1		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		地元に使える資源がなく苦労した ジモト ツカ シゲン クロウ		0				①医療と福祉の連携ネットワーク②重心の方でも利用できるサービスが増えること③訪問診療医 イリョウ フクシ レンケイ ジュウシン カタ リヨウ フ ホウモン シンリョウ イ

		承諾 ショウダク		障害者相談支援センターフォレスト		0284-91-1816		0284-91-2867		326-0011		足利市大沼田町615		足利市及び近隣市町村 アシカガシ オヨ キンリン シチョウソン		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0				0

		承諾 ショウダク		障がい者相談支援事業所ケアサプライ		0287-73-5312		0287-73-5311		329-3221		栃木県那須郡那須町漆塚762-102 ３２９－３２２１		白河市、那須町、那須塩原市、大田原市 シラカワシ ナスマチ ナスシオバラシ オオタワラシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1				サービスを提供できる事業所の充実を図る テイキョウ ジギョウショ ジュウジツ ハカ

		承諾 ショウダク		南栃木支援センター相談支援		0285-44-6118		0285-44-7215		329-0412		下野市柴1432-105		下野市、小山市、壬生町 シモノ シ オヤマシ ミブマチ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		0		1		介護保険と併用する場合のみ対応する カイゴ ホケン ヘイヨウ バアイ タイオウ		0		1				3		介護保険と併用する場合のみ作成する カイゴ ホケン ヘイヨウ バアイ サクセイ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所とまり木		0287-54-2854		0287-54-2230		324-0231		大田原市北野上3952		大田原市、那須塩原市、那須町 オオタワラシ ナスシオバラシ ナスマチ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1				当事業所の対応範囲は現在、知的障害者特に中・軽度が主だが、精神（高次脳機能障害も含む）分野もやり始めている。今後重症心身障害者もほかの相談支援事業所の助けを得ながら、勉強しながら対応したいと考えている。そのために研修や見学の機会を多く作っていただきたい。今は、当事業所はその程度しか考えられない。 トウ ジギョウショ タイオウ ハンイ ゲンザイ チテキ ショウガイシャ トク チュウ ケイド オモ セイシン コウジ ノウ キノウ ショウガイ フク ブンヤ ハジ コンゴ ジュウショウ シンシン ショウガイシャ ソウダン シエン ジギョウショ タス エ ベンキョウ タイオウ カンガ ケンシュウ ケンガク キカイ オオ ツク イマ トウ ジギョウショ テイド カンガ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所ポンテ		028-652-7288		028-652-6355		321-0341		宇都宮市古賀志町1964-12		宇都宮、鹿沼、日光、壬生 ウツノミヤ カヌマ ニッコウ ミブ		0		1		1		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0				0				未就学児（3～5才）の方の医療型児童発達支援を分離で行う施設が数か所あると良いと思います。 ミシュウガクジ サイ カタ イリョウ ガタ ジドウ ハッタツ シエン ブンリ オコナ シセツ スウ ショ ヨ オモ

		承諾 ショウダク		相談支援センター光輝舎		0285-70-2020		0285-72-8222		321-4105		芳賀郡益子町北中1113-1		芳賀郡、真岡市等 ハガ グン モオカシ ナド		1		0		1		0		1		1		1		1		0		1		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		利用できるサービス事業所が少ない。重心児者に合わせたプログラムが見つからない（近隣で） リヨウ ジギョウショ スク ジュウシン ジ シャ ア ミ キンリン		0				本人の状態にもよるが、重度化する状況に対応できる事業所の確保。家族の負担が大きくなり在宅生活の継続が困難になることが予測されるので、在宅で支援が受けられるような体制の充実と、レスパイトサービスの拡大。 ホンニン ジョウタイ ジュウドカ ジョウキョウ タイオウ ジギョウショ カクホ カゾク フタン オオ ザイタク セイカツ ケイゾク コンナン ヨソク ザイタク シエン ウ タイセイ ジュウジツ カクダイ

		承諾 ショウダク		特定相談支援事業所やすらぎ		028-650-7727		028-650-7728		320-0011		宇都宮市富士見が丘3－19－20		宇都宮市 ウツノミヤシ		0		0		1		0		1		0		0		0		0		1		1		0		0				0		3		対応できるヘルパーがいれば支援する タイオウ シエン		0		0		0		0				0		1				3

		承諾 ショウダク		障がい者支援センターにんべん		028-686-2539		028-686-2584		329-1417		さくら市フィオーレ喜連川5-2-1　フィオーレガーデン1-102		さくら市 シ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1				地域資源アンケートをいただきありがとうございました。設問に対しまして知識不足にこれでいいのかという思いです。相談支援専門員として設問にありました「3」要望がでますれば、先輩相談員・各職種の方々に相談・指導をいただき、相談支援事業を行ってみたいと考えます。大島先生について学ばせて頂きました。 チイキ シゲン セツモン タイ チシキ ブソク オモ ソウダン シエン センモンイン セツモン ヨウボウ センパイ ソウダン イン カクショクシュ カタガタ ソウダン シドウ ソウダン シエン ジギョウ オコナ カンガ オオシマ センセイ マナ イタダ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所おやま		0285-22-1833		0285-228946		323-0014		小山市喜沢660		小山市、下野市 オヤマシ シモノ シ		1		0		1		0		1		1		0		0		0		0		0		1		0				2		3				0		0		0		0				1		0		本人の意思が明確でないので親の意向中心のものになってしまった。 ホンニン イシ メイカク オヤ イコウ チュウシン		0

		承諾 ショウダク		真岡介護センター		0285-80-5200		0285-80-5211		321-4361		真岡市並木町1-8-1　シティ並木102 ナミキ		真岡市、芳賀町南部、市貝町南部、益子町西部、上三川東部 モオカシ ハガマチ ナンブ イチ ガイ チョウ ナンブ マシコ チョウ セイブ カミノカワ トウブ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		0		1				0		1				3		担当者の受け持ちケースの状況など考慮し対応できるか検討したい タントウシャ ウ モ ジョウキョウ コウリョ タイオウ ケントウ

		承諾 ショウダク		さの社協相談支援センターほっぷ		0283-22-8152		0283-22-8199		327-0003		佐野市大橋町3212-27		佐野市全域 サノシ ゼンイキ		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2		現在相談支援専門員1名で行っているため ゲンザイ ソウダン シエン センモンイン メイ オコナ

		承諾 ショウダク		相談支援ウエイブ		0282-23-4465		0282-23-4465		328-0012		栃木市平柳町1-2-7		栃木市、壬生町 トチギシ ミブマチ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		1		0				0		1				2		指定特定相談支援事業で精神に対応しているため シテイ トクテイ ソウダン シエン ジギョウ セイシン タイオウ		ご家族の中だけでは生活がマンネリ化して単調になりかねないので、音楽、体を動かす、読み聞かせ麻痺・拘縮のマッサージなどのリハビリの頻度を高める。ご本人が楽しいと感じることを提供できる。ご家族が疲弊しないよう旅行や趣味などの充実した時間がもてるようサービスを利用していくこと。 カゾク ナカ セイカツ カ タンチョウ オンガク カラダ ウゴ ヨ キ マヒ コウシュク ヒンド タカ ホンニン タノ カン テイキョウ カゾク ヒヘイ リョコウ シュミ ジュウジツ ジカン リヨウ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所わらしべの家		0282-27-1627		0282-27-1675		328-0011		栃木市大宮町2708-3		栃木市 トチギシ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1		専門的な知識が不十分なため行政などの機関と相談しながらの対応となります センモンテキ チシキ フジュウブン ギョウセイ キカン ソウダン タイオウ		短期入所や移動支援などの福祉サービス利用時にお付き合いのある医療機関や訪問看護の看護師が同行でき緊急時の対応が迅速にとれる体制（すでにできていたらすみません） タンキ ニュウショ イドウ シエン フクシ リヨウ ジ ツ ア イリョウ キカン ホウモン カンゴ カンゴシ ドウコウ キンキュウジ タイオウ ジンソク タイセイ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所　空		0287-73-8165		0287-73-8165		329-3157		那須塩原市大原間西1-19-9		那須塩原市、大田原市、那須町 ナスシオバラ シ オオタワラシ ナスマチ		1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		重心のお子様の療育支援をやっていたので、苦労はありませんでしたが、医療（訪問看護）訪問リハ訪問入浴の制度を知らなかったので、その方々との連携が取れて大変勉強になりました。 ジュウシン コサマ リョウイク シエン クロウ イリョウ ホウモン カンゴ ホウモン ホウモン ニュウヨク セイド シ カタガタ レンケイ ト タイヘン ベンキョウ		0				医療的ケアの必要な方には支援スタッフ・必ず看護師の方が不在では双方安心したケアはできません。例）乳幼児の通所事業は保母と看護師さん。小学→高校までは義務教育がありますが事後に生活介護はもちろんですが、本当に重心の方の為の日中活動の場が不足しているとおもいますので重心の方の通所事業は必要と思います。家庭以外で通える場所→一時預かりや療育支援事業→高校卒業後は通所施設（一時預かりも含めて） イリョウテキ ヒツヨウ カタ シエン カナラ カンゴシ カタ フザイ ソウホウ アンシン レイ ニュウヨウジ ツウショ ジギョウ ホボ カンゴシ ショウガク コウコウ ギム キョウイク ジゴ セイカツ カイゴ ホントウ ジュウシン カタ タメ ニッチュウ カツドウ バ フソク ジュウシン カタ ツウショ ジギョウ ヒツヨウ オモ カテイ イガイ カヨ バショ イチジ アズ リョウイク シエン ジギョウ コウコウ ソツギョウゴ ツウショ シセツ イチジ アズ フク

		承諾 ショウダク		相談支援事業所みどり		0285-45-8362		0285-45-8397		329-0214		小山市乙女786-1		小山市、栃木市、古河市、結城市 オヤマシ トチギシ コガシ ユウキシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0		大人は対応可能 オトナ タイオウ カノウ		1		1		大人はあるが、こどもはない。先日訪問介護を事業所にお願いしたところどこの事業所も受けていただけなかった。 オトナ センジツ ホウモン カイゴ ジギョウショ ネガ ジギョウショ ウ		3		成人しか計画相談をしたことがないので不安である。当事業所は相談員が一名なので相談する相手がいない セイジン ケイカク ソウダン フアン トウ ジギョウショ ソウダン イン イチメイ ソウダン アイテ		サービス事業所で受けてもらえないケースがある。特に重心や精神知的等重複して疾患を持っていると問い合わせた時点でお断りされてします。 ジギョウショ ウ トク ジュウシン セイシン チテキ ナド チョウフク シッカン モ ト ア ジテン コトワ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所こころみ		0284-41-5039		0284-43-2665		326-0061		足利市田島町611-2				0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		1		0				0		1				3		これまで前例がなく、またこの障害について熟知した方（機関）があるならそちらでしていただいた方がご本人様にとってよい支援であると考えるから。※現在当法人の入所・通所等サービスを利用されている方の相談支援がほとんどの状況です。 ゼンレイ ショウガイ ジュクチ カタ キカン ホウ ホンニンサマ シエン カンガ ゲンザイ トウホウジン ニュウショ ツウショ ナド リヨウ カタ ソウダン シエン ジョウキョウ

		承諾 ショウダク		相談支援センターのどか　真岡センター		0285-81-5890		0285-85-8452		321-4305		真岡市荒町111-1		真岡市、芳賀町、市貝町、益子町、茂木町 モオカシ ハガマチ イチガイ マチ マシコ チョウ モギ マチ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1				在宅での生活では家族の介護負担の軽減が必要。フォーマルインフォーマルの枠にとらわれない福祉サービス。 ザイタク セイカツ カゾク カイゴ フタン ケイゲン ヒツヨウ ワク フクシ

		承諾 ショウダク		友井タクシー介護ステーションふれあい		0285-30-0840		0285-30-0844		323-0025		小山市城山町2丁目12-25		小山市 オヤマシ		1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		利用するサービスは多様で、施設・病院・学校など医療福祉事業所数も多く連携を図るのが困難。学校行事に参加するための会出自の支援サービスがない。 リヨウ タヨウ シセツ ビョウイン ガッコウ イリョウ フクシ ジギョウショ スウ オオ レンケイ ハカ コンナン ガッコウ ギョウジ サンカ カイ シュツジ シエン		0				ご家族様が安心して預けることができる施設と必要に預けられる施設の数は少ない。片道１時間以上かかるためとても不便に思います。呼吸器の方の預かり先は少ない。 カゾクサマ アンシン アズ シセツ ヒツヨウ アズ シセツ カズ スク カタミチ ジカン イジョウ フベン オモ コキュウキ カタ アズ サキ スク

		承諾 ショウダク		もくせいの里		0282-43-0593		0282-43-1387		329-4405		栃木市大平町西山田1198		栃木市内 トチギシナイ		0		1		1		0		1		0		0		1		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		ニーズにあてはまるサービスがなかった。例）①入浴支援②移送サービス　①自宅の浴槽では支援が入れず訪問入浴を検討。しかし、浴槽を置けるスペースがなく断念。②主たる介護者が入院。学校までの送迎ができず特例で市の移送サービスを利用するもかなり時間を要した。 レイ ニュウヨク シエン イソウ ジタク ヨクソウ シエン ハイ ホウモン ニュウヨク ケントウ ヨクソウ オ ダンネン シュ カイゴシャ ニュウイン ガッコウ ソウゲイ トクレイ シ イソウ リヨウ ジカン ヨウ		0				①地域の理解や協力②受け入れの拡大（重心の通所、24時間看護体制が整った短期入所）③デマンドタクシー等関係者の重心に対する理解（理解附属により資源として存在するが利用しがたい）④児童が入浴支援を受けられる環境（家族の身体的な介護負担軽減） チイキ リカイ キョウリョク ウ イ カクダイ ジュウシン ツウショ ジカン カンゴ タイセイ トトノ タンキ ニュウショ ナド カンケイシャ ジュウシン タイ リカイ リカイ フゾク シゲン ソンザイ リヨウ ジドウ ニュウヨク シエン ウ カンキョウ カゾク シンタイテキ カイゴ フタン ケイゲン

		承諾 ショウダク		足利障害者相談支援センター		0284-44-0307		0284-44-0318		326-0064		足利市東砂原後町1072		足利市、佐野市 アシカガシ サノシ		1		0		1		0		1		0		0		1		0		1		0		1		0				1		0				0		0		0		0				0		1				2		委託相談支援事業所のため イタク ソウダン シエン ジギョウショ		医療的ケアが整った施設のショートステイ充実が必要。また、特に呼吸器をつけた方のショート療養介護の利用とそれらを利用するための送迎体制の充実が必要。 イリョウテキ トトノ シセツ ジュウジツ ヒツヨウ トク コキュウキ カタ リョウヨウ カイゴ リヨウ リヨウ ソウゲイ タイセイ ジュウジツ ヒツヨウ

		承諾 ショウダク		指定障害者相談支援事業所あるしぇん		0282-86-7665		0282-21-7109		321-0201		栃木県下都賀郡壬生町安塚2032 ３２１－０２０１		壬生町 ミブマチ		1		0		1		0		1		0		0		1		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		①相談支援専門員として重症心身障害児（者）の方に対する支援の知識や経験が少ない②医療的ケアが必要となる方に対して対応できる福祉サービス（事業所）が少ない。 ソウダン シエン センモンイン ジュウショウシンシンショウガイジ シャ カタ タイ シエン チシキ ケイケン スク イリョウテキ ヒツヨウ カタ タイ タイオウ フクシ ジギョウショ スク		0				医療的ケアが必要な方に関して、福祉のサービスでは対応しきれない部分が多く、結果として家族が本人を抱え込まざるを得ない現状があるように感じます。家族の介護負担が少しでも軽減できるよう福祉サービスも柔軟な対応が出来るようになるといいなと思います。 イリョウテキ ヒツヨウ カタ カン フクシ タイオウ ブブン オオ ケッカ カゾク ホンニン カカ コ エ ゲンジョウ カン カゾク カイゴ フタン スコ ケイゲン フクシ ジュウナン タイオウ デキ オモ

		承諾 ショウダク		下野市相談支援事業所 こばと		0285-44-6783		0285-44-6783		329-0414		下野市小金井1146-6		下野市、上三川町 シモノ シ カミノカワマチ		1		0		1		0		0		0		1		1		0		1		1		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		医療的ケアが必要な乳幼児に対応できるヘルパー事業所。短期入所・日中一時支援事業所が近くにない（少ない）。 イリョウテキ ヒツヨウ ニュウヨウジ タイオウ ジギョウショ タンキ ニュウショ ニッチュウ イチジ シエン ジギョウショ チカ スク		0				設問5で回答した内容：外出可能な方は児童発達支援を利用可能であるが無理な方は外部との交流をもちにくい。訪問看護・訪問リハビリが入っているケースはいいがない場合母子で孤立しがち。幸いあそびの支援をしてくれるヘルパー事業所があり支援につながっている。ヘルパー利用を希望されない家庭、利用したくてもヘルパー事業所がない等支援に苦慮する。 セツモン カイトウ ナイヨウ ガイシュツ カノウ カタ ジドウ ハッタツ シエン リヨウ カノウ ムリ カタ ガイブ コウリュウ ホウモン カンゴ ホウモン ハイ バアイ ボシ コリツ サイワ シエン ジギョウショ シエン リヨウ キボウ カテイ リヨウ ジギョウショ ナド シエン クリョ

		承諾 ショウダク		相談支援センターぴあん ソウダン シエン		0282-31-1755		0282-31-2919		328-0067		栃木市皆川城内町333-2		栃木市、小山市 トチギシ オヤマシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1				これまで現場で関わったことがなく、事例検討でしか情報を把握しておらず不安はあります。でも関係機関やご家族様からいろいろなことを教えて頂きながら相談支援として専門性を活かせればと思っています。色々な立場の方からお話をお伺いしてもご家族や医療機関専門的な事業所の負担が大きく相談支援があまり役に立つことができていない（場合によっては自ら引いてしまう）今の現状を少しでも変えていければいいと思います。 ゲンバ カカ ジレイ ケントウ ジョウホウ ハアク フアン カンケイ キカン カゾクサマ オシ イタダ ソウダン シエン センモンセイ イ オモ イロイロ タチバ カタ ハナシ ウカガ カゾク イリョウ キカン センモンテキ ジギョウショ フタン オオ ソウダン シエン ヤク タ バアイ ミズカ ヒ イマ ゲンジョウ スコ カ オモ

		承諾 ショウダク		うつのみや		028-632-6074/090-4059-9728		028-632-6075		320-0861		宇都宮市西2-1-7		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				3		専門的な知識を社会資源のアドバイスを他相談支援事業所からいただきながらみずからの事業所で引き受けるという形が望ましい センモンテキ チシキ シャカイ シゲン ホカ ソウダン シエン ジギョウショ ジギョウショ ヒ ウ カタチ ノゾ

		承諾 ショウダク		サポートセンターきりん		028-612-3838		028-678-3257		321-0905		栃木県宇都宮市平出工業団地43-100 ３２１－０９０５		宇都宮市 ウツノミヤシ		0		1		1		0		1		0		0		1		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		療養介護に入所しているので他のサービスの利用が困難。そのための社会資源をつなげたり、活用したりするのが難しい。 リョウヨウ カイゴ ニュウショ ホカ リヨウ コンナン シャカイ シゲン カツヨウ ムズカ		0				今後、市町村などで展開されていく生活拠点に関する事業をうまく活用できればいいなと感じています。入所されている方々については地域とのつながり方が今後は重要になってくると思われますので、広く門扉を開けた活動などが多くなってくるといいなと思っています。 コンゴ シチョウソン テンカイ セイカツ キョテン カン ジギョウ カツヨウ カン ニュウショ カタガタ チイキ カタ コンゴ ジュウヨウ オモ ヒロ モンピ ア カツドウ オオ オモ

		承諾 ショウダク		さわやか相談支援センター		0280-57-4884		0280-57-4994		329-0112		野木町南赤塚1145-1		小山市、野木町、古河市、栃木市 オヤマシ ノギマチ コガシ トチギシ		0		1		1		0		0		0		1		0		0		1		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		現実的な目標の位置づけ ゲンジツテキ モクヒョウ イチ		0

		承諾 ショウダク		相談支援事業所つばさ		0287-53-7393		0287-53-7394		324-0044		大田原市親園824-1		大田原市、那須塩原市、那須烏山市、矢板市、さくら市、那須町、塩谷町、高根沢町 オオタワラシ ナスシオバラシ ナスカラスヤマシ ヤイタシ シ ナスマチ シオ タニ マチ タカネザワマチ		1		0		1		0		1		0		1		1		0		1		0		0		0				1		2		医療的なケアが必要なケース、将来的に短期入所につなげたいケースだった為、専門の事業所に依頼した イリョウテキ ヒツヨウ ショウライテキ タンキ ニュウショ タメ センモン ジギョウショ イライ		1		1		0		0				1		0		使えるサービスの少なさに調整が難しかった ツカ スク チョウセイ ムズカ		1				乳幼児期の受け入れ可能な福祉サービス等の社会資源が必要である。 ニュウヨウジ キ ウ イ カノウ フクシ ナド シャカイシゲン ヒツヨウ

		承諾 ショウダク		特定相談支援センターはじめ		0284-22-4561		0284-22-4562		326-0143		足利市葉鹿町735-1		足利市 アシカガシ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1

		承諾 ショウダク		上三川障がい児・者生活相談支援センター		0285-38-6854		0285-38-6841		329-0611		上三川町上三川5082-15		上三川町 カミノカワマチ		1		0		1		0		1		0		0		1		0		0		0		0		0				1		0				0		0		0		0				1		0				0

		承諾 ショウダク		はつらつサロン南天相談支援事業所		0285-22-4659		0285-38-6529		323-0027		小山市花垣町2-3-19		小山市、栃木市 オヤマシ トチギシ		0		0		1		0		1		1		0		1		1		1		1		1		0				0		0				0		0		0		0				1		0		利用したいサービス事業所が少なく生活改善、家族、支援者の負担軽減に繋がらない（訪問入浴、ショートステイ、生活介護などなど（就労Ａ型））医師によっては連携が困難。何処の精神科がよいかと利用者に問われるが答えは解らない。 リヨウ ジギョウショ スク セイカツ カイゼン カゾク シエンシャ フタン ケイゲン ツナ ホウモン ニュウヨク セイカツ カイゴ シュウロウ ガタ イシ レンケイ コンナン ドコ セイシンカ リヨウシャ ト コタ ワカ		0				本人の選択や受け入れ事業所の間口を広げる。例えば入浴はヘルパーの2人対応で行ているがヘルパー不足や腰痛の悪化などで対応が難しくなってくる。機会浴のできる生活介護を勧めるも本人の選択肢がない。自宅から出かける自由さのようなものが閉ざされているような気がする。反面高齢者のサービスは増加する一方で利用者が不足し閉鎖なども聞かれる。高齢者・障害者がともにデイサービスやショートステイを利用できるようにならないかと思う。障害児については働く両親をサポートすることで生活の安定や療育などへ通園のし易さを図り、送迎サービスの充実など。 ホンニン センタク ウ イ ジギョウショ マグチ ヒロ タト ニュウヨク ニン タイオウ オコナ ブソク ヨウツウ アッカ タイオウ ムズカ キカイ ヨク セイカツ カイゴ スス ホンニン センタクシ ジタク デ ジユウ ト キ ハンメン コウレイシャ ゾウカ イッポウ リヨウシャ フソク ヘイサ キ コウレイシャ ショウガイシャ リヨウ オモ ショウガイジ ハタラ リョウシン セイカツ アンテイ リョウイク ツウエン ヤス ハカ ソウゲイ ジュウジツ

		承諾 ショウダク		障がい者生活支援センターこぶし		028-680-5746		028-688-0214		321-0126		栃木県宇都宮市茂原町837-1		宇都宮市、上三川町 ウツノミヤシ カミノカワマチ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1				①医療機関との細かな連携体制②相談関係者を含め本人に関わり支援をするなかで即座に動きが取れるようなフットワークの軽いチーム作り イリョウ キカン コマ レンケイ タイセイ ソウダン カンケイシャ フク ホンニン カカ シエン ソクザ ウゴ ト カル ヅク

								Ｑ2.重症心身障害児（者）の定義をご存知ですか

				1		知っている シ		40

				2		知らない シ		33

								Ｑ3.重症心身障害児（者）の方（家族・関係機関等）からの相談を受けたことがありますか

						ある		35

						ない		43

										それは誰からの相談でしたか

								ａ.家族 カゾク		27

								ｂ.支援者 シエンシャ		6

								ｃ.関係機関 カンケイ キカン		12

										それはどんな相談でしたか

								生活上の相談 セイカツ ジョウ ソウダン		19

								医療的な相談 イリョウテキ ソウダン		7

								制度に関する相談 セイド カン ソウダン		15

								教育に関する相談 キョウイク カン ソウダン		5

								サービス等利用計画書作成に関する相談 ナド リヨウ ケイカクショ サクセイ カン ソウダン		26

								その他 タ		3

										それらの相談事業所として対応（解決）はできましたか

								ａ.できた		27

								ｂ.できなかった		4

								Ｑ4.Ｑ3-2「ない」→これから重症心身障害児（者）の方（本人・家族等）からの相談があればどのように対応されますか

						自分の事業所で対応する ジブン ジギョウショ タイオウ		17

						ほかの相談支援事業所へ依頼する ソウダン シエン ジギョウショ イライ		15

						行政に依頼する ギョウセイ イライ		8

						その他 タ		9

								Ｑ5.重症心身障害児（者）の方のサービス等利用計画書を作成したことがありますか

						ある		33

						ない		46

						今後依頼があれば作成する コンゴ イライ サクセイ		15

						他の相談支援事業所に依頼する ホカ ソウダン シエン ジギョウショ イライ		18

						作成するかどうかわからない サクセイ		14

										「ない」と回答 カイトウ



重症心身障害児（者）の定義をご存知ですか

Ｑ2.重症心身障害児（者）の定義をご存知ですか	Ｑ3.重症心身障害児（者）の方（家族・関係機関等）からの相談を受けたことがありますか	それは誰からの相談でしたか	それはどんな相談でしたか	それらの相談事業所として対応（解決）はできましたか	Ｑ5.重症心身障害児（者）の方のサービス等利用計画書を作成したことがありますか	Ｑ5.重症心身障害児（者）の方のサービス等利用計画書

　　 を作成したことがありますか

ない
59%



訪問看護事業所

		Ｑ1.貴施設について、お伺いいたします キ シセツ ウカガ

		1		事業所名 ジギョウショ メイ

		2		電話番号 デンワ バンゴウ

		3		FAX番号 バンゴウ

		4		所在地 ショザイチ

		5		職員構成（常勤・非常勤は問いません） ショクイン コウセイ ジョウキン ヒジョウキン ト

						看護師 カンゴシ

						作業療法士 サギョウ リョウホウシ

						准看護師 ジュンカンゴシ

						理学療法士 リガク リョウホウシ

						保健師 ホケンシ

						言語療法士 ゲンゴ リョウホウシ

						その他 タ

		6		訪問可能な主な市町村 ホウモン カノウ オモ シチョウソン

		Q2.いままでに以下の項目を在宅看護で行ったことがありますか（あるものすべてにチェックをしてください） イカ コウモク ザイタク カンゴ オコナ

								成人在宅 セイジン ザイタク				小児在宅 ショウニ ザイタク

				在宅人工呼吸器の管理 ザイタク ジンコウ コキュウキ カンリ

				気管カニューレの交換 キカン コウカン

				気管カニューレ部位のガーゼ交換 キカン ブイ コウカン

				気管内吸引 キカンナイ キュウイン

				食事介助 ショクジ カイジョ

				経鼻チューブの交換 ケイビ コウカン

				胃瘻の管理 イロウ カンリ

				経管栄養の注入 ケイカン エイヨウ チュウニュウ

				ストーマの管理 カンリ

				尿道カテーテルの管理 ニョウドウ カンリ

				導尿 ドウニョウ

				入浴介助 ニュウヨク カイジョ

				看護師によるリハビリテーション カンゴシ

				OTもしくはPTによるリハビリテーション

				中心静脈カテーテル管理 チュウシン ジョウミャク カンリ

				高カロリー輸液の管理 コウ ユエキ カンリ

				薬剤の静注（抗生物質や利尿剤など） ヤクザイ ジョウチュウ コウセイ ブッシツ リニョウザイ

				麻薬による疼痛コントロール マヤク ウズ ツウ

				終末期の医療的ケア シュウマツキ イリョウテキ

				在宅での看取り ザイタク ミト

				24時間対応 ジカン タイオウ

		Q3.現時点で、依頼のあった場合、重症心身障害児（者）の在宅医療を行うことはできますか ゲンジテン イライ バアイ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ ザイタク イリョウ オコナ

		1		できる

		2		できない

		3		要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン

		Q4.依頼があった場合に可能な医療的ケアと身体介護についてお答えください イライ バアイ カノウ イリョウテキ シンタイ カイゴ コタ

		※個別シートにて対応 コベツ タイオウ



				Ｑ1.貴施設について、お伺いいたします キ シセツ ウカガ																										Q2.いままでに以下の項目を在宅看護で行ったことがありますか（あるものすべてにチェックをしてください）【1.ある、0.ない】 イカ コウモク ザイタク カンゴ オコナ																																																																																				Q3		Q4.依頼があった場合に可能な医療的ケアと身体介護についてお答えください【1.できる、2.できない、3.要相談（条件による）】 イライ バアイ カノウ イリョウテキ シンタイ カイゴ コタ ヨウ ソウダン ジョウケン																																																																																																																																																																																																																		Q5.重症心身障害児（者）の方に対する医療、在宅生活等についてお気づきのことなど、ご自由にお書きください ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ カタ タイ イリョウ ザイタク セイカツナド キ ジユウ カ

				事業所名 ジギョウショ メイ		電話番号 デンワ バンゴウ		FAX番号 バンゴウ		郵便番号 ユウビンバンゴウ		所在地 ショザイチ		職員構成（常勤・非常勤は問いません）【人数：名】 ショクイン コウセイ ジョウキン ヒジョウキン ト ニンズウ メイ														訪問可能な主な市町村 ホウモン カノウ オモ シチョウソン		在宅人工呼吸器の管理 ザイタク ジンコウ コキュウキ カンリ				気管カニューレの交換 キカン コウカン				気管カニューレ部位のガーゼ交換 キカン ブイ コウカン				気管内吸引 キカンナイ キュウイン				食事介助 ショクジ カイジョ				経鼻チューブの交換 ケイビ コウカン				胃瘻の管理 イロウ カンリ				経管栄養の注入 ケイカン エイヨウ チュウニュウ				ストーマの管理 カンリ				尿道カテーテルの管理 ニョウドウ カンリ				導尿 ドウニョウ				入浴介助 ニュウヨク カイジョ				看護師によるリハビリテーション カンゴシ				OTもしくはPTによるリハビリテーション				中心静脈カテーテル管理 チュウシン ジョウミャク カンリ				高カロリー輸液の管理 コウ ユエキ カンリ				薬剤の静注（抗生物質や利尿剤など） ヤクザイ ジョウチュウ コウセイ ブッシツ リニョウザイ				麻薬による疼痛コントロール マヤク ウズ ツウ				終末期の医療的ケア シュウマツキ イリョウテキ				在宅での看取り ザイタク ミト				24時間対応 ジカン タイオウ						在宅人工呼吸器の管理 ザイタク ジンコウ コキュウキ カンリ										気管カニューレの交換 キカン コウカン										気管カニューレの管理（日常の交換以外の対応） キカン カンリ ニチジョウ コウカン イガイ タイオウ										気管内吸引 キカンナイ キュウイン										食事介助 ショクジ カイジョ										経鼻チューブの交換 ケイビ コウカン										ストーマの管理 カンリ										尿道カテーテルの管理 ニョウドウ カンリ										導尿 ドウニョウ										入浴介助 ニュウヨク カイジョ										看護師によるリハビリテーション カンゴシ										OTもしくはPTによるリハビリテーション										中心静脈カテーテル管理 チュウシン ジョウミャク カンリ										高カロリー輸液の管理 コウ ユエキ カンリ										薬剤の静注（抗生物質や利尿剤など） ヤクザイ ジョウチュウ コウセイ ブッシツ リニョウザイ										麻薬による疼痛コントロール マヤク トウツウ										終末期の医療的ケア シュウマツキ イリョウテキ										在宅での看取り ザイタク ミト										24時間対応 ジカン タイオウ										外出の介助 ガイシュツ カイジョ										通院の介助 ツウイン カイジョ

		承諾可否 ショウダク カヒ												看護師 カンゴシ		作業療法士 サギョウ リョウホウシ		准看護師 ジュンカンゴシ		理学療法士 リガク リョウホウシ		保健師 ホケンシ		言語療法士 ゲンゴ リョウホウシ		その他 タ				成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ				乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ

		否 ヒ		曙訪問看護ステーション アケボノ ホウモン カンゴ		028-660-7803		028-683-5306		321-0901		宇都宮市平出町413番地		8		3		0		3		0		1				宇都宮、高根沢 ウツノミヤ タカネザワ		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		3		2		2		2		2		3		2		2		2		2		2		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		1		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		1		1		1		3		3		3		1		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		2		2		2		2		2		いつも大変お世話になっております。当STでも数名の小児利用者をNS、PT、OTでサポートしています。又、貴院のショートステイを利用させて頂いております。ご利用者様、家族が安心して過ごせるよう地域でサポートできたらと考えています。どうぞよろしくお願い申し上げます。 タイヘン セワ トウ スウメイ ショウニ リヨウシャ マタ キ イン リヨウ イタダ リヨウシャサマ カゾク アンシン ス チイキ カンガ ネガ モウ ア

		否 ヒ		とちぎメディカルセンター		0282-22-5810		0282-225812		328-0043		栃木市境町27-21		9		0		4		1		0		1		2		栃木市、小山市、壬生町 トチギシ オヤマシ ミブマチ		1		1		1		0		1		1		1		1		1		0		1		0		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		0		1		1		3		2		1		1		1		1		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		2		2		2		1		1		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		1		1		1		1		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		2		2		2		2		2

		否 ヒ		あいケアステーション		0282-23-6221		0282-24-9850		328-0074		栃木市薗部町2-5-9		1		0		2		2		0		0				栃木市 トチギシ		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		3		2		2		2		2		3		2		2		2		2		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		3		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		3		2		2		2		2		3		2		2		2		2		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		2		2		2		2		3

		否 ヒ		訪問看護ステーションこすもす		0285-80-5511		0285-80-5512		321-4337		真岡市上高間木2-24-4		4		2		0		1		0		0						1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		3		2		2		2		3		3		2		2		2		3		3		2		2		2		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		3		3		3		3		3		3		3		2		2		2		3		3		2		2		2		3		3		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		2		2		2		2		3		2		2		2		2		3		2		2		2		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		1		3		3		3		3		3		2		2		2		2		2		緊急時に主治医又はバッックベットのある病院との連携がとれる体制が整っていないと、在宅での対応に不安があります。
現在のところ、小児科、精神科看護を経験したスタッフがいない為、受け入れに不安がありますので今回はガイドマップ等に公表することに同意する事は控えさせていただきたいと思います。 キンキュウジ シュジイ マタ ビョウイン レンケイ タイセイ トトノ ザイタク タイオウ フアン ゲンザイ ショウニカ セイシンカ カンゴ ケイケン タメ ウ イ フアン コンカイ ナド コウヒョウ ドウイ コト ヒカ オモ

		否 ヒ		訪問看護ステーションひばり		0289-64-7226		0289-64-2225		322-8550		鹿沼市下田町1-1033		6		1		0		1		0		0				市内及び近隣市 シナイ オヨ キンリン シ		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		0		1		1		2

chizuru_tanaka: 未記入		1		1		2		2		1		2		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		1		3		3		1		1		1		3		3		3		3		1		3		3		1		1		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		1		3		3		3		1		1		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1

		否 ヒ		訪問看護ステーション那須		0287-73-5048		0287-63-4566		325-0023		那須塩原市豊浦10-706		5		0		2		0		0		0				那須塩原市、大田原市、那須町 ナスシオバラ シ オオタワラシ ナスマチ		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		0		0		1		0		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		2

chizuru_tanaka: 未記入		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1

		承諾 ショウダク		さくら訪問看護ステーション		0287-29-3252		0287-29-3252		324-0058		大田原市紫塚3-2633-10		5		0		0		1		0		0				大田原市、那須塩原市、矢板市 オオタワラシ ナスシオバラ シ ヤイタ シ		1		0		1		1		1		1		1		1		1		0		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		0		1		1		3		3		3		3		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		小児の受入数（実績）が少ないので、実際依頼があった場合、入院中から手技等の指導を受けたいと思います。 ショウニ ウケイレスウ ジッセキ スク ジッサイ イライ バアイ ニュウインチュウ シュギ ナド シドウ ウ オモ

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションたんぽぽ		0280-57-1888		0280-57-3819		329-0101		下都賀郡野木町友沼5119-12		20		3		0		5		0		0		2		野木町、小山市、旧藤岡町 ノギマチ オヤマシ キュウ フジオカマチ		1		1		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		1		1		1		1		1		1		0		0		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		3		1		1		1		1		1		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		3		3		3		3		3		1		1		3		2		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		2		2		2		2		2		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		受け入れてくれる訪問看護Stの数が少ないと思います。研修会の機会を設けてサービス体制が構築できると良いと思います。 ウ イ ホウモン カンゴ カズ スク オモ ケンシュウカイ キカイ モウ タイセイ コウチク ヨ オモ

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションうつのみや		028-612-6103		028-612-6104		320-0852		宇都宮市下砥上町字並塚643番地1		11		0		0		0		0		0		1		宇都宮市、壬生町 ウツノミヤシ ミブマチ		1		1		0		0		1		1		1		1		1		0		0		0		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		2

chizuru_tanaka: 未記入		3		3		3		3		1		2		2		2		2		2		3		3		3		1		1		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		3		3		3		1		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		3		3		3		1		1		3		3		3		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーション石橋		0285-52-2293		0285-52-2268		329-0511		下野市石橋628番地		7		0		0		1		0		0		1		下野市、上三川町、壬生町、宇都宮市（部） シモノ シ カミノカワマチ ミブマチ ウツノミヤシ ブ		1		1		0		0		1		1		1		1		1		0		1		0		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		3		1		1		1		1		1		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		1		3		3		3		3		3		3		3		3		1		1		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		2		2		2		2		2		最近、訪問依頼が増えてきていますが、私たち看護師の力量不足から利用者家族へ満足のいく看護が提供できないように感じています。現在の、利用者家族から教わることが多くあり、私たちが勉強になります。ただ、訪問していて思うことは、ご両親の今までの経験でケアが進み危険であり、指導させていただいても理解が得られないこともあり、ジレンマとなっています。例）誤嚥性肺炎を繰り返している方にヘッドアップして食事を摂るよう説明してもフラットのままであったり、他の方でPEG造設されているので、栄養はPEGからにして経口からは楽しみ程度にしてと言っても、食事を経口から摂るなど。 サイキン ホウモン イライ フ ワタクシ カンゴシ リキリョウ ブソク リヨウシャ カゾク マンゾク カンゴ テイキョウ カン ゲンザイ リヨウシャ カゾク オソ オオ ワタシ ベンキョウ ホウモン オモ リョウシン イマ ケイケン スス キケン シドウ リカイ エ レイ ゴエンセイ ハイエン ク カエ カタ ショクジ ト セツメイ ホカ カタ ゾウ セツ エイヨウ ケイコウ タノ テイド イ ショクジ ケイコウ ト

		承諾 ショウダク		マロニエ訪問看護ステーション		0287-37-6322		0287-39-3305		329-2763		那須塩原市井口537-3 にしなすの総合在宅ｹｱｾﾝﾀｰ内		5		7		0		5		0		2		1		那須塩原市、那須町、大田原市　リハビリのみ→那珂川町訪問可能 ナスシオバラ シ ナスマチ オオタワラシ ナカガワ マチ ホウモン カノウ		1		1		1		0		1		1		1		1		0		0		0		1		1		1		1		1		1		0		1		1		1		1		1		1		0		0		1		1		1		0		1		0		0		0		1		0		1		1		1		1		1		1		3		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーション佐野		0283-86-7013		0283-86-7031		327-0847		佐野市天神町７７４－２２ メープルハイツ１０１号室		3		0		1		0		0		0		1		足利市、佐野市、栃木市（旧岩船市） アシカガシ サノシ トチギシ キュウ イワフネ シ		0		0		0		0		1		0		1		0		1		0		0		0		1		0		0		0		1		0		1		0		0		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		2		2		2		2		2		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1

		承諾 ショウダク		とちぎ訪問看護ステーションくろばね		0287-54-0507		0287-54-0580		324-0241		大田原市黒羽向町142番地		6		0		0		0		1		0		2		大田原市、那須塩原市、那須町、那珂川町 オオタワラシ ナスシオバラ シ ナスマチ ナカガワマチ		1		0		0		0		1		1		1		1		1		0		1		0		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		3		3		3		3		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		1		2		2		2		2		2		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3

		承諾 ショウダク		鹿沼訪問看護ステーション		0289-60-5650		0289-60-1687		322-0021		鹿沼市上野町320-3高橋ビル１階１０３号室		5		0		0		0		0		0				鹿沼市、旧宇都宮市、旧今市市、壬生町、西片町 カヌマシ キュウ ウツノミヤシ キュウ イマイチシ ミブマチ ニシカタマチ		0		0		0		0		0		0		1		0		1		0		0		0		1		0		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		2

chizuru_tanaka: 未記入		2		2		2		2		1		2		2		2		2		3		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションほっと		028-626-5739		028-625-8201		321-0974		宇都宮市竹林町958		11		0		0		2		0		0		0		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2

		承諾 ショウダク		芳賀赤十字訪問看護ステーション		0285-84-8266		0285-84-8266		321-4306		真岡市台町2461		6		0		0		0		0		0		0		芳賀郡全域（真岡市、益子町、芳賀町、茂木町） ハガ グン ゼンイキ モオカシ マシコマチ ハガマチ モギ マチ		1		1		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		3		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		当ステーションは今年度小児在宅医との連携を開始することができました。安心して在宅療養を継続できるよう、多職種と連携し、実施しています。高齢者が介護サービスを選択するように、サービスの充実は得られていません。現実は家族だけで利用者（児）のケアを実施しているケースもあり家族の介護負担は大きいと考えます。負担軽減のためには、スムーズなレスパイト入院や日中の一時お預かり等充実した施設が増えることでさらに安心した療養環境の提供ができると思います。よろしくお願いいたします。 トウ コンネンド ショウニ ザイタク イ レンケイ カイシ アンシン ザイタク リョウヨウ ケイゾク タ ショクシュ レンケイ ジッシ コウレイシャ カイゴ センタク ジュウジツ エ ゲンジツ カゾク リヨウシャ ジ ジッシ カゾク カイゴ フタン オオ カンガ フタン ケイゲン ニュウイン ニッチュウ イチジ アズ ナド ジュウジツ シセツ フ アンシン リョウヨウ カンキョウ テイキョウ オモ ネガ

		承諾 ショウダク		とちぎ訪問看護ステーションみぶ		0282-82-7262		0282-82-7260		321-0218		下都賀郡壬生町落合1-18-12		16		0		0		0		0		0		1		上三川町、下野市、壬生町、宇都宮 カミノカワマチ シモノ シ ミブ チョウ ウツノミヤ		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		1		0		1		1		1		1		1		1		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		病院との連携が大切。在宅生活を支援するためにチームで対応する（介護者の支援） ビョウイン レンケイ タイセツ ザイタク セイカツ シエン タイオウ カイゴシャ シエン

		承諾 ショウダク		ＷＡＤＥＷＡＤＥ訪問看護ステーション		028-666-5420		028-666-5460		321-0923		栃木県宇都宮市下栗町2913-1 ３２１－０９２３		12		0		0		0		0		0				宇都宮市、上三川町、 ウツノミヤシ カミノカワマチ		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		0		0		1		0		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		重心の方を看る側（介護者）の負担軽減の必要性を感じてしまいます。まだまだ「私がやらなければ」という気持ちが強く、様々な資源活用へと動きが進むような発信が大切だと思っています。 ジュウシン カタ ミ ガワ カイゴシャ フタン ケイゲン ヒツヨウセイ カン ワタシ キモ ツヨ サマザマ シゲン カツヨウ ウゴ スス ハッシン タイセツ オモ

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションあい		0287-83-8035		0287-83-8222		321-0628		那須烏山市金井2-5-9 ベンチャープラザ7号室 ゴウシツ		8		0		1		0		0		0		1		那須烏山市、那珂川町、茂木町、一貝町 ナスカラスヤマシ ナカガワマチ モギマチ イチ ガイ マチ		1		1		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		0		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		小児や重心など医療依存度が高い方には家族が安心して預けられる事業所とスタッフが必要です（レスパイトの本当の意味で）訪問看護スタッフが動きやすい仕組みがあればもっと介入できると思います。例えば在宅以外への支援での算定が可能になる。長時間支援が可能になるなど。在宅支援診療所が多ければ助かります。開業医で努力してくださる医師の力で乗り切っている地域は特にそう感じます。後方病院親元病院との連携、地域との調整などスムーズにシームレスに行われるとうれしいです。行政からの介入が少なく、制度のことなど知らないまま苦労されている方が多いので、窓口での丁寧かつタイミングよく助言をしていただくと嬉しいです。 ショウニ ジュウシン イリョウ イゾンド タカ カタ カゾク アンシン アズ ジギョウショ ヒツヨウ ホントウ イミ ホウモン カンゴ ウゴ シク カイニュウ オモ タト ザイタク イガイ シエン サンテイ カノウ チョウジカン シエン カノウ ザイタク シエン シンリョウジョ オオ タス カイギョウイ ドリョク イシ チカラ ノ キ チイキ トク カン コウホウ ビョウイン オヤモト ビョウイン レンケイ チイキ チョウセイ オコナ ギョウセイ カイニュウ スク セイド シ クロウ カタ オオ マドグチ テイネイ ジョゲン ウレ

		承諾 ショウダク		あおい訪問看護ステーション		0284-73-9456		0284-72-7600		326-0831		足利市堀込町2556 セレッソ・コート１階		16		0		0		4		0		0				足利市とその周辺（佐野市、館林市、巴楽町、太田市、桐生市） アシカガシ シュウヘン サノシ タテバヤシシ トモエ ラク マチ オオタシ キリュウシ		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1

		承諾 ショウダク		那須赤十字訪問看護ステーション		0287-23-8866		0287-23-8903		324-8686		大田原市中田原1081-4		8		1		0		0		0		0				大田原市、那須塩原市（一部を除く） オオタワラシ ナスシオバラ シ イチブ ノゾ		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		1		1		0		1		0		1		1		1		0		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションゆりの木		0287-47-5123		0287-47-5124		324-0028		大田原市山の手1-1-7 ヤマ テ		4		0		0		0		0		0				大田原市、那須塩原市、那珂川町 オオタワラシ ナスシオバラ シ ナカガワマチ		1		1		1		0		1		1		1		1		0		0		0		1		1		0		1		1		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		0		0		1		0		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		3		1		1		1		1		2		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		3		1		1		1		1		3		1		1		1		1		1		1		1		1		3		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		3		3		1		3		3		1		1		1		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		重症心身障害児施設で勤務したことのある看護師が2名いますので積極的に依頼があれば支援させていただきたいと思っています。こどもはやはり親元で成長発達できることが何よりも必要なことであると思っています。 ジュウショウ シンシン ショウガイ ジ シセツ キンム カンゴシ メイ セッキョクテキ イライ シエン オモ オヤモト セイチョウ ハッタツ ナニ ヒツヨウ オモ

		承諾 ショウダク		ライフ訪問看護リハビリテーション		0284-64-8799		0284-64-8335		326-0831		足利市堀込町2656-7　ASKビル３０１号		5		0		0		1		0		0		0		足利市、佐野市、館林市、邑楽郡、太田市、桐生市 アシカガシ サノシ タテバヤシシ オウラ グン オオタシ キリュウシ		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		この件に関する研修の案内が少ないため、学ぶ機会をもっと増やしてほしい ケン カン ケンシュウ アンナイ スク マナ キカイ フ

		承諾 ショウダク		わくわく訪問看護ステーションおやま		0285-24-6575		0285-20-0255		323-0022		小山市駅東通り3-9-6		11		0		0		5		0		0		0		小山市、結城市（茨城県）、下野市の一部、栃木市（PTのみ） オヤマシ ユウキシ イバラキケン シモノ シ イチブ トチギシ		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		1		1		1		1		3		3		3		1		1		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		自立支援のケアマネージャーがいるが、医療福祉行政をうまく連携してまとめる役割が果たせていない。それぞれが別々で動いており、介護者が困ったときの相談窓口に迷う。 ジリツ シエン イリョウ フクシ ギョウセイ レンケイ ヤクワリ ハ ベツベツ ウゴ カイゴシャ コマ ソウダン マドグチ マヨ

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーション風		028-612-1333		028-612-1384		321-0117		宇都宮市城南3丁目5-6		3		1		0		1		0		0				宇都宮、鹿沼、下野、壬生 ウツノミヤ カヌマ シモノ ミブ		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		1		1		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1

		承諾 ショウダク		宮の橋訪問看護ステーション		028-635-9839		028-635-9839		321-0963		宇都宮市南大通り1-1-23		7		0		0		1		0		0		0		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		1		1		0		1		1		1		1		1		0		0		0		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		レスパイト等受け入れ先が少ない。市のコーディネーター様がご多忙の様子であり、要望に対しての対応にかなりの時間を要する（対応されないこともある）。年度変わるときなど、担当者（市）の引き継ぎがされず、進んでいた調整も振り出しに戻ってしまうことがある。 トウ ウ イ サキ スク シ サマ タボウ ヨウス ヨウボウ タイ タイオウ ジカン ヨウ タイオウ ネンド カ タントウシャ シ ヒ ツ スス チョウセイ フ ダ モド

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションオリーブ		0282-27-8414		0282-27-8415		328-0027		栃木市今泉町1丁目17番29号		7		0		0		0		0		0				栃木市、小山市、下野市、壬生町 トチギシ オヤマシ シモノ シ ミブ マチ		1		1		1		0		1		1		1		1		0		0		0		0		1		1		1		1		0		0		1		1		1		0		1		1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションマザーの家		0283-85-7771		0283-85-7772		327-0504		佐野市中町942-1		2		0		3		0		0		0				佐野市 サノシ		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーション卯の郷		028-682-7770		028-682-7766		329-1311		さくら市氏家2650番地		3		0		0		0		0		0				さくら市（周辺15ｋｍ以内）、塩谷町、那須烏山市、宇都宮市、高根沢町 シ シュウヘン イナイ シオヤ マチ ナスカラスヤマシ ウツノミヤシ タカネザワ マチ		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		3		3		3		3		3		1		2		2		2		2		2		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		2		2		2		3		3		3		3		1		1		1		3		3		3		3		1		2		2		2		2		2		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		2		2		2		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションたかねざわ		028-680-1701		028-680-1702		329-1233		塩谷郡高根沢町宝積寺2426-8 		16		0		0		0		0		0				高根沢町、さくら市、那須烏山市、芳賀町、市貝町、茂木町、益子町、宇都宮市 タカネザワマチ シ ナスカラスヤマシ ハガ マチ イチ カイ チョウ モギマチ マシコ チョウ ウツノミヤシ		1		1		1		0		1		1		1		1		1		0		1		0		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		2		2		2		2		2

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションみどり		0285-45-8362		0285-45-8397		329-0214		小山市乙女786-1		3		0		1		0		0		0				小山市、栃木市、古河市、結城市 オヤマシ トチギシ コガシ ユウキシ		0		0		1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		1		0		1		0		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		3		2		2		2		3		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		1		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		1		1		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		訪問看護師がもっと社会資源として同行できるとよいと思う。在宅での療養はもっと看護師が活躍できる体制が整うとよいと思った。 ホウモン カンゴシ シャカイ シゲン ドウコウ オモ ザイタク リョウヨウ カンゴシ カツヤク タイセイ トトノ オモ

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションあるく		028-643-5586		028-678-8796		320-0036		宇都宮市小幡2-6-14 		5		0		1		0		0		0		1		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		0		1		0		1		0		1		0		0		1		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3

		承諾 ショウダク		とちぎ訪問看護ステーションおやま		0285-39-8602		0285-39-8607		323-0827		栃木県小山市神鳥谷2251-7 ３２３－０８２７		12		0		0		0		0		0		1		小山市、下野市（南部）、野木町（北部） オヤマシ シモノ シ ナンブ ノギ マチ ホクブ		1		1		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		1		1		1		0		0		1		0		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		3		3		1		1		1		3		1		1		1		1		小児の重症心身障害児の訪問看護を行っていく上で。たびたび感じるのが成長に伴った教育、就学が難しく親御さんの希望通りにいかないことが多く残念に思います。難しいところだと思いますが… ショウニ ジュウショウ シンシン ショウガイジ ホウモン カンゴ オコナ ウエ カン セイチョウ トモナ キョウイク シュウガク ムズカ オヤゴ キボウ ドオ オオ ザンネン オモ ムズカ オモ

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションここあ		028-600-3735		028-600-3736		321-2116		栃木県宇都宮市徳次郎町998-9 ３２１－２１１６		10		1		0		1		0		0		2		宇都宮市、日光市、 ウツノミヤシ ニッコウシ		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2

chizuru_tanaka: 未記入		

chizuru_tanaka: 未記入		
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訪問看護事業所 (記述)

		Ｑ1.貴施設について、お伺いいたします キ シセツ ウカガ

		1		事業所名 ジギョウショ メイ

		2		電話番号 デンワ バンゴウ

		3		FAX番号 バンゴウ

		4		所在地 ショザイチ

		5		職員構成（常勤・非常勤は問いません） ショクイン コウセイ ジョウキン ヒジョウキン ト

						看護師 カンゴシ

						作業療法士 サギョウ リョウホウシ

						准看護師 ジュンカンゴシ

						理学療法士 リガク リョウホウシ

						保健師 ホケンシ

						言語療法士 ゲンゴ リョウホウシ

						その他 タ

		6		訪問可能な主な市町村 ホウモン カノウ オモ シチョウソン

		Q2.いままでに以下の項目を在宅看護で行ったことがありますか（あるものすべてにチェックをしてください） イカ コウモク ザイタク カンゴ オコナ

								成人在宅 セイジン ザイタク				小児在宅 ショウニ ザイタク

				在宅人工呼吸器の管理 ザイタク ジンコウ コキュウキ カンリ

				気管カニューレの交換 キカン コウカン

				気管カニューレ部位のガーゼ交換 キカン ブイ コウカン

				気管内吸引 キカンナイ キュウイン

				食事介助 ショクジ カイジョ

				経鼻チューブの交換 ケイビ コウカン

				胃瘻の管理 イロウ カンリ

				経管栄養の注入 ケイカン エイヨウ チュウニュウ

				ストーマの管理 カンリ

				尿道カテーテルの管理 ニョウドウ カンリ

				導尿 ドウニョウ

				入浴介助 ニュウヨク カイジョ

				看護師によるリハビリテーション カンゴシ

				OTもしくはPTによるリハビリテーション

				中心静脈カテーテル管理 チュウシン ジョウミャク カンリ

				高カロリー輸液の管理 コウ ユエキ カンリ

				薬剤の静注（抗生物質や利尿剤など） ヤクザイ ジョウチュウ コウセイ ブッシツ リニョウザイ

				麻薬による疼痛コントロール マヤク ウズ ツウ

				終末期の医療的ケア シュウマツキ イリョウテキ

				在宅での看取り ザイタク ミト

				24時間対応 ジカン タイオウ

		Q3.現時点で、依頼のあった場合、重症心身障害児（者）の在宅医療を行うことはできますか ゲンジテン イライ バアイ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ ザイタク イリョウ オコナ

		1		できる

		2		できない

		3		要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン

		Q4.依頼があった場合に可能な医療的ケアと身体介護についてお答えください イライ バアイ カノウ イリョウテキ シンタイ カイゴ コタ

		※個別シートにて対応 コベツ タイオウ



				Ｑ1.貴施設について、お伺いいたします キ シセツ ウカガ										Q5.重症心身障害児（者）の方に対する医療、在宅生活等についてお気づきのことなど、ご自由にお書きください ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ カタ タイ イリョウ ザイタク セイカツナド キ ジユウ カ

				事業所名 ジギョウショ メイ		電話番号 デンワ バンゴウ		FAX番号 バンゴウ		郵便番号 ユウビンバンゴウ		所在地 ショザイチ

		承諾可否 ショウダク カヒ

		否 ヒ		曙訪問看護ステーション アケボノ ホウモン カンゴ		028-660-7803		028-683-5306		321-0901		宇都宮市平出町413番地		いつも大変お世話になっております。当STでも数名の小児利用者をNS、PT、OTでサポートしています。又、貴院のショートステイを利用させて頂いております。ご利用者様、家族が安心して過ごせるよう地域でサポートできたらと考えています。どうぞよろしくお願い申し上げます。 タイヘン セワ トウ スウメイ ショウニ リヨウシャ マタ キ イン リヨウ イタダ リヨウシャサマ カゾク アンシン ス チイキ カンガ ネガ モウ ア

		否 ヒ		とちぎメディカルセンター		0282-22-5810		0282-225812		328-0043		栃木市境町27-21

		否 ヒ		あいケアステーション		0282-23-6221		0282-24-9850		328-0074		栃木市薗部町2-5-9

		否 ヒ		訪問看護ステーションこすもす		0285-80-5511		0285-80-5512		321-4337		真岡市上高間木2-24-4		緊急時に主治医又はバッックベットのある病院との連携がとれる体制が整っていないと、在宅での対応に不安があります。
現在のところ、小児科、精神科看護を経験したスタッフがいない為、受け入れに不安がありますので今回はガイドマップ等に公表することに同意する事は控えさせていただきたいと思います。 キンキュウジ シュジイ マタ ビョウイン レンケイ タイセイ トトノ ザイタク タイオウ フアン ゲンザイ ショウニカ セイシンカ カンゴ ケイケン タメ ウ イ フアン コンカイ ナド コウヒョウ ドウイ コト ヒカ オモ

		否 ヒ		訪問看護ステーションひばり		0289-64-7226		0289-64-2225		322-8550		鹿沼市下田町1-1033

		否 ヒ		訪問看護ステーション那須		0287-73-5048		0287-63-4566		325-0023		那須塩原市豊浦10-706

		承諾 ショウダク		さくら訪問看護ステーション		0287-29-3252		0287-29-3252		324-0058		大田原市紫塚3-2633-10		小児の受入数（実績）が少ないので、実際依頼があった場合、入院中から手技等の指導を受けたいと思います。 ショウニ ウケイレスウ ジッセキ スク ジッサイ イライ バアイ ニュウインチュウ シュギ ナド シドウ ウ オモ

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションたんぽぽ		0280-57-1888		0280-57-3819		329-0101		下都賀郡野木町友沼5119-12		受け入れてくれる訪問看護Stの数が少ないと思います。研修会の機会を設けてサービス体制が構築できると良いと思います。 ウ イ ホウモン カンゴ カズ スク オモ ケンシュウカイ キカイ モウ タイセイ コウチク ヨ オモ

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションうつのみや		028-612-6103		028-612-6104		320-0852		宇都宮市下砥上町字並塚643番地1

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーション石橋		0285-52-2293		0285-52-2268		329-0511		下野市石橋628番地		最近、訪問依頼が増えてきていますが、私たち看護師の力量不足から利用者家族へ満足のいく看護が提供できないように感じています。現在の、利用者家族から教わることが多くあり、私たちが勉強になります。ただ、訪問していて思うことは、ご両親の今までの経験でケアが進み危険であり、指導させていただいても理解が得られないこともあり、ジレンマとなっています。例）誤嚥性肺炎を繰り返している方にヘッドアップして食事を摂るよう説明してもフラットのままであったり、他の方でPEG造設されているので、栄養はPEGからにして経口からは楽しみ程度にしてと言っても、食事を経口から摂るなど。 サイキン ホウモン イライ フ ワタクシ カンゴシ リキリョウ ブソク リヨウシャ カゾク マンゾク カンゴ テイキョウ カン ゲンザイ リヨウシャ カゾク オソ オオ ワタシ ベンキョウ ホウモン オモ リョウシン イマ ケイケン スス キケン シドウ リカイ エ レイ ゴエンセイ ハイエン ク カエ カタ ショクジ ト セツメイ ホカ カタ ゾウ セツ エイヨウ ケイコウ タノ テイド イ ショクジ ケイコウ ト

		承諾 ショウダク		マロニエ訪問看護ステーション		0287-37-6322		0287-39-3305		329-2763		那須塩原市井口537-3 にしなすの総合在宅ｹｱｾﾝﾀｰ内

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーション佐野		0283-86-7013		0283-86-7031		327-0847		佐野市天神町７７４－２２ メープルハイツ１０１号室

		承諾 ショウダク		とちぎ訪問看護ステーションくろばね		0287-54-0507		0287-54-0580		324-0241		大田原市黒羽向町142番地

		承諾 ショウダク		鹿沼訪問看護ステーション		0289-60-5650		0289-60-1687		322-0021		鹿沼市上野町320-3高橋ビル１階１０３号室

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションほっと		028-626-5739		028-625-8201		321-0974		宇都宮市竹林町958

		承諾 ショウダク		芳賀赤十字訪問看護ステーション		0285-84-8266		0285-84-8266		321-4306		真岡市台町2461		当ステーションは今年度小児在宅医との連携を開始することができました。安心して在宅療養を継続できるよう、多職種と連携し、実施しています。高齢者が介護サービスを選択するように、サービスの充実は得られていません。現実は家族だけで利用者（児）のケアを実施しているケースもあり家族の介護負担は大きいと考えます。負担軽減のためには、スムーズなレスパイト入院や日中の一時お預かり等充実した施設が増えることでさらに安心した療養環境の提供ができると思います。よろしくお願いいたします。 トウ コンネンド ショウニ ザイタク イ レンケイ カイシ アンシン ザイタク リョウヨウ ケイゾク タ ショクシュ レンケイ ジッシ コウレイシャ カイゴ センタク ジュウジツ エ ゲンジツ カゾク リヨウシャ ジ ジッシ カゾク カイゴ フタン オオ カンガ フタン ケイゲン ニュウイン ニッチュウ イチジ アズ ナド ジュウジツ シセツ フ アンシン リョウヨウ カンキョウ テイキョウ オモ ネガ

		承諾 ショウダク		とちぎ訪問看護ステーションみぶ		0282-82-7262		0282-82-7260		321-0218		下都賀郡壬生町落合1-18-12		病院との連携が大切。在宅生活を支援するためにチームで対応する（介護者の支援） ビョウイン レンケイ タイセツ ザイタク セイカツ シエン タイオウ カイゴシャ シエン

		承諾 ショウダク		ＷＡＤＥＷＡＤＥ訪問看護ステーション		028-666-5420		028-666-5460		321-0923		栃木県宇都宮市下栗町2913-1 ３２１－０９２３		重心の方を看る側（介護者）の負担軽減の必要性を感じてしまいます。まだまだ「私がやらなければ」という気持ちが強く、様々な資源活用へと動きが進むような発信が大切だと思っています。 ジュウシン カタ ミ ガワ カイゴシャ フタン ケイゲン ヒツヨウセイ カン ワタシ キモ ツヨ サマザマ シゲン カツヨウ ウゴ スス ハッシン タイセツ オモ

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションあい		0287-83-8035		0287-83-8222		321-0628		那須烏山市金井2-5-9 ベンチャープラザ7号室 ゴウシツ		小児や重心など医療依存度が高い方には家族が安心して預けられる事業所とスタッフが必要です（レスパイトの本当の意味で）訪問看護スタッフが動きやすい仕組みがあればもっと介入できると思います。例えば在宅以外への支援での算定が可能になる。長時間支援が可能になるなど。在宅支援診療所が多ければ助かります。開業医で努力してくださる医師の力で乗り切っている地域は特にそう感じます。後方病院親元病院との連携、地域との調整などスムーズにシームレスに行われるとうれしいです。行政からの介入が少なく、制度のことなど知らないまま苦労されている方が多いので、窓口での丁寧かつタイミングよく助言をしていただくと嬉しいです。 ショウニ ジュウシン イリョウ イゾンド タカ カタ カゾク アンシン アズ ジギョウショ ヒツヨウ ホントウ イミ ホウモン カンゴ ウゴ シク カイニュウ オモ タト ザイタク イガイ シエン サンテイ カノウ チョウジカン シエン カノウ ザイタク シエン シンリョウジョ オオ タス カイギョウイ ドリョク イシ チカラ ノ キ チイキ トク カン コウホウ ビョウイン オヤモト ビョウイン レンケイ チイキ チョウセイ オコナ ギョウセイ カイニュウ スク セイド シ クロウ カタ オオ マドグチ テイネイ ジョゲン ウレ

		承諾 ショウダク		あおい訪問看護ステーション		0284-73-9456		0284-72-7600		326-0831		足利市堀込町2556 セレッソ・コート１階

		承諾 ショウダク		那須赤十字訪問看護ステーション		0287-23-8866		0287-23-8903		324-8686		大田原市中田原1081-4

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションゆりの木		0287-47-5123		0287-47-5124		324-0028		大田原市山の手1-1-7 ヤマ テ		重症心身障害児施設で勤務したことのある看護師が2名いますので積極的に依頼があれば支援させていただきたいと思っています。こどもはやはり親元で成長発達できることが何よりも必要なことであると思っています。 ジュウショウ シンシン ショウガイ ジ シセツ キンム カンゴシ メイ セッキョクテキ イライ シエン オモ オヤモト セイチョウ ハッタツ ナニ ヒツヨウ オモ

		承諾 ショウダク		ライフ訪問看護リハビリテーション		0284-64-8799		0284-64-8335		326-0831		足利市堀込町2656-7　ASKビル３０１号		この件に関する研修の案内が少ないため、学ぶ機会をもっと増やしてほしい ケン カン ケンシュウ アンナイ スク マナ キカイ フ

		承諾 ショウダク		わくわく訪問看護ステーションおやま		0285-24-6575		0285-20-0255		323-0022		小山市駅東通り3-9-6		自立支援のケアマネージャーがいるが、医療福祉行政をうまく連携してまとめる役割が果たせていない。それぞれが別々で動いており、介護者が困ったときの相談窓口に迷う。 ジリツ シエン イリョウ フクシ ギョウセイ レンケイ ヤクワリ ハ ベツベツ ウゴ カイゴシャ コマ ソウダン マドグチ マヨ

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーション風		028-612-1333		028-612-1384		321-0117		宇都宮市城南3丁目5-6

		承諾 ショウダク		宮の橋訪問看護ステーション		028-635-9839		028-635-9839		321-0963		宇都宮市南大通り1-1-23		レスパイト等受け入れ先が少ない。市のコーディネーター様がご多忙の様子であり、要望に対しての対応にかなりの時間を要する（対応されないこともある）。年度変わるときなど、担当者（市）の引き継ぎがされず、進んでいた調整も振り出しに戻ってしまうことがある。 トウ ウ イ サキ スク シ サマ タボウ ヨウス ヨウボウ タイ タイオウ ジカン ヨウ タイオウ ネンド カ タントウシャ シ ヒ ツ スス チョウセイ フ ダ モド

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションオリーブ		0282-27-8414		0282-27-8415		328-0027		栃木市今泉町1丁目17番29号

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションマザーの家		0283-85-7771		0283-85-7772		327-0504		佐野市中町942-1

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーション卯の郷		028-682-7770		028-682-7766		329-1311		さくら市氏家2650番地

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションたかねざわ		028-680-1701		028-680-1702		329-1233		塩谷郡高根沢町宝積寺2426-8 

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションみどり		0285-45-8362		0285-45-8397		329-0214		小山市乙女786-1		訪問看護師がもっと社会資源として同行できるとよいと思う。在宅での療養はもっと看護師が活躍できる体制が整うとよいと思った。 ホウモン カンゴシ シャカイ シゲン ドウコウ オモ ザイタク リョウヨウ カンゴシ カツヤク タイセイ トトノ オモ

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションあるく		028-643-5586		028-678-8796		320-0036		宇都宮市小幡2-6-14 

		承諾 ショウダク		とちぎ訪問看護ステーションおやま		0285-39-8602		0285-39-8607		323-0827		栃木県小山市神鳥谷2251-7 ３２３－０８２７		小児の重症心身障害児の訪問看護を行っていく上で。たびたび感じるのが成長に伴った教育、就学が難しく親御さんの希望通りにいかないことが多く残念に思います。難しいところだと思いますが… ショウニ ジュウショウ シンシン ショウガイジ ホウモン カンゴ オコナ ウエ カン セイチョウ トモナ キョウイク シュウガク ムズカ オヤゴ キボウ ドオ オオ ザンネン オモ ムズカ オモ

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションここあ		028-600-3735		028-600-3736		321-2116		栃木県宇都宮市徳次郎町998-9 ３２１－２１１６







訪問看護事業所 (作業)

		Ｑ1.貴施設について、お伺いいたします キ シセツ ウカガ

		1		事業所名 ジギョウショ メイ

		2		電話番号 デンワ バンゴウ

		3		FAX番号 バンゴウ

		4		所在地 ショザイチ

		5		職員構成（常勤・非常勤は問いません） ショクイン コウセイ ジョウキン ヒジョウキン ト

						看護師 カンゴシ

						作業療法士 サギョウ リョウホウシ

						准看護師 ジュンカンゴシ

						理学療法士 リガク リョウホウシ

						保健師 ホケンシ

						言語療法士 ゲンゴ リョウホウシ

						その他 タ

		6		訪問可能な主な市町村 ホウモン カノウ オモ シチョウソン

		Q2.いままでに以下の項目を在宅看護で行ったことがありますか（あるものすべてにチェックをしてください） イカ コウモク ザイタク カンゴ オコナ

								成人在宅 セイジン ザイタク				小児在宅 ショウニ ザイタク

				在宅人工呼吸器の管理 ザイタク ジンコウ コキュウキ カンリ

				気管カニューレの交換 キカン コウカン

				気管カニューレ部位のガーゼ交換 キカン ブイ コウカン

				気管内吸引 キカンナイ キュウイン

				食事介助 ショクジ カイジョ

				経鼻チューブの交換 ケイビ コウカン

				胃瘻の管理 イロウ カンリ

				経管栄養の注入 ケイカン エイヨウ チュウニュウ

				ストーマの管理 カンリ

				尿道カテーテルの管理 ニョウドウ カンリ

				導尿 ドウニョウ

				入浴介助 ニュウヨク カイジョ

				看護師によるリハビリテーション カンゴシ

				OTもしくはPTによるリハビリテーション

				中心静脈カテーテル管理 チュウシン ジョウミャク カンリ

				高カロリー輸液の管理 コウ ユエキ カンリ

				薬剤の静注（抗生物質や利尿剤など） ヤクザイ ジョウチュウ コウセイ ブッシツ リニョウザイ

				麻薬による疼痛コントロール マヤク ウズ ツウ

				終末期の医療的ケア シュウマツキ イリョウテキ

				在宅での看取り ザイタク ミト

				24時間対応 ジカン タイオウ

		Q3.現時点で、依頼のあった場合、重症心身障害児（者）の在宅医療を行うことはできますか ゲンジテン イライ バアイ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ ザイタク イリョウ オコナ

		1		できる

		2		できない

		3		要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン

		Q4.依頼があった場合に可能な医療的ケアと身体介護についてお答えください イライ バアイ カノウ イリョウテキ シンタイ カイゴ コタ

		※個別シートにて対応 コベツ タイオウ



				Ｑ1.貴施設について、お伺いいたします キ シセツ ウカガ																																												Q2.いままでに以下の項目を在宅看護で行ったことがありますか（あるものすべてにチェックをしてください）【1.ある、0.ない】 イカ コウモク ザイタク カンゴ オコナ																																																																																				Q3		Q4.依頼があった場合に可能な医療的ケアと身体介護についてお答えください【1.できる、2.できない、3.要相談（条件による）】 イライ バアイ カノウ イリョウテキ シンタイ カイゴ コタ ヨウ ソウダン ジョウケン																																																																																																																																																																																																																		Q5.重症心身障害児（者）の方に対する医療、在宅生活等についてお気づきのことなど、ご自由にお書きください ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ カタ タイ イリョウ ザイタク セイカツナド キ ジユウ カ

				事業所名 ジギョウショ メイ		電話番号 デンワ バンゴウ		FAX番号 バンゴウ		郵便番号 ユウビンバンゴウ		所在地 ショザイチ		職員構成（常勤・非常勤は問いません）【人数：名】 ショクイン コウセイ ジョウキン ヒジョウキン ト ニンズウ メイ																																訪問可能な主な市町村 ホウモン カノウ オモ シチョウソン		在宅人工呼吸器の管理 ザイタク ジンコウ コキュウキ カンリ				気管カニューレの交換 キカン コウカン				気管カニューレ部位のガーゼ交換 キカン ブイ コウカン				気管内吸引 キカンナイ キュウイン				食事介助 ショクジ カイジョ				経鼻チューブの交換 ケイビ コウカン				胃瘻の管理 イロウ カンリ				経管栄養の注入 ケイカン エイヨウ チュウニュウ				ストーマの管理 カンリ				尿道カテーテルの管理 ニョウドウ カンリ				導尿 ドウニョウ				入浴介助 ニュウヨク カイジョ				看護師によるリハビリテーション カンゴシ				OTもしくはPTによるリハビリテーション				中心静脈カテーテル管理 チュウシン ジョウミャク カンリ				高カロリー輸液の管理 コウ ユエキ カンリ				薬剤の静注（抗生物質や利尿剤など） ヤクザイ ジョウチュウ コウセイ ブッシツ リニョウザイ				麻薬による疼痛コントロール マヤク ウズ ツウ				終末期の医療的ケア シュウマツキ イリョウテキ				在宅での看取り ザイタク ミト				24時間対応 ジカン タイオウ						在宅人工呼吸器の管理 ザイタク ジンコウ コキュウキ カンリ										気管カニューレの交換 キカン コウカン										気管カニューレの管理（日常の交換以外の対応） キカン カンリ ニチジョウ コウカン イガイ タイオウ										気管内吸引 キカンナイ キュウイン										食事介助 ショクジ カイジョ										経鼻チューブの交換 ケイビ コウカン										ストーマの管理 カンリ										尿道カテーテルの管理 ニョウドウ カンリ										導尿 ドウニョウ										入浴介助 ニュウヨク カイジョ										看護師によるリハビリテーション カンゴシ										OTもしくはPTによるリハビリテーション										中心静脈カテーテル管理 チュウシン ジョウミャク カンリ										高カロリー輸液の管理 コウ ユエキ カンリ										薬剤の静注（抗生物質や利尿剤など） ヤクザイ ジョウチュウ コウセイ ブッシツ リニョウザイ										麻薬による疼痛コントロール マヤク トウツウ										終末期の医療的ケア シュウマツキ イリョウテキ										在宅での看取り ザイタク ミト										24時間対応 ジカン タイオウ										外出の介助 ガイシュツ カイジョ										通院の介助 ツウイン カイジョ

		承諾可否 ショウダク カヒ												看護師 カンゴシ		作業療法士 サギョウ リョウホウシ		准看護師 ジュンカンゴシ		理学療法士 リガク リョウホウシ		保健師 ホケンシ		言語療法士 ゲンゴ リョウホウシ		その他 タ																						成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ				乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ

		否 ヒ		曙訪問看護ステーション アケボノ ホウモン カンゴ		028-660-7803		028-683-5306		321-0901		宇都宮市平出町413番地		8		3		0		3		0		1		0		宇都宮 ウツノミヤ		高根沢 タカネザワ														宇都宮市 ウツノミヤシ		宇都宮、高根沢 ウツノミヤ タカネザワ		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		3		2		2		2		2		3		2		2		2		2		2		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		1		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		1		1		1		3		3		3		1		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		2		2		2		2		2		いつも大変お世話になっております。当STでも数名の小児利用者をNS、PT、OTでサポートしています。又、貴院のショートステイを利用させて頂いております。ご利用者様、家族が安心して過ごせるよう地域でサポートできたらと考えています。どうぞよろしくお願い申し上げます。 タイヘン セワ トウ スウメイ ショウニ リヨウシャ マタ キ イン リヨウ イタダ リヨウシャサマ カゾク アンシン ス チイキ カンガ ネガ モウ ア

		否 ヒ		とちぎメディカルセンター		0282-22-5810		0282-225812		328-0043		栃木市境町27-21		9		0		4		1		0		1		2		栃木市 トチギシ		小山市 オヤマシ		壬生町 ミブマチ												栃木市 トチギシ		栃木市、小山市、壬生町 トチギシ オヤマシ ミブマチ		1		1		1		0		1		1		1		1		1		0		1		0		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		0		1		1		3		2		1		1		1		1		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		2		2		2		1		1		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		1		1		1		1		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		2		2		2		2		2

		否 ヒ		あいケアステーション		0282-23-6221		0282-24-9850		328-0074		栃木市薗部町2-5-9		1		0		2		2		0		0		0		栃木市 トチギシ																栃木市 トチギシ		栃木市 トチギシ		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		3		2		2		2		2		3		2		2		2		2		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		3		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		3		2		2		2		2		3		2		2		2		2		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		2		2		2		2		3

		否 ヒ		訪問看護ステーションこすもす		0285-80-5511		0285-80-5512		321-4337		真岡市上高間木2-24-4		4		2		0		1		0		0		0																		鹿沼市 カヌマシ				1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		3		2		2		2		3		3		2		2		2		3		3		2		2		2		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		3		3		3		3		3		3		3		2		2		2		3		3		2		2		2		3		3		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		2		2		2		2		3		2		2		2		2		3		2		2		2		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		1		3		3		3		3		3		2		2		2		2		2		緊急時に主治医又はバッックベットのある病院との連携がとれる体制が整っていないと、在宅での対応に不安があります。
現在のところ、小児科、精神科看護を経験したスタッフがいない為、受け入れに不安がありますので今回はガイドマップ等に公表することに同意する事は控えさせていただきたいと思います。 キンキュウジ シュジイ マタ ビョウイン レンケイ タイセイ トトノ ザイタク タイオウ フアン ゲンザイ ショウニカ セイシンカ カンゴ ケイケン タメ ウ イ フアン コンカイ ナド コウヒョウ ドウイ コト ヒカ オモ

		否 ヒ		訪問看護ステーションひばり		0289-64-7226		0289-64-2225		322-8550		鹿沼市下田町1-1033		6		1		0		1		0		0		0		鹿沼市 カヌマシ																那須塩原市 ナスシオバラ シ		市内及び近隣市 シナイ オヨ キンリン シ		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		0		1		1		2

chizuru_tanaka: 未記入		1		1		2		2		1		2		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		1		3		3		1		1		1		3		3		3		3		1		3		3		1		1		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		1		3		3		3		1		1		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1

		否 ヒ		訪問看護ステーション那須		0287-73-5048		0287-63-4566		325-0023		那須塩原市豊浦10-706		5		0		2		0		0		0		0		那須塩原市 ナスシオバラ シ		大田原市 オオタワラシ		那須町 ナスマチ												大田原市 オオタワラシ		那須塩原市、大田原市、那須町 ナスシオバラ シ オオタワラシ ナスマチ		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		0		0		1		0		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		2

chizuru_tanaka: 未記入		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1

		承諾 ショウダク		さくら訪問看護ステーション		0287-29-3252		0287-29-3252		324-0058		大田原市紫塚3-2633-10		5		0		0		1		0		0		0		大田原市 オオタワラシ		那須塩原市 ナスシオバラ シ		矢板市 ヤイタシ												野木町 ノギマチ		大田原市、那須塩原市、矢板市 オオタワラシ ナスシオバラ シ ヤイタ シ		1		0		1		1		1		1		1		1		1		0		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		0		1		1		3		3		3		3		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		小児の受入数（実績）が少ないので、実際依頼があった場合、入院中から手技等の指導を受けたいと思います。 ショウニ ウケイレスウ ジッセキ スク ジッサイ イライ バアイ ニュウインチュウ シュギ ナド シドウ ウ オモ

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションたんぽぽ		0280-57-1888		0280-57-3819		329-0101		下都賀郡野木町友沼5119-12		20		3		0		5		0		0		2		野木町 ノギマチ		小山市 オヤマシ		旧藤岡町 キュウ フジオカマチ												宇都宮市 ウツノミヤシ		野木町、小山市、旧藤岡町 ノギマチ オヤマシ キュウ フジオカマチ		1		1		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		1		1		1		1		1		1		0		0		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		3		1		1		1		1		1		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		3		3		3		3		3		1		1		3		2		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		2		2		2		2		2		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		受け入れてくれる訪問看護Stの数が少ないと思います。研修会の機会を設けてサービス体制が構築できると良いと思います。 ウ イ ホウモン カンゴ カズ スク オモ ケンシュウカイ キカイ モウ タイセイ コウチク ヨ オモ

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションうつのみや		028-612-6103		028-612-6104		320-0852		宇都宮市下砥上町字並塚643番地1		11		0		0		0		0		0		1		宇都宮市 ウツノミヤシ		壬生町 ミブマチ														下野市 シモノ シ		宇都宮市、壬生町 ウツノミヤシ ミブマチ		1		1		0		0		1		1		1		1		1		0		0		0		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		2

chizuru_tanaka: 未記入		3		3		3		3		1		2		2		2		2		2		3		3		3		1		1		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		3		3		3		1		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		3		3		3		1		1		3		3		3		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーション石橋		0285-52-2293		0285-52-2268		329-0511		下野市石橋628番地		7		0		0		1		0		0		1		下野市 シモノ シ		上三川町 カミノカワマチ		壬生町 ミブマチ		宇都宮市 ウツノミヤシ										那須塩原市 ナスシオバラ シ		下野市、上三川町、壬生町、宇都宮市（部） シモノ シ カミノカワマチ ミブマチ ウツノミヤシ ブ		1		1		0		0		1		1		1		1		1		0		1		0		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		3		1		1		1		1		1		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		1		3		3		3		3		3		3		3		3		1		1		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		2		2		2		2		2		最近、訪問依頼が増えてきていますが、私たち看護師の力量不足から利用者家族へ満足のいく看護が提供できないように感じています。現在の、利用者家族から教わることが多くあり、私たちが勉強になります。ただ、訪問していて思うことは、ご両親の今までの経験でケアが進み危険であり、指導させていただいても理解が得られないこともあり、ジレンマとなっています。例）誤嚥性肺炎を繰り返している方にヘッドアップして食事を摂るよう説明してもフラットのままであったり、他の方でPEG造設されているので、栄養はPEGからにして経口からは楽しみ程度にしてと言っても、食事を経口から摂るなど。 サイキン ホウモン イライ フ ワタクシ カンゴシ リキリョウ ブソク リヨウシャ カゾク マンゾク カンゴ テイキョウ カン ゲンザイ リヨウシャ カゾク オソ オオ ワタシ ベンキョウ ホウモン オモ リョウシン イマ ケイケン スス キケン シドウ リカイ エ レイ ゴエンセイ ハイエン ク カエ カタ ショクジ ト セツメイ ホカ カタ ゾウ セツ エイヨウ ケイコウ タノ テイド イ ショクジ ケイコウ ト

		承諾 ショウダク		マロニエ訪問看護ステーション		0287-37-6322		0287-39-3305		329-2763		那須塩原市井口537-3 にしなすの総合在宅ｹｱｾﾝﾀｰ内		5		7		0		5		0		2		1		那須塩原市 ナスシオバラ シ		那須町 ナスマチ		大田原市 オオタワラシ												足利市 アシカガシ		那須塩原市、那須町、大田原市　リハビリのみ→那珂川町訪問可能 ナスシオバラ シ ナスマチ オオタワラシ ナカガワ マチ ホウモン カノウ		1		1		1		0		1		1		1		1		0		0		0		1		1		1		1		1		1		0		1		1		1		1		1		1		0		0		1		1		1		0		1		0		0		0		1		0		1		1		1		1		1		1		3		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーション佐野		0283-86-7013		0283-86-7031		327-0847		佐野市天神町７７４－２２ メープルハイツ１０１号室		3		0		1		0		0		0		1		足利市 アシカガシ		佐野市 サノシ		栃木市 トチギシ												大田原市 オオタワラシ		足利市、佐野市、栃木市（旧岩船市） アシカガシ サノシ トチギシ キュウ イワフネ シ		0		0		0		0		1		0		1		0		1		0		0		0		1		0		0		0		1		0		1		0		0		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		2		2		2		2		2		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1

		承諾 ショウダク		とちぎ訪問看護ステーションくろばね		0287-54-0507		0287-54-0580		324-0241		大田原市黒羽向町142番地		6		0		0		0		1		0		2		大田原市 オオタワラシ		那須塩原市 ナスシオバラ シ		那須町 ナスマチ		那珂川町 ナカガワマチ										鹿沼市 カヌマシ		大田原市、那須塩原市、那須町、那珂川町 オオタワラシ ナスシオバラ シ ナスマチ ナカガワマチ		1		0		0		0		1		1		1		1		1		0		1		0		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		3		3		3		3		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		1		2		2		2		2		2		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3

		承諾 ショウダク		鹿沼訪問看護ステーション		0289-60-5650		0289-60-1687		322-0021		鹿沼市上野町320-3高橋ビル１階１０３号室		5		0		0		0		0		0		0		鹿沼市 カヌマシ		旧宇都宮市 キュウ ウツノミヤシ		旧今市市 キュウ イマイチシ		壬生町 ミブマチ		西片町 ニシカタマチ								宇都宮市 ウツノミヤシ		鹿沼市、旧宇都宮市、旧今市市、壬生町、西片町 カヌマシ キュウ ウツノミヤシ キュウ イマイチシ ミブマチ ニシカタマチ		0		0		0		0		0		0		1		0		1		0		0		0		1		0		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		2

chizuru_tanaka: 未記入		2		2		2		2		1		2		2		2		2		3		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションほっと		028-626-5739		028-625-8201		321-0974		宇都宮市竹林町958		11		0		0		2		0		0		0		宇都宮市 ウツノミヤシ																真岡市 モオカシ		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2

		承諾 ショウダク		芳賀赤十字訪問看護ステーション		0285-84-8266		0285-84-8266		321-4306		真岡市台町2461		6		0		0		0		0		0		0		真岡市 モオカシ		益子町 マシコマチ		芳賀町 ハガマチ		茂木町 モギマチ										上三川町 カミノカワマチ		芳賀郡全域（真岡市、益子町、芳賀町、茂木町） ハガ グン ゼンイキ モオカシ マシコマチ ハガマチ モギ マチ		1		1		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		3		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		当ステーションは今年度小児在宅医との連携を開始することができました。安心して在宅療養を継続できるよう、多職種と連携し、実施しています。高齢者が介護サービスを選択するように、サービスの充実は得られていません。現実は家族だけで利用者（児）のケアを実施しているケースもあり家族の介護負担は大きいと考えます。負担軽減のためには、スムーズなレスパイト入院や日中の一時お預かり等充実した施設が増えることでさらに安心した療養環境の提供ができると思います。よろしくお願いいたします。 トウ コンネンド ショウニ ザイタク イ レンケイ カイシ アンシン ザイタク リョウヨウ ケイゾク タ ショクシュ レンケイ ジッシ コウレイシャ カイゴ センタク ジュウジツ エ ゲンジツ カゾク リヨウシャ ジ ジッシ カゾク カイゴ フタン オオ カンガ フタン ケイゲン ニュウイン ニッチュウ イチジ アズ ナド ジュウジツ シセツ フ アンシン リョウヨウ カンキョウ テイキョウ オモ ネガ

		承諾 ショウダク		とちぎ訪問看護ステーションみぶ		0282-82-7262		0282-82-7260		321-0218		下都賀郡壬生町落合1-18-12		16		0		0		0		0		0		1		上三川町 カミノカワマチ		下野市 シモツケシ		壬生町 ミブマチ		宇都宮市 ウツノミヤシ										宇都宮市 ウツノミヤシ		上三川町、下野市、壬生町、宇都宮 カミノカワマチ シモノ シ ミブ チョウ ウツノミヤ		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		1		0		1		1		1		1		1		1		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		病院との連携が大切。在宅生活を支援するためにチームで対応する（介護者の支援） ビョウイン レンケイ タイセツ ザイタク セイカツ シエン タイオウ カイゴシャ シエン

		承諾 ショウダク		ＷＡＤＥＷＡＤＥ訪問看護ステーション		028-666-5420		028-666-5460		321-0923		栃木県宇都宮市下栗町2913-1 ３２１－０９２３		12		0		0		0		0		0		0		宇都宮市 ウツノミヤシ		上三川町 カミノカワマチ														那須烏山市 ナスカラスヤマシ		宇都宮市、上三川町、 ウツノミヤシ カミノカワマチ		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		0		0		1		0		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		重心の方を看る側（介護者）の負担軽減の必要性を感じてしまいます。まだまだ「私がやらなければ」という気持ちが強く、様々な資源活用へと動きが進むような発信が大切だと思っています。 ジュウシン カタ ミ ガワ カイゴシャ フタン ケイゲン ヒツヨウセイ カン ワタシ キモ ツヨ サマザマ シゲン カツヨウ ウゴ スス ハッシン タイセツ オモ

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションあい		0287-83-8035		0287-83-8222		321-0628		那須烏山市金井2-5-9 ベンチャープラザ7号室 ゴウシツ		8		0		1		0		0		0		1		那須烏山市 ナスカラスヤマシ		那珂川町 ナカガワマチ		茂木町 モギマチ		一貝町 イチ ガイ チョウ										足利市 アシカガシ		那須烏山市、那珂川町、茂木町、一貝町 ナスカラスヤマシ ナカガワマチ モギマチ イチ ガイ マチ		1		1		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		0		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		小児や重心など医療依存度が高い方には家族が安心して預けられる事業所とスタッフが必要です（レスパイトの本当の意味で）訪問看護スタッフが動きやすい仕組みがあればもっと介入できると思います。例えば在宅以外への支援での算定が可能になる。長時間支援が可能になるなど。在宅支援診療所が多ければ助かります。開業医で努力してくださる医師の力で乗り切っている地域は特にそう感じます。後方病院親元病院との連携、地域との調整などスムーズにシームレスに行われるとうれしいです。行政からの介入が少なく、制度のことなど知らないまま苦労されている方が多いので、窓口での丁寧かつタイミングよく助言をしていただくと嬉しいです。 ショウニ ジュウシン イリョウ イゾンド タカ カタ カゾク アンシン アズ ジギョウショ ヒツヨウ ホントウ イミ ホウモン カンゴ ウゴ シク カイニュウ オモ タト ザイタク イガイ シエン サンテイ カノウ チョウジカン シエン カノウ ザイタク シエン シンリョウジョ オオ タス カイギョウイ ドリョク イシ チカラ ノ キ チイキ トク カン コウホウ ビョウイン オヤモト ビョウイン レンケイ チイキ チョウセイ オコナ ギョウセイ カイニュウ スク セイド シ クロウ カタ オオ マドグチ テイネイ ジョゲン ウレ

		承諾 ショウダク		あおい訪問看護ステーション		0284-73-9456		0284-72-7600		326-0831		足利市堀込町2556 セレッソ・コート１階		16		0		0		4		0		0		0		足利市 アシカガシ		佐野市 サノシ														大田原市 オオタワラシ		足利市とその周辺（佐野市、館林市、巴楽町、太田市、桐生市） アシカガシ シュウヘン サノシ タテバヤシシ トモエ ラク マチ オオタシ キリュウシ		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1

		承諾 ショウダク		那須赤十字訪問看護ステーション		0287-23-8866		0287-23-8903		324-8686		大田原市中田原1081-4		8		1		0		0		0		0		0		大田原市 オオタワラシ		那須塩原市 ナスシオバラ シ														大田原市 オオタワラシ		大田原市、那須塩原市（一部を除く） オオタワラシ ナスシオバラ シ イチブ ノゾ		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		1		1		0		1		0		1		1		1		0		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションゆりの木		0287-47-5123		0287-47-5124		324-0028		大田原市山の手1-1-7 ヤマ テ		4		0		0		0		0		0		0		大田原市 オオタワラシ		那須塩原市 ナスシオバラ シ		那珂川町 ナカガワマチ												足利市 アシカガシ		大田原市、那須塩原市、那珂川町 オオタワラシ ナスシオバラ シ ナカガワマチ		1		1		1		0		1		1		1		1		0		0		0		1		1		0		1		1		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		0		0		1		0		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		3		1		1		1		1		2		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		3		1		1		1		1		3		1		1		1		1		1		1		1		1		3		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		3		3		1		3		3		1		1		1		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		重症心身障害児施設で勤務したことのある看護師が2名いますので積極的に依頼があれば支援させていただきたいと思っています。こどもはやはり親元で成長発達できることが何よりも必要なことであると思っています。 ジュウショウ シンシン ショウガイ ジ シセツ キンム カンゴシ メイ セッキョクテキ イライ シエン オモ オヤモト セイチョウ ハッタツ ナニ ヒツヨウ オモ

		承諾 ショウダク		ライフ訪問看護リハビリテーション		0284-64-8799		0284-64-8335		326-0831		足利市堀込町2656-7　ASKビル３０１号		5		0		0		1		0		0		0		足利市 アシカガシ		佐野市 サノシ														小山市 オヤマシ		足利市、佐野市、館林市、邑楽郡、太田市、桐生市 アシカガシ サノシ タテバヤシシ オウラ グン オオタシ キリュウシ		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		この件に関する研修の案内が少ないため、学ぶ機会をもっと増やしてほしい ケン カン ケンシュウ アンナイ スク マナ キカイ フ

		承諾 ショウダク		わくわく訪問看護ステーションおやま		0285-24-6575		0285-20-0255		323-0022		小山市駅東通り3-9-6		11		0		0		5		0		0		0		小山市 オヤマシ		下野市 シモツケシ		栃木市 トチギシ												宇都宮市 ウツノミヤシ		小山市、結城市（茨城県）、下野市の一部、栃木市（PTのみ） オヤマシ ユウキシ イバラキケン シモノ シ イチブ トチギシ		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		1		1		1		1		3		3		3		1		1		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		自立支援のケアマネージャーがいるが、医療福祉行政をうまく連携してまとめる役割が果たせていない。それぞれが別々で動いており、介護者が困ったときの相談窓口に迷う。 ジリツ シエン イリョウ フクシ ギョウセイ レンケイ ヤクワリ ハ ベツベツ ウゴ カイゴシャ コマ ソウダン マドグチ マヨ

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーション風		028-612-1333		028-612-1384		321-0117		宇都宮市城南3丁目5-6		3		1		0		1		0		0		0		宇都宮市 ウツノミヤシ		鹿沼市 カヌマシ		下野市 シモツケシ		壬生町 ミブマチ										宇都宮市 ウツノミヤシ		宇都宮、鹿沼、下野、壬生 ウツノミヤ カヌマ シモノ ミブ		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		1		1		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1

		承諾 ショウダク		宮の橋訪問看護ステーション		028-635-9839		028-635-9839		321-0963		宇都宮市南大通り1-1-23		7		0		0		1		0		0		0		宇都宮市 ウツノミヤシ																栃木市 トチギシ		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		1		1		0		1		1		1		1		1		0		0		0		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		レスパイト等受け入れ先が少ない。市のコーディネーター様がご多忙の様子であり、要望に対しての対応にかなりの時間を要する（対応されないこともある）。年度変わるときなど、担当者（市）の引き継ぎがされず、進んでいた調整も振り出しに戻ってしまうことがある。 トウ ウ イ サキ スク シ サマ タボウ ヨウス ヨウボウ タイ タイオウ ジカン ヨウ タイオウ ネンド カ タントウシャ シ ヒ ツ スス チョウセイ フ ダ モド

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションオリーブ		0282-27-8414		0282-27-8415		328-0027		栃木市今泉町1丁目17番29号		7		0		0		0		0		0		0		栃木市 トチギシ		小山市 オヤマシ		下野市 シモツケシ		壬生町 ミブマチ										佐野市 サノシ		栃木市、小山市、下野市、壬生町 トチギシ オヤマシ シモノ シ ミブ マチ		1		1		1		0		1		1		1		1		0		0		0		0		1		1		1		1		0		0		1		1		1		0		1		1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションマザーの家		0283-85-7771		0283-85-7772		327-0504		佐野市中町942-1		2		0		3		0		0		0		0		佐野市 サノシ																さくら市 シ		佐野市 サノシ		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーション卯の郷		028-682-7770		028-682-7766		329-1311		さくら市氏家2650番地		3		0		0		0		0		0		0		さくら市 シ		塩谷町 シオヤ マチ		那須烏山市 ナスカラスヤマシ		宇都宮市 ウツノミヤシ		高根沢町 タカネザワマチ								高根沢町 タカネザワマチ		さくら市（周辺15ｋｍ以内）、塩谷町、那須烏山市、宇都宮市、高根沢町 シ シュウヘン イナイ シオヤ マチ ナスカラスヤマシ ウツノミヤシ タカネザワ マチ		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		3		3		3		3		3		1		2		2		2		2		2		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		2		2		2		3		3		3		3		1		1		1		3		3		3		3		1		2		2		2		2		2		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		2		2		2		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションたかねざわ		028-680-1701		028-680-1702		329-1233		塩谷郡高根沢町宝積寺2426-8 		16		0		0		0		0		0		0		高根沢町 タカネザワマチ		さくら市 シ		那須烏山市 ナスカラスヤマシ		芳賀町 ハガマチ		一貝町 イチ ガイ チョウ		茂木町 モギマチ		益子町 マシコ チョウ		宇都宮市 ウツノミヤシ		小山市 オヤマシ		高根沢町、さくら市、那須烏山市、芳賀町、市貝町、茂木町、益子町、宇都宮市 タカネザワマチ シ ナスカラスヤマシ ハガ マチ イチ カイ チョウ モギマチ マシコ チョウ ウツノミヤシ		1		1		1		0		1		1		1		1		1		0		1		0		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		2		2		2		2		2

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションみどり		0285-45-8362		0285-45-8397		329-0214		小山市乙女786-1		3		0		1		0		0		0		0		小山市 オヤマシ		栃木市 トチギシ		古河市 コガシ												宇都宮市 ウツノミヤシ		小山市、栃木市、古河市、結城市 オヤマシ トチギシ コガシ ユウキシ		0		0		1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		1		0		1		0		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		3		2		2		2		3		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		1		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		1		1		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		訪問看護師がもっと社会資源として同行できるとよいと思う。在宅での療養はもっと看護師が活躍できる体制が整うとよいと思った。 ホウモン カンゴシ シャカイ シゲン ドウコウ オモ ザイタク リョウヨウ カンゴシ カツヤク タイセイ トトノ オモ

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションあるく		028-643-5586		028-678-8796		320-0036		宇都宮市小幡2-6-14 		5		0		1		0		0		0		1		宇都宮市 ウツノミヤシ																小山市 オヤマシ		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		0		1		0		1		0		1		0		0		1		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3

		承諾 ショウダク		とちぎ訪問看護ステーションおやま		0285-39-8602		0285-39-8607		323-0827		栃木県小山市神鳥谷2251-7 ３２３－０８２７		12		0		0		0		0		0		1		小山市 オヤマシ		下野市 シモツケシ		野木町 ノギマチ												宇都宮市 ウツノミヤシ		小山市、下野市（南部）、野木町（北部） オヤマシ シモノ シ ナンブ ノギ マチ ホクブ		1		1		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		1		1		1		0		0		1		0		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		3		3		1		1		1		3		1		1		1		1		小児の重症心身障害児の訪問看護を行っていく上で。たびたび感じるのが成長に伴った教育、就学が難しく親御さんの希望通りにいかないことが多く残念に思います。難しいところだと思いますが… ショウニ ジュウショウ シンシン ショウガイジ ホウモン カンゴ オコナ ウエ カン セイチョウ トモナ キョウイク シュウガク ムズカ オヤゴ キボウ ドオ オオ ザンネン オモ ムズカ オモ

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションここあ		028-600-3735		028-600-3736		321-2116		栃木県宇都宮市徳次郎町998-9 ３２１－２１１６		10		1		0		1		0		0		2		宇都宮市 ウツノミヤシ		日光市 ニッコウシ														高根沢町 タカネザワ マチ		宇都宮市、日光市、 ウツノミヤシ ニッコウシ		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2

chizuru_tanaka: 未記入		

chizuru_tanaka: 未記入		

chizuru_tanaka: 未記入		

chizuru_tanaka: 未記入		

chizuru_tanaka: 未記入		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3

																																												小山市 オヤマシ

																																												大田原市 オオタワラシ				28		21		24		11		30		23		31		24		28		14		22		17		32		21		31		19		32		6		33		7		31		8		33		20		33		18		16		9		29		2		30		4		28		3		30		3		32		6		31		4		33		22

																																												那須塩原市 ナスシオバラ シ				28		21		24		11		30		23		31		24		28		14		22		17		32		21		31		19		32		6		33		7		31		8		33		20		33		18		16		9		29		2		30		4		28		3		30		3		32		6		31		4		33		22

																																												小山市 オヤマシ

																																												壬生町 ミブマチ

																																												上三川町 カミノカワマチ

																																												那須町 ナスマチ

														260		19		15		35		1		4		16																		佐野市 サノシ				Q2.いままでに以下の項目を在宅看護で行ったことがありますか（あるものすべてにチェックをしてください）																																																																																						Q4.依頼があった場合に可能な医療的ケアと身体介護についてお答えください

				事業所名 ジギョウショ メイ		電話番号 デンワ バンゴウ		FAX番号 バンゴウ		郵便番号 ユウビンバンゴウ		所在地 ショザイチ		職員構成（常勤・非常勤は問いません）【人数：名】 ショクイン コウセイ ジョウキン ヒジョウキン ト ニンズウ メイ																														那須塩原市 ナスシオバラ シ		訪問可能な主な市町村 ホウモン カノウ オモ シチョウソン		在宅人工呼吸器の管理 ザイタク ジンコウ コキュウキ カンリ				気管カニューレの交換 キカン コウカン				気管カニューレ部位のガーゼ交換 キカン ブイ コウカン				気管内吸引 キカンナイ キュウイン				食事介助 ショクジ カイジョ				経鼻チューブの交換 ケイビ コウカン				胃瘻の管理 イロウ カンリ				経管栄養の注入 ケイカン エイヨウ チュウニュウ				ストーマの管理 カンリ				尿道カテーテルの管理 ニョウドウ カンリ				導尿 ドウニョウ				入浴介助 ニュウヨク カイジョ				看護師によるリハビリテーション カンゴシ				OTもしくはPTによるリハビリテーション				中心静脈カテーテル管理 チュウシン ジョウミャク カンリ				高カロリー輸液の管理 コウ ユエキ カンリ				薬剤の静注（抗生物質や利尿剤など） ヤクザイ ジョウチュウ コウセイ ブッシツ リニョウザイ				麻薬による疼痛コントロール マヤク ウズ ツウ				終末期の医療的ケア シュウマツキ イリョウテキ				在宅での看取り ザイタク ミト				24時間対応 ジカン タイオウ						在宅人工呼吸器の管理 ザイタク ジンコウ コキュウキ カンリ										気管カニューレの交換 キカン コウカン										気管カニューレの管理（日常の交換以外の対応） キカン カンリ ニチジョウ コウカン イガイ タイオウ										気管内吸引 キカンナイ キュウイン										食事介助 ショクジ カイジョ										経鼻チューブの交換 ケイビ コウカン										ストーマの管理 カンリ										尿道カテーテルの管理 ニョウドウ カンリ										導尿 ドウニョウ										入浴介助 ニュウヨク カイジョ										看護師によるリハビリテーション カンゴシ										OTもしくはPTによるリハビリテーション										中心静脈カテーテル管理 チュウシン ジョウミャク カンリ										高カロリー輸液の管理 コウ ユエキ カンリ										薬剤の静注（抗生物質や利尿剤など） ヤクザイ ジョウチュウ コウセイ ブッシツ リニョウザイ										麻薬による疼痛コントロール マヤク トウツウ										終末期の医療的ケア シュウマツキ イリョウテキ										在宅での看取り ザイタク ミト										24時間対応 ジカン タイオウ										外出の介助 ガイシュツ カイジョ										通院の介助 ツウイン カイジョ

														看護師 カンゴシ		作業療法士 サギョウ リョウホウシ		准看護師 ジュンカンゴシ		理学療法士 リガク リョウホウシ		保健師 ホケンシ		言語療法士 ゲンゴ リョウホウシ		その他 タ																		旧宇都宮市 キュウ ウツノミヤシ				成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ				乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ

																												訪問可能市町村 ホウモン カノウ シチョウソン		事業所数 ジギョウショ スウ														益子町 マシコマチ																																																																																								できる		18		20		19		20		27		9		11		13		13		18		22		22		22		24		30		25		25		26		29		34		25		25		26		27		31		16		17		19		21		27		21		22		23		26		32		16		18		22		25		33		16		18		22		24		32		26		25		29		30		31		18		20		22		23		30		9		10		9		9		12		20		20		23		25		31		21		22		24		27		32		14		14		16		18		27		12		12		13		15		25		18		17		19		20		28		19		18		19		21		29		23		23		24		25		33		7		7		9		10		14		5		6		7		8		11

																				成人 セイジン		小児 ショウニ						足利市 アシカガシ		3														下野市 シモツケシ																																																																																								できない		8		7		8		5		1		18		15		14		12		6		6		6		6		4		1		5		5		5		4		0		6		6		6		5		1		11		11		11		9		3		5		5		5		3		0		8		8		8		5		0		9		8		8		5		0		5		6		5		4		1		8		7		7		6		2		19		18		18		19		17		7		7		7		6		1		6		6		6		5		1		10		10		10		7		2		6		6		6		5		1		6		6		6		5		2		5		5		5		4		1		5		5		5		4		1		11		11		11		10		7		17		17		17		16		13

																		在宅人工呼吸器の管理 ザイタク ジンコウ コキュウキ カンリ		28		21						市貝町 イチ		2														上三川町 カミノカワマチ																																																																																								要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン		8		7		7		9		6		7		8		7		9		10		6		6		6		6		3		4		4		3		1		0		3		3		2		2		2		7		6		4		4		4		8		7		6		5		2		10		8		4		4		1		9		8		4		5		2		3		3		0		0		2		8		7		5		5		2		6		6		7		6		5		7		7		4		3		2		7		6		4		2		1		10		10		8		9		5		16		16		15		14		8		10		11		9		9		4		10		11		10		9		4		6		6		5		5		0		16		16		14		14		13		12		11		10		10		10

																		気管カニューレの交換 キカン コウカン		24		11						宇都宮市		13														那珂川町 ナカガワマチ

																		気管カニューレ部位のガーゼ交換 キカン ブイ コウカン		30		23						大田原市		6														佐野市 サノシ																																																																																								Ｑ4.できる

																		気管内吸引 キカンナイ キュウイン		31		24						小山市		6														那須塩原市 ナスシオバラ シ				看護師 カンゴシ		作業療法士 サギョウ リョウホウシ		准看護師 ジュンカンゴシ		理学療法士 リガク リョウホウシ		保健師 ホケンシ		言語療法士 ゲンゴ リョウホウシ		その他 タ																																																																										在宅人工呼吸器の管理		気管カニューレの交換		気管カニューレの管理
（日常の交換以外の対応）		気管内吸引		食事介助		経鼻チューブの交換		ストーマの管理		尿道カテーテルの管理		導尿		入浴介助		看護師による
リハビリテーション				OTもしくはPTによる
リハビリテーション		中心静脈カテーテル管理 チュウシン ジョウミャク カンリ		高カロリー輸液の管理 コウ ユエキ カンリ		薬剤の静注
（抗生物質や利尿剤など） ヤクザイ ジョウチュウ コウセイ ブッシツ リニョウザイ		麻薬による疼痛コントロール マヤク トウツウ		終末期の医療的ケア シュウマツキ イリョウテキ		在宅での看取り ザイタク ミト		24時間対応 ジカン タイオウ		外出の介助		通院の介助

																		食事介助 ショクジ カイジョ		28		14						鹿沼市		3														那須塩原市 ナスシオバラ シ				260		19		15		35		1		4		16																																																																								乳児～2歳 ニュウジ サイ		18		9		22		25		25		16		21		16		16		26		18		乳児～2歳 ニュウジ サイ		9		20		21		14		12		18		19		23		7		5

																		経鼻チューブの交換 ケイビ コウカン		22		17						上三川町		3														佐野市 サノシ																																																																																								3～6歳 サイ		20		11		22		25		25		17		22		18		18		25		20		3～6歳 サイ		10		20		22		14		12		17		18		23		7		6

																		胃瘻の管理 イロウ カンリ		32		21						さくら市		2														下野市 シモツケシ																																																																																								7歳～12歳 サイ サイ		19		13		22		26		26		19		23		22		22		29		22		7歳～12歳 サイ サイ		9		23		24		16		13		19		19		24		9		7

																		経管栄養の注入 ケイカン エイヨウ チュウニュウ		31		19						佐野市 サノシ		4														鹿沼市 カヌマシ				看護師 カンゴシ		260						できる		できない		要相談 ヨウ ソウダン																																																																								13～17歳 サイ		20		13		24		29		24		21		26		25		24		30		23		13～17歳 サイ		9		25		27		18		15		20		21		25		10		8

																		ストーマの管理 カンリ		32		6						塩谷町 シオヤ マチ		1														小山市 オヤマシ				作業療法士 サギョウ リョウホウシ		19						14		6		14																																																																								18歳以上 サイイジョウ		27		18		30		34		31		27		32		33		32		31		30		18歳以上 サイイジョウ		12		31		32		27		25		28		29		33		14		11













																		尿道カテーテルの管理 ニョウドウ カンリ		33		7						下野市		6														塩谷町 シオヤ マチ				准看護師 ジュンカンゴシ		15

																		導尿 ドウニョウ		31		8						高根沢町		3														さくら市 シ				理学療法士 リガク リョウホウシ		35																																																																																		Ｑ4.できない

																				成人 セイジン		小児 ショウニ

																		入浴介助 ニュウヨク カイジョ		33		20						栃木市 トチギシ		8														栃木市 トチギシ				保健師 ホケンシ		1																																																																																				在宅人工呼吸器の管理		気管カニューレの交換		気管カニューレの管理
（日常の交換以外の対応）		気管内吸引		食事介助		経鼻チューブの交換		ストーマの管理		尿道カテーテルの管理		導尿		入浴介助		看護師による
リハビリテーション				OTもしくはPTによる
リハビリテーション		中心静脈カテーテル管理 チュウシン ジョウミャク カンリ		高カロリー輸液の管理 コウ ユエキ カンリ		薬剤の静注
（抗生物質や利尿剤など） ヤクザイ ジョウチュウ コウセイ ブッシツ リニョウザイ		麻薬による疼痛コントロール マヤク トウツウ		終末期の医療的ケア シュウマツキ イリョウテキ		在宅での看取り ザイタク ミト		24時間対応 ジカン タイオウ		外出の介助		通院の介助

																		看護師によるリハビリテーション カンゴシ		33		18						那珂川町		3														下野市 シモツケシ				言語療法士 ゲンゴ リョウホウシ		4																																																																																		乳児～2歳 ニュウジ サイ		8		18		6		5		6		11		5		8		9		5		8		乳児～2歳 ニュウジ サイ		19		7		6		10		6		6		5		5		11		17

																		OTもしくはPTによるリハビリテーション		16		9						那須烏山市		3														日光市 ニッコウシ				その他 タ		16																																																																																		3～6歳 サイ		7		15		6		5		6		11		5		8		8		6		7		3～6歳 サイ		18		7		6		10		6		6		5		5		11		17

																		中心静脈カテーテル管理 チュウシン ジョウミャク カンリ		29		2						那須塩原市		6														壬生町 ミブマチ																																																																																								7歳～12歳 サイ サイ		8		14		6		5		6		11		5		8		8		5		7		7歳～12歳 サイ サイ		18		7		6		10		6		6		5		5		11		17

																		高カロリー輸液の管理 コウ ユエキ カンリ		30		4						那須町 ナスマチ		3														那須町 ナスマチ																																																																																								13～17歳 サイ		5		12		4		4		5		9		3		5		5		4		6		13～17歳 サイ		19		6		5		7		5		5		4		4		10		16

																		薬剤の静注（抗生物質や利尿剤など） ヤクザイ ジョウチュウ コウセイ ブッシツ リニョウザイ		28		3						日光市 ニッコウシ		2														矢板市 ヤイタシ																																																																																								18歳以上 サイイジョウ		1		6		1		0		1		3		0		0		0		1		2		18歳以上 サイイジョウ		17		1		1		2		1		2		1		1		7		13

																		麻薬による疼痛コントロール マヤク ウズ ツウ		30		3						野木町 ノギマチ		2														旧藤岡町 キュウ フジオカマチ

																		終末期の医療的ケア シュウマツキ イリョウテキ		32		6						芳賀町 ハガマチ		2														壬生町 ミブマチ																																																																																								Ｑ4.要相談 ヨウ ソウダン

																		在宅での看取り ザイタク ミト		31		4						益子町 マシコマチ		2														大田原市 オオタワラシ																																																																																										在宅人工呼吸器の管理		気管カニューレの交換		気管カニューレの管理
（日常の交換以外の対応）		気管内吸引		食事介助		経鼻チューブの交換		ストーマの管理		尿道カテーテルの管理		導尿		入浴介助		看護師による
リハビリテーション				OTもしくはPTによる
リハビリテーション		中心静脈カテーテル管理 チュウシン ジョウミャク カンリ		高カロリー輸液の管理 コウ ユエキ カンリ		薬剤の静注
（抗生物質や利尿剤など） ヤクザイ ジョウチュウ コウセイ ブッシツ リニョウザイ		麻薬による疼痛コントロール マヤク トウツウ		終末期の医療的ケア シュウマツキ イリョウテキ		在宅での看取り ザイタク ミト		24時間対応 ジカン タイオウ		外出の介助		通院の介助

																		24時間対応 ジカン タイオウ		33		22						壬生町 ミブマチ		7														栃木市 トチギシ																																																																																								乳児～2歳 ニュウジ サイ		8		7		6		4		3		7		8		10		9		3		8		乳児～2歳 ニュウジ サイ		6		7		7		10		16		10		10		6		16		12

																												真岡市 モオカシ		1														那須町 ナスマチ																																																																																								3～6歳 サイ		7		8		6		4		3		6		7		8		8		3		7		3～6歳 サイ		6		7		6		10		16		11		11		6		16		11

																												茂木町 モギマチ		3														旧今市市 キュウ イマイチシ																																																																																								7歳～12歳 サイ サイ		7		7		6		3		2		4		6		4		4		0		5		7歳～12歳 サイ サイ		7		4		4		8		15		9		10		5		14		10

																												矢板市 ヤイタシ		1														芳賀町 ハガマチ						Q3.現時点で、依頼のあった場合、重症心身障害児（者）の在宅医療を行うことはできますか ゲンジテン イライ バアイ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ ザイタク イリョウ オコナ																																																																																		13～17歳 サイ		9		9		6		1		2		4		5		4		5		0		5		13～17歳 サイ		6		3		2		9		14		9		9		5		14		10

																																												壬生町 ミブマチ				できる		14																																																																																		18歳以上 サイイジョウ		6		10		3		0		2		4		2		1		2		2		2		18歳以上 サイイジョウ		5		2		1		5		8		4		4		0		13		10

																																												茂木町 モギマチ				できない		6

																																												那珂川町 ナカガワマチ				要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン		14

																																												栃木市 トチギシ

																																												下野市 シモツケシ

																																												下野市 シモツケシ				在宅人工呼吸器の管理 ザイタク ジンコウ コキュウキ カンリ		気管カニューレの交換 キカン コウカン		気管カニューレ部位のガーゼ交換 キカン ブイ コウカン		気管内吸引 キカンナイ キュウイン		食事介助 ショクジ カイジョ		経鼻チューブの交換 ケイビ コウカン		胃瘻の管理 イロウ カンリ		経管栄養の注入 ケイカン エイヨウ チュウニュウ		ストーマの管理 カンリ		尿道カテーテルの管理 ニョウドウ カンリ		導尿 ドウニョウ		入浴介助 ニュウヨク カイジョ		看護師によるリハビリテーション カンゴシ		OTもしくはPTによるリハビリテーション		中心静脈カテーテル管理 チュウシン ジョウミャク カンリ		高カロリー輸液の管理 コウ ユエキ カンリ		薬剤の静注（抗生物質や利尿剤など） ヤクザイ ジョウチュウ コウセイ ブッシツ リニョウザイ		麻薬による疼痛コントロール マヤク ウズ ツウ		終末期の医療的ケア シュウマツキ イリョウテキ		在宅での看取り ザイタク ミト		24時間対応 ジカン タイオウ

																																												那須烏山市 ナスカラスヤマシ		成人 セイジン		28		24		30		31		28		22		32		31		32		33		31		33		33		16		29		30		28		30		32		31		33

																																												那須烏山市 ナスカラスヤマシ		小児 ショウニ		21		11		23		24		14		17		21		19		6		7		8		20		18		9		2		4		3		3		6		4		22

																																												古河市 コガシ

																																												野木町 ノギマチ

																																												宇都宮市 ウツノミヤシ

																																												那珂川町 ナカガワマチ

																																												壬生町 ミブマチ

																																												茂木町 モギマチ

																																												宇都宮市 ウツノミヤシ

																																												一貝町 イチ ガイ チョウ

																																												壬生町 ミブマチ

																																												壬生町 ミブマチ

																																												宇都宮市 ウツノミヤシ

																																												芳賀町 ハガマチ

																																												西片町 ニシカタマチ

																																												高根沢町 タカネザワマチ

																																												一貝町 イチ ガイ チョウ

																																												茂木町 モギマチ

																																												益子町 マシコ チョウ

																																												宇都宮市 ウツノミヤシ



成人	在宅人工呼吸器の管理	気管カニューレの交換	気管カニューレ部位のガーゼ交換	気管内吸引	食事介助	経鼻チューブの交換	胃瘻の管理	経管栄養の注入	ストーマの管理	尿道カテーテルの管理	導尿	入浴介助	看護師によるリハビリテーション	OTもしくはPT	によるリハビリテーション	中心静脈カテーテル管理	高カロリー輸液の管理	薬剤の静注（抗生物質や利尿剤など）	麻薬による疼痛コントロール	終末期の医療的ケア	在宅での看取り	24時間対応	28	24	30	31	28	22	32	31	32	33	31	33	33	16	29	30	28	30	32	31	33	小児	在宅人工呼吸器の管理	気管カニューレの交換	気管カニューレ部位のガーゼ交換	気管内吸引	食事介助	経鼻チューブの交換	胃瘻の管理	経管栄養の注入	ストーマの管理	尿道カテーテルの管理	導尿	入浴介助	看護師によるリハビリテーション	OTもしくはPTによるリハビリテーション	中心静脈カテーテル管理	高カロリー輸液の管理	薬剤の静注（抗生物質や利尿剤など）	麻薬による疼痛コントロール	終末期の医療的ケア	在宅での看取り	24時間対応	21	11	23	24	14	17	21	19	6	7	8	20	18	9	2	4	3	3	6	4	22	Q3.現時点で、依頼のあった場合、重症心身障害児（者）の在宅医療を行うことはできますか

Q3.現時点で、依頼のあった場合、重症心身障害児（者）の在宅医療を行うことはできますか	できる	できない	要相談（条件による）	14	6	14	乳児～2歳	在宅人工呼吸器の管理	気管カニューレの交換	気管カニューレの管理	
（日常の交換以外の対応）	気管内吸引	食事介助	経鼻チューブの交換	ストーマの管理	尿道カテーテルの管理	導尿	入浴介助	看護師による	
リハビリテーション	OTもしくはPTによる	
リハビリテーション	中心静脈カテーテル管理	高カロリー輸液の管理	薬剤の静注	
（抗生物質や利尿剤など）	麻薬による疼痛コントロール	終末期の医療的ケア	在宅での看取り	24時間対応	外出の介助	通院の介助	18	9	22	25	25	16	21	16	16	26	18	0	9	20	21	14	12	18	19	23	7	5	3～6歳	在宅人工呼吸器の管理	気管カニューレの交換	気管カニューレの管理	
（日常の交換以外の対応）	気管内吸引	食事介助	経鼻チューブの交換	ストーマの管理	尿道カテーテルの管理	導尿	入浴介助	看護師による	
リハビリテーション	OTもしくはPTによる	
リハビリテーション	中心静脈カテーテル管理	高カロリー輸液の管理	薬剤の静注	
（抗生物質や利尿剤など）	麻薬による疼痛コントロール	終末期の医療的ケア	在宅での看取り	24時間対応	外出の介助	通院の介助	20	11	22	25	25	17	22	18	18	25	20	0	10	20	22	14	12	17	18	23	7	6	7歳～12歳	在宅人工呼吸器の管理	気管カニューレの交換	気管カニューレの管理	
（日常の交換以外の対応）	気管内吸引	食事介助	経鼻チューブの交換	ストーマの管理	尿道カテーテルの管理	導尿	入浴介助	看護師による	
リハビリテーション	OTもしくはPTによる	
リハビリテーション	中心静脈カテーテル管理	高カロリー輸液の管理	薬剤の静注	
（抗生物質や利尿剤など）	麻薬による疼痛コントロール	終末期の医療的ケア	在宅での看取り	24時間対応	外出の介助	通院の介助	19	13	22	26	26	19	23	22	22	29	22	0	9	23	24	16	13	19	19	24	9	7	13～17歳	在宅人工呼吸器の管理	気管カニューレの交換	気管カニューレの管理	
（日常の交換以外の対応）	気管内吸引	食事介助	経鼻チューブの交換	ストーマの管理	尿道カテーテルの管理	導尿	入浴介助	看護師による	
リハビリテーション	OTもしくはPTによる	
リハビリテーション	中心静脈カテーテル管理	高カロリー輸液の管理	薬剤の静注	
（抗生物質や利尿剤など）	麻薬による疼痛コントロール	終末期の医療的ケア	在宅での看取り	24時間対応	外出の介助	通院の介助	20	13	24	29	24	21	26	25	24	30	23	0	9	25	27	18	15	20	21	25	10	8	18歳以上	在宅人工呼吸器の管理	気管カニューレの交換	気管カニューレの管理	
（日常の交換以外の対応）	気管内吸引	食事介助	経鼻チューブの交換	ストーマの管理	尿道カテーテルの管理	導尿	入浴介助	看護師による	
リハビリテーション	OTもしくはPTによる	
リハビリテーション	中心静脈カテーテル管理	高カロリー輸液の管理	薬剤の静注	
（抗生物質や利尿剤など）	麻薬による疼痛コントロール	終末期の医療的ケア	在宅での看取り	24時間対応	外出の介助	通院の介助	27	18	30	34	31	27	32	33	32	31	30	0	12	31	32	27	25	28	29	33	14	11	乳児～2歳	在宅人工呼吸器の管理	気管カニューレの交換	気管カニューレの管理	
（日常の交換以外の対応）	気管内吸引	食事介助	経鼻チューブの交換	ストーマの管理	尿道カテーテルの管理	導尿	入浴介助	看護師による	
リハビリテーション	OTもしくはPTによる	
リハビリテーション	中心静脈カテーテル管理	高カロリー輸液の管理	薬剤の静注	
（抗生物質や利尿剤など）	麻薬による疼痛コントロール	終末期の医療的ケア	在宅での看取り	24時間対応	外出の介助	通院の介助	8	18	6	5	6	11	5	8	9	5	8	0	19	7	6	10	6	6	5	5	11	17	3～6歳	在宅人工呼吸器の管理	気管カニューレの交換	気管カニューレの管理	
（日常の交換以外の対応）	気管内吸引	食事介助	経鼻チューブの交換	ストーマの管理	尿道カテーテルの管理	導尿	入浴介助	看護師による	
リハビリテーション	OTもしくはPTによる	
リハビリテーション	中心静脈カテーテル管理	高カロリー輸液の管理	薬剤の静注	
（抗生物質や利尿剤など）	麻薬による疼痛コントロール	終末期の医療的ケア	在宅での看取り	24時間対応	外出の介助	通院の介助	7	15	6	5	6	11	5	8	8	6	7	0	18	7	6	10	6	6	5	5	11	17	7歳～12歳	在宅人工呼吸器の管理	気管カニューレの交換	気管カニューレの管理	
（日常の交換以外の対応）	気管内吸引	食事介助	経鼻チューブの交換	ストーマの管理	尿道カテーテルの管理	導尿	入浴介助	看護師による	
リハビリテーション	OTもしくはPTによる	
リハビリテーション	中心静脈カテーテル管理	高カロリー輸液の管理	薬剤の静注	
（抗生物質や利尿剤など）	麻薬による疼痛コントロール	終末期の医療的ケア	在宅での看取り	24時間対応	外出の介助	通院の介助	8	14	6	5	6	11	5	8	8	5	7	0	18	7	6	10	6	6	5	5	11	17	13～17歳	在宅人工呼吸器の管理	気管カニューレの交換	気管カニューレの管理	
（日常の交換以外の対応）	気管内吸引	食事介助	経鼻チューブの交換	ストーマの管理	尿道カテーテルの管理	導尿	入浴介助	看護師による	
リハビリテーション	OTもしくはPTによる	
リハビリテーション	中心静脈カテーテル管理	高カロリー輸液の管理	薬剤の静注	
（抗生物質や利尿剤など）	麻薬による疼痛コントロール	終末期の医療的ケア	在宅での看取り	24	時間対応	外出の介助	通院の介助	5	12	4	4	5	9	3	5	5	4	6	0	19	6	5	7	5	5	4	4	10	16	18歳以上	在宅人工呼吸器の管理	気管カニューレの交換	気管カニューレの管理	
（日常の交換以外の対応）	気管内吸引	食事介助	経鼻チューブの交換	ストーマの管理	尿道カテーテルの管理	導尿	入浴介助	看護師による	
リハ	ビリテーション	OTもしくはPTによる	
リハビリテーション	中心静脈カテーテル管理	高カロリー輸液の管理	薬剤の静注	
（抗生物質や利尿剤など）	麻薬による疼痛コントロール	終末期の医療的ケア	在宅での看取り	24時間対応	外出の介助	通院の介助	1	6	1	0	1	3	0	0	0	1	2	0	17	1	1	2	1	2	1	1	7	13	

乳児～2歳	在宅人工呼吸器の管理	気管カニューレの交換	気管カニューレの管理	
（日常の交換以外の対応）	気管内吸引	食事介助	経鼻チューブの交換	ストーマの管理	尿道カテーテルの管理	導尿	入浴介助	看護師による	
リハビリテーション	OTもしくはPTによる	
リハビリテーション	中心静脈カテーテル管理	高カロリー輸液の管理	薬剤の静注	
（抗生物質や利尿剤など）	麻薬による疼痛コントロール	終末期の医療的ケア	在宅での看取り	24時間対応	外出の介助	通院の介助	8	7	6	4	3	7	8	10	9	3	8	0	6	7	7	10	16	10	10	6	16	12	3～6歳	在宅人工呼吸器の管理	気管カニューレの交換	気管カニューレの管理	
（日常の交換以外の対応）	気管内吸引	食事介助	経鼻チューブの交換	ストーマの管理	尿道カテーテルの管理	導尿	入浴介助	看護師による	
リハビリテーション	OTもしくはPTによる	
リハビリテーション	中心静脈カテーテル管理	高カロリー輸液の管理	薬剤の静注	
（抗生物質や利尿剤など）	麻薬による疼痛コントロール	終末期の医療的ケア	在宅での看取り	24時間対応	外出の介助	通院の介助	7	8	6	4	3	6	7	8	8	3	7	0	6	7	6	10	16	11	11	6	16	11	7歳～12歳	在宅人工呼吸器の管理	気管カニューレの交換	気管カニューレの管理	
（日常の交換以外の対応）	気管内吸引	食事介助	経鼻チューブの交換	ストーマの管理	尿道カテーテルの管理	導尿	入浴介助	看護師による	
リハビリテーション	OTもしくはPTによる	
リハビリテーション	中心静脈カテーテル管理	高カロリー輸液の管理	薬剤の静注	
（抗生物質や利尿剤など）	麻薬による疼痛コントロール	終末期の医療的ケア	在宅での看取り	24時間対応	外出の介助	通院の介助	7	7	6	3	2	4	6	4	4	0	5	0	7	4	4	8	15	9	10	5	14	10	13～17歳	在宅人工呼吸器の管理	気管カニューレの交換	気管カニューレの管理	
（日常の交換以外の対応）	気管内吸引	食事介助	経鼻チューブの交換	ストーマの管理	尿道カテーテルの管理	導尿	入浴介助	看護師による	
リハビリテーション	OTもしくはPTによる	
リハビリテーション	中心静脈カテーテル管理	高カロリー輸液の管理	薬剤の静注	
（抗生物質や利尿剤など）	麻薬による疼痛コントロール	終末期の医療的ケア	在宅での看取り	24時間	対応	外出の介助	通院の介助	9	9	6	1	2	4	5	4	5	0	5	0	6	3	2	9	14	9	9	5	14	10	18歳以上	在宅人工呼吸器の管理	気管カニューレの交換	気管カニューレの管理	
（日常の交換以外の対応）	気管内吸引	食事介助	経鼻チューブの交換	ストーマの管理	尿道カテーテルの管理	導尿	入浴介助	看護師による	
リハビリ	テーション	OTもしくはPTによる	
リハビリテーション	中心静脈カテーテル管理	高カロリー輸液の管理	薬剤の静注	
（抗生物質や利尿剤など）	麻薬による疼痛コントロール	終末期の医療的ケア	在宅での看取り	24時間対応	外出の介助	通院の介助	6	10	3	0	2	4	2	1	2	2	2	0	5	2	1	5	8	4	4	0	13	10	

診療所

		Ｑ１		1.医療ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する外来診療について、以下の医療行為に対応できますか。 イリョウ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ガイライ シンリョウ イカ イリョウ コウイ タイオウ

				Ｑ1-1										予防接種 ヨボウ セッシュ

				Ｑ1-2										一次診療
（経過観察、栄養観察を含む） イチジ シンリョウ ケイカ カンサツ エイヨウ カンサツ フク

				Ｑ1-3										経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ

				Ｑ1-4										経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ

				Ｑ1-5										中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ

				Ｑ1-6										酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ

				Ｑ1-7										気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ

				Ｑ1-8										人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ

				Ｑ1-9										尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ

				Ｑ1-10										人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ

				Ｑ1-11										褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ

		Ｑ２		2.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する往診及び訪問診療について、以下の医療行為に対応できますか イリョウテキ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ オウシン オヨ ホウモン シンリョウ イカ イリョウ コウイ タイオウ

				Ｑ2-1										予防接種 ヨボウ セッシュ

				Ｑ2-2										一次診療
（経過観察、栄養観察を含む） イチジ シンリョウ ケイカ カンサツ エイヨウ カンサツ フク

				Ｑ2-3										経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ

				Ｑ2-4										経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ

				Ｑ2-5										中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ

				Ｑ2-6										酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ

				Ｑ2-7										気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ

				Ｑ2-8										人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ

				Ｑ2-9										尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ

				Ｑ2-10										人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ

				Ｑ2-11										褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ

		Ｑ3		3.24時間、重症心身障害児（18歳未満）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイジ サイ ミマン イリョウ タイオウ

				Ｑ3-1										できる

				Ｑ3-2										できない

				Ｑ3-3										要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン

		Ｑ4		4.24時間、重症心身障害者（18歳以上）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイシャ サイ イジョウ イリョウ タイオウ

				Ｑ4-1										できる

				Ｑ4-2										できない

				Ｑ4-3										要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン

		Ｑ5		5.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する訪問リハビリてーションを提供していますか イリョウテキ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ホウモン テイキョウ

				Ｑ5-1										提供している テイキョウ

				Ｑ5-2										提供していない テイキョウ

				Ｑ5-3										提供していないが対応は可能 テイキョウ タイオウ カノウ

				Ｑ5-4										要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン

		Ｑ6		6.重症心身障害児（者）在宅医療に対応できるようになるための条件はなんですか ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ ザイタク イリョウ タイオウ ジョウケン

				Ｑ6-1										診療報酬の点数が増えること シンリョウ ホウシュウ テンスウ フ

				Ｑ6-2										訪問看護尾の連携 ホウモン カンゴ オ レンケイ

				Ｑ6-3										病院との連携 ビョウイン レンケイ

				Ｑ6-4										在宅療養支援診療所と小児科医とのグループ診療 ザイタク リョウヨウ シエン シンリョウジョ ショウニ カ イ シンリョウ

				Ｑ6-5										在宅療養支援診療所に助言や相談を求めることができること ザイタク リョウヨウ シエン シンリョウジョ ジョゲン ソウダン モト

				Ｑ6-6										小児科医に助言や相談を求めることができること ショウニ カ イ ジョゲン ソウダン モト

				Ｑ6-7										経験のある医師がいること ケイケン イシ

				Ｑ6-8										研修などの自己のスキルアップ ケンシュウ ジコ

				Ｑ6-9										その他 タ

		Ｑ7		7.重症心身障害児（者）の方に対する医療、在宅生活等についてお気づきのことなど、ご自由にお書きください ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ カタ タイ イリョウ ザイタク セイカツ ナド キ ジユウ カ



		承諾可否 ショウダク カヒ		診療所名 シンリョウジョ メイ		電話番号 デンワ バンゴウ		郵便番号 ユウビンバンゴウ		所在地 ショザイチ		電話番号 デンワ バンゴウ		Ｑ１　1.医療ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する外来診療について、以下の医療行為に対応できますか。																								Ｑ２　2.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する往診及び訪問診療について、以下の医療行為に対応できますか																						Ｑ3		Ｑ4		Ｑ5		Ｑ6　6.重症心身障害児（者）在宅医療に対応できるようになるための条件はなんですか																		Ｑ7重症心身障害児（者）の方に対する医療、在宅生活等についてお気づきのことなど、ご自由にお書きください

														Ｑ1-1		Ｑ1-2		Ｑ1-3		Ｑ1-4		Ｑ1-5		Ｑ1-6		Ｑ1-7		Ｑ1-8		Ｑ1-9		Ｑ1-10		Ｑ1-11				Ｑ2-1		Ｑ2-2		Ｑ2-3		Ｑ2-4		Ｑ2-5		Ｑ2-6		Ｑ2-7		Ｑ2-8		Ｑ2-9		Ｑ2-10		Ｑ2-11								Ｑ6-1		Ｑ6-2		Ｑ6-3		Ｑ6-4		Ｑ6-5		Ｑ6-6		Ｑ6-7		Ｑ6-8		Ｑ6-9

		否 ヒ		不明 フメイ						不明 フメイ		不明 フメイ		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		7		0		0

		否 ヒ		不明 フメイ						不明 フメイ		不明 フメイ		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		1		1		0		0		0		1		0

		否 ヒ		不明 フメイ						不明 フメイ		不明 フメイ		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		不明 フメイ						不明 フメイ		不明 フメイ		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		0

		否 ヒ		不明 フメイ						不明 フメイ		不明 フメイ		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		否 ヒ		不明 フメイ						不明 フメイ		不明 フメイ		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		0		1		0

		否 ヒ		不明 フメイ						不明 フメイ		不明 フメイ		1		1		2		2		2		2		2		2		1		2		1				1		1		2		2		2		2		2		2		1		2		1		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		その他：各種の健康的処置の管理ができるかどうか。その訓練を受けているかどうかです。 タ カクシュ ケンコウテキ ショチ カンリ クンレン ウ

		否 ヒ		不明 フメイ						不明 フメイ		不明 フメイ		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		0		0		1		0		0

		否 ヒ		不明 フメイ						不明 フメイ		不明 フメイ		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		その他:スタッフ不足（医師、看護師、介助者）スペース不足 タ フソク イシ カンゴシ カイジョシャ フソク

		否 ヒ		宇都宮市保健所 ウツノミヤシ ホケンジョ				321-0974		宇都宮市竹林町972				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		その他：保健所は直接的な医療サービスを行っていないことから、今後も対応は行わない タ ホケンジョ チョクセツ テキ イリョウ オコナ コンゴ タイオウ オコナ

		承諾 ショウダク		深谷医院 フカヤ イイン		0285-75-0007 		321-4502		真岡市物井1268-7				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		1				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		1		2		2		2		0		0		1		1		0		0		0		0		0

		否 ヒ		こどもクリニックしまむら				326-0822		足利市田中町908-4				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		かしま産婦人科 サンフジンカ		0284-65-0341		326-0844		足利市鹿島町501-1				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		婦人科疾患（不正性器出血/帯下/外陰掻痒等）については外来対応させて頂いております フジンカ シッカン フセイ セイキ シュッケツ タイゲ ガイイン カ カユ ナド ガイライ タイオウ イタダ

		否 ヒ		医療法人雄仁会　奥山医院 イリョウ ホウジン ユウジン カイ オクヤマ イイン				322-0065		鹿沼市上材木町2320				1		3		3		3		3		3		1		3		3		2		2				1		3		2		3		2		3		1		3		3		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		1		1		0		0

		否 ヒ		水沼医院 ミズヌマ イイン				321-0628		那須烏山市金井1-14-8				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		3				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		飯野医院				321-4539		真岡市長沼730-1				3		2		2		2		2		3		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		おおきこどもクリニック		0285-41-0025 		329-0207		小山市美しが丘3-35-3				1		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		宇都宮市子ども発達センター診療所 ウツノミヤシ コ ハッタツ シンリョウジョ		028-647-4720		320-0851		栃木県宇都宮市鶴田町970-1				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		その他：子ども発達センター内の療育を利用する児の診療所であるため タ コ ハッタツ ナイ リョウイク リヨウ ジ シンリョウジョ

		承諾 ショウダク		中川医院 ナカガワ イイン		0287-62-0040		325-0057		那須塩原市黒磯幸町6-27				3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		1		0		1		0

		否 ヒ		ももやこどもクリニック				321-0118		宇都宮市インターパーク3-6-1				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		1		0		0		0		0		0

		否 ヒ		阿久津医院 アクツ イイン				329-1226		高根沢町大谷176-1 タカネザワマチ オオタニ				1		1		2		2		2		3		2		2		3		3		3				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		1		0		0		0		1		0		0

		否 ヒ		伊保内診療所 イホ ナイ シンリョウジョ				327-0034		佐野市伊保内町3841-1				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		1		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		にじいろこども診療所 シンリョウジョ		0285-44-7716		329-0414		下野市小金井4-1-1				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		0		1		1		0

		否 ヒ		戸野塚内科医院 トノヅカ ナイカ イイン				323-0064		小山市下石塚471				3		3		3		3		3		1		1		1		1		3		1				3		3		3		3		3		1		1		1		1		3		1		3		3		4		0		0		1		0		0		1		1		1		0

		否 ヒ		賀川診療所 カガワ シンリョウジョ				326-0843		足利市五十部町1785				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		1		0		1		0		0

		承諾 ショウダク		豊郷台クリニック ユタカ ゴウ ダイ		028-643-8998		320-0003		宇都宮市豊郷台2-21-3		028-643-8998（FAX8999）		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1				1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		2		0		1		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		いとうこどもクリニック		0289-63-5566		322-0025		鹿沼市緑町2-2-29				1		1		3		3		2		2		3		2		2		3		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		0		0		1		1		0

		承諾 ショウダク		清原台こどもクリニック キヨハラ ダイ		028-305-6017		321-3223		宇都宮市清原台2-4-14				1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		その他：医師、看護師の増員 タ イシ カンゴシ ゾウイン

		否 ヒ		阿部医院				324-0032		大田原市佐久山2018 オオタワラシ サクヤマ		0287-28-0053（FAX0287-28-2112）		1		1		2		2		2		2		1		2		1		2		1				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		4		0		1		1		0		1		0		0		1		0

		否 ヒ		中元内科医院 ナカモト ナイカ イイン				328-0027		栃木市今泉町2-10-18				1		3		2		2		2		3		2		2		3		2		3				3		3		2		2		2		3		2		2		3		2		3		2		2		2		0		0		1		0		1		0		0		1		0		①重症心身障害者の重症度の程度問題　②家庭の受け入れ問題、経済的負担 ジュウショウ シンシン ショウガイシャ ジュウショウ ド テイド モンダイ カテイ ウ イ モンダイ ケイザイテキ フタン

		否 ヒ		布川小児科 フカワ ショウニ カ				322-0036		鹿沼市下田町2-1099				1		1		3		3		2		3		2		2		2		3		3				1		1		3		3		2		3		2		2		2		2		3		2		2		2		0		1		1		1		0		0		1		1		0

		否 ヒ		ちづかクリニック				328-0133		栃木市大森町445-4		0282-31-3750		3		3		3		3		2		3		2		2		2		2		3				3		3		3		3		2		3		2		2		2		2		3		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		多島医院 タジマ イイン				321-1524		日光市足尾町赤沢21-28				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		否 ヒ		篠崎内科クリニック シノザキ ナイカ				321-3223		宇都宮市清原台6-1-13				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		否 ヒ		和久医院 ワク イイン				321-3324		芳賀町西水沼119-1				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		否 ヒ		近藤クリニック コンドウ				321-0634		那須烏山市野上町637-2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		0		0		0		0		1		0		0

		否 ヒ		高根沢内科クリニック タカネザワ ナイカ				321-4305		真岡市荒町2-11-1				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		岡田こどもクリニック オカダ				327-0832		佐野市植上町1408-2				1		3		3		3		3		2		3		2		3		3		3				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		0		0		0		0		0		往診医療ができたらと考えていた時もありましたが、現在は物理的に困難で申し訳ありません
重心のお子さんの通院所と個別の相談で応じる可能性はあります オウシン イリョウ カンガ トキ ゲンザイ ブツリテキ コンナン モウ ワケ ジュウシン コ ツウイン ジョ コベツ ソウダン オウ カノウセイ

		否 ヒ		真岡メディカルクリニック モオカ				321-4305		真岡市荒町3-49-6				3		3		3		3		3		3		3		3				3		3				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		0		0		0		1		1		0

		否 ヒ		いしだ整形外科 セイケイ ゲカ				321-0912		宇都宮市石井町3236-1				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		山中クリニック ヤマナカ				327-0835		佐野市植下町2468				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		1		1		0		0		1		0		0

		否 ヒ		医療法人　寿幸会　吉野医院 イリョウ ホウジン コトブキ サチ カイ ヨシノ イイン				320-0014		宇都宮市大曽4-9-11				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		1		1		0		0		1		0		0

		否 ヒ		柳田産婦人科・小児科医院 ヤナギダ サンフジンカ ショウニカ イイン				321-4361		真岡市並木町4-5-3				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		0

		否 ヒ		石田消化器科・内科クリニック イシダ ショウカキ カ ナイカ				321-0216		壬生町壬生丁259-7				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		1		0		0		0		0		0

		否 ヒ		赤羽胃腸科・外科・肛門科医院 アカバネ イチョウカ ゲカ コウモンカ イイン				324-0052		大田原市城山2-5-29				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		医療法人　文仁会　扶桑医院 イリョウ ホウジン ブン ジン カイ フソウ イイン				323-0016		小山市扶桑1-2-1				1		3		3		3		2		2		3		2		3		3		3				3		3		3		2		2		2		3		2		3		2		3		2		2		2		0		0		1		1		0		0		1		1		0

		否 ヒ		馬場医院 ババ イイン				327-0043		佐野市君田町35				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		否 ヒ		井戸川クリニック イドガワ				326-0331		足利市福富町2096-1				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		0		0		1		0		0		0

		否 ヒ		鎌田浅香医院 カマタ アサカ イイン				324-0043		大田原市浅香3-3-9				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		0		1		0		0		0		0		0		0		高額医療はひかえています。悪質ととらえられますので!! コウガク イリョウ アクシツ

		否 ヒ		山門クリニック ヤマカド				328-0031		栃木市日の出町6-35				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		0		0		0		1		0

		否 ヒ		新村ファミリークリニック ニイムラ				328-0011		栃木市大宮町2120-11				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		宇都宮東部クリニック ウツノミヤ トウブ				321-3223		宇都宮市清原台5-14-19				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1

		否 ヒ		車田医院 クルマダ イイン				324-0242		大田原市大豆田457-24				3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3				3		3		3		3		3		0		2		2		3		3		3		2		2		2		0		0		1		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		にがみどう内科クリニック ナイカ				322-0003		鹿沼市仁神堂町351-26				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		松谷内科胃腸科クリニック マツヤ ナイカ イチョウカ				321-3304		芳賀町祖母井1708-17				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		1		0		0

		否 ヒ		まなか医院 イイン				329-1225		高根沢町石末２０９３－１０				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		植木医院 ウエキ イイン				329-2224		塩谷町金枝950				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		1		2		2		2		2		3		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		0		0		0		0		0

		否 ヒ		大岡医院 オオオカ イイン				320-0047		宇都宮市一の沢274-7				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		川野クリニック カワノ				329-1112		宇都宮市上田原町660-6				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		0		1		0

		否 ヒ		陣内医院 ジンナイ イイン				321-0225		壬生町本丸1-7-10		0282-82-0242		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		1		0

		否 ヒ		船越医院 フナコシ イイン				328-0111		栃木市都賀町家中5986-6				1		1		2		2		2		2		2		2		3		2		3				1		1		2		2		2		2		2		2		3		2		3		2		2		2		0		1		1		0		1		1		0		1		0

		否 ヒ		林クリニック ハヤシ				321-0158		宇都宮市西川田本町1-8-29				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		0		0		0		0		0

		否 ヒ		河島医院 カワシマ イイン				329-3436		那須郡那須町伊王野1503				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		松本内科医院 マツモト ナイカ イイン				321-0226		壬生町中央町6-37				3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		否 ヒ		佐藤医院 サトウ イイン				329-2728		栃木県那須塩原市西栄町7-16 ３２９－２７２８		0287-36-0147		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1

		否 ヒ		渡部医院 ワタナベ イイン				329-3153		那須塩原市大原間140-1 ナスシオバラ シ オオハラマ				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		宇都宮市保健センター ウツノミヤシ ホケン				321-0964		宇都宮市駅前通り1-4-6				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		0

		否 ヒ		川村医院 カワムラ イイン				321-2522		日光市鬼怒川温泉大原1396-20				1		1		3		1		3		1		3		2		3		3		3				3		3		3		3		3		3		2		2		3		3		3		2		2		2		0		0		1		0		0		1		1		0		0

		否 ヒ		ほうずみ整形外科内科小児科医院				320-0047		宇都宮市一の沢2-1-43				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		小島内科医院 コジマ ナイカ イイン				321-0168		宇都宮市東原町5-3				3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		1		0		0		0		0

		否 ヒ		那須高原クリニック ナス コウゲン				329-3131		那須塩原市唐杉31-2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		サンフラワークリニック				323-0808		小山市出井1936				3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		昌平町こどもクリニック ショウヘイ マチ				326-0813		足利市昌平町2368				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		①中心となる施設へ患者が訪問するように、移動手段・補助（人、お金）を考えるべき。どうしても動けない、動かせない人のみ専門職（医者以外）が訪問しIT技術等で必要に応じてセンター施設のスペシャリストと連絡し治療（入院‥）の判断をし実行する。
②既存の人・技術・施設を日曜大工的発想で組み合わせて、システムを構築することには賛成できない。現状をどうにかするための方策でなく、医療の公正（正義）を行うためにどうすべきかを考えるべきだと思う チュウシン シセツ カンジャ ホウモン イドウ シュダン ホジョ ヒト カネ カンガ ウゴ ウゴ ヒト センモン ショク イシャ イガイ ホウモン ギジュツナド ヒツヨウ オウ シセツ レンラク チリョウ ニュウイン ハンダン ジッコウ キゾン ヒト ギジュツ シセツ ニチヨウ ダイク テキ ハッソウ ク ア コウチク サンセイ ゲンジョウ ホウサク イリョウ コウセイ セイギ オコナ カンガ オモ

		否 ヒ		赤田診療所 アカダ シンリョウジョ				329-2743		那須塩原市南赤田321-1192				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		手塚内科 テヅカ ナイカ				321-0966		宇都宮市今泉3-12-12				3		3		2		2		2		2		2		2		1		3		3				3		3		2		2		2		2		2		2		3		3		3		2		2		2		0		1		1		0		1		0		1		0		0		今まで具体的な症例に会っていません イマ グタイテキ ショウレイ ア

		否 ヒ		板橋医院 イタバシ イイン				327-0803		佐野市犬伏新町1308-2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		1		1		0

		否 ヒ		倉増医院 クラ マ イイン				320-0856		宇都宮市砥上町675-1				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		その他：人材の確保 タ ジンザイ カクホ

		否 ヒ		もてぎの森メディカルプラザ				321-3541		茂木町烏生田下郷330				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		宮澤クリニック ミヤザワ				329-0412		下野市柴291-2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		金澤医院 カナザワ イイン				325-0052		那須塩原市中央町1-8				1		1		2		2		2		1		2		2		2		2		2				1		1		2		2		2		1		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		つるたfamilyクリニック				320-0857		宇都宮市鶴田1-17-23				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		フォレストサイドクリニック				321-0152		宇都宮市西川田6-6-17		028-684-2775		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		今野内科胃腸科医院 コンノ ナイカ イチョウカ イイン				321-0151		宇都宮市西川田町933-1		028-645-6121		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		1		1		1		0

		否 ヒ		小島原医院 コジマ ハラ イイン				329-1104		宇都宮市下岡本町4075				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		1		0

		否 ヒ		永田内科眼科医院 ナガタ ナイカ ガンカイ イン				321-0982		宇都宮市御幸ヶ原町136-9		028-662-6774		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		1		0

		否 ヒ		大栗医院 オオクリ イイン				320-0034		宇都宮市泉町1-27				3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1

		否 ヒ		星小児科医院 ホシ ショウニカ イイン				321-0346		宇都宮市下荒針町3588-2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		金子内科医院 カネコ ナイカ イイン				320-0032		宇都宮市昭和1-1-31				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		否 ヒ		石川医院 イシカワ イイン				322-0015		栃木県鹿沼市上石川1-319 ３２２－００１５		0289-76-3145		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		当方では特別養護老人ホームの嘱託医を兼ねておりますため、24時間体制での診察となっております。今回のアンケートに対しましては、オーバーワークにつき協力いたしかねます。 トウホウ トクベツ ヨウゴ ロウジン ショクタクイ カ ジカン タイセイ シンサツ コンカイ タイ キョウリョク

		否 ヒ		しみずファミリークリニック				321-0951		宇都宮市越戸3-15-27				1		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		0		0		0		0		0

		否 ヒ		岡医院 オカ イイン				321-1403		日光市下鉢石町997-1				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		1		1		0		そもそも開業の小児科医が少ないうえに、在宅医療をやっている小児科はほとんどいないのが現状。以前、在宅の重症心身障害児の訪問診療を頼まれて行ったことがあるが、大人の訪問診療と勝手が違う為、内科医にはハードルが高いと感じた。是非、近くの小児科の先生に少しでも取り組んでもらうしかないかと思います。 カイギョウ ショウニ カ イ スク ザイタク イリョウ ショウニカ ゲンジョウ イゼン ザイタク ジュウショウ シンシン ショウガイジ ホウモン シンリョウ タノ オコナ オトナ ホウモン シンリョウ カッテ チガ タメ ナイカ イ タカ カン ゼヒ チカ ショウニカ センセイ スコ ト ク オモ

		否 ヒ		風見診療所 カザミ シンリョウジョ				329-2335		塩谷町上平27				3		3		1		3		2		3		3		2		1		3		3				3		1		1		3		2		2		3		3		2		1		3		3		2		2		0		1		1		0		1		0		1		1		0

		否 ヒ		土谷医院 ツチヤ イイン				321-0136		宇都宮市みどり野町14-3				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		1		0

		否 ヒ		遠藤小児科 エンドウ ショウニカ				321-0982		宇都宮市御幸ヶ原町224-10				1		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		1		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		油布医院 ユフ イイン				321-0414		宇都宮市中里町175-8				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		1		0

		承諾 ショウダク		さいとう小児科 ショウニカ		0282-22-0757 		328-0015		栃木市万町30番16号		0282-22-0757		1		1		3		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		1		0

		承諾 ショウダク		冨塚メデｲカルクリニック		028-666-2555		321-2116		宇都宮市徳次郎町888				1		1		2		2		2		2		2		2		1		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0		なるべく協力したいが、現在当院副院長が体調悪く、休養中のため困難となっています。 キョウリョク ゲンザイ トウイン フクインチョウ タイチョウ ワル キュウヨウチュウ コンナン

		承諾 ショウダク		山浦内科医院		0284-21-6653 		326-0843		足利市五十部町1256-5				1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3				1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		4		1		1		1		0		0		0		1		0		0

		承諾 ショウダク		小倉医院		0282-82-0057		321-0227		壬生町通町10-5				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		承諾 ショウダク		飯岡小児科		0289-65-3257		322-0074		鹿沼市日吉町569-2				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		3				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		3		2		2		2		0		0		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		角田内科医院		0285-53-5665 		329-0511		下野市石橋549				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		1		1		1		1		1		0		0

		承諾 ショウダク		おかべこどもクリニック		0285-40-7300 		329-0433		下野市緑5-17-12				3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		くろばね齋藤醫院		0287-54-0031		324-0233		大田原市黒羽田町612				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		1		0

		承諾 ショウダク		立花医院		0287-72-0311		325-0003		那須郡那須町寺子乙3967-190				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		その他：スタッフの充実　　1～9すべて当てはまります タ ジュウジツ ア

		承諾 ショウダク		さいとうハート＆キッズクリニック		0287-53-7979		324-0043		大田原市浅香1-4-3				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		1		0

		承諾 ショウダク		小山すぎの木クリニック		0285-30-3456		323-0806		小山市中久喜1131-1				1		1		1		1		1		1		2		2		2		1		1				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		4		1		1		0		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		有村小児科医院		028-656-7207		321-0912		宇都宮市石井町3128-11		028-656-7207		1		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		1		0		1		1		0		無床の診療所の小児科医としては、急性疾患（特に感染症が多く）への対応が中心です。時間に追われています。予防接種については、時間枠をとって対応できます。一次診療についても、訪問看護との連携等があれば対応可能な場合があります。（例えば点滴投薬等）現時点では往診は無理ですが。 ムショウ シンリョウジョ ショウニ カ イ キュウセイ シッカン トク カンセンショウ オオ タイオウ チュウシン ジカン オ ヨボウ セッシュ ジカンワク タイオウ イチジ シンリョウ ホウモン カンゴ レンケイ トウ タイオウ カノウ バアイ タト テンテキ トウヤク ナド ゲンジテン オウシン ムリ

		承諾 ショウダク		吉永医院		0285-63-2303		321-3564		茂木町増井190-1				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		1		1		0		0		0

		承諾 ショウダク		あさかクリニック		0287-22-2601		324-0043		大田原市浅香3-3711				1		1		2		2		2		2		1		1		2		2		2				1		1		2		2		2		2		1		1		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		坪水医院		0283-62-0265		327-0312		佐野市栃本町2241				1		1		3		3		3		3		3		3		1		3		3				1		1		3		3		3		3		3		3		1		3		3		3		3		3		0		1		1		0		0		0		0		1		0		若い頃、町田市にある重度心身障害者の施設にボランティアで行き、足で書いたお手紙をもらって感動しました。何かのお役にたてればと思いますが、現在実態がよく分かりません。 ワカ コロ マチダシ ジュウド シンシン ショウガイシャ シセツ イ アシ カ テガミ カンドウ ナニ ヤク オモ ゲンザイ ジッタイ ワ

		承諾 ショウダク		こどもヶ丘診療所		028-615-1077		321-0151		宇都宮市西川田町183-21				1		1		3		3		3		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		1		0		1		1		0

		承諾 ショウダク		竹田内科小児科クリニック		0282-29-1233		328-0011		栃木市大宮町52番地		0282-29-1233		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		0		1		1		1		0		0		1		0

		承諾 ショウダク		すながクリニック		0284-44-7211		326-0015		足利市八椚町494-1　				1		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		1		1		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		片山医院		028-661-9764		321-0944		宇都宮市東峰町3008-21				1		1		2		2		2		1		2		2		2		2		2				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		4		0		1		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		稲毛クリニック		0283-25-2566		327-0103		佐野市石塚町893-1				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		1		1		1		1		1		その他：当クリニックでは勤務医での診療のみを行っており、重症心身障害児に対応できるシステムはととのっておらず、申し訳ありません。 タ トウ キンムイ シンリョウ オコナ ジュウショウ シンシン ショウガイジ タイオウ モウ ワケ

		承諾 ショウダク		小川こどもクリニック		0289-74-5421		322-0027		鹿沼市貝島町5006-2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		くさの小児科		0284-73-7000		326-0335		足利市上渋垂町338-3				3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		みやの杜クリニック　		028-683-7811		321-0904		宇都宮市陽東2-4-5				1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1				3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		1		0		0		1		0		0		1		0		0		0		Q2訪問診療のみ対応可 ホウモン シンリョウ タイオウ カ

		承諾 ショウダク		にいたに内科　		028-675-6515		329-1231		塩谷郡高根沢町宝石台 3-3-19				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1

		承諾 ショウダク		よこやま内科小児科クリニック		0282-24-8102		328-0075		栃木市箱森町38-70				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		さいとうクリニック		0287-39-1805		329-2724		那須塩原市西幸町7-13				1		1		3		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		0		0		0		0		1		その他：現在の診療所での診療との兼ね合いが困難であり、複数の医師や看護師が必要 タ ゲンザイ シンリョウジョ シンリョウ カ ア コンナン フクスウ イシ カンゴシ ヒツヨウ

		承諾 ショウダク		桜井消化器科・内科		028-643-0870		320-0073		宇都宮市細谷1-7-38				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		承諾 ショウダク		佐藤医院		0287-96-2841		324-0501		那須郡那珂川町小川2960-1				1		1		3		3		2		3		3		2		1		1		1				1		1		3		3		2		3		3		2		1		1		1		3		3		4		0		1		1		1		0		1		0		0		0

		承諾 ショウダク		大根田内科医院		028-624-6322		320-0072		宇都宮市若草3-4-22				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		0		0		0		0		0		0		0		当方の医師が高齢であり、しかもスタッフがそろっていないので在宅医療は無理なので、ましてや重症心身障害者においておやです。 トウホウ イシ コウレイ ザイタク イリョウ ムリ ジュウショウ シンシン ショウガイシャ

		承諾 ショウダク		医療法人　赤羽病院		028-661-5446		321-0904		宇都宮市陽東7-2-2				1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3				3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		2		2		2		0		1		1		1		0		0		1		0		0

		承諾 ショウダク		田井の里クリニック		0285-81-6502		321-4301		真岡市西田井内外748-2				1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2				3		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		みずぬまクリニック		0287-39-1581		329-2751		那須塩原市東三島2-80-6				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		その他：在宅医療をやっていないので現状は無理である タ ザイタク イリョウ ゲンジョウ ムリ

		承諾 ショウダク		キッズクリニックはせがわ		0283-27-0200		327-0843		佐野市堀米町3946-6				1		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		その他：時間的余裕 タ ジカンテキ ヨユウ

		承諾 ショウダク		小森谷内科医院		0282-43-7327		329-4404		栃木市大平町富田4003-8				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		熊倉医院		0282-55-8425		329-4316		下都賀郡岩舟町新里180-1				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		いちはらファミリークリニック		028-612-8350		321-0414		宇都宮市中里町322				3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3				3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		1		2		0		1		1		1		0		1		0		1		0

		承諾 ショウダク		かとう小児科 ショウニカ		0282-82-7576		321-0218		壬生町落合3-7-30		 		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		福田こどもクリニック		028-659-8850		320-0852		栃木県宇都宮市下砥上町1545-20				1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3				1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		2		2		2		0		1		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		てらもと小児科		028-650-6636		321-0975		宇都宮市関堀町971-6				1		1		3		2		2		3		3		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		0		小児科医としてはもっと積極的に協力しなければいけないと思いますが、現在の我診療所の状態では不可能なことが多く残念です。 ショウニ カ イ セッキョクテキ キョウリョク オモ ゲンザイ ワガ シンリョウジョ ジョウタイ フカノウ オオ ザンネン

		承諾 ショウダク		木村内科医院		0288-22-7880		321-1264		日光市瀬尾497-1				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		承諾 ショウダク		こばやしファミリークリニック		0283-85-9900		327-0311		佐野市多田町566				1		1		1		1		3		1		1		2		1		1		1				1		1		1		1		3		1		1		3		1		1		1		3		3		2		0		1		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		あいファミリィクリニック足利 アシカガ		0284-22-3788		329-4213		足利市寺岡町505-1				1		1		1		1		1		1		1		3		1		1		1				1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		1		0		1		0		0		0		0		1		0

		承諾 ショウダク		腰塚医院		0282-62-2072		323-1104		栃木市藤岡町藤岡1845-10				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		1		1		1		1		0

		承諾 ショウダク		桜井こどもクリニック		0282-24-5987		328-0034		栃木市本町16-9				1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		承諾 ショウダク		神鳥谷クリニック		0285-22-7700		323-0827		小山市神鳥谷1-19-1		 		2		2		2		2		2		2		2		2		1		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		持田医院		0282-67-3661		329-0319		栃木市藤岡町中根115-5				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		4		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		田村医院		0282-43-3368		329-4423		栃木市大平町西水代1835-1				1		1		1		1		1		1		1		2		1		1		1				1		1		1		1		1		1		1		2		1		1		1		3		1		4		1		1		1		1		1		1		1		1		0		Q5.訪問看護、訪問リハビリテーションを利用 ホウモン カンゴ ホウモン リヨウ

		承諾 ショウダク		大橋内科クリニック		0282-82-8522		321-0219		壬生町福和田1003-1				1		1		2		2		2		3		2		2		2		2		3				1		1		2		2		2		3		2		2		2		2		3		3		3		2		0		1		1		0		0		0		0		1		0

		承諾 ショウダク		てらだファミリークリニック		028-654-2188		321-0132		宇都宮市雀の宮5-5-1				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		1		1		1		1		0

		承諾 ショウダク		あおい内科小児科ｸﾘﾆｯｸ		028-663-6000		321-0973		宇都宮市岩曽町1086-1				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		1		1		1		その他：往診時間の確保ができること タ オウシン ジカン カクホ

		承諾 ショウダク		飯塚医院		0287-92-2034		324-0613		那須郡那珂川町馬頭484-3				1		1		2		2		2		2		2		2		1		2		1				1		1		2		2		2		2		2		2		1		2		1		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		0

		承諾 ショウダク		やの小児科医院		0285-56-0280		329-0611		河内郡上三川町上三川3446-3				1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3				1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		2		2		2		0		1		1		1		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		仲嶋医院		028-681-7755		329-1311		さくら市氏家3245-17				3		3		3		3		2		3		3		3		3		2		3				3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		2		3		2		1		1		1		1		1		1		1		0		0		成人（18才以上）を対象に回答しました セイジン サイ イジョウ タイショウ カイトウ

		承諾 ショウダク		小林診療所		0285-82-3873		321-4369		真岡市熊倉3-10-7				1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		1				1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		1		2		2		2		0		1		0		0		0		1		0		0		0

		承諾 ショウダク		西真岡こどもクリニック		0285-81-7900		321-4341		真岡市高勢町3-205-1				1		1		1		3		1		1		1		1		1		3		3				1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		その他：現在おこなっています タ ゲンザイ

		承諾 ショウダク		鈴木医院		0285-72-2032		321-4217		益子町益子1747-2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		承諾 ショウダク		緑の屋根診療所		0283-20-2577		327-0843		佐野市堀米町1348-5				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		0		0		1		0		1		0		1		0		0		地域の社会資源が少ない。マンパワー不足 チイキ シャカイ シゲン スク ブソク

		承諾 ショウダク		ひがのクリニック		0285-74-0051 		321-4521		真岡市久下田941-1				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		豊郷中央渡辺内科　		028-622-8900		320-0004		宇都宮市長岡町1217-5				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		1				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		1		0		0

		承諾 ショウダク		きくちクリニック		028-683-3387		321-0903		宇都宮市下平出町614-2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		0		0

		承諾 ショウダク		サンレディースクリニック		0282-24-3541		328-0024		栃木市樋ノ口町504-1				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		医療法人　亀田内科		028-633-2884		320-0812		宇都宮市一番町1-28				1		1		1		2		2		1		2		2		2		2		1				1		1		1		2		2		1		2		2		2		2		1		3		3		3		0		0		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		越戸クリニック		028-660-6190		321-0951		宇都宮市越戸町139-6				1		1		2		2		2		3		2		2		2		2		3				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		佐藤内科		0285-53-1305		329-0511		下野市石橋839-14				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		承諾 ショウダク		グリムこどもクリニック		0285-51-1515		329-0502		下野市下古山2-6-17				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		事前連絡の上での一次診療、予防接種ですので、申し訳ありません。 ジゼン レンラク ウエ イチジ シンリョウ ヨボウ セッシュ モウ ワケ

		承諾 ショウダク		吉原医院		0288-21-0161		321-1261		日光市今市826-4				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		1		1		1		その他：設備 タ セツビ

		承諾 ショウダク		梅園医院		028-633-2869		320-0035		宇都宮市伝馬町3-28				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		1		0		0

		承諾 ショウダク		森田医院		028-633-1573		320-0861		宇都宮市西3-5-8				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		鈴木内科クリニック		028-655-1229		321-0139		宇都宮市若松原2-4-19				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		その他：24時間対応が必要となると考えますが、当院診療時間内の往診は難しいと考えます。 タ ジカン タイオウ ヒツヨウ カンガ トウイン シンリョウ ジカン ナイ オウシン ムズカ カンガ

		承諾 ショウダク		小松医院		0289-60-5515		322-0064		鹿沼市文化橋町2300-1				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		1		0		0		1		0



														1.医療ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する外来診療について、以下の医療行為に対応できますか。 イリョウ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ガイライ シンリョウ イカ イリョウ コウイ タイオウ																								2.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する往診及び訪問診療について、以下の医療行為に対応できますか イリョウテキ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ オウシン オヨ ホウモン シンリョウ イカ イリョウ コウイ タイオウ

														予防接種 ヨボウ セッシュ		一次診療
（経過観察、栄養観察を含む） イチジ シンリョウ ケイカ カンサツ エイヨウ カンサツ フク		経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ		経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ		中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ		酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ		気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ		人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ		尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ		人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ		褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ				予防接種 ヨボウ セッシュ		一次診療
（経過観察、栄養観察を含む） イチジ シンリョウ ケイカ カンサツ エイヨウ カンサツ フク		経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ		経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ		中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ		酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ		気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ		人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ		尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ		人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ		褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ

										1		できる		83		57		12		9		7		13		11		6		17		8		16		できる		39		29		8		6		5		9		9		6		10		7		12

										2		できない		55		80		127		134		142		130		136		146		131		137		124		できない		102		115		141		143		148		140		144		148		140		145		134

										3		要相談 ヨウ ソウダン		27		28		26		22		16		22		18		13		16		20		25		要相談 ヨウ ソウダン		24		21		16		16		12		15		12		11		15		13		19

																																																														0

														3.24時間、重症心身障害児（18歳未満）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイジ サイ ミマン イリョウ タイオウ

										1		できる		1

										2		できない		150

										3		要相談 ヨウ ソウダン		14

														4.24時間、重症心身障害者（18歳以上）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイシャ サイ イジョウ イリョウ タイオウ

										1		できる		3

										2		できない		150

										3		要相談 ヨウ ソウダン		12

														5.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する訪問リハビリてーションを提供していますか イリョウテキ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ホウモン テイキョウ

										1		提供している テイキョウ		1

										2		提供していない テイキョウ		152

										3		提供していないが対応は可能 テイキョウ タイオウ カノウ		4

										4		要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン		8

														6.重症心身障害児（者）在宅医療に対応できるようになるための条件はなんですか

										1		診療報酬の点数が増えること シンリョウ ホウシュウ テンスウ フ		24

										2		訪問看護尾の連携 ホウモン カンゴ オ レンケイ		73

										3		病院との連携 ビョウイン レンケイ		90

										4		在宅療養支援診療所と小児科医とのグループ診療 ザイタク リョウヨウ シエン シンリョウジョ ショウニ カ イ シンリョウ		43

										5		在宅療養支援診療所に助言や相談を求めることができること ザイタク リョウヨウ シエン シンリョウジョ ジョゲン ソウダン モト		28

										6		小児科医に助言や相談を求めることができること ショウニ カ イ ジョゲン ソウダン モト		26

										7		経験のある医師がいること ケイケン イシ		62

										8		研修などの自己のスキルアップ ケンシュウ ジコ		47

										9		その他 タ		21



できる	予防接種	一次診療	
（経過観察、栄養観察を含む）	経鼻経管栄養の管理	経皮経管栄養の管理	
（胃ろう）	中心静脈栄養の管理	酸素療法の管理	気管切開の管理	人工呼吸器の管理	尿道留置カテーテル	
の管理	人工肛門の管理	褥瘡の管理	83	57	12	9	7	13	11	6	17	8	16	できない	予防接種	一次診療	
（経過観察、栄養観察を含む）	経鼻経管栄養の管理	経皮経管栄養の管理	
（胃ろう）	中心静脈栄養の管理	酸素療法の管理	気管切開の管理	人工呼吸器の管理	尿道留置カテーテル	
の管理	人工肛門の管理	褥瘡の管理	55	80	127	134	142	130	136	146	131	137	124	要相談	予防接種	一次診療	
（経過観察、栄養観察を含む）	経鼻経管栄養の管理	経皮経管栄養の管理	
（胃ろう）	中心静脈栄養の管理	酸素療法の管理	気管切開の管理	人工呼吸器の管理	尿道留置カテーテル	
の管理	人工肛門の管理	褥瘡の管理	27	28	26	22	16	22	18	13	16	20	25	3.24時間、重症心身障害児（18歳未満）の医療に対応ができますか	できる	できない	要相談	1	150	14	4.24時間、重症心身障害者（18歳以上）の医療に対応ができますか	できる	できない	要相談	3	150	12	5.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する訪問リハビリてーションを提供していますか	提供している	提供していない	提供していないが対応は可能	要相談（条件による）	1	152	4	8	6.重症心身障害児（者）在宅医療に対応できるようになるための条件はなんですか	診療報酬の点数が増えること	訪問看護尾の連携	病院との連携	在宅療養支援診療所と小児科医とのグループ診療	在宅療養支援診療所に助言や相談を求めることができること	小児科医に	助言や相談を求めることができること	経験のある医師がいること	研修などの自己のスキルアップ	その他	24	73	90	43	28	26	62	47	21	できる	予防接種	一次診療	
（経過観察、栄養観察を含む）	経鼻経管栄養の管理	経皮経管栄養の管理	
（胃ろう）	中心静脈栄養の管理	酸素療法の管理	気管切開の管理	人工呼吸器の管理	尿道留置カテーテル	
の管理	人工肛門の管理	褥瘡の管理	39	29	8	6	5	9	9	6	10	7	12	できない	予防接種	一次診療	
（経過観察、栄養観察を含む）	経鼻経管栄養の管理	経皮経管栄養の管理	
（胃ろう）	中心静脈栄養の管理	酸素療法の管理	気管切開の管理	人工呼吸器の管理	尿道留置カテーテル	
の管理	人工肛門の管理	褥瘡の管理	102	115	141	143	148	140	144	148	140	145	134	要相談	予防接種	一次診療	
（経過観察、栄養観察を含む）	経鼻経管栄養の管理	経皮経管栄養の管理	
（胃ろう）	中心静脈栄養の管理	酸素療法の管理	気管切開の管理	人工呼吸器の管理	尿道留置カテーテル	
の管理	人工肛門の管理	褥瘡の管理	24	21	16	16	12	15	12	11	15	13	19	

診療所 (作業)

		Ｑ１		1.医療ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する外来診療について、以下の医療行為に対応できますか。 イリョウ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ガイライ シンリョウ イカ イリョウ コウイ タイオウ

				Ｑ1-1										予防接種 ヨボウ セッシュ

				Ｑ1-2										一次診療
（経過観察、栄養観察を含む） イチジ シンリョウ ケイカ カンサツ エイヨウ カンサツ フク

				Ｑ1-3										経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ

				Ｑ1-4										経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ

				Ｑ1-5										中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ

				Ｑ1-6										酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ

				Ｑ1-7										気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ

				Ｑ1-8										人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ

				Ｑ1-9										尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ

				Ｑ1-10										人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ

				Ｑ1-11										褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ

		Ｑ２		2.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する往診及び訪問診療について、以下の医療行為に対応できますか イリョウテキ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ オウシン オヨ ホウモン シンリョウ イカ イリョウ コウイ タイオウ

				Ｑ2-1										予防接種 ヨボウ セッシュ

				Ｑ2-2										一次診療
（経過観察、栄養観察を含む） イチジ シンリョウ ケイカ カンサツ エイヨウ カンサツ フク

				Ｑ2-3										経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ

				Ｑ2-4										経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ

				Ｑ2-5										中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ

				Ｑ2-6										酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ

				Ｑ2-7										気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ

				Ｑ2-8										人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ

				Ｑ2-9										尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ

				Ｑ2-10										人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ

				Ｑ2-11										褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ

		Ｑ3		3.24時間、重症心身障害児（18歳未満）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイジ サイ ミマン イリョウ タイオウ

				Ｑ3-1										できる

				Ｑ3-2										できない

				Ｑ3-3										要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン

		Ｑ4		4.24時間、重症心身障害者（18歳以上）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイシャ サイ イジョウ イリョウ タイオウ

				Ｑ4-1										できる

				Ｑ4-2										できない

				Ｑ4-3										要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン

		Ｑ5		5.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する訪問リハビリてーションを提供していますか イリョウテキ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ホウモン テイキョウ

				Ｑ5-1										提供している テイキョウ

				Ｑ5-2										提供していない テイキョウ

				Ｑ5-3										提供していないが対応は可能 テイキョウ タイオウ カノウ

				Ｑ5-4										要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン

		Ｑ6		6.重症心身障害児（者）在宅医療に対応できるようになるための条件はなんですか ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ ザイタク イリョウ タイオウ ジョウケン

				Ｑ6-1										診療報酬の点数が増えること シンリョウ ホウシュウ テンスウ フ

				Ｑ6-2										訪問看護尾の連携 ホウモン カンゴ オ レンケイ

				Ｑ6-3										病院との連携 ビョウイン レンケイ

				Ｑ6-4										在宅療養支援診療所と小児科医とのグループ診療 ザイタク リョウヨウ シエン シンリョウジョ ショウニ カ イ シンリョウ

				Ｑ6-5										在宅療養支援診療所に助言や相談を求めることができること ザイタク リョウヨウ シエン シンリョウジョ ジョゲン ソウダン モト

				Ｑ6-6										小児科医に助言や相談を求めることができること ショウニ カ イ ジョゲン ソウダン モト

				Ｑ6-7										経験のある医師がいること ケイケン イシ

				Ｑ6-8										研修などの自己のスキルアップ ケンシュウ ジコ

				Ｑ6-9										その他 タ

		Ｑ7		7.重症心身障害児（者）の方に対する医療、在宅生活等についてお気づきのことなど、ご自由にお書きください ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ カタ タイ イリョウ ザイタク セイカツ ナド キ ジユウ カ



		承諾可否 ショウダク カヒ		診療所名 シンリョウジョ メイ		電話番号 デンワ バンゴウ		郵便番号 ユウビンバンゴウ		所在地 ショザイチ		電話番号 デンワ バンゴウ		Ｑ１　1.医療ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する外来診療について、以下の医療行為に対応できますか。																								Ｑ２　2.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する往診及び訪問診療について、以下の医療行為に対応できますか																						Ｑ3		Ｑ4		Ｑ5		Ｑ6　6.重症心身障害児（者）在宅医療に対応できるようになるための条件はなんですか																		Ｑ7重症心身障害児（者）の方に対する医療、在宅生活等についてお気づきのことなど、ご自由にお書きください

														Ｑ1-1		Ｑ1-2		Ｑ1-3		Ｑ1-4		Ｑ1-5		Ｑ1-6		Ｑ1-7		Ｑ1-8		Ｑ1-9		Ｑ1-10		Ｑ1-11				Ｑ2-1		Ｑ2-2		Ｑ2-3		Ｑ2-4		Ｑ2-5		Ｑ2-6		Ｑ2-7		Ｑ2-8		Ｑ2-9		Ｑ2-10		Ｑ2-11								Ｑ6-1		Ｑ6-2		Ｑ6-3		Ｑ6-4		Ｑ6-5		Ｑ6-6		Ｑ6-7		Ｑ6-8		Ｑ6-9

		否 ヒ		不明 フメイ						不明 フメイ		不明 フメイ		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		7		0		0

		否 ヒ		不明 フメイ						不明 フメイ		不明 フメイ		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		1		1		0		0		0		1		0

		否 ヒ		不明 フメイ						不明 フメイ		不明 フメイ		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		不明 フメイ						不明 フメイ		不明 フメイ		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		0

		否 ヒ		不明 フメイ						不明 フメイ		不明 フメイ		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		否 ヒ		不明 フメイ						不明 フメイ		不明 フメイ		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		0		1		0

		否 ヒ		不明 フメイ						不明 フメイ		不明 フメイ		1		1		2		2		2		2		2		2		1		2		1				1		1		2		2		2		2		2		2		1		2		1		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		その他：各種の健康的処置の管理ができるかどうか。その訓練を受けているかどうかです。 タ カクシュ ケンコウテキ ショチ カンリ クンレン ウ

		否 ヒ		不明 フメイ						不明 フメイ		不明 フメイ		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		0		0		1		0		0

		否 ヒ		不明 フメイ						不明 フメイ		不明 フメイ		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		その他:スタッフ不足（医師、看護師、介助者）スペース不足 タ フソク イシ カンゴシ カイジョシャ フソク

		否 ヒ		宇都宮市保健所 ウツノミヤシ ホケンジョ				321-0974		宇都宮市竹林町972				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		その他：保健所は直接的な医療サービスを行っていないことから、今後も対応は行わない タ ホケンジョ チョクセツ テキ イリョウ オコナ コンゴ タイオウ オコナ

		承諾 ショウダク		深谷医院 フカヤ イイン		0285-75-0007 		321-4502		真岡市物井1268-7				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		1				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		1		2		2		2		0		0		1		1		0		0		0		0		0

		否 ヒ		こどもクリニックしまむら				326-0822		足利市田中町908-4				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		かしま産婦人科 サンフジンカ		0284-65-0341		326-0844		足利市鹿島町501-1				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		婦人科疾患（不正性器出血/帯下/外陰掻痒等）については外来対応させて頂いております フジンカ シッカン フセイ セイキ シュッケツ タイゲ ガイイン カ カユ ナド ガイライ タイオウ イタダ

		否 ヒ		医療法人雄仁会　奥山医院 イリョウ ホウジン ユウジン カイ オクヤマ イイン				322-0065		鹿沼市上材木町2320				1		3		3		3		3		3		1		3		3		2		2				1		3		2		3		2		3		1		3		3		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		1		1		0		0

		否 ヒ		水沼医院 ミズヌマ イイン				321-0628		那須烏山市金井1-14-8				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		3				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		飯野医院				321-4539		真岡市長沼730-1				3		2		2		2		2		3		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		おおきこどもクリニック		0285-41-0025 		329-0207		小山市美しが丘3-35-3				1		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		宇都宮市子ども発達センター診療所 ウツノミヤシ コ ハッタツ シンリョウジョ		028-647-4720		320-0851		栃木県宇都宮市鶴田町970-1				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		その他：子ども発達センター内の療育を利用する児の診療所であるため タ コ ハッタツ ナイ リョウイク リヨウ ジ シンリョウジョ

		承諾 ショウダク		中川医院 ナカガワ イイン		0287-62-0040		325-0057		那須塩原市黒磯幸町6-27				3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		1		0		1		0

		否 ヒ		ももやこどもクリニック				321-0118		宇都宮市インターパーク3-6-1				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		1		0		0		0		0		0

		否 ヒ		阿久津医院 アクツ イイン				329-1226		高根沢町大谷176-1 タカネザワマチ オオタニ				1		1		2		2		2		3		2		2		3		3		3				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		1		0		0		0		1		0		0

		否 ヒ		伊保内診療所 イホ ナイ シンリョウジョ				327-0034		佐野市伊保内町3841-1				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		1		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		にじいろこども診療所 シンリョウジョ		0285-44-7716		329-0414		下野市小金井4-1-1				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		0		1		1		0

		否 ヒ		戸野塚内科医院 トノヅカ ナイカ イイン				323-0064		小山市下石塚471				3		3		3		3		3		1		1		1		1		3		1				3		3		3		3		3		1		1		1		1		3		1		3		3		4		0		0		1		0		0		1		1		1		0

		否 ヒ		賀川診療所 カガワ シンリョウジョ				326-0843		足利市五十部町1785				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		1		0		1		0		0

		承諾 ショウダク		豊郷台クリニック ユタカ ゴウ ダイ		028-643-8998		320-0003		宇都宮市豊郷台2-21-3		028-643-8998（FAX8999）		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1				1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		2		0		1		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		いとうこどもクリニック		0289-63-5566		322-0025		鹿沼市緑町2-2-29				1		1		3		3		2		2		3		2		2		3		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		0		0		1		1		0

		承諾 ショウダク		清原台こどもクリニック キヨハラ ダイ		028-305-6017		321-3223		宇都宮市清原台2-4-14				1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		その他：医師、看護師の増員 タ イシ カンゴシ ゾウイン

		否 ヒ		阿部医院				324-0032		大田原市佐久山2018 オオタワラシ サクヤマ		0287-28-0053（FAX0287-28-2112）		1		1		2		2		2		2		1		2		1		2		1				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		4		0		1		1		0		1		0		0		1		0

		否 ヒ		中元内科医院 ナカモト ナイカ イイン				328-0027		栃木市今泉町2-10-18				1		3		2		2		2		3		2		2		3		2		3				3		3		2		2		2		3		2		2		3		2		3		2		2		2		0		0		1		0		1		0		0		1		0		①重症心身障害者の重症度の程度問題　②家庭の受け入れ問題、経済的負担 ジュウショウ シンシン ショウガイシャ ジュウショウ ド テイド モンダイ カテイ ウ イ モンダイ ケイザイテキ フタン

		否 ヒ		布川小児科 フカワ ショウニ カ				322-0036		鹿沼市下田町2-1099				1		1		3		3		2		3		2		2		2		3		3				1		1		3		3		2		3		2		2		2		2		3		2		2		2		0		1		1		1		0		0		1		1		0

		否 ヒ		ちづかクリニック				328-0133		栃木市大森町445-4		0282-31-3750		3		3		3		3		2		3		2		2		2		2		3				3		3		3		3		2		3		2		2		2		2		3		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		多島医院 タジマ イイン				321-1524		日光市足尾町赤沢21-28				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		否 ヒ		篠崎内科クリニック シノザキ ナイカ				321-3223		宇都宮市清原台6-1-13				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		否 ヒ		和久医院 ワク イイン				321-3324		芳賀町西水沼119-1				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		否 ヒ		近藤クリニック コンドウ				321-0634		那須烏山市野上町637-2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		0		0		0		0		1		0		0

		否 ヒ		高根沢内科クリニック タカネザワ ナイカ				321-4305		真岡市荒町2-11-1				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		岡田こどもクリニック オカダ				327-0832		佐野市植上町1408-2				1		3		3		3		3		2		3		2		3		3		3				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		0		0		0		0		0		往診医療ができたらと考えていた時もありましたが、現在は物理的に困難で申し訳ありません
重心のお子さんの通院所と個別の相談で応じる可能性はあります オウシン イリョウ カンガ トキ ゲンザイ ブツリテキ コンナン モウ ワケ ジュウシン コ ツウイン ジョ コベツ ソウダン オウ カノウセイ

		否 ヒ		真岡メディカルクリニック モオカ				321-4305		真岡市荒町3-49-6				3		3		3		3		3		3		3		3				3		3				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		0		0		0		1		1		0

		否 ヒ		いしだ整形外科 セイケイ ゲカ				321-0912		宇都宮市石井町3236-1				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		山中クリニック ヤマナカ				327-0835		佐野市植下町2468				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		1		1		0		0		1		0		0

		否 ヒ		医療法人　寿幸会　吉野医院 イリョウ ホウジン コトブキ サチ カイ ヨシノ イイン				320-0014		宇都宮市大曽4-9-11				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		1		1		0		0		1		0		0

		否 ヒ		柳田産婦人科・小児科医院 ヤナギダ サンフジンカ ショウニカ イイン				321-4361		真岡市並木町4-5-3				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		0

		否 ヒ		石田消化器科・内科クリニック イシダ ショウカキ カ ナイカ				321-0216		壬生町壬生丁259-7				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		1		0		0		0		0		0

		否 ヒ		赤羽胃腸科・外科・肛門科医院 アカバネ イチョウカ ゲカ コウモンカ イイン				324-0052		大田原市城山2-5-29				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		医療法人　文仁会　扶桑医院 イリョウ ホウジン ブン ジン カイ フソウ イイン				323-0016		小山市扶桑1-2-1				1		3		3		3		2		2		3		2		3		3		3				3		3		3		2		2		2		3		2		3		2		3		2		2		2		0		0		1		1		0		0		1		1		0

		否 ヒ		馬場医院 ババ イイン				327-0043		佐野市君田町35				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		否 ヒ		井戸川クリニック イドガワ				326-0331		足利市福富町2096-1				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		0		0		1		0		0		0

		否 ヒ		鎌田浅香医院 カマタ アサカ イイン				324-0043		大田原市浅香3-3-9				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		0		1		0		0		0		0		0		0		高額医療はひかえています。悪質ととらえられますので!! コウガク イリョウ アクシツ

		否 ヒ		山門クリニック ヤマカド				328-0031		栃木市日の出町6-35				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		0		0		0		1		0

		否 ヒ		新村ファミリークリニック ニイムラ				328-0011		栃木市大宮町2120-11				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		宇都宮東部クリニック ウツノミヤ トウブ				321-3223		宇都宮市清原台5-14-19				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1

		否 ヒ		車田医院 クルマダ イイン				324-0242		大田原市大豆田457-24				3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3				3		3		3		3		3		0		2		2		3		3		3		2		2		2		0		0		1		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		にがみどう内科クリニック ナイカ				322-0003		鹿沼市仁神堂町351-26				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		松谷内科胃腸科クリニック マツヤ ナイカ イチョウカ				321-3304		芳賀町祖母井1708-17				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		1		0		0

		否 ヒ		まなか医院 イイン				329-1225		高根沢町石末２０９３－１０				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		植木医院 ウエキ イイン				329-2224		塩谷町金枝950				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		1		2		2		2		2		3		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		0		0		0		0		0

		否 ヒ		大岡医院 オオオカ イイン				320-0047		宇都宮市一の沢274-7				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		川野クリニック カワノ				329-1112		宇都宮市上田原町660-6				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		0		1		0

		否 ヒ		陣内医院 ジンナイ イイン				321-0225		壬生町本丸1-7-10		0282-82-0242		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		1		0

		否 ヒ		船越医院 フナコシ イイン				328-0111		栃木市都賀町家中5986-6				1		1		2		2		2		2		2		2		3		2		3				1		1		2		2		2		2		2		2		3		2		3		2		2		2		0		1		1		0		1		1		0		1		0

		否 ヒ		林クリニック ハヤシ				321-0158		宇都宮市西川田本町1-8-29				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		0		0		0		0		0

		否 ヒ		河島医院 カワシマ イイン				329-3436		那須郡那須町伊王野1503				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		松本内科医院 マツモト ナイカ イイン				321-0226		壬生町中央町6-37				3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		否 ヒ		佐藤医院 サトウ イイン				329-2728		栃木県那須塩原市西栄町7-16 ３２９－２７２８		0287-36-0147		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1

		否 ヒ		渡部医院 ワタナベ イイン				329-3153		那須塩原市大原間140-1 ナスシオバラ シ オオハラマ				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		宇都宮市保健センター ウツノミヤシ ホケン				321-0964		宇都宮市駅前通り1-4-6				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		0

		否 ヒ		川村医院 カワムラ イイン				321-2522		日光市鬼怒川温泉大原1396-20				1		1		3		1		3		1		3		2		3		3		3				3		3		3		3		3		3		2		2		3		3		3		2		2		2		0		0		1		0		0		1		1		0		0

		否 ヒ		ほうずみ整形外科内科小児科医院				320-0047		宇都宮市一の沢2-1-43				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		小島内科医院 コジマ ナイカ イイン				321-0168		宇都宮市東原町5-3				3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		1		0		0		0		0

		否 ヒ		那須高原クリニック ナス コウゲン				329-3131		那須塩原市唐杉31-2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		サンフラワークリニック				323-0808		小山市出井1936				3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		昌平町こどもクリニック ショウヘイ マチ				326-0813		足利市昌平町2368				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		①中心となる施設へ患者が訪問するように、移動手段・補助（人、お金）を考えるべき。どうしても動けない、動かせない人のみ専門職（医者以外）が訪問しIT技術等で必要に応じてセンター施設のスペシャリストと連絡し治療（入院‥）の判断をし実行する。
②既存の人・技術・施設を日曜大工的発想で組み合わせて、システムを構築することには賛成できない。現状をどうにかするための方策でなく、医療の公正（正義）を行うためにどうすべきかを考えるべきだと思う チュウシン シセツ カンジャ ホウモン イドウ シュダン ホジョ ヒト カネ カンガ ウゴ ウゴ ヒト センモン ショク イシャ イガイ ホウモン ギジュツナド ヒツヨウ オウ シセツ レンラク チリョウ ニュウイン ハンダン ジッコウ キゾン ヒト ギジュツ シセツ ニチヨウ ダイク テキ ハッソウ ク ア コウチク サンセイ ゲンジョウ ホウサク イリョウ コウセイ セイギ オコナ カンガ オモ

		否 ヒ		赤田診療所 アカダ シンリョウジョ				329-2743		那須塩原市南赤田321-1192				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		手塚内科 テヅカ ナイカ				321-0966		宇都宮市今泉3-12-12				3		3		2		2		2		2		2		2		1		3		3				3		3		2		2		2		2		2		2		3		3		3		2		2		2		0		1		1		0		1		0		1		0		0		今まで具体的な症例に会っていません イマ グタイテキ ショウレイ ア

		否 ヒ		板橋医院 イタバシ イイン				327-0803		佐野市犬伏新町1308-2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		1		1		0

		否 ヒ		倉増医院 クラ マ イイン				320-0856		宇都宮市砥上町675-1				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		その他：人材の確保 タ ジンザイ カクホ

		否 ヒ		もてぎの森メディカルプラザ				321-3541		茂木町烏生田下郷330				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		宮澤クリニック ミヤザワ				329-0412		下野市柴291-2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		金澤医院 カナザワ イイン				325-0052		那須塩原市中央町1-8				1		1		2		2		2		1		2		2		2		2		2				1		1		2		2		2		1		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		つるたfamilyクリニック				320-0857		宇都宮市鶴田1-17-23				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		フォレストサイドクリニック				321-0152		宇都宮市西川田6-6-17		028-684-2775		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		今野内科胃腸科医院 コンノ ナイカ イチョウカ イイン				321-0151		宇都宮市西川田町933-1		028-645-6121		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		1		1		1		0

		否 ヒ		小島原医院 コジマ ハラ イイン				329-1104		宇都宮市下岡本町4075				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		1		0

		否 ヒ		永田内科眼科医院 ナガタ ナイカ ガンカイ イン				321-0982		宇都宮市御幸ヶ原町136-9		028-662-6774		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		1		0

		否 ヒ		大栗医院 オオクリ イイン				320-0034		宇都宮市泉町1-27				3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1

		否 ヒ		星小児科医院 ホシ ショウニカ イイン				321-0346		宇都宮市下荒針町3588-2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		金子内科医院 カネコ ナイカ イイン				320-0032		宇都宮市昭和1-1-31				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		否 ヒ		石川医院 イシカワ イイン				322-0015		栃木県鹿沼市上石川1-319 ３２２－００１５		0289-76-3145		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		当方では特別養護老人ホームの嘱託医を兼ねておりますため、24時間体制での診察となっております。今回のアンケートに対しましては、オーバーワークにつき協力いたしかねます。 トウホウ トクベツ ヨウゴ ロウジン ショクタクイ カ ジカン タイセイ シンサツ コンカイ タイ キョウリョク

		否 ヒ		しみずファミリークリニック				321-0951		宇都宮市越戸3-15-27				1		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		0		0		0		0		0

		否 ヒ		岡医院 オカ イイン				321-1403		日光市下鉢石町997-1				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		1		1		0		そもそも開業の小児科医が少ないうえに、在宅医療をやっている小児科はほとんどいないのが現状。以前、在宅の重症心身障害児の訪問診療を頼まれて行ったことがあるが、大人の訪問診療と勝手が違う為、内科医にはハードルが高いと感じた。是非、近くの小児科の先生に少しでも取り組んでもらうしかないかと思います。 カイギョウ ショウニ カ イ スク ザイタク イリョウ ショウニカ ゲンジョウ イゼン ザイタク ジュウショウ シンシン ショウガイジ ホウモン シンリョウ タノ オコナ オトナ ホウモン シンリョウ カッテ チガ タメ ナイカ イ タカ カン ゼヒ チカ ショウニカ センセイ スコ ト ク オモ

		否 ヒ		風見診療所 カザミ シンリョウジョ				329-2335		塩谷町上平27				3		3		1		3		2		3		3		2		1		3		3				3		1		1		3		2		2		3		3		2		1		3		3		2		2		0		1		1		0		1		0		1		1		0

		否 ヒ		土谷医院 ツチヤ イイン				321-0136		宇都宮市みどり野町14-3				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		1		0

		否 ヒ		遠藤小児科 エンドウ ショウニカ				321-0982		宇都宮市御幸ヶ原町224-10				1		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		1		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		油布医院 ユフ イイン				321-0414		宇都宮市中里町175-8				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		1		0

		承諾 ショウダク		さいとう小児科 ショウニカ		0282-22-0757 		328-0015		栃木市万町30番16号		0282-22-0757		1		1		3		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		1		0

		承諾 ショウダク		冨塚メデｲカルクリニック		028-666-2555		321-2116		宇都宮市徳次郎町888				1		1		2		2		2		2		2		2		1		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0		なるべく協力したいが、現在当院副院長が体調悪く、休養中のため困難となっています。 キョウリョク ゲンザイ トウイン フクインチョウ タイチョウ ワル キュウヨウチュウ コンナン

		承諾 ショウダク		山浦内科医院		0284-21-6653 		326-0843		足利市五十部町1256-5				1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3				1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		4		1		1		1		0		0		0		1		0		0

		承諾 ショウダク		小倉医院		0282-82-0057		321-0227		壬生町通町10-5				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		承諾 ショウダク		飯岡小児科		0289-65-3257		322-0074		鹿沼市日吉町569-2				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		3				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		3		2		2		2		0		0		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		角田内科医院		0285-53-5665 		329-0511		下野市石橋549				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		1		1		1		1		1		0		0

		承諾 ショウダク		おかべこどもクリニック		0285-40-7300 		329-0433		下野市緑5-17-12				3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		くろばね齋藤醫院		0287-54-0031		324-0233		大田原市黒羽田町612				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		1		0

		承諾 ショウダク		立花医院		0287-72-0311		325-0003		那須郡那須町寺子乙3967-190				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		その他：スタッフの充実　　1～9すべて当てはまります タ ジュウジツ ア

		承諾 ショウダク		さいとうハート＆キッズクリニック		0287-53-7979		324-0043		大田原市浅香1-4-3				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		1		0

		承諾 ショウダク		小山すぎの木クリニック		0285-30-3456		323-0806		小山市中久喜1131-1				1		1		1		1		1		1		2		2		2		1		1				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		4		1		1		0		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		有村小児科医院		028-656-7207		321-0912		宇都宮市石井町3128-11		028-656-7207		1		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		1		0		1		1		0		無床の診療所の小児科医としては、急性疾患（特に感染症が多く）への対応が中心です。時間に追われています。予防接種については、時間枠をとって対応できます。一次診療についても、訪問看護との連携等があれば対応可能な場合があります。（例えば点滴投薬等）現時点では往診は無理ですが。 ムショウ シンリョウジョ ショウニ カ イ キュウセイ シッカン トク カンセンショウ オオ タイオウ チュウシン ジカン オ ヨボウ セッシュ ジカンワク タイオウ イチジ シンリョウ ホウモン カンゴ レンケイ トウ タイオウ カノウ バアイ タト テンテキ トウヤク ナド ゲンジテン オウシン ムリ

		承諾 ショウダク		吉永医院		0285-63-2303		321-3564		茂木町増井190-1				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		1		1		0		0		0

		承諾 ショウダク		あさかクリニック		0287-22-2601		324-0043		大田原市浅香3-3711				1		1		2		2		2		2		1		1		2		2		2				1		1		2		2		2		2		1		1		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		坪水医院		0283-62-0265		327-0312		佐野市栃本町2241				1		1		3		3		3		3		3		3		1		3		3				1		1		3		3		3		3		3		3		1		3		3		3		3		3		0		1		1		0		0		0		0		1		0		若い頃、町田市にある重度心身障害者の施設にボランティアで行き、足で書いたお手紙をもらって感動しました。何かのお役にたてればと思いますが、現在実態がよく分かりません。 ワカ コロ マチダシ ジュウド シンシン ショウガイシャ シセツ イ アシ カ テガミ カンドウ ナニ ヤク オモ ゲンザイ ジッタイ ワ

		承諾 ショウダク		こどもヶ丘診療所		028-615-1077		321-0151		宇都宮市西川田町183-21				1		1		3		3		3		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		1		0		1		1		0

		承諾 ショウダク		竹田内科小児科クリニック		0282-29-1233		328-0011		栃木市大宮町52番地		0282-29-1233		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		0		1		1		1		0		0		1		0

		承諾 ショウダク		すながクリニック		0284-44-7211		326-0015		足利市八椚町494-1　				1		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		1		1		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		片山医院		028-661-9764		321-0944		宇都宮市東峰町3008-21				1		1		2		2		2		1		2		2		2		2		2				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		4		0		1		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		稲毛クリニック		0283-25-2566		327-0103		佐野市石塚町893-1				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		1		1		1		1		1		その他：当クリニックでは勤務医での診療のみを行っており、重症心身障害児に対応できるシステムはととのっておらず、申し訳ありません。 タ トウ キンムイ シンリョウ オコナ ジュウショウ シンシン ショウガイジ タイオウ モウ ワケ

		承諾 ショウダク		小川こどもクリニック		0289-74-5421		322-0027		鹿沼市貝島町5006-2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		くさの小児科		0284-73-7000		326-0335		足利市上渋垂町338-3				3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		みやの杜クリニック　		028-683-7811		321-0904		宇都宮市陽東2-4-5				1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1				3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		1		0		0		1		0		0		1		0		0		0		Q2訪問診療のみ対応可 ホウモン シンリョウ タイオウ カ

		承諾 ショウダク		にいたに内科　		028-675-6515		329-1231		塩谷郡高根沢町宝石台 3-3-19				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1

		承諾 ショウダク		よこやま内科小児科クリニック		0282-24-8102		328-0075		栃木市箱森町38-70				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		さいとうクリニック		0287-39-1805		329-2724		那須塩原市西幸町7-13				1		1		3		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		0		0		0		0		1		その他：現在の診療所での診療との兼ね合いが困難であり、複数の医師や看護師が必要 タ ゲンザイ シンリョウジョ シンリョウ カ ア コンナン フクスウ イシ カンゴシ ヒツヨウ

		承諾 ショウダク		桜井消化器科・内科		028-643-0870		320-0073		宇都宮市細谷1-7-38				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		承諾 ショウダク		佐藤医院		0287-96-2841		324-0501		那須郡那珂川町小川2960-1				1		1		3		3		2		3		3		2		1		1		1				1		1		3		3		2		3		3		2		1		1		1		3		3		4		0		1		1		1		0		1		0		0		0

		承諾 ショウダク		大根田内科医院		028-624-6322		320-0072		宇都宮市若草3-4-22				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		0		0		0		0		0		0		0		当方の医師が高齢であり、しかもスタッフがそろっていないので在宅医療は無理なので、ましてや重症心身障害者においておやです。 トウホウ イシ コウレイ ザイタク イリョウ ムリ ジュウショウ シンシン ショウガイシャ

		承諾 ショウダク		医療法人　赤羽病院		028-661-5446		321-0904		宇都宮市陽東7-2-2				1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3				3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		2		2		2		0		1		1		1		0		0		1		0		0

		承諾 ショウダク		田井の里クリニック		0285-81-6502		321-4301		真岡市西田井内外748-2				1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2				3		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		みずぬまクリニック		0287-39-1581		329-2751		那須塩原市東三島2-80-6				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		その他：在宅医療をやっていないので現状は無理である タ ザイタク イリョウ ゲンジョウ ムリ

		承諾 ショウダク		キッズクリニックはせがわ		0283-27-0200		327-0843		佐野市堀米町3946-6				1		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		その他：時間的余裕 タ ジカンテキ ヨユウ

		承諾 ショウダク		小森谷内科医院		0282-43-7327		329-4404		栃木市大平町富田4003-8				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		熊倉医院		0282-55-8425		329-4316		下都賀郡岩舟町新里180-1				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		いちはらファミリークリニック		028-612-8350		321-0414		宇都宮市中里町322				3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3				3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		1		2		0		1		1		1		0		1		0		1		0

		承諾 ショウダク		かとう小児科 ショウニカ		0282-82-7576		321-0218		壬生町落合3-7-30		 		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		福田こどもクリニック		028-659-8850		320-0852		栃木県宇都宮市下砥上町1545-20				1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3				1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		2		2		2		0		1		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		てらもと小児科		028-650-6636		321-0975		宇都宮市関堀町971-6				1		1		3		2		2		3		3		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		0		小児科医としてはもっと積極的に協力しなければいけないと思いますが、現在の我診療所の状態では不可能なことが多く残念です。 ショウニ カ イ セッキョクテキ キョウリョク オモ ゲンザイ ワガ シンリョウジョ ジョウタイ フカノウ オオ ザンネン

		承諾 ショウダク		木村内科医院		0288-22-7880		321-1264		日光市瀬尾497-1				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		承諾 ショウダク		こばやしファミリークリニック		0283-85-9900		327-0311		佐野市多田町566				1		1		1		1		3		1		1		2		1		1		1				1		1		1		1		3		1		1		3		1		1		1		3		3		2		0		1		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		あいファミリィクリニック足利 アシカガ		0284-22-3788		329-4213		足利市寺岡町505-1				1		1		1		1		1		1		1		3		1		1		1				1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		1		0		1		0		0		0		0		1		0

		承諾 ショウダク		腰塚医院		0282-62-2072		323-1104		栃木市藤岡町藤岡1845-10				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		1		1		1		1		0

		承諾 ショウダク		桜井こどもクリニック		0282-24-5987		328-0034		栃木市本町16-9				1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		承諾 ショウダク		神鳥谷クリニック		0285-22-7700		323-0827		小山市神鳥谷1-19-1		 		2		2		2		2		2		2		2		2		1		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		持田医院		0282-67-3661		329-0319		栃木市藤岡町中根115-5				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		4		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		田村医院		0282-43-3368		329-4423		栃木市大平町西水代1835-1				1		1		1		1		1		1		1		2		1		1		1				1		1		1		1		1		1		1		2		1		1		1		3		1		4		1		1		1		1		1		1		1		1		0		Q5.訪問看護、訪問リハビリテーションを利用 ホウモン カンゴ ホウモン リヨウ

		承諾 ショウダク		大橋内科クリニック		0282-82-8522		321-0219		壬生町福和田1003-1				1		1		2		2		2		3		2		2		2		2		3				1		1		2		2		2		3		2		2		2		2		3		3		3		2		0		1		1		0		0		0		0		1		0

		承諾 ショウダク		てらだファミリークリニック		028-654-2188		321-0132		宇都宮市雀の宮5-5-1				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		1		1		1		1		0

		承諾 ショウダク		あおい内科小児科ｸﾘﾆｯｸ		028-663-6000		321-0973		宇都宮市岩曽町1086-1				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		1		1		1		その他：往診時間の確保ができること タ オウシン ジカン カクホ

		承諾 ショウダク		飯塚医院		0287-92-2034		324-0613		那須郡那珂川町馬頭484-3				1		1		2		2		2		2		2		2		1		2		1				1		1		2		2		2		2		2		2		1		2		1		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		0

		承諾 ショウダク		やの小児科医院		0285-56-0280		329-0611		河内郡上三川町上三川3446-3				1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3				1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		2		2		2		0		1		1		1		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		仲嶋医院		028-681-7755		329-1311		さくら市氏家3245-17				3		3		3		3		2		3		3		3		3		2		3				3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		2		3		2		1		1		1		1		1		1		1		0		0		成人（18才以上）を対象に回答しました セイジン サイ イジョウ タイショウ カイトウ

		承諾 ショウダク		小林診療所		0285-82-3873		321-4369		真岡市熊倉3-10-7				1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		1				1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		1		2		2		2		0		1		0		0		0		1		0		0		0

		承諾 ショウダク		西真岡こどもクリニック		0285-81-7900		321-4341		真岡市高勢町3-205-1				1		1		1		3		1		1		1		1		1		3		3				1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		その他：現在おこなっています タ ゲンザイ

		承諾 ショウダク		鈴木医院		0285-72-2032		321-4217		益子町益子1747-2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		承諾 ショウダク		緑の屋根診療所		0283-20-2577		327-0843		佐野市堀米町1348-5				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		0		0		1		0		1		0		1		0		0		地域の社会資源が少ない。マンパワー不足 チイキ シャカイ シゲン スク ブソク

		承諾 ショウダク		ひがのクリニック		0285-74-0051 		321-4521		真岡市久下田941-1				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		豊郷中央渡辺内科　		028-622-8900		320-0004		宇都宮市長岡町1217-5				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		1				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		1		0		0

		承諾 ショウダク		きくちクリニック		028-683-3387		321-0903		宇都宮市下平出町614-2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		0		0

		承諾 ショウダク		サンレディースクリニック		0282-24-3541		328-0024		栃木市樋ノ口町504-1				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		医療法人　亀田内科		028-633-2884		320-0812		宇都宮市一番町1-28				1		1		1		2		2		1		2		2		2		2		1				1		1		1		2		2		1		2		2		2		2		1		3		3		3		0		0		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		越戸クリニック		028-660-6190		321-0951		宇都宮市越戸町139-6				1		1		2		2		2		3		2		2		2		2		3				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		佐藤内科		0285-53-1305		329-0511		下野市石橋839-14				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		承諾 ショウダク		グリムこどもクリニック		0285-51-1515		329-0502		下野市下古山2-6-17				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		事前連絡の上での一次診療、予防接種ですので、申し訳ありません。 ジゼン レンラク ウエ イチジ シンリョウ ヨボウ セッシュ モウ ワケ

		承諾 ショウダク		吉原医院		0288-21-0161		321-1261		日光市今市826-4				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		1		1		1		その他：設備 タ セツビ

		承諾 ショウダク		梅園医院		028-633-2869		320-0035		宇都宮市伝馬町3-28				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		1		0		0

		承諾 ショウダク		森田医院		028-633-1573		320-0861		宇都宮市西3-5-8				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		鈴木内科クリニック		028-655-1229		321-0139		宇都宮市若松原2-4-19				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		その他：24時間対応が必要となると考えますが、当院診療時間内の往診は難しいと考えます。 タ ジカン タイオウ ヒツヨウ カンガ トウイン シンリョウ ジカン ナイ オウシン ムズカ カンガ

		承諾 ショウダク		小松医院		0289-60-5515		322-0064		鹿沼市文化橋町2300-1				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		1		0		0		1		0



														1.医療ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する外来診療について、以下の医療行為に対応できますか。 イリョウ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ガイライ シンリョウ イカ イリョウ コウイ タイオウ																								2.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する往診及び訪問診療について、以下の医療行為に対応できますか イリョウテキ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ オウシン オヨ ホウモン シンリョウ イカ イリョウ コウイ タイオウ

														予防接種 ヨボウ セッシュ		一次診療
（経過観察、栄養観察を含む） イチジ シンリョウ ケイカ カンサツ エイヨウ カンサツ フク		経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ		経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ		中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ		酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ		気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ		人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ		尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ		人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ		褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ				予防接種 ヨボウ セッシュ		一次診療
（経過観察、栄養観察を含む） イチジ シンリョウ ケイカ カンサツ エイヨウ カンサツ フク		経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ		経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ		中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ		酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ		気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ		人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ		尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ		人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ		褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ

										1		できる		83		57		12		9		7		13		11		6		17		8		16		できる		39		29		8		6		5		9		9		6		10		7		12

										2		できない		55		80		127		134		142		130		136		146		131		137		124		できない		102		115		141		143		148		140		144		148		140		145		134

										3		要相談 ヨウ ソウダン		27		28		26		22		16		22		18		13		16		20		25		要相談 ヨウ ソウダン		24		21		16		16		12		15		12		11		15		13		19

																																																														0

														3.24時間、重症心身障害児（18歳未満）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイジ サイ ミマン イリョウ タイオウ

										1		できる		1

										2		できない		150

										3		要相談 ヨウ ソウダン		14



														4.24時間、重症心身障害者（18歳以上）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイシャ サイ イジョウ イリョウ タイオウ

										1		できる		3

										2		できない		150

										3		要相談 ヨウ ソウダン		12



														5.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する訪問リハビリてーションを提供していますか イリョウテキ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ホウモン テイキョウ

										1		提供している テイキョウ		1

										2		提供していない テイキョウ		152

										3		提供していないが対応は可能 テイキョウ タイオウ カノウ		4

										4		要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン		8



														6.重症心身障害児（者）在宅医療に対応できるようになるための条件はなんですか

										1		診療報酬の点数が増えること シンリョウ ホウシュウ テンスウ フ		24

										2		訪問看護尾の連携 ホウモン カンゴ オ レンケイ		73

										3		病院との連携 ビョウイン レンケイ		90

										4		在宅療養支援診療所と小児科医とのグループ診療 ザイタク リョウヨウ シエン シンリョウジョ ショウニ カ イ シンリョウ		43

										5		在宅療養支援診療所に助言や相談を求めることができること ザイタク リョウヨウ シエン シンリョウジョ ジョゲン ソウダン モト		28

										6		小児科医に助言や相談を求めることができること ショウニ カ イ ジョゲン ソウダン モト		26

										7		経験のある医師がいること ケイケン イシ		62

										8		研修などの自己のスキルアップ ケンシュウ ジコ		47

										9		その他 タ		21



できる	予防接種	一次診療	
（経過観察、栄養観察を含む）	経鼻経管栄養の管理	経皮経管栄養の管理	
（胃ろう）	中心静脈栄養の管理	酸素療法の管理	気管切開の管理	人工呼吸器の管理	尿道留置カテーテル	
の管理	人工肛門の管理	褥瘡の管理	83	57	12	9	7	13	11	6	17	8	16	できない	予防接種	一次診療	
（経過観察、栄養観察を含む）	経鼻経管栄養の管理	経皮経管栄養の管理	
（胃ろう）	中心静脈栄養の管理	酸素療法の管理	気管切開の管理	人工呼吸器の管理	尿道留置カテーテル	
の管理	人工肛門の管理	褥瘡の管理	55	80	127	134	142	130	136	146	131	137	124	要相談	予防接種	一次診療	
（経過観察、栄養観察を含む）	経鼻経管栄養の管理	経皮経管栄養の管理	
（胃ろう）	中心静脈栄養の管理	酸素療法の管理	気管切開の管理	人工呼吸器の管理	尿道留置カテーテル	
の管理	人工肛門の管理	褥瘡の管理	27	28	26	22	16	22	18	13	16	20	25	3.24時間、重症心身障害児（18歳未満）の医療に対応ができますか	できる	できない	要相談	1	150	14	4.24時間、重症心身障害者（18歳以上）の医療に対応ができますか	できる	できない	要相談	3	150	12	5.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する訪問リハビリてーションを提供していますか	提供している	提供していない	提供していないが対応は可能	要相談（条件による）	1	152	4	8	6.重症心身障害児（者）在宅医療に対応できるようになるための条件はなんですか	診療報酬の点数が増えること	訪問看護尾の連携	病院との連携	在宅療養支援診療所と小児科医とのグループ診療	在宅療養支援診療所に助言や相談を求めることができること	小児科医に助言や相談を求めることができること	経験のある医師がいること	研修などの自己のスキルアップ	その他	24	73	90	43	28	26	62	47	21	できる	予防接種	一次診療	
（経過観察、栄養観察を含む）	経鼻経管栄養の管理	経皮経管栄養の管理	
（胃ろう）	中心静脈栄養の管理	酸素療法の管理	気管切開の管理	人工呼吸器の管理	尿道留置カテーテル	
の管理	人工肛門の管理	褥瘡の管理	39	29	8	6	5	9	9	6	10	7	12	できない	予防接種	一次診療	
（経過観察、栄養観察を含む）	経鼻経管栄養の管理	経皮経管栄養の管理	
（胃ろう）	中心静脈栄養の管理	酸素療法の管理	気管切開の管理	人工呼吸器の管理	尿道留置カテーテル	
の管理	人工肛門の管理	褥瘡の管理	102	115	141	143	148	140	144	148	140	145	134	要相談	予防接種	一次診療	
（経過観察、栄養観察を含む）	経鼻経管栄養の管理	経皮経管栄養の管理	
（胃ろう）	中心静脈栄養の管理	酸素療法の管理	気管切開の管理	人工呼吸器の管理	尿道留置カテーテル	
の管理	人工肛門の管理	褥瘡の管理	24	21	16	16	12	15	12	11	15	13	19	

診療所 (記述)

		Ｑ１		1.医療ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する外来診療について、以下の医療行為に対応できますか。 イリョウ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ガイライ シンリョウ イカ イリョウ コウイ タイオウ

				Ｑ1-1

				Ｑ1-2

				Ｑ1-3

				Ｑ1-4

				Ｑ1-5

				Ｑ1-6

				Ｑ1-7

				Ｑ1-8

				Ｑ1-9

				Ｑ1-10

				Ｑ1-11

		Ｑ２		2.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する往診及び訪問診療について、以下の医療行為に対応できますか イリョウテキ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ オウシン オヨ ホウモン シンリョウ イカ イリョウ コウイ タイオウ

				Ｑ2-1

				Ｑ2-2

				Ｑ2-3

				Ｑ2-4

				Ｑ2-5

				Ｑ2-6

				Ｑ2-7

				Ｑ2-8

				Ｑ2-9

				Ｑ2-10

				Ｑ2-11

		Ｑ3		3.24時間、重症心身障害児（18歳未満）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイジ サイ ミマン イリョウ タイオウ

				Ｑ3-1

				Ｑ3-2

				Ｑ3-3

		Ｑ4		4.24時間、重症心身障害者（18歳以上）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイシャ サイ イジョウ イリョウ タイオウ

				Ｑ4-1

				Ｑ4-2

				Ｑ4-3

		Ｑ5		5.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する訪問リハビリてーションを提供していますか イリョウテキ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ホウモン テイキョウ

				Ｑ5-1

				Ｑ5-2

				Ｑ5-3

				Ｑ5-4

		Ｑ6		6.重症心身障害児（者）在宅医療に対応できるようになるための条件はなんですか ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ ザイタク イリョウ タイオウ ジョウケン

				Ｑ6-1

				Ｑ6-2

				Ｑ6-3

				Ｑ6-4

				Ｑ6-5

				Ｑ6-6

				Ｑ6-7

				Ｑ6-8

				Ｑ6-9

		Ｑ7		7.重症心身障害児（者）の方に対する医療、在宅生活等についてお気づきのことなど、ご自由にお書きください ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ カタ タイ イリョウ ザイタク セイカツ ナド キ ジユウ カ



		承諾可否 ショウダク カヒ		診療所名 シンリョウジョ メイ		電話番号 デンワ バンゴウ		郵便番号 ユウビンバンゴウ		所在地 ショザイチ		電話番号 デンワ バンゴウ		Ｑ7重症心身障害児（者）の方に対する医療、在宅生活等についてお気づきのことなど、ご自由にお書きください

		承諾 ショウダク		深谷医院 フカヤ イイン		0285-75-0007 		321-4502		真岡市物井1268-7

		承諾 ショウダク		かしま産婦人科 サンフジンカ		0284-65-0341		326-0844		足利市鹿島町501-1				婦人科疾患（不正性器出血/帯下/外陰掻痒等）については外来対応させて頂いております フジンカ シッカン フセイ セイキ シュッケツ タイゲ ガイイン カ カユ ナド ガイライ タイオウ イタダ

		承諾 ショウダク		おおきこどもクリニック		0285-41-0025 		329-0207		小山市美しが丘3-35-3

		承諾 ショウダク		宇都宮市子ども発達センター診療所 ウツノミヤシ コ ハッタツ シンリョウジョ		028-647-4720		320-0851		栃木県宇都宮市鶴田町970-1				その他：子ども発達センター内の療育を利用する児の診療所であるため タ コ ハッタツ ナイ リョウイク リヨウ ジ シンリョウジョ

		承諾 ショウダク		中川医院 ナカガワ イイン		0287-62-0040		325-0057		那須塩原市黒磯幸町6-27

		承諾 ショウダク		にじいろこども診療所 シンリョウジョ		0285-44-7716		329-0414		下野市小金井4-1-1

		承諾 ショウダク		豊郷台クリニック ユタカ ゴウ ダイ		028-643-8998		320-0003		宇都宮市豊郷台2-21-3		028-643-8998（FAX8999）

		承諾 ショウダク		いとうこどもクリニック		0289-63-5566		322-0025		鹿沼市緑町2-2-29

		承諾 ショウダク		清原台こどもクリニック キヨハラ ダイ		028-305-6017		321-3223		宇都宮市清原台2-4-14				その他：医師、看護師の増員 タ イシ カンゴシ ゾウイン

		承諾 ショウダク		さいとう小児科 ショウニカ		0282-22-0757 		328-0015		栃木市万町30番16号		0282-22-0757

		承諾 ショウダク		冨塚メデｲカルクリニック		028-666-2555		321-2116		宇都宮市徳次郎町888				なるべく協力したいが、現在当院副院長が体調悪く、休養中のため困難となっています。 キョウリョク ゲンザイ トウイン フクインチョウ タイチョウ ワル キュウヨウチュウ コンナン

		承諾 ショウダク		山浦内科医院		0284-21-6653 		326-0843		足利市五十部町1256-5

		承諾 ショウダク		小倉医院		0282-82-0057		321-0227		壬生町通町10-5

		承諾 ショウダク		飯岡小児科		0289-65-3257		322-0074		鹿沼市日吉町569-2

		承諾 ショウダク		角田内科医院		0285-53-5665 		329-0511		下野市石橋549

		承諾 ショウダク		おかべこどもクリニック		0285-40-7300 		329-0433		下野市緑5-17-12

		承諾 ショウダク		くろばね齋藤醫院		0287-54-0031		324-0233		大田原市黒羽田町612

		承諾 ショウダク		立花医院		0287-72-0311		325-0003		那須郡那須町寺子乙3967-190				その他：スタッフの充実　　1～9すべて当てはまります タ ジュウジツ ア

		承諾 ショウダク		さいとうハート＆キッズクリニック		0287-53-7979		324-0043		大田原市浅香1-4-3

		承諾 ショウダク		小山すぎの木クリニック		0285-30-3456		323-0806		小山市中久喜1131-1

		承諾 ショウダク		有村小児科医院		028-656-7207		321-0912		宇都宮市石井町3128-11		028-656-7207		無床の診療所の小児科医としては、急性疾患（特に感染症が多く）への対応が中心です。時間に追われています。予防接種については、時間枠をとって対応できます。一次診療についても、訪問看護との連携等があれば対応可能な場合があります。（例えば点滴投薬等）現時点では往診は無理ですが。 ムショウ シンリョウジョ ショウニ カ イ キュウセイ シッカン トク カンセンショウ オオ タイオウ チュウシン ジカン オ ヨボウ セッシュ ジカンワク タイオウ イチジ シンリョウ ホウモン カンゴ レンケイ トウ タイオウ カノウ バアイ タト テンテキ トウヤク ナド ゲンジテン オウシン ムリ

		承諾 ショウダク		吉永医院		0285-63-2303		321-3564		茂木町増井190-1

		承諾 ショウダク		あさかクリニック		0287-22-2601		324-0043		大田原市浅香3-3711

		承諾 ショウダク		坪水医院		0283-62-0265		327-0312		佐野市栃本町2241				若い頃、町田市にある重度心身障害者の施設にボランティアで行き、足で書いたお手紙をもらって感動しました。何かのお役にたてればと思いますが、現在実態がよく分かりません。 ワカ コロ マチダシ ジュウド シンシン ショウガイシャ シセツ イ アシ カ テガミ カンドウ ナニ ヤク オモ ゲンザイ ジッタイ ワ

		承諾 ショウダク		こどもヶ丘診療所		028-615-1077		321-0151		宇都宮市西川田町183-21

		承諾 ショウダク		竹田内科小児科クリニック		0282-29-1233		328-0011		栃木市大宮町52番地		0282-29-1233

		承諾 ショウダク		すながクリニック		0284-44-7211		326-0015		足利市八椚町494-1　

		承諾 ショウダク		片山医院		028-661-9764		321-0944		宇都宮市東峰町3008-21

		承諾 ショウダク		稲毛クリニック		0283-25-2566		327-0103		佐野市石塚町893-1				その他：当クリニックでは勤務医での診療のみを行っており、重症心身障害児に対応できるシステムはととのっておらず、申し訳ありません。 タ トウ キンムイ シンリョウ オコナ ジュウショウ シンシン ショウガイジ タイオウ モウ ワケ

		承諾 ショウダク		小川こどもクリニック		0289-74-5421		322-0027		鹿沼市貝島町5006-2

		承諾 ショウダク		くさの小児科		0284-73-7000		326-0335		足利市上渋垂町338-3

		承諾 ショウダク		みやの杜クリニック　		028-683-7811		321-0904		宇都宮市陽東2-4-5				Q2訪問診療のみ対応可 ホウモン シンリョウ タイオウ カ

		承諾 ショウダク		にいたに内科　		028-675-6515		329-1231		塩谷郡高根沢町宝石台 3-3-19

		承諾 ショウダク		よこやま内科小児科クリニック		0282-24-8102		328-0075		栃木市箱森町38-70

		承諾 ショウダク		さいとうクリニック		0287-39-1805		329-2724		那須塩原市西幸町7-13				その他：現在の診療所での診療との兼ね合いが困難であり、複数の医師や看護師が必要 タ ゲンザイ シンリョウジョ シンリョウ カ ア コンナン フクスウ イシ カンゴシ ヒツヨウ

		承諾 ショウダク		桜井消化器科・内科		028-643-0870		320-0073		宇都宮市細谷1-7-38

		承諾 ショウダク		佐藤医院		0287-96-2841		324-0501		那須郡那珂川町小川2960-1

		承諾 ショウダク		大根田内科医院		028-624-6322		320-0072		宇都宮市若草3-4-22				当方の医師が高齢であり、しかもスタッフがそろっていないので在宅医療は無理なので、ましてや重症心身障害者においておやです。 トウホウ イシ コウレイ ザイタク イリョウ ムリ ジュウショウ シンシン ショウガイシャ

		承諾 ショウダク		医療法人　赤羽病院		028-661-5446		321-0904		宇都宮市陽東7-2-2

		承諾 ショウダク		田井の里クリニック		0285-81-6502		321-4301		真岡市西田井内外748-2

		承諾 ショウダク		みずぬまクリニック		0287-39-1581		329-2751		那須塩原市東三島2-80-6				その他：在宅医療をやっていないので現状は無理である タ ザイタク イリョウ ゲンジョウ ムリ

		承諾 ショウダク		キッズクリニックはせがわ		0283-27-0200		327-0843		佐野市堀米町3946-6				その他：時間的余裕 タ ジカンテキ ヨユウ

		承諾 ショウダク		小森谷内科医院		0282-43-7327		329-4404		栃木市大平町富田4003-8

		承諾 ショウダク		熊倉医院		0282-55-8425		329-4316		下都賀郡岩舟町新里180-1

		承諾 ショウダク		いちはらファミリークリニック		028-612-8350		321-0414		宇都宮市中里町322

		承諾 ショウダク		かとう小児科 ショウニカ		0282-82-7576		321-0218		壬生町落合3-7-30		 

		承諾 ショウダク		福田こどもクリニック		028-659-8850		320-0852		栃木県宇都宮市下砥上町1545-20

		承諾 ショウダク		てらもと小児科		028-650-6636		321-0975		宇都宮市関堀町971-6				小児科医としてはもっと積極的に協力しなければいけないと思いますが、現在の我診療所の状態では不可能なことが多く残念です。 ショウニ カ イ セッキョクテキ キョウリョク オモ ゲンザイ ワガ シンリョウジョ ジョウタイ フカノウ オオ ザンネン

		承諾 ショウダク		木村内科医院		0288-22-7880		321-1264		日光市瀬尾497-1

		承諾 ショウダク		こばやしファミリークリニック		0283-85-9900		327-0311		佐野市多田町566

		承諾 ショウダク		あいファミリィクリニック足利 アシカガ		0284-22-3788		329-4213		足利市寺岡町505-1

		承諾 ショウダク		腰塚医院		0282-62-2072		323-1104		栃木市藤岡町藤岡1845-10

		承諾 ショウダク		桜井こどもクリニック		0282-24-5987		328-0034		栃木市本町16-9

		承諾 ショウダク		神鳥谷クリニック		0285-22-7700		323-0827		小山市神鳥谷1-19-1		 

		承諾 ショウダク		持田医院		0282-67-3661		329-0319		栃木市藤岡町中根115-5

		承諾 ショウダク		田村医院		0282-43-3368		329-4423		栃木市大平町西水代1835-1				Q5.訪問看護、訪問リハビリテーションを利用 ホウモン カンゴ ホウモン リヨウ

		承諾 ショウダク		大橋内科クリニック		0282-82-8522		321-0219		壬生町福和田1003-1

		承諾 ショウダク		てらだファミリークリニック		028-654-2188		321-0132		宇都宮市雀の宮5-5-1

		承諾 ショウダク		あおい内科小児科ｸﾘﾆｯｸ		028-663-6000		321-0973		宇都宮市岩曽町1086-1				その他：往診時間の確保ができること タ オウシン ジカン カクホ

		承諾 ショウダク		飯塚医院		0287-92-2034		324-0613		那須郡那珂川町馬頭484-3

		承諾 ショウダク		やの小児科医院		0285-56-0280		329-0611		河内郡上三川町上三川3446-3

		承諾 ショウダク		仲嶋医院		028-681-7755		329-1311		さくら市氏家3245-17				成人（18才以上）を対象に回答しました セイジン サイ イジョウ タイショウ カイトウ

		承諾 ショウダク		小林診療所		0285-82-3873		321-4369		真岡市熊倉3-10-7

		承諾 ショウダク		西真岡こどもクリニック		0285-81-7900		321-4341		真岡市高勢町3-205-1				その他：現在おこなっています タ ゲンザイ

		承諾 ショウダク		鈴木医院		0285-72-2032		321-4217		益子町益子1747-2

		承諾 ショウダク		緑の屋根診療所		0283-20-2577		327-0843		佐野市堀米町1348-5				地域の社会資源が少ない。マンパワー不足 チイキ シャカイ シゲン スク ブソク

		承諾 ショウダク		ひがのクリニック		0285-74-0051 		321-4521		真岡市久下田941-1

		承諾 ショウダク		豊郷中央渡辺内科　		028-622-8900		320-0004		宇都宮市長岡町1217-5

		承諾 ショウダク		きくちクリニック		028-683-3387		321-0903		宇都宮市下平出町614-2

		承諾 ショウダク		サンレディースクリニック		0282-24-3541		328-0024		栃木市樋ノ口町504-1

		承諾 ショウダク		医療法人　亀田内科		028-633-2884		320-0812		宇都宮市一番町1-28

		承諾 ショウダク		越戸クリニック		028-660-6190		321-0951		宇都宮市越戸町139-6

		承諾 ショウダク		佐藤内科		0285-53-1305		329-0511		下野市石橋839-14

		承諾 ショウダク		グリムこどもクリニック		0285-51-1515		329-0502		下野市下古山2-6-17				事前連絡の上での一次診療、予防接種ですので、申し訳ありません。 ジゼン レンラク ウエ イチジ シンリョウ ヨボウ セッシュ モウ ワケ

		承諾 ショウダク		吉原医院		0288-21-0161		321-1261		日光市今市826-4				その他：設備 タ セツビ

		承諾 ショウダク		梅園医院		028-633-2869		320-0035		宇都宮市伝馬町3-28

		承諾 ショウダク		森田医院		028-633-1573		320-0861		宇都宮市西3-5-8

		承諾 ショウダク		鈴木内科クリニック		028-655-1229		321-0139		宇都宮市若松原2-4-19				その他：24時間対応が必要となると考えますが、当院診療時間内の往診は難しいと考えます。 タ ジカン タイオウ ヒツヨウ カンガ トウイン シンリョウ ジカン ナイ オウシン ムズカ カンガ

		承諾 ショウダク		小松医院		0289-60-5515		322-0064		鹿沼市文化橋町2300-1
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										1		できる

										2		できない

										3		要相談 ヨウ ソウダン
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										1		診療報酬の点数が増えること シンリョウ ホウシュウ テンスウ フ

										2		訪問看護尾の連携 ホウモン カンゴ オ レンケイ

										3		病院との連携 ビョウイン レンケイ

										4		在宅療養支援診療所と小児科医とのグループ診療 ザイタク リョウヨウ シエン シンリョウジョ ショウニ カ イ シンリョウ

										5		在宅療養支援診療所に助言や相談を求めることができること ザイタク リョウヨウ シエン シンリョウジョ ジョゲン ソウダン モト
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										7		経験のある医師がいること ケイケン イシ

										8		研修などの自己のスキルアップ ケンシュウ ジコ
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1	#REF!	

病院

		Ｑ１		1.医療ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する外来診療について、以下の医療行為に対応できますか。 イリョウ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ガイライ シンリョウ イカ イリョウ コウイ タイオウ						1.医療ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する外来診療について、以下の医療行為に対応できますか。 イリョウ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ガイライ シンリョウ イカ イリョウ コウイ タイオウ

				Ｑ1-1						Ｑ1-1		予防接種 ヨボウ セッシュ

				Ｑ1-2						Ｑ1-2		一次診療
（経過観察、栄養観察を含む） イチジ シンリョウ ケイカ カンサツ エイヨウ カンサツ フク

				Ｑ1-3						Ｑ1-3		経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ

				Ｑ1-4						Ｑ1-4		経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ

				Ｑ1-5						Ｑ1-5		中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ

				Ｑ1-6						Ｑ1-6		酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ

				Ｑ1-7						Ｑ1-7		気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ

				Ｑ1-8						Ｑ1-8		人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ

				Ｑ1-9						Ｑ1-9		尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ

				Ｑ1-10						Ｑ1-10		人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ

				Ｑ1-11						Ｑ1-11		褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ

		Ｑ２		2.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する往診及び訪問診療について、以下の医療行為に対応できますか イリョウテキ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ オウシン オヨ ホウモン シンリョウ イカ イリョウ コウイ タイオウ						2.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する往診及び訪問診療について、以下の医療行為に対応できますか イリョウテキ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ オウシン オヨ ホウモン シンリョウ イカ イリョウ コウイ タイオウ

				Ｑ2-1						Ｑ2-1		予防接種 ヨボウ セッシュ

				Ｑ2-2						Ｑ2-2		経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ

				Ｑ2-3						Ｑ2-3		経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ

				Ｑ2-4						Ｑ2-4		中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ

				Ｑ2-5						Ｑ2-5		酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ

				Ｑ2-6						Ｑ2-6		気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ

				Ｑ2-7						Ｑ2-7		人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ

				Ｑ2-8						Ｑ2-8		尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ

				Ｑ2-9						Ｑ2-9		人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ

				Ｑ2-10						Ｑ2-10		褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ

		Ｑ3		3.24時間、重症心身障害児（18歳未満）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイジ サイ ミマン イリョウ タイオウ						3.24時間、重症心身障害児（18歳未満）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイジ サイ ミマン イリョウ タイオウ

				Ｑ3-1						Ｑ3-1		できる

				Ｑ3-2						Ｑ3-2		できない

				Ｑ3-3						Ｑ3-3		要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン

		Ｑ4		4.24時間、重症心身障害者（18歳以上）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイシャ サイ イジョウ イリョウ タイオウ						4.24時間、重症心身障害者（18歳以上）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイシャ サイ イジョウ イリョウ タイオウ

				Ｑ4-1						Ｑ4-1		できる

				Ｑ4-2						Ｑ4-2		できない

				Ｑ4-3						Ｑ4-3		要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン

		Ｑ5		5.重症心身障害児（者）のレスパイト入院に対応できますか ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ ニュウイン タイオウ						5.重症心身障害児（者）のレスパイト入院に対応できますか ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ ニュウイン タイオウ

				Ｑ5-1						Ｑ5-1		できる

				Ｑ5-2						Ｑ5-2		できない

				Ｑ5-3						Ｑ5-3		要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン

		Ｑ6		6.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する訪問リハビリテーションを提供していますか イリョウテキ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ホウモン テイキョウ						6.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する訪問リハビリテーションを提供していますか イリョウテキ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ホウモン テイキョウ

				Ｑ6-1						Ｑ6-1		提供している テイキョウ

				Ｑ6-2						Ｑ6-2		提供していない テイキョウ

				Ｑ6-3						Ｑ6-3		提供していないが対応は可能 テイキョウ タイオウ カノウ

				Ｑ6-4						Ｑ6-4		要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン

		Ｑ7		7.平成26年度において、以下における長期入院児（6ヶ月以上）の患者数は何名ですか（「原疾患」及び「長期入院理由」について、複数の理由がある場合は、主な理由を選んでください） ヘイセイ ネンド イカ チョウキ ニュウイン ジ ゲツイジョウ カンジャスウ ナンメイ ゲンシッカン オヨ チョウキ ニュウイン リユウ フクスウ リユウ バアイ オモ リユウ エラ						7.平成26年度において、以下における長期入院児（6ヶ月以上）の患者数は何名ですか（「原疾患」及び「長期入院理由」について、複数の理由がある場合は、主な理由を選んでください） ヘイセイ ネンド イカ チョウキ ニュウイン ジ ゲツイジョウ カンジャスウ ナンメイ ゲンシッカン オヨ チョウキ ニュウイン リユウ フクスウ リユウ バアイ オモ リユウ エラ

				※個別シートにて対応 コベツ タイオウ						※個別シートにて対応 コベツ タイオウ

		Q8		8.重症心身障害児（者）に対する相談窓口はありますか ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ソウダン マドグチ

										1		ある

										2		ない

		Q9		9.重症心身障害児（者）の方に対する医療、在宅生活等についてお気づきのことなど、ご自由にお書きください。 ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ カタ タイ イリョウ ザイタク セイカツ ナド キ ジユウ カ

		承諾可否 ショウダク カヒ		診療所名 シンリョウジョ メイ		電話番号 デンワ バンゴウ		郵便番号 ユウビンバンゴウ		所在地 ショザイチ		Ｑ1.医療ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する外来診療について、以下の医療行為に対応できますか																						Ｑ２医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する往診及び訪問診療について、以下の医療行為に対応できますか																				Ｑ3		Ｑ4		Ｑ5		Q6		Ｑ7		8.重症心身障害児（者）に対する相談窓口はありますか										Q9

												予防接種 ヨボウ セッシュ		一次診療
（経過観察、栄養観察を含む） イチジ シンリョウ ケイカ カンサツ エイヨウ カンサツ フク		経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ		経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ		中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ		酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ		気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ		人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ		尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ		人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ		褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ		予防接種 ヨボウ セッシュ		経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ		経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ		中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ		酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ		気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ		人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ		尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ		人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ		褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ												有無 ウム		部署名・職名 ブショ メイ ショクメイ		ご担当者氏名 タントウシャ シメイ		連絡先TEL レンラクサキ		連絡先MAIL レンラクサキ

		否 イナ		野木病院		0280-57-1011		329-0101		下都賀郡野木町友沼5320-2		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		2

		否 イナ		今市病院		0288-22-2200		321-1261		日光市今市381		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		2

		否 イナ		黒須病院　		028-682-8811		329-1311		さくら市氏家2650		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		2		2		別紙参照 ベッシ サンショウ		1		病診連携室・社会福祉士 ビョウシンレンケイ シツ シャカイ フクシ シ		井上雅晶 イノウエ マサアキ		028-682-8811（代表）
028-681-5551（直通） ダイヒョウ チョクツウ		byo-renkei@kurosu-hospital.jp

		否 イナ		日光市民病院		0288-50-1188		321-1441		日光市清滝安良沢町1752-10		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		2										小児科常務医がいないため、小児科非常勤医師在院時のみ相談可能と考えます ショウニカ ジョウム イ ショウニカ ヒジョウキン イシ ザイイン ジ ソウダン カノウ カンガ

		否 イナ		国際医療福祉大学塩谷病院　		0287-44-1155		329-2145		矢板市富田77		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		2

		否 イナ		那須南病院		0287-84-3911		321-0621		栃木県那須烏山市中央3-2-13		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		2		2		なし		1		医療福祉相談医療連絡室 イリョウ フクシ ソウダン イリョウ レンラク シツ		原健二 ハラ ケンジ		0287-84-3911

		承諾 ショウダク		西方病院		0282-92-2323		322-0601		栃木県上都賀郡西方町金崎273-3		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		1		西方病院地域連携室 ニシカタ ビョウイン チイキ レンケイ シツ				0282-25-7310		nishikata-renkei@cc9.ne.jp

		承諾 ショウダク		新小山市民病院		0285-36-0200		323-0827		栃木県小山市神鳥谷2251-1 ３２３－０８２７		1		1		3		2		2		2		2		2		2		2		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		2		なし		1		医療相談室保健師 イリョウ ソウダンシツ ホケンシ		多賀谷邦子 タガヤ クニコ		0285-36-0256		soudan@hospital.oyama.tochigi.jp		重症心身障害児（者）の方々の外来診察は随時受け入れておりますが、特に障害児の入院についてはまだ十分に対応できる体制になっておりません。そのため、今回のガイドマップの内容で受け入れ可能な項目が少なく申し訳ありません。相談については、幅広く承っております。 ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ カタガタ ガイライ シンサツ ズイジ ウ イ トク ショウガイジ ニュウイン ジュウブン タイオウ タイセイ コンカイ ナイヨウ ウ イ カノウ コウモク スク モウ ワケ ソウダン ハバヒロ ウケタマワ

		承諾 ショウダク		小山厚生病院		0285-22-1105		323-0031		栃木県小山市八幡町2-10-6		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		2		なし		1		看護師長 カンゴシ チョウ		横家よね子 ヨコ イエ コ		0285-22-1105
0285-24-9890				在宅生活困難者につき当院では入院で対応させていただくことが多いです。 ザイタク セイカツ コンナン シャ トウイン ニュウイン タイオウ オオ

		承諾 ショウダク		石橋総合病院		0285-53-1134		329-0511		栃木県下野市石橋628		1		1		1		1		1		1		1		2		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		1		なし		1		地域医療連携部 チイキ イリョウ レンケイ ブ		（部長）岩崎さゆり ブチョウ イワサキ		0285-53-1134		ishibashi-renkei@yushikai.jp

		承諾 ショウダク		下都賀総合病院		0282-22-2551		328-0044		栃木県栃木市富士見町5-32		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		3		なし		1		医療福祉相談室 イリョウ フクシ ソウダンシツ		MSWが3人おります ニン		0282-22-2551

		承諾 ショウダク		とちの木病院		0282-22-7722		328-0071		栃木県栃木市大町39-5		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		2

		承諾 ショウダク		自治医科大学附属病院　		0285-44-2111		329-0498		下野市薬師寺3311-1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		2		3		2		別紙参照 ベッシ サンショウ		1		地域医療連携部（看護師） チイキ イリョウ レンケイ ブ カンゴシ		黒田　光恵 クロダ ミツエ		0285-44-2111		mazuek@jichi.ac.jp		在宅医療を充実させていただくうえで、往診医や地域の開業医の先生方との連携強化やスタッフの充実が望まれると思います。 ザイタク イリョウ ジュウジツ オウシン イ チイキ カイギョウイ センセイガタ レンケイ キョウカ ジュウジツ ノゾ オモ

		承諾 ショウダク		済生会宇都宮病院		028-626-5500		321-0974		宇都宮市竹林町911-1		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		2		別紙参照 ベッシ サンショウ		1		地域連携課 チイキ レンケイ カ		荻津　守 オギツ カミ		028-626-5500

		承諾 ショウダク		足利赤十字病院		0284-21-0121		326-0843		栃木県足利市五十部町284-1		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		3		1		2		別紙参照 ベッシ サンショウ		1		事務部医事課社会福祉士 ジム ブ イジ カ シャカイ フクシ シ		布施　麻由実 フセ マユミ		0284-20-1307				医療依存度の高い患者様が自宅へ退院する場合、利用できる社会資源が限られており、デイサービスやリハビリテーション、ショートステイなどのサービスを本人、ご家族様のニーズに合わせて利用していただくことが困難なケースが多々あります。（例：家族としては週２回以上リハビリに本人を通わせたいと考えているが、リハビリテーション事業所としては利用者数も多いため、週1回の対応が限度と考えている場合など）今回のアンケート調査を機に、各地域の社会資源の情報を整理し、なるべくニーズに合わせて、多くの方に適切にサービスを利用していただける環境を構築できればと思っております。よろしくお願いいたします。 イリョウ イゾンド タカ カンジャサマ ジタク タイイン バアイ リヨウ シャカイ シゲン カギ ホンニン カゾク サマ ア リヨウ コンナン タタ レイ カゾク シュウ カイイジョウ ホンニン カヨ カンガ ジギョウショ リヨウシャ スウ オオ シュウ カイ タイオウ ゲンド カンガ バアイ コンカイ チョウサ キ カクチイキ シャカイ シゲン ジョウホウ セイリ ア オオ カタ テキセツ リヨウ カンキョウ コウチク オモ ネガ

		承諾 ショウダク		獨協医科大学病院		0282-86-1111		321-0293		下都賀郡壬生町大字北小林880		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		3		2		別紙参照 ベッシ サンショウ		1		地域医療連携センター医療福祉相談室 チイキ イリョウ レンケイ イリョウ フクシ ソウダンシツ				0282-87-2185

		承諾 ショウダク		あしかがの森足利病院		0284-91-0611		326-0011		足利市大沼田町615		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		1		2		別紙参照 ベッシ サンショウ		1		メディカルソーシャルワーカー		福地　哲郎 フクチ テツロウ		0284-91-0611		soudan@hshikagu-hospital.or.jp

		承諾 ショウダク		JCHO　うつのみや病院		028-653-1001		321-0143		宇都宮市南高砂町11-17		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		2

		承諾 ショウダク		菅又病院　		028-676-0311		329-1207		塩谷郡高根沢町花岡2351		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		2										要相談の診療項目につきましては、病院にお電話で問い合わせていただければ対応いたします。小児科の入院対応はしておりません。外来診察につきましては、急性期の管理は困難であることもありますが、状態が安定している場合には相談いただければ可能な限り対応いたします。 ヨウ ソウダン シンリョウ コウモク ビョウイン デンワ ト ア タイオウ ショウニカ ニュウイン タイオウ ガイライ シンサツ キュウセイキ カンリ コンナン ジョウタイ アンテイ バアイ ソウダン カノウ カギ タイオウ

		承諾 ショウダク		那須赤十字病院		0287-23-1122		324-8686		栃木県大田原市中田原1081-4		1		1		3		3		3		1		3		1		3		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		1		4		なし		1		地域医療福祉連携課福祉係長 チイキ イリョウ フクシ レンケイ カ フクシ カカリチョウ		野中美希 ノナカ ミキ		0287-23-1122		renkeika@nasu.jrc.or.jp



mailto:byo-renkei@kurosu-hospital.jpmailto:nishikata-renkei@cc9.ne.jpmailto:soudan@hospital.oyama.tochigi.jpmailto:ishibashi-renkei@yushikai.jpmailto:mazuek@jichi.ac.jpmailto:soudan@hshikagu-hospital.or.jpmailto:renkeika@nasu.jrc.or.jp

病院（作業）

		Ｑ１		1.医療ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する外来診療について、以下の医療行為に対応できますか。 イリョウ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ガイライ シンリョウ イカ イリョウ コウイ タイオウ						1.医療ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する外来診療について、以下の医療行為に対応できますか。 イリョウ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ガイライ シンリョウ イカ イリョウ コウイ タイオウ

				Ｑ1-1						Ｑ1-1		予防接種 ヨボウ セッシュ

				Ｑ1-2						Ｑ1-2		一次診療
（経過観察、栄養観察を含む） イチジ シンリョウ ケイカ カンサツ エイヨウ カンサツ フク

				Ｑ1-3						Ｑ1-3		経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ

				Ｑ1-4						Ｑ1-4		経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ

				Ｑ1-5						Ｑ1-5		中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ

				Ｑ1-6						Ｑ1-6		酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ

				Ｑ1-7						Ｑ1-7		気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ

				Ｑ1-8						Ｑ1-8		人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ

				Ｑ1-9						Ｑ1-9		尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ

				Ｑ1-10						Ｑ1-10		人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ

				Ｑ1-11						Ｑ1-11		褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ

		Ｑ２		2.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する往診及び訪問診療について、以下の医療行為に対応できますか イリョウテキ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ オウシン オヨ ホウモン シンリョウ イカ イリョウ コウイ タイオウ						2.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する往診及び訪問診療について、以下の医療行為に対応できますか イリョウテキ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ オウシン オヨ ホウモン シンリョウ イカ イリョウ コウイ タイオウ

				Ｑ2-1						Ｑ2-1		予防接種 ヨボウ セッシュ

				Ｑ2-2						Ｑ2-2		経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ

				Ｑ2-3						Ｑ2-3		経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ

				Ｑ2-4						Ｑ2-4		中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ

				Ｑ2-5						Ｑ2-5		酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ

				Ｑ2-6						Ｑ2-6		気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ

				Ｑ2-7						Ｑ2-7		人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ

				Ｑ2-8						Ｑ2-8		尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ

				Ｑ2-9						Ｑ2-9		人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ

				Ｑ2-10						Ｑ2-10		褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ

		Ｑ3		3.24時間、重症心身障害児（18歳未満）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイジ サイ ミマン イリョウ タイオウ						3.24時間、重症心身障害児（18歳未満）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイジ サイ ミマン イリョウ タイオウ

				Ｑ3-1						Ｑ3-1		できる

				Ｑ3-2						Ｑ3-2		できない

				Ｑ3-3						Ｑ3-3		要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン

		Ｑ4		4.24時間、重症心身障害者（18歳以上）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイシャ サイ イジョウ イリョウ タイオウ						4.24時間、重症心身障害者（18歳以上）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイシャ サイ イジョウ イリョウ タイオウ

				Ｑ4-1						Ｑ4-1		できる

				Ｑ4-2						Ｑ4-2		できない

				Ｑ4-3						Ｑ4-3		要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン

		Ｑ5		5.重症心身障害児（者）のレスパイト入院に対応できますか ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ ニュウイン タイオウ						5.重症心身障害児（者）のレスパイト入院に対応できますか ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ ニュウイン タイオウ

				Ｑ5-1						Ｑ5-1		できる

				Ｑ5-2						Ｑ5-2		できない

				Ｑ5-3						Ｑ5-3		要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン

		Ｑ6		6.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する訪問リハビリテーションを提供していますか イリョウテキ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ホウモン テイキョウ						6.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する訪問リハビリテーションを提供していますか イリョウテキ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ホウモン テイキョウ

				Ｑ6-1						Ｑ6-1		提供している テイキョウ

				Ｑ6-2						Ｑ6-2		提供していない テイキョウ

				Ｑ6-3						Ｑ6-3		提供していないが対応は可能 テイキョウ タイオウ カノウ

				Ｑ6-4						Ｑ6-4		要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン

		Ｑ7		7.平成26年度において、以下における長期入院児（6ヶ月以上）の患者数は何名ですか（「原疾患」及び「長期入院理由」について、複数の理由がある場合は、主な理由を選んでください） ヘイセイ ネンド イカ チョウキ ニュウイン ジ ゲツイジョウ カンジャスウ ナンメイ ゲンシッカン オヨ チョウキ ニュウイン リユウ フクスウ リユウ バアイ オモ リユウ エラ						7.平成26年度において、以下における長期入院児（6ヶ月以上）の患者数は何名ですか（「原疾患」及び「長期入院理由」について、複数の理由がある場合は、主な理由を選んでください） ヘイセイ ネンド イカ チョウキ ニュウイン ジ ゲツイジョウ カンジャスウ ナンメイ ゲンシッカン オヨ チョウキ ニュウイン リユウ フクスウ リユウ バアイ オモ リユウ エラ

				※個別シートにて対応 コベツ タイオウ						※個別シートにて対応 コベツ タイオウ

		Q8		8.重症心身障害児（者）に対する相談窓口はありますか ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ソウダン マドグチ

										1		ある

										2		ない

		Q9		9.重症心身障害児（者）の方に対する医療、在宅生活等についてお気づきのことなど、ご自由にお書きください。 ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ カタ タイ イリョウ ザイタク セイカツ ナド キ ジユウ カ

		承諾可否 ショウダク カヒ		診療所名 シンリョウジョ メイ		電話番号 デンワ バンゴウ		郵便番号 ユウビンバンゴウ		所在地 ショザイチ		Ｑ1.医療ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する外来診療について、以下の医療行為に対応できますか																						Ｑ２医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する往診及び訪問診療について、以下の医療行為に対応できますか																				Ｑ3		Ｑ4		Ｑ5		Q6		Ｑ7		8.重症心身障害児（者）に対する相談窓口はありますか										Q9

												予防接種 ヨボウ セッシュ		一次診療
（経過観察、栄養観察を含む） イチジ シンリョウ ケイカ カンサツ エイヨウ カンサツ フク		経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ		経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ		中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ		酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ		気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ		人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ		尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ		人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ		褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ		予防接種 ヨボウ セッシュ		経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ		経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ		中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ		酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ		気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ		人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ		尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ		人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ		褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ												有無 ウム		部署名・職名 ブショ メイ ショクメイ		ご担当者氏名 タントウシャ シメイ		連絡先TEL レンラクサキ		連絡先MAIL レンラクサキ

		否 イナ		野木病院		0280-57-1011		329-0101		下都賀郡野木町友沼5320-2		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		2

		否 イナ		今市病院		0288-22-2200		321-1261		日光市今市381		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		2

		否 イナ		黒須病院　		028-682-8811		329-1311		さくら市氏家2650		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		2		2		別紙参照 ベッシ サンショウ		1		病診連携室・社会福祉士 ビョウシンレンケイ シツ シャカイ フクシ シ		井上雅晶 イノウエ マサアキ		028-682-8811（代表）
028-681-5551（直通） ダイヒョウ チョクツウ		byo-renkei@kurosu-hospital.jp

		否 イナ		日光市民病院		0288-50-1188		321-1441		日光市清滝安良沢町1752-10		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		2										小児科常務医がいないため、小児科非常勤医師在院時のみ相談可能と考えます ショウニカ ジョウム イ ショウニカ ヒジョウキン イシ ザイイン ジ ソウダン カノウ カンガ

		否 イナ		国際医療福祉大学塩谷病院　		0287-44-1155		329-2145		矢板市富田77		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		2

		否 イナ		那須南病院		0287-84-3911		321-0621		栃木県那須烏山市中央3-2-13		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		2		2		なし		1		医療福祉相談医療連絡室 イリョウ フクシ ソウダン イリョウ レンラク シツ		原健二 ハラ ケンジ		0287-84-3911

		承諾 ショウダク		西方病院		0282-92-2323		322-0601		栃木県上都賀郡西方町金崎273-3		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		1		西方病院地域連携室 ニシカタ ビョウイン チイキ レンケイ シツ				0282-25-7310		nishikata-renkei@cc9.ne.jp

		承諾 ショウダク		新小山市民病院		0285-36-0200		323-0827		栃木県小山市神鳥谷2251-1 ３２３－０８２７		1		1		3		2		2		2		2		2		2		2		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		2		なし		1		医療相談室保健師 イリョウ ソウダンシツ ホケンシ		多賀谷邦子 タガヤ クニコ		0285-36-0256		soudan@hospital.oyama.tochigi.jp		重症心身障害児（者）の方々の外来診察は随時受け入れておりますが、特に障害児の入院についてはまだ十分に対応できる体制になっておりません。そのため、今回のガイドマップの内容で受け入れ可能な項目が少なく申し訳ありません。相談については、幅広く承っております。 ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ カタガタ ガイライ シンサツ ズイジ ウ イ トク ショウガイジ ニュウイン ジュウブン タイオウ タイセイ コンカイ ナイヨウ ウ イ カノウ コウモク スク モウ ワケ ソウダン ハバヒロ ウケタマワ

		承諾 ショウダク		小山厚生病院		0285-22-1105		323-0031		栃木県小山市八幡町2-10-6		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		2		なし		1		看護師長 カンゴシ チョウ		横家よね子 ヨコ イエ コ		0285-22-1105
0285-24-9890				在宅生活困難者につき当院では入院で対応させていただくことが多いです。 ザイタク セイカツ コンナン シャ トウイン ニュウイン タイオウ オオ

		承諾 ショウダク		石橋総合病院		0285-53-1134		329-0511		栃木県下野市石橋628		1		1		1		1		1		1		1		2		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		1		なし		1		地域医療連携部 チイキ イリョウ レンケイ ブ		（部長）岩崎さゆり ブチョウ イワサキ		0285-53-1134		ishibashi-renkei@yushikai.jp

		承諾 ショウダク		下都賀総合病院		0282-22-2551		328-0044		栃木県栃木市富士見町5-32		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		3		なし		1		医療福祉相談室 イリョウ フクシ ソウダンシツ		MSWが3人おります ニン		0282-22-2551

		承諾 ショウダク		とちの木病院		0282-22-7722		328-0071		栃木県栃木市大町39-5		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		2

		承諾 ショウダク		自治医科大学附属病院　		0285-44-2111		329-0498		下野市薬師寺3311-1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		2		3		2		別紙参照 ベッシ サンショウ		1		地域医療連携部（看護師） チイキ イリョウ レンケイ ブ カンゴシ		黒田　光恵 クロダ ミツエ		0285-44-2111		mazuek@jichi.ac.jp		在宅医療を充実させていただくうえで、往診医や地域の開業医の先生方との連携強化やスタッフの充実が望まれると思います。 ザイタク イリョウ ジュウジツ オウシン イ チイキ カイギョウイ センセイガタ レンケイ キョウカ ジュウジツ ノゾ オモ

		承諾 ショウダク		済生会宇都宮病院		028-626-5500		321-0974		宇都宮市竹林町911-1		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		2		別紙参照 ベッシ サンショウ		1		地域連携課 チイキ レンケイ カ		荻津　守 オギツ カミ		028-626-5500

		承諾 ショウダク		足利赤十字病院		0284-21-0121		326-0843		栃木県足利市五十部町284-1		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		3		1		2		別紙参照 ベッシ サンショウ		1		事務部医事課社会福祉士 ジム ブ イジ カ シャカイ フクシ シ		布施　麻由実 フセ マユミ		0284-20-1307				医療依存度の高い患者様が自宅へ退院する場合、利用できる社会資源が限られており、デイサービスやリハビリテーション、ショートステイなどのサービスを本人、ご家族様のニーズに合わせて利用していただくことが困難なケースが多々あります。（例：家族としては週２回以上リハビリに本人を通わせたいと考えているが、リハビリテーション事業所としては利用者数も多いため、週1回の対応が限度と考えている場合など）今回のアンケート調査を機に、各地域の社会資源の情報を整理し、なるべくニーズに合わせて、多くの方に適切にサービスを利用していただける環境を構築できればと思っております。よろしくお願いいたします。 イリョウ イゾンド タカ カンジャサマ ジタク タイイン バアイ リヨウ シャカイ シゲン カギ ホンニン カゾク サマ ア リヨウ コンナン タタ レイ カゾク シュウ カイイジョウ ホンニン カヨ カンガ ジギョウショ リヨウシャ スウ オオ シュウ カイ タイオウ ゲンド カンガ バアイ コンカイ チョウサ キ カクチイキ シャカイ シゲン ジョウホウ セイリ ア オオ カタ テキセツ リヨウ カンキョウ コウチク オモ ネガ

		承諾 ショウダク		獨協医科大学病院		0282-86-1111		321-0293		下都賀郡壬生町大字北小林880		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		3		2		別紙参照 ベッシ サンショウ		1		地域医療連携センター医療福祉相談室 チイキ イリョウ レンケイ イリョウ フクシ ソウダンシツ				0282-87-2185

		承諾 ショウダク		あしかがの森足利病院		0284-91-0611		326-0011		足利市大沼田町615		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		1		2		別紙参照 ベッシ サンショウ		1		メディカルソーシャルワーカー		福地　哲郎 フクチ テツロウ		0284-91-0611		soudan@hshikagu-hospital.or.jp

		承諾 ショウダク		JCHO　うつのみや病院		028-653-1001		321-0143		宇都宮市南高砂町11-17		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		2

		承諾 ショウダク		菅又病院　		028-676-0311		329-1207		塩谷郡高根沢町花岡2351		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		2										要相談の診療項目につきましては、病院にお電話で問い合わせていただければ対応いたします。小児科の入院対応はしておりません。外来診察につきましては、急性期の管理は困難であることもありますが、状態が安定している場合には相談いただければ可能な限り対応いたします。 ヨウ ソウダン シンリョウ コウモク ビョウイン デンワ ト ア タイオウ ショウニカ ニュウイン タイオウ ガイライ シンサツ キュウセイキ カンリ コンナン ジョウタイ アンテイ バアイ ソウダン カノウ カギ タイオウ

		承諾 ショウダク		那須赤十字病院		0287-23-1122		324-8686		栃木県大田原市中田原1081-4		1		1		3		3		3		1		3		1		3		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		1		4		なし		1		地域医療福祉連携課福祉係長 チイキ イリョウ フクシ レンケイ カ フクシ カカリチョウ		野中美希 ノナカ ミキ		0287-23-1122		renkeika@nasu.jrc.or.jp



												Ｑ1.医療ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する外来診療について、以下の医療行為に対応できますか

												予防接種 ヨボウ セッシュ		一次診療
（経過観察、栄養観察を含む） イチジ シンリョウ ケイカ カンサツ エイヨウ カンサツ フク		経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ		経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ		中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ		酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ		気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ		人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ		尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ		人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ		褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ

										できる		13		13		9		8		7		9		8		8		7		7		7

										できない		3		3		7		8		8		8		8		9		8		8		6

										要相談 ヨウ ソウダン		4		4		4		4		5		3		4		3		5		5		7



												Ｑ２医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する往診及び訪問診療について、以下の医療行為に対応できますか

												予防接種 ヨボウ セッシュ		経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ		経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ		中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ		酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ		気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ		人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ		尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ		人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ		褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ

										できる		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

										できない		19		20		20		20		20		20		20		20		20		20

										要相談 ヨウ ソウダン		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0



										Ｑ3		3.24時間、重症心身障害児（18歳未満）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイジ サイ ミマン イリョウ タイオウ				3.24時間、重症心身障害児（18歳未満）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイジ サイ ミマン イリョウ タイオウ

										できる		4

										できない		14

										要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン		2

										Ｑ4		4.24時間、重症心身障害者（18歳以上）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイシャ サイ イジョウ イリョウ タイオウ				4.24時間、重症心身障害者（18歳以上）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイシャ サイ イジョウ イリョウ タイオウ

										できる		3

										できない		9																																																														事業所名 ジギョウショ メイ		部署名・職名 ブショ メイ ショクメイ		ご担当者氏名 タントウシャ シメイ		連絡先TEL レンラクサキ		Mail

										要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン		8																																																														西方病院		西方病院地域連携室 ニシカタ ビョウイン チイキ レンケイ シツ				0282-25-7310		nishikata-renkei@cc9.ne.jp

										Ｑ5		5.重症心身障害児（者）のレスパイト入院に対応できますか ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ ニュウイン タイオウ				5.重症心身障害児（者）のレスパイト入院に対応できますか ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ ニュウイン タイオウ																																																										新小山市民病院		医療相談室保健師 イリョウ ソウダンシツ ホケンシ		多賀谷邦子 タガヤ クニコ		0285-36-0256		soudan@hospital.oyama.tochigi.jp

										できる		5																																																														小山厚生病院		看護師長 カンゴシ チョウ		横家よね子 ヨコ イエ コ		0285-22-1105
0285-24-9890

										できない		10																																																														石橋総合病院		地域医療連携部 チイキ イリョウ レンケイ ブ		（部長）岩崎さゆり ブチョウ イワサキ		0285-53-1134		ishibashi-renkei@yushikai.jp

										要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン		5																																																														下都賀総合病院		医療福祉相談室 イリョウ フクシ ソウダンシツ		MSWが3人おります ニン		0282-22-2551

										Ｑ6		6.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する訪問リハビリテーションを提供していますか イリョウテキ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ホウモン テイキョウ				6.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する訪問リハビリテーションを提供していますか イリョウテキ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ホウモン テイキョウ																																																										自治医科大学附属病院　		地域医療連携部（看護師） チイキ イリョウ レンケイ ブ カンゴシ		黒田　光恵 クロダ ミツエ		0285-44-2111		mazuek@jichi.ac.jp

										提供している テイキョウ		1																																																														済生会宇都宮病院		地域連携課 チイキ レンケイ カ		荻津　守 オギツ カミ		028-626-5500

										提供していない テイキョウ		17																																																														足利赤十字病院		事務部医事課社会福祉士 ジム ブ イジ カ シャカイ フクシ シ		布施　麻由実 フセ マユミ		0284-20-1307

										提供していないが対応は可能 テイキョウ タイオウ カノウ		1																																																														獨協医科大学病院		地域医療連携センター医療福祉相談室 チイキ イリョウ レンケイ イリョウ フクシ ソウダンシツ				0282-87-2185

										要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン		1																																																														あしかがの森足利病院		メディカルソーシャルワーカー		福地　哲郎 フクチ テツロウ		0284-91-0611		soudan@hshikagu-hospital.or.jp

										Ｑ7		7.平成26年度において、以下における長期入院児（6ヶ月以上）の患者数は何名ですか（「原疾患」及び「長期入院理由」について、複数の理由がある場合は、主な理由を選んでください） ヘイセイ ネンド イカ チョウキ ニュウイン ジ ゲツイジョウ カンジャスウ ナンメイ ゲンシッカン オヨ チョウキ ニュウイン リユウ フクスウ リユウ バアイ オモ リユウ エラ				7.平成26年度において、以下における長期入院児（6ヶ月以上）の患者数は何名ですか（「原疾患」及び「長期入院理由」について、複数の理由がある場合は、主な理由を選んでください） ヘイセイ ネンド イカ チョウキ ニュウイン ジ ゲツイジョウ カンジャスウ ナンメイ ゲンシッカン オヨ チョウキ ニュウイン リユウ フクスウ リユウ バアイ オモ リユウ エラ																																																										那須赤十字病院		地域医療福祉連携課福祉係長 チイキ イリョウ フクシ レンケイ カ フクシ カカリチョウ		野中美希 ノナカ ミキ		0287-23-1122		renkeika@nasu.jrc.or.jp

										Q8		8.重症心身障害児（者）に対する相談窓口はありますか ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ソウダン マドグチ

																1		ある		13

																2		ない		7

																														できる		できない		要相談 ヨウ ソウダン						できる		できない		要相談 ヨウ ソウダン						提供している テイキョウ		提供していない テイキョウ		提供していないが対応は可能 テイキョウ タイオウ カノウ		要相談 ヨウ ソウダン										NICU及びGCU オヨ		PICU		その他小児病棟 タ ショウニ ビョウトウ

																												予防接種 ヨボウ セッシュ		13		3		4				18歳未満 サイ ミマン		4		14		2						5		10		5		5								6ヶ月以上1年未満 ゲツイジョウ ネン ミマン		9		0		11

																												一次診療
（経過観察、栄養観察を含む） イチジ シンリョウ ケイカ カンサツ エイヨウ カンサツ フク		13		3		4				18歳以上 サイ イジョウ		3		9		8																				1年以上2年未満 ネンイジョウ ネン ミマン		1		0		10

																												経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ		9		7		4																提供している テイキョウ		5												2年以上 ネンイジョウ		4		0		154

																												経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ		8		8		4						できる		できない		要相談 ヨウ ソウダン						提供していない テイキョウ		10

																												中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ		7		8		5						5		10		5						提供していないが対応は可能 テイキョウ タイオウ カノウ		5

																												酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ		9		8		3						3		9		8						要相談 ヨウ ソウダン		5														NICU及びGCU オヨ		PICU		その他小児病棟 タ ショウニ ビョウトウ

																												気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ		8		8		4																														新生児仮死 シンセイジ カシ		2		0		38

																												人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ		8		9		3																														仮死以外の神経、筋疾患 カシ イガイ シンケイ キン シッカン		3		0		48

																												尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ		7		8		5						ある		ない										乳児～2歳 ニュウジ サイ		3歳～6歳 サイ サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13歳～17歳 サイ サイ		18歳以上 サイイジョウ				事故 ジコ		0		0		4

																												人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ		7		8		5						13		7								気管切開人工呼吸患者 キカン セッカイ ジンコウ コキュウ カンジャ		11		4		8		5		12				先天異常症候群 センテン イジョウ ショウコウグン		11		0		22

																												褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ		7		6		7																非気管切開人工呼吸患者（NPPV) ヒ キカン セッカイ ジンコウ コキュウ カンジャ		2		0		0		0		1				慢性肺疾患、気道病変 マンセイ ハイ シッカン キドウ ビョウヘン		1		0		0

																																																		気管切開患者 キカン セッカイ カンジャ		2		3		2		0		14				低出生体重児 テイ シュッセイ タイジュウ ジ		5		0		7

																														できる		できない		要相談 ヨウ ソウダン																その他 タ		4		2		2		0		1				社会的事情 シャカイテキ ジジョウ		0		0		2

																												予防接種 ヨボウ セッシュ		0		19		1																														その他 タ		2		0		44

																												経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ		0		20		0

																												経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ		0		20		0																																NICU及びGCU オヨ		PICU		その他小児病棟 タ ショウニ ビョウトウ

																												中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ		0		20		0																														病状が不安定 ビョウジョウ フアンテイ		6		0		30

																												酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ		0		20		0																														療育施設入所待ち リョウイク シセツ ニュウショ マ		0		0		18

																												気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ		0		20		0																														中間施設受入体制の不備 チュウカン シセツ ウケイレ タイセイ フビ		0		0		0

																												人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ		0		20		0																														地域サポートの不備 チイキ フビ		0		0		0

																												尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ		0		20		0																														病院の在宅医療フォロー体制不備 ビョウイン ザイタク イリョウ タイセイ フビ		0		0		0

																												人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ		0		20		0																														家族の受入困難 カゾク ウケイレ コンナン		4		0		127

																												褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ		0		20		0																														家庭環境、経済的理由 カテイ カンキョウ ケイザイテキ リユウ		1		0		5

																																																																在宅準備中 ザイタク ジュンビチュウ		3		0		4

																																																																その他 タ		0		0		1

																												24時間、重症心身障害児の医療に対応ができますか
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病院 (記述)

		承諾可否 ショウダク カヒ		診療所名 シンリョウジョ メイ		電話番号 デンワ バンゴウ		郵便番号 ユウビンバンゴウ		所在地 ショザイチ		9.重症心身障害児（者）の方に対する医療、在宅生活等についてお気づきのことなど、ご自由にお書きください。



		否 イナ		野木病院		0280-57-1011		329-0101		下都賀郡野木町友沼5320-2

		否 イナ		今市病院		0288-22-2200		321-1261		日光市今市381

		否 イナ		黒須病院　		028-682-8811		329-1311		さくら市氏家2650

		否 イナ		日光市民病院		0288-50-1188		321-1441		日光市清滝安良沢町1752-10		小児科常務医がいないため、小児科非常勤医師在院時のみ相談可能と考えます ショウニカ ジョウム イ ショウニカ ヒジョウキン イシ ザイイン ジ ソウダン カノウ カンガ

		否 イナ		国際医療福祉大学塩谷病院　		0287-44-1155		329-2145		矢板市富田77

		否 イナ		那須南病院		0287-84-3911		321-0621		栃木県那須烏山市中央3-2-13

		承諾 ショウダク		西方病院		0282-92-2323		322-0601		栃木県上都賀郡西方町金崎273-3

		承諾 ショウダク		新小山市民病院		0285-36-0200		323-0827		栃木県小山市神鳥谷2251-1 ３２３－０８２７		重症心身障害児（者）の方々の外来診察は随時受け入れておりますが、特に障害児の入院についてはまだ十分に対応できる体制になっておりません。そのため、今回のガイドマップの内容で受け入れ可能な項目が少なく申し訳ありません。相談については、幅広く承っております。 ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ カタガタ ガイライ シンサツ ズイジ ウ イ トク ショウガイジ ニュウイン ジュウブン タイオウ タイセイ コンカイ ナイヨウ ウ イ カノウ コウモク スク モウ ワケ ソウダン ハバヒロ ウケタマワ

		承諾 ショウダク		小山厚生病院		0285-22-1105		323-0031		栃木県小山市八幡町2-10-6		在宅生活困難者につき当院では入院で対応させていただくことが多いです。 ザイタク セイカツ コンナン シャ トウイン ニュウイン タイオウ オオ

		承諾 ショウダク		石橋総合病院		0285-53-1134		329-0511		栃木県下野市石橋628

		承諾 ショウダク		下都賀総合病院		0282-22-2551		328-0044		栃木県栃木市富士見町5-32

		承諾 ショウダク		とちの木病院		0282-22-7722		328-0071		栃木県栃木市大町39-5

		承諾 ショウダク		自治医科大学附属病院　		0285-44-2111		329-0498		下野市薬師寺3311-1		在宅医療を充実させていただくうえで、往診医や地域の開業医の先生方との連携強化やスタッフの充実が望まれると思います。 ザイタク イリョウ ジュウジツ オウシン イ チイキ カイギョウイ センセイガタ レンケイ キョウカ ジュウジツ ノゾ オモ

		承諾 ショウダク		済生会宇都宮病院		028-626-5500		321-0974		宇都宮市竹林町911-1

		承諾 ショウダク		足利赤十字病院		0284-21-0121		326-0843		栃木県足利市五十部町284-1		医療依存度の高い患者様が自宅へ退院する場合、利用できる社会資源が限られており、デイサービスやリハビリテーション、ショートステイなどのサービスを本人、ご家族様のニーズに合わせて利用していただくことが困難なケースが多々あります。（例：家族としては週２回以上リハビリに本人を通わせたいと考えているが、リハビリテーション事業所としては利用者数も多いため、週1回の対応が限度と考えている場合など）今回のアンケート調査を機に、各地域の社会資源の情報を整理し、なるべくニーズに合わせて、多くの方に適切にサービスを利用していただける環境を構築できればと思っております。よろしくお願いいたします。 イリョウ イゾンド タカ カンジャサマ ジタク タイイン バアイ リヨウ シャカイ シゲン カギ ホンニン カゾク サマ ア リヨウ コンナン タタ レイ カゾク シュウ カイイジョウ ホンニン カヨ カンガ ジギョウショ リヨウシャ スウ オオ シュウ カイ タイオウ ゲンド カンガ バアイ コンカイ チョウサ キ カクチイキ シャカイ シゲン ジョウホウ セイリ ア オオ カタ テキセツ リヨウ カンキョウ コウチク オモ ネガ

		承諾 ショウダク		獨協医科大学病院		0282-86-1111		321-0293		下都賀郡壬生町大字北小林880

		承諾 ショウダク		あしかがの森足利病院		0284-91-0611		326-0011		足利市大沼田町615

		承諾 ショウダク		JCHO　うつのみや病院		028-653-1001		321-0143		宇都宮市南高砂町11-17

		承諾 ショウダク		菅又病院　		028-676-0311		329-1207		塩谷郡高根沢町花岡2351		要相談の診療項目につきましては、病院にお電話で問い合わせていただければ対応いたします。小児科の入院対応はしておりません。外来診察につきましては、急性期の管理は困難であることもありますが、状態が安定している場合には相談いただければ可能な限り対応いたします。 ヨウ ソウダン シンリョウ コウモク ビョウイン デンワ ト ア タイオウ ショウニカ ニュウイン タイオウ ガイライ シンサツ キュウセイキ カンリ コンナン ジョウタイ アンテイ バアイ ソウダン カノウ カギ タイオウ

		承諾 ショウダク		那須赤十字病院		0287-23-1122		324-8686		栃木県大田原市中田原1081-4





病院Ｑ7統計



				乳児～2歳 ニュウジ サイ		3歳～6歳 サイ サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13歳～17歳 サイ サイ		18歳以上 サイイジョウ

		気管切開人工呼吸患者 キカン セッカイ ジンコウ コキュウ カンジャ		11		4		8		5		12

		非気管切開人工呼吸患者（NPPV) ヒ キカン セッカイ ジンコウ コキュウ カンジャ		2		0		0		0		1

		気管切開患者 キカン セッカイ カンジャ		2		3		2		0		14

		その他 タ		4		2		2		0		1



		入院期間 ニュウイン キカン		NICU及びGCU オヨ		PICU		その他小児病棟 タ ショウニ ビョウトウ

		6ヶ月以上1年未満 ゲツイジョウ ネン ミマン		9		0		11

		1年以上2年未満 ネンイジョウ ネン ミマン		1		0		10

		2年以上 ネンイジョウ		4		0		154

		原疾患 ゲンシッカン		NICU及びGCU オヨ		PICU		その他小児病棟 タ ショウニ ビョウトウ

		新生児仮死 シンセイジ カシ		2		0		38

		仮死以外の神経、筋疾患 カシ イガイ シンケイ キン シッカン		3		0		48

		事故 ジコ		0		0		4

		先天異常症候群 センテン イジョウ ショウコウグン		11		0		22

		慢性肺疾患、気道病変 マンセイ ハイ シッカン キドウ ビョウヘン		1		0		0

		低出生体重児 テイ シュッセイ タイジュウ ジ		5		0		7

		社会的事情 シャカイテキ ジジョウ		0		0		2

		その他 タ		2		0		44

		長期入院理由 チョウキ ニュウイン リユウ		NICU及びGCU オヨ		PICU		その他小児病棟 タ ショウニ ビョウトウ

		病状が不安定 ビョウジョウ フアンテイ		6		0		30

		療育施設入所待ち リョウイク シセツ ニュウショ マ		0		0		18

		中間施設受入体制の不備 チュウカン シセツ ウケイレ タイセイ フビ		0		0		0

		地域サポートの不備 チイキ フビ		0		0		0

		病院の在宅医療フォロー体制不備 ビョウイン ザイタク イリョウ タイセイ フビ		0		0		0

		家族の受入困難 カゾク ウケイレ コンナン		4		0		127

		家庭環境、経済的理由 カテイ カンキョウ ケイザイテキ リユウ		1		0		5

		在宅準備中 ザイタク ジュンビチュウ		3		0		4

		その他 タ		0		0		1





黒須病院

				乳児～2歳 ニュウジ サイ		3歳～6歳 サイ サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13歳～17歳 サイ サイ		18歳以上 サイイジョウ

		気管切開人工呼吸患者 キカン セッカイ ジンコウ コキュウ カンジャ										1

		非気管切開人工呼吸患者（NPPV) ヒ キカン セッカイ ジンコウ コキュウ カンジャ										0

		気管切開患者 キカン セッカイ カンジャ										3

		その他 タ



		入院期間 ニュウイン キカン		NICU及びGCU オヨ		PICU		その他小児病棟 タ ショウニ ビョウトウ

		6ヶ月以上1年未満 ゲツイジョウ ネン ミマン

		1年以上2年未満 ネンイジョウ ネン ミマン

		2年以上 ネンイジョウ

		原疾患 ゲンシッカン

		新生児仮死 シンセイジ カシ

		仮死以外の神経、筋疾患 カシ イガイ シンケイ キン シッカン

		事故（溺水、交通事故、転落等） ジコ デキスイ コウツウ ジコ テンラク ナド

		先天異常症候群（染色体異常、欠乏奇形症候群、欠乏性代謝異常など） センテン イジョウ ショウコウグン センショクタイ イジョウ ケツボウ キケイ ショウコウグン ケツボウ セイ タイシャ イジョウ

		慢性肺疾患、気道病変 マンセイ ハイ シッカン キドウ ビョウヘン

		低出生体重児 テイ シュッセイ タイジュウ ジ

		社会的事情 シャカイテキ ジジョウ

		その他 タ

		長期入院理由 チョウキ ニュウイン リユウ

		病状が不安定 ビョウジョウ フアンテイ

		療育施設入所待ち リョウイク シセツ ニュウショ マ

		中間施設受入体制の不備 チュウカン シセツ ウケイレ タイセイ フビ

		地域サポートの不備 チイキ フビ

		病院の在宅医療フォロー体制不備 ビョウイン ザイタク イリョウ タイセイ フビ

		家族の受入困難 カゾク ウケイレ コンナン

		家庭環境、経済的理由 カテイ カンキョウ ケイザイテキ リユウ

		在宅準備中 ザイタク ジュンビチュウ

		その他 タ





自治医科大学附属病院

				乳児～2歳 ニュウジ サイ		3歳～6歳 サイ サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13歳～17歳 サイ サイ		18歳以上 サイイジョウ

		気管切開人工呼吸患者 キカン セッカイ ジンコウ コキュウ カンジャ		1

		非気管切開人工呼吸患者（NPPV) ヒ キカン セッカイ ジンコウ コキュウ カンジャ		1

		気管切開患者 キカン セッカイ カンジャ						1				1

		その他 タ		2		1



		入院期間 ニュウイン キカン		NICU及びGCU オヨ		PICU		その他小児病棟 タ ショウニ ビョウトウ

		6ヶ月以上1年未満 ゲツイジョウ ネン ミマン						4

		1年以上2年未満 ネンイジョウ ネン ミマン						2

		2年以上 ネンイジョウ						1

		原疾患 ゲンシッカン

		新生児仮死 シンセイジ カシ

		仮死以外の神経、筋疾患 カシ イガイ シンケイ キン シッカン						3

		事故（溺水、交通事故、転落等） ジコ デキスイ コウツウ ジコ テンラク ナド

		先天異常症候群（染色体異常、欠乏奇形症候群、欠乏性代謝異常など） センテン イジョウ ショウコウグン センショクタイ イジョウ ケツボウ キケイ ショウコウグン ケツボウ セイ タイシャ イジョウ						3

		慢性肺疾患、気道病変 マンセイ ハイ シッカン キドウ ビョウヘン

		低出生体重児 テイ シュッセイ タイジュウ ジ						1

		社会的事情 シャカイテキ ジジョウ

		その他 タ

		長期入院理由 チョウキ ニュウイン リユウ

		病状が不安定 ビョウジョウ フアンテイ						5

		療育施設入所待ち リョウイク シセツ ニュウショ マ						0

		中間施設受入体制の不備 チュウカン シセツ ウケイレ タイセイ フビ						0

		地域サポートの不備 チイキ フビ						0

		病院の在宅医療フォロー体制不備 ビョウイン ザイタク イリョウ タイセイ フビ						0

		家族の受入困難 カゾク ウケイレ コンナン						1

		家庭環境、経済的理由 カテイ カンキョウ ケイザイテキ リユウ						0

		在宅準備中 ザイタク ジュンビチュウ						1

		その他 タ						0





済生会宇都宮病院

				乳児～2歳 ニュウジ サイ		3歳～6歳 サイ サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13歳～17歳 サイ サイ		18歳以上 サイイジョウ

		気管切開人工呼吸患者 キカン セッカイ ジンコウ コキュウ カンジャ						1				2

		非気管切開人工呼吸患者（NPPV) ヒ キカン セッカイ ジンコウ コキュウ カンジャ

		気管切開患者 キカン セッカイ カンジャ

		その他 タ										1



		入院期間 ニュウイン キカン		NICU及びGCU オヨ		PICU		その他小児病棟 タ ショウニ ビョウトウ

		6ヶ月以上1年未満 ゲツイジョウ ネン ミマン						1

		1年以上2年未満 ネンイジョウ ネン ミマン

		2年以上 ネンイジョウ						3

		原疾患 ゲンシッカン

		新生児仮死 シンセイジ カシ						1

		仮死以外の神経、筋疾患 カシ イガイ シンケイ キン シッカン

		事故（溺水、交通事故、転落等） ジコ デキスイ コウツウ ジコ テンラク ナド

		先天異常症候群（染色体異常、欠乏奇形症候群、欠乏性代謝異常など） センテン イジョウ ショウコウグン センショクタイ イジョウ ケツボウ キケイ ショウコウグン ケツボウ セイ タイシャ イジョウ

		慢性肺疾患、気道病変 マンセイ ハイ シッカン キドウ ビョウヘン

		低出生体重児 テイ シュッセイ タイジュウ ジ

		社会的事情 シャカイテキ ジジョウ

		その他 タ						3

		長期入院理由 チョウキ ニュウイン リユウ

		病状が不安定 ビョウジョウ フアンテイ

		療育施設入所待ち リョウイク シセツ ニュウショ マ						3

		中間施設受入体制の不備 チュウカン シセツ ウケイレ タイセイ フビ

		地域サポートの不備 チイキ フビ

		病院の在宅医療フォロー体制不備 ビョウイン ザイタク イリョウ タイセイ フビ

		家族の受入困難 カゾク ウケイレ コンナン

		家庭環境、経済的理由 カテイ カンキョウ ケイザイテキ リユウ

		在宅準備中 ザイタク ジュンビチュウ

		その他 タ						1





足利赤十字病院

				乳児～2歳 ニュウジ サイ		3歳～6歳 サイ サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13歳～17歳 サイ サイ		18歳以上 サイイジョウ

		気管切開人工呼吸患者 キカン セッカイ ジンコウ コキュウ カンジャ

		非気管切開人工呼吸患者（NPPV) ヒ キカン セッカイ ジンコウ コキュウ カンジャ		1

		気管切開患者 キカン セッカイ カンジャ

		その他 タ



		入院期間 ニュウイン キカン		NICU及びGCU オヨ		PICU		その他小児病棟 タ ショウニ ビョウトウ

		6ヶ月以上1年未満 ゲツイジョウ ネン ミマン						1

		1年以上2年未満 ネンイジョウ ネン ミマン

		2年以上 ネンイジョウ

		原疾患 ゲンシッカン

		新生児仮死 シンセイジ カシ

		仮死以外の神経、筋疾患 カシ イガイ シンケイ キン シッカン

		事故（溺水、交通事故、転落等） ジコ デキスイ コウツウ ジコ テンラク ナド

		先天異常症候群（染色体異常、欠乏奇形症候群、欠乏性代謝異常など） センテン イジョウ ショウコウグン センショクタイ イジョウ ケツボウ キケイ ショウコウグン ケツボウ セイ タイシャ イジョウ

		慢性肺疾患、気道病変 マンセイ ハイ シッカン キドウ ビョウヘン

		低出生体重児 テイ シュッセイ タイジュウ ジ

		社会的事情 シャカイテキ ジジョウ

		その他 タ						1

		長期入院理由 チョウキ ニュウイン リユウ

		病状が不安定 ビョウジョウ フアンテイ

		療育施設入所待ち リョウイク シセツ ニュウショ マ

		中間施設受入体制の不備 チュウカン シセツ ウケイレ タイセイ フビ

		地域サポートの不備 チイキ フビ

		病院の在宅医療フォロー体制不備 ビョウイン ザイタク イリョウ タイセイ フビ

		家族の受入困難 カゾク ウケイレ コンナン

		家庭環境、経済的理由 カテイ カンキョウ ケイザイテキ リユウ						1

		在宅準備中 ザイタク ジュンビチュウ

		その他 タ





獨協医科大学病院

				乳児～2歳 ニュウジ サイ		3歳～6歳 サイ サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13歳～17歳 サイ サイ		18歳以上 サイイジョウ

		気管切開人工呼吸患者 キカン セッカイ ジンコウ コキュウ カンジャ		10		1		3

		非気管切開人工呼吸患者（NPPV) ヒ キカン セッカイ ジンコウ コキュウ カンジャ

		気管切開患者 キカン セッカイ カンジャ		2

		その他 タ		2				1



		入院期間 ニュウイン キカン		NICU及びGCU オヨ		PICU		その他小児病棟 タ ショウニ ビョウトウ

		6ヶ月以上1年未満 ゲツイジョウ ネン ミマン		9				4

		1年以上2年未満 ネンイジョウ ネン ミマン						2

		2年以上 ネンイジョウ						4

		原疾患 ゲンシッカン

		新生児仮死 シンセイジ カシ

		仮死以外の神経、筋疾患 カシ イガイ シンケイ キン シッカン		2

		事故（溺水、交通事故、転落等） ジコ デキスイ コウツウ ジコ テンラク ナド

		先天異常症候群（染色体異常、欠乏奇形症候群、欠乏性代謝異常など） センテン イジョウ ショウコウグン センショクタイ イジョウ ケツボウ キケイ ショウコウグン ケツボウ セイ タイシャ イジョウ		10

		慢性肺疾患、気道病変 マンセイ ハイ シッカン キドウ ビョウヘン

		低出生体重児 テイ シュッセイ タイジュウ ジ		5

		社会的事情 シャカイテキ ジジョウ

		その他 タ		2

		長期入院理由 チョウキ ニュウイン リユウ

		病状が不安定 ビョウジョウ フアンテイ		6				2

		療育施設入所待ち リョウイク シセツ ニュウショ マ						15

		中間施設受入体制の不備 チュウカン シセツ ウケイレ タイセイ フビ

		地域サポートの不備 チイキ フビ

		病院の在宅医療フォロー体制不備 ビョウイン ザイタク イリョウ タイセイ フビ

		家族の受入困難 カゾク ウケイレ コンナン

		家庭環境、経済的理由 カテイ カンキョウ ケイザイテキ リユウ		1

		在宅準備中 ザイタク ジュンビチュウ		2				3

		その他 タ





あしかがの森足利病院

				乳児～2歳 ニュウジ サイ		3歳～6歳 サイ サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13歳～17歳 サイ サイ		18歳以上 サイイジョウ

		気管切開人工呼吸患者 キカン セッカイ ジンコウ コキュウ カンジャ				3		4		5		9

		非気管切開人工呼吸患者（NPPV) ヒ キカン セッカイ ジンコウ コキュウ カンジャ										1

		気管切開患者 キカン セッカイ カンジャ				3		1				10

		その他 タ				1		1



		入院期間 ニュウイン キカン		NICU及びGCU オヨ		PICU		その他小児病棟 タ ショウニ ビョウトウ

		6ヶ月以上1年未満 ゲツイジョウ ネン ミマン						1

		1年以上2年未満 ネンイジョウ ネン ミマン		1				6

		2年以上 ネンイジョウ		4				146

		原疾患 ゲンシッカン

		新生児仮死 シンセイジ カシ		2				37

		仮死以外の神経、筋疾患 カシ イガイ シンケイ キン シッカン		1				45

		事故（溺水、交通事故、転落等） ジコ デキスイ コウツウ ジコ テンラク ナド						4

		先天異常症候群（染色体異常、欠乏奇形症候群、欠乏性代謝異常など） センテン イジョウ ショウコウグン センショクタイ イジョウ ケツボウ キケイ ショウコウグン ケツボウ セイ タイシャ イジョウ		1				19

		慢性肺疾患、気道病変 マンセイ ハイ シッカン キドウ ビョウヘン		1

		低出生体重児 テイ シュッセイ タイジュウ ジ						6

		社会的事情 シャカイテキ ジジョウ						2

		その他 タ						40

		長期入院理由 チョウキ ニュウイン リユウ

		病状が不安定 ビョウジョウ フアンテイ						23

		療育施設入所待ち リョウイク シセツ ニュウショ マ

		中間施設受入体制の不備 チュウカン シセツ ウケイレ タイセイ フビ

		地域サポートの不備 チイキ フビ

		病院の在宅医療フォロー体制不備 ビョウイン ザイタク イリョウ タイセイ フビ

		家族の受入困難 カゾク ウケイレ コンナン		4				126

		家庭環境、経済的理由 カテイ カンキョウ ケイザイテキ リユウ						4

		在宅準備中 ザイタク ジュンビチュウ		1

		その他 タ





管理

		1/15/16		09:30～11:30		120

		1/16/16		19:30～22:00		150

		1/19/16		16:20～17：30		70

		1/28/16		17：30～18:30		60

				22:30～23：30		60

				11：30～13:30		120

		1/30/16		12:00～14：30		150

		1/31/16		15：30～17：45		135

		2/1/16		16：00～18：00		120

		2/1/16		23：30～0：40		70
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5.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する訪問リハビリテーションを提供していますか
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小児科医に助言や相談を求めることができること 26
経験のある医師がいること 62
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Ⅲ．診療所


相談支援事業所一覧表

		市区郡 シク グン		事業所名 ジギョウショ メイ		電話番号 デンワ バンゴウ		FAX番号 バンゴウ		郵便番号 ユウビンバンゴウ		所在地 ショザイチ		訪問可能な主な市町村 ホウモン カノウ オモ シチョウソン

		足利市 アシカガシ		特定相談支援センターはじめ		0284-22-4561		0284-22-4562		326-0143		足利市葉鹿町735-1		足利市 アシカガシ

		足利市 アシカガシ		足利障害者相談支援センター		0284-44-0307		0284-44-0318		326-0064		足利市東砂原後町1072		足利市、佐野市 アシカガシ サノシ

		足利市 アシカガシ		足利ケアサービス		0284-21-7630		0284-21-3109		326-0843		足利市五十部町809-3		足利市、佐野市、太田市 アシカガシ サノシ オオタシ

		足利市 アシカガシ		障害者相談支援センターフォレスト		0284-91-1816		0284-91-2867		326-0011		足利市大沼田町615		足利市及び近隣市町村 アシカガシ オヨ キンリン シチョウソン

		足利市 アシカガシ		相談支援事業所こころみ		0284-41-5039		0284-43-2665		326-0061		足利市田島町611-2

		宇都宮市 ウツノミヤシ		相談支援事業所ポンテ		028-652-7288		028-652-6355		321-0341		宇都宮市古賀志町1964-12		宇都宮、鹿沼、日光、壬生 ウツノミヤ カヌマ ニッコウ ミブ

		宇都宮市 ウツノミヤシ		うつのみや		028-632-6074		028-632-6075		320-0861		宇都宮市西2-1-7		宇都宮市 ウツノミヤシ

		宇都宮市 ウツノミヤシ		サポートセンターきりん		028-612-3838		028-678-3257		321-0905		宇都宮市平出工業団地43-100 ウツノミヤシ ヒライデコウギョウダンチ		宇都宮市 ウツノミヤシ

		宇都宮市 ウツノミヤシ		サポートセンターとみや生活支援センター		028-665-8230		028-665-8230		321-2116		宇都宮市徳次郎町540		宇都宮市 ウツノミヤシ

		宇都宮市 ウツノミヤシ		サポートセンターひばり		028-670-0330		028-667-7315		321-3236		宇都宮市竹下町435-159		宇都宮市 ウツノミヤシ

		宇都宮市 ウツノミヤシ		相談支援センターネクスト		080-8854-9551		028-612-7174		320-0034		宇都宮市泉町6-25		宇都宮市 ウツノミヤシ

		宇都宮市 ウツノミヤシ		特定相談支援事業所やすらぎ		028-650-7727		028-650-7728		320-0011		宇都宮市富士見が丘3－19－20		宇都宮市 ウツノミヤシ

		宇都宮市 ウツノミヤシ		障がい者生活支援センターこぶし		028-680-5746		028-688-0214		321-0126		宇都宮市茂原町837-1		宇都宮市、上三川町 ウツノミヤシ カミノカワマチ

		大田原市 オオタワラシ		相談支援事業所つばさ		0287-53-7393		0287-53-7394		324-0044		大田原市親園824-1		大田原市、那須塩原市、那須烏山市、矢板市、さくら市、那須町、塩谷町、高根沢町 オオタワラシ ナスシオバラシ ナスカラスヤマシ ヤイタシ シ ナスマチ シオ タニ マチ タカネザワマチ

		大田原市 オオタワラシ		相談支援事業所とまり木		0287-54-2854		0287-54-2230		324-0231		大田原市北野上3952		大田原市、那須塩原市、那須町 オオタワラシ ナスシオバラシ ナスマチ

		小山市 オヤマシ		相談支援事業所わくわくおやま		0285-24-6575		0285-20-0255		323-0022		小山市駅東通り3-9-6		小山市 オヤマシ

		小山市 オヤマシ		友井タクシー介護ステーションふれあい		0285-30-0840		0285-30-0844		323-0025		小山市城山町2丁目12-25		小山市 オヤマシ

		小山市 オヤマシ		相談支援事業所おやま		0285-22-1833		0285-22-8946		323-0014		小山市喜沢660		小山市、下野市 オヤマシ シモノ シ

		小山市 オヤマシ		社会就労センターえいぶるの里 シャカイ シュウロウ サト		0285-22-4561		0285-22-4581		323-0003		小山市東島田2403-2		小山市、下野市、上三川町、野木町、結城市、古河市、筑西市 オヤマシ シモノ シ カミノカワマチ ノギマチ ユウキシ コガシ ツク ニシ シ

		小山市 オヤマシ		はつらつサロン南天相談支援事業所		0285-22-4659		0285-38-6529		323-0027		小山市花垣町2-3-19		小山市、栃木市 オヤマシ トチギシ

		小山市 オヤマシ		相談支援事業所みどり		0285-45-8362		0285-45-8397		329-0214		小山市乙女786-1		小山市、栃木市、古河市、結城市 オヤマシ トチギシ コガシ ユウキシ

		上三川町 カミノカワマチ		上三川障がい児・者生活相談支援センター		0285-38-6854		0285-38-6841		329-0611		上三川町上三川5082-15		上三川町 カミノカワマチ

		さくら市 シ		障がい者支援センターにんべん		028-686-2539		028-686-2584		329-1417		さくら市フィオーレ喜連川5-2-1　フィオーレガーデン1-102		さくら市 シ

		佐野市 サノシ		社会福祉法人とちのみ会　こなかの森 シャカイ フクシ ホウジン カイ モリ		0283-24-5757		0283-24-6294		327-0001		佐野市小中町1280		佐野市、足利市 サノシ アシカガシ

		佐野市 サノシ		さの社協相談支援センターほっぷ		0283-22-8152		0283-22-8199		327-0003		佐野市大橋町3212-27		佐野市全域 サノシ ゼンイキ

		下野市 シモノ シ		南栃木支援センター相談支援		0285-44-6118		0285-44-7215		329-0412		下野市柴1432-105		下野市、小山市、壬生町 シモノ シ オヤマシ ミブマチ

		下野市 シモノ シ		下野市相談支援事業所 こばと		0285-44-6783		0285-44-6783		329-0414		下野市小金井1146-6		下野市、上三川町 シモノ シ カミノカワマチ

		高根沢町 タカネザワマチ		高根沢町障害児者生活支援センターすまいる タカネザワマチ		028-612-2751		028-612-2752		329-1225		塩谷郡高根沢町石末1825　福祉センター内 シオヤグン タカネザワマチ イシヅエ フクシ ナイ		高根沢町 タカネザワマチ

		高根沢町 タカネザワマチ		障害者相談支援センターいぶき		028-678-3502		028-676-3501		329-1216		塩谷郡高根沢町桑窪2266-2		高根沢町 タカネザワマチ

		栃木市 トチギシ		相談支援事業所わらしべの家		0282-27-1627		0282-27-1675		328-0011		栃木市大宮町2708-3		栃木市 トチギシ

		栃木市 トチギシ		相談支援センターぴあん ソウダン シエン		0282-31-1755		0282-31-2919		328-0067		栃木市皆川城内町333-2		栃木市、小山市 トチギシ オヤマシ

		栃木市 トチギシ		相談支援事業所「ピュア」		0282-31-3911		0282-31-3912		328-0133		栃木市大森町465		栃木市、鹿沼市、佐野市、小山市、壬生町 トチギシ カヌマシ サノシ オヤマシ ミブマチ

		栃木市 トチギシ		相談支援ウエイブ		0282-23-4465		0282-23-4465		328-0012		栃木市平柳町1-2-7		栃木市、壬生町 トチギシ ミブマチ

		栃木市 トチギシ		もくせいの里		0282-43-0593		0282-43-1387		329-4405		栃木市大平町西山田1198		栃木市内 トチギシナイ

		那須町 ナスマチ		障がい者相談支援事業所ケアサプライ		0287-73-5312		0287-73-5311		329-3221		那須郡那須町漆塚762-102 ナスグン ナスマチ ウルシツカ		白河市、那須町、那須塩原市、大田原市 シラカワシ ナスマチ ナスシオバラシ オオタワラシ

		那須塩原市 ナスシオバラ シ		相談支援事業所テトテ		0287-36-7171		0287-36-7181		329-2732		那須塩原市一区町251-1		那須塩原市（大田原、矢板、那須町、那珂川町、烏山） ナスシオバラ シ オオタワラ ヤイタ ナスマチ ナカガワマチ カラスヤマ

		那須塩原市 ナスシオバラ シ		相談支援事業のぞみ		0287-65-2288		0287-65-2282		329-3152		那須塩原市上中野53		那須塩原市、大田原市、那須町 ナスシオバラ シ オオタワラシ ナスマチ

		那須塩原市 ナスシオバラ シ		相談支援事業所　空		0287-73-8165		0287-73-8165		329-3157		那須塩原市大原間西1-19-9		那須塩原市、大田原市、那須町 ナスシオバラ シ オオタワラシ ナスマチ

		那須塩原市 ナスシオバラ シ		指定特定相談支援事業所あじさい		0287-60-3361		0287-60-3362		325-0034		那須塩原市東原166		那須塩原市、那須町 ナスシオバラ シ ナスマチ

		野木町 ノギマチ		さわやか相談支援センター		0280-57-4884		0280-57-4994		329-0112		野木町南赤塚1145-1		小山市、野木町、古河市、栃木市 オヤマシ ノギマチ コガシ トチギシ

		芳賀郡 ハガ グン		相談支援センター光輝舎		0285-70-2020		0285-72-8222		321-4105		芳賀郡益子町北中1113-1		芳賀郡、真岡市等 ハガ グン モオカシ ナド

		芳賀郡 ハガ グン		相談支援センターみさと		0285-72-9767				321-4104		芳賀郡益子町大沢2800-5		芳賀郡内（真岡市、益子町、市貝町、芳賀町、茂木町） ハガ グンナイ モオカシ マシコ チョウ イチ ガイ マチ ハガマチ モギマチ

		真岡市 モオカシ		相談支援センターのどか　真岡センター		0285-81-5890		0285-85-8452		321-4305		真岡市荒町111-1		真岡市、芳賀町、市貝町、益子町、茂木町 モオカシ ハガマチ イチガイ マチ マシコ チョウ モギ マチ

		真岡市 モオカシ		真岡介護センター		0285-80-5200		0285-80-5211		321-4361		真岡市並木町1-8-1　シティ並木102 ナミキ		真岡市、芳賀町南部、市貝町南部、益子町西部、上三川東部 モオカシ ハガマチ ナンブ イチ ガイ チョウ ナンブ マシコ チョウ セイブ カミノカワ トウブ

		壬生町 ミブマチ		指定障害者相談支援事業所あるしぇん		0282-86-7665		0282-21-7109		321-0201		下都賀郡壬生町安塚2032 シモツガグン ミブマチ ヤスヅカ		壬生町 ミブマチ





訪問看護事業所一覧表

		市区郡 シク グン		事業所名 ジギョウショ メイ		電話番号 デンワ バンゴウ		FAX番号 バンゴウ		郵便番号 ユウビンバンゴウ		所在地 ショザイチ		訪問可能な主な市町村 ホウモン カノウ オモ シチョウソン

		足利市 アシカガシ		あおい訪問看護ステーション		0284-73-9456		0284-72-7600		326-0831		足利市堀込町2556 セレッソ・コート1階		足利市とその周辺（佐野市、館林市、巴楽町、太田市、桐生市） アシカガシ シュウヘン サノシ タテバヤシシ トモエ ラク マチ オオタシ キリュウシ				足利市 アシカガシ		2

		足利市 アシカガシ		ライフ訪問看護リハビリテーション		0284-64-8799		0284-64-8335		326-0831		足利市堀込町2656-7　ASKビル301号		足利市、佐野市、館林市、邑楽郡、太田市、桐生市 アシカガシ サノシ タテバヤシシ オウラ グン オオタシ キリュウシ				宇都宮市 ウツノミヤシ		7

		宇都宮市 ウツノミヤシ		ＷＡＤＥＷＡＤＥ訪問看護ステーション		028-666-5420		028-666-5460		321-0923		宇都宮市下栗町2913-1 ウツノミヤシ シモグリマチ		宇都宮市、上三川町、 ウツノミヤシ カミノカワマチ				大田原市 オオタワラシ		4

		宇都宮市 ウツノミヤシ		訪問看護ステーションここあ		028-600-3735		028-600-3736		321-2116		宇都宮市徳次郎町998-9 ウツノミヤシ トクジロウマチ		宇都宮市、日光市、 ウツノミヤシ ニッコウシ				小山市 オヤマシ		3

		宇都宮市 ウツノミヤシ		訪問看護ステーションうつのみや		028-612-6103		028-612-6104		320-0852		宇都宮市下砥上町字並塚643番地1		宇都宮市、壬生町 ウツノミヤシ ミブマチ				鹿沼市 カヌマシ		1

		宇都宮市 ウツノミヤシ		訪問看護ステーションあるく		028-643-5586		028-678-8796		320-0036		宇都宮市小幡2-6-14 		宇都宮市 ウツノミヤシ				さくら市 シ		1

		宇都宮市 ウツノミヤシ		訪問看護ステーション風		028-612-1333		028-612-1384		321-0117		宇都宮市城南3丁目5-6		宇都宮、鹿沼、下野、壬生 ウツノミヤ カヌマ シモノ ミブ				佐野市 サノシ		2

		宇都宮市 ウツノミヤシ		訪問看護ステーションほっと		028-626-5739		028-625-8201		321-0974		宇都宮市竹林町958		宇都宮市 ウツノミヤシ				下野市 シモツケシ		1

		宇都宮市 ウツノミヤシ		宮の橋訪問看護ステーション		028-635-9839		028-635-9839		321-0963		宇都宮市南大通り1-1-23		宇都宮市 ウツノミヤシ				高根沢町 タカネザワマチ		1

		大田原市 オオタワラシ		訪問看護ステーションゆりの木		0287-47-5123		0287-47-5124		324-0028		大田原市山の手1-1-7 ヤマ テ		大田原市、那須塩原市、那珂川町 オオタワラシ ナスシオバラ シ ナカガワマチ				栃木市 トチギシ		1

		大田原市 オオタワラシ		とちぎ訪問看護ステーションくろばね		0287-54-0507		0287-54-0580		324-0241		大田原市黒羽向町142番地		大田原市、那須塩原市、那須町、那珂川町 オオタワラシ ナスシオバラ シ ナスマチ ナカガワマチ				那須烏山市 ナスカラスヤマシ		1

		大田原市 オオタワラシ		さくら訪問看護ステーション		0287-29-3252		0287-29-3252		324-0058		大田原市紫塚3-2633-10		大田原市、那須塩原市、矢板市 オオタワラシ ナスシオバラ シ ヤイタ シ				那須塩原市 ナスシオバラ シ		1

		大田原市 オオタワラシ		那須赤十字訪問看護ステーション		0287-23-8866		0287-23-8903		324-8686		大田原市中田原1081-4		大田原市、那須塩原市（一部を除く） オオタワラシ ナスシオバラ シ イチブ ノゾ				野木町 ノギマチ		1

		小山市 オヤマシ		とちぎ訪問看護ステーションおやま		0285-39-8602		0285-39-8607		323-0827		小山市神鳥谷2251-7 オヤマシ ヒトトノヤ		小山市、下野市（南部）、野木町（北部） オヤマシ シモノ シ ナンブ ノギ マチ ホクブ				壬生町 ミブマチ		1

		小山市 オヤマシ		わくわく訪問看護ステーションおやま		0285-24-6575		0285-20-0255		323-0022		小山市駅東通り3-9-6		小山市、結城市（茨城県）、下野市の一部、栃木市（PTのみ） オヤマシ ユウキシ イバラキケン シモノ シ イチブ トチギシ				真岡市 モオカシ		1

		小山市 オヤマシ		訪問看護ステーションみどり		0285-45-8362		0285-45-8397		329-0214		小山市乙女786-1		小山市、栃木市、古河市、結城市 オヤマシ トチギシ コガシ ユウキシ						28

		鹿沼市 カヌマシ		鹿沼訪問看護ステーション		0289-60-5650		0289-60-1687		322-0021		鹿沼市上野町320-3高橋ビル1階103号室		鹿沼市、旧宇都宮市、旧今市市、壬生町、西片町 カヌマシ キュウ ウツノミヤシ キュウ イマイチシ ミブマチ ニシカタマチ

		さくら市 シ		訪問看護ステーション卯の郷		028-682-7770		028-682-7766		329-1311		さくら市氏家2650番地		さくら市（周辺15ｋｍ以内）、塩谷町、那須烏山市、宇都宮市、高根沢町 シ シュウヘン イナイ シオヤ マチ ナスカラスヤマシ ウツノミヤシ タカネザワ マチ

		佐野市 サノシ		訪問看護ステーションマザーの家		0283-85-7771		0283-85-7772		327-0504		佐野市中町942-1		佐野市 サノシ

		佐野市 サノシ		訪問看護ステーション佐野		0283-86-7013		0283-86-7031		327-0847		佐野市天神町774-22 メープルハイツ101号室		足利市、佐野市、栃木市（旧岩船市） アシカガシ サノシ トチギシ キュウ イワフネ シ

		下野市 シモツケシ		訪問看護ステーション石橋		0285-52-2293		0285-52-2268		329-0511		下野市石橋628番地		下野市、上三川町、壬生町、宇都宮市（部） シモノ シ カミノカワマチ ミブマチ ウツノミヤシ ブ

		高根沢町 タカネザワ マチ		訪問看護ステーションたかねざわ		028-680-1701		028-680-1702		329-1233		塩谷郡高根沢町宝積寺2426-8 		高根沢町、さくら市、那須烏山市、芳賀町、市貝町、茂木町、益子町、宇都宮市 タカネザワマチ シ ナスカラスヤマシ ハガ マチ イチ カイ チョウ モギマチ マシコ チョウ ウツノミヤシ

		栃木市 トチギシ		訪問看護ステーションオリーブ		0282-27-8414		0282-27-8415		328-0027		栃木市今泉町1丁目17番29号		栃木市、小山市、下野市、壬生町 トチギシ オヤマシ シモノ シ ミブ マチ

		那須烏山市 ナスカラスヤマシ		訪問看護ステーションあい		0287-83-8035		0287-83-8222		321-0628		那須烏山市金井2-5-9 ベンチャープラザ7号室 ゴウシツ		那須烏山市、那珂川町、茂木町、一貝町 ナスカラスヤマシ ナカガワマチ モギマチ イチ ガイ マチ

		那須塩原市 ナスシオバラ シ		マロニエ訪問看護ステーション		0287-37-6322		0287-39-3305		329-2763		那須塩原市井口537-3 にしなすの総合在宅ケアセンター内		那須塩原市、那須町、大田原市　リハビリのみ→那珂川町訪問可能 ナスシオバラ シ ナスマチ オオタワラシ ナカガワ マチ ホウモン カノウ

		野木町 ノギマチ		訪問看護ステーションたんぽぽ		0280-57-1888		0280-57-3819		329-0101		下都賀郡野木町友沼5119-12		野木町、小山市、旧藤岡町 ノギマチ オヤマシ キュウ フジオカマチ

		壬生町 ミブマチ		とちぎ訪問看護ステーションみぶ		0282-82-7262		0282-82-7260		321-0218		下都賀郡壬生町落合1-18-12		上三川町、下野市、壬生町、宇都宮 カミノカワマチ シモノ シ ミブ チョウ ウツノミヤ

		真岡市 モオカシ		芳賀赤十字訪問看護ステーション		0285-84-8266		0285-84-8266		321-4306		真岡市台町2461		芳賀郡全域（真岡市、益子町、芳賀町、茂木町） ハガ グン ゼンイキ モオカシ マシコマチ ハガマチ モギ マチ





診療所一覧表

		市区郡 シク グン		診療所名 シンリョウジョ メイ		電話番号 デンワ バンゴウ		郵便番号 ユウビンバンゴウ		所在地 ショザイチ

		足利市 アシカガシ		山浦内科医院		0284-21-6653 		326-0843		足利市五十部町1256-5

		足利市 アシカガシ		あいファミリィクリニック足利 アシカガ		0284-22-3788		329-4213		足利市寺岡町505-1

		足利市 アシカガシ		かしま産婦人科 サンフジンカ		0284-65-0341		326-0844		足利市鹿島町501-1

		足利市 アシカガシ		くさの小児科		0284-73-7000		326-0335		足利市上渋垂町338-3

		足利市 アシカガシ		すながクリニック		0284-44-7211		326-0015		足利市八椚町494-1　

		宇都宮市 ウツノミヤシ		医療法人　亀田内科		028-633-2884		320-0812		宇都宮市一番町1-28

		宇都宮市 ウツノミヤシ		越戸クリニック		028-660-6190		321-0951		宇都宮市越戸町139-6

		宇都宮市 ウツノミヤシ		福田こどもクリニック		028-659-8850		320-0852		宇都宮市下砥上町1545-20

		宇都宮市 ウツノミヤシ		きくちクリニック		028-683-3387		321-0903		宇都宮市下平出町614-2

		宇都宮市 ウツノミヤシ		てらもと小児科		028-650-6636		321-0975		宇都宮市関堀町971-6

		宇都宮市 ウツノミヤシ		あおい内科小児科ｸﾘﾆｯｸ		028-663-6000		321-0973		宇都宮市岩曽町1086-1

		宇都宮市 ウツノミヤシ		桜井消化器科・内科		028-643-0870		320-0073		宇都宮市細谷1-7-38

		宇都宮市 ウツノミヤシ		鈴木内科クリニック		028-655-1229		321-0139		宇都宮市若松原2-4-19

		宇都宮市 ウツノミヤシ		大根田内科医院		028-624-6322		320-0072		宇都宮市若草3-4-22

		宇都宮市 ウツノミヤシ		てらだファミリークリニック		028-654-2188		321-0132		宇都宮市雀の宮5-5-1

		宇都宮市 ウツノミヤシ		清原台こどもクリニック キヨハラ ダイ		028-305-6017		321-3223		宇都宮市清原台2-4-14

		宇都宮市 ウツノミヤシ		森田医院		028-633-1573		320-0861		宇都宮市西3-5-8

		宇都宮市 ウツノミヤシ		こどもヶ丘診療所		028-615-1077		321-0151		宇都宮市西川田町183-21

		宇都宮市 ウツノミヤシ		有村小児科医院		028-656-7207		321-0912		宇都宮市石井町3128-11

		宇都宮市 ウツノミヤシ		いちはらファミリークリニック		028-612-8350		321-0414		宇都宮市中里町322

		宇都宮市 ウツノミヤシ		豊郷中央渡辺内科　		028-622-8900		320-0004		宇都宮市長岡町1217-5

		宇都宮市 ウツノミヤシ		宇都宮市子ども発達センター診療所 ウツノミヤシ コ ハッタツ シンリョウジョ		028-647-4720		320-0851		宇都宮市鶴田町970-1

		宇都宮市 ウツノミヤシ		梅園医院		028-633-2869		320-0035		宇都宮市伝馬町3-28

		宇都宮市 ウツノミヤシ		片山医院		028-661-9764		321-0944		宇都宮市東峰町3008-21

		宇都宮市 ウツノミヤシ		冨塚メデｲカルクリニック		028-666-2555		321-2116		宇都宮市徳次郎町888

		宇都宮市 ウツノミヤシ		豊郷台クリニック ユタカ ゴウ ダイ		028-643-8998		320-0003		宇都宮市豊郷台2-21-3

		宇都宮市 ウツノミヤシ		みやの杜クリニック　		028-683-7811		321-0904		宇都宮市陽東2-4-5

		宇都宮市 ウツノミヤシ		医療法人　赤羽病院		028-661-5446		321-0904		宇都宮市陽東7-2-2

		大田原市 オオタワラシ		くろばね齋藤醫院		0287-54-0031		324-0233		大田原市黒羽田町612

		大田原市 オオタワラシ		さいとうハート＆キッズクリニック		0287-53-7979		324-0043		大田原市浅香1-4-3

		大田原市 オオタワラシ		あさかクリニック		0287-22-2601		324-0043		大田原市浅香3-3711

		小山市 オヤマシ		神鳥谷クリニック		0285-22-7700		323-0827		小山市神鳥谷1-19-1

		小山市 オヤマシ		小山すぎの木クリニック		0285-30-3456		323-0806		小山市中久喜1131-1

		小山市 オヤマシ		おおきこどもクリニック		0285-41-0025 		329-0207		小山市美しが丘3-35-3

		鹿沼市 カヌマシ		小川こどもクリニック		0289-74-5421		322-0027		鹿沼市貝島町5006-2

		鹿沼市 カヌマシ		飯岡小児科		0289-65-3257		322-0074		鹿沼市日吉町569-2

		鹿沼市 カヌマシ		小松医院		0289-60-5515		322-0064		鹿沼市文化橋町2300-1

		鹿沼市 カヌマシ		いとうこどもクリニック		0289-63-5566		322-0025		鹿沼市緑町2-2-29

		上三川 カミノカワ		やの小児科医院		0285-56-0280		329-0611		河内郡上三川町上三川3446-3

		さくら市 シ		仲嶋医院		028-681-7755		329-1311		さくら市氏家3245-17

		佐野市 サノシ		稲毛クリニック		0283-25-2566		327-0103		佐野市石塚町893-1

		佐野市 サノシ		こばやしファミリークリニック		0283-85-9900		327-0311		佐野市多田町566

		佐野市 サノシ		坪水医院		0283-62-0265		327-0312		佐野市栃本町2241

		佐野市 サノシ		緑の屋根診療所		0283-20-2577		327-0843		佐野市堀米町1348-5

		佐野市 サノシ		キッズクリニックはせがわ		0283-27-0200		327-0843		佐野市堀米町3946-6

		下野市 シモノ シ		グリムこどもクリニック		0285-51-1515		329-0502		下野市下古山2-6-17

		下野市 シモノ シ		にじいろこども診療所 シンリョウジョ		0285-44-7716		329-0414		下野市小金井4-1-1

		下野市 シモノ シ		角田内科医院		0285-53-5665 		329-0511		下野市石橋549

		下野市 シモノ シ		佐藤内科		0285-53-1305		329-0511		下野市石橋839-14

		下野市 シモノ シ		おかべこどもクリニック		0285-40-7300 		329-0433		下野市緑5-17-12

		高根沢町 タカネザワマチ		にいたに内科　		028-675-6515		329-1231		塩谷郡高根沢町宝石台 3-3-19

		栃木市 トチギシ		熊倉医院		0282-55-8425		329-4316		栃木市岩舟町新里180-1 トチギシ

		栃木市 トチギシ		竹田内科小児科クリニック		0282-29-1233		328-0011		栃木市大宮町52番地

		栃木市 トチギシ		田村医院		0282-43-3368		329-4423		栃木市大平町西水代1835-1

		栃木市 トチギシ		小森谷内科医院		0282-43-7327		329-4404		栃木市大平町富田4003-8

		栃木市 トチギシ		持田医院		0282-67-3661		329-0319		栃木市藤岡町中根115-5

		栃木市 トチギシ		腰塚医院		0282-62-2072		323-1104		栃木市藤岡町藤岡1845-10

		栃木市 トチギシ		よこやま内科小児科クリニック		0282-24-8102		328-0075		栃木市箱森町38-70

		栃木市 トチギシ		サンレディースクリニック		0282-24-3541		328-0024		栃木市樋ノ口町504-1

		栃木市 トチギシ		桜井こどもクリニック		0282-24-5987		328-0034		栃木市本町16-9

		栃木市 トチギシ		さいとう小児科 ショウニカ		0282-22-0757 		328-0015		栃木市万町30番16号

		那珂川町 ナカガワマチ		佐藤医院		0287-96-2841		324-0501		那須郡那珂川町小川2960-1

		那珂川町 ナカガワマチ		飯塚医院		0287-92-2034		324-0613		那須郡那珂川町馬頭484-3

		那珂川町 ナカガワマチ		立花医院		0287-72-0311		325-0003		那須郡那須町寺子乙3967-190

		那須塩原市 ナスシオバラ シ		中川医院 ナカガワ イイン		0287-62-0040		325-0057		那須塩原市黒磯幸町6-27

		那須塩原市 ナスシオバラ シ		さいとうクリニック		0287-39-1805		329-2724		那須塩原市西幸町7-13

		那須塩原市 ナスシオバラ シ		みずぬまクリニック		0287-39-1581		329-2751		那須塩原市東三島2-80-6

		日光市 ニッコウシ		吉原医院		0288-21-0161		321-1261		日光市今市826-4

		日光市 ニッコウシ		木村内科医院		0288-22-7880		321-1264		日光市瀬尾497-1

		益子町 マシコマチ		鈴木医院		0285-72-2032		321-4217		益子町益子1747-2

		壬生町 ミブマチ		小倉医院		0282-82-0057		321-0227		壬生町通町10-5

		壬生町 ミブマチ		大橋内科クリニック		0282-82-8522		321-0219		壬生町福和田1003-1

		壬生町 ミブマチ		かとう小児科 ショウニカ		0282-82-7576		321-0218		壬生町落合3-7-30

		真岡市 モオカシ		ひがのクリニック		0285-74-0051 		321-4521		真岡市久下田941-1

		真岡市 モオカシ		小林診療所		0285-82-3873		321-4369		真岡市熊倉3-10-7

		真岡市 モオカシ		西真岡こどもクリニック		0285-81-7900		321-4341		真岡市高勢町3-205-1

		真岡市 モオカシ		田井の里クリニック		0285-81-6502		321-4301		真岡市西田井内外748-2

		真岡市 モオカシ		深谷医院 フカヤ イイン		0285-75-0007 		321-4502		真岡市物井1268-7

		茂木町 モギマチ		吉永医院		0285-63-2303		321-3564		茂木町増井190-1





病院一覧表

		市区郡 シク グン		診療所名 シンリョウジョ メイ		電話番号 デンワ バンゴウ		郵便番号 ユウビンバンゴウ		所在地 ショザイチ																																																						相談窓口 ソウダン マドグチ		部署名・職名 ブショ メイ ショクメイ		ご担当者氏名 タントウシャ シメイ		連絡先TEL レンラクサキ		連絡先MAIL レンラクサキ

		足利市 アシカガシ		あしかがの森足利病院		0284-91-0611		326-0011		足利市大沼田町615		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		1		2		別紙参照 ベッシ サンショウ		有		メディカルソーシャルワーカー		福地　哲郎 フクチ テツロウ		0284-91-0611		soudan@hshikagu-hospital.or.jp

		足利市 アシカガシ		足利赤十字病院		0284-21-0121		326-0843		足利市五十部町284-1		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		3		1		2		別紙参照 ベッシ サンショウ		有		事務部医事課社会福祉士 ジム ブ イジ カ シャカイ フクシ シ		布施　麻由実 フセ マユミ		0284-20-1307

		宇都宮市 ウツノミヤシ		済生会宇都宮病院		028-626-5500		321-0974		宇都宮市竹林町911-1		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		2		別紙参照 ベッシ サンショウ		有		地域連携課 チイキ レンケイ カ		荻津　守 オギツ カミ		028-626-5500

		宇都宮市 ウツノミヤシ		JCHO　うつのみや病院		028-653-1001		321-0143		宇都宮市南高砂町11-17		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		無

		大田原市 オオタワラシ		那須赤十字病院		0287-23-1122		324-8686		大田原市中田原1081-4		1		1		3		3		3		1		3		1		3		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		1		4		なし		有		地域医療福祉連携課福祉係長 チイキ イリョウ フクシ レンケイ カ フクシ カカリチョウ		野中 美希 ノナカ ミキ		0287-23-1122		renkeika@nasu.jrc.or.jp

		小山市 オヤマシ		新小山市民病院		0285-36-0200		323-0827		小山市神鳥谷2251-1 オヤマシ ヒトトノヤ		1		1		3		2		2		2		2		2		2		2		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		2		なし		有		医療相談室保健師 イリョウ ソウダンシツ ホケンシ		多賀谷 邦子 タガヤ クニコ		0285-36-0256		soudan@hospital.oyama.tochigi.jp

		小山市 オヤマシ		小山厚生病院		0285-22-1105		323-0031		小山市八幡町2-10-6		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		2		なし		有		看護師長 カンゴシ チョウ		横家 よね子 ヨコ イエ コ		0285-22-1105
0285-24-9890

		下野市 シモツケシ		自治医科大学附属病院　		0285-44-2111		329-0498		下野市薬師寺3311-1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		2		3		2		別紙参照 ベッシ サンショウ		有		地域医療連携部（看護師） チイキ イリョウ レンケイ ブ カンゴシ		黒田　光恵 クロダ ミツエ		0285-44-2111		mazuek@jichi.ac.jp

		下野市 シモツケシ		石橋総合病院		0285-53-1134		329-0511		下野市石橋628		1		1		1		1		1		1		1		2		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		1		なし		有		地域医療連携部 チイキ イリョウ レンケイ ブ		(部長)岩崎 さゆり ブチョウ イワサキ		0285-53-1134		ishibashi-renkei@yushikai.jp

		高根沢町 タカネザワマチ		菅又病院　		028-676-0311		329-1207		塩谷郡高根沢町花岡2351		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		無

		栃木市 トチギシ		とちの木病院		0282-22-7722		328-0071		栃木市大町39-5		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		無

		栃木市 トチギシ		下都賀総合病院		0282-22-2551		328-0044		栃木市富士見町5-32		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		3		なし		有		医療福祉相談室 イリョウ フクシ ソウダンシツ		MSWが3人おります ニン		0282-22-2551

		栃木市 トチギシ		西方病院		0282-92-2323		322-0601		栃木市西方町金崎273-3 トチギシ		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		有		西方病院地域連携室 ニシカタ ビョウイン チイキ レンケイ シツ				0282-25-7310		nishikata-renkei@cc9.ne.jp

		壬生町 ミブマチ		獨協医科大学病院		0282-86-1111		321-0293		下都賀郡壬生町大字北小林880		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		3		2		別紙参照 ベッシ サンショウ		有		地域医療連携センター医療福祉相談室 チイキ イリョウ レンケイ イリョウ フクシ ソウダンシツ				0282-87-2185
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相談支援事業所

		Ｑ1.貴施設について、お伺いいたします キ シセツ ウカガ										事業所名とコメントをくっつけるで一表を作る ジギョウショ メイ イッピョウ ツク

		1		事業所名 ジギョウショ メイ								今月中 コンゲツ チュウ

		2		電話番号 デンワ バンゴウ								地図と一覧表をパワーポイント チズ イチラン ヒョウ

		3		FAX番号 バンゴウ								各項目ごとにページを作る カクコウモク ツク

		4		所在地 ショザイチ

		5		訪問可能な主な市町村 ホウモン カノウ オモ シチョウソン

		Ｑ2.重症心身障害児（者）の定義をご存知ですか ジュウショウシンシンショウガイジ シャ テイギ ゾンジ

		Ｑ2-1		知っている シ

		Ｑ2-2		知らない シ

		Ｑ3.重症心身障害児（者）の方（家族・関係機関等）からの相談を受けたことがありますか ジュウショウシンシンショウガイジ シャ カタ カゾク カンケイ キカン ナド ソウダン ウ

		Ｑ3-1		1		ある

		Ｑ3-2		2		ない

		Ｑ3-1-Ａ

				Ａ-1それは誰からの相談でしたか ダレ ソウダン

				1		ａ.家族 カゾク

				2		ｂ.支援者 シエンシャ

				3		ｃ.関係機関 カンケイ キカン

				Ａ-2それはどんな相談でしたか（複数回答可） ソウダン フクスウ カイトウ カ

				1		ａ.生活上の相談 セイカツ ジョウ ソウダン

				2		ｂ.医療的な相談 イリョウテキ ソウダン

				3		ｃ.制度に関する相談 セイド カン ソウダン

				4		ｄ.教育に関する相談 キョウイク カン ソウダン

				5		ｅ.サービス等利用計画書作成に関する相談 ナド リヨウ ケイカクショ サクセイ カン ソウダン

				6		ｆ.その他 タ

				Ａ-3それらの相談事業所として対応（解決）はできましたか ソウダン ジギョウショ タイオウ カイケツ

				1		ａ.できた

				2		ｂ.できなかった

				Ａ-3-1それはどうしてですか

				1		ａ解決手段・方法がなかった カイケツ シュダン ホウホウ

				2		ｂ.ほかの相談支援事業所に依頼した ソウダン シエン ジギョウショ イライ

				3		ｃ.行政に依頼した ギョウセイ イライ

				4		ｄ.その他 タ

		Ｑ4.Ｑ3-2「ない」→これから重症心身障害児（者）の方（本人・家族等）からの相談があればどのように対応されますか ジュウショウシンシンショウガイジ シャ カタ ホンニン カゾク ナド ソウダン タイオウ

				Ｑ4-1		自分の事業所で対応する ジブン ジギョウショ タイオウ

				Ｑ4-2		ほかの相談支援事業所へ依頼する ソウダン シエン ジギョウショ イライ

				Ｑ4-3		行政に依頼する ギョウセイ イライ

				Ｑ4-4		その他 タ

		Ｑ5.重症心身障害児（者）の方のサービス等利用計画書を作成したことがありますか ジュウショウシンシンショウガイジ シャ カタ ナド リヨウ ケイカクショ サクセイ

				Ｑ5-1		ある

				Ｑ5-2		ない

						Ｑ5-1-Ａ		「ある」と回答→作成にあたり、苦労したこと困ったことがありましたか カイトウ サクセイ クロウ コマ

						Ｑ5-2-Ａ		「ない」と回答 カイトウ

						1		ａ.今後依頼があれば作成する コンゴ イライ サクセイ

						2		ｂ.他の相談支援事業所に依頼する ホカ ソウダン シエン ジギョウショ イライ

						3		ｃ.作成するかどうかわからない サクセイ

						Ｑ5-2-Ａ-1		b.cを回答→それはどうしてですか カイトウ

		Q6.重症心身障害児（者）の方がより良い在宅生活をしていく上で何か必要だと思うことがあればご自由にお書きください ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ カタ ヨ ザイタク セイカツ ウエ ナニ ヒツヨウ オモ ジユウ カ



		承諾可否 ショウダク カヒ		Q1												Ｑ2.重症心身障害児（者）の定義をご存知ですか ジュウショウシンシンショウガイジ シャ テイギ ゾンジ				Ｑ3.重症心身障害児（者）の方（家族・関係機関等）からの相談を受けたことがありますか ジュウショウシンシンショウガイジ シャ カタ カゾク カンケイ キカン ナド ソウダン ウ																														Ｑ4.Ｑ3-2「ない」→これから重症心身障害児（者）の方（本人・家族等）からの相談があればどのように対応されますか ジュウショウシンシンショウガイジ シャ カタ ホンニン カゾク ナド ソウダン タイオウ										Ｑ5.重症心身障害児（者）の方のサービス等利用計画書を作成したことがありますか ジュウショウシンシンショウガイジ シャ カタ ナド リヨウ ケイカクショ サクセイ										Q6.重症心身障害児（者）の方がより良い在宅生活をしていく上で何か必要だと思うことがあればご自由にお書きください ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ カタ ヨ ザイタク セイカツ ウエ ナニ ヒツヨウ オモ ジユウ カ

				事業所名 ジギョウショ メイ		電話番号 デンワ バンゴウ		FAX番号 バンゴウ		郵便番号 ユウビンバンゴウ		所在地 ショザイチ		訪問可能な主な市町村 ホウモン カノウ オモ シチョウソン		知っている		知らない シ		ある		ない		それは誰からの相談でしたか						それはどんな相談でしたか														それらの相談事業所として対応（解決）はできましたか						自分の事業所で対応する ジブン ジギョウショ タイオウ		他の相談支援事業所へ依頼する ホカ ソウダン シエン ジギョウショ イライ		行政に依頼する ギョウセイ イライ		その他 タ				ある		ない		「ある」と回答		「ない」
と回答		b.c（23）を回答

																								家族 カゾク		支援者 シエンシャ		関係機関 カンケイ キカン		生活上の相談 セイカツ ジョウ ソウダン		医療的な相談 イリョウテキ ソウダン		制度に関する相談 セイド カン ソウダン		教育に関する相談 キョウイク カン ソウダン		サービス等利用計画書作成に関する相談 ナド リヨウ ケイカクショ サクセイ カン ソウダン		その他 タ		その他回答 タ カイトウ		それらの相談事業所として対応（解決）はできましたか		それはどうしてですか		それはどうしてですか

		否 イナ		手話通訳派遣協会相談支援事業所		0287-73-4422		0287-62-7776		325-0026		栃木県那須塩原市上厚崎431-17 ３２５－００２６				0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		0		1		本事業所と同様の地域で一般相談支援事業所と連携を図り対応する ホン ジギョウショ ドウヨウ チイキ イッパン ソウダン シエン ジギョウショ レンケイ ハカ タイオウ		0		1		0		2		当事業所は手話通訳派遣を主目的とする事業所であるため、聴覚障害に対するノウハウはあるがそれ以外の障害者に対応する専門性を有していない為 トウ ジギョウショ シュワ ツウヤク ハケン シュモクテキ ジギョウショ チョウカク ショウガイ タイ イガイ ショウガイシャ タイオウ センモンセイ ユウ タメ

		否 イナ		相談支援事業所すまいる		0285-45-7199		0285-45-8437		329-0205		小山市間々田750-1		小山市 オヤマシ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		1		0				0		1		0		3		現在担当させていただいているケースの他に受け入れる時間的余裕がないため。また専門的な知識や経験がなく自信がないため。 ゲンザイ タントウ ホカ ウ イ ジカンテキ ヨユウ センモンテキ チシキ ケイケン ジシン

		否 イナ		やまゆりの里		0284-90-2030		0284-90-2031		326-0011		足利市大沼田町525-1		足利市 アシカガシ		0		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		ショートステイの利用が可能かどうか リヨウ カノウ		2		1		ショートの利用を希望していたが、幼児で夜間に吸引が必要とのことだったので職員配置上困難と判断 リヨウ キボウ ヨウジ ヤカン キュウイン ヒツヨウ ショクイン ハイチ ジョウ コンナン ハンダン		0		0		0		0				0		1		0		2		あしかがの森さんが近くにあり専門性もあるため モリ チカ センモンセイ

		否 イナ		相談支援センターひかり		028-612-7717		028-612-7718		320-0072		宇都宮市若草4-20-7		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		0		1		0		1		0		0		1		0		1		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		居宅介護事業所とニーズのマッチング キョタク カイゴ ジギョウショ		0				短期入所事業所（医療的ケア対応型）の整備 タンキ ニュウショ ジギョウショ イリョウテキ タイオウガタ セイビ

		否 イナ		相談支援センター歩み		028-667-5151		028-667-5150		321-3233		宇都宮市上籠谷町3792		真岡市、芳賀町、宇都宮市 モオカシ ハガマチ ウツノミヤシ		0		1		1		0		0		1		0		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		毎日お会いしている方ではないしお話ができる方ではないので、計画書を作ることは少々戸惑いはありましたが、すべて療育指導室の先生にご指導いただき作成することができました。お幸せな時を過ごしてほしいという思いはいっぱいありますが、なにも出来ていない自分が申し訳ないような気持ちです。 マイニチ ア カタ ハナシ カタ ケイカクショ ツク ショウショウ トマド リョウイク シドウシツ センセイ シドウ サクセイ シアワ トキ ス オモ デキ ジブン モウ ワケ キモ		0				すみません。経験不足で在宅の方はよくわかりませんが、独立行政法人国立病院機構宇都宮病院にお伺いし行き届いた介護、職員の先生方の情熱にこういうところで重症心身障害者の方が過ごせることは幸せなのでは…としみじみ思いました。 ケイケン ブソク ザイタク カタ ドクリツ ギョウセイ ホウジン コクリツ ビョウイン キコウ ウツノミヤ ビョウイン ウカガ イ トド カイゴ ショクイン センセイガタ ジョウネツ ジュウショウ シンシン ショウガイシャ カタ ス シアワ オモ

		否 イナ		ワークス共育		0287-39-5593		0287-39-5630		329-2213		那須塩原市上大貫2028-2				1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		0		1		状況に応じて対応する ジョウキョウ オウ タイオウ		0		1				1				相談支援専門員のレベルアップが必要ではないかと思います ソウダン シエン センモンイン ヒツヨウ オモ

		否 イナ		指定特定相談支援センタードリーム		0288-32-2280		0288-32-2281		321-2341		日光市大沢町274		日光市、塩谷町、鹿沼市、宇都宮市 ニッコウシ シオヤ チョウ カヌマシ ウツノミヤ シ		0		1		1		0		1		0		0		1		1		1		0		0		0				1		0				0		0		0		0				1		0		計画を作成するにあたり医療機関との連携方法を具体化していくことに連絡調整に時間を要しました。また医師同士でのやりとりの方が早いように感じました。※解決できたと言っても施設の空き待ちで関係する病院で入院しております。 ケイカク サクセイ イリョウ キカン レンケイ ホウホウ グタイカ レンラク チョウセイ ジカン ヨウ イシ ドウシ ホウ ハヤ カン カイケツ イ シセツ ア マ カンケイ ビョウイン ニュウイン		0				入所ではなく、医療ケアのできる短期入所やグループホーム、日中一時、生活介護の拡充が必要であること。また重症心身障害児（者）への理解を広めていき、理解者を増やすこと、訪問看護、訪問医療、居宅介護も活用しやすい環境づくりを相談支援専門員はネットワークづくりに努めなければんらないと思います。 ニュウショ イリョウ タンキ ニュウショ ニッチュウ イチジ セイカツ カイゴ カクジュウ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ リカイ ヒロ リカイシャ フ ホウモン カンゴ ホウモン イリョウ キョタク カイゴ カツヨウ カンキョウ ソウダン シエン センモンイン ツト オモ

		否 イナ		ユーファーム支援センター		028-689-0070		028-680-0750		321-0972		宇都宮市下川俣町206-127		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2		これまでの実績として主に就労系の利用計画の作成を行っており重症心身障害児の方への支援については経験や人員の不足から対応が困難であると思われるため ジッセキ オモ シュウロウ ケイ リヨウ ケイカク サクセイ オコナ ジュウショウ シンシン ショウガイジ カタ シエン ケイケン ジンイン フソク タイオウ コンナン オモ

		否 イナ		障害者相談支援センターひびき		028-666-7601		028-666-7602		321-0403		宇都宮市下小倉町1536		宇都宮市、さくら市 ウツノミヤシ シ		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2		かつて受け入れたことがなく、またスタッフにも医療的ケアの知識や経験が乏しく、自信をもって迎え入れることができない ウ イ イリョウテキ チシキ ケイケン トボ ジシン ムカ イ		受け入れる施設が近辺にあること ウ イ シセツ キンペン

		否 イナ		相談支援事業ぴゅあ		028-611-1771		028-611-1772		321-0911		宇都宮市問屋町3426-46		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2

		否 イナ		指定特定相談支援事業所すえひろ		0287-23-3962		0287-24-1670		324-0042		大田原市末広1-2-5		大田原市、大田原市以外は交通費を受領 オオタワラシ オオタワラシ イガイ コウツウヒ ジュリョウ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2		事業所の対象を精神障害に限定し、市に申請しているため ジギョウショ タイショウ セイシン ショウガイ ゲンテイ シ シンセイ

		否 イナ		相談支援センターふじみだい		0285-44-0200		0285-44-4255		329-0412		下野市芝1123		下野市 シモノ シ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		0		1		ケースによって検討 ケントウ		0		1				2

		否 イナ		相談支援センターひゅーまにあ宇都宮		028-678-5385		028-678-5395		320-0802		宇都宮市江野町6-15大立ビル4階		宇都宮市（鹿沼市等近隣市町村） ウツノミヤシ カヌマシ ナド キンリン シチョウソン		0		1		1		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		あるではありますが、初めての作成でまた完成はしていない段階です。病院で実施されている活動医療等で自分自身が未熟で理解が足りていない為に苦労しています。 ハジ サクセイ カンセイ ダンカイ ビョウイン ジッシ カツドウ イリョウ ナド ジブン ジシン ミジュク リカイ タ タメ クロウ		0				①医療面での安心②外部と交流する機会③家族の方への支援 イリョウ メン アンシン ガイブ コウリュウ キカイ カゾク カタ シエン

		否 イナ		地域活動支援センターあしかが		0284-41-2643		0284-43-0463		326-0808		足利市本城1-1547		足利市 アシカガシ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0						0		1		0		0				0		1				2		専門外で知識等はなく、計画書の作成は難しいため センモンガイ チシキ トウ ケイカクショ サクセイ ムズカ

		否 イナ		南那須地区障害者相談支援センター		0287-80-1020		0287-80-1027		321-0624		那須烏山市旭1-18-8		那須烏山市、那珂川町 ナスカラスヤマシ ナカガワマチ		1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		アセスメント、院内での面会予定の調整、家族への説明など インナイ メンカイ ヨテイ チョウセイ カゾク セツメイ		0				在宅医療、訪問リハビリなど24時間対応出来る専門家チーム ザイタク イリョウ ホウモン ジカン タイオウ デキ センモンカ

		否 イナ		ワン・ハーモニー		0287-22-8255		0287-48-7225		324-0042		大田原市末広1-3618-13				0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				0

		否 イナ		ひまわり相談支援事業所		0282-20-5006		0282-23-4878		328-0052		栃木市祝町12－9				0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		1		0				0		1				3		意思伝達が自分にとって受け止められるかに不安があるため イシ デンタツ ジブン ウ ト フアン

		否 イナ		サンフラワーライフ		0285-22-1109		0285-22-1345		323-0808		小山市出井1936		小山市内 オヤマシナイ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				3		近隣に受け入れ施設が少なく在宅福祉サービスに向けるのが難しい キンリン ウ イ シセツ スク ザイタク フクシ ム ムズカ

		否 イナ		natu- la(ナチュラ)		0287-67-3115		0287-67-3115		329-3153		那須塩原市大原間239-1		那須塩原市、大田原市、那須町 ナスシオバラ シ オオタワラシ ナスマチ		0		1		1		0		1		0		0		1		1		1		0		0		0				1		0				0		0		0		0				1		0		サービス自体の幅がせまいため、本人が安全に安心した生活をうけられるためにどう組み合わせたら良いか。又、家族によっては苦手な事業所もあり限られた事業所を探すのが難しかった。 ジタイ ハバ ホンニン アンゼン アンシン セイカツ ク ア ヨ マタ カゾク ニガテ ジギョウショ カギ ジギョウショ サガ ムズカ		0				訪問系のサービスがもっと充実して欲しい ホウモン ケイ ジュウジツ ホ

		否 イナ		相談支援事業所ふるさとホーム那須		0287-98-3001		0287-98-8080		324-0414		大田原市片府田1301-59		大田原市、那須町、那須塩原市、周辺 オオタワラシ ナスマチ ナスシオバラ シ シュウヘン		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2		主な精神知的関係なので、今後はできるよう専門的な部分の勉強が必要です。 オモ セイシン チテキ カンケイ コンゴ センモンテキ ブブン ベンキョウ ヒツヨウ		①専門相談②居場所③地域の理解 センモン ソウダン イバショ チイキ リカイ

		否 イナ		特定相談支援事業所きのこ		028-635-8746		028-635-8778		320-0846		栃木県宇都宮市滝の原2-4-42 ３２０－０８４６		宇都宮市 ウツノミヤシ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		1		0				0		1				3		どのように作成したらいいか不安のため サクセイ フアン

		否 イナ		こども発達支援センター鹿沼市あおば園		0289-63-1745		0289-63-1745		322-0074		鹿沼市日吉町320－1				1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		1		0				0		1				2		相談支援専門員の不足、児童発達支援事業所利用のための計画書作成が主な業務になっている ソウダン シエン センモンイン フソク ジドウ ハッタツ シエン ジギョウショ リヨウ ケイカクショ サクセイ オモ ギョウム

		否 イナ		障害者相談支援センターみつか・Ｒｕ		028-648-3971		028-648-3936		321-0347		宇都宮市飯田町261		宇都宮市、鹿沼市 ウツノミヤシ カヌマシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		1		状況に応じして他機関と連携し判断する場合もある ジョウキョウ オウ ホカ キカン レンケイ ハンダン バアイ		0		1				1		計画依頼の状況に応じて対応できない月もある（モニタリング件数） ケイカク イライ ジョウキョウ オウ タイオウ ツキ ケンスウ

		否 イナ		工房つばさ		0285-40-0388		0285-40-6700		329-0401		下野市箕輪425-1		下野市、上三川町、壬生町、ただし状況に応じて対応することが難しい場合もある シモノ シ カミノカワマチ ミブマチ ジョウキョウ オウ タイオウ ムズカ バアイ		1		0		1		0		1		0		0		1		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		短期入所、ヘルパーなどの利用希望があっても受け入れてくれる事業所が見つからない タンキ ニュウショ リヨウ キボウ ウ イ ジギョウショ ミ		3		状況により作成することができない場合がある ジョウキョウ サクセイ バアイ		重心の方の短期入所等の利用ができるところが必要。在宅でのサービスの受入必要だと思われる。 ジュウシン カタ タンキ ニュウショ ナド リヨウ ヒツヨウ ザイタク ウケイレ ヒツヨウ オモ

		否 イナ		相談支援事業所グーフォ		028-673-0002		028-671-0785		329-1105		宇都宮市中岡本町3178-3				1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1				在宅生活を支える家族に負担が重くならないようにする。緊急時に対応してくれる医療ケア付きの宿泊施設を増やしてほしい ザイタク セイカツ ササ カゾク フタン オモ キンキュウジ タイオウ イリョウ ツ シュクハク シセツ フ

		否 イナ		那珂川町社協相談支援事業所		0287-92-1273		0287-92-1295		324-0613		那珂川町馬頭560-1		那珂川町 ナカガワマチ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				0				移動支援サービス イドウ シエン

		否 イナ		相談支援事業所大山田ノンフェール		0287-93-0660		0287-83-8182		324-0602		那珂川町大山田下郷955		那珂川町 ナカガワマチ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		1		0				0		1				2		平成27年度で相談支援事業を終了するため ヘイセイ ネンド ソウダン シエン ジギョウ シュウリョウ

		否 イナ		在宅サポートこころ		028-651-0780		028-651-0781		320-0042		宇都宮市材木町4-24				0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2

		否 イナ		相談支援事業所みらい ソウダン シエン ジギョウショ		0280-57-2673		0280-57-2673		329-0111		野木町丸林371-12		野木町、小山市 ノギマチ オヤマシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		0		1		しかるべき関係機関と連携して対応する カンケイ キカン レンケイ タイオウ		0		1				3		重症心身のノウハウがない ジュウショウ シンシン

		否 イナ		大田原市社会福祉協議会		0287-54-1849		0287-54-2745		324-0233		栃木県大田原市黒羽田町848 ３２４－０２３３		大田原市内 オオタワラシナイ		0		1		1		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0				2		1				0		1		0		0				0		1				2		職員が未熟なため ショクイン ミジュク		在宅医療の充実、居宅介護の２４時間対応（サービス事業所）の充実 ザイタク イリョウ ジュウジツ キョタク カイゴ ジカン タイオウ ジギョウショ ジュウジツ

		否 イナ		障がい者相談支援センターとまつり		028-680-5570		028-680-5271		320-0052		宇都宮市中戸祭町813		宇都宮市、近隣市町村 ウツノミヤシ キンリン シチョウソン		0		1		1		0		1		0		0		1		0		0		0		0		1		親子間の関わり オヤコ カン カカ		0		0		現在対応中 ゲンザイ タイオウチュウ		0		0		0		0				1		0		保護者との連携がとれない ホゴシャ レンケイ		0

		否 イナ		宇都宮市社会福祉協議会		028-636-1536		028-636-1537		320-0806		宇都宮市中央1-1-15		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		0				2		1		医療的ケアが必要な方が長時間外出したい。長時間支援者の拘束、移動手段（車の中での対応）、医療的ケアが必要な方が外出したいときに外出できる環境がすぐに整えられない、医療的けが必要な方で要介助であるが、歩行できる方が利用できる短期入所先はないか（アクセス時間も含む） イリョウテキ ヒツヨウ カタ チョウジカン ガイシュツ チョウジカン シエン シャ コウソク イドウ シュダン クルマ ナカ タイオウ イリョウテキ ヒツヨウ カタ ガイシュツ ガイシュツ カンキョウ トトノ イリョウテキ ヒツヨウ カタ ヨウ カイジョ ホコウ カタ リヨウ タンキ ニュウショ サキ ジカン フク		0		0		0		0				1		0		専門的（医療面）な知識がなく、専門用語が多く調べたり聞いたりしながら支援していくこと。長く関わらないと親の思いまで聞き出せないこと。 センモンテキ イリョウ メン チシキ センモン ヨウゴ オオ シラ キ シエン ナガ カカ オヤ オモ キ ダ		0				当事者が何歳になっても利用できるサービス環境（短期入所、訪問入浴など）。教育もほかのお子さん同様平等に受けられる機会（学校行事も含む）。相談対応できる人材の確保。緊急時でも利用できるサービスの調整・確保。直接支援できるサービス・人材を増やすこと。 トウジシャ ナンサイ リヨウ カンキョウ タンキ ニュウショ ホウモン ニュウヨク キョウイク コ ドウヨウ ビョウドウ ウ キカイ ガッコウ ギョウジ フク ソウダン タイオウ ジンザイ カクホ キンキュウジ リヨウ チョウセイ カクホ チョクセツ シエン ジンザイ フ

		承諾 ショウダク		ライフサポートセンターゆめ		0280-33-3624		0280-57-4624		329-0111		野木町丸林630-4		野木町、その周辺地域 ノギマチ シュウヘン チイキ		1		0		1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		1		福祉サービス利用に関する相談 フクシ リヨウ カン ソウダン		1		0				0		0		0		0				1		0		医療的な情報、知識に乏しくわからない用語などが数多く出てきた。医療的ケアの内容の聞き取り（どの部分を聞いていけばよいのか） イリョウテキ ジョウホウ チシキ トボ ヨウゴ カズオオ デ イリョウテキ ナイヨウ キ ト ブブン キ		0				Ｆａの負担軽減のためのレスパイト先（ＨＰ、ＳＳ機関等）。家族それぞれの訴え、希望を明確にしていく。関係機関がチームになりＦａの支え応援をしていく。 フタン ケイゲン サキ キカンナド カゾク ウッタ キボウ メイカク カンケイ キカン ササ オウエン

		承諾 ショウダク		足利ケアサービス		0284-21-7630		0284-21-3109		326-0843		足利市五十部町809-3		足利市、佐野市、太田市 アシカガシ サノシ オオタシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		0		1		ケースによって対応する タイオウ		0		1				3

		承諾 ショウダク		相談支援センターみさと		0285-72-9767				321-4104		芳賀郡益子町大沢2800-5		芳賀郡内（真岡市、益子町、市貝町、芳賀町、茂木町） ハガ グンナイ モオカシ マシコ チョウ イチ ガイ マチ ハガマチ モギマチ		1		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		資源が少ない、短期入所先の確保が難しかった。計画を作るのには、医療情報が難しく感じられた。 シゲン スク タンキ ニュウショ サキ カクホ ムズカ ケイカク ツク イリョウ ジョウホウ ムズカ カン		0				連携の取れる医療関係者がたくさん地域の中にいてくれると安心して生活できるかな。外出や余暇の充実を図るために医療の必要な人の生活が限られてしまっている（あきらめてしまっている） レンケイ ト イリョウ カンケイシャ チイキ ナカ アンシン セイカツ ガイシュツ ヨカ ジュウジツ ハカ イリョウ ヒツヨウ ヒト セイカツ カギ

		承諾 ショウダク		サポートセンターとみや生活支援センター		028-665-8230		028-665-8230		321-2116		宇都宮市徳次郎町540		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		0		1		0		0		0		0		1		1		1		1		1		0				0		1		医療的なケアが必要な利用者様の日中活動先が限られて利用できない人がいる。学校との連携が取りにくい。通勤手段・行事参加制限があり平等性が保たれない。学校はサービスで対応を望み、福祉行政は教育で何とかするべきとつねに折り合わない。 イリョウテキ ヒツヨウ リヨウシャサマ ニッチュウ カツドウ サキ カギ リヨウ ヒト ガッコウ レンケイ ト ツウキン シュダン ギョウジ サンカ セイゲン ビョウドウセイ タモ ガッコウ タイオウ ノゾ フクシ ギョウセイ キョウイク ナン オ ア		0		0		1		0		協力してほしい キョウリョク		1		0		利用できるサービスが限られている。社会参加できる機会が少なく、場が限られている。介護者の負担軽減が取りにくい。夢や希望を叶えるための資源が少ない。 リヨウ カギ シャカイ サンカ キカイ スク バ カギ カイゴシャ フタン ケイゲン ト ユメ キボウ カナ シゲン スク		0				通勤手段、保護者なくても教育が受けられる環境。常に親同行を求めるのでは、自立につながらず、いつになっても親の負担は軽減されない。親が安心して託せる日中活動の場。社会参加、役割を担える環境作り、職場。地域で生活していくための交流の機会や場があるといい。緊急的にレスパイトを受け入れてくれる場。 ツウキン シュダン ホゴシャ キョウイク ウ カンキョウ ツネ オヤ ドウコウ モト ジリツ オヤ フタン ケイゲン オヤ アンシン タク ニッチュウ カツドウ バ シャカイ サンカ ヤクワリ ニナ カンキョウ ヅク ショクバ チイキ セイカツ コウリュウ キカイ バ キンキュウテキ ウ イ バ

		承諾 ショウダク		社会就労センターえいぶるの里 シャカイ シュウロウ サト		0285-22-4561		0285-224581		323-0003		小山市東島田2403-2		小山市、下野市、上三川町、野木町、結城市、古河市、筑西市 オヤマシ シモノ シ カミノカワマチ ノギマチ ユウキシ コガシ ツク ニシ シ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				1		0		自己決定が難しいため、家族中心の考えになってしまうこと。また、利用できる社会資源が少ない。 ジコ ケッテイ ムズカ カゾク チュウシン カンガ リヨウ シャカイ シゲン スク		1				関係機関との連携、特に在宅が長い方は医療機関とのかかわりが家族も含め、希薄になってしまい、二次障害に対応できない。地域に総合的に支援でき、医療的ケアが受けられる場所、または訪問医療の充実が必要と思います。 カンケイ キカン レンケイ トク ザイタク ナガ カタ イリョウ キカン カゾク フク キハク ニジ ショウガイ タイオウ チイキ ソウゴウテキ シエン イリョウテキ ウ バショ ホウモン イリョウ ジュウジツ ヒツヨウ オモ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所「ピュア」		0282-31-3911		0282-31-3912		328-0133		栃木市大森町465		栃木市、鹿沼市、佐野市、小山市、壬生町 トチギシ カヌマシ サノシ オヤマシ ミブマチ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1

		承諾 ショウダク		社会福祉法人とちのみ会　こなかの森 シャカイ フクシ ホウジン カイ モリ		0283-24-5757		0283-24-6294		327-0001		佐野市小中町1280		佐野市、足利市 サノシ アシカガシ		1		0		1		0		1		0		0		1		0		1		0		0		0				1		2		通所型のため、短期入所の受け入れはサービスとして提供できず、他施設の紹介、相談支援事業につなげている。 ツウショ ガタ タンキ ニュウショ ウ イ テイキョウ タ シセツ ショウカイ ソウダン シエン ジギョウ		0		0		0		0				1		0		療養型短期入所ほかの施設への短期入所の受け入れ状況など、受け入れ場所を見つけるなど。短期入所時の発作発症時医療への繋ぎが困難。問題多（かかりつけ医への搬送） リョウヨウガタ タンキ ニュウショ シセツ タンキ ニュウショ ウ イ ジョウキョウ ウ イ バショ ミ タンキ ニュウショ ジ ホッサ ハッショウ ジ イリョウ ツナ コンナン モンダイ タ イ ハンソウ		0				佐野市には、身障（重心）短期入所施設がなく老人施設に佐野市が委託しているが、利用する人もいなく、サービスが使いづらい状態にある。短期入所受け入れ可能施設が増えることで、家族のほうも使いやすく利便性があがると考えます。 サノシ シンショウ ジュウシン タンキ ニュウショ シセツ ロウジン シセツ サノシ イタク リヨウ ヒト ツカ ジョウタイ タンキ ニュウショ ウ イ カノウ シセツ フ カゾク ツカ リベンセイ カンガ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所テトテ		0287-36-7171		0287-36-7181		329-2732		那須塩原市一区町251-1		那須塩原市（大田原、矢板、那須町、那珂川町、烏山） ナスシオバラ シ オオタワラ ヤイタ ナスマチ ナカガワマチ カラスヤマ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		0		1		委託の相談支援事業所や重心専門の事業所に相談する イタク ソウダン シエン ジギョウショ ジュウシン センモン ジギョウショ ソウダン		0		1				3		その方にとって、より専門性の高い方が対応することが望ましいと思いますので、作成が適するか否か周囲のサービス状況なども考慮して決めたいと思います。適切にアドバイスをいただける地域の環境が整っていれば、スキルアップ、経験の積み重ねのためにも作成したいです。 カタ センモンセイ タカ ホウ タイオウ ノゾ オモ サクセイ テキ イナ シュウイ ジョウキョウ コウリョ キ オモ テキセツ チイキ カンキョウ トトノ ケイケン ツ カサ サクセイ		相談支援専門員のスキルアップ。きめ細かい支援（サービスの充実）本人のニーズを正しく理解できる人材の育成と地域の理解。 ソウダン シエン センモンイン コマ シエン ジュウジツ ホンニン タダ リカイ ジンザイ イクセイ チイキ リカイ

		承諾 ショウダク		指定特定相談支援事業所あじさい		0287-60-3361		0287-60-3362		325-0034		那須塩原市東原166		那須塩原市、那須町 ナスシオバラ シ ナスマチ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2				訪問看護、訪問診療を行う医師が必要だと思います。 ホウモン カンゴ ホウモン シンリョウ オコナ イシ ヒツヨウ オモ

		承諾 ショウダク		障害者相談支援センターいぶき		028-678-3502		028-676-3501		329-1216		高根沢町桑窪2266-2		高根沢町 タカネザワマチ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1				短期入所など受け入れてくれる施設を増やしてほしい。県内で受け入れていただけない為、県外の施設を考えなくてはいけない方がいます。 タンキ ニュウショ ウ イ シセツ フ ケンナイ ウ イ タメ ケンガイ シセツ カンガ カタ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所わくわくおやま		0285-24-6575		0285-20-0255		323-0022		小山市駅東通り3-9-6		小山市 オヤマシ		1		0		1		0		1		1		1		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		関係事業所が多いことで情報収集連携等大変。医療機関とも連携を図る必要あり。レスパイト、ショートステイの受入困難。利用できる事業所が少ない。 カンケイ ジギョウショ オオ ジョウホウ シュウシュウ レンケイ ナド タイヘン イリョウ キカン レンケイ ハカ ヒツヨウ ウケイレ コンナン リヨウ ジギョウショ スク		0				重症心身障害児（者）を受け入れしてくれる事業所、施設がもっと多くあればよいと思われる。通所日中一時短期入所など。相談支援、計画作成についてもほかの事業所が受け入れてくれないとの理由で受け入れ可能事業所へ集中してしまう為、相談員への研修等を増やせばよいが。しかし日々の業務が多忙であるため、難しいのかな？ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ ウ イ ジギョウショ シセツ オオ オモ ツウショ ニッチュウ イチジ タンキ ニュウショ ソウダン シエン ケイカク サクセイ ジギョウショ ウ イ リユウ ウ イ カノウ ジギョウショ シュウチュウ タメ ソウダン イン ケンシュウ ナド フ ヒビ ギョウム タボウ ムズカ

		承諾 ショウダク		相談支援センターネクスト		080-8854-9551		0280-612-1558		320-0034		宇都宮市泉町6-25		宇都宮市 ウツノミヤシ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2

		承諾 ショウダク		相談支援事業のぞみ		0287-65-2288		0287-65-2282		329-3152		那須塩原市上中野53		那須塩原市、大田原市、那須町 ナスシオバラ シ オオタワラシ ナスマチ		1		0		1		0		0		0		1		1		1		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		現サービスでの医療ケアをふまえ、将来にむけて他事業との連携につなげるよう計画作成、調整に苦労した。 ゲン イリョウ ショウライ タ ジギョウ レンケイ ケイカク サクセイ チョウセイ クロウ		0				選択肢が増えるよう受け入れ可能な福祉サービス事業所の増加が必要だと思われます。 センタクシ フ ウ イ カノウ フクシ ジギョウショ ゾウカ ヒツヨウ オモ

		承諾 ショウダク		サポートセンターひばり		028-670-0330		028-667-7315		321-3236		宇都宮市竹下町435-159		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		苦労ではないが、お母様がとても一生懸命ですでにサービスも繋がっていたため、現状を計画にする形となったが、計画作成後のかかわりについて相談員としてどのようにすべきことが望ましいかと考える。 クロウ カアサマ イッショウケンメイ ツナ ゲンジョウ ケイカク カタチ ケイカク サクセイ ゴ ソウダン イン ノゾ カンガ		0				福祉サービスや医療、またボランティアが入室されるととてもよいと思います。また、介助者（家族）のケアも考えると気軽に参加できるようなイベント（医療が整っていたり、介助するボランティアさんがいたり）や、同じ重症心身障害児（者）をもつかたとのネットワークがあるといいのかなと思います。 フクシ イリョウ ニュウシツ オモ カイジョシャ カゾク カンガ キガル サンカ イリョウ トトノ カイジョ オナ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ オモ

		承諾 ショウダク		高根沢町障害児者生活支援センターすまいる タカネザワマチ		028-612-2751		028-612-2752		329-1225		栃木県塩谷郡高根沢町石末1825　福祉センター内 ３２９－１２２５ フクシ ナイ		高根沢町 タカネザワマチ		1		0		1		0		0		0		1		0		0		1		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		地元に使える資源がなく苦労した ジモト ツカ シゲン クロウ		0				①医療と福祉の連携ネットワーク②重心の方でも利用できるサービスが増えること③訪問診療医 イリョウ フクシ レンケイ ジュウシン カタ リヨウ フ ホウモン シンリョウ イ

		承諾 ショウダク		障害者相談支援センターフォレスト		0284-91-1816		0284-91-2867		326-0011		足利市大沼田町615		足利市及び近隣市町村 アシカガシ オヨ キンリン シチョウソン		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0				0

		承諾 ショウダク		障がい者相談支援事業所ケアサプライ		0287-73-5312		0287-73-5311		329-3221		栃木県那須郡那須町漆塚762-102 ３２９－３２２１		白河市、那須町、那須塩原市、大田原市 シラカワシ ナスマチ ナスシオバラシ オオタワラシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1				サービスを提供できる事業所の充実を図る テイキョウ ジギョウショ ジュウジツ ハカ

		承諾 ショウダク		南栃木支援センター相談支援		0285-44-6118		0285-44-7215		329-0412		下野市柴1432-105		下野市、小山市、壬生町 シモノ シ オヤマシ ミブマチ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		0		1		介護保険と併用する場合のみ対応する カイゴ ホケン ヘイヨウ バアイ タイオウ		0		1				3		介護保険と併用する場合のみ作成する カイゴ ホケン ヘイヨウ バアイ サクセイ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所とまり木		0287-54-2854		0287-54-2230		324-0231		大田原市北野上3952		大田原市、那須塩原市、那須町 オオタワラシ ナスシオバラシ ナスマチ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1				当事業所の対応範囲は現在、知的障害者特に中・軽度が主だが、精神（高次脳機能障害も含む）分野もやり始めている。今後重症心身障害者もほかの相談支援事業所の助けを得ながら、勉強しながら対応したいと考えている。そのために研修や見学の機会を多く作っていただきたい。今は、当事業所はその程度しか考えられない。 トウ ジギョウショ タイオウ ハンイ ゲンザイ チテキ ショウガイシャ トク チュウ ケイド オモ セイシン コウジ ノウ キノウ ショウガイ フク ブンヤ ハジ コンゴ ジュウショウ シンシン ショウガイシャ ソウダン シエン ジギョウショ タス エ ベンキョウ タイオウ カンガ ケンシュウ ケンガク キカイ オオ ツク イマ トウ ジギョウショ テイド カンガ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所ポンテ		028-652-7288		028-652-6355		321-0341		宇都宮市古賀志町1964-12		宇都宮、鹿沼、日光、壬生 ウツノミヤ カヌマ ニッコウ ミブ		0		1		1		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0				0				未就学児（3～5才）の方の医療型児童発達支援を分離で行う施設が数か所あると良いと思います。 ミシュウガクジ サイ カタ イリョウ ガタ ジドウ ハッタツ シエン ブンリ オコナ シセツ スウ ショ ヨ オモ

		承諾 ショウダク		相談支援センター光輝舎		0285-70-2020		0285-72-8222		321-4105		芳賀郡益子町北中1113-1		芳賀郡、真岡市等 ハガ グン モオカシ ナド		1		0		1		0		1		1		1		1		0		1		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		利用できるサービス事業所が少ない。重心児者に合わせたプログラムが見つからない（近隣で） リヨウ ジギョウショ スク ジュウシン ジ シャ ア ミ キンリン		0				本人の状態にもよるが、重度化する状況に対応できる事業所の確保。家族の負担が大きくなり在宅生活の継続が困難になることが予測されるので、在宅で支援が受けられるような体制の充実と、レスパイトサービスの拡大。 ホンニン ジョウタイ ジュウドカ ジョウキョウ タイオウ ジギョウショ カクホ カゾク フタン オオ ザイタク セイカツ ケイゾク コンナン ヨソク ザイタク シエン ウ タイセイ ジュウジツ カクダイ

		承諾 ショウダク		特定相談支援事業所やすらぎ		028-650-7727		028-650-7728		320-0011		宇都宮市富士見が丘3－19－20		宇都宮市 ウツノミヤシ		0		0		1		0		1		0		0		0		0		1		1		0		0				0		3		対応できるヘルパーがいれば支援する タイオウ シエン		0		0		0		0				0		1				3

		承諾 ショウダク		障がい者支援センターにんべん		028-686-2539		028-686-2584		329-1417		さくら市フィオーレ喜連川5-2-1　フィオーレガーデン1-102		さくら市 シ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1				地域資源アンケートをいただきありがとうございました。設問に対しまして知識不足にこれでいいのかという思いです。相談支援専門員として設問にありました「3」要望がでますれば、先輩相談員・各職種の方々に相談・指導をいただき、相談支援事業を行ってみたいと考えます。大島先生について学ばせて頂きました。 チイキ シゲン セツモン タイ チシキ ブソク オモ ソウダン シエン センモンイン セツモン ヨウボウ センパイ ソウダン イン カクショクシュ カタガタ ソウダン シドウ ソウダン シエン ジギョウ オコナ カンガ オオシマ センセイ マナ イタダ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所おやま		0285-22-1833		0285-228946		323-0014		小山市喜沢660		小山市、下野市 オヤマシ シモノ シ		1		0		1		0		1		1		0		0		0		0		0		1		0				2		3				0		0		0		0				1		0		本人の意思が明確でないので親の意向中心のものになってしまった。 ホンニン イシ メイカク オヤ イコウ チュウシン		0

		承諾 ショウダク		真岡介護センター		0285-80-5200		0285-80-5211		321-4361		真岡市並木町1-8-1　シティ並木102 ナミキ		真岡市、芳賀町南部、市貝町南部、益子町西部、上三川東部 モオカシ ハガマチ ナンブ イチ ガイ チョウ ナンブ マシコ チョウ セイブ カミノカワ トウブ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		0		1				0		1				3		担当者の受け持ちケースの状況など考慮し対応できるか検討したい タントウシャ ウ モ ジョウキョウ コウリョ タイオウ ケントウ

		承諾 ショウダク		さの社協相談支援センターほっぷ		0283-22-8152		0283-22-8199		327-0003		佐野市大橋町3212-27		佐野市全域 サノシ ゼンイキ		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2		現在相談支援専門員1名で行っているため ゲンザイ ソウダン シエン センモンイン メイ オコナ

		承諾 ショウダク		相談支援ウエイブ		0282-23-4465		0282-23-4465		328-0012		栃木市平柳町1-2-7		栃木市、壬生町 トチギシ ミブマチ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		1		0				0		1				2		指定特定相談支援事業で精神に対応しているため シテイ トクテイ ソウダン シエン ジギョウ セイシン タイオウ		ご家族の中だけでは生活がマンネリ化して単調になりかねないので、音楽、体を動かす、読み聞かせ麻痺・拘縮のマッサージなどのリハビリの頻度を高める。ご本人が楽しいと感じることを提供できる。ご家族が疲弊しないよう旅行や趣味などの充実した時間がもてるようサービスを利用していくこと。 カゾク ナカ セイカツ カ タンチョウ オンガク カラダ ウゴ ヨ キ マヒ コウシュク ヒンド タカ ホンニン タノ カン テイキョウ カゾク ヒヘイ リョコウ シュミ ジュウジツ ジカン リヨウ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所わらしべの家		0282-27-1627		0282-27-1675		328-0011		栃木市大宮町2708-3		栃木市 トチギシ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1		専門的な知識が不十分なため行政などの機関と相談しながらの対応となります センモンテキ チシキ フジュウブン ギョウセイ キカン ソウダン タイオウ		短期入所や移動支援などの福祉サービス利用時にお付き合いのある医療機関や訪問看護の看護師が同行でき緊急時の対応が迅速にとれる体制（すでにできていたらすみません） タンキ ニュウショ イドウ シエン フクシ リヨウ ジ ツ ア イリョウ キカン ホウモン カンゴ カンゴシ ドウコウ キンキュウジ タイオウ ジンソク タイセイ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所　空		0287-73-8165		0287-73-8165		329-3157		那須塩原市大原間西1-19-9		那須塩原市、大田原市、那須町 ナスシオバラ シ オオタワラシ ナスマチ		1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		重心のお子様の療育支援をやっていたので、苦労はありませんでしたが、医療（訪問看護）訪問リハ訪問入浴の制度を知らなかったので、その方々との連携が取れて大変勉強になりました。 ジュウシン コサマ リョウイク シエン クロウ イリョウ ホウモン カンゴ ホウモン ホウモン ニュウヨク セイド シ カタガタ レンケイ ト タイヘン ベンキョウ		0				医療的ケアの必要な方には支援スタッフ・必ず看護師の方が不在では双方安心したケアはできません。例）乳幼児の通所事業は保母と看護師さん。小学→高校までは義務教育がありますが事後に生活介護はもちろんですが、本当に重心の方の為の日中活動の場が不足しているとおもいますので重心の方の通所事業は必要と思います。家庭以外で通える場所→一時預かりや療育支援事業→高校卒業後は通所施設（一時預かりも含めて） イリョウテキ ヒツヨウ カタ シエン カナラ カンゴシ カタ フザイ ソウホウ アンシン レイ ニュウヨウジ ツウショ ジギョウ ホボ カンゴシ ショウガク コウコウ ギム キョウイク ジゴ セイカツ カイゴ ホントウ ジュウシン カタ タメ ニッチュウ カツドウ バ フソク ジュウシン カタ ツウショ ジギョウ ヒツヨウ オモ カテイ イガイ カヨ バショ イチジ アズ リョウイク シエン ジギョウ コウコウ ソツギョウゴ ツウショ シセツ イチジ アズ フク

		承諾 ショウダク		相談支援事業所みどり		0285-45-8362		0285-45-8397		329-0214		小山市乙女786-1		小山市、栃木市、古河市、結城市 オヤマシ トチギシ コガシ ユウキシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0		大人は対応可能 オトナ タイオウ カノウ		1		1		大人はあるが、こどもはない。先日訪問介護を事業所にお願いしたところどこの事業所も受けていただけなかった。 オトナ センジツ ホウモン カイゴ ジギョウショ ネガ ジギョウショ ウ		3		成人しか計画相談をしたことがないので不安である。当事業所は相談員が一名なので相談する相手がいない セイジン ケイカク ソウダン フアン トウ ジギョウショ ソウダン イン イチメイ ソウダン アイテ		サービス事業所で受けてもらえないケースがある。特に重心や精神知的等重複して疾患を持っていると問い合わせた時点でお断りされてします。 ジギョウショ ウ トク ジュウシン セイシン チテキ ナド チョウフク シッカン モ ト ア ジテン コトワ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所こころみ		0284-41-5039		0284-43-2665		326-0061		足利市田島町611-2				0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		1		0				0		1				3		これまで前例がなく、またこの障害について熟知した方（機関）があるならそちらでしていただいた方がご本人様にとってよい支援であると考えるから。※現在当法人の入所・通所等サービスを利用されている方の相談支援がほとんどの状況です。 ゼンレイ ショウガイ ジュクチ カタ キカン ホウ ホンニンサマ シエン カンガ ゲンザイ トウホウジン ニュウショ ツウショ ナド リヨウ カタ ソウダン シエン ジョウキョウ

		承諾 ショウダク		相談支援センターのどか　真岡センター		0285-81-5890		0285-85-8452		321-4305		真岡市荒町111-1		真岡市、芳賀町、市貝町、益子町、茂木町 モオカシ ハガマチ イチガイ マチ マシコ チョウ モギ マチ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1				在宅での生活では家族の介護負担の軽減が必要。フォーマルインフォーマルの枠にとらわれない福祉サービス。 ザイタク セイカツ カゾク カイゴ フタン ケイゲン ヒツヨウ ワク フクシ

		承諾 ショウダク		友井タクシー介護ステーションふれあい		0285-30-0840		0285-30-0844		323-0025		小山市城山町2丁目12-25		小山市 オヤマシ		1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		利用するサービスは多様で、施設・病院・学校など医療福祉事業所数も多く連携を図るのが困難。学校行事に参加するための会出自の支援サービスがない。 リヨウ タヨウ シセツ ビョウイン ガッコウ イリョウ フクシ ジギョウショ スウ オオ レンケイ ハカ コンナン ガッコウ ギョウジ サンカ カイ シュツジ シエン		0				ご家族様が安心して預けることができる施設と必要に預けられる施設の数は少ない。片道１時間以上かかるためとても不便に思います。呼吸器の方の預かり先は少ない。 カゾクサマ アンシン アズ シセツ ヒツヨウ アズ シセツ カズ スク カタミチ ジカン イジョウ フベン オモ コキュウキ カタ アズ サキ スク

		承諾 ショウダク		もくせいの里		0282-43-0593		0282-43-1387		329-4405		栃木市大平町西山田1198		栃木市内 トチギシナイ		0		1		1		0		1		0		0		1		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		ニーズにあてはまるサービスがなかった。例）①入浴支援②移送サービス　①自宅の浴槽では支援が入れず訪問入浴を検討。しかし、浴槽を置けるスペースがなく断念。②主たる介護者が入院。学校までの送迎ができず特例で市の移送サービスを利用するもかなり時間を要した。 レイ ニュウヨク シエン イソウ ジタク ヨクソウ シエン ハイ ホウモン ニュウヨク ケントウ ヨクソウ オ ダンネン シュ カイゴシャ ニュウイン ガッコウ ソウゲイ トクレイ シ イソウ リヨウ ジカン ヨウ		0				①地域の理解や協力②受け入れの拡大（重心の通所、24時間看護体制が整った短期入所）③デマンドタクシー等関係者の重心に対する理解（理解附属により資源として存在するが利用しがたい）④児童が入浴支援を受けられる環境（家族の身体的な介護負担軽減） チイキ リカイ キョウリョク ウ イ カクダイ ジュウシン ツウショ ジカン カンゴ タイセイ トトノ タンキ ニュウショ ナド カンケイシャ ジュウシン タイ リカイ リカイ フゾク シゲン ソンザイ リヨウ ジドウ ニュウヨク シエン ウ カンキョウ カゾク シンタイテキ カイゴ フタン ケイゲン

		承諾 ショウダク		足利障害者相談支援センター		0284-44-0307		0284-44-0318		326-0064		足利市東砂原後町1072		足利市、佐野市 アシカガシ サノシ		1		0		1		0		1		0		0		1		0		1		0		1		0				1		0				0		0		0		0				0		1				2		委託相談支援事業所のため イタク ソウダン シエン ジギョウショ		医療的ケアが整った施設のショートステイ充実が必要。また、特に呼吸器をつけた方のショート療養介護の利用とそれらを利用するための送迎体制の充実が必要。 イリョウテキ トトノ シセツ ジュウジツ ヒツヨウ トク コキュウキ カタ リョウヨウ カイゴ リヨウ リヨウ ソウゲイ タイセイ ジュウジツ ヒツヨウ

		承諾 ショウダク		指定障害者相談支援事業所あるしぇん		0282-86-7665		0282-21-7109		321-0201		栃木県下都賀郡壬生町安塚2032 ３２１－０２０１		壬生町 ミブマチ		1		0		1		0		1		0		0		1		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		①相談支援専門員として重症心身障害児（者）の方に対する支援の知識や経験が少ない②医療的ケアが必要となる方に対して対応できる福祉サービス（事業所）が少ない。 ソウダン シエン センモンイン ジュウショウシンシンショウガイジ シャ カタ タイ シエン チシキ ケイケン スク イリョウテキ ヒツヨウ カタ タイ タイオウ フクシ ジギョウショ スク		0				医療的ケアが必要な方に関して、福祉のサービスでは対応しきれない部分が多く、結果として家族が本人を抱え込まざるを得ない現状があるように感じます。家族の介護負担が少しでも軽減できるよう福祉サービスも柔軟な対応が出来るようになるといいなと思います。 イリョウテキ ヒツヨウ カタ カン フクシ タイオウ ブブン オオ ケッカ カゾク ホンニン カカ コ エ ゲンジョウ カン カゾク カイゴ フタン スコ ケイゲン フクシ ジュウナン タイオウ デキ オモ

		承諾 ショウダク		下野市相談支援事業所 こばと		0285-44-6783		0285-44-6783		329-0414		下野市小金井1146-6		下野市、上三川町 シモノ シ カミノカワマチ		1		0		1		0		0		0		1		1		0		1		1		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		医療的ケアが必要な乳幼児に対応できるヘルパー事業所。短期入所・日中一時支援事業所が近くにない（少ない）。 イリョウテキ ヒツヨウ ニュウヨウジ タイオウ ジギョウショ タンキ ニュウショ ニッチュウ イチジ シエン ジギョウショ チカ スク		0				設問5で回答した内容：外出可能な方は児童発達支援を利用可能であるが無理な方は外部との交流をもちにくい。訪問看護・訪問リハビリが入っているケースはいいがない場合母子で孤立しがち。幸いあそびの支援をしてくれるヘルパー事業所があり支援につながっている。ヘルパー利用を希望されない家庭、利用したくてもヘルパー事業所がない等支援に苦慮する。 セツモン カイトウ ナイヨウ ガイシュツ カノウ カタ ジドウ ハッタツ シエン リヨウ カノウ ムリ カタ ガイブ コウリュウ ホウモン カンゴ ホウモン ハイ バアイ ボシ コリツ サイワ シエン ジギョウショ シエン リヨウ キボウ カテイ リヨウ ジギョウショ ナド シエン クリョ

		承諾 ショウダク		相談支援センターぴあん ソウダン シエン		0282-31-1755		0282-31-2919		328-0067		栃木市皆川城内町333-2		栃木市、小山市 トチギシ オヤマシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1				これまで現場で関わったことがなく、事例検討でしか情報を把握しておらず不安はあります。でも関係機関やご家族様からいろいろなことを教えて頂きながら相談支援として専門性を活かせればと思っています。色々な立場の方からお話をお伺いしてもご家族や医療機関専門的な事業所の負担が大きく相談支援があまり役に立つことができていない（場合によっては自ら引いてしまう）今の現状を少しでも変えていければいいと思います。 ゲンバ カカ ジレイ ケントウ ジョウホウ ハアク フアン カンケイ キカン カゾクサマ オシ イタダ ソウダン シエン センモンセイ イ オモ イロイロ タチバ カタ ハナシ ウカガ カゾク イリョウ キカン センモンテキ ジギョウショ フタン オオ ソウダン シエン ヤク タ バアイ ミズカ ヒ イマ ゲンジョウ スコ カ オモ

		承諾 ショウダク		うつのみや		028-632-6074/090-4059-9728		028-632-6075		320-0861		宇都宮市西2-1-7		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				3		専門的な知識を社会資源のアドバイスを他相談支援事業所からいただきながらみずからの事業所で引き受けるという形が望ましい センモンテキ チシキ シャカイ シゲン ホカ ソウダン シエン ジギョウショ ジギョウショ ヒ ウ カタチ ノゾ

		承諾 ショウダク		サポートセンターきりん		028-612-3838		028-678-3257		321-0905		栃木県宇都宮市平出工業団地43-100 ３２１－０９０５		宇都宮市 ウツノミヤシ		0		1		1		0		1		0		0		1		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		療養介護に入所しているので他のサービスの利用が困難。そのための社会資源をつなげたり、活用したりするのが難しい。 リョウヨウ カイゴ ニュウショ ホカ リヨウ コンナン シャカイ シゲン カツヨウ ムズカ		0				今後、市町村などで展開されていく生活拠点に関する事業をうまく活用できればいいなと感じています。入所されている方々については地域とのつながり方が今後は重要になってくると思われますので、広く門扉を開けた活動などが多くなってくるといいなと思っています。 コンゴ シチョウソン テンカイ セイカツ キョテン カン ジギョウ カツヨウ カン ニュウショ カタガタ チイキ カタ コンゴ ジュウヨウ オモ ヒロ モンピ ア カツドウ オオ オモ

		承諾 ショウダク		さわやか相談支援センター		0280-57-4884		0280-57-4994		329-0112		野木町南赤塚1145-1		小山市、野木町、古河市、栃木市 オヤマシ ノギマチ コガシ トチギシ		0		1		1		0		0		0		1		0		0		1		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		現実的な目標の位置づけ ゲンジツテキ モクヒョウ イチ		0

		承諾 ショウダク		相談支援事業所つばさ		0287-53-7393		0287-53-7394		324-0044		大田原市親園824-1		大田原市、那須塩原市、那須烏山市、矢板市、さくら市、那須町、塩谷町、高根沢町 オオタワラシ ナスシオバラシ ナスカラスヤマシ ヤイタシ シ ナスマチ シオ タニ マチ タカネザワマチ		1		0		1		0		1		0		1		1		0		1		0		0		0				1		2		医療的なケアが必要なケース、将来的に短期入所につなげたいケースだった為、専門の事業所に依頼した イリョウテキ ヒツヨウ ショウライテキ タンキ ニュウショ タメ センモン ジギョウショ イライ		1		1		0		0				1		0		使えるサービスの少なさに調整が難しかった ツカ スク チョウセイ ムズカ		1				乳幼児期の受け入れ可能な福祉サービス等の社会資源が必要である。 ニュウヨウジ キ ウ イ カノウ フクシ ナド シャカイシゲン ヒツヨウ

		承諾 ショウダク		特定相談支援センターはじめ		0284-22-4561		0284-22-4562		326-0143		足利市葉鹿町735-1		足利市 アシカガシ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1

		承諾 ショウダク		上三川障がい児・者生活相談支援センター		0285-38-6854		0285-38-6841		329-0611		上三川町上三川5082-15		上三川町 カミノカワマチ		1		0		1		0		1		0		0		1		0		0		0		0		0				1		0				0		0		0		0				1		0				0

		承諾 ショウダク		はつらつサロン南天相談支援事業所		0285-22-4659		0285-38-6529		323-0027		小山市花垣町2-3-19		小山市、栃木市 オヤマシ トチギシ		0		0		1		0		1		1		0		1		1		1		1		1		0				0		0				0		0		0		0				1		0		利用したいサービス事業所が少なく生活改善、家族、支援者の負担軽減に繋がらない（訪問入浴、ショートステイ、生活介護などなど（就労Ａ型））医師によっては連携が困難。何処の精神科がよいかと利用者に問われるが答えは解らない。 リヨウ ジギョウショ スク セイカツ カイゼン カゾク シエンシャ フタン ケイゲン ツナ ホウモン ニュウヨク セイカツ カイゴ シュウロウ ガタ イシ レンケイ コンナン ドコ セイシンカ リヨウシャ ト コタ ワカ		0				本人の選択や受け入れ事業所の間口を広げる。例えば入浴はヘルパーの2人対応で行ているがヘルパー不足や腰痛の悪化などで対応が難しくなってくる。機会浴のできる生活介護を勧めるも本人の選択肢がない。自宅から出かける自由さのようなものが閉ざされているような気がする。反面高齢者のサービスは増加する一方で利用者が不足し閉鎖なども聞かれる。高齢者・障害者がともにデイサービスやショートステイを利用できるようにならないかと思う。障害児については働く両親をサポートすることで生活の安定や療育などへ通園のし易さを図り、送迎サービスの充実など。 ホンニン センタク ウ イ ジギョウショ マグチ ヒロ タト ニュウヨク ニン タイオウ オコナ ブソク ヨウツウ アッカ タイオウ ムズカ キカイ ヨク セイカツ カイゴ スス ホンニン センタクシ ジタク デ ジユウ ト キ ハンメン コウレイシャ ゾウカ イッポウ リヨウシャ フソク ヘイサ キ コウレイシャ ショウガイシャ リヨウ オモ ショウガイジ ハタラ リョウシン セイカツ アンテイ リョウイク ツウエン ヤス ハカ ソウゲイ ジュウジツ

		承諾 ショウダク		障がい者生活支援センターこぶし		028-680-5746		028-688-0214		321-0126		栃木県宇都宮市茂原町837-1		宇都宮市、上三川町 ウツノミヤシ カミノカワマチ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1				①医療機関との細かな連携体制②相談関係者を含め本人に関わり支援をするなかで即座に動きが取れるようなフットワークの軽いチーム作り イリョウ キカン コマ レンケイ タイセイ ソウダン カンケイシャ フク ホンニン カカ シエン ソクザ ウゴ ト カル ヅク





相談支援事業所 (作業)

		Ｑ1.貴施設について、お伺いいたします キ シセツ ウカガ										事業所名とコメントをくっつけるで一表を作る ジギョウショ メイ イッピョウ ツク

		1		事業所名 ジギョウショ メイ								今月中 コンゲツ チュウ

		2		電話番号 デンワ バンゴウ								地図と一覧表をパワーポイント チズ イチラン ヒョウ

		3		FAX番号 バンゴウ								各項目ごとにページを作る カクコウモク ツク

		4		所在地 ショザイチ

		5		訪問可能な主な市町村 ホウモン カノウ オモ シチョウソン

		Ｑ2.重症心身障害児（者）の定義をご存知ですか ジュウショウシンシンショウガイジ シャ テイギ ゾンジ

		Ｑ2-1		知っている シ

		Ｑ2-2		知らない シ

		Ｑ3.重症心身障害児（者）の方（家族・関係機関等）からの相談を受けたことがありますか ジュウショウシンシンショウガイジ シャ カタ カゾク カンケイ キカン ナド ソウダン ウ

		Ｑ3-1		1		ある

		Ｑ3-2		2		ない

		Ｑ3-1-Ａ

				Ａ-1それは誰からの相談でしたか ダレ ソウダン

				1		ａ.家族 カゾク

				2		ｂ.支援者 シエンシャ

				3		ｃ.関係機関 カンケイ キカン

				Ａ-2それはどんな相談でしたか（複数回答可） ソウダン フクスウ カイトウ カ

				1		ａ.生活上の相談 セイカツ ジョウ ソウダン

				2		ｂ.医療的な相談 イリョウテキ ソウダン

				3		ｃ.制度に関する相談 セイド カン ソウダン

				4		ｄ.教育に関する相談 キョウイク カン ソウダン

				5		ｅ.サービス等利用計画書作成に関する相談 ナド リヨウ ケイカクショ サクセイ カン ソウダン

				6		ｆ.その他 タ

				Ａ-3それらの相談事業所として対応（解決）はできましたか ソウダン ジギョウショ タイオウ カイケツ

				1		ａ.できた

				2		ｂ.できなかった

				Ａ-3-1それはどうしてですか

				1		ａ解決手段・方法がなかった カイケツ シュダン ホウホウ

				2		ｂ.ほかの相談支援事業所に依頼した ソウダン シエン ジギョウショ イライ

				3		ｃ.行政に依頼した ギョウセイ イライ

				4		ｄ.その他 タ

		Ｑ4.Ｑ3-2「ない」→これから重症心身障害児（者）の方（本人・家族等）からの相談があればどのように対応されますか ジュウショウシンシンショウガイジ シャ カタ ホンニン カゾク ナド ソウダン タイオウ

				Ｑ4-1		自分の事業所で対応する ジブン ジギョウショ タイオウ

				Ｑ4-2		ほかの相談支援事業所へ依頼する ソウダン シエン ジギョウショ イライ

				Ｑ4-3		行政に依頼する ギョウセイ イライ

				Ｑ4-4		その他 タ

		Ｑ5.重症心身障害児（者）の方のサービス等利用計画書を作成したことがありますか ジュウショウシンシンショウガイジ シャ カタ ナド リヨウ ケイカクショ サクセイ

				Ｑ5-1		ある

				Ｑ5-2		ない

						Ｑ5-1-Ａ		「ある」と回答→作成にあたり、苦労したこと困ったことがありましたか カイトウ サクセイ クロウ コマ

						Ｑ5-2-Ａ		「ない」と回答 カイトウ

						1		ａ.今後依頼があれば作成する コンゴ イライ サクセイ

						2		ｂ.他の相談支援事業所に依頼する ホカ ソウダン シエン ジギョウショ イライ

						3		ｃ.作成するかどうかわからない サクセイ

						Ｑ5-2-Ａ-1		b.cを回答→それはどうしてですか カイトウ

		Q6.重症心身障害児（者）の方がより良い在宅生活をしていく上で何か必要だと思うことがあればご自由にお書きください ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ カタ ヨ ザイタク セイカツ ウエ ナニ ヒツヨウ オモ ジユウ カ



		承諾可否 ショウダク カヒ		Q1												Ｑ2.重症心身障害児（者）の定義をご存知ですか ジュウショウシンシンショウガイジ シャ テイギ ゾンジ				Ｑ3.重症心身障害児（者）の方（家族・関係機関等）からの相談を受けたことがありますか ジュウショウシンシンショウガイジ シャ カタ カゾク カンケイ キカン ナド ソウダン ウ																														Ｑ4.Ｑ3-2「ない」→これから重症心身障害児（者）の方（本人・家族等）からの相談があればどのように対応されますか ジュウショウシンシンショウガイジ シャ カタ ホンニン カゾク ナド ソウダン タイオウ										Ｑ5.重症心身障害児（者）の方のサービス等利用計画書を作成したことがありますか ジュウショウシンシンショウガイジ シャ カタ ナド リヨウ ケイカクショ サクセイ										Q6.重症心身障害児（者）の方がより良い在宅生活をしていく上で何か必要だと思うことがあればご自由にお書きください ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ カタ ヨ ザイタク セイカツ ウエ ナニ ヒツヨウ オモ ジユウ カ

				事業所名 ジギョウショ メイ		電話番号 デンワ バンゴウ		FAX番号 バンゴウ		郵便番号 ユウビンバンゴウ		所在地 ショザイチ		訪問可能な主な市町村 ホウモン カノウ オモ シチョウソン		知っている		知らない シ		ある		ない		それは誰からの相談でしたか						それはどんな相談でしたか														それらの相談事業所として対応（解決）はできましたか						自分の事業所で対応する ジブン ジギョウショ タイオウ		他の相談支援事業所へ依頼する ホカ ソウダン シエン ジギョウショ イライ		行政に依頼する ギョウセイ イライ		その他 タ				ある		ない		「ある」と回答		「ない」
と回答		b.c（23）を回答

																								家族 カゾク		支援者 シエンシャ		関係機関 カンケイ キカン		生活上の相談 セイカツ ジョウ ソウダン		医療的な相談 イリョウテキ ソウダン		制度に関する相談 セイド カン ソウダン		教育に関する相談 キョウイク カン ソウダン		サービス等利用計画書作成に関する相談 ナド リヨウ ケイカクショ サクセイ カン ソウダン		その他 タ		その他回答 タ カイトウ		それらの相談事業所として対応（解決）はできましたか		それはどうしてですか		それはどうしてですか

		否 イナ		手話通訳派遣協会相談支援事業所		0287-73-4422		0287-62-7776		325-0026		栃木県那須塩原市上厚崎431-17 ３２５－００２６				0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		0		1		本事業所と同様の地域で一般相談支援事業所と連携を図り対応する ホン ジギョウショ ドウヨウ チイキ イッパン ソウダン シエン ジギョウショ レンケイ ハカ タイオウ		0		1		0		2		当事業所は手話通訳派遣を主目的とする事業所であるため、聴覚障害に対するノウハウはあるがそれ以外の障害者に対応する専門性を有していない為 トウ ジギョウショ シュワ ツウヤク ハケン シュモクテキ ジギョウショ チョウカク ショウガイ タイ イガイ ショウガイシャ タイオウ センモンセイ ユウ タメ

		否 イナ		相談支援事業所すまいる		0285-45-7199		0285-45-8437		329-0205		小山市間々田750-1		小山市 オヤマシ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		1		0				0		1		0		3		現在担当させていただいているケースの他に受け入れる時間的余裕がないため。また専門的な知識や経験がなく自信がないため。 ゲンザイ タントウ ホカ ウ イ ジカンテキ ヨユウ センモンテキ チシキ ケイケン ジシン

		否 イナ		やまゆりの里		0284-90-2030		0284-90-2031		326-0011		足利市大沼田町525-1		足利市 アシカガシ		0		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		ショートステイの利用が可能かどうか リヨウ カノウ		2		1		ショートの利用を希望していたが、幼児で夜間に吸引が必要とのことだったので職員配置上困難と判断 リヨウ キボウ ヨウジ ヤカン キュウイン ヒツヨウ ショクイン ハイチ ジョウ コンナン ハンダン		0		0		0		0				0		1		0		2		あしかがの森さんが近くにあり専門性もあるため モリ チカ センモンセイ

		否 イナ		相談支援センターひかり		028-612-7717		028-612-7718		320-0072		宇都宮市若草4-20-7		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		0		1		0		1		0		0		1		0		1		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		居宅介護事業所とニーズのマッチング キョタク カイゴ ジギョウショ		0				短期入所事業所（医療的ケア対応型）の整備 タンキ ニュウショ ジギョウショ イリョウテキ タイオウガタ セイビ

		否 イナ		相談支援センター歩み		028-667-5151		028-667-5150		321-3233		宇都宮市上籠谷町3792		真岡市、芳賀町、宇都宮市 モオカシ ハガマチ ウツノミヤシ		0		1		1		0		0		1		0		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		毎日お会いしている方ではないしお話ができる方ではないので、計画書を作ることは少々戸惑いはありましたが、すべて療育指導室の先生にご指導いただき作成することができました。お幸せな時を過ごしてほしいという思いはいっぱいありますが、なにも出来ていない自分が申し訳ないような気持ちです。 マイニチ ア カタ ハナシ カタ ケイカクショ ツク ショウショウ トマド リョウイク シドウシツ センセイ シドウ サクセイ シアワ トキ ス オモ デキ ジブン モウ ワケ キモ		0				すみません。経験不足で在宅の方はよくわかりませんが、独立行政法人国立病院機構宇都宮病院にお伺いし行き届いた介護、職員の先生方の情熱にこういうところで重症心身障害者の方が過ごせることは幸せなのでは…としみじみ思いました。 ケイケン ブソク ザイタク カタ ドクリツ ギョウセイ ホウジン コクリツ ビョウイン キコウ ウツノミヤ ビョウイン ウカガ イ トド カイゴ ショクイン センセイガタ ジョウネツ ジュウショウ シンシン ショウガイシャ カタ ス シアワ オモ

		否 イナ		ワークス共育		0287-39-5593		0287-39-5630		329-2213		那須塩原市上大貫2028-2				1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		0		1		状況に応じて対応する ジョウキョウ オウ タイオウ		0		1				1				相談支援専門員のレベルアップが必要ではないかと思います ソウダン シエン センモンイン ヒツヨウ オモ

		否 イナ		指定特定相談支援センタードリーム		0288-32-2280		0288-32-2281		321-2341		日光市大沢町274		日光市、塩谷町、鹿沼市、宇都宮市 ニッコウシ シオヤ チョウ カヌマシ ウツノミヤ シ		0		1		1		0		1		0		0		1		1		1		0		0		0				1		0				0		0		0		0				1		0		計画を作成するにあたり医療機関との連携方法を具体化していくことに連絡調整に時間を要しました。また医師同士でのやりとりの方が早いように感じました。※解決できたと言っても施設の空き待ちで関係する病院で入院しております。 ケイカク サクセイ イリョウ キカン レンケイ ホウホウ グタイカ レンラク チョウセイ ジカン ヨウ イシ ドウシ ホウ ハヤ カン カイケツ イ シセツ ア マ カンケイ ビョウイン ニュウイン		0				入所ではなく、医療ケアのできる短期入所やグループホーム、日中一時、生活介護の拡充が必要であること。また重症心身障害児（者）への理解を広めていき、理解者を増やすこと、訪問看護、訪問医療、居宅介護も活用しやすい環境づくりを相談支援専門員はネットワークづくりに努めなければんらないと思います。 ニュウショ イリョウ タンキ ニュウショ ニッチュウ イチジ セイカツ カイゴ カクジュウ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ リカイ ヒロ リカイシャ フ ホウモン カンゴ ホウモン イリョウ キョタク カイゴ カツヨウ カンキョウ ソウダン シエン センモンイン ツト オモ

		否 イナ		ユーファーム支援センター		028-689-0070		028-680-0750		321-0972		宇都宮市下川俣町206-127		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2		これまでの実績として主に就労系の利用計画の作成を行っており重症心身障害児の方への支援については経験や人員の不足から対応が困難であると思われるため ジッセキ オモ シュウロウ ケイ リヨウ ケイカク サクセイ オコナ ジュウショウ シンシン ショウガイジ カタ シエン ケイケン ジンイン フソク タイオウ コンナン オモ

		否 イナ		障害者相談支援センターひびき		028-666-7601		028-666-7602		321-0403		宇都宮市下小倉町1536		宇都宮市、さくら市 ウツノミヤシ シ		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2		かつて受け入れたことがなく、またスタッフにも医療的ケアの知識や経験が乏しく、自信をもって迎え入れることができない ウ イ イリョウテキ チシキ ケイケン トボ ジシン ムカ イ		受け入れる施設が近辺にあること ウ イ シセツ キンペン

		否 イナ		相談支援事業ぴゅあ		028-611-1771		028-611-1772		321-0911		宇都宮市問屋町3426-46		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2

		否 イナ		指定特定相談支援事業所すえひろ		0287-23-3962		0287-24-1670		324-0042		大田原市末広1-2-5		大田原市、大田原市以外は交通費を受領 オオタワラシ オオタワラシ イガイ コウツウヒ ジュリョウ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2		事業所の対象を精神障害に限定し、市に申請しているため ジギョウショ タイショウ セイシン ショウガイ ゲンテイ シ シンセイ

		否 イナ		相談支援センターふじみだい		0285-44-0200		0285-44-4255		329-0412		下野市芝1123		下野市 シモノ シ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		0		1		ケースによって検討 ケントウ		0		1				2

		否 イナ		相談支援センターひゅーまにあ宇都宮		028-678-5385		028-678-5395		320-0802		宇都宮市江野町6-15大立ビル4階		宇都宮市（鹿沼市等近隣市町村） ウツノミヤシ カヌマシ ナド キンリン シチョウソン		0		1		1		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		あるではありますが、初めての作成でまた完成はしていない段階です。病院で実施されている活動医療等で自分自身が未熟で理解が足りていない為に苦労しています。 ハジ サクセイ カンセイ ダンカイ ビョウイン ジッシ カツドウ イリョウ ナド ジブン ジシン ミジュク リカイ タ タメ クロウ		0				①医療面での安心②外部と交流する機会③家族の方への支援 イリョウ メン アンシン ガイブ コウリュウ キカイ カゾク カタ シエン

		否 イナ		地域活動支援センターあしかが		0284-41-2643		0284-43-0463		326-0808		足利市本城1-1547		足利市 アシカガシ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0						0		1		0		0				0		1				2		専門外で知識等はなく、計画書の作成は難しいため センモンガイ チシキ トウ ケイカクショ サクセイ ムズカ

		否 イナ		南那須地区障害者相談支援センター		0287-80-1020		0287-80-1027		321-0624		那須烏山市旭1-18-8		那須烏山市、那珂川町 ナスカラスヤマシ ナカガワマチ		1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		アセスメント、院内での面会予定の調整、家族への説明など インナイ メンカイ ヨテイ チョウセイ カゾク セツメイ		0				在宅医療、訪問リハビリなど24時間対応出来る専門家チーム ザイタク イリョウ ホウモン ジカン タイオウ デキ センモンカ

		否 イナ		ワン・ハーモニー		0287-22-8255		0287-48-7225		324-0042		大田原市末広1-3618-13				0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				0

		否 イナ		ひまわり相談支援事業所		0282-20-5006		0282-23-4878		328-0052		栃木市祝町12－9				0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		1		0				0		1				3		意思伝達が自分にとって受け止められるかに不安があるため イシ デンタツ ジブン ウ ト フアン

		否 イナ		サンフラワーライフ		0285-22-1109		0285-22-1345		323-0808		小山市出井1936		小山市内 オヤマシナイ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				3		近隣に受け入れ施設が少なく在宅福祉サービスに向けるのが難しい キンリン ウ イ シセツ スク ザイタク フクシ ム ムズカ

		否 イナ		natu- la(ナチュラ)		0287-67-3115		0287-67-3115		329-3153		那須塩原市大原間239-1		那須塩原市、大田原市、那須町 ナスシオバラ シ オオタワラシ ナスマチ		0		1		1		0		1		0		0		1		1		1		0		0		0				1		0				0		0		0		0				1		0		サービス自体の幅がせまいため、本人が安全に安心した生活をうけられるためにどう組み合わせたら良いか。又、家族によっては苦手な事業所もあり限られた事業所を探すのが難しかった。 ジタイ ハバ ホンニン アンゼン アンシン セイカツ ク ア ヨ マタ カゾク ニガテ ジギョウショ カギ ジギョウショ サガ ムズカ		0				訪問系のサービスがもっと充実して欲しい ホウモン ケイ ジュウジツ ホ

		否 イナ		相談支援事業所ふるさとホーム那須		0287-98-3001		0287-98-8080		324-0414		大田原市片府田1301-59		大田原市、那須町、那須塩原市、周辺 オオタワラシ ナスマチ ナスシオバラ シ シュウヘン		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2		主な精神知的関係なので、今後はできるよう専門的な部分の勉強が必要です。 オモ セイシン チテキ カンケイ コンゴ センモンテキ ブブン ベンキョウ ヒツヨウ		①専門相談②居場所③地域の理解 センモン ソウダン イバショ チイキ リカイ

		否 イナ		特定相談支援事業所きのこ		028-635-8746		028-635-8778		320-0846		栃木県宇都宮市滝の原2-4-42 ３２０－０８４６		宇都宮市 ウツノミヤシ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		1		0				0		1				3		どのように作成したらいいか不安のため サクセイ フアン

		否 イナ		こども発達支援センター鹿沼市あおば園		0289-63-1745		0289-63-1745		322-0074		鹿沼市日吉町320－1				1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		1		0				0		1				2		相談支援専門員の不足、児童発達支援事業所利用のための計画書作成が主な業務になっている ソウダン シエン センモンイン フソク ジドウ ハッタツ シエン ジギョウショ リヨウ ケイカクショ サクセイ オモ ギョウム

		否 イナ		障害者相談支援センターみつか・Ｒｕ		028-648-3971		028-648-3936		321-0347		宇都宮市飯田町261		宇都宮市、鹿沼市 ウツノミヤシ カヌマシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		1		状況に応じして他機関と連携し判断する場合もある ジョウキョウ オウ ホカ キカン レンケイ ハンダン バアイ		0		1				1		計画依頼の状況に応じて対応できない月もある（モニタリング件数） ケイカク イライ ジョウキョウ オウ タイオウ ツキ ケンスウ

		否 イナ		工房つばさ		0285-40-0388		0285-40-6700		329-0401		下野市箕輪425-1		下野市、上三川町、壬生町、ただし状況に応じて対応することが難しい場合もある シモノ シ カミノカワマチ ミブマチ ジョウキョウ オウ タイオウ ムズカ バアイ		1		0		1		0		1		0		0		1		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		短期入所、ヘルパーなどの利用希望があっても受け入れてくれる事業所が見つからない タンキ ニュウショ リヨウ キボウ ウ イ ジギョウショ ミ		3		状況により作成することができない場合がある ジョウキョウ サクセイ バアイ		重心の方の短期入所等の利用ができるところが必要。在宅でのサービスの受入必要だと思われる。 ジュウシン カタ タンキ ニュウショ ナド リヨウ ヒツヨウ ザイタク ウケイレ ヒツヨウ オモ

		否 イナ		相談支援事業所グーフォ		028-673-0002		028-671-0785		329-1105		宇都宮市中岡本町3178-3				1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1				在宅生活を支える家族に負担が重くならないようにする。緊急時に対応してくれる医療ケア付きの宿泊施設を増やしてほしい ザイタク セイカツ ササ カゾク フタン オモ キンキュウジ タイオウ イリョウ ツ シュクハク シセツ フ

		否 イナ		那珂川町社協相談支援事業所		0287-92-1273		0287-92-1295		324-0613		那珂川町馬頭560-1		那珂川町 ナカガワマチ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				0				移動支援サービス イドウ シエン

		否 イナ		相談支援事業所大山田ノンフェール		0287-93-0660		0287-83-8182		324-0602		那珂川町大山田下郷955		那珂川町 ナカガワマチ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		1		0				0		1				2		平成27年度で相談支援事業を終了するため ヘイセイ ネンド ソウダン シエン ジギョウ シュウリョウ

		否 イナ		在宅サポートこころ		028-651-0780		028-651-0781		320-0042		宇都宮市材木町4-24				0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2

		否 イナ		相談支援事業所みらい ソウダン シエン ジギョウショ		0280-57-2673		0280-57-2673		329-0111		野木町丸林371-12		野木町、小山市 ノギマチ オヤマシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		0		1		しかるべき関係機関と連携して対応する カンケイ キカン レンケイ タイオウ		0		1				3		重症心身のノウハウがない ジュウショウ シンシン

		否 イナ		大田原市社会福祉協議会		0287-54-1849		0287-54-2745		324-0233		栃木県大田原市黒羽田町848 ３２４－０２３３		大田原市内 オオタワラシナイ		0		1		1		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0				2		1				0		1		0		0				0		1				2		職員が未熟なため ショクイン ミジュク		在宅医療の充実、居宅介護の２４時間対応（サービス事業所）の充実 ザイタク イリョウ ジュウジツ キョタク カイゴ ジカン タイオウ ジギョウショ ジュウジツ

		否 イナ		障がい者相談支援センターとまつり		028-680-5570		028-680-5271		320-0052		宇都宮市中戸祭町813		宇都宮市、近隣市町村 ウツノミヤシ キンリン シチョウソン		0		1		1		0		1		0		0		1		0		0		0		0		1		親子間の関わり オヤコ カン カカ		0		0		現在対応中 ゲンザイ タイオウチュウ		0		0		0		0				1		0		保護者との連携がとれない ホゴシャ レンケイ		0

		否 イナ		宇都宮市社会福祉協議会		028-636-1536		028-636-1537		320-0806		宇都宮市中央1-1-15		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		0				2		1		医療的ケアが必要な方が長時間外出したい。長時間支援者の拘束、移動手段（車の中での対応）、医療的ケアが必要な方が外出したいときに外出できる環境がすぐに整えられない、医療的けが必要な方で要介助であるが、歩行できる方が利用できる短期入所先はないか（アクセス時間も含む） イリョウテキ ヒツヨウ カタ チョウジカン ガイシュツ チョウジカン シエン シャ コウソク イドウ シュダン クルマ ナカ タイオウ イリョウテキ ヒツヨウ カタ ガイシュツ ガイシュツ カンキョウ トトノ イリョウテキ ヒツヨウ カタ ヨウ カイジョ ホコウ カタ リヨウ タンキ ニュウショ サキ ジカン フク		0		0		0		0				1		0		専門的（医療面）な知識がなく、専門用語が多く調べたり聞いたりしながら支援していくこと。長く関わらないと親の思いまで聞き出せないこと。 センモンテキ イリョウ メン チシキ センモン ヨウゴ オオ シラ キ シエン ナガ カカ オヤ オモ キ ダ		0				当事者が何歳になっても利用できるサービス環境（短期入所、訪問入浴など）。教育もほかのお子さん同様平等に受けられる機会（学校行事も含む）。相談対応できる人材の確保。緊急時でも利用できるサービスの調整・確保。直接支援できるサービス・人材を増やすこと。 トウジシャ ナンサイ リヨウ カンキョウ タンキ ニュウショ ホウモン ニュウヨク キョウイク コ ドウヨウ ビョウドウ ウ キカイ ガッコウ ギョウジ フク ソウダン タイオウ ジンザイ カクホ キンキュウジ リヨウ チョウセイ カクホ チョクセツ シエン ジンザイ フ

		承諾 ショウダク		ライフサポートセンターゆめ		0280-33-3624		0280-57-4624		329-0111		野木町丸林630-4		野木町、その周辺地域 ノギマチ シュウヘン チイキ		1		0		1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		1		福祉サービス利用に関する相談 フクシ リヨウ カン ソウダン		1		0				0		0		0		0				1		0		医療的な情報、知識に乏しくわからない用語などが数多く出てきた。医療的ケアの内容の聞き取り（どの部分を聞いていけばよいのか） イリョウテキ ジョウホウ チシキ トボ ヨウゴ カズオオ デ イリョウテキ ナイヨウ キ ト ブブン キ		0				Ｆａの負担軽減のためのレスパイト先（ＨＰ、ＳＳ機関等）。家族それぞれの訴え、希望を明確にしていく。関係機関がチームになりＦａの支え応援をしていく。 フタン ケイゲン サキ キカンナド カゾク ウッタ キボウ メイカク カンケイ キカン ササ オウエン

		承諾 ショウダク		足利ケアサービス		0284-21-7630		0284-21-3109		326-0843		足利市五十部町809-3		足利市、佐野市、太田市 アシカガシ サノシ オオタシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		0		1		ケースによって対応する タイオウ		0		1				3

		承諾 ショウダク		相談支援センターみさと		0285-72-9767				321-4104		芳賀郡益子町大沢2800-5		芳賀郡内（真岡市、益子町、市貝町、芳賀町、茂木町） ハガ グンナイ モオカシ マシコ チョウ イチ ガイ マチ ハガマチ モギマチ		1		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		資源が少ない、短期入所先の確保が難しかった。計画を作るのには、医療情報が難しく感じられた。 シゲン スク タンキ ニュウショ サキ カクホ ムズカ ケイカク ツク イリョウ ジョウホウ ムズカ カン		0				連携の取れる医療関係者がたくさん地域の中にいてくれると安心して生活できるかな。外出や余暇の充実を図るために医療の必要な人の生活が限られてしまっている（あきらめてしまっている） レンケイ ト イリョウ カンケイシャ チイキ ナカ アンシン セイカツ ガイシュツ ヨカ ジュウジツ ハカ イリョウ ヒツヨウ ヒト セイカツ カギ

		承諾 ショウダク		サポートセンターとみや生活支援センター		028-665-8230		028-665-8230		321-2116		宇都宮市徳次郎町540		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		0		1		0		0		0		0		1		1		1		1		1		0				0		1		医療的なケアが必要な利用者様の日中活動先が限られて利用できない人がいる。学校との連携が取りにくい。通勤手段・行事参加制限があり平等性が保たれない。学校はサービスで対応を望み、福祉行政は教育で何とかするべきとつねに折り合わない。 イリョウテキ ヒツヨウ リヨウシャサマ ニッチュウ カツドウ サキ カギ リヨウ ヒト ガッコウ レンケイ ト ツウキン シュダン ギョウジ サンカ セイゲン ビョウドウセイ タモ ガッコウ タイオウ ノゾ フクシ ギョウセイ キョウイク ナン オ ア		0		0		1		0		協力してほしい キョウリョク		1		0		利用できるサービスが限られている。社会参加できる機会が少なく、場が限られている。介護者の負担軽減が取りにくい。夢や希望を叶えるための資源が少ない。 リヨウ カギ シャカイ サンカ キカイ スク バ カギ カイゴシャ フタン ケイゲン ト ユメ キボウ カナ シゲン スク		0				通勤手段、保護者なくても教育が受けられる環境。常に親同行を求めるのでは、自立につながらず、いつになっても親の負担は軽減されない。親が安心して託せる日中活動の場。社会参加、役割を担える環境作り、職場。地域で生活していくための交流の機会や場があるといい。緊急的にレスパイトを受け入れてくれる場。 ツウキン シュダン ホゴシャ キョウイク ウ カンキョウ ツネ オヤ ドウコウ モト ジリツ オヤ フタン ケイゲン オヤ アンシン タク ニッチュウ カツドウ バ シャカイ サンカ ヤクワリ ニナ カンキョウ ヅク ショクバ チイキ セイカツ コウリュウ キカイ バ キンキュウテキ ウ イ バ

		承諾 ショウダク		社会就労センターえいぶるの里 シャカイ シュウロウ サト		0285-22-4561		0285-224581		323-0003		小山市東島田2403-2		小山市、下野市、上三川町、野木町、結城市、古河市、筑西市 オヤマシ シモノ シ カミノカワマチ ノギマチ ユウキシ コガシ ツク ニシ シ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				1		0		自己決定が難しいため、家族中心の考えになってしまうこと。また、利用できる社会資源が少ない。 ジコ ケッテイ ムズカ カゾク チュウシン カンガ リヨウ シャカイ シゲン スク		1				関係機関との連携、特に在宅が長い方は医療機関とのかかわりが家族も含め、希薄になってしまい、二次障害に対応できない。地域に総合的に支援でき、医療的ケアが受けられる場所、または訪問医療の充実が必要と思います。 カンケイ キカン レンケイ トク ザイタク ナガ カタ イリョウ キカン カゾク フク キハク ニジ ショウガイ タイオウ チイキ ソウゴウテキ シエン イリョウテキ ウ バショ ホウモン イリョウ ジュウジツ ヒツヨウ オモ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所「ピュア」		0282-31-3911		0282-31-3912		328-0133		栃木市大森町465		栃木市、鹿沼市、佐野市、小山市、壬生町 トチギシ カヌマシ サノシ オヤマシ ミブマチ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1

		承諾 ショウダク		社会福祉法人とちのみ会　こなかの森 シャカイ フクシ ホウジン カイ モリ		0283-24-5757		0283-24-6294		327-0001		佐野市小中町1280		佐野市、足利市 サノシ アシカガシ		1		0		1		0		1		0		0		1		0		1		0		0		0				1		2		通所型のため、短期入所の受け入れはサービスとして提供できず、他施設の紹介、相談支援事業につなげている。 ツウショ ガタ タンキ ニュウショ ウ イ テイキョウ タ シセツ ショウカイ ソウダン シエン ジギョウ		0		0		0		0				1		0		療養型短期入所ほかの施設への短期入所の受け入れ状況など、受け入れ場所を見つけるなど。短期入所時の発作発症時医療への繋ぎが困難。問題多（かかりつけ医への搬送） リョウヨウガタ タンキ ニュウショ シセツ タンキ ニュウショ ウ イ ジョウキョウ ウ イ バショ ミ タンキ ニュウショ ジ ホッサ ハッショウ ジ イリョウ ツナ コンナン モンダイ タ イ ハンソウ		0				佐野市には、身障（重心）短期入所施設がなく老人施設に佐野市が委託しているが、利用する人もいなく、サービスが使いづらい状態にある。短期入所受け入れ可能施設が増えることで、家族のほうも使いやすく利便性があがると考えます。 サノシ シンショウ ジュウシン タンキ ニュウショ シセツ ロウジン シセツ サノシ イタク リヨウ ヒト ツカ ジョウタイ タンキ ニュウショ ウ イ カノウ シセツ フ カゾク ツカ リベンセイ カンガ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所テトテ		0287-36-7171		0287-36-7181		329-2732		那須塩原市一区町251-1		那須塩原市（大田原、矢板、那須町、那珂川町、烏山） ナスシオバラ シ オオタワラ ヤイタ ナスマチ ナカガワマチ カラスヤマ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		0		1		委託の相談支援事業所や重心専門の事業所に相談する イタク ソウダン シエン ジギョウショ ジュウシン センモン ジギョウショ ソウダン		0		1				3		その方にとって、より専門性の高い方が対応することが望ましいと思いますので、作成が適するか否か周囲のサービス状況なども考慮して決めたいと思います。適切にアドバイスをいただける地域の環境が整っていれば、スキルアップ、経験の積み重ねのためにも作成したいです。 カタ センモンセイ タカ ホウ タイオウ ノゾ オモ サクセイ テキ イナ シュウイ ジョウキョウ コウリョ キ オモ テキセツ チイキ カンキョウ トトノ ケイケン ツ カサ サクセイ		相談支援専門員のスキルアップ。きめ細かい支援（サービスの充実）本人のニーズを正しく理解できる人材の育成と地域の理解。 ソウダン シエン センモンイン コマ シエン ジュウジツ ホンニン タダ リカイ ジンザイ イクセイ チイキ リカイ

		承諾 ショウダク		指定特定相談支援事業所あじさい		0287-60-3361		0287-60-3362		325-0034		那須塩原市東原166		那須塩原市、那須町 ナスシオバラ シ ナスマチ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2				訪問看護、訪問診療を行う医師が必要だと思います。 ホウモン カンゴ ホウモン シンリョウ オコナ イシ ヒツヨウ オモ

		承諾 ショウダク		障害者相談支援センターいぶき		028-678-3502		028-676-3501		329-1216		高根沢町桑窪2266-2		高根沢町 タカネザワマチ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1				短期入所など受け入れてくれる施設を増やしてほしい。県内で受け入れていただけない為、県外の施設を考えなくてはいけない方がいます。 タンキ ニュウショ ウ イ シセツ フ ケンナイ ウ イ タメ ケンガイ シセツ カンガ カタ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所わくわくおやま		0285-24-6575		0285-20-0255		323-0022		小山市駅東通り3-9-6		小山市 オヤマシ		1		0		1		0		1		1		1		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		関係事業所が多いことで情報収集連携等大変。医療機関とも連携を図る必要あり。レスパイト、ショートステイの受入困難。利用できる事業所が少ない。 カンケイ ジギョウショ オオ ジョウホウ シュウシュウ レンケイ ナド タイヘン イリョウ キカン レンケイ ハカ ヒツヨウ ウケイレ コンナン リヨウ ジギョウショ スク		0				重症心身障害児（者）を受け入れしてくれる事業所、施設がもっと多くあればよいと思われる。通所日中一時短期入所など。相談支援、計画作成についてもほかの事業所が受け入れてくれないとの理由で受け入れ可能事業所へ集中してしまう為、相談員への研修等を増やせばよいが。しかし日々の業務が多忙であるため、難しいのかな？ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ ウ イ ジギョウショ シセツ オオ オモ ツウショ ニッチュウ イチジ タンキ ニュウショ ソウダン シエン ケイカク サクセイ ジギョウショ ウ イ リユウ ウ イ カノウ ジギョウショ シュウチュウ タメ ソウダン イン ケンシュウ ナド フ ヒビ ギョウム タボウ ムズカ

		承諾 ショウダク		相談支援センターネクスト		080-8854-9551		0280-612-1558		320-0034		宇都宮市泉町6-25		宇都宮市 ウツノミヤシ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2

		承諾 ショウダク		相談支援事業のぞみ		0287-65-2288		0287-65-2282		329-3152		那須塩原市上中野53		那須塩原市、大田原市、那須町 ナスシオバラ シ オオタワラシ ナスマチ		1		0		1		0		0		0		1		1		1		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		現サービスでの医療ケアをふまえ、将来にむけて他事業との連携につなげるよう計画作成、調整に苦労した。 ゲン イリョウ ショウライ タ ジギョウ レンケイ ケイカク サクセイ チョウセイ クロウ		0				選択肢が増えるよう受け入れ可能な福祉サービス事業所の増加が必要だと思われます。 センタクシ フ ウ イ カノウ フクシ ジギョウショ ゾウカ ヒツヨウ オモ

		承諾 ショウダク		サポートセンターひばり		028-670-0330		028-667-7315		321-3236		宇都宮市竹下町435-159		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		苦労ではないが、お母様がとても一生懸命ですでにサービスも繋がっていたため、現状を計画にする形となったが、計画作成後のかかわりについて相談員としてどのようにすべきことが望ましいかと考える。 クロウ カアサマ イッショウケンメイ ツナ ゲンジョウ ケイカク カタチ ケイカク サクセイ ゴ ソウダン イン ノゾ カンガ		0				福祉サービスや医療、またボランティアが入室されるととてもよいと思います。また、介助者（家族）のケアも考えると気軽に参加できるようなイベント（医療が整っていたり、介助するボランティアさんがいたり）や、同じ重症心身障害児（者）をもつかたとのネットワークがあるといいのかなと思います。 フクシ イリョウ ニュウシツ オモ カイジョシャ カゾク カンガ キガル サンカ イリョウ トトノ カイジョ オナ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ オモ

		承諾 ショウダク		高根沢町障害児者生活支援センターすまいる タカネザワマチ		028-612-2751		028-612-2752		329-1225		栃木県塩谷郡高根沢町石末1825　福祉センター内 ３２９－１２２５ フクシ ナイ		高根沢町 タカネザワマチ		1		0		1		0		0		0		1		0		0		1		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		地元に使える資源がなく苦労した ジモト ツカ シゲン クロウ		0				①医療と福祉の連携ネットワーク②重心の方でも利用できるサービスが増えること③訪問診療医 イリョウ フクシ レンケイ ジュウシン カタ リヨウ フ ホウモン シンリョウ イ

		承諾 ショウダク		障害者相談支援センターフォレスト		0284-91-1816		0284-91-2867		326-0011		足利市大沼田町615		足利市及び近隣市町村 アシカガシ オヨ キンリン シチョウソン		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0				0

		承諾 ショウダク		障がい者相談支援事業所ケアサプライ		0287-73-5312		0287-73-5311		329-3221		栃木県那須郡那須町漆塚762-102 ３２９－３２２１		白河市、那須町、那須塩原市、大田原市 シラカワシ ナスマチ ナスシオバラシ オオタワラシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1				サービスを提供できる事業所の充実を図る テイキョウ ジギョウショ ジュウジツ ハカ

		承諾 ショウダク		南栃木支援センター相談支援		0285-44-6118		0285-44-7215		329-0412		下野市柴1432-105		下野市、小山市、壬生町 シモノ シ オヤマシ ミブマチ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		0		1		介護保険と併用する場合のみ対応する カイゴ ホケン ヘイヨウ バアイ タイオウ		0		1				3		介護保険と併用する場合のみ作成する カイゴ ホケン ヘイヨウ バアイ サクセイ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所とまり木		0287-54-2854		0287-54-2230		324-0231		大田原市北野上3952		大田原市、那須塩原市、那須町 オオタワラシ ナスシオバラシ ナスマチ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1				当事業所の対応範囲は現在、知的障害者特に中・軽度が主だが、精神（高次脳機能障害も含む）分野もやり始めている。今後重症心身障害者もほかの相談支援事業所の助けを得ながら、勉強しながら対応したいと考えている。そのために研修や見学の機会を多く作っていただきたい。今は、当事業所はその程度しか考えられない。 トウ ジギョウショ タイオウ ハンイ ゲンザイ チテキ ショウガイシャ トク チュウ ケイド オモ セイシン コウジ ノウ キノウ ショウガイ フク ブンヤ ハジ コンゴ ジュウショウ シンシン ショウガイシャ ソウダン シエン ジギョウショ タス エ ベンキョウ タイオウ カンガ ケンシュウ ケンガク キカイ オオ ツク イマ トウ ジギョウショ テイド カンガ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所ポンテ		028-652-7288		028-652-6355		321-0341		宇都宮市古賀志町1964-12		宇都宮、鹿沼、日光、壬生 ウツノミヤ カヌマ ニッコウ ミブ		0		1		1		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0				0				未就学児（3～5才）の方の医療型児童発達支援を分離で行う施設が数か所あると良いと思います。 ミシュウガクジ サイ カタ イリョウ ガタ ジドウ ハッタツ シエン ブンリ オコナ シセツ スウ ショ ヨ オモ

		承諾 ショウダク		相談支援センター光輝舎		0285-70-2020		0285-72-8222		321-4105		芳賀郡益子町北中1113-1		芳賀郡、真岡市等 ハガ グン モオカシ ナド		1		0		1		0		1		1		1		1		0		1		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		利用できるサービス事業所が少ない。重心児者に合わせたプログラムが見つからない（近隣で） リヨウ ジギョウショ スク ジュウシン ジ シャ ア ミ キンリン		0				本人の状態にもよるが、重度化する状況に対応できる事業所の確保。家族の負担が大きくなり在宅生活の継続が困難になることが予測されるので、在宅で支援が受けられるような体制の充実と、レスパイトサービスの拡大。 ホンニン ジョウタイ ジュウドカ ジョウキョウ タイオウ ジギョウショ カクホ カゾク フタン オオ ザイタク セイカツ ケイゾク コンナン ヨソク ザイタク シエン ウ タイセイ ジュウジツ カクダイ

		承諾 ショウダク		特定相談支援事業所やすらぎ		028-650-7727		028-650-7728		320-0011		宇都宮市富士見が丘3－19－20		宇都宮市 ウツノミヤシ		0		0		1		0		1		0		0		0		0		1		1		0		0				0		3		対応できるヘルパーがいれば支援する タイオウ シエン		0		0		0		0				0		1				3

		承諾 ショウダク		障がい者支援センターにんべん		028-686-2539		028-686-2584		329-1417		さくら市フィオーレ喜連川5-2-1　フィオーレガーデン1-102		さくら市 シ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1				地域資源アンケートをいただきありがとうございました。設問に対しまして知識不足にこれでいいのかという思いです。相談支援専門員として設問にありました「3」要望がでますれば、先輩相談員・各職種の方々に相談・指導をいただき、相談支援事業を行ってみたいと考えます。大島先生について学ばせて頂きました。 チイキ シゲン セツモン タイ チシキ ブソク オモ ソウダン シエン センモンイン セツモン ヨウボウ センパイ ソウダン イン カクショクシュ カタガタ ソウダン シドウ ソウダン シエン ジギョウ オコナ カンガ オオシマ センセイ マナ イタダ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所おやま		0285-22-1833		0285-228946		323-0014		小山市喜沢660		小山市、下野市 オヤマシ シモノ シ		1		0		1		0		1		1		0		0		0		0		0		1		0				2		3				0		0		0		0				1		0		本人の意思が明確でないので親の意向中心のものになってしまった。 ホンニン イシ メイカク オヤ イコウ チュウシン		0

		承諾 ショウダク		真岡介護センター		0285-80-5200		0285-80-5211		321-4361		真岡市並木町1-8-1　シティ並木102 ナミキ		真岡市、芳賀町南部、市貝町南部、益子町西部、上三川東部 モオカシ ハガマチ ナンブ イチ ガイ チョウ ナンブ マシコ チョウ セイブ カミノカワ トウブ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		0		1				0		1				3		担当者の受け持ちケースの状況など考慮し対応できるか検討したい タントウシャ ウ モ ジョウキョウ コウリョ タイオウ ケントウ

		承諾 ショウダク		さの社協相談支援センターほっぷ		0283-22-8152		0283-22-8199		327-0003		佐野市大橋町3212-27		佐野市全域 サノシ ゼンイキ		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2		現在相談支援専門員1名で行っているため ゲンザイ ソウダン シエン センモンイン メイ オコナ

		承諾 ショウダク		相談支援ウエイブ		0282-23-4465		0282-23-4465		328-0012		栃木市平柳町1-2-7		栃木市、壬生町 トチギシ ミブマチ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		1		0				0		1				2		指定特定相談支援事業で精神に対応しているため シテイ トクテイ ソウダン シエン ジギョウ セイシン タイオウ		ご家族の中だけでは生活がマンネリ化して単調になりかねないので、音楽、体を動かす、読み聞かせ麻痺・拘縮のマッサージなどのリハビリの頻度を高める。ご本人が楽しいと感じることを提供できる。ご家族が疲弊しないよう旅行や趣味などの充実した時間がもてるようサービスを利用していくこと。 カゾク ナカ セイカツ カ タンチョウ オンガク カラダ ウゴ ヨ キ マヒ コウシュク ヒンド タカ ホンニン タノ カン テイキョウ カゾク ヒヘイ リョコウ シュミ ジュウジツ ジカン リヨウ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所わらしべの家		0282-27-1627		0282-27-1675		328-0011		栃木市大宮町2708-3		栃木市 トチギシ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1		専門的な知識が不十分なため行政などの機関と相談しながらの対応となります センモンテキ チシキ フジュウブン ギョウセイ キカン ソウダン タイオウ		短期入所や移動支援などの福祉サービス利用時にお付き合いのある医療機関や訪問看護の看護師が同行でき緊急時の対応が迅速にとれる体制（すでにできていたらすみません） タンキ ニュウショ イドウ シエン フクシ リヨウ ジ ツ ア イリョウ キカン ホウモン カンゴ カンゴシ ドウコウ キンキュウジ タイオウ ジンソク タイセイ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所　空		0287-73-8165		0287-73-8165		329-3157		那須塩原市大原間西1-19-9		那須塩原市、大田原市、那須町 ナスシオバラ シ オオタワラシ ナスマチ		1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		重心のお子様の療育支援をやっていたので、苦労はありませんでしたが、医療（訪問看護）訪問リハ訪問入浴の制度を知らなかったので、その方々との連携が取れて大変勉強になりました。 ジュウシン コサマ リョウイク シエン クロウ イリョウ ホウモン カンゴ ホウモン ホウモン ニュウヨク セイド シ カタガタ レンケイ ト タイヘン ベンキョウ		0				医療的ケアの必要な方には支援スタッフ・必ず看護師の方が不在では双方安心したケアはできません。例）乳幼児の通所事業は保母と看護師さん。小学→高校までは義務教育がありますが事後に生活介護はもちろんですが、本当に重心の方の為の日中活動の場が不足しているとおもいますので重心の方の通所事業は必要と思います。家庭以外で通える場所→一時預かりや療育支援事業→高校卒業後は通所施設（一時預かりも含めて） イリョウテキ ヒツヨウ カタ シエン カナラ カンゴシ カタ フザイ ソウホウ アンシン レイ ニュウヨウジ ツウショ ジギョウ ホボ カンゴシ ショウガク コウコウ ギム キョウイク ジゴ セイカツ カイゴ ホントウ ジュウシン カタ タメ ニッチュウ カツドウ バ フソク ジュウシン カタ ツウショ ジギョウ ヒツヨウ オモ カテイ イガイ カヨ バショ イチジ アズ リョウイク シエン ジギョウ コウコウ ソツギョウゴ ツウショ シセツ イチジ アズ フク

		承諾 ショウダク		相談支援事業所みどり		0285-45-8362		0285-45-8397		329-0214		小山市乙女786-1		小山市、栃木市、古河市、結城市 オヤマシ トチギシ コガシ ユウキシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0		大人は対応可能 オトナ タイオウ カノウ		1		1		大人はあるが、こどもはない。先日訪問介護を事業所にお願いしたところどこの事業所も受けていただけなかった。 オトナ センジツ ホウモン カイゴ ジギョウショ ネガ ジギョウショ ウ		3		成人しか計画相談をしたことがないので不安である。当事業所は相談員が一名なので相談する相手がいない セイジン ケイカク ソウダン フアン トウ ジギョウショ ソウダン イン イチメイ ソウダン アイテ		サービス事業所で受けてもらえないケースがある。特に重心や精神知的等重複して疾患を持っていると問い合わせた時点でお断りされてします。 ジギョウショ ウ トク ジュウシン セイシン チテキ ナド チョウフク シッカン モ ト ア ジテン コトワ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所こころみ		0284-41-5039		0284-43-2665		326-0061		足利市田島町611-2				0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		1		0				0		1				3		これまで前例がなく、またこの障害について熟知した方（機関）があるならそちらでしていただいた方がご本人様にとってよい支援であると考えるから。※現在当法人の入所・通所等サービスを利用されている方の相談支援がほとんどの状況です。 ゼンレイ ショウガイ ジュクチ カタ キカン ホウ ホンニンサマ シエン カンガ ゲンザイ トウホウジン ニュウショ ツウショ ナド リヨウ カタ ソウダン シエン ジョウキョウ

		承諾 ショウダク		相談支援センターのどか　真岡センター		0285-81-5890		0285-85-8452		321-4305		真岡市荒町111-1		真岡市、芳賀町、市貝町、益子町、茂木町 モオカシ ハガマチ イチガイ マチ マシコ チョウ モギ マチ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1				在宅での生活では家族の介護負担の軽減が必要。フォーマルインフォーマルの枠にとらわれない福祉サービス。 ザイタク セイカツ カゾク カイゴ フタン ケイゲン ヒツヨウ ワク フクシ

		承諾 ショウダク		友井タクシー介護ステーションふれあい		0285-30-0840		0285-30-0844		323-0025		小山市城山町2丁目12-25		小山市 オヤマシ		1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		利用するサービスは多様で、施設・病院・学校など医療福祉事業所数も多く連携を図るのが困難。学校行事に参加するための会出自の支援サービスがない。 リヨウ タヨウ シセツ ビョウイン ガッコウ イリョウ フクシ ジギョウショ スウ オオ レンケイ ハカ コンナン ガッコウ ギョウジ サンカ カイ シュツジ シエン		0				ご家族様が安心して預けることができる施設と必要に預けられる施設の数は少ない。片道１時間以上かかるためとても不便に思います。呼吸器の方の預かり先は少ない。 カゾクサマ アンシン アズ シセツ ヒツヨウ アズ シセツ カズ スク カタミチ ジカン イジョウ フベン オモ コキュウキ カタ アズ サキ スク

		承諾 ショウダク		もくせいの里		0282-43-0593		0282-43-1387		329-4405		栃木市大平町西山田1198		栃木市内 トチギシナイ		0		1		1		0		1		0		0		1		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		ニーズにあてはまるサービスがなかった。例）①入浴支援②移送サービス　①自宅の浴槽では支援が入れず訪問入浴を検討。しかし、浴槽を置けるスペースがなく断念。②主たる介護者が入院。学校までの送迎ができず特例で市の移送サービスを利用するもかなり時間を要した。 レイ ニュウヨク シエン イソウ ジタク ヨクソウ シエン ハイ ホウモン ニュウヨク ケントウ ヨクソウ オ ダンネン シュ カイゴシャ ニュウイン ガッコウ ソウゲイ トクレイ シ イソウ リヨウ ジカン ヨウ		0				①地域の理解や協力②受け入れの拡大（重心の通所、24時間看護体制が整った短期入所）③デマンドタクシー等関係者の重心に対する理解（理解附属により資源として存在するが利用しがたい）④児童が入浴支援を受けられる環境（家族の身体的な介護負担軽減） チイキ リカイ キョウリョク ウ イ カクダイ ジュウシン ツウショ ジカン カンゴ タイセイ トトノ タンキ ニュウショ ナド カンケイシャ ジュウシン タイ リカイ リカイ フゾク シゲン ソンザイ リヨウ ジドウ ニュウヨク シエン ウ カンキョウ カゾク シンタイテキ カイゴ フタン ケイゲン

		承諾 ショウダク		足利障害者相談支援センター		0284-44-0307		0284-44-0318		326-0064		足利市東砂原後町1072		足利市、佐野市 アシカガシ サノシ		1		0		1		0		1		0		0		1		0		1		0		1		0				1		0				0		0		0		0				0		1				2		委託相談支援事業所のため イタク ソウダン シエン ジギョウショ		医療的ケアが整った施設のショートステイ充実が必要。また、特に呼吸器をつけた方のショート療養介護の利用とそれらを利用するための送迎体制の充実が必要。 イリョウテキ トトノ シセツ ジュウジツ ヒツヨウ トク コキュウキ カタ リョウヨウ カイゴ リヨウ リヨウ ソウゲイ タイセイ ジュウジツ ヒツヨウ

		承諾 ショウダク		指定障害者相談支援事業所あるしぇん		0282-86-7665		0282-21-7109		321-0201		栃木県下都賀郡壬生町安塚2032 ３２１－０２０１		壬生町 ミブマチ		1		0		1		0		1		0		0		1		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		①相談支援専門員として重症心身障害児（者）の方に対する支援の知識や経験が少ない②医療的ケアが必要となる方に対して対応できる福祉サービス（事業所）が少ない。 ソウダン シエン センモンイン ジュウショウシンシンショウガイジ シャ カタ タイ シエン チシキ ケイケン スク イリョウテキ ヒツヨウ カタ タイ タイオウ フクシ ジギョウショ スク		0				医療的ケアが必要な方に関して、福祉のサービスでは対応しきれない部分が多く、結果として家族が本人を抱え込まざるを得ない現状があるように感じます。家族の介護負担が少しでも軽減できるよう福祉サービスも柔軟な対応が出来るようになるといいなと思います。 イリョウテキ ヒツヨウ カタ カン フクシ タイオウ ブブン オオ ケッカ カゾク ホンニン カカ コ エ ゲンジョウ カン カゾク カイゴ フタン スコ ケイゲン フクシ ジュウナン タイオウ デキ オモ

		承諾 ショウダク		下野市相談支援事業所 こばと		0285-44-6783		0285-44-6783		329-0414		下野市小金井1146-6		下野市、上三川町 シモノ シ カミノカワマチ		1		0		1		0		0		0		1		1		0		1		1		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		医療的ケアが必要な乳幼児に対応できるヘルパー事業所。短期入所・日中一時支援事業所が近くにない（少ない）。 イリョウテキ ヒツヨウ ニュウヨウジ タイオウ ジギョウショ タンキ ニュウショ ニッチュウ イチジ シエン ジギョウショ チカ スク		0				設問5で回答した内容：外出可能な方は児童発達支援を利用可能であるが無理な方は外部との交流をもちにくい。訪問看護・訪問リハビリが入っているケースはいいがない場合母子で孤立しがち。幸いあそびの支援をしてくれるヘルパー事業所があり支援につながっている。ヘルパー利用を希望されない家庭、利用したくてもヘルパー事業所がない等支援に苦慮する。 セツモン カイトウ ナイヨウ ガイシュツ カノウ カタ ジドウ ハッタツ シエン リヨウ カノウ ムリ カタ ガイブ コウリュウ ホウモン カンゴ ホウモン ハイ バアイ ボシ コリツ サイワ シエン ジギョウショ シエン リヨウ キボウ カテイ リヨウ ジギョウショ ナド シエン クリョ

		承諾 ショウダク		相談支援センターぴあん ソウダン シエン		0282-31-1755		0282-31-2919		328-0067		栃木市皆川城内町333-2		栃木市、小山市 トチギシ オヤマシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1				これまで現場で関わったことがなく、事例検討でしか情報を把握しておらず不安はあります。でも関係機関やご家族様からいろいろなことを教えて頂きながら相談支援として専門性を活かせればと思っています。色々な立場の方からお話をお伺いしてもご家族や医療機関専門的な事業所の負担が大きく相談支援があまり役に立つことができていない（場合によっては自ら引いてしまう）今の現状を少しでも変えていければいいと思います。 ゲンバ カカ ジレイ ケントウ ジョウホウ ハアク フアン カンケイ キカン カゾクサマ オシ イタダ ソウダン シエン センモンセイ イ オモ イロイロ タチバ カタ ハナシ ウカガ カゾク イリョウ キカン センモンテキ ジギョウショ フタン オオ ソウダン シエン ヤク タ バアイ ミズカ ヒ イマ ゲンジョウ スコ カ オモ

		承諾 ショウダク		うつのみや		028-632-6074/090-4059-9728		028-632-6075		320-0861		宇都宮市西2-1-7		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				3		専門的な知識を社会資源のアドバイスを他相談支援事業所からいただきながらみずからの事業所で引き受けるという形が望ましい センモンテキ チシキ シャカイ シゲン ホカ ソウダン シエン ジギョウショ ジギョウショ ヒ ウ カタチ ノゾ

		承諾 ショウダク		サポートセンターきりん		028-612-3838		028-678-3257		321-0905		栃木県宇都宮市平出工業団地43-100 ３２１－０９０５		宇都宮市 ウツノミヤシ		0		1		1		0		1		0		0		1		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		療養介護に入所しているので他のサービスの利用が困難。そのための社会資源をつなげたり、活用したりするのが難しい。 リョウヨウ カイゴ ニュウショ ホカ リヨウ コンナン シャカイ シゲン カツヨウ ムズカ		0				今後、市町村などで展開されていく生活拠点に関する事業をうまく活用できればいいなと感じています。入所されている方々については地域とのつながり方が今後は重要になってくると思われますので、広く門扉を開けた活動などが多くなってくるといいなと思っています。 コンゴ シチョウソン テンカイ セイカツ キョテン カン ジギョウ カツヨウ カン ニュウショ カタガタ チイキ カタ コンゴ ジュウヨウ オモ ヒロ モンピ ア カツドウ オオ オモ

		承諾 ショウダク		さわやか相談支援センター		0280-57-4884		0280-57-4994		329-0112		野木町南赤塚1145-1		小山市、野木町、古河市、栃木市 オヤマシ ノギマチ コガシ トチギシ		0		1		1		0		0		0		1		0		0		1		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		現実的な目標の位置づけ ゲンジツテキ モクヒョウ イチ		0

		承諾 ショウダク		相談支援事業所つばさ		0287-53-7393		0287-53-7394		324-0044		大田原市親園824-1		大田原市、那須塩原市、那須烏山市、矢板市、さくら市、那須町、塩谷町、高根沢町 オオタワラシ ナスシオバラシ ナスカラスヤマシ ヤイタシ シ ナスマチ シオ タニ マチ タカネザワマチ		1		0		1		0		1		0		1		1		0		1		0		0		0				1		2		医療的なケアが必要なケース、将来的に短期入所につなげたいケースだった為、専門の事業所に依頼した イリョウテキ ヒツヨウ ショウライテキ タンキ ニュウショ タメ センモン ジギョウショ イライ		1		1		0		0				1		0		使えるサービスの少なさに調整が難しかった ツカ スク チョウセイ ムズカ		1				乳幼児期の受け入れ可能な福祉サービス等の社会資源が必要である。 ニュウヨウジ キ ウ イ カノウ フクシ ナド シャカイシゲン ヒツヨウ

		承諾 ショウダク		特定相談支援センターはじめ		0284-22-4561		0284-22-4562		326-0143		足利市葉鹿町735-1		足利市 アシカガシ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1

		承諾 ショウダク		上三川障がい児・者生活相談支援センター		0285-38-6854		0285-38-6841		329-0611		上三川町上三川5082-15		上三川町 カミノカワマチ		1		0		1		0		1		0		0		1		0		0		0		0		0				1		0				0		0		0		0				1		0				0

		承諾 ショウダク		はつらつサロン南天相談支援事業所		0285-22-4659		0285-38-6529		323-0027		小山市花垣町2-3-19		小山市、栃木市 オヤマシ トチギシ		0		0		1		0		1		1		0		1		1		1		1		1		0				0		0				0		0		0		0				1		0		利用したいサービス事業所が少なく生活改善、家族、支援者の負担軽減に繋がらない（訪問入浴、ショートステイ、生活介護などなど（就労Ａ型））医師によっては連携が困難。何処の精神科がよいかと利用者に問われるが答えは解らない。 リヨウ ジギョウショ スク セイカツ カイゼン カゾク シエンシャ フタン ケイゲン ツナ ホウモン ニュウヨク セイカツ カイゴ シュウロウ ガタ イシ レンケイ コンナン ドコ セイシンカ リヨウシャ ト コタ ワカ		0				本人の選択や受け入れ事業所の間口を広げる。例えば入浴はヘルパーの2人対応で行ているがヘルパー不足や腰痛の悪化などで対応が難しくなってくる。機会浴のできる生活介護を勧めるも本人の選択肢がない。自宅から出かける自由さのようなものが閉ざされているような気がする。反面高齢者のサービスは増加する一方で利用者が不足し閉鎖なども聞かれる。高齢者・障害者がともにデイサービスやショートステイを利用できるようにならないかと思う。障害児については働く両親をサポートすることで生活の安定や療育などへ通園のし易さを図り、送迎サービスの充実など。 ホンニン センタク ウ イ ジギョウショ マグチ ヒロ タト ニュウヨク ニン タイオウ オコナ ブソク ヨウツウ アッカ タイオウ ムズカ キカイ ヨク セイカツ カイゴ スス ホンニン センタクシ ジタク デ ジユウ ト キ ハンメン コウレイシャ ゾウカ イッポウ リヨウシャ フソク ヘイサ キ コウレイシャ ショウガイシャ リヨウ オモ ショウガイジ ハタラ リョウシン セイカツ アンテイ リョウイク ツウエン ヤス ハカ ソウゲイ ジュウジツ

		承諾 ショウダク		障がい者生活支援センターこぶし		028-680-5746		028-688-0214		321-0126		栃木県宇都宮市茂原町837-1		宇都宮市、上三川町 ウツノミヤシ カミノカワマチ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1				①医療機関との細かな連携体制②相談関係者を含め本人に関わり支援をするなかで即座に動きが取れるようなフットワークの軽いチーム作り イリョウ キカン コマ レンケイ タイセイ ソウダン カンケイシャ フク ホンニン カカ シエン ソクザ ウゴ ト カル ヅク
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Ｑ2.重症心身障害児（者）の定義をご存知ですか	知っている	知らない	40	33	Ｑ3.重症心身障害児（者）の方（家族・関係機関等）からの相談を受けたことがありますか	ある	ない	35	43	それは誰からの相談でしたか	ａ.家族	ｂ.支援者	ｃ.関係機関	27	6	12	それはどんな相談でしたか	生活上の相談	医療的な相談	制度に関する相談	教育に関する相談	サービス等利用計画書作成に関する相談	その他	19	7	15	5	26	3	それらの相談事業所として対応（解決）はできましたか	ａ.できた	ｂ.できなかった	27	4	自分の事業所で対応する	ほかの相談支援事業所へ依頼する	行政に依頼する	その他	17	15	8	9	Ｑ5.重症心身障害児（者）の方のサービス等利用計画書を作成したことがありますか	ある	ない	33	46	Ｑ5.重症心身障害児（者）の方のサービス等利用計画書
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ある	今後依頼があれば作成する	他の相談支援事業所に依頼する	作成するかどうかわからない	33	15	18	14	

相談支援事業所 (記述)

		Ｑ1.貴施設について、お伺いいたします キ シセツ ウカガ										事業所名とコメントをくっつけるで一表を作る ジギョウショ メイ イッピョウ ツク

		1		事業所名 ジギョウショ メイ								今月中 コンゲツ チュウ

		2		電話番号 デンワ バンゴウ								地図と一覧表をパワーポイント チズ イチラン ヒョウ

		3		FAX番号 バンゴウ								各項目ごとにページを作る カクコウモク ツク

		4		所在地 ショザイチ

		5		訪問可能な主な市町村 ホウモン カノウ オモ シチョウソン

		Ｑ2.重症心身障害児（者）の定義をご存知ですか ジュウショウシンシンショウガイジ シャ テイギ ゾンジ

		Ｑ2-1		知っている シ

		Ｑ2-2		知らない シ

		Ｑ3.重症心身障害児（者）の方（家族・関係機関等）からの相談を受けたことがありますか ジュウショウシンシンショウガイジ シャ カタ カゾク カンケイ キカン ナド ソウダン ウ

		Ｑ3-1		1		ある

		Ｑ3-2		2		ない

		Ｑ3-1-Ａ

				Ａ-1それは誰からの相談でしたか ダレ ソウダン

				1		ａ.家族 カゾク

				2		ｂ.支援者 シエンシャ

				3		ｃ.関係機関 カンケイ キカン

				Ａ-2それはどんな相談でしたか（複数回答可） ソウダン フクスウ カイトウ カ

				1		ａ.生活上の相談 セイカツ ジョウ ソウダン

				2		ｂ.医療的な相談 イリョウテキ ソウダン

				3		ｃ.制度に関する相談 セイド カン ソウダン

				4		ｄ.教育に関する相談 キョウイク カン ソウダン

				5		ｅ.サービス等利用計画書作成に関する相談 ナド リヨウ ケイカクショ サクセイ カン ソウダン

				6		ｆ.その他 タ

				Ａ-3それらの相談事業所として対応（解決）はできましたか ソウダン ジギョウショ タイオウ カイケツ

				1		ａ.できた

				2		ｂ.できなかった

				Ａ-3-1それはどうしてですか

				1		ａ解決手段・方法がなかった カイケツ シュダン ホウホウ

				2		ｂ.ほかの相談支援事業所に依頼した ソウダン シエン ジギョウショ イライ

				3		ｃ.行政に依頼した ギョウセイ イライ

				4		ｄ.その他 タ

		Ｑ4.Ｑ3-2「ない」→これから重症心身障害児（者）の方（本人・家族等）からの相談があればどのように対応されますか ジュウショウシンシンショウガイジ シャ カタ ホンニン カゾク ナド ソウダン タイオウ

				Ｑ4-1		自分の事業所で対応する ジブン ジギョウショ タイオウ

				Ｑ4-2		ほかの相談支援事業所へ依頼する ソウダン シエン ジギョウショ イライ

				Ｑ4-3		行政に依頼する ギョウセイ イライ

				Ｑ4-4		その他 タ

		Ｑ5.重症心身障害児（者）の方のサービス等利用計画書を作成したことがありますか ジュウショウシンシンショウガイジ シャ カタ ナド リヨウ ケイカクショ サクセイ

				Ｑ5-1		ある

				Ｑ5-2		ない

						Ｑ5-1-Ａ		「ある」と回答→作成にあたり、苦労したこと困ったことがありましたか カイトウ サクセイ クロウ コマ

						Ｑ5-2-Ａ		「ない」と回答 カイトウ

						1		ａ.今後依頼があれば作成する コンゴ イライ サクセイ

						2		ｂ.他の相談支援事業所に依頼する ホカ ソウダン シエン ジギョウショ イライ

						3		ｃ.作成するかどうかわからない サクセイ

						Ｑ5-2-Ａ-1		b.cを回答→それはどうしてですか カイトウ

		Q6.重症心身障害児（者）の方がより良い在宅生活をしていく上で何か必要だと思うことがあればご自由にお書きください ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ カタ ヨ ザイタク セイカツ ウエ ナニ ヒツヨウ オモ ジユウ カ



		承諾可否 ショウダク カヒ		Q1												Ｑ2.重症心身障害児（者）の定義をご存知ですか ジュウショウシンシンショウガイジ シャ テイギ ゾンジ				Ｑ3.重症心身障害児（者）の方（家族・関係機関等）からの相談を受けたことがありますか ジュウショウシンシンショウガイジ シャ カタ カゾク カンケイ キカン ナド ソウダン ウ																														Ｑ4.Ｑ3-2「ない」→これから重症心身障害児（者）の方（本人・家族等）からの相談があればどのように対応されますか ジュウショウシンシンショウガイジ シャ カタ ホンニン カゾク ナド ソウダン タイオウ										Ｑ5.重症心身障害児（者）の方のサービス等利用計画書を作成したことがありますか ジュウショウシンシンショウガイジ シャ カタ ナド リヨウ ケイカクショ サクセイ										Q6.重症心身障害児（者）の方がより良い在宅生活をしていく上で何か必要だと思うことがあればご自由にお書きください ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ カタ ヨ ザイタク セイカツ ウエ ナニ ヒツヨウ オモ ジユウ カ

				事業所名 ジギョウショ メイ		電話番号 デンワ バンゴウ		FAX番号 バンゴウ		郵便番号 ユウビンバンゴウ		所在地 ショザイチ		訪問可能な主な市町村 ホウモン カノウ オモ シチョウソン		知っている		知らない シ		ある		ない		それは誰からの相談でしたか						それはどんな相談でしたか														それらの相談事業所として対応（解決）はできましたか						自分の事業所で対応する ジブン ジギョウショ タイオウ		他の相談支援事業所へ依頼する ホカ ソウダン シエン ジギョウショ イライ		行政に依頼する ギョウセイ イライ		その他 タ				ある		ない		「ある」と回答		「ない」
と回答		b.c（23）を回答

																								家族 カゾク		支援者 シエンシャ		関係機関 カンケイ キカン		生活上の相談 セイカツ ジョウ ソウダン		医療的な相談 イリョウテキ ソウダン		制度に関する相談 セイド カン ソウダン		教育に関する相談 キョウイク カン ソウダン		サービス等利用計画書作成に関する相談 ナド リヨウ ケイカクショ サクセイ カン ソウダン		その他 タ		その他回答 タ カイトウ		それらの相談事業所として対応（解決）はできましたか		それはどうしてですか		それはどうしてですか

		否 イナ		手話通訳派遣協会相談支援事業所		0287-73-4422		0287-62-7776		325-0026		栃木県那須塩原市上厚崎431-17 ３２５－００２６				0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		0		1		本事業所と同様の地域で一般相談支援事業所と連携を図り対応する ホン ジギョウショ ドウヨウ チイキ イッパン ソウダン シエン ジギョウショ レンケイ ハカ タイオウ		0		1		0		2		当事業所は手話通訳派遣を主目的とする事業所であるため、聴覚障害に対するノウハウはあるがそれ以外の障害者に対応する専門性を有していない為 トウ ジギョウショ シュワ ツウヤク ハケン シュモクテキ ジギョウショ チョウカク ショウガイ タイ イガイ ショウガイシャ タイオウ センモンセイ ユウ タメ

		否 イナ		相談支援事業所すまいる		0285-45-7199		0285-45-8437		329-0205		小山市間々田750-1		小山市 オヤマシ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		1		0				0		1		0		3		現在担当させていただいているケースの他に受け入れる時間的余裕がないため。また専門的な知識や経験がなく自信がないため。 ゲンザイ タントウ ホカ ウ イ ジカンテキ ヨユウ センモンテキ チシキ ケイケン ジシン

		否 イナ		やまゆりの里		0284-90-2030		0284-90-2031		326-0011		足利市大沼田町525-1		足利市 アシカガシ		0		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		ショートステイの利用が可能かどうか リヨウ カノウ		2		1		ショートの利用を希望していたが、幼児で夜間に吸引が必要とのことだったので職員配置上困難と判断 リヨウ キボウ ヨウジ ヤカン キュウイン ヒツヨウ ショクイン ハイチ ジョウ コンナン ハンダン		0		0		0		0				0		1		0		2		あしかがの森さんが近くにあり専門性もあるため モリ チカ センモンセイ

		否 イナ		相談支援センターひかり		028-612-7717		028-612-7718		320-0072		宇都宮市若草4-20-7		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		0		1		0		1		0		0		1		0		1		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		居宅介護事業所とニーズのマッチング キョタク カイゴ ジギョウショ		0				短期入所事業所（医療的ケア対応型）の整備 タンキ ニュウショ ジギョウショ イリョウテキ タイオウガタ セイビ

		否 イナ		相談支援センター歩み		028-667-5151		028-667-5150		321-3233		宇都宮市上籠谷町3792		真岡市、芳賀町、宇都宮市 モオカシ ハガマチ ウツノミヤシ		0		1		1		0		0		1		0		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		毎日お会いしている方ではないしお話ができる方ではないので、計画書を作ることは少々戸惑いはありましたが、すべて療育指導室の先生にご指導いただき作成することができました。お幸せな時を過ごしてほしいという思いはいっぱいありますが、なにも出来ていない自分が申し訳ないような気持ちです。 マイニチ ア カタ ハナシ カタ ケイカクショ ツク ショウショウ トマド リョウイク シドウシツ センセイ シドウ サクセイ シアワ トキ ス オモ デキ ジブン モウ ワケ キモ		0				すみません。経験不足で在宅の方はよくわかりませんが、独立行政法人国立病院機構宇都宮病院にお伺いし行き届いた介護、職員の先生方の情熱にこういうところで重症心身障害者の方が過ごせることは幸せなのでは…としみじみ思いました。 ケイケン ブソク ザイタク カタ ドクリツ ギョウセイ ホウジン コクリツ ビョウイン キコウ ウツノミヤ ビョウイン ウカガ イ トド カイゴ ショクイン センセイガタ ジョウネツ ジュウショウ シンシン ショウガイシャ カタ ス シアワ オモ

		否 イナ		ワークス共育		0287-39-5593		0287-39-5630		329-2213		那須塩原市上大貫2028-2				1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		0		1		状況に応じて対応する ジョウキョウ オウ タイオウ		0		1				1				相談支援専門員のレベルアップが必要ではないかと思います ソウダン シエン センモンイン ヒツヨウ オモ

		否 イナ		指定特定相談支援センタードリーム		0288-32-2280		0288-32-2281		321-2341		日光市大沢町274		日光市、塩谷町、鹿沼市、宇都宮市 ニッコウシ シオヤ チョウ カヌマシ ウツノミヤ シ		0		1		1		0		1		0		0		1		1		1		0		0		0				1		0				0		0		0		0				1		0		計画を作成するにあたり医療機関との連携方法を具体化していくことに連絡調整に時間を要しました。また医師同士でのやりとりの方が早いように感じました。※解決できたと言っても施設の空き待ちで関係する病院で入院しております。 ケイカク サクセイ イリョウ キカン レンケイ ホウホウ グタイカ レンラク チョウセイ ジカン ヨウ イシ ドウシ ホウ ハヤ カン カイケツ イ シセツ ア マ カンケイ ビョウイン ニュウイン		0				入所ではなく、医療ケアのできる短期入所やグループホーム、日中一時、生活介護の拡充が必要であること。また重症心身障害児（者）への理解を広めていき、理解者を増やすこと、訪問看護、訪問医療、居宅介護も活用しやすい環境づくりを相談支援専門員はネットワークづくりに努めなければんらないと思います。 ニュウショ イリョウ タンキ ニュウショ ニッチュウ イチジ セイカツ カイゴ カクジュウ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ リカイ ヒロ リカイシャ フ ホウモン カンゴ ホウモン イリョウ キョタク カイゴ カツヨウ カンキョウ ソウダン シエン センモンイン ツト オモ

		否 イナ		ユーファーム支援センター		028-689-0070		028-680-0750		321-0972		宇都宮市下川俣町206-127		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2		これまでの実績として主に就労系の利用計画の作成を行っており重症心身障害児の方への支援については経験や人員の不足から対応が困難であると思われるため ジッセキ オモ シュウロウ ケイ リヨウ ケイカク サクセイ オコナ ジュウショウ シンシン ショウガイジ カタ シエン ケイケン ジンイン フソク タイオウ コンナン オモ

		否 イナ		障害者相談支援センターひびき		028-666-7601		028-666-7602		321-0403		宇都宮市下小倉町1536		宇都宮市、さくら市 ウツノミヤシ シ		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2		かつて受け入れたことがなく、またスタッフにも医療的ケアの知識や経験が乏しく、自信をもって迎え入れることができない ウ イ イリョウテキ チシキ ケイケン トボ ジシン ムカ イ		受け入れる施設が近辺にあること ウ イ シセツ キンペン

		否 イナ		相談支援事業ぴゅあ		028-611-1771		028-611-1772		321-0911		宇都宮市問屋町3426-46		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2

		否 イナ		指定特定相談支援事業所すえひろ		0287-23-3962		0287-24-1670		324-0042		大田原市末広1-2-5		大田原市、大田原市以外は交通費を受領 オオタワラシ オオタワラシ イガイ コウツウヒ ジュリョウ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2		事業所の対象を精神障害に限定し、市に申請しているため ジギョウショ タイショウ セイシン ショウガイ ゲンテイ シ シンセイ

		否 イナ		相談支援センターふじみだい		0285-44-0200		0285-44-4255		329-0412		下野市芝1123		下野市 シモノ シ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		0		1		ケースによって検討 ケントウ		0		1				2

		否 イナ		相談支援センターひゅーまにあ宇都宮		028-678-5385		028-678-5395		320-0802		宇都宮市江野町6-15大立ビル4階		宇都宮市（鹿沼市等近隣市町村） ウツノミヤシ カヌマシ ナド キンリン シチョウソン		0		1		1		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		あるではありますが、初めての作成でまた完成はしていない段階です。病院で実施されている活動医療等で自分自身が未熟で理解が足りていない為に苦労しています。 ハジ サクセイ カンセイ ダンカイ ビョウイン ジッシ カツドウ イリョウ ナド ジブン ジシン ミジュク リカイ タ タメ クロウ		0				①医療面での安心②外部と交流する機会③家族の方への支援 イリョウ メン アンシン ガイブ コウリュウ キカイ カゾク カタ シエン

		否 イナ		地域活動支援センターあしかが		0284-41-2643		0284-43-0463		326-0808		足利市本城1-1547		足利市 アシカガシ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0						0		1		0		0				0		1				2		専門外で知識等はなく、計画書の作成は難しいため センモンガイ チシキ トウ ケイカクショ サクセイ ムズカ

		否 イナ		南那須地区障害者相談支援センター		0287-80-1020		0287-80-1027		321-0624		那須烏山市旭1-18-8		那須烏山市、那珂川町 ナスカラスヤマシ ナカガワマチ		1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		アセスメント、院内での面会予定の調整、家族への説明など インナイ メンカイ ヨテイ チョウセイ カゾク セツメイ		0				在宅医療、訪問リハビリなど24時間対応出来る専門家チーム ザイタク イリョウ ホウモン ジカン タイオウ デキ センモンカ

		否 イナ		ワン・ハーモニー		0287-22-8255		0287-48-7225		324-0042		大田原市末広1-3618-13				0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				0

		否 イナ		ひまわり相談支援事業所		0282-20-5006		0282-23-4878		328-0052		栃木市祝町12－9				0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		1		0				0		1				3		意思伝達が自分にとって受け止められるかに不安があるため イシ デンタツ ジブン ウ ト フアン

		否 イナ		サンフラワーライフ		0285-22-1109		0285-22-1345		323-0808		小山市出井1936		小山市内 オヤマシナイ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				3		近隣に受け入れ施設が少なく在宅福祉サービスに向けるのが難しい キンリン ウ イ シセツ スク ザイタク フクシ ム ムズカ

		否 イナ		natu- la(ナチュラ)		0287-67-3115		0287-67-3115		329-3153		那須塩原市大原間239-1		那須塩原市、大田原市、那須町 ナスシオバラ シ オオタワラシ ナスマチ		0		1		1		0		1		0		0		1		1		1		0		0		0				1		0				0		0		0		0				1		0		サービス自体の幅がせまいため、本人が安全に安心した生活をうけられるためにどう組み合わせたら良いか。又、家族によっては苦手な事業所もあり限られた事業所を探すのが難しかった。 ジタイ ハバ ホンニン アンゼン アンシン セイカツ ク ア ヨ マタ カゾク ニガテ ジギョウショ カギ ジギョウショ サガ ムズカ		0				訪問系のサービスがもっと充実して欲しい ホウモン ケイ ジュウジツ ホ

		否 イナ		相談支援事業所ふるさとホーム那須		0287-98-3001		0287-98-8080		324-0414		大田原市片府田1301-59		大田原市、那須町、那須塩原市、周辺 オオタワラシ ナスマチ ナスシオバラ シ シュウヘン		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2		主な精神知的関係なので、今後はできるよう専門的な部分の勉強が必要です。 オモ セイシン チテキ カンケイ コンゴ センモンテキ ブブン ベンキョウ ヒツヨウ		①専門相談②居場所③地域の理解 センモン ソウダン イバショ チイキ リカイ

		否 イナ		特定相談支援事業所きのこ		028-635-8746		028-635-8778		320-0846		栃木県宇都宮市滝の原2-4-42 ３２０－０８４６		宇都宮市 ウツノミヤシ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		1		0				0		1				3		どのように作成したらいいか不安のため サクセイ フアン

		否 イナ		こども発達支援センター鹿沼市あおば園		0289-63-1745		0289-63-1745		322-0074		鹿沼市日吉町320－1				1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		1		0				0		1				2		相談支援専門員の不足、児童発達支援事業所利用のための計画書作成が主な業務になっている ソウダン シエン センモンイン フソク ジドウ ハッタツ シエン ジギョウショ リヨウ ケイカクショ サクセイ オモ ギョウム

		否 イナ		障害者相談支援センターみつか・Ｒｕ		028-648-3971		028-648-3936		321-0347		宇都宮市飯田町261		宇都宮市、鹿沼市 ウツノミヤシ カヌマシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		1		状況に応じして他機関と連携し判断する場合もある ジョウキョウ オウ ホカ キカン レンケイ ハンダン バアイ		0		1				1		計画依頼の状況に応じて対応できない月もある（モニタリング件数） ケイカク イライ ジョウキョウ オウ タイオウ ツキ ケンスウ

		否 イナ		工房つばさ		0285-40-0388		0285-40-6700		329-0401		下野市箕輪425-1		下野市、上三川町、壬生町、ただし状況に応じて対応することが難しい場合もある シモノ シ カミノカワマチ ミブマチ ジョウキョウ オウ タイオウ ムズカ バアイ		1		0		1		0		1		0		0		1		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		短期入所、ヘルパーなどの利用希望があっても受け入れてくれる事業所が見つからない タンキ ニュウショ リヨウ キボウ ウ イ ジギョウショ ミ		3		状況により作成することができない場合がある ジョウキョウ サクセイ バアイ		重心の方の短期入所等の利用ができるところが必要。在宅でのサービスの受入必要だと思われる。 ジュウシン カタ タンキ ニュウショ ナド リヨウ ヒツヨウ ザイタク ウケイレ ヒツヨウ オモ

		否 イナ		相談支援事業所グーフォ		028-673-0002		028-671-0785		329-1105		宇都宮市中岡本町3178-3				1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1				在宅生活を支える家族に負担が重くならないようにする。緊急時に対応してくれる医療ケア付きの宿泊施設を増やしてほしい ザイタク セイカツ ササ カゾク フタン オモ キンキュウジ タイオウ イリョウ ツ シュクハク シセツ フ

		否 イナ		那珂川町社協相談支援事業所		0287-92-1273		0287-92-1295		324-0613		那珂川町馬頭560-1		那珂川町 ナカガワマチ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				0				移動支援サービス イドウ シエン

		否 イナ		相談支援事業所大山田ノンフェール		0287-93-0660		0287-83-8182		324-0602		那珂川町大山田下郷955		那珂川町 ナカガワマチ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		1		0				0		1				2		平成27年度で相談支援事業を終了するため ヘイセイ ネンド ソウダン シエン ジギョウ シュウリョウ

		否 イナ		在宅サポートこころ		028-651-0780		028-651-0781		320-0042		宇都宮市材木町4-24				0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2

		否 イナ		相談支援事業所みらい ソウダン シエン ジギョウショ		0280-57-2673		0280-57-2673		329-0111		野木町丸林371-12		野木町、小山市 ノギマチ オヤマシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		0		1		しかるべき関係機関と連携して対応する カンケイ キカン レンケイ タイオウ		0		1				3		重症心身のノウハウがない ジュウショウ シンシン

		否 イナ		大田原市社会福祉協議会		0287-54-1849		0287-54-2745		324-0233		栃木県大田原市黒羽田町848 ３２４－０２３３		大田原市内 オオタワラシナイ		0		1		1		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0				2		1				0		1		0		0				0		1				2		職員が未熟なため ショクイン ミジュク		在宅医療の充実、居宅介護の２４時間対応（サービス事業所）の充実 ザイタク イリョウ ジュウジツ キョタク カイゴ ジカン タイオウ ジギョウショ ジュウジツ

		否 イナ		障がい者相談支援センターとまつり		028-680-5570		028-680-5271		320-0052		宇都宮市中戸祭町813		宇都宮市、近隣市町村 ウツノミヤシ キンリン シチョウソン		0		1		1		0		1		0		0		1		0		0		0		0		1		親子間の関わり オヤコ カン カカ		0		0		現在対応中 ゲンザイ タイオウチュウ		0		0		0		0				1		0		保護者との連携がとれない ホゴシャ レンケイ		0

		否 イナ		宇都宮市社会福祉協議会		028-636-1536		028-636-1537		320-0806		宇都宮市中央1-1-15		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		0				2		1		医療的ケアが必要な方が長時間外出したい。長時間支援者の拘束、移動手段（車の中での対応）、医療的ケアが必要な方が外出したいときに外出できる環境がすぐに整えられない、医療的けが必要な方で要介助であるが、歩行できる方が利用できる短期入所先はないか（アクセス時間も含む） イリョウテキ ヒツヨウ カタ チョウジカン ガイシュツ チョウジカン シエン シャ コウソク イドウ シュダン クルマ ナカ タイオウ イリョウテキ ヒツヨウ カタ ガイシュツ ガイシュツ カンキョウ トトノ イリョウテキ ヒツヨウ カタ ヨウ カイジョ ホコウ カタ リヨウ タンキ ニュウショ サキ ジカン フク		0		0		0		0				1		0		専門的（医療面）な知識がなく、専門用語が多く調べたり聞いたりしながら支援していくこと。長く関わらないと親の思いまで聞き出せないこと。 センモンテキ イリョウ メン チシキ センモン ヨウゴ オオ シラ キ シエン ナガ カカ オヤ オモ キ ダ		0				当事者が何歳になっても利用できるサービス環境（短期入所、訪問入浴など）。教育もほかのお子さん同様平等に受けられる機会（学校行事も含む）。相談対応できる人材の確保。緊急時でも利用できるサービスの調整・確保。直接支援できるサービス・人材を増やすこと。 トウジシャ ナンサイ リヨウ カンキョウ タンキ ニュウショ ホウモン ニュウヨク キョウイク コ ドウヨウ ビョウドウ ウ キカイ ガッコウ ギョウジ フク ソウダン タイオウ ジンザイ カクホ キンキュウジ リヨウ チョウセイ カクホ チョクセツ シエン ジンザイ フ

		承諾 ショウダク		ライフサポートセンターゆめ		0280-33-3624		0280-57-4624		329-0111		野木町丸林630-4		野木町、その周辺地域 ノギマチ シュウヘン チイキ		1		0		1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		1		福祉サービス利用に関する相談 フクシ リヨウ カン ソウダン		1		0				0		0		0		0				1		0		医療的な情報、知識に乏しくわからない用語などが数多く出てきた。医療的ケアの内容の聞き取り（どの部分を聞いていけばよいのか） イリョウテキ ジョウホウ チシキ トボ ヨウゴ カズオオ デ イリョウテキ ナイヨウ キ ト ブブン キ		0				Ｆａの負担軽減のためのレスパイト先（ＨＰ、ＳＳ機関等）。家族それぞれの訴え、希望を明確にしていく。関係機関がチームになりＦａの支え応援をしていく。 フタン ケイゲン サキ キカンナド カゾク ウッタ キボウ メイカク カンケイ キカン ササ オウエン

		承諾 ショウダク		足利ケアサービス		0284-21-7630		0284-21-3109		326-0843		足利市五十部町809-3		足利市、佐野市、太田市 アシカガシ サノシ オオタシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		0		1		ケースによって対応する タイオウ		0		1				3

		承諾 ショウダク		相談支援センターみさと		0285-72-9767				321-4104		芳賀郡益子町大沢2800-5		芳賀郡内（真岡市、益子町、市貝町、芳賀町、茂木町） ハガ グンナイ モオカシ マシコ チョウ イチ ガイ マチ ハガマチ モギマチ		1		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		資源が少ない、短期入所先の確保が難しかった。計画を作るのには、医療情報が難しく感じられた。 シゲン スク タンキ ニュウショ サキ カクホ ムズカ ケイカク ツク イリョウ ジョウホウ ムズカ カン		0				連携の取れる医療関係者がたくさん地域の中にいてくれると安心して生活できるかな。外出や余暇の充実を図るために医療の必要な人の生活が限られてしまっている（あきらめてしまっている） レンケイ ト イリョウ カンケイシャ チイキ ナカ アンシン セイカツ ガイシュツ ヨカ ジュウジツ ハカ イリョウ ヒツヨウ ヒト セイカツ カギ

		承諾 ショウダク		サポートセンターとみや生活支援センター		028-665-8230		028-665-8230		321-2116		宇都宮市徳次郎町540		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		0		1		0		0		0		0		1		1		1		1		1		0				0		1		医療的なケアが必要な利用者様の日中活動先が限られて利用できない人がいる。学校との連携が取りにくい。通勤手段・行事参加制限があり平等性が保たれない。学校はサービスで対応を望み、福祉行政は教育で何とかするべきとつねに折り合わない。 イリョウテキ ヒツヨウ リヨウシャサマ ニッチュウ カツドウ サキ カギ リヨウ ヒト ガッコウ レンケイ ト ツウキン シュダン ギョウジ サンカ セイゲン ビョウドウセイ タモ ガッコウ タイオウ ノゾ フクシ ギョウセイ キョウイク ナン オ ア		0		0		1		0		協力してほしい キョウリョク		1		0		利用できるサービスが限られている。社会参加できる機会が少なく、場が限られている。介護者の負担軽減が取りにくい。夢や希望を叶えるための資源が少ない。 リヨウ カギ シャカイ サンカ キカイ スク バ カギ カイゴシャ フタン ケイゲン ト ユメ キボウ カナ シゲン スク		0				通勤手段、保護者なくても教育が受けられる環境。常に親同行を求めるのでは、自立につながらず、いつになっても親の負担は軽減されない。親が安心して託せる日中活動の場。社会参加、役割を担える環境作り、職場。地域で生活していくための交流の機会や場があるといい。緊急的にレスパイトを受け入れてくれる場。 ツウキン シュダン ホゴシャ キョウイク ウ カンキョウ ツネ オヤ ドウコウ モト ジリツ オヤ フタン ケイゲン オヤ アンシン タク ニッチュウ カツドウ バ シャカイ サンカ ヤクワリ ニナ カンキョウ ヅク ショクバ チイキ セイカツ コウリュウ キカイ バ キンキュウテキ ウ イ バ

		承諾 ショウダク		社会就労センターえいぶるの里 シャカイ シュウロウ サト		0285-22-4561		0285-224581		323-0003		小山市東島田2403-2		小山市、下野市、上三川町、野木町、結城市、古河市、筑西市 オヤマシ シモノ シ カミノカワマチ ノギマチ ユウキシ コガシ ツク ニシ シ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				1		0		自己決定が難しいため、家族中心の考えになってしまうこと。また、利用できる社会資源が少ない。 ジコ ケッテイ ムズカ カゾク チュウシン カンガ リヨウ シャカイ シゲン スク		1				関係機関との連携、特に在宅が長い方は医療機関とのかかわりが家族も含め、希薄になってしまい、二次障害に対応できない。地域に総合的に支援でき、医療的ケアが受けられる場所、または訪問医療の充実が必要と思います。 カンケイ キカン レンケイ トク ザイタク ナガ カタ イリョウ キカン カゾク フク キハク ニジ ショウガイ タイオウ チイキ ソウゴウテキ シエン イリョウテキ ウ バショ ホウモン イリョウ ジュウジツ ヒツヨウ オモ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所「ピュア」		0282-31-3911		0282-31-3912		328-0133		栃木市大森町465		栃木市、鹿沼市、佐野市、小山市、壬生町 トチギシ カヌマシ サノシ オヤマシ ミブマチ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1

		承諾 ショウダク		社会福祉法人とちのみ会　こなかの森 シャカイ フクシ ホウジン カイ モリ		0283-24-5757		0283-24-6294		327-0001		佐野市小中町1280		佐野市、足利市 サノシ アシカガシ		1		0		1		0		1		0		0		1		0		1		0		0		0				1		2		通所型のため、短期入所の受け入れはサービスとして提供できず、他施設の紹介、相談支援事業につなげている。 ツウショ ガタ タンキ ニュウショ ウ イ テイキョウ タ シセツ ショウカイ ソウダン シエン ジギョウ		0		0		0		0				1		0		療養型短期入所ほかの施設への短期入所の受け入れ状況など、受け入れ場所を見つけるなど。短期入所時の発作発症時医療への繋ぎが困難。問題多（かかりつけ医への搬送） リョウヨウガタ タンキ ニュウショ シセツ タンキ ニュウショ ウ イ ジョウキョウ ウ イ バショ ミ タンキ ニュウショ ジ ホッサ ハッショウ ジ イリョウ ツナ コンナン モンダイ タ イ ハンソウ		0				佐野市には、身障（重心）短期入所施設がなく老人施設に佐野市が委託しているが、利用する人もいなく、サービスが使いづらい状態にある。短期入所受け入れ可能施設が増えることで、家族のほうも使いやすく利便性があがると考えます。 サノシ シンショウ ジュウシン タンキ ニュウショ シセツ ロウジン シセツ サノシ イタク リヨウ ヒト ツカ ジョウタイ タンキ ニュウショ ウ イ カノウ シセツ フ カゾク ツカ リベンセイ カンガ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所テトテ		0287-36-7171		0287-36-7181		329-2732		那須塩原市一区町251-1		那須塩原市（大田原、矢板、那須町、那珂川町、烏山） ナスシオバラ シ オオタワラ ヤイタ ナスマチ ナカガワマチ カラスヤマ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		0		1		委託の相談支援事業所や重心専門の事業所に相談する イタク ソウダン シエン ジギョウショ ジュウシン センモン ジギョウショ ソウダン		0		1				3		その方にとって、より専門性の高い方が対応することが望ましいと思いますので、作成が適するか否か周囲のサービス状況なども考慮して決めたいと思います。適切にアドバイスをいただける地域の環境が整っていれば、スキルアップ、経験の積み重ねのためにも作成したいです。 カタ センモンセイ タカ ホウ タイオウ ノゾ オモ サクセイ テキ イナ シュウイ ジョウキョウ コウリョ キ オモ テキセツ チイキ カンキョウ トトノ ケイケン ツ カサ サクセイ		相談支援専門員のスキルアップ。きめ細かい支援（サービスの充実）本人のニーズを正しく理解できる人材の育成と地域の理解。 ソウダン シエン センモンイン コマ シエン ジュウジツ ホンニン タダ リカイ ジンザイ イクセイ チイキ リカイ

		承諾 ショウダク		指定特定相談支援事業所あじさい		0287-60-3361		0287-60-3362		325-0034		那須塩原市東原166		那須塩原市、那須町 ナスシオバラ シ ナスマチ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2				訪問看護、訪問診療を行う医師が必要だと思います。 ホウモン カンゴ ホウモン シンリョウ オコナ イシ ヒツヨウ オモ

		承諾 ショウダク		障害者相談支援センターいぶき		028-678-3502		028-676-3501		329-1216		高根沢町桑窪2266-2		高根沢町 タカネザワマチ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1				短期入所など受け入れてくれる施設を増やしてほしい。県内で受け入れていただけない為、県外の施設を考えなくてはいけない方がいます。 タンキ ニュウショ ウ イ シセツ フ ケンナイ ウ イ タメ ケンガイ シセツ カンガ カタ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所わくわくおやま		0285-24-6575		0285-20-0255		323-0022		小山市駅東通り3-9-6		小山市 オヤマシ		1		0		1		0		1		1		1		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		関係事業所が多いことで情報収集連携等大変。医療機関とも連携を図る必要あり。レスパイト、ショートステイの受入困難。利用できる事業所が少ない。 カンケイ ジギョウショ オオ ジョウホウ シュウシュウ レンケイ ナド タイヘン イリョウ キカン レンケイ ハカ ヒツヨウ ウケイレ コンナン リヨウ ジギョウショ スク		0				重症心身障害児（者）を受け入れしてくれる事業所、施設がもっと多くあればよいと思われる。通所日中一時短期入所など。相談支援、計画作成についてもほかの事業所が受け入れてくれないとの理由で受け入れ可能事業所へ集中してしまう為、相談員への研修等を増やせばよいが。しかし日々の業務が多忙であるため、難しいのかな？ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ ウ イ ジギョウショ シセツ オオ オモ ツウショ ニッチュウ イチジ タンキ ニュウショ ソウダン シエン ケイカク サクセイ ジギョウショ ウ イ リユウ ウ イ カノウ ジギョウショ シュウチュウ タメ ソウダン イン ケンシュウ ナド フ ヒビ ギョウム タボウ ムズカ

		承諾 ショウダク		相談支援センターネクスト		080-8854-9551		0280-612-1558		320-0034		宇都宮市泉町6-25		宇都宮市 ウツノミヤシ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2

		承諾 ショウダク		相談支援事業のぞみ		0287-65-2288		0287-65-2282		329-3152		那須塩原市上中野53		那須塩原市、大田原市、那須町 ナスシオバラ シ オオタワラシ ナスマチ		1		0		1		0		0		0		1		1		1		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		現サービスでの医療ケアをふまえ、将来にむけて他事業との連携につなげるよう計画作成、調整に苦労した。 ゲン イリョウ ショウライ タ ジギョウ レンケイ ケイカク サクセイ チョウセイ クロウ		0				選択肢が増えるよう受け入れ可能な福祉サービス事業所の増加が必要だと思われます。 センタクシ フ ウ イ カノウ フクシ ジギョウショ ゾウカ ヒツヨウ オモ

		承諾 ショウダク		サポートセンターひばり		028-670-0330		028-667-7315		321-3236		宇都宮市竹下町435-159		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		苦労ではないが、お母様がとても一生懸命ですでにサービスも繋がっていたため、現状を計画にする形となったが、計画作成後のかかわりについて相談員としてどのようにすべきことが望ましいかと考える。 クロウ カアサマ イッショウケンメイ ツナ ゲンジョウ ケイカク カタチ ケイカク サクセイ ゴ ソウダン イン ノゾ カンガ		0				福祉サービスや医療、またボランティアが入室されるととてもよいと思います。また、介助者（家族）のケアも考えると気軽に参加できるようなイベント（医療が整っていたり、介助するボランティアさんがいたり）や、同じ重症心身障害児（者）をもつかたとのネットワークがあるといいのかなと思います。 フクシ イリョウ ニュウシツ オモ カイジョシャ カゾク カンガ キガル サンカ イリョウ トトノ カイジョ オナ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ オモ

		承諾 ショウダク		高根沢町障害児者生活支援センターすまいる タカネザワマチ		028-612-2751		028-612-2752		329-1225		栃木県塩谷郡高根沢町石末1825　福祉センター内 ３２９－１２２５ フクシ ナイ		高根沢町 タカネザワマチ		1		0		1		0		0		0		1		0		0		1		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		地元に使える資源がなく苦労した ジモト ツカ シゲン クロウ		0				①医療と福祉の連携ネットワーク②重心の方でも利用できるサービスが増えること③訪問診療医 イリョウ フクシ レンケイ ジュウシン カタ リヨウ フ ホウモン シンリョウ イ

		承諾 ショウダク		障害者相談支援センターフォレスト		0284-91-1816		0284-91-2867		326-0011		足利市大沼田町615		足利市及び近隣市町村 アシカガシ オヨ キンリン シチョウソン		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0				0

		承諾 ショウダク		障がい者相談支援事業所ケアサプライ		0287-73-5312		0287-73-5311		329-3221		栃木県那須郡那須町漆塚762-102 ３２９－３２２１		白河市、那須町、那須塩原市、大田原市 シラカワシ ナスマチ ナスシオバラシ オオタワラシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1				サービスを提供できる事業所の充実を図る テイキョウ ジギョウショ ジュウジツ ハカ

		承諾 ショウダク		南栃木支援センター相談支援		0285-44-6118		0285-44-7215		329-0412		下野市柴1432-105		下野市、小山市、壬生町 シモノ シ オヤマシ ミブマチ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		0		1		介護保険と併用する場合のみ対応する カイゴ ホケン ヘイヨウ バアイ タイオウ		0		1				3		介護保険と併用する場合のみ作成する カイゴ ホケン ヘイヨウ バアイ サクセイ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所とまり木		0287-54-2854		0287-54-2230		324-0231		大田原市北野上3952		大田原市、那須塩原市、那須町 オオタワラシ ナスシオバラシ ナスマチ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1				当事業所の対応範囲は現在、知的障害者特に中・軽度が主だが、精神（高次脳機能障害も含む）分野もやり始めている。今後重症心身障害者もほかの相談支援事業所の助けを得ながら、勉強しながら対応したいと考えている。そのために研修や見学の機会を多く作っていただきたい。今は、当事業所はその程度しか考えられない。 トウ ジギョウショ タイオウ ハンイ ゲンザイ チテキ ショウガイシャ トク チュウ ケイド オモ セイシン コウジ ノウ キノウ ショウガイ フク ブンヤ ハジ コンゴ ジュウショウ シンシン ショウガイシャ ソウダン シエン ジギョウショ タス エ ベンキョウ タイオウ カンガ ケンシュウ ケンガク キカイ オオ ツク イマ トウ ジギョウショ テイド カンガ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所ポンテ		028-652-7288		028-652-6355		321-0341		宇都宮市古賀志町1964-12		宇都宮、鹿沼、日光、壬生 ウツノミヤ カヌマ ニッコウ ミブ		0		1		1		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0				0				未就学児（3～5才）の方の医療型児童発達支援を分離で行う施設が数か所あると良いと思います。 ミシュウガクジ サイ カタ イリョウ ガタ ジドウ ハッタツ シエン ブンリ オコナ シセツ スウ ショ ヨ オモ

		承諾 ショウダク		相談支援センター光輝舎		0285-70-2020		0285-72-8222		321-4105		芳賀郡益子町北中1113-1		芳賀郡、真岡市等 ハガ グン モオカシ ナド		1		0		1		0		1		1		1		1		0		1		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		利用できるサービス事業所が少ない。重心児者に合わせたプログラムが見つからない（近隣で） リヨウ ジギョウショ スク ジュウシン ジ シャ ア ミ キンリン		0				本人の状態にもよるが、重度化する状況に対応できる事業所の確保。家族の負担が大きくなり在宅生活の継続が困難になることが予測されるので、在宅で支援が受けられるような体制の充実と、レスパイトサービスの拡大。 ホンニン ジョウタイ ジュウドカ ジョウキョウ タイオウ ジギョウショ カクホ カゾク フタン オオ ザイタク セイカツ ケイゾク コンナン ヨソク ザイタク シエン ウ タイセイ ジュウジツ カクダイ

		承諾 ショウダク		特定相談支援事業所やすらぎ		028-650-7727		028-650-7728		320-0011		宇都宮市富士見が丘3－19－20		宇都宮市 ウツノミヤシ		0		0		1		0		1		0		0		0		0		1		1		0		0				0		3		対応できるヘルパーがいれば支援する タイオウ シエン		0		0		0		0				0		1				3

		承諾 ショウダク		障がい者支援センターにんべん		028-686-2539		028-686-2584		329-1417		さくら市フィオーレ喜連川5-2-1　フィオーレガーデン1-102		さくら市 シ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1				地域資源アンケートをいただきありがとうございました。設問に対しまして知識不足にこれでいいのかという思いです。相談支援専門員として設問にありました「3」要望がでますれば、先輩相談員・各職種の方々に相談・指導をいただき、相談支援事業を行ってみたいと考えます。大島先生について学ばせて頂きました。 チイキ シゲン セツモン タイ チシキ ブソク オモ ソウダン シエン センモンイン セツモン ヨウボウ センパイ ソウダン イン カクショクシュ カタガタ ソウダン シドウ ソウダン シエン ジギョウ オコナ カンガ オオシマ センセイ マナ イタダ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所おやま		0285-22-1833		0285-228946		323-0014		小山市喜沢660		小山市、下野市 オヤマシ シモノ シ		1		0		1		0		1		1		0		0		0		0		0		1		0				2		3				0		0		0		0				1		0		本人の意思が明確でないので親の意向中心のものになってしまった。 ホンニン イシ メイカク オヤ イコウ チュウシン		0

		承諾 ショウダク		真岡介護センター		0285-80-5200		0285-80-5211		321-4361		真岡市並木町1-8-1　シティ並木102 ナミキ		真岡市、芳賀町南部、市貝町南部、益子町西部、上三川東部 モオカシ ハガマチ ナンブ イチ ガイ チョウ ナンブ マシコ チョウ セイブ カミノカワ トウブ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		0		1				0		1				3		担当者の受け持ちケースの状況など考慮し対応できるか検討したい タントウシャ ウ モ ジョウキョウ コウリョ タイオウ ケントウ

		承諾 ショウダク		さの社協相談支援センターほっぷ		0283-22-8152		0283-22-8199		327-0003		佐野市大橋町3212-27		佐野市全域 サノシ ゼンイキ		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2		現在相談支援専門員1名で行っているため ゲンザイ ソウダン シエン センモンイン メイ オコナ

		承諾 ショウダク		相談支援ウエイブ		0282-23-4465		0282-23-4465		328-0012		栃木市平柳町1-2-7		栃木市、壬生町 トチギシ ミブマチ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		1		0				0		1				2		指定特定相談支援事業で精神に対応しているため シテイ トクテイ ソウダン シエン ジギョウ セイシン タイオウ		ご家族の中だけでは生活がマンネリ化して単調になりかねないので、音楽、体を動かす、読み聞かせ麻痺・拘縮のマッサージなどのリハビリの頻度を高める。ご本人が楽しいと感じることを提供できる。ご家族が疲弊しないよう旅行や趣味などの充実した時間がもてるようサービスを利用していくこと。 カゾク ナカ セイカツ カ タンチョウ オンガク カラダ ウゴ ヨ キ マヒ コウシュク ヒンド タカ ホンニン タノ カン テイキョウ カゾク ヒヘイ リョコウ シュミ ジュウジツ ジカン リヨウ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所わらしべの家		0282-27-1627		0282-27-1675		328-0011		栃木市大宮町2708-3		栃木市 トチギシ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1		専門的な知識が不十分なため行政などの機関と相談しながらの対応となります センモンテキ チシキ フジュウブン ギョウセイ キカン ソウダン タイオウ		短期入所や移動支援などの福祉サービス利用時にお付き合いのある医療機関や訪問看護の看護師が同行でき緊急時の対応が迅速にとれる体制（すでにできていたらすみません） タンキ ニュウショ イドウ シエン フクシ リヨウ ジ ツ ア イリョウ キカン ホウモン カンゴ カンゴシ ドウコウ キンキュウジ タイオウ ジンソク タイセイ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所　空		0287-73-8165		0287-73-8165		329-3157		那須塩原市大原間西1-19-9		那須塩原市、大田原市、那須町 ナスシオバラ シ オオタワラシ ナスマチ		1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		重心のお子様の療育支援をやっていたので、苦労はありませんでしたが、医療（訪問看護）訪問リハ訪問入浴の制度を知らなかったので、その方々との連携が取れて大変勉強になりました。 ジュウシン コサマ リョウイク シエン クロウ イリョウ ホウモン カンゴ ホウモン ホウモン ニュウヨク セイド シ カタガタ レンケイ ト タイヘン ベンキョウ		0				医療的ケアの必要な方には支援スタッフ・必ず看護師の方が不在では双方安心したケアはできません。例）乳幼児の通所事業は保母と看護師さん。小学→高校までは義務教育がありますが事後に生活介護はもちろんですが、本当に重心の方の為の日中活動の場が不足しているとおもいますので重心の方の通所事業は必要と思います。家庭以外で通える場所→一時預かりや療育支援事業→高校卒業後は通所施設（一時預かりも含めて） イリョウテキ ヒツヨウ カタ シエン カナラ カンゴシ カタ フザイ ソウホウ アンシン レイ ニュウヨウジ ツウショ ジギョウ ホボ カンゴシ ショウガク コウコウ ギム キョウイク ジゴ セイカツ カイゴ ホントウ ジュウシン カタ タメ ニッチュウ カツドウ バ フソク ジュウシン カタ ツウショ ジギョウ ヒツヨウ オモ カテイ イガイ カヨ バショ イチジ アズ リョウイク シエン ジギョウ コウコウ ソツギョウゴ ツウショ シセツ イチジ アズ フク

		承諾 ショウダク		相談支援事業所みどり		0285-45-8362		0285-45-8397		329-0214		小山市乙女786-1		小山市、栃木市、古河市、結城市 オヤマシ トチギシ コガシ ユウキシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0		大人は対応可能 オトナ タイオウ カノウ		1		1		大人はあるが、こどもはない。先日訪問介護を事業所にお願いしたところどこの事業所も受けていただけなかった。 オトナ センジツ ホウモン カイゴ ジギョウショ ネガ ジギョウショ ウ		3		成人しか計画相談をしたことがないので不安である。当事業所は相談員が一名なので相談する相手がいない セイジン ケイカク ソウダン フアン トウ ジギョウショ ソウダン イン イチメイ ソウダン アイテ		サービス事業所で受けてもらえないケースがある。特に重心や精神知的等重複して疾患を持っていると問い合わせた時点でお断りされてします。 ジギョウショ ウ トク ジュウシン セイシン チテキ ナド チョウフク シッカン モ ト ア ジテン コトワ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所こころみ		0284-41-5039		0284-43-2665		326-0061		足利市田島町611-2				0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		1		0				0		1				3		これまで前例がなく、またこの障害について熟知した方（機関）があるならそちらでしていただいた方がご本人様にとってよい支援であると考えるから。※現在当法人の入所・通所等サービスを利用されている方の相談支援がほとんどの状況です。 ゼンレイ ショウガイ ジュクチ カタ キカン ホウ ホンニンサマ シエン カンガ ゲンザイ トウホウジン ニュウショ ツウショ ナド リヨウ カタ ソウダン シエン ジョウキョウ

		承諾 ショウダク		相談支援センターのどか　真岡センター		0285-81-5890		0285-85-8452		321-4305		真岡市荒町111-1		真岡市、芳賀町、市貝町、益子町、茂木町 モオカシ ハガマチ イチガイ マチ マシコ チョウ モギ マチ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1				在宅での生活では家族の介護負担の軽減が必要。フォーマルインフォーマルの枠にとらわれない福祉サービス。 ザイタク セイカツ カゾク カイゴ フタン ケイゲン ヒツヨウ ワク フクシ

		承諾 ショウダク		友井タクシー介護ステーションふれあい		0285-30-0840		0285-30-0844		323-0025		小山市城山町2丁目12-25		小山市 オヤマシ		1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		利用するサービスは多様で、施設・病院・学校など医療福祉事業所数も多く連携を図るのが困難。学校行事に参加するための会出自の支援サービスがない。 リヨウ タヨウ シセツ ビョウイン ガッコウ イリョウ フクシ ジギョウショ スウ オオ レンケイ ハカ コンナン ガッコウ ギョウジ サンカ カイ シュツジ シエン		0				ご家族様が安心して預けることができる施設と必要に預けられる施設の数は少ない。片道１時間以上かかるためとても不便に思います。呼吸器の方の預かり先は少ない。 カゾクサマ アンシン アズ シセツ ヒツヨウ アズ シセツ カズ スク カタミチ ジカン イジョウ フベン オモ コキュウキ カタ アズ サキ スク

		承諾 ショウダク		もくせいの里		0282-43-0593		0282-43-1387		329-4405		栃木市大平町西山田1198		栃木市内 トチギシナイ		0		1		1		0		1		0		0		1		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		ニーズにあてはまるサービスがなかった。例）①入浴支援②移送サービス　①自宅の浴槽では支援が入れず訪問入浴を検討。しかし、浴槽を置けるスペースがなく断念。②主たる介護者が入院。学校までの送迎ができず特例で市の移送サービスを利用するもかなり時間を要した。 レイ ニュウヨク シエン イソウ ジタク ヨクソウ シエン ハイ ホウモン ニュウヨク ケントウ ヨクソウ オ ダンネン シュ カイゴシャ ニュウイン ガッコウ ソウゲイ トクレイ シ イソウ リヨウ ジカン ヨウ		0				①地域の理解や協力②受け入れの拡大（重心の通所、24時間看護体制が整った短期入所）③デマンドタクシー等関係者の重心に対する理解（理解附属により資源として存在するが利用しがたい）④児童が入浴支援を受けられる環境（家族の身体的な介護負担軽減） チイキ リカイ キョウリョク ウ イ カクダイ ジュウシン ツウショ ジカン カンゴ タイセイ トトノ タンキ ニュウショ ナド カンケイシャ ジュウシン タイ リカイ リカイ フゾク シゲン ソンザイ リヨウ ジドウ ニュウヨク シエン ウ カンキョウ カゾク シンタイテキ カイゴ フタン ケイゲン

		承諾 ショウダク		足利障害者相談支援センター		0284-44-0307		0284-44-0318		326-0064		足利市東砂原後町1072		足利市、佐野市 アシカガシ サノシ		1		0		1		0		1		0		0		1		0		1		0		1		0				1		0				0		0		0		0				0		1				2		委託相談支援事業所のため イタク ソウダン シエン ジギョウショ		医療的ケアが整った施設のショートステイ充実が必要。また、特に呼吸器をつけた方のショート療養介護の利用とそれらを利用するための送迎体制の充実が必要。 イリョウテキ トトノ シセツ ジュウジツ ヒツヨウ トク コキュウキ カタ リョウヨウ カイゴ リヨウ リヨウ ソウゲイ タイセイ ジュウジツ ヒツヨウ

		承諾 ショウダク		指定障害者相談支援事業所あるしぇん		0282-86-7665		0282-21-7109		321-0201		栃木県下都賀郡壬生町安塚2032 ３２１－０２０１		壬生町 ミブマチ		1		0		1		0		1		0		0		1		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		①相談支援専門員として重症心身障害児（者）の方に対する支援の知識や経験が少ない②医療的ケアが必要となる方に対して対応できる福祉サービス（事業所）が少ない。 ソウダン シエン センモンイン ジュウショウシンシンショウガイジ シャ カタ タイ シエン チシキ ケイケン スク イリョウテキ ヒツヨウ カタ タイ タイオウ フクシ ジギョウショ スク		0				医療的ケアが必要な方に関して、福祉のサービスでは対応しきれない部分が多く、結果として家族が本人を抱え込まざるを得ない現状があるように感じます。家族の介護負担が少しでも軽減できるよう福祉サービスも柔軟な対応が出来るようになるといいなと思います。 イリョウテキ ヒツヨウ カタ カン フクシ タイオウ ブブン オオ ケッカ カゾク ホンニン カカ コ エ ゲンジョウ カン カゾク カイゴ フタン スコ ケイゲン フクシ ジュウナン タイオウ デキ オモ

		承諾 ショウダク		下野市相談支援事業所 こばと		0285-44-6783		0285-44-6783		329-0414		下野市小金井1146-6		下野市、上三川町 シモノ シ カミノカワマチ		1		0		1		0		0		0		1		1		0		1		1		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		医療的ケアが必要な乳幼児に対応できるヘルパー事業所。短期入所・日中一時支援事業所が近くにない（少ない）。 イリョウテキ ヒツヨウ ニュウヨウジ タイオウ ジギョウショ タンキ ニュウショ ニッチュウ イチジ シエン ジギョウショ チカ スク		0				設問5で回答した内容：外出可能な方は児童発達支援を利用可能であるが無理な方は外部との交流をもちにくい。訪問看護・訪問リハビリが入っているケースはいいがない場合母子で孤立しがち。幸いあそびの支援をしてくれるヘルパー事業所があり支援につながっている。ヘルパー利用を希望されない家庭、利用したくてもヘルパー事業所がない等支援に苦慮する。 セツモン カイトウ ナイヨウ ガイシュツ カノウ カタ ジドウ ハッタツ シエン リヨウ カノウ ムリ カタ ガイブ コウリュウ ホウモン カンゴ ホウモン ハイ バアイ ボシ コリツ サイワ シエン ジギョウショ シエン リヨウ キボウ カテイ リヨウ ジギョウショ ナド シエン クリョ

		承諾 ショウダク		相談支援センターぴあん ソウダン シエン		0282-31-1755		0282-31-2919		328-0067		栃木市皆川城内町333-2		栃木市、小山市 トチギシ オヤマシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1				これまで現場で関わったことがなく、事例検討でしか情報を把握しておらず不安はあります。でも関係機関やご家族様からいろいろなことを教えて頂きながら相談支援として専門性を活かせればと思っています。色々な立場の方からお話をお伺いしてもご家族や医療機関専門的な事業所の負担が大きく相談支援があまり役に立つことができていない（場合によっては自ら引いてしまう）今の現状を少しでも変えていければいいと思います。 ゲンバ カカ ジレイ ケントウ ジョウホウ ハアク フアン カンケイ キカン カゾクサマ オシ イタダ ソウダン シエン センモンセイ イ オモ イロイロ タチバ カタ ハナシ ウカガ カゾク イリョウ キカン センモンテキ ジギョウショ フタン オオ ソウダン シエン ヤク タ バアイ ミズカ ヒ イマ ゲンジョウ スコ カ オモ

		承諾 ショウダク		うつのみや		028-632-6074/090-4059-9728		028-632-6075		320-0861		宇都宮市西2-1-7		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				3		専門的な知識を社会資源のアドバイスを他相談支援事業所からいただきながらみずからの事業所で引き受けるという形が望ましい センモンテキ チシキ シャカイ シゲン ホカ ソウダン シエン ジギョウショ ジギョウショ ヒ ウ カタチ ノゾ

		承諾 ショウダク		サポートセンターきりん		028-612-3838		028-678-3257		321-0905		栃木県宇都宮市平出工業団地43-100 ３２１－０９０５		宇都宮市 ウツノミヤシ		0		1		1		0		1		0		0		1		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		療養介護に入所しているので他のサービスの利用が困難。そのための社会資源をつなげたり、活用したりするのが難しい。 リョウヨウ カイゴ ニュウショ ホカ リヨウ コンナン シャカイ シゲン カツヨウ ムズカ		0				今後、市町村などで展開されていく生活拠点に関する事業をうまく活用できればいいなと感じています。入所されている方々については地域とのつながり方が今後は重要になってくると思われますので、広く門扉を開けた活動などが多くなってくるといいなと思っています。 コンゴ シチョウソン テンカイ セイカツ キョテン カン ジギョウ カツヨウ カン ニュウショ カタガタ チイキ カタ コンゴ ジュウヨウ オモ ヒロ モンピ ア カツドウ オオ オモ

		承諾 ショウダク		さわやか相談支援センター		0280-57-4884		0280-57-4994		329-0112		野木町南赤塚1145-1		小山市、野木町、古河市、栃木市 オヤマシ ノギマチ コガシ トチギシ		0		1		1		0		0		0		1		0		0		1		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		現実的な目標の位置づけ ゲンジツテキ モクヒョウ イチ		0

		承諾 ショウダク		相談支援事業所つばさ		0287-53-7393		0287-53-7394		324-0044		大田原市親園824-1		大田原市、那須塩原市、那須烏山市、矢板市、さくら市、那須町、塩谷町、高根沢町 オオタワラシ ナスシオバラシ ナスカラスヤマシ ヤイタシ シ ナスマチ シオ タニ マチ タカネザワマチ		1		0		1		0		1		0		1		1		0		1		0		0		0				1		2		医療的なケアが必要なケース、将来的に短期入所につなげたいケースだった為、専門の事業所に依頼した イリョウテキ ヒツヨウ ショウライテキ タンキ ニュウショ タメ センモン ジギョウショ イライ		1		1		0		0				1		0		使えるサービスの少なさに調整が難しかった ツカ スク チョウセイ ムズカ		1				乳幼児期の受け入れ可能な福祉サービス等の社会資源が必要である。 ニュウヨウジ キ ウ イ カノウ フクシ ナド シャカイシゲン ヒツヨウ

		承諾 ショウダク		特定相談支援センターはじめ		0284-22-4561		0284-22-4562		326-0143		足利市葉鹿町735-1		足利市 アシカガシ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1

		承諾 ショウダク		上三川障がい児・者生活相談支援センター		0285-38-6854		0285-38-6841		329-0611		上三川町上三川5082-15		上三川町 カミノカワマチ		1		0		1		0		1		0		0		1		0		0		0		0		0				1		0				0		0		0		0				1		0				0

		承諾 ショウダク		はつらつサロン南天相談支援事業所		0285-22-4659		0285-38-6529		323-0027		小山市花垣町2-3-19		小山市、栃木市 オヤマシ トチギシ		0		0		1		0		1		1		0		1		1		1		1		1		0				0		0				0		0		0		0				1		0		利用したいサービス事業所が少なく生活改善、家族、支援者の負担軽減に繋がらない（訪問入浴、ショートステイ、生活介護などなど（就労Ａ型））医師によっては連携が困難。何処の精神科がよいかと利用者に問われるが答えは解らない。 リヨウ ジギョウショ スク セイカツ カイゼン カゾク シエンシャ フタン ケイゲン ツナ ホウモン ニュウヨク セイカツ カイゴ シュウロウ ガタ イシ レンケイ コンナン ドコ セイシンカ リヨウシャ ト コタ ワカ		0				本人の選択や受け入れ事業所の間口を広げる。例えば入浴はヘルパーの2人対応で行ているがヘルパー不足や腰痛の悪化などで対応が難しくなってくる。機会浴のできる生活介護を勧めるも本人の選択肢がない。自宅から出かける自由さのようなものが閉ざされているような気がする。反面高齢者のサービスは増加する一方で利用者が不足し閉鎖なども聞かれる。高齢者・障害者がともにデイサービスやショートステイを利用できるようにならないかと思う。障害児については働く両親をサポートすることで生活の安定や療育などへ通園のし易さを図り、送迎サービスの充実など。 ホンニン センタク ウ イ ジギョウショ マグチ ヒロ タト ニュウヨク ニン タイオウ オコナ ブソク ヨウツウ アッカ タイオウ ムズカ キカイ ヨク セイカツ カイゴ スス ホンニン センタクシ ジタク デ ジユウ ト キ ハンメン コウレイシャ ゾウカ イッポウ リヨウシャ フソク ヘイサ キ コウレイシャ ショウガイシャ リヨウ オモ ショウガイジ ハタラ リョウシン セイカツ アンテイ リョウイク ツウエン ヤス ハカ ソウゲイ ジュウジツ

		承諾 ショウダク		障がい者生活支援センターこぶし		028-680-5746		028-688-0214		321-0126		栃木県宇都宮市茂原町837-1		宇都宮市、上三川町 ウツノミヤシ カミノカワマチ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1				①医療機関との細かな連携体制②相談関係者を含め本人に関わり支援をするなかで即座に動きが取れるようなフットワークの軽いチーム作り イリョウ キカン コマ レンケイ タイセイ ソウダン カンケイシャ フク ホンニン カカ シエン ソクザ ウゴ ト カル ヅク

								Ｑ2.重症心身障害児（者）の定義をご存知ですか

				1		知っている シ		40

				2		知らない シ		33

								Ｑ3.重症心身障害児（者）の方（家族・関係機関等）からの相談を受けたことがありますか

						ある		35

						ない		43

										それは誰からの相談でしたか

								ａ.家族 カゾク		27

								ｂ.支援者 シエンシャ		6

								ｃ.関係機関 カンケイ キカン		12

										それはどんな相談でしたか

								生活上の相談 セイカツ ジョウ ソウダン		19

								医療的な相談 イリョウテキ ソウダン		7

								制度に関する相談 セイド カン ソウダン		15

								教育に関する相談 キョウイク カン ソウダン		5

								サービス等利用計画書作成に関する相談 ナド リヨウ ケイカクショ サクセイ カン ソウダン		26

								その他 タ		3

										それらの相談事業所として対応（解決）はできましたか

								ａ.できた		27

								ｂ.できなかった		4

								Ｑ4.Ｑ3-2「ない」→これから重症心身障害児（者）の方（本人・家族等）からの相談があればどのように対応されますか

						自分の事業所で対応する ジブン ジギョウショ タイオウ		17

						ほかの相談支援事業所へ依頼する ソウダン シエン ジギョウショ イライ		15

						行政に依頼する ギョウセイ イライ		8

						その他 タ		9

								Ｑ5.重症心身障害児（者）の方のサービス等利用計画書を作成したことがありますか

						ある		33

						ない		46

						今後依頼があれば作成する コンゴ イライ サクセイ		15

						他の相談支援事業所に依頼する ホカ ソウダン シエン ジギョウショ イライ		18

						作成するかどうかわからない サクセイ		14

										「ない」と回答 カイトウ



重症心身障害児（者）の定義をご存知ですか

Ｑ2.重症心身障害児（者）の定義をご存知ですか	Ｑ3.重症心身障害児（者）の方（家族・関係機関等）からの相談を受けたことがありますか	それは誰からの相談でしたか	それはどんな相談でしたか	それらの相談事業所として対応（解決）はできましたか	Ｑ5.重症心身障害児（者）の方のサービス等利用計画書を作成したことがありますか	Ｑ5.重症心身障害児（者）の方のサービス等利用計画書

　　 を作成したことがありますか

ない
59%



訪問看護事業所

		Ｑ1.貴施設について、お伺いいたします キ シセツ ウカガ

		1		事業所名 ジギョウショ メイ

		2		電話番号 デンワ バンゴウ

		3		FAX番号 バンゴウ

		4		所在地 ショザイチ

		5		職員構成（常勤・非常勤は問いません） ショクイン コウセイ ジョウキン ヒジョウキン ト

						看護師 カンゴシ

						作業療法士 サギョウ リョウホウシ

						准看護師 ジュンカンゴシ

						理学療法士 リガク リョウホウシ

						保健師 ホケンシ

						言語療法士 ゲンゴ リョウホウシ

						その他 タ

		6		訪問可能な主な市町村 ホウモン カノウ オモ シチョウソン

		Q2.いままでに以下の項目を在宅看護で行ったことがありますか（あるものすべてにチェックをしてください） イカ コウモク ザイタク カンゴ オコナ

								成人在宅 セイジン ザイタク				小児在宅 ショウニ ザイタク

				在宅人工呼吸器の管理 ザイタク ジンコウ コキュウキ カンリ

				気管カニューレの交換 キカン コウカン

				気管カニューレ部位のガーゼ交換 キカン ブイ コウカン

				気管内吸引 キカンナイ キュウイン

				食事介助 ショクジ カイジョ

				経鼻チューブの交換 ケイビ コウカン

				胃瘻の管理 イロウ カンリ

				経管栄養の注入 ケイカン エイヨウ チュウニュウ

				ストーマの管理 カンリ

				尿道カテーテルの管理 ニョウドウ カンリ

				導尿 ドウニョウ

				入浴介助 ニュウヨク カイジョ

				看護師によるリハビリテーション カンゴシ

				OTもしくはPTによるリハビリテーション

				中心静脈カテーテル管理 チュウシン ジョウミャク カンリ

				高カロリー輸液の管理 コウ ユエキ カンリ

				薬剤の静注（抗生物質や利尿剤など） ヤクザイ ジョウチュウ コウセイ ブッシツ リニョウザイ

				麻薬による疼痛コントロール マヤク ウズ ツウ

				終末期の医療的ケア シュウマツキ イリョウテキ

				在宅での看取り ザイタク ミト

				24時間対応 ジカン タイオウ

		Q3.現時点で、依頼のあった場合、重症心身障害児（者）の在宅医療を行うことはできますか ゲンジテン イライ バアイ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ ザイタク イリョウ オコナ

		1		できる

		2		できない

		3		要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン

		Q4.依頼があった場合に可能な医療的ケアと身体介護についてお答えください イライ バアイ カノウ イリョウテキ シンタイ カイゴ コタ

		※個別シートにて対応 コベツ タイオウ



				Ｑ1.貴施設について、お伺いいたします キ シセツ ウカガ																										Q2.いままでに以下の項目を在宅看護で行ったことがありますか（あるものすべてにチェックをしてください）【1.ある、0.ない】 イカ コウモク ザイタク カンゴ オコナ																																																																																				Q3		Q4.依頼があった場合に可能な医療的ケアと身体介護についてお答えください【1.できる、2.できない、3.要相談（条件による）】 イライ バアイ カノウ イリョウテキ シンタイ カイゴ コタ ヨウ ソウダン ジョウケン																																																																																																																																																																																																																		Q5.重症心身障害児（者）の方に対する医療、在宅生活等についてお気づきのことなど、ご自由にお書きください ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ カタ タイ イリョウ ザイタク セイカツナド キ ジユウ カ

				事業所名 ジギョウショ メイ		電話番号 デンワ バンゴウ		FAX番号 バンゴウ		郵便番号 ユウビンバンゴウ		所在地 ショザイチ		職員構成（常勤・非常勤は問いません）【人数：名】 ショクイン コウセイ ジョウキン ヒジョウキン ト ニンズウ メイ														訪問可能な主な市町村 ホウモン カノウ オモ シチョウソン		在宅人工呼吸器の管理 ザイタク ジンコウ コキュウキ カンリ				気管カニューレの交換 キカン コウカン				気管カニューレ部位のガーゼ交換 キカン ブイ コウカン				気管内吸引 キカンナイ キュウイン				食事介助 ショクジ カイジョ				経鼻チューブの交換 ケイビ コウカン				胃瘻の管理 イロウ カンリ				経管栄養の注入 ケイカン エイヨウ チュウニュウ				ストーマの管理 カンリ				尿道カテーテルの管理 ニョウドウ カンリ				導尿 ドウニョウ				入浴介助 ニュウヨク カイジョ				看護師によるリハビリテーション カンゴシ				OTもしくはPTによるリハビリテーション				中心静脈カテーテル管理 チュウシン ジョウミャク カンリ				高カロリー輸液の管理 コウ ユエキ カンリ				薬剤の静注（抗生物質や利尿剤など） ヤクザイ ジョウチュウ コウセイ ブッシツ リニョウザイ				麻薬による疼痛コントロール マヤク ウズ ツウ				終末期の医療的ケア シュウマツキ イリョウテキ				在宅での看取り ザイタク ミト				24時間対応 ジカン タイオウ						在宅人工呼吸器の管理 ザイタク ジンコウ コキュウキ カンリ										気管カニューレの交換 キカン コウカン										気管カニューレの管理（日常の交換以外の対応） キカン カンリ ニチジョウ コウカン イガイ タイオウ										気管内吸引 キカンナイ キュウイン										食事介助 ショクジ カイジョ										経鼻チューブの交換 ケイビ コウカン										ストーマの管理 カンリ										尿道カテーテルの管理 ニョウドウ カンリ										導尿 ドウニョウ										入浴介助 ニュウヨク カイジョ										看護師によるリハビリテーション カンゴシ										OTもしくはPTによるリハビリテーション										中心静脈カテーテル管理 チュウシン ジョウミャク カンリ										高カロリー輸液の管理 コウ ユエキ カンリ										薬剤の静注（抗生物質や利尿剤など） ヤクザイ ジョウチュウ コウセイ ブッシツ リニョウザイ										麻薬による疼痛コントロール マヤク トウツウ										終末期の医療的ケア シュウマツキ イリョウテキ										在宅での看取り ザイタク ミト										24時間対応 ジカン タイオウ										外出の介助 ガイシュツ カイジョ										通院の介助 ツウイン カイジョ

		承諾可否 ショウダク カヒ												看護師 カンゴシ		作業療法士 サギョウ リョウホウシ		准看護師 ジュンカンゴシ		理学療法士 リガク リョウホウシ		保健師 ホケンシ		言語療法士 ゲンゴ リョウホウシ		その他 タ				成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ				乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ

		否 ヒ		曙訪問看護ステーション アケボノ ホウモン カンゴ		028-660-7803		028-683-5306		321-0901		宇都宮市平出町413番地		8		3		0		3		0		1				宇都宮、高根沢 ウツノミヤ タカネザワ		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		3		2		2		2		2		3		2		2		2		2		2		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		1		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		1		1		1		3		3		3		1		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		2		2		2		2		2		いつも大変お世話になっております。当STでも数名の小児利用者をNS、PT、OTでサポートしています。又、貴院のショートステイを利用させて頂いております。ご利用者様、家族が安心して過ごせるよう地域でサポートできたらと考えています。どうぞよろしくお願い申し上げます。 タイヘン セワ トウ スウメイ ショウニ リヨウシャ マタ キ イン リヨウ イタダ リヨウシャサマ カゾク アンシン ス チイキ カンガ ネガ モウ ア

		否 ヒ		とちぎメディカルセンター		0282-22-5810		0282-225812		328-0043		栃木市境町27-21		9		0		4		1		0		1		2		栃木市、小山市、壬生町 トチギシ オヤマシ ミブマチ		1		1		1		0		1		1		1		1		1		0		1		0		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		0		1		1		3		2		1		1		1		1		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		2		2		2		1		1		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		1		1		1		1		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		2		2		2		2		2

		否 ヒ		あいケアステーション		0282-23-6221		0282-24-9850		328-0074		栃木市薗部町2-5-9		1		0		2		2		0		0				栃木市 トチギシ		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		3		2		2		2		2		3		2		2		2		2		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		3		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		3		2		2		2		2		3		2		2		2		2		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		2		2		2		2		3

		否 ヒ		訪問看護ステーションこすもす		0285-80-5511		0285-80-5512		321-4337		真岡市上高間木2-24-4		4		2		0		1		0		0						1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		3		2		2		2		3		3		2		2		2		3		3		2		2		2		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		3		3		3		3		3		3		3		2		2		2		3		3		2		2		2		3		3		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		2		2		2		2		3		2		2		2		2		3		2		2		2		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		1		3		3		3		3		3		2		2		2		2		2		緊急時に主治医又はバッックベットのある病院との連携がとれる体制が整っていないと、在宅での対応に不安があります。
現在のところ、小児科、精神科看護を経験したスタッフがいない為、受け入れに不安がありますので今回はガイドマップ等に公表することに同意する事は控えさせていただきたいと思います。 キンキュウジ シュジイ マタ ビョウイン レンケイ タイセイ トトノ ザイタク タイオウ フアン ゲンザイ ショウニカ セイシンカ カンゴ ケイケン タメ ウ イ フアン コンカイ ナド コウヒョウ ドウイ コト ヒカ オモ

		否 ヒ		訪問看護ステーションひばり		0289-64-7226		0289-64-2225		322-8550		鹿沼市下田町1-1033		6		1		0		1		0		0				市内及び近隣市 シナイ オヨ キンリン シ		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		0		1		1		2

chizuru_tanaka: 未記入		1		1		2		2		1		2		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		1		3		3		1		1		1		3		3		3		3		1		3		3		1		1		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		1		3		3		3		1		1		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1

		否 ヒ		訪問看護ステーション那須		0287-73-5048		0287-63-4566		325-0023		那須塩原市豊浦10-706		5		0		2		0		0		0				那須塩原市、大田原市、那須町 ナスシオバラ シ オオタワラシ ナスマチ		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		0		0		1		0		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		2

chizuru_tanaka: 未記入		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1

		承諾 ショウダク		さくら訪問看護ステーション		0287-29-3252		0287-29-3252		324-0058		大田原市紫塚3-2633-10		5		0		0		1		0		0				大田原市、那須塩原市、矢板市 オオタワラシ ナスシオバラ シ ヤイタ シ		1		0		1		1		1		1		1		1		1		0		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		0		1		1		3		3		3		3		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		小児の受入数（実績）が少ないので、実際依頼があった場合、入院中から手技等の指導を受けたいと思います。 ショウニ ウケイレスウ ジッセキ スク ジッサイ イライ バアイ ニュウインチュウ シュギ ナド シドウ ウ オモ

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションたんぽぽ		0280-57-1888		0280-57-3819		329-0101		下都賀郡野木町友沼5119-12		20		3		0		5		0		0		2		野木町、小山市、旧藤岡町 ノギマチ オヤマシ キュウ フジオカマチ		1		1		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		1		1		1		1		1		1		0		0		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		3		1		1		1		1		1		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		3		3		3		3		3		1		1		3		2		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		2		2		2		2		2		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		受け入れてくれる訪問看護Stの数が少ないと思います。研修会の機会を設けてサービス体制が構築できると良いと思います。 ウ イ ホウモン カンゴ カズ スク オモ ケンシュウカイ キカイ モウ タイセイ コウチク ヨ オモ

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションうつのみや		028-612-6103		028-612-6104		320-0852		宇都宮市下砥上町字並塚643番地1		11		0		0		0		0		0		1		宇都宮市、壬生町 ウツノミヤシ ミブマチ		1		1		0		0		1		1		1		1		1		0		0		0		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		2

chizuru_tanaka: 未記入		3		3		3		3		1		2		2		2		2		2		3		3		3		1		1		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		3		3		3		1		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		3		3		3		1		1		3		3		3		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーション石橋		0285-52-2293		0285-52-2268		329-0511		下野市石橋628番地		7		0		0		1		0		0		1		下野市、上三川町、壬生町、宇都宮市（部） シモノ シ カミノカワマチ ミブマチ ウツノミヤシ ブ		1		1		0		0		1		1		1		1		1		0		1		0		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		3		1		1		1		1		1		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		1		3		3		3		3		3		3		3		3		1		1		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		2		2		2		2		2		最近、訪問依頼が増えてきていますが、私たち看護師の力量不足から利用者家族へ満足のいく看護が提供できないように感じています。現在の、利用者家族から教わることが多くあり、私たちが勉強になります。ただ、訪問していて思うことは、ご両親の今までの経験でケアが進み危険であり、指導させていただいても理解が得られないこともあり、ジレンマとなっています。例）誤嚥性肺炎を繰り返している方にヘッドアップして食事を摂るよう説明してもフラットのままであったり、他の方でPEG造設されているので、栄養はPEGからにして経口からは楽しみ程度にしてと言っても、食事を経口から摂るなど。 サイキン ホウモン イライ フ ワタクシ カンゴシ リキリョウ ブソク リヨウシャ カゾク マンゾク カンゴ テイキョウ カン ゲンザイ リヨウシャ カゾク オソ オオ ワタシ ベンキョウ ホウモン オモ リョウシン イマ ケイケン スス キケン シドウ リカイ エ レイ ゴエンセイ ハイエン ク カエ カタ ショクジ ト セツメイ ホカ カタ ゾウ セツ エイヨウ ケイコウ タノ テイド イ ショクジ ケイコウ ト

		承諾 ショウダク		マロニエ訪問看護ステーション		0287-37-6322		0287-39-3305		329-2763		那須塩原市井口537-3 にしなすの総合在宅ｹｱｾﾝﾀｰ内		5		7		0		5		0		2		1		那須塩原市、那須町、大田原市　リハビリのみ→那珂川町訪問可能 ナスシオバラ シ ナスマチ オオタワラシ ナカガワ マチ ホウモン カノウ		1		1		1		0		1		1		1		1		0		0		0		1		1		1		1		1		1		0		1		1		1		1		1		1		0		0		1		1		1		0		1		0		0		0		1		0		1		1		1		1		1		1		3		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーション佐野		0283-86-7013		0283-86-7031		327-0847		佐野市天神町７７４－２２ メープルハイツ１０１号室		3		0		1		0		0		0		1		足利市、佐野市、栃木市（旧岩船市） アシカガシ サノシ トチギシ キュウ イワフネ シ		0		0		0		0		1		0		1		0		1		0		0		0		1		0		0		0		1		0		1		0		0		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		2		2		2		2		2		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1

		承諾 ショウダク		とちぎ訪問看護ステーションくろばね		0287-54-0507		0287-54-0580		324-0241		大田原市黒羽向町142番地		6		0		0		0		1		0		2		大田原市、那須塩原市、那須町、那珂川町 オオタワラシ ナスシオバラ シ ナスマチ ナカガワマチ		1		0		0		0		1		1		1		1		1		0		1		0		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		3		3		3		3		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		1		2		2		2		2		2		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3

		承諾 ショウダク		鹿沼訪問看護ステーション		0289-60-5650		0289-60-1687		322-0021		鹿沼市上野町320-3高橋ビル１階１０３号室		5		0		0		0		0		0				鹿沼市、旧宇都宮市、旧今市市、壬生町、西片町 カヌマシ キュウ ウツノミヤシ キュウ イマイチシ ミブマチ ニシカタマチ		0		0		0		0		0		0		1		0		1		0		0		0		1		0		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		2

chizuru_tanaka: 未記入		2		2		2		2		1		2		2		2		2		3		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションほっと		028-626-5739		028-625-8201		321-0974		宇都宮市竹林町958		11		0		0		2		0		0		0		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2

		承諾 ショウダク		芳賀赤十字訪問看護ステーション		0285-84-8266		0285-84-8266		321-4306		真岡市台町2461		6		0		0		0		0		0		0		芳賀郡全域（真岡市、益子町、芳賀町、茂木町） ハガ グン ゼンイキ モオカシ マシコマチ ハガマチ モギ マチ		1		1		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		3		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		当ステーションは今年度小児在宅医との連携を開始することができました。安心して在宅療養を継続できるよう、多職種と連携し、実施しています。高齢者が介護サービスを選択するように、サービスの充実は得られていません。現実は家族だけで利用者（児）のケアを実施しているケースもあり家族の介護負担は大きいと考えます。負担軽減のためには、スムーズなレスパイト入院や日中の一時お預かり等充実した施設が増えることでさらに安心した療養環境の提供ができると思います。よろしくお願いいたします。 トウ コンネンド ショウニ ザイタク イ レンケイ カイシ アンシン ザイタク リョウヨウ ケイゾク タ ショクシュ レンケイ ジッシ コウレイシャ カイゴ センタク ジュウジツ エ ゲンジツ カゾク リヨウシャ ジ ジッシ カゾク カイゴ フタン オオ カンガ フタン ケイゲン ニュウイン ニッチュウ イチジ アズ ナド ジュウジツ シセツ フ アンシン リョウヨウ カンキョウ テイキョウ オモ ネガ

		承諾 ショウダク		とちぎ訪問看護ステーションみぶ		0282-82-7262		0282-82-7260		321-0218		下都賀郡壬生町落合1-18-12		16		0		0		0		0		0		1		上三川町、下野市、壬生町、宇都宮 カミノカワマチ シモノ シ ミブ チョウ ウツノミヤ		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		1		0		1		1		1		1		1		1		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		病院との連携が大切。在宅生活を支援するためにチームで対応する（介護者の支援） ビョウイン レンケイ タイセツ ザイタク セイカツ シエン タイオウ カイゴシャ シエン

		承諾 ショウダク		ＷＡＤＥＷＡＤＥ訪問看護ステーション		028-666-5420		028-666-5460		321-0923		栃木県宇都宮市下栗町2913-1 ３２１－０９２３		12		0		0		0		0		0				宇都宮市、上三川町、 ウツノミヤシ カミノカワマチ		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		0		0		1		0		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		重心の方を看る側（介護者）の負担軽減の必要性を感じてしまいます。まだまだ「私がやらなければ」という気持ちが強く、様々な資源活用へと動きが進むような発信が大切だと思っています。 ジュウシン カタ ミ ガワ カイゴシャ フタン ケイゲン ヒツヨウセイ カン ワタシ キモ ツヨ サマザマ シゲン カツヨウ ウゴ スス ハッシン タイセツ オモ

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションあい		0287-83-8035		0287-83-8222		321-0628		那須烏山市金井2-5-9 ベンチャープラザ7号室 ゴウシツ		8		0		1		0		0		0		1		那須烏山市、那珂川町、茂木町、一貝町 ナスカラスヤマシ ナカガワマチ モギマチ イチ ガイ マチ		1		1		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		0		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		小児や重心など医療依存度が高い方には家族が安心して預けられる事業所とスタッフが必要です（レスパイトの本当の意味で）訪問看護スタッフが動きやすい仕組みがあればもっと介入できると思います。例えば在宅以外への支援での算定が可能になる。長時間支援が可能になるなど。在宅支援診療所が多ければ助かります。開業医で努力してくださる医師の力で乗り切っている地域は特にそう感じます。後方病院親元病院との連携、地域との調整などスムーズにシームレスに行われるとうれしいです。行政からの介入が少なく、制度のことなど知らないまま苦労されている方が多いので、窓口での丁寧かつタイミングよく助言をしていただくと嬉しいです。 ショウニ ジュウシン イリョウ イゾンド タカ カタ カゾク アンシン アズ ジギョウショ ヒツヨウ ホントウ イミ ホウモン カンゴ ウゴ シク カイニュウ オモ タト ザイタク イガイ シエン サンテイ カノウ チョウジカン シエン カノウ ザイタク シエン シンリョウジョ オオ タス カイギョウイ ドリョク イシ チカラ ノ キ チイキ トク カン コウホウ ビョウイン オヤモト ビョウイン レンケイ チイキ チョウセイ オコナ ギョウセイ カイニュウ スク セイド シ クロウ カタ オオ マドグチ テイネイ ジョゲン ウレ

		承諾 ショウダク		あおい訪問看護ステーション		0284-73-9456		0284-72-7600		326-0831		足利市堀込町2556 セレッソ・コート１階		16		0		0		4		0		0				足利市とその周辺（佐野市、館林市、巴楽町、太田市、桐生市） アシカガシ シュウヘン サノシ タテバヤシシ トモエ ラク マチ オオタシ キリュウシ		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1

		承諾 ショウダク		那須赤十字訪問看護ステーション		0287-23-8866		0287-23-8903		324-8686		大田原市中田原1081-4		8		1		0		0		0		0				大田原市、那須塩原市（一部を除く） オオタワラシ ナスシオバラ シ イチブ ノゾ		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		1		1		0		1		0		1		1		1		0		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションゆりの木		0287-47-5123		0287-47-5124		324-0028		大田原市山の手1-1-7 ヤマ テ		4		0		0		0		0		0				大田原市、那須塩原市、那珂川町 オオタワラシ ナスシオバラ シ ナカガワマチ		1		1		1		0		1		1		1		1		0		0		0		1		1		0		1		1		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		0		0		1		0		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		3		1		1		1		1		2		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		3		1		1		1		1		3		1		1		1		1		1		1		1		1		3		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		3		3		1		3		3		1		1		1		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		重症心身障害児施設で勤務したことのある看護師が2名いますので積極的に依頼があれば支援させていただきたいと思っています。こどもはやはり親元で成長発達できることが何よりも必要なことであると思っています。 ジュウショウ シンシン ショウガイ ジ シセツ キンム カンゴシ メイ セッキョクテキ イライ シエン オモ オヤモト セイチョウ ハッタツ ナニ ヒツヨウ オモ

		承諾 ショウダク		ライフ訪問看護リハビリテーション		0284-64-8799		0284-64-8335		326-0831		足利市堀込町2656-7　ASKビル３０１号		5		0		0		1		0		0		0		足利市、佐野市、館林市、邑楽郡、太田市、桐生市 アシカガシ サノシ タテバヤシシ オウラ グン オオタシ キリュウシ		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		この件に関する研修の案内が少ないため、学ぶ機会をもっと増やしてほしい ケン カン ケンシュウ アンナイ スク マナ キカイ フ

		承諾 ショウダク		わくわく訪問看護ステーションおやま		0285-24-6575		0285-20-0255		323-0022		小山市駅東通り3-9-6		11		0		0		5		0		0		0		小山市、結城市（茨城県）、下野市の一部、栃木市（PTのみ） オヤマシ ユウキシ イバラキケン シモノ シ イチブ トチギシ		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		1		1		1		1		3		3		3		1		1		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		自立支援のケアマネージャーがいるが、医療福祉行政をうまく連携してまとめる役割が果たせていない。それぞれが別々で動いており、介護者が困ったときの相談窓口に迷う。 ジリツ シエン イリョウ フクシ ギョウセイ レンケイ ヤクワリ ハ ベツベツ ウゴ カイゴシャ コマ ソウダン マドグチ マヨ

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーション風		028-612-1333		028-612-1384		321-0117		宇都宮市城南3丁目5-6		3		1		0		1		0		0				宇都宮、鹿沼、下野、壬生 ウツノミヤ カヌマ シモノ ミブ		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		1		1		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1

		承諾 ショウダク		宮の橋訪問看護ステーション		028-635-9839		028-635-9839		321-0963		宇都宮市南大通り1-1-23		7		0		0		1		0		0		0		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		1		1		0		1		1		1		1		1		0		0		0		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		レスパイト等受け入れ先が少ない。市のコーディネーター様がご多忙の様子であり、要望に対しての対応にかなりの時間を要する（対応されないこともある）。年度変わるときなど、担当者（市）の引き継ぎがされず、進んでいた調整も振り出しに戻ってしまうことがある。 トウ ウ イ サキ スク シ サマ タボウ ヨウス ヨウボウ タイ タイオウ ジカン ヨウ タイオウ ネンド カ タントウシャ シ ヒ ツ スス チョウセイ フ ダ モド

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションオリーブ		0282-27-8414		0282-27-8415		328-0027		栃木市今泉町1丁目17番29号		7		0		0		0		0		0				栃木市、小山市、下野市、壬生町 トチギシ オヤマシ シモノ シ ミブ マチ		1		1		1		0		1		1		1		1		0		0		0		0		1		1		1		1		0		0		1		1		1		0		1		1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションマザーの家		0283-85-7771		0283-85-7772		327-0504		佐野市中町942-1		2		0		3		0		0		0				佐野市 サノシ		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーション卯の郷		028-682-7770		028-682-7766		329-1311		さくら市氏家2650番地		3		0		0		0		0		0				さくら市（周辺15ｋｍ以内）、塩谷町、那須烏山市、宇都宮市、高根沢町 シ シュウヘン イナイ シオヤ マチ ナスカラスヤマシ ウツノミヤシ タカネザワ マチ		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		3		3		3		3		3		1		2		2		2		2		2		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		2		2		2		3		3		3		3		1		1		1		3		3		3		3		1		2		2		2		2		2		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		2		2		2		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションたかねざわ		028-680-1701		028-680-1702		329-1233		塩谷郡高根沢町宝積寺2426-8 		16		0		0		0		0		0				高根沢町、さくら市、那須烏山市、芳賀町、市貝町、茂木町、益子町、宇都宮市 タカネザワマチ シ ナスカラスヤマシ ハガ マチ イチ カイ チョウ モギマチ マシコ チョウ ウツノミヤシ		1		1		1		0		1		1		1		1		1		0		1		0		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		2		2		2		2		2

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションみどり		0285-45-8362		0285-45-8397		329-0214		小山市乙女786-1		3		0		1		0		0		0				小山市、栃木市、古河市、結城市 オヤマシ トチギシ コガシ ユウキシ		0		0		1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		1		0		1		0		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		3		2		2		2		3		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		1		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		1		1		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		訪問看護師がもっと社会資源として同行できるとよいと思う。在宅での療養はもっと看護師が活躍できる体制が整うとよいと思った。 ホウモン カンゴシ シャカイ シゲン ドウコウ オモ ザイタク リョウヨウ カンゴシ カツヤク タイセイ トトノ オモ

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションあるく		028-643-5586		028-678-8796		320-0036		宇都宮市小幡2-6-14 		5		0		1		0		0		0		1		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		0		1		0		1		0		1		0		0		1		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3

		承諾 ショウダク		とちぎ訪問看護ステーションおやま		0285-39-8602		0285-39-8607		323-0827		栃木県小山市神鳥谷2251-7 ３２３－０８２７		12		0		0		0		0		0		1		小山市、下野市（南部）、野木町（北部） オヤマシ シモノ シ ナンブ ノギ マチ ホクブ		1		1		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		1		1		1		0		0		1		0		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		3		3		1		1		1		3		1		1		1		1		小児の重症心身障害児の訪問看護を行っていく上で。たびたび感じるのが成長に伴った教育、就学が難しく親御さんの希望通りにいかないことが多く残念に思います。難しいところだと思いますが… ショウニ ジュウショウ シンシン ショウガイジ ホウモン カンゴ オコナ ウエ カン セイチョウ トモナ キョウイク シュウガク ムズカ オヤゴ キボウ ドオ オオ ザンネン オモ ムズカ オモ

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションここあ		028-600-3735		028-600-3736		321-2116		栃木県宇都宮市徳次郎町998-9 ３２１－２１１６		10		1		0		1		0		0		2		宇都宮市、日光市、 ウツノミヤシ ニッコウシ		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2

chizuru_tanaka: 未記入		

chizuru_tanaka: 未記入		

chizuru_tanaka: 未記入		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3







訪問看護事業所 (記述)

		Ｑ1.貴施設について、お伺いいたします キ シセツ ウカガ

		1		事業所名 ジギョウショ メイ

		2		電話番号 デンワ バンゴウ

		3		FAX番号 バンゴウ

		4		所在地 ショザイチ

		5		職員構成（常勤・非常勤は問いません） ショクイン コウセイ ジョウキン ヒジョウキン ト

						看護師 カンゴシ

						作業療法士 サギョウ リョウホウシ

						准看護師 ジュンカンゴシ

						理学療法士 リガク リョウホウシ

						保健師 ホケンシ

						言語療法士 ゲンゴ リョウホウシ

						その他 タ

		6		訪問可能な主な市町村 ホウモン カノウ オモ シチョウソン

		Q2.いままでに以下の項目を在宅看護で行ったことがありますか（あるものすべてにチェックをしてください） イカ コウモク ザイタク カンゴ オコナ

								成人在宅 セイジン ザイタク				小児在宅 ショウニ ザイタク

				在宅人工呼吸器の管理 ザイタク ジンコウ コキュウキ カンリ

				気管カニューレの交換 キカン コウカン

				気管カニューレ部位のガーゼ交換 キカン ブイ コウカン

				気管内吸引 キカンナイ キュウイン

				食事介助 ショクジ カイジョ

				経鼻チューブの交換 ケイビ コウカン

				胃瘻の管理 イロウ カンリ

				経管栄養の注入 ケイカン エイヨウ チュウニュウ

				ストーマの管理 カンリ

				尿道カテーテルの管理 ニョウドウ カンリ

				導尿 ドウニョウ

				入浴介助 ニュウヨク カイジョ

				看護師によるリハビリテーション カンゴシ

				OTもしくはPTによるリハビリテーション

				中心静脈カテーテル管理 チュウシン ジョウミャク カンリ

				高カロリー輸液の管理 コウ ユエキ カンリ

				薬剤の静注（抗生物質や利尿剤など） ヤクザイ ジョウチュウ コウセイ ブッシツ リニョウザイ

				麻薬による疼痛コントロール マヤク ウズ ツウ

				終末期の医療的ケア シュウマツキ イリョウテキ

				在宅での看取り ザイタク ミト

				24時間対応 ジカン タイオウ

		Q3.現時点で、依頼のあった場合、重症心身障害児（者）の在宅医療を行うことはできますか ゲンジテン イライ バアイ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ ザイタク イリョウ オコナ

		1		できる

		2		できない

		3		要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン

		Q4.依頼があった場合に可能な医療的ケアと身体介護についてお答えください イライ バアイ カノウ イリョウテキ シンタイ カイゴ コタ

		※個別シートにて対応 コベツ タイオウ



				Ｑ1.貴施設について、お伺いいたします キ シセツ ウカガ										Q5.重症心身障害児（者）の方に対する医療、在宅生活等についてお気づきのことなど、ご自由にお書きください ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ カタ タイ イリョウ ザイタク セイカツナド キ ジユウ カ

				事業所名 ジギョウショ メイ		電話番号 デンワ バンゴウ		FAX番号 バンゴウ		郵便番号 ユウビンバンゴウ		所在地 ショザイチ

		承諾可否 ショウダク カヒ

		否 ヒ		曙訪問看護ステーション アケボノ ホウモン カンゴ		028-660-7803		028-683-5306		321-0901		宇都宮市平出町413番地		いつも大変お世話になっております。当STでも数名の小児利用者をNS、PT、OTでサポートしています。又、貴院のショートステイを利用させて頂いております。ご利用者様、家族が安心して過ごせるよう地域でサポートできたらと考えています。どうぞよろしくお願い申し上げます。 タイヘン セワ トウ スウメイ ショウニ リヨウシャ マタ キ イン リヨウ イタダ リヨウシャサマ カゾク アンシン ス チイキ カンガ ネガ モウ ア

		否 ヒ		とちぎメディカルセンター		0282-22-5810		0282-225812		328-0043		栃木市境町27-21

		否 ヒ		あいケアステーション		0282-23-6221		0282-24-9850		328-0074		栃木市薗部町2-5-9

		否 ヒ		訪問看護ステーションこすもす		0285-80-5511		0285-80-5512		321-4337		真岡市上高間木2-24-4		緊急時に主治医又はバッックベットのある病院との連携がとれる体制が整っていないと、在宅での対応に不安があります。
現在のところ、小児科、精神科看護を経験したスタッフがいない為、受け入れに不安がありますので今回はガイドマップ等に公表することに同意する事は控えさせていただきたいと思います。 キンキュウジ シュジイ マタ ビョウイン レンケイ タイセイ トトノ ザイタク タイオウ フアン ゲンザイ ショウニカ セイシンカ カンゴ ケイケン タメ ウ イ フアン コンカイ ナド コウヒョウ ドウイ コト ヒカ オモ

		否 ヒ		訪問看護ステーションひばり		0289-64-7226		0289-64-2225		322-8550		鹿沼市下田町1-1033

		否 ヒ		訪問看護ステーション那須		0287-73-5048		0287-63-4566		325-0023		那須塩原市豊浦10-706

		承諾 ショウダク		さくら訪問看護ステーション		0287-29-3252		0287-29-3252		324-0058		大田原市紫塚3-2633-10		小児の受入数（実績）が少ないので、実際依頼があった場合、入院中から手技等の指導を受けたいと思います。 ショウニ ウケイレスウ ジッセキ スク ジッサイ イライ バアイ ニュウインチュウ シュギ ナド シドウ ウ オモ

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションたんぽぽ		0280-57-1888		0280-57-3819		329-0101		下都賀郡野木町友沼5119-12		受け入れてくれる訪問看護Stの数が少ないと思います。研修会の機会を設けてサービス体制が構築できると良いと思います。 ウ イ ホウモン カンゴ カズ スク オモ ケンシュウカイ キカイ モウ タイセイ コウチク ヨ オモ

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションうつのみや		028-612-6103		028-612-6104		320-0852		宇都宮市下砥上町字並塚643番地1

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーション石橋		0285-52-2293		0285-52-2268		329-0511		下野市石橋628番地		最近、訪問依頼が増えてきていますが、私たち看護師の力量不足から利用者家族へ満足のいく看護が提供できないように感じています。現在の、利用者家族から教わることが多くあり、私たちが勉強になります。ただ、訪問していて思うことは、ご両親の今までの経験でケアが進み危険であり、指導させていただいても理解が得られないこともあり、ジレンマとなっています。例）誤嚥性肺炎を繰り返している方にヘッドアップして食事を摂るよう説明してもフラットのままであったり、他の方でPEG造設されているので、栄養はPEGからにして経口からは楽しみ程度にしてと言っても、食事を経口から摂るなど。 サイキン ホウモン イライ フ ワタクシ カンゴシ リキリョウ ブソク リヨウシャ カゾク マンゾク カンゴ テイキョウ カン ゲンザイ リヨウシャ カゾク オソ オオ ワタシ ベンキョウ ホウモン オモ リョウシン イマ ケイケン スス キケン シドウ リカイ エ レイ ゴエンセイ ハイエン ク カエ カタ ショクジ ト セツメイ ホカ カタ ゾウ セツ エイヨウ ケイコウ タノ テイド イ ショクジ ケイコウ ト

		承諾 ショウダク		マロニエ訪問看護ステーション		0287-37-6322		0287-39-3305		329-2763		那須塩原市井口537-3 にしなすの総合在宅ｹｱｾﾝﾀｰ内

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーション佐野		0283-86-7013		0283-86-7031		327-0847		佐野市天神町７７４－２２ メープルハイツ１０１号室

		承諾 ショウダク		とちぎ訪問看護ステーションくろばね		0287-54-0507		0287-54-0580		324-0241		大田原市黒羽向町142番地

		承諾 ショウダク		鹿沼訪問看護ステーション		0289-60-5650		0289-60-1687		322-0021		鹿沼市上野町320-3高橋ビル１階１０３号室

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションほっと		028-626-5739		028-625-8201		321-0974		宇都宮市竹林町958

		承諾 ショウダク		芳賀赤十字訪問看護ステーション		0285-84-8266		0285-84-8266		321-4306		真岡市台町2461		当ステーションは今年度小児在宅医との連携を開始することができました。安心して在宅療養を継続できるよう、多職種と連携し、実施しています。高齢者が介護サービスを選択するように、サービスの充実は得られていません。現実は家族だけで利用者（児）のケアを実施しているケースもあり家族の介護負担は大きいと考えます。負担軽減のためには、スムーズなレスパイト入院や日中の一時お預かり等充実した施設が増えることでさらに安心した療養環境の提供ができると思います。よろしくお願いいたします。 トウ コンネンド ショウニ ザイタク イ レンケイ カイシ アンシン ザイタク リョウヨウ ケイゾク タ ショクシュ レンケイ ジッシ コウレイシャ カイゴ センタク ジュウジツ エ ゲンジツ カゾク リヨウシャ ジ ジッシ カゾク カイゴ フタン オオ カンガ フタン ケイゲン ニュウイン ニッチュウ イチジ アズ ナド ジュウジツ シセツ フ アンシン リョウヨウ カンキョウ テイキョウ オモ ネガ

		承諾 ショウダク		とちぎ訪問看護ステーションみぶ		0282-82-7262		0282-82-7260		321-0218		下都賀郡壬生町落合1-18-12		病院との連携が大切。在宅生活を支援するためにチームで対応する（介護者の支援） ビョウイン レンケイ タイセツ ザイタク セイカツ シエン タイオウ カイゴシャ シエン

		承諾 ショウダク		ＷＡＤＥＷＡＤＥ訪問看護ステーション		028-666-5420		028-666-5460		321-0923		栃木県宇都宮市下栗町2913-1 ３２１－０９２３		重心の方を看る側（介護者）の負担軽減の必要性を感じてしまいます。まだまだ「私がやらなければ」という気持ちが強く、様々な資源活用へと動きが進むような発信が大切だと思っています。 ジュウシン カタ ミ ガワ カイゴシャ フタン ケイゲン ヒツヨウセイ カン ワタシ キモ ツヨ サマザマ シゲン カツヨウ ウゴ スス ハッシン タイセツ オモ

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションあい		0287-83-8035		0287-83-8222		321-0628		那須烏山市金井2-5-9 ベンチャープラザ7号室 ゴウシツ		小児や重心など医療依存度が高い方には家族が安心して預けられる事業所とスタッフが必要です（レスパイトの本当の意味で）訪問看護スタッフが動きやすい仕組みがあればもっと介入できると思います。例えば在宅以外への支援での算定が可能になる。長時間支援が可能になるなど。在宅支援診療所が多ければ助かります。開業医で努力してくださる医師の力で乗り切っている地域は特にそう感じます。後方病院親元病院との連携、地域との調整などスムーズにシームレスに行われるとうれしいです。行政からの介入が少なく、制度のことなど知らないまま苦労されている方が多いので、窓口での丁寧かつタイミングよく助言をしていただくと嬉しいです。 ショウニ ジュウシン イリョウ イゾンド タカ カタ カゾク アンシン アズ ジギョウショ ヒツヨウ ホントウ イミ ホウモン カンゴ ウゴ シク カイニュウ オモ タト ザイタク イガイ シエン サンテイ カノウ チョウジカン シエン カノウ ザイタク シエン シンリョウジョ オオ タス カイギョウイ ドリョク イシ チカラ ノ キ チイキ トク カン コウホウ ビョウイン オヤモト ビョウイン レンケイ チイキ チョウセイ オコナ ギョウセイ カイニュウ スク セイド シ クロウ カタ オオ マドグチ テイネイ ジョゲン ウレ

		承諾 ショウダク		あおい訪問看護ステーション		0284-73-9456		0284-72-7600		326-0831		足利市堀込町2556 セレッソ・コート１階

		承諾 ショウダク		那須赤十字訪問看護ステーション		0287-23-8866		0287-23-8903		324-8686		大田原市中田原1081-4

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションゆりの木		0287-47-5123		0287-47-5124		324-0028		大田原市山の手1-1-7 ヤマ テ		重症心身障害児施設で勤務したことのある看護師が2名いますので積極的に依頼があれば支援させていただきたいと思っています。こどもはやはり親元で成長発達できることが何よりも必要なことであると思っています。 ジュウショウ シンシン ショウガイ ジ シセツ キンム カンゴシ メイ セッキョクテキ イライ シエン オモ オヤモト セイチョウ ハッタツ ナニ ヒツヨウ オモ

		承諾 ショウダク		ライフ訪問看護リハビリテーション		0284-64-8799		0284-64-8335		326-0831		足利市堀込町2656-7　ASKビル３０１号		この件に関する研修の案内が少ないため、学ぶ機会をもっと増やしてほしい ケン カン ケンシュウ アンナイ スク マナ キカイ フ

		承諾 ショウダク		わくわく訪問看護ステーションおやま		0285-24-6575		0285-20-0255		323-0022		小山市駅東通り3-9-6		自立支援のケアマネージャーがいるが、医療福祉行政をうまく連携してまとめる役割が果たせていない。それぞれが別々で動いており、介護者が困ったときの相談窓口に迷う。 ジリツ シエン イリョウ フクシ ギョウセイ レンケイ ヤクワリ ハ ベツベツ ウゴ カイゴシャ コマ ソウダン マドグチ マヨ

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーション風		028-612-1333		028-612-1384		321-0117		宇都宮市城南3丁目5-6

		承諾 ショウダク		宮の橋訪問看護ステーション		028-635-9839		028-635-9839		321-0963		宇都宮市南大通り1-1-23		レスパイト等受け入れ先が少ない。市のコーディネーター様がご多忙の様子であり、要望に対しての対応にかなりの時間を要する（対応されないこともある）。年度変わるときなど、担当者（市）の引き継ぎがされず、進んでいた調整も振り出しに戻ってしまうことがある。 トウ ウ イ サキ スク シ サマ タボウ ヨウス ヨウボウ タイ タイオウ ジカン ヨウ タイオウ ネンド カ タントウシャ シ ヒ ツ スス チョウセイ フ ダ モド

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションオリーブ		0282-27-8414		0282-27-8415		328-0027		栃木市今泉町1丁目17番29号

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションマザーの家		0283-85-7771		0283-85-7772		327-0504		佐野市中町942-1

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーション卯の郷		028-682-7770		028-682-7766		329-1311		さくら市氏家2650番地

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションたかねざわ		028-680-1701		028-680-1702		329-1233		塩谷郡高根沢町宝積寺2426-8 

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションみどり		0285-45-8362		0285-45-8397		329-0214		小山市乙女786-1		訪問看護師がもっと社会資源として同行できるとよいと思う。在宅での療養はもっと看護師が活躍できる体制が整うとよいと思った。 ホウモン カンゴシ シャカイ シゲン ドウコウ オモ ザイタク リョウヨウ カンゴシ カツヤク タイセイ トトノ オモ

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションあるく		028-643-5586		028-678-8796		320-0036		宇都宮市小幡2-6-14 

		承諾 ショウダク		とちぎ訪問看護ステーションおやま		0285-39-8602		0285-39-8607		323-0827		栃木県小山市神鳥谷2251-7 ３２３－０８２７		小児の重症心身障害児の訪問看護を行っていく上で。たびたび感じるのが成長に伴った教育、就学が難しく親御さんの希望通りにいかないことが多く残念に思います。難しいところだと思いますが… ショウニ ジュウショウ シンシン ショウガイジ ホウモン カンゴ オコナ ウエ カン セイチョウ トモナ キョウイク シュウガク ムズカ オヤゴ キボウ ドオ オオ ザンネン オモ ムズカ オモ

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションここあ		028-600-3735		028-600-3736		321-2116		栃木県宇都宮市徳次郎町998-9 ３２１－２１１６







訪問看護事業所 (作業)

		Ｑ1.貴施設について、お伺いいたします キ シセツ ウカガ

		1		事業所名 ジギョウショ メイ

		2		電話番号 デンワ バンゴウ

		3		FAX番号 バンゴウ

		4		所在地 ショザイチ

		5		職員構成（常勤・非常勤は問いません） ショクイン コウセイ ジョウキン ヒジョウキン ト

						看護師 カンゴシ

						作業療法士 サギョウ リョウホウシ

						准看護師 ジュンカンゴシ

						理学療法士 リガク リョウホウシ

						保健師 ホケンシ

						言語療法士 ゲンゴ リョウホウシ

						その他 タ

		6		訪問可能な主な市町村 ホウモン カノウ オモ シチョウソン

		Q2.いままでに以下の項目を在宅看護で行ったことがありますか（あるものすべてにチェックをしてください） イカ コウモク ザイタク カンゴ オコナ

								成人在宅 セイジン ザイタク				小児在宅 ショウニ ザイタク

				在宅人工呼吸器の管理 ザイタク ジンコウ コキュウキ カンリ

				気管カニューレの交換 キカン コウカン

				気管カニューレ部位のガーゼ交換 キカン ブイ コウカン

				気管内吸引 キカンナイ キュウイン

				食事介助 ショクジ カイジョ

				経鼻チューブの交換 ケイビ コウカン

				胃瘻の管理 イロウ カンリ

				経管栄養の注入 ケイカン エイヨウ チュウニュウ

				ストーマの管理 カンリ

				尿道カテーテルの管理 ニョウドウ カンリ

				導尿 ドウニョウ

				入浴介助 ニュウヨク カイジョ

				看護師によるリハビリテーション カンゴシ

				OTもしくはPTによるリハビリテーション

				中心静脈カテーテル管理 チュウシン ジョウミャク カンリ

				高カロリー輸液の管理 コウ ユエキ カンリ

				薬剤の静注（抗生物質や利尿剤など） ヤクザイ ジョウチュウ コウセイ ブッシツ リニョウザイ

				麻薬による疼痛コントロール マヤク ウズ ツウ

				終末期の医療的ケア シュウマツキ イリョウテキ

				在宅での看取り ザイタク ミト

				24時間対応 ジカン タイオウ

		Q3.現時点で、依頼のあった場合、重症心身障害児（者）の在宅医療を行うことはできますか ゲンジテン イライ バアイ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ ザイタク イリョウ オコナ

		1		できる

		2		できない

		3		要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン

		Q4.依頼があった場合に可能な医療的ケアと身体介護についてお答えください イライ バアイ カノウ イリョウテキ シンタイ カイゴ コタ

		※個別シートにて対応 コベツ タイオウ



				Ｑ1.貴施設について、お伺いいたします キ シセツ ウカガ																																												Q2.いままでに以下の項目を在宅看護で行ったことがありますか（あるものすべてにチェックをしてください）【1.ある、0.ない】 イカ コウモク ザイタク カンゴ オコナ																																																																																				Q3		Q4.依頼があった場合に可能な医療的ケアと身体介護についてお答えください【1.できる、2.できない、3.要相談（条件による）】 イライ バアイ カノウ イリョウテキ シンタイ カイゴ コタ ヨウ ソウダン ジョウケン																																																																																																																																																																																																																		Q5.重症心身障害児（者）の方に対する医療、在宅生活等についてお気づきのことなど、ご自由にお書きください ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ カタ タイ イリョウ ザイタク セイカツナド キ ジユウ カ

				事業所名 ジギョウショ メイ		電話番号 デンワ バンゴウ		FAX番号 バンゴウ		郵便番号 ユウビンバンゴウ		所在地 ショザイチ		職員構成（常勤・非常勤は問いません）【人数：名】 ショクイン コウセイ ジョウキン ヒジョウキン ト ニンズウ メイ																																訪問可能な主な市町村 ホウモン カノウ オモ シチョウソン		在宅人工呼吸器の管理 ザイタク ジンコウ コキュウキ カンリ				気管カニューレの交換 キカン コウカン				気管カニューレ部位のガーゼ交換 キカン ブイ コウカン				気管内吸引 キカンナイ キュウイン				食事介助 ショクジ カイジョ				経鼻チューブの交換 ケイビ コウカン				胃瘻の管理 イロウ カンリ				経管栄養の注入 ケイカン エイヨウ チュウニュウ				ストーマの管理 カンリ				尿道カテーテルの管理 ニョウドウ カンリ				導尿 ドウニョウ				入浴介助 ニュウヨク カイジョ				看護師によるリハビリテーション カンゴシ				OTもしくはPTによるリハビリテーション				中心静脈カテーテル管理 チュウシン ジョウミャク カンリ				高カロリー輸液の管理 コウ ユエキ カンリ				薬剤の静注（抗生物質や利尿剤など） ヤクザイ ジョウチュウ コウセイ ブッシツ リニョウザイ				麻薬による疼痛コントロール マヤク ウズ ツウ				終末期の医療的ケア シュウマツキ イリョウテキ				在宅での看取り ザイタク ミト				24時間対応 ジカン タイオウ						在宅人工呼吸器の管理 ザイタク ジンコウ コキュウキ カンリ										気管カニューレの交換 キカン コウカン										気管カニューレの管理（日常の交換以外の対応） キカン カンリ ニチジョウ コウカン イガイ タイオウ										気管内吸引 キカンナイ キュウイン										食事介助 ショクジ カイジョ										経鼻チューブの交換 ケイビ コウカン										ストーマの管理 カンリ										尿道カテーテルの管理 ニョウドウ カンリ										導尿 ドウニョウ										入浴介助 ニュウヨク カイジョ										看護師によるリハビリテーション カンゴシ										OTもしくはPTによるリハビリテーション										中心静脈カテーテル管理 チュウシン ジョウミャク カンリ										高カロリー輸液の管理 コウ ユエキ カンリ										薬剤の静注（抗生物質や利尿剤など） ヤクザイ ジョウチュウ コウセイ ブッシツ リニョウザイ										麻薬による疼痛コントロール マヤク トウツウ										終末期の医療的ケア シュウマツキ イリョウテキ										在宅での看取り ザイタク ミト										24時間対応 ジカン タイオウ										外出の介助 ガイシュツ カイジョ										通院の介助 ツウイン カイジョ

		承諾可否 ショウダク カヒ												看護師 カンゴシ		作業療法士 サギョウ リョウホウシ		准看護師 ジュンカンゴシ		理学療法士 リガク リョウホウシ		保健師 ホケンシ		言語療法士 ゲンゴ リョウホウシ		その他 タ																						成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ				乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ

		否 ヒ		曙訪問看護ステーション アケボノ ホウモン カンゴ		028-660-7803		028-683-5306		321-0901		宇都宮市平出町413番地		8		3		0		3		0		1		0		宇都宮 ウツノミヤ		高根沢 タカネザワ														宇都宮市 ウツノミヤシ		宇都宮、高根沢 ウツノミヤ タカネザワ		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		3		2		2		2		2		3		2		2		2		2		2		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		1		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		1		1		1		3		3		3		1		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		2		2		2		2		2		いつも大変お世話になっております。当STでも数名の小児利用者をNS、PT、OTでサポートしています。又、貴院のショートステイを利用させて頂いております。ご利用者様、家族が安心して過ごせるよう地域でサポートできたらと考えています。どうぞよろしくお願い申し上げます。 タイヘン セワ トウ スウメイ ショウニ リヨウシャ マタ キ イン リヨウ イタダ リヨウシャサマ カゾク アンシン ス チイキ カンガ ネガ モウ ア

		否 ヒ		とちぎメディカルセンター		0282-22-5810		0282-225812		328-0043		栃木市境町27-21		9		0		4		1		0		1		2		栃木市 トチギシ		小山市 オヤマシ		壬生町 ミブマチ												栃木市 トチギシ		栃木市、小山市、壬生町 トチギシ オヤマシ ミブマチ		1		1		1		0		1		1		1		1		1		0		1		0		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		0		1		1		3		2		1		1		1		1		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		2		2		2		1		1		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		1		1		1		1		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		2		2		2		2		2

		否 ヒ		あいケアステーション		0282-23-6221		0282-24-9850		328-0074		栃木市薗部町2-5-9		1		0		2		2		0		0		0		栃木市 トチギシ																栃木市 トチギシ		栃木市 トチギシ		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		3		2		2		2		2		3		2		2		2		2		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		3		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		3		2		2		2		2		3		2		2		2		2		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		2		2		2		2		3

		否 ヒ		訪問看護ステーションこすもす		0285-80-5511		0285-80-5512		321-4337		真岡市上高間木2-24-4		4		2		0		1		0		0		0																		鹿沼市 カヌマシ				1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		3		2		2		2		3		3		2		2		2		3		3		2		2		2		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		3		3		3		3		3		3		3		2		2		2		3		3		2		2		2		3		3		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		2		2		2		2		3		2		2		2		2		3		2		2		2		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		1		3		3		3		3		3		2		2		2		2		2		緊急時に主治医又はバッックベットのある病院との連携がとれる体制が整っていないと、在宅での対応に不安があります。
現在のところ、小児科、精神科看護を経験したスタッフがいない為、受け入れに不安がありますので今回はガイドマップ等に公表することに同意する事は控えさせていただきたいと思います。 キンキュウジ シュジイ マタ ビョウイン レンケイ タイセイ トトノ ザイタク タイオウ フアン ゲンザイ ショウニカ セイシンカ カンゴ ケイケン タメ ウ イ フアン コンカイ ナド コウヒョウ ドウイ コト ヒカ オモ

		否 ヒ		訪問看護ステーションひばり		0289-64-7226		0289-64-2225		322-8550		鹿沼市下田町1-1033		6		1		0		1		0		0		0		鹿沼市 カヌマシ																那須塩原市 ナスシオバラ シ		市内及び近隣市 シナイ オヨ キンリン シ		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		0		1		1		2

chizuru_tanaka: 未記入		1		1		2		2		1		2		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		1		3		3		1		1		1		3		3		3		3		1		3		3		1		1		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		1		3		3		3		1		1		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1

		否 ヒ		訪問看護ステーション那須		0287-73-5048		0287-63-4566		325-0023		那須塩原市豊浦10-706		5		0		2		0		0		0		0		那須塩原市 ナスシオバラ シ		大田原市 オオタワラシ		那須町 ナスマチ												大田原市 オオタワラシ		那須塩原市、大田原市、那須町 ナスシオバラ シ オオタワラシ ナスマチ		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		0		0		1		0		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		2

chizuru_tanaka: 未記入		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1

		承諾 ショウダク		さくら訪問看護ステーション		0287-29-3252		0287-29-3252		324-0058		大田原市紫塚3-2633-10		5		0		0		1		0		0		0		大田原市 オオタワラシ		那須塩原市 ナスシオバラ シ		矢板市 ヤイタシ												野木町 ノギマチ		大田原市、那須塩原市、矢板市 オオタワラシ ナスシオバラ シ ヤイタ シ		1		0		1		1		1		1		1		1		1		0		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		0		1		1		3		3		3		3		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		小児の受入数（実績）が少ないので、実際依頼があった場合、入院中から手技等の指導を受けたいと思います。 ショウニ ウケイレスウ ジッセキ スク ジッサイ イライ バアイ ニュウインチュウ シュギ ナド シドウ ウ オモ

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションたんぽぽ		0280-57-1888		0280-57-3819		329-0101		下都賀郡野木町友沼5119-12		20		3		0		5		0		0		2		野木町 ノギマチ		小山市 オヤマシ		旧藤岡町 キュウ フジオカマチ												宇都宮市 ウツノミヤシ		野木町、小山市、旧藤岡町 ノギマチ オヤマシ キュウ フジオカマチ		1		1		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		1		1		1		1		1		1		0		0		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		3		1		1		1		1		1		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		3		3		3		3		3		1		1		3		2		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		2		2		2		2		2		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		受け入れてくれる訪問看護Stの数が少ないと思います。研修会の機会を設けてサービス体制が構築できると良いと思います。 ウ イ ホウモン カンゴ カズ スク オモ ケンシュウカイ キカイ モウ タイセイ コウチク ヨ オモ

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションうつのみや		028-612-6103		028-612-6104		320-0852		宇都宮市下砥上町字並塚643番地1		11		0		0		0		0		0		1		宇都宮市 ウツノミヤシ		壬生町 ミブマチ														下野市 シモノ シ		宇都宮市、壬生町 ウツノミヤシ ミブマチ		1		1		0		0		1		1		1		1		1		0		0		0		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		2

chizuru_tanaka: 未記入		3		3		3		3		1		2		2		2		2		2		3		3		3		1		1		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		3		3		3		1		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		3		3		3		1		1		3		3		3		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーション石橋		0285-52-2293		0285-52-2268		329-0511		下野市石橋628番地		7		0		0		1		0		0		1		下野市 シモノ シ		上三川町 カミノカワマチ		壬生町 ミブマチ		宇都宮市 ウツノミヤシ										那須塩原市 ナスシオバラ シ		下野市、上三川町、壬生町、宇都宮市（部） シモノ シ カミノカワマチ ミブマチ ウツノミヤシ ブ		1		1		0		0		1		1		1		1		1		0		1		0		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		3		1		1		1		1		1		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		1		3		3		3		3		3		3		3		3		1		1		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		2		2		2		2		2		最近、訪問依頼が増えてきていますが、私たち看護師の力量不足から利用者家族へ満足のいく看護が提供できないように感じています。現在の、利用者家族から教わることが多くあり、私たちが勉強になります。ただ、訪問していて思うことは、ご両親の今までの経験でケアが進み危険であり、指導させていただいても理解が得られないこともあり、ジレンマとなっています。例）誤嚥性肺炎を繰り返している方にヘッドアップして食事を摂るよう説明してもフラットのままであったり、他の方でPEG造設されているので、栄養はPEGからにして経口からは楽しみ程度にしてと言っても、食事を経口から摂るなど。 サイキン ホウモン イライ フ ワタクシ カンゴシ リキリョウ ブソク リヨウシャ カゾク マンゾク カンゴ テイキョウ カン ゲンザイ リヨウシャ カゾク オソ オオ ワタシ ベンキョウ ホウモン オモ リョウシン イマ ケイケン スス キケン シドウ リカイ エ レイ ゴエンセイ ハイエン ク カエ カタ ショクジ ト セツメイ ホカ カタ ゾウ セツ エイヨウ ケイコウ タノ テイド イ ショクジ ケイコウ ト

		承諾 ショウダク		マロニエ訪問看護ステーション		0287-37-6322		0287-39-3305		329-2763		那須塩原市井口537-3 にしなすの総合在宅ｹｱｾﾝﾀｰ内		5		7		0		5		0		2		1		那須塩原市 ナスシオバラ シ		那須町 ナスマチ		大田原市 オオタワラシ												足利市 アシカガシ		那須塩原市、那須町、大田原市　リハビリのみ→那珂川町訪問可能 ナスシオバラ シ ナスマチ オオタワラシ ナカガワ マチ ホウモン カノウ		1		1		1		0		1		1		1		1		0		0		0		1		1		1		1		1		1		0		1		1		1		1		1		1		0		0		1		1		1		0		1		0		0		0		1		0		1		1		1		1		1		1		3		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーション佐野		0283-86-7013		0283-86-7031		327-0847		佐野市天神町７７４－２２ メープルハイツ１０１号室		3		0		1		0		0		0		1		足利市 アシカガシ		佐野市 サノシ		栃木市 トチギシ												大田原市 オオタワラシ		足利市、佐野市、栃木市（旧岩船市） アシカガシ サノシ トチギシ キュウ イワフネ シ		0		0		0		0		1		0		1		0		1		0		0		0		1		0		0		0		1		0		1		0		0		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		2		2		2		2		2		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1

		承諾 ショウダク		とちぎ訪問看護ステーションくろばね		0287-54-0507		0287-54-0580		324-0241		大田原市黒羽向町142番地		6		0		0		0		1		0		2		大田原市 オオタワラシ		那須塩原市 ナスシオバラ シ		那須町 ナスマチ		那珂川町 ナカガワマチ										鹿沼市 カヌマシ		大田原市、那須塩原市、那須町、那珂川町 オオタワラシ ナスシオバラ シ ナスマチ ナカガワマチ		1		0		0		0		1		1		1		1		1		0		1		0		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		3		3		3		3		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		1		2		2		2		2		2		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3

		承諾 ショウダク		鹿沼訪問看護ステーション		0289-60-5650		0289-60-1687		322-0021		鹿沼市上野町320-3高橋ビル１階１０３号室		5		0		0		0		0		0		0		鹿沼市 カヌマシ		旧宇都宮市 キュウ ウツノミヤシ		旧今市市 キュウ イマイチシ		壬生町 ミブマチ		西片町 ニシカタマチ								宇都宮市 ウツノミヤシ		鹿沼市、旧宇都宮市、旧今市市、壬生町、西片町 カヌマシ キュウ ウツノミヤシ キュウ イマイチシ ミブマチ ニシカタマチ		0		0		0		0		0		0		1		0		1		0		0		0		1		0		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		2

chizuru_tanaka: 未記入		2		2		2		2		1		2		2		2		2		3		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションほっと		028-626-5739		028-625-8201		321-0974		宇都宮市竹林町958		11		0		0		2		0		0		0		宇都宮市 ウツノミヤシ																真岡市 モオカシ		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2

		承諾 ショウダク		芳賀赤十字訪問看護ステーション		0285-84-8266		0285-84-8266		321-4306		真岡市台町2461		6		0		0		0		0		0		0		真岡市 モオカシ		益子町 マシコマチ		芳賀町 ハガマチ		茂木町 モギマチ										上三川町 カミノカワマチ		芳賀郡全域（真岡市、益子町、芳賀町、茂木町） ハガ グン ゼンイキ モオカシ マシコマチ ハガマチ モギ マチ		1		1		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		3		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		当ステーションは今年度小児在宅医との連携を開始することができました。安心して在宅療養を継続できるよう、多職種と連携し、実施しています。高齢者が介護サービスを選択するように、サービスの充実は得られていません。現実は家族だけで利用者（児）のケアを実施しているケースもあり家族の介護負担は大きいと考えます。負担軽減のためには、スムーズなレスパイト入院や日中の一時お預かり等充実した施設が増えることでさらに安心した療養環境の提供ができると思います。よろしくお願いいたします。 トウ コンネンド ショウニ ザイタク イ レンケイ カイシ アンシン ザイタク リョウヨウ ケイゾク タ ショクシュ レンケイ ジッシ コウレイシャ カイゴ センタク ジュウジツ エ ゲンジツ カゾク リヨウシャ ジ ジッシ カゾク カイゴ フタン オオ カンガ フタン ケイゲン ニュウイン ニッチュウ イチジ アズ ナド ジュウジツ シセツ フ アンシン リョウヨウ カンキョウ テイキョウ オモ ネガ

		承諾 ショウダク		とちぎ訪問看護ステーションみぶ		0282-82-7262		0282-82-7260		321-0218		下都賀郡壬生町落合1-18-12		16		0		0		0		0		0		1		上三川町 カミノカワマチ		下野市 シモツケシ		壬生町 ミブマチ		宇都宮市 ウツノミヤシ										宇都宮市 ウツノミヤシ		上三川町、下野市、壬生町、宇都宮 カミノカワマチ シモノ シ ミブ チョウ ウツノミヤ		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		1		0		1		1		1		1		1		1		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		病院との連携が大切。在宅生活を支援するためにチームで対応する（介護者の支援） ビョウイン レンケイ タイセツ ザイタク セイカツ シエン タイオウ カイゴシャ シエン

		承諾 ショウダク		ＷＡＤＥＷＡＤＥ訪問看護ステーション		028-666-5420		028-666-5460		321-0923		栃木県宇都宮市下栗町2913-1 ３２１－０９２３		12		0		0		0		0		0		0		宇都宮市 ウツノミヤシ		上三川町 カミノカワマチ														那須烏山市 ナスカラスヤマシ		宇都宮市、上三川町、 ウツノミヤシ カミノカワマチ		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		0		0		1		0		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		重心の方を看る側（介護者）の負担軽減の必要性を感じてしまいます。まだまだ「私がやらなければ」という気持ちが強く、様々な資源活用へと動きが進むような発信が大切だと思っています。 ジュウシン カタ ミ ガワ カイゴシャ フタン ケイゲン ヒツヨウセイ カン ワタシ キモ ツヨ サマザマ シゲン カツヨウ ウゴ スス ハッシン タイセツ オモ

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションあい		0287-83-8035		0287-83-8222		321-0628		那須烏山市金井2-5-9 ベンチャープラザ7号室 ゴウシツ		8		0		1		0		0		0		1		那須烏山市 ナスカラスヤマシ		那珂川町 ナカガワマチ		茂木町 モギマチ		一貝町 イチ ガイ チョウ										足利市 アシカガシ		那須烏山市、那珂川町、茂木町、一貝町 ナスカラスヤマシ ナカガワマチ モギマチ イチ ガイ マチ		1		1		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		0		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		小児や重心など医療依存度が高い方には家族が安心して預けられる事業所とスタッフが必要です（レスパイトの本当の意味で）訪問看護スタッフが動きやすい仕組みがあればもっと介入できると思います。例えば在宅以外への支援での算定が可能になる。長時間支援が可能になるなど。在宅支援診療所が多ければ助かります。開業医で努力してくださる医師の力で乗り切っている地域は特にそう感じます。後方病院親元病院との連携、地域との調整などスムーズにシームレスに行われるとうれしいです。行政からの介入が少なく、制度のことなど知らないまま苦労されている方が多いので、窓口での丁寧かつタイミングよく助言をしていただくと嬉しいです。 ショウニ ジュウシン イリョウ イゾンド タカ カタ カゾク アンシン アズ ジギョウショ ヒツヨウ ホントウ イミ ホウモン カンゴ ウゴ シク カイニュウ オモ タト ザイタク イガイ シエン サンテイ カノウ チョウジカン シエン カノウ ザイタク シエン シンリョウジョ オオ タス カイギョウイ ドリョク イシ チカラ ノ キ チイキ トク カン コウホウ ビョウイン オヤモト ビョウイン レンケイ チイキ チョウセイ オコナ ギョウセイ カイニュウ スク セイド シ クロウ カタ オオ マドグチ テイネイ ジョゲン ウレ

		承諾 ショウダク		あおい訪問看護ステーション		0284-73-9456		0284-72-7600		326-0831		足利市堀込町2556 セレッソ・コート１階		16		0		0		4		0		0		0		足利市 アシカガシ		佐野市 サノシ														大田原市 オオタワラシ		足利市とその周辺（佐野市、館林市、巴楽町、太田市、桐生市） アシカガシ シュウヘン サノシ タテバヤシシ トモエ ラク マチ オオタシ キリュウシ		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1

		承諾 ショウダク		那須赤十字訪問看護ステーション		0287-23-8866		0287-23-8903		324-8686		大田原市中田原1081-4		8		1		0		0		0		0		0		大田原市 オオタワラシ		那須塩原市 ナスシオバラ シ														大田原市 オオタワラシ		大田原市、那須塩原市（一部を除く） オオタワラシ ナスシオバラ シ イチブ ノゾ		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		1		1		0		1		0		1		1		1		0		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションゆりの木		0287-47-5123		0287-47-5124		324-0028		大田原市山の手1-1-7 ヤマ テ		4		0		0		0		0		0		0		大田原市 オオタワラシ		那須塩原市 ナスシオバラ シ		那珂川町 ナカガワマチ												足利市 アシカガシ		大田原市、那須塩原市、那珂川町 オオタワラシ ナスシオバラ シ ナカガワマチ		1		1		1		0		1		1		1		1		0		0		0		1		1		0		1		1		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		0		0		1		0		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		3		1		1		1		1		2		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		3		1		1		1		1		3		1		1		1		1		1		1		1		1		3		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		3		3		1		3		3		1		1		1		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		重症心身障害児施設で勤務したことのある看護師が2名いますので積極的に依頼があれば支援させていただきたいと思っています。こどもはやはり親元で成長発達できることが何よりも必要なことであると思っています。 ジュウショウ シンシン ショウガイ ジ シセツ キンム カンゴシ メイ セッキョクテキ イライ シエン オモ オヤモト セイチョウ ハッタツ ナニ ヒツヨウ オモ

		承諾 ショウダク		ライフ訪問看護リハビリテーション		0284-64-8799		0284-64-8335		326-0831		足利市堀込町2656-7　ASKビル３０１号		5		0		0		1		0		0		0		足利市 アシカガシ		佐野市 サノシ														小山市 オヤマシ		足利市、佐野市、館林市、邑楽郡、太田市、桐生市 アシカガシ サノシ タテバヤシシ オウラ グン オオタシ キリュウシ		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		この件に関する研修の案内が少ないため、学ぶ機会をもっと増やしてほしい ケン カン ケンシュウ アンナイ スク マナ キカイ フ

		承諾 ショウダク		わくわく訪問看護ステーションおやま		0285-24-6575		0285-20-0255		323-0022		小山市駅東通り3-9-6		11		0		0		5		0		0		0		小山市 オヤマシ		下野市 シモツケシ		栃木市 トチギシ												宇都宮市 ウツノミヤシ		小山市、結城市（茨城県）、下野市の一部、栃木市（PTのみ） オヤマシ ユウキシ イバラキケン シモノ シ イチブ トチギシ		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		1		1		1		1		3		3		3		1		1		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		自立支援のケアマネージャーがいるが、医療福祉行政をうまく連携してまとめる役割が果たせていない。それぞれが別々で動いており、介護者が困ったときの相談窓口に迷う。 ジリツ シエン イリョウ フクシ ギョウセイ レンケイ ヤクワリ ハ ベツベツ ウゴ カイゴシャ コマ ソウダン マドグチ マヨ

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーション風		028-612-1333		028-612-1384		321-0117		宇都宮市城南3丁目5-6		3		1		0		1		0		0		0		宇都宮市 ウツノミヤシ		鹿沼市 カヌマシ		下野市 シモツケシ		壬生町 ミブマチ										宇都宮市 ウツノミヤシ		宇都宮、鹿沼、下野、壬生 ウツノミヤ カヌマ シモノ ミブ		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		1		1		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1

		承諾 ショウダク		宮の橋訪問看護ステーション		028-635-9839		028-635-9839		321-0963		宇都宮市南大通り1-1-23		7		0		0		1		0		0		0		宇都宮市 ウツノミヤシ																栃木市 トチギシ		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		1		1		0		1		1		1		1		1		0		0		0		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		レスパイト等受け入れ先が少ない。市のコーディネーター様がご多忙の様子であり、要望に対しての対応にかなりの時間を要する（対応されないこともある）。年度変わるときなど、担当者（市）の引き継ぎがされず、進んでいた調整も振り出しに戻ってしまうことがある。 トウ ウ イ サキ スク シ サマ タボウ ヨウス ヨウボウ タイ タイオウ ジカン ヨウ タイオウ ネンド カ タントウシャ シ ヒ ツ スス チョウセイ フ ダ モド

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションオリーブ		0282-27-8414		0282-27-8415		328-0027		栃木市今泉町1丁目17番29号		7		0		0		0		0		0		0		栃木市 トチギシ		小山市 オヤマシ		下野市 シモツケシ		壬生町 ミブマチ										佐野市 サノシ		栃木市、小山市、下野市、壬生町 トチギシ オヤマシ シモノ シ ミブ マチ		1		1		1		0		1		1		1		1		0		0		0		0		1		1		1		1		0		0		1		1		1		0		1		1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションマザーの家		0283-85-7771		0283-85-7772		327-0504		佐野市中町942-1		2		0		3		0		0		0		0		佐野市 サノシ																さくら市 シ		佐野市 サノシ		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーション卯の郷		028-682-7770		028-682-7766		329-1311		さくら市氏家2650番地		3		0		0		0		0		0		0		さくら市 シ		塩谷町 シオヤ マチ		那須烏山市 ナスカラスヤマシ		宇都宮市 ウツノミヤシ		高根沢町 タカネザワマチ								高根沢町 タカネザワマチ		さくら市（周辺15ｋｍ以内）、塩谷町、那須烏山市、宇都宮市、高根沢町 シ シュウヘン イナイ シオヤ マチ ナスカラスヤマシ ウツノミヤシ タカネザワ マチ		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		3		3		3		3		3		1		2		2		2		2		2		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		2		2		2		3		3		3		3		1		1		1		3		3		3		3		1		2		2		2		2		2		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		2		2		2		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションたかねざわ		028-680-1701		028-680-1702		329-1233		塩谷郡高根沢町宝積寺2426-8 		16		0		0		0		0		0		0		高根沢町 タカネザワマチ		さくら市 シ		那須烏山市 ナスカラスヤマシ		芳賀町 ハガマチ		一貝町 イチ ガイ チョウ		茂木町 モギマチ		益子町 マシコ チョウ		宇都宮市 ウツノミヤシ		小山市 オヤマシ		高根沢町、さくら市、那須烏山市、芳賀町、市貝町、茂木町、益子町、宇都宮市 タカネザワマチ シ ナスカラスヤマシ ハガ マチ イチ カイ チョウ モギマチ マシコ チョウ ウツノミヤシ		1		1		1		0		1		1		1		1		1		0		1		0		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		2		2		2		2		2

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションみどり		0285-45-8362		0285-45-8397		329-0214		小山市乙女786-1		3		0		1		0		0		0		0		小山市 オヤマシ		栃木市 トチギシ		古河市 コガシ												宇都宮市 ウツノミヤシ		小山市、栃木市、古河市、結城市 オヤマシ トチギシ コガシ ユウキシ		0		0		1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		1		0		1		0		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		3		2		2		2		3		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		1		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		1		1		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		訪問看護師がもっと社会資源として同行できるとよいと思う。在宅での療養はもっと看護師が活躍できる体制が整うとよいと思った。 ホウモン カンゴシ シャカイ シゲン ドウコウ オモ ザイタク リョウヨウ カンゴシ カツヤク タイセイ トトノ オモ

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションあるく		028-643-5586		028-678-8796		320-0036		宇都宮市小幡2-6-14 		5		0		1		0		0		0		1		宇都宮市 ウツノミヤシ																小山市 オヤマシ		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		0		1		0		1		0		1		0		0		1		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3

		承諾 ショウダク		とちぎ訪問看護ステーションおやま		0285-39-8602		0285-39-8607		323-0827		栃木県小山市神鳥谷2251-7 ３２３－０８２７		12		0		0		0		0		0		1		小山市 オヤマシ		下野市 シモツケシ		野木町 ノギマチ												宇都宮市 ウツノミヤシ		小山市、下野市（南部）、野木町（北部） オヤマシ シモノ シ ナンブ ノギ マチ ホクブ		1		1		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		1		1		1		0		0		1		0		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		3		3		1		1		1		3		1		1		1		1		小児の重症心身障害児の訪問看護を行っていく上で。たびたび感じるのが成長に伴った教育、就学が難しく親御さんの希望通りにいかないことが多く残念に思います。難しいところだと思いますが… ショウニ ジュウショウ シンシン ショウガイジ ホウモン カンゴ オコナ ウエ カン セイチョウ トモナ キョウイク シュウガク ムズカ オヤゴ キボウ ドオ オオ ザンネン オモ ムズカ オモ

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションここあ		028-600-3735		028-600-3736		321-2116		栃木県宇都宮市徳次郎町998-9 ３２１－２１１６		10		1		0		1		0		0		2		宇都宮市 ウツノミヤシ		日光市 ニッコウシ														高根沢町 タカネザワ マチ		宇都宮市、日光市、 ウツノミヤシ ニッコウシ		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2

chizuru_tanaka: 未記入		

chizuru_tanaka: 未記入		

chizuru_tanaka: 未記入		

chizuru_tanaka: 未記入		

chizuru_tanaka: 未記入		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3

																																												小山市 オヤマシ

																																												大田原市 オオタワラシ				28		21		24		11		30		23		31		24		28		14		22		17		32		21		31		19		32		6		33		7		31		8		33		20		33		18		16		9		29		2		30		4		28		3		30		3		32		6		31		4		33		22

																																												那須塩原市 ナスシオバラ シ				28		21		24		11		30		23		31		24		28		14		22		17		32		21		31		19		32		6		33		7		31		8		33		20		33		18		16		9		29		2		30		4		28		3		30		3		32		6		31		4		33		22

																																												小山市 オヤマシ

																																												壬生町 ミブマチ

																																												上三川町 カミノカワマチ

																																												那須町 ナスマチ

														260		19		15		35		1		4		16																		佐野市 サノシ				Q2.いままでに以下の項目を在宅看護で行ったことがありますか（あるものすべてにチェックをしてください）																																																																																						Q4.依頼があった場合に可能な医療的ケアと身体介護についてお答えください

				事業所名 ジギョウショ メイ		電話番号 デンワ バンゴウ		FAX番号 バンゴウ		郵便番号 ユウビンバンゴウ		所在地 ショザイチ		職員構成（常勤・非常勤は問いません）【人数：名】 ショクイン コウセイ ジョウキン ヒジョウキン ト ニンズウ メイ																														那須塩原市 ナスシオバラ シ		訪問可能な主な市町村 ホウモン カノウ オモ シチョウソン		在宅人工呼吸器の管理 ザイタク ジンコウ コキュウキ カンリ				気管カニューレの交換 キカン コウカン				気管カニューレ部位のガーゼ交換 キカン ブイ コウカン				気管内吸引 キカンナイ キュウイン				食事介助 ショクジ カイジョ				経鼻チューブの交換 ケイビ コウカン				胃瘻の管理 イロウ カンリ				経管栄養の注入 ケイカン エイヨウ チュウニュウ				ストーマの管理 カンリ				尿道カテーテルの管理 ニョウドウ カンリ				導尿 ドウニョウ				入浴介助 ニュウヨク カイジョ				看護師によるリハビリテーション カンゴシ				OTもしくはPTによるリハビリテーション				中心静脈カテーテル管理 チュウシン ジョウミャク カンリ				高カロリー輸液の管理 コウ ユエキ カンリ				薬剤の静注（抗生物質や利尿剤など） ヤクザイ ジョウチュウ コウセイ ブッシツ リニョウザイ				麻薬による疼痛コントロール マヤク ウズ ツウ				終末期の医療的ケア シュウマツキ イリョウテキ				在宅での看取り ザイタク ミト				24時間対応 ジカン タイオウ						在宅人工呼吸器の管理 ザイタク ジンコウ コキュウキ カンリ										気管カニューレの交換 キカン コウカン										気管カニューレの管理（日常の交換以外の対応） キカン カンリ ニチジョウ コウカン イガイ タイオウ										気管内吸引 キカンナイ キュウイン										食事介助 ショクジ カイジョ										経鼻チューブの交換 ケイビ コウカン										ストーマの管理 カンリ										尿道カテーテルの管理 ニョウドウ カンリ										導尿 ドウニョウ										入浴介助 ニュウヨク カイジョ										看護師によるリハビリテーション カンゴシ										OTもしくはPTによるリハビリテーション										中心静脈カテーテル管理 チュウシン ジョウミャク カンリ										高カロリー輸液の管理 コウ ユエキ カンリ										薬剤の静注（抗生物質や利尿剤など） ヤクザイ ジョウチュウ コウセイ ブッシツ リニョウザイ										麻薬による疼痛コントロール マヤク トウツウ										終末期の医療的ケア シュウマツキ イリョウテキ										在宅での看取り ザイタク ミト										24時間対応 ジカン タイオウ										外出の介助 ガイシュツ カイジョ										通院の介助 ツウイン カイジョ

														看護師 カンゴシ		作業療法士 サギョウ リョウホウシ		准看護師 ジュンカンゴシ		理学療法士 リガク リョウホウシ		保健師 ホケンシ		言語療法士 ゲンゴ リョウホウシ		その他 タ																		旧宇都宮市 キュウ ウツノミヤシ				成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ				乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ

																												訪問可能市町村 ホウモン カノウ シチョウソン		事業所数 ジギョウショ スウ														益子町 マシコマチ																																																																																								できる		18		20		19		20		27		9		11		13		13		18		22		22		22		24		30		25		25		26		29		34		25		25		26		27		31		16		17		19		21		27		21		22		23		26		32		16		18		22		25		33		16		18		22		24		32		26		25		29		30		31		18		20		22		23		30		9		10		9		9		12		20		20		23		25		31		21		22		24		27		32		14		14		16		18		27		12		12		13		15		25		18		17		19		20		28		19		18		19		21		29		23		23		24		25		33		7		7		9		10		14		5		6		7		8		11

																				成人 セイジン		小児 ショウニ						足利市 アシカガシ		3														下野市 シモツケシ																																																																																								できない		8		7		8		5		1		18		15		14		12		6		6		6		6		4		1		5		5		5		4		0		6		6		6		5		1		11		11		11		9		3		5		5		5		3		0		8		8		8		5		0		9		8		8		5		0		5		6		5		4		1		8		7		7		6		2		19		18		18		19		17		7		7		7		6		1		6		6		6		5		1		10		10		10		7		2		6		6		6		5		1		6		6		6		5		2		5		5		5		4		1		5		5		5		4		1		11		11		11		10		7		17		17		17		16		13

																		在宅人工呼吸器の管理 ザイタク ジンコウ コキュウキ カンリ		28		21						市貝町 イチ		2														上三川町 カミノカワマチ																																																																																								要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン		8		7		7		9		6		7		8		7		9		10		6		6		6		6		3		4		4		3		1		0		3		3		2		2		2		7		6		4		4		4		8		7		6		5		2		10		8		4		4		1		9		8		4		5		2		3		3		0		0		2		8		7		5		5		2		6		6		7		6		5		7		7		4		3		2		7		6		4		2		1		10		10		8		9		5		16		16		15		14		8		10		11		9		9		4		10		11		10		9		4		6		6		5		5		0		16		16		14		14		13		12		11		10		10		10

																		気管カニューレの交換 キカン コウカン		24		11						宇都宮市		13														那珂川町 ナカガワマチ

																		気管カニューレ部位のガーゼ交換 キカン ブイ コウカン		30		23						大田原市		6														佐野市 サノシ																																																																																								Ｑ4.できる

																		気管内吸引 キカンナイ キュウイン		31		24						小山市		6														那須塩原市 ナスシオバラ シ				看護師 カンゴシ		作業療法士 サギョウ リョウホウシ		准看護師 ジュンカンゴシ		理学療法士 リガク リョウホウシ		保健師 ホケンシ		言語療法士 ゲンゴ リョウホウシ		その他 タ																																																																										在宅人工呼吸器の管理		気管カニューレの交換		気管カニューレの管理
（日常の交換以外の対応）		気管内吸引		食事介助		経鼻チューブの交換		ストーマの管理		尿道カテーテルの管理		導尿		入浴介助		看護師による
リハビリテーション				OTもしくはPTによる
リハビリテーション		中心静脈カテーテル管理 チュウシン ジョウミャク カンリ		高カロリー輸液の管理 コウ ユエキ カンリ		薬剤の静注
（抗生物質や利尿剤など） ヤクザイ ジョウチュウ コウセイ ブッシツ リニョウザイ		麻薬による疼痛コントロール マヤク トウツウ		終末期の医療的ケア シュウマツキ イリョウテキ		在宅での看取り ザイタク ミト		24時間対応 ジカン タイオウ		外出の介助		通院の介助

																		食事介助 ショクジ カイジョ		28		14						鹿沼市		3														那須塩原市 ナスシオバラ シ				260		19		15		35		1		4		16																																																																								乳児～2歳 ニュウジ サイ		18		9		22		25		25		16		21		16		16		26		18		乳児～2歳 ニュウジ サイ		9		20		21		14		12		18		19		23		7		5

																		経鼻チューブの交換 ケイビ コウカン		22		17						上三川町		3														佐野市 サノシ																																																																																								3～6歳 サイ		20		11		22		25		25		17		22		18		18		25		20		3～6歳 サイ		10		20		22		14		12		17		18		23		7		6

																		胃瘻の管理 イロウ カンリ		32		21						さくら市		2														下野市 シモツケシ																																																																																								7歳～12歳 サイ サイ		19		13		22		26		26		19		23		22		22		29		22		7歳～12歳 サイ サイ		9		23		24		16		13		19		19		24		9		7

																		経管栄養の注入 ケイカン エイヨウ チュウニュウ		31		19						佐野市 サノシ		4														鹿沼市 カヌマシ				看護師 カンゴシ		260						できる		できない		要相談 ヨウ ソウダン																																																																								13～17歳 サイ		20		13		24		29		24		21		26		25		24		30		23		13～17歳 サイ		9		25		27		18		15		20		21		25		10		8

																		ストーマの管理 カンリ		32		6						塩谷町 シオヤ マチ		1														小山市 オヤマシ				作業療法士 サギョウ リョウホウシ		19						14		6		14																																																																								18歳以上 サイイジョウ		27		18		30		34		31		27		32		33		32		31		30		18歳以上 サイイジョウ		12		31		32		27		25		28		29		33		14		11













																		尿道カテーテルの管理 ニョウドウ カンリ		33		7						下野市		6														塩谷町 シオヤ マチ				准看護師 ジュンカンゴシ		15

																		導尿 ドウニョウ		31		8						高根沢町		3														さくら市 シ				理学療法士 リガク リョウホウシ		35																																																																																		Ｑ4.できない

																				成人 セイジン		小児 ショウニ

																		入浴介助 ニュウヨク カイジョ		33		20						栃木市 トチギシ		8														栃木市 トチギシ				保健師 ホケンシ		1																																																																																				在宅人工呼吸器の管理		気管カニューレの交換		気管カニューレの管理
（日常の交換以外の対応）		気管内吸引		食事介助		経鼻チューブの交換		ストーマの管理		尿道カテーテルの管理		導尿		入浴介助		看護師による
リハビリテーション				OTもしくはPTによる
リハビリテーション		中心静脈カテーテル管理 チュウシン ジョウミャク カンリ		高カロリー輸液の管理 コウ ユエキ カンリ		薬剤の静注
（抗生物質や利尿剤など） ヤクザイ ジョウチュウ コウセイ ブッシツ リニョウザイ		麻薬による疼痛コントロール マヤク トウツウ		終末期の医療的ケア シュウマツキ イリョウテキ		在宅での看取り ザイタク ミト		24時間対応 ジカン タイオウ		外出の介助		通院の介助

																		看護師によるリハビリテーション カンゴシ		33		18						那珂川町		3														下野市 シモツケシ				言語療法士 ゲンゴ リョウホウシ		4																																																																																		乳児～2歳 ニュウジ サイ		8		18		6		5		6		11		5		8		9		5		8		乳児～2歳 ニュウジ サイ		19		7		6		10		6		6		5		5		11		17

																		OTもしくはPTによるリハビリテーション		16		9						那須烏山市		3														日光市 ニッコウシ				その他 タ		16																																																																																		3～6歳 サイ		7		15		6		5		6		11		5		8		8		6		7		3～6歳 サイ		18		7		6		10		6		6		5		5		11		17

																		中心静脈カテーテル管理 チュウシン ジョウミャク カンリ		29		2						那須塩原市		6														壬生町 ミブマチ																																																																																								7歳～12歳 サイ サイ		8		14		6		5		6		11		5		8		8		5		7		7歳～12歳 サイ サイ		18		7		6		10		6		6		5		5		11		17

																		高カロリー輸液の管理 コウ ユエキ カンリ		30		4						那須町 ナスマチ		3														那須町 ナスマチ																																																																																								13～17歳 サイ		5		12		4		4		5		9		3		5		5		4		6		13～17歳 サイ		19		6		5		7		5		5		4		4		10		16

																		薬剤の静注（抗生物質や利尿剤など） ヤクザイ ジョウチュウ コウセイ ブッシツ リニョウザイ		28		3						日光市 ニッコウシ		2														矢板市 ヤイタシ																																																																																								18歳以上 サイイジョウ		1		6		1		0		1		3		0		0		0		1		2		18歳以上 サイイジョウ		17		1		1		2		1		2		1		1		7		13

																		麻薬による疼痛コントロール マヤク ウズ ツウ		30		3						野木町 ノギマチ		2														旧藤岡町 キュウ フジオカマチ

																		終末期の医療的ケア シュウマツキ イリョウテキ		32		6						芳賀町 ハガマチ		2														壬生町 ミブマチ																																																																																								Ｑ4.要相談 ヨウ ソウダン

																		在宅での看取り ザイタク ミト		31		4						益子町 マシコマチ		2														大田原市 オオタワラシ																																																																																										在宅人工呼吸器の管理		気管カニューレの交換		気管カニューレの管理
（日常の交換以外の対応）		気管内吸引		食事介助		経鼻チューブの交換		ストーマの管理		尿道カテーテルの管理		導尿		入浴介助		看護師による
リハビリテーション				OTもしくはPTによる
リハビリテーション		中心静脈カテーテル管理 チュウシン ジョウミャク カンリ		高カロリー輸液の管理 コウ ユエキ カンリ		薬剤の静注
（抗生物質や利尿剤など） ヤクザイ ジョウチュウ コウセイ ブッシツ リニョウザイ		麻薬による疼痛コントロール マヤク トウツウ		終末期の医療的ケア シュウマツキ イリョウテキ		在宅での看取り ザイタク ミト		24時間対応 ジカン タイオウ		外出の介助		通院の介助

																		24時間対応 ジカン タイオウ		33		22						壬生町 ミブマチ		7														栃木市 トチギシ																																																																																								乳児～2歳 ニュウジ サイ		8		7		6		4		3		7		8		10		9		3		8		乳児～2歳 ニュウジ サイ		6		7		7		10		16		10		10		6		16		12

																												真岡市 モオカシ		1														那須町 ナスマチ																																																																																								3～6歳 サイ		7		8		6		4		3		6		7		8		8		3		7		3～6歳 サイ		6		7		6		10		16		11		11		6		16		11

																												茂木町 モギマチ		3														旧今市市 キュウ イマイチシ																																																																																								7歳～12歳 サイ サイ		7		7		6		3		2		4		6		4		4		0		5		7歳～12歳 サイ サイ		7		4		4		8		15		9		10		5		14		10

																												矢板市 ヤイタシ		1														芳賀町 ハガマチ						Q3.現時点で、依頼のあった場合、重症心身障害児（者）の在宅医療を行うことはできますか ゲンジテン イライ バアイ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ ザイタク イリョウ オコナ																																																																																		13～17歳 サイ		9		9		6		1		2		4		5		4		5		0		5		13～17歳 サイ		6		3		2		9		14		9		9		5		14		10

																																												壬生町 ミブマチ				できる		14																																																																																		18歳以上 サイイジョウ		6		10		3		0		2		4		2		1		2		2		2		18歳以上 サイイジョウ		5		2		1		5		8		4		4		0		13		10

																																												茂木町 モギマチ				できない		6

																																												那珂川町 ナカガワマチ				要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン		14

																																												栃木市 トチギシ

																																												下野市 シモツケシ

																																												下野市 シモツケシ				在宅人工呼吸器の管理 ザイタク ジンコウ コキュウキ カンリ		気管カニューレの交換 キカン コウカン		気管カニューレ部位のガーゼ交換 キカン ブイ コウカン		気管内吸引 キカンナイ キュウイン		食事介助 ショクジ カイジョ		経鼻チューブの交換 ケイビ コウカン		胃瘻の管理 イロウ カンリ		経管栄養の注入 ケイカン エイヨウ チュウニュウ		ストーマの管理 カンリ		尿道カテーテルの管理 ニョウドウ カンリ		導尿 ドウニョウ		入浴介助 ニュウヨク カイジョ		看護師によるリハビリテーション カンゴシ		OTもしくはPTによるリハビリテーション		中心静脈カテーテル管理 チュウシン ジョウミャク カンリ		高カロリー輸液の管理 コウ ユエキ カンリ		薬剤の静注（抗生物質や利尿剤など） ヤクザイ ジョウチュウ コウセイ ブッシツ リニョウザイ		麻薬による疼痛コントロール マヤク ウズ ツウ		終末期の医療的ケア シュウマツキ イリョウテキ		在宅での看取り ザイタク ミト		24時間対応 ジカン タイオウ

																																												那須烏山市 ナスカラスヤマシ		成人 セイジン		28		24		30		31		28		22		32		31		32		33		31		33		33		16		29		30		28		30		32		31		33

																																												那須烏山市 ナスカラスヤマシ		小児 ショウニ		21		11		23		24		14		17		21		19		6		7		8		20		18		9		2		4		3		3		6		4		22

																																												古河市 コガシ

																																												野木町 ノギマチ

																																												宇都宮市 ウツノミヤシ

																																												那珂川町 ナカガワマチ

																																												壬生町 ミブマチ

																																												茂木町 モギマチ

																																												宇都宮市 ウツノミヤシ

																																												一貝町 イチ ガイ チョウ

																																												壬生町 ミブマチ

																																												壬生町 ミブマチ

																																												宇都宮市 ウツノミヤシ

																																												芳賀町 ハガマチ

																																												西片町 ニシカタマチ

																																												高根沢町 タカネザワマチ

																																												一貝町 イチ ガイ チョウ

																																												茂木町 モギマチ

																																												益子町 マシコ チョウ

																																												宇都宮市 ウツノミヤシ



成人	在宅人工呼吸器の管理	気管カニューレの交換	気管カニューレ部位のガーゼ交換	気管内吸引	食事介助	経鼻チューブの交換	胃瘻の管理	経管栄養の注入	ストーマの管理	尿道カテーテルの管理	導尿	入浴介助	看護師によるリハビリテーション	OTもしくはPT	によるリハビリテーション	中心静脈カテーテル管理	高カロリー輸液の管理	薬剤の静注（抗生物質や利尿剤など）	麻薬による疼痛コントロール	終末期の医療的ケア	在宅での看取り	24時間対応	28	24	30	31	28	22	32	31	32	33	31	33	33	16	29	30	28	30	32	31	33	小児	在宅人工呼吸器の管理	気管カニューレの交換	気管カニューレ部位のガーゼ交換	気管内吸引	食事介助	経鼻チューブの交換	胃瘻の管理	経管栄養の注入	ストーマの管理	尿道カテーテルの管理	導尿	入浴介助	看護師によるリハビリテーション	OTもしくはPTによるリハビリテーション	中心静脈カテーテル管理	高カロリー輸液の管理	薬剤の静注（抗生物質や利尿剤など）	麻薬による疼痛コントロール	終末期の医療的ケア	在宅での看取り	24時間対応	21	11	23	24	14	17	21	19	6	7	8	20	18	9	2	4	3	3	6	4	22	Q3.現時点で、依頼のあった場合、重症心身障害児（者）の在宅医療を行うことはできますか

Q3.現時点で、依頼のあった場合、重症心身障害児（者）の在宅医療を行うことはできますか	できる	できない	要相談（条件による）	14	6	14	乳児～2歳	在宅人工呼吸器の管理	気管カニューレの交換	気管カニューレの管理	
（日常の交換以外の対応）	気管内吸引	食事介助	経鼻チューブの交換	ストーマの管理	尿道カテーテルの管理	導尿	入浴介助	看護師による	
リハビリテーション	OTもしくはPTによる	
リハビリテーション	中心静脈カテーテル管理	高カロリー輸液の管理	薬剤の静注	
（抗生物質や利尿剤など）	麻薬による疼痛コントロール	終末期の医療的ケア	在宅での看取り	24時間対応	外出の介助	通院の介助	18	9	22	25	25	16	21	16	16	26	18	0	9	20	21	14	12	18	19	23	7	5	3～6歳	在宅人工呼吸器の管理	気管カニューレの交換	気管カニューレの管理	
（日常の交換以外の対応）	気管内吸引	食事介助	経鼻チューブの交換	ストーマの管理	尿道カテーテルの管理	導尿	入浴介助	看護師による	
リハビリテーション	OTもしくはPTによる	
リハビリテーション	中心静脈カテーテル管理	高カロリー輸液の管理	薬剤の静注	
（抗生物質や利尿剤など）	麻薬による疼痛コントロール	終末期の医療的ケア	在宅での看取り	24時間対応	外出の介助	通院の介助	20	11	22	25	25	17	22	18	18	25	20	0	10	20	22	14	12	17	18	23	7	6	7歳～12歳	在宅人工呼吸器の管理	気管カニューレの交換	気管カニューレの管理	
（日常の交換以外の対応）	気管内吸引	食事介助	経鼻チューブの交換	ストーマの管理	尿道カテーテルの管理	導尿	入浴介助	看護師による	
リハビリテーション	OTもしくはPTによる	
リハビリテーション	中心静脈カテーテル管理	高カロリー輸液の管理	薬剤の静注	
（抗生物質や利尿剤など）	麻薬による疼痛コントロール	終末期の医療的ケア	在宅での看取り	24時間対応	外出の介助	通院の介助	19	13	22	26	26	19	23	22	22	29	22	0	9	23	24	16	13	19	19	24	9	7	13～17歳	在宅人工呼吸器の管理	気管カニューレの交換	気管カニューレの管理	
（日常の交換以外の対応）	気管内吸引	食事介助	経鼻チューブの交換	ストーマの管理	尿道カテーテルの管理	導尿	入浴介助	看護師による	
リハビリテーション	OTもしくはPTによる	
リハビリテーション	中心静脈カテーテル管理	高カロリー輸液の管理	薬剤の静注	
（抗生物質や利尿剤など）	麻薬による疼痛コントロール	終末期の医療的ケア	在宅での看取り	24時間対応	外出の介助	通院の介助	20	13	24	29	24	21	26	25	24	30	23	0	9	25	27	18	15	20	21	25	10	8	18歳以上	在宅人工呼吸器の管理	気管カニューレの交換	気管カニューレの管理	
（日常の交換以外の対応）	気管内吸引	食事介助	経鼻チューブの交換	ストーマの管理	尿道カテーテルの管理	導尿	入浴介助	看護師による	
リハビリテーション	OTもしくはPTによる	
リハビリテーション	中心静脈カテーテル管理	高カロリー輸液の管理	薬剤の静注	
（抗生物質や利尿剤など）	麻薬による疼痛コントロール	終末期の医療的ケア	在宅での看取り	24時間対応	外出の介助	通院の介助	27	18	30	34	31	27	32	33	32	31	30	0	12	31	32	27	25	28	29	33	14	11	乳児～2歳	在宅人工呼吸器の管理	気管カニューレの交換	気管カニューレの管理	
（日常の交換以外の対応）	気管内吸引	食事介助	経鼻チューブの交換	ストーマの管理	尿道カテーテルの管理	導尿	入浴介助	看護師による	
リハビリテーション	OTもしくはPTによる	
リハビリテーション	中心静脈カテーテル管理	高カロリー輸液の管理	薬剤の静注	
（抗生物質や利尿剤など）	麻薬による疼痛コントロール	終末期の医療的ケア	在宅での看取り	24時間対応	外出の介助	通院の介助	8	18	6	5	6	11	5	8	9	5	8	0	19	7	6	10	6	6	5	5	11	17	3～6歳	在宅人工呼吸器の管理	気管カニューレの交換	気管カニューレの管理	
（日常の交換以外の対応）	気管内吸引	食事介助	経鼻チューブの交換	ストーマの管理	尿道カテーテルの管理	導尿	入浴介助	看護師による	
リハビリテーション	OTもしくはPTによる	
リハビリテーション	中心静脈カテーテル管理	高カロリー輸液の管理	薬剤の静注	
（抗生物質や利尿剤など）	麻薬による疼痛コントロール	終末期の医療的ケア	在宅での看取り	24時間対応	外出の介助	通院の介助	7	15	6	5	6	11	5	8	8	6	7	0	18	7	6	10	6	6	5	5	11	17	7歳～12歳	在宅人工呼吸器の管理	気管カニューレの交換	気管カニューレの管理	
（日常の交換以外の対応）	気管内吸引	食事介助	経鼻チューブの交換	ストーマの管理	尿道カテーテルの管理	導尿	入浴介助	看護師による	
リハビリテーション	OTもしくはPTによる	
リハビリテーション	中心静脈カテーテル管理	高カロリー輸液の管理	薬剤の静注	
（抗生物質や利尿剤など）	麻薬による疼痛コントロール	終末期の医療的ケア	在宅での看取り	24時間対応	外出の介助	通院の介助	8	14	6	5	6	11	5	8	8	5	7	0	18	7	6	10	6	6	5	5	11	17	13～17歳	在宅人工呼吸器の管理	気管カニューレの交換	気管カニューレの管理	
（日常の交換以外の対応）	気管内吸引	食事介助	経鼻チューブの交換	ストーマの管理	尿道カテーテルの管理	導尿	入浴介助	看護師による	
リハビリテーション	OTもしくはPTによる	
リハビリテーション	中心静脈カテーテル管理	高カロリー輸液の管理	薬剤の静注	
（抗生物質や利尿剤など）	麻薬による疼痛コントロール	終末期の医療的ケア	在宅での看取り	24	時間対応	外出の介助	通院の介助	5	12	4	4	5	9	3	5	5	4	6	0	19	6	5	7	5	5	4	4	10	16	18歳以上	在宅人工呼吸器の管理	気管カニューレの交換	気管カニューレの管理	
（日常の交換以外の対応）	気管内吸引	食事介助	経鼻チューブの交換	ストーマの管理	尿道カテーテルの管理	導尿	入浴介助	看護師による	
リハ	ビリテーション	OTもしくはPTによる	
リハビリテーション	中心静脈カテーテル管理	高カロリー輸液の管理	薬剤の静注	
（抗生物質や利尿剤など）	麻薬による疼痛コントロール	終末期の医療的ケア	在宅での看取り	24時間対応	外出の介助	通院の介助	1	6	1	0	1	3	0	0	0	1	2	0	17	1	1	2	1	2	1	1	7	13	

乳児～2歳	在宅人工呼吸器の管理	気管カニューレの交換	気管カニューレの管理	
（日常の交換以外の対応）	気管内吸引	食事介助	経鼻チューブの交換	ストーマの管理	尿道カテーテルの管理	導尿	入浴介助	看護師による	
リハビリテーション	OTもしくはPTによる	
リハビリテーション	中心静脈カテーテル管理	高カロリー輸液の管理	薬剤の静注	
（抗生物質や利尿剤など）	麻薬による疼痛コントロール	終末期の医療的ケア	在宅での看取り	24時間対応	外出の介助	通院の介助	8	7	6	4	3	7	8	10	9	3	8	0	6	7	7	10	16	10	10	6	16	12	3～6歳	在宅人工呼吸器の管理	気管カニューレの交換	気管カニューレの管理	
（日常の交換以外の対応）	気管内吸引	食事介助	経鼻チューブの交換	ストーマの管理	尿道カテーテルの管理	導尿	入浴介助	看護師による	
リハビリテーション	OTもしくはPTによる	
リハビリテーション	中心静脈カテーテル管理	高カロリー輸液の管理	薬剤の静注	
（抗生物質や利尿剤など）	麻薬による疼痛コントロール	終末期の医療的ケア	在宅での看取り	24時間対応	外出の介助	通院の介助	7	8	6	4	3	6	7	8	8	3	7	0	6	7	6	10	16	11	11	6	16	11	7歳～12歳	在宅人工呼吸器の管理	気管カニューレの交換	気管カニューレの管理	
（日常の交換以外の対応）	気管内吸引	食事介助	経鼻チューブの交換	ストーマの管理	尿道カテーテルの管理	導尿	入浴介助	看護師による	
リハビリテーション	OTもしくはPTによる	
リハビリテーション	中心静脈カテーテル管理	高カロリー輸液の管理	薬剤の静注	
（抗生物質や利尿剤など）	麻薬による疼痛コントロール	終末期の医療的ケア	在宅での看取り	24時間対応	外出の介助	通院の介助	7	7	6	3	2	4	6	4	4	0	5	0	7	4	4	8	15	9	10	5	14	10	13～17歳	在宅人工呼吸器の管理	気管カニューレの交換	気管カニューレの管理	
（日常の交換以外の対応）	気管内吸引	食事介助	経鼻チューブの交換	ストーマの管理	尿道カテーテルの管理	導尿	入浴介助	看護師による	
リハビリテーション	OTもしくはPTによる	
リハビリテーション	中心静脈カテーテル管理	高カロリー輸液の管理	薬剤の静注	
（抗生物質や利尿剤など）	麻薬による疼痛コントロール	終末期の医療的ケア	在宅での看取り	24時間	対応	外出の介助	通院の介助	9	9	6	1	2	4	5	4	5	0	5	0	6	3	2	9	14	9	9	5	14	10	18歳以上	在宅人工呼吸器の管理	気管カニューレの交換	気管カニューレの管理	
（日常の交換以外の対応）	気管内吸引	食事介助	経鼻チューブの交換	ストーマの管理	尿道カテーテルの管理	導尿	入浴介助	看護師による	
リハビリ	テーション	OTもしくはPTによる	
リハビリテーション	中心静脈カテーテル管理	高カロリー輸液の管理	薬剤の静注	
（抗生物質や利尿剤など）	麻薬による疼痛コントロール	終末期の医療的ケア	在宅での看取り	24時間対応	外出の介助	通院の介助	6	10	3	0	2	4	2	1	2	2	2	0	5	2	1	5	8	4	4	0	13	10	

診療所

		Ｑ１		1.医療ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する外来診療について、以下の医療行為に対応できますか。 イリョウ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ガイライ シンリョウ イカ イリョウ コウイ タイオウ

				Ｑ1-1										予防接種 ヨボウ セッシュ

				Ｑ1-2										一次診療
（経過観察、栄養観察を含む） イチジ シンリョウ ケイカ カンサツ エイヨウ カンサツ フク

				Ｑ1-3										経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ

				Ｑ1-4										経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ

				Ｑ1-5										中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ

				Ｑ1-6										酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ

				Ｑ1-7										気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ

				Ｑ1-8										人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ

				Ｑ1-9										尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ

				Ｑ1-10										人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ

				Ｑ1-11										褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ

		Ｑ２		2.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する往診及び訪問診療について、以下の医療行為に対応できますか イリョウテキ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ オウシン オヨ ホウモン シンリョウ イカ イリョウ コウイ タイオウ

				Ｑ2-1										予防接種 ヨボウ セッシュ

				Ｑ2-2										一次診療
（経過観察、栄養観察を含む） イチジ シンリョウ ケイカ カンサツ エイヨウ カンサツ フク

				Ｑ2-3										経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ

				Ｑ2-4										経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ

				Ｑ2-5										中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ

				Ｑ2-6										酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ

				Ｑ2-7										気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ

				Ｑ2-8										人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ

				Ｑ2-9										尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ

				Ｑ2-10										人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ

				Ｑ2-11										褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ

		Ｑ3		3.24時間、重症心身障害児（18歳未満）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイジ サイ ミマン イリョウ タイオウ

				Ｑ3-1										できる

				Ｑ3-2										できない

				Ｑ3-3										要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン

		Ｑ4		4.24時間、重症心身障害者（18歳以上）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイシャ サイ イジョウ イリョウ タイオウ

				Ｑ4-1										できる

				Ｑ4-2										できない

				Ｑ4-3										要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン

		Ｑ5		5.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する訪問リハビリてーションを提供していますか イリョウテキ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ホウモン テイキョウ

				Ｑ5-1										提供している テイキョウ

				Ｑ5-2										提供していない テイキョウ

				Ｑ5-3										提供していないが対応は可能 テイキョウ タイオウ カノウ

				Ｑ5-4										要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン

		Ｑ6		6.重症心身障害児（者）在宅医療に対応できるようになるための条件はなんですか ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ ザイタク イリョウ タイオウ ジョウケン

				Ｑ6-1										診療報酬の点数が増えること シンリョウ ホウシュウ テンスウ フ

				Ｑ6-2										訪問看護尾の連携 ホウモン カンゴ オ レンケイ

				Ｑ6-3										病院との連携 ビョウイン レンケイ

				Ｑ6-4										在宅療養支援診療所と小児科医とのグループ診療 ザイタク リョウヨウ シエン シンリョウジョ ショウニ カ イ シンリョウ

				Ｑ6-5										在宅療養支援診療所に助言や相談を求めることができること ザイタク リョウヨウ シエン シンリョウジョ ジョゲン ソウダン モト

				Ｑ6-6										小児科医に助言や相談を求めることができること ショウニ カ イ ジョゲン ソウダン モト

				Ｑ6-7										経験のある医師がいること ケイケン イシ

				Ｑ6-8										研修などの自己のスキルアップ ケンシュウ ジコ

				Ｑ6-9										その他 タ

		Ｑ7		7.重症心身障害児（者）の方に対する医療、在宅生活等についてお気づきのことなど、ご自由にお書きください ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ カタ タイ イリョウ ザイタク セイカツ ナド キ ジユウ カ



		承諾可否 ショウダク カヒ		診療所名 シンリョウジョ メイ		電話番号 デンワ バンゴウ		郵便番号 ユウビンバンゴウ		所在地 ショザイチ		電話番号 デンワ バンゴウ		Ｑ１　1.医療ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する外来診療について、以下の医療行為に対応できますか。																								Ｑ２　2.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する往診及び訪問診療について、以下の医療行為に対応できますか																						Ｑ3		Ｑ4		Ｑ5		Ｑ6　6.重症心身障害児（者）在宅医療に対応できるようになるための条件はなんですか																		Ｑ7重症心身障害児（者）の方に対する医療、在宅生活等についてお気づきのことなど、ご自由にお書きください

														Ｑ1-1		Ｑ1-2		Ｑ1-3		Ｑ1-4		Ｑ1-5		Ｑ1-6		Ｑ1-7		Ｑ1-8		Ｑ1-9		Ｑ1-10		Ｑ1-11				Ｑ2-1		Ｑ2-2		Ｑ2-3		Ｑ2-4		Ｑ2-5		Ｑ2-6		Ｑ2-7		Ｑ2-8		Ｑ2-9		Ｑ2-10		Ｑ2-11								Ｑ6-1		Ｑ6-2		Ｑ6-3		Ｑ6-4		Ｑ6-5		Ｑ6-6		Ｑ6-7		Ｑ6-8		Ｑ6-9

		否 ヒ		不明 フメイ						不明 フメイ		不明 フメイ		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		7		0		0

		否 ヒ		不明 フメイ						不明 フメイ		不明 フメイ		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		1		1		0		0		0		1		0

		否 ヒ		不明 フメイ						不明 フメイ		不明 フメイ		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		不明 フメイ						不明 フメイ		不明 フメイ		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		0

		否 ヒ		不明 フメイ						不明 フメイ		不明 フメイ		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		否 ヒ		不明 フメイ						不明 フメイ		不明 フメイ		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		0		1		0

		否 ヒ		不明 フメイ						不明 フメイ		不明 フメイ		1		1		2		2		2		2		2		2		1		2		1				1		1		2		2		2		2		2		2		1		2		1		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		その他：各種の健康的処置の管理ができるかどうか。その訓練を受けているかどうかです。 タ カクシュ ケンコウテキ ショチ カンリ クンレン ウ

		否 ヒ		不明 フメイ						不明 フメイ		不明 フメイ		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		0		0		1		0		0

		否 ヒ		不明 フメイ						不明 フメイ		不明 フメイ		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		その他:スタッフ不足（医師、看護師、介助者）スペース不足 タ フソク イシ カンゴシ カイジョシャ フソク

		否 ヒ		宇都宮市保健所 ウツノミヤシ ホケンジョ				321-0974		宇都宮市竹林町972				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		その他：保健所は直接的な医療サービスを行っていないことから、今後も対応は行わない タ ホケンジョ チョクセツ テキ イリョウ オコナ コンゴ タイオウ オコナ

		承諾 ショウダク		深谷医院 フカヤ イイン		0285-75-0007 		321-4502		真岡市物井1268-7				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		1				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		1		2		2		2		0		0		1		1		0		0		0		0		0

		否 ヒ		こどもクリニックしまむら				326-0822		足利市田中町908-4				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		かしま産婦人科 サンフジンカ		0284-65-0341		326-0844		足利市鹿島町501-1				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		婦人科疾患（不正性器出血/帯下/外陰掻痒等）については外来対応させて頂いております フジンカ シッカン フセイ セイキ シュッケツ タイゲ ガイイン カ カユ ナド ガイライ タイオウ イタダ

		否 ヒ		医療法人雄仁会　奥山医院 イリョウ ホウジン ユウジン カイ オクヤマ イイン				322-0065		鹿沼市上材木町2320				1		3		3		3		3		3		1		3		3		2		2				1		3		2		3		2		3		1		3		3		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		1		1		0		0

		否 ヒ		水沼医院 ミズヌマ イイン				321-0628		那須烏山市金井1-14-8				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		3				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		飯野医院				321-4539		真岡市長沼730-1				3		2		2		2		2		3		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		おおきこどもクリニック		0285-41-0025 		329-0207		小山市美しが丘3-35-3				1		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		宇都宮市子ども発達センター診療所 ウツノミヤシ コ ハッタツ シンリョウジョ		028-647-4720		320-0851		栃木県宇都宮市鶴田町970-1				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		その他：子ども発達センター内の療育を利用する児の診療所であるため タ コ ハッタツ ナイ リョウイク リヨウ ジ シンリョウジョ

		承諾 ショウダク		中川医院 ナカガワ イイン		0287-62-0040		325-0057		那須塩原市黒磯幸町6-27				3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		1		0		1		0

		否 ヒ		ももやこどもクリニック				321-0118		宇都宮市インターパーク3-6-1				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		1		0		0		0		0		0

		否 ヒ		阿久津医院 アクツ イイン				329-1226		高根沢町大谷176-1 タカネザワマチ オオタニ				1		1		2		2		2		3		2		2		3		3		3				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		1		0		0		0		1		0		0

		否 ヒ		伊保内診療所 イホ ナイ シンリョウジョ				327-0034		佐野市伊保内町3841-1				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		1		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		にじいろこども診療所 シンリョウジョ		0285-44-7716		329-0414		下野市小金井4-1-1				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		0		1		1		0

		否 ヒ		戸野塚内科医院 トノヅカ ナイカ イイン				323-0064		小山市下石塚471				3		3		3		3		3		1		1		1		1		3		1				3		3		3		3		3		1		1		1		1		3		1		3		3		4		0		0		1		0		0		1		1		1		0

		否 ヒ		賀川診療所 カガワ シンリョウジョ				326-0843		足利市五十部町1785				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		1		0		1		0		0

		承諾 ショウダク		豊郷台クリニック ユタカ ゴウ ダイ		028-643-8998		320-0003		宇都宮市豊郷台2-21-3		028-643-8998（FAX8999）		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1				1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		2		0		1		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		いとうこどもクリニック		0289-63-5566		322-0025		鹿沼市緑町2-2-29				1		1		3		3		2		2		3		2		2		3		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		0		0		1		1		0

		承諾 ショウダク		清原台こどもクリニック キヨハラ ダイ		028-305-6017		321-3223		宇都宮市清原台2-4-14				1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		その他：医師、看護師の増員 タ イシ カンゴシ ゾウイン

		否 ヒ		阿部医院				324-0032		大田原市佐久山2018 オオタワラシ サクヤマ		0287-28-0053（FAX0287-28-2112）		1		1		2		2		2		2		1		2		1		2		1				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		4		0		1		1		0		1		0		0		1		0

		否 ヒ		中元内科医院 ナカモト ナイカ イイン				328-0027		栃木市今泉町2-10-18				1		3		2		2		2		3		2		2		3		2		3				3		3		2		2		2		3		2		2		3		2		3		2		2		2		0		0		1		0		1		0		0		1		0		①重症心身障害者の重症度の程度問題　②家庭の受け入れ問題、経済的負担 ジュウショウ シンシン ショウガイシャ ジュウショウ ド テイド モンダイ カテイ ウ イ モンダイ ケイザイテキ フタン

		否 ヒ		布川小児科 フカワ ショウニ カ				322-0036		鹿沼市下田町2-1099				1		1		3		3		2		3		2		2		2		3		3				1		1		3		3		2		3		2		2		2		2		3		2		2		2		0		1		1		1		0		0		1		1		0

		否 ヒ		ちづかクリニック				328-0133		栃木市大森町445-4		0282-31-3750		3		3		3		3		2		3		2		2		2		2		3				3		3		3		3		2		3		2		2		2		2		3		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		多島医院 タジマ イイン				321-1524		日光市足尾町赤沢21-28				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		否 ヒ		篠崎内科クリニック シノザキ ナイカ				321-3223		宇都宮市清原台6-1-13				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		否 ヒ		和久医院 ワク イイン				321-3324		芳賀町西水沼119-1				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		否 ヒ		近藤クリニック コンドウ				321-0634		那須烏山市野上町637-2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		0		0		0		0		1		0		0

		否 ヒ		高根沢内科クリニック タカネザワ ナイカ				321-4305		真岡市荒町2-11-1				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		岡田こどもクリニック オカダ				327-0832		佐野市植上町1408-2				1		3		3		3		3		2		3		2		3		3		3				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		0		0		0		0		0		往診医療ができたらと考えていた時もありましたが、現在は物理的に困難で申し訳ありません
重心のお子さんの通院所と個別の相談で応じる可能性はあります オウシン イリョウ カンガ トキ ゲンザイ ブツリテキ コンナン モウ ワケ ジュウシン コ ツウイン ジョ コベツ ソウダン オウ カノウセイ

		否 ヒ		真岡メディカルクリニック モオカ				321-4305		真岡市荒町3-49-6				3		3		3		3		3		3		3		3				3		3				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		0		0		0		1		1		0

		否 ヒ		いしだ整形外科 セイケイ ゲカ				321-0912		宇都宮市石井町3236-1				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		山中クリニック ヤマナカ				327-0835		佐野市植下町2468				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		1		1		0		0		1		0		0

		否 ヒ		医療法人　寿幸会　吉野医院 イリョウ ホウジン コトブキ サチ カイ ヨシノ イイン				320-0014		宇都宮市大曽4-9-11				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		1		1		0		0		1		0		0

		否 ヒ		柳田産婦人科・小児科医院 ヤナギダ サンフジンカ ショウニカ イイン				321-4361		真岡市並木町4-5-3				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		0

		否 ヒ		石田消化器科・内科クリニック イシダ ショウカキ カ ナイカ				321-0216		壬生町壬生丁259-7				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		1		0		0		0		0		0

		否 ヒ		赤羽胃腸科・外科・肛門科医院 アカバネ イチョウカ ゲカ コウモンカ イイン				324-0052		大田原市城山2-5-29				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		医療法人　文仁会　扶桑医院 イリョウ ホウジン ブン ジン カイ フソウ イイン				323-0016		小山市扶桑1-2-1				1		3		3		3		2		2		3		2		3		3		3				3		3		3		2		2		2		3		2		3		2		3		2		2		2		0		0		1		1		0		0		1		1		0

		否 ヒ		馬場医院 ババ イイン				327-0043		佐野市君田町35				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		否 ヒ		井戸川クリニック イドガワ				326-0331		足利市福富町2096-1				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		0		0		1		0		0		0

		否 ヒ		鎌田浅香医院 カマタ アサカ イイン				324-0043		大田原市浅香3-3-9				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		0		1		0		0		0		0		0		0		高額医療はひかえています。悪質ととらえられますので!! コウガク イリョウ アクシツ

		否 ヒ		山門クリニック ヤマカド				328-0031		栃木市日の出町6-35				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		0		0		0		1		0

		否 ヒ		新村ファミリークリニック ニイムラ				328-0011		栃木市大宮町2120-11				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		宇都宮東部クリニック ウツノミヤ トウブ				321-3223		宇都宮市清原台5-14-19				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1

		否 ヒ		車田医院 クルマダ イイン				324-0242		大田原市大豆田457-24				3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3				3		3		3		3		3		0		2		2		3		3		3		2		2		2		0		0		1		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		にがみどう内科クリニック ナイカ				322-0003		鹿沼市仁神堂町351-26				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		松谷内科胃腸科クリニック マツヤ ナイカ イチョウカ				321-3304		芳賀町祖母井1708-17				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		1		0		0

		否 ヒ		まなか医院 イイン				329-1225		高根沢町石末２０９３－１０				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		植木医院 ウエキ イイン				329-2224		塩谷町金枝950				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		1		2		2		2		2		3		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		0		0		0		0		0

		否 ヒ		大岡医院 オオオカ イイン				320-0047		宇都宮市一の沢274-7				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		川野クリニック カワノ				329-1112		宇都宮市上田原町660-6				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		0		1		0

		否 ヒ		陣内医院 ジンナイ イイン				321-0225		壬生町本丸1-7-10		0282-82-0242		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		1		0

		否 ヒ		船越医院 フナコシ イイン				328-0111		栃木市都賀町家中5986-6				1		1		2		2		2		2		2		2		3		2		3				1		1		2		2		2		2		2		2		3		2		3		2		2		2		0		1		1		0		1		1		0		1		0

		否 ヒ		林クリニック ハヤシ				321-0158		宇都宮市西川田本町1-8-29				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		0		0		0		0		0

		否 ヒ		河島医院 カワシマ イイン				329-3436		那須郡那須町伊王野1503				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		松本内科医院 マツモト ナイカ イイン				321-0226		壬生町中央町6-37				3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		否 ヒ		佐藤医院 サトウ イイン				329-2728		栃木県那須塩原市西栄町7-16 ３２９－２７２８		0287-36-0147		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1

		否 ヒ		渡部医院 ワタナベ イイン				329-3153		那須塩原市大原間140-1 ナスシオバラ シ オオハラマ				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		宇都宮市保健センター ウツノミヤシ ホケン				321-0964		宇都宮市駅前通り1-4-6				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		0

		否 ヒ		川村医院 カワムラ イイン				321-2522		日光市鬼怒川温泉大原1396-20				1		1		3		1		3		1		3		2		3		3		3				3		3		3		3		3		3		2		2		3		3		3		2		2		2		0		0		1		0		0		1		1		0		0

		否 ヒ		ほうずみ整形外科内科小児科医院				320-0047		宇都宮市一の沢2-1-43				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		小島内科医院 コジマ ナイカ イイン				321-0168		宇都宮市東原町5-3				3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		1		0		0		0		0

		否 ヒ		那須高原クリニック ナス コウゲン				329-3131		那須塩原市唐杉31-2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		サンフラワークリニック				323-0808		小山市出井1936				3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		昌平町こどもクリニック ショウヘイ マチ				326-0813		足利市昌平町2368				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		①中心となる施設へ患者が訪問するように、移動手段・補助（人、お金）を考えるべき。どうしても動けない、動かせない人のみ専門職（医者以外）が訪問しIT技術等で必要に応じてセンター施設のスペシャリストと連絡し治療（入院‥）の判断をし実行する。
②既存の人・技術・施設を日曜大工的発想で組み合わせて、システムを構築することには賛成できない。現状をどうにかするための方策でなく、医療の公正（正義）を行うためにどうすべきかを考えるべきだと思う チュウシン シセツ カンジャ ホウモン イドウ シュダン ホジョ ヒト カネ カンガ ウゴ ウゴ ヒト センモン ショク イシャ イガイ ホウモン ギジュツナド ヒツヨウ オウ シセツ レンラク チリョウ ニュウイン ハンダン ジッコウ キゾン ヒト ギジュツ シセツ ニチヨウ ダイク テキ ハッソウ ク ア コウチク サンセイ ゲンジョウ ホウサク イリョウ コウセイ セイギ オコナ カンガ オモ

		否 ヒ		赤田診療所 アカダ シンリョウジョ				329-2743		那須塩原市南赤田321-1192				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		手塚内科 テヅカ ナイカ				321-0966		宇都宮市今泉3-12-12				3		3		2		2		2		2		2		2		1		3		3				3		3		2		2		2		2		2		2		3		3		3		2		2		2		0		1		1		0		1		0		1		0		0		今まで具体的な症例に会っていません イマ グタイテキ ショウレイ ア

		否 ヒ		板橋医院 イタバシ イイン				327-0803		佐野市犬伏新町1308-2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		1		1		0

		否 ヒ		倉増医院 クラ マ イイン				320-0856		宇都宮市砥上町675-1				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		その他：人材の確保 タ ジンザイ カクホ

		否 ヒ		もてぎの森メディカルプラザ				321-3541		茂木町烏生田下郷330				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		宮澤クリニック ミヤザワ				329-0412		下野市柴291-2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		金澤医院 カナザワ イイン				325-0052		那須塩原市中央町1-8				1		1		2		2		2		1		2		2		2		2		2				1		1		2		2		2		1		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		つるたfamilyクリニック				320-0857		宇都宮市鶴田1-17-23				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		フォレストサイドクリニック				321-0152		宇都宮市西川田6-6-17		028-684-2775		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		今野内科胃腸科医院 コンノ ナイカ イチョウカ イイン				321-0151		宇都宮市西川田町933-1		028-645-6121		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		1		1		1		0

		否 ヒ		小島原医院 コジマ ハラ イイン				329-1104		宇都宮市下岡本町4075				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		1		0

		否 ヒ		永田内科眼科医院 ナガタ ナイカ ガンカイ イン				321-0982		宇都宮市御幸ヶ原町136-9		028-662-6774		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		1		0

		否 ヒ		大栗医院 オオクリ イイン				320-0034		宇都宮市泉町1-27				3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1

		否 ヒ		星小児科医院 ホシ ショウニカ イイン				321-0346		宇都宮市下荒針町3588-2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		金子内科医院 カネコ ナイカ イイン				320-0032		宇都宮市昭和1-1-31				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		否 ヒ		石川医院 イシカワ イイン				322-0015		栃木県鹿沼市上石川1-319 ３２２－００１５		0289-76-3145		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		当方では特別養護老人ホームの嘱託医を兼ねておりますため、24時間体制での診察となっております。今回のアンケートに対しましては、オーバーワークにつき協力いたしかねます。 トウホウ トクベツ ヨウゴ ロウジン ショクタクイ カ ジカン タイセイ シンサツ コンカイ タイ キョウリョク

		否 ヒ		しみずファミリークリニック				321-0951		宇都宮市越戸3-15-27				1		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		0		0		0		0		0

		否 ヒ		岡医院 オカ イイン				321-1403		日光市下鉢石町997-1				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		1		1		0		そもそも開業の小児科医が少ないうえに、在宅医療をやっている小児科はほとんどいないのが現状。以前、在宅の重症心身障害児の訪問診療を頼まれて行ったことがあるが、大人の訪問診療と勝手が違う為、内科医にはハードルが高いと感じた。是非、近くの小児科の先生に少しでも取り組んでもらうしかないかと思います。 カイギョウ ショウニ カ イ スク ザイタク イリョウ ショウニカ ゲンジョウ イゼン ザイタク ジュウショウ シンシン ショウガイジ ホウモン シンリョウ タノ オコナ オトナ ホウモン シンリョウ カッテ チガ タメ ナイカ イ タカ カン ゼヒ チカ ショウニカ センセイ スコ ト ク オモ

		否 ヒ		風見診療所 カザミ シンリョウジョ				329-2335		塩谷町上平27				3		3		1		3		2		3		3		2		1		3		3				3		1		1		3		2		2		3		3		2		1		3		3		2		2		0		1		1		0		1		0		1		1		0

		否 ヒ		土谷医院 ツチヤ イイン				321-0136		宇都宮市みどり野町14-3				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		1		0

		否 ヒ		遠藤小児科 エンドウ ショウニカ				321-0982		宇都宮市御幸ヶ原町224-10				1		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		1		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		油布医院 ユフ イイン				321-0414		宇都宮市中里町175-8				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		1		0

		承諾 ショウダク		さいとう小児科 ショウニカ		0282-22-0757 		328-0015		栃木市万町30番16号		0282-22-0757		1		1		3		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		1		0

		承諾 ショウダク		冨塚メデｲカルクリニック		028-666-2555		321-2116		宇都宮市徳次郎町888				1		1		2		2		2		2		2		2		1		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0		なるべく協力したいが、現在当院副院長が体調悪く、休養中のため困難となっています。 キョウリョク ゲンザイ トウイン フクインチョウ タイチョウ ワル キュウヨウチュウ コンナン

		承諾 ショウダク		山浦内科医院		0284-21-6653 		326-0843		足利市五十部町1256-5				1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3				1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		4		1		1		1		0		0		0		1		0		0

		承諾 ショウダク		小倉医院		0282-82-0057		321-0227		壬生町通町10-5				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		承諾 ショウダク		飯岡小児科		0289-65-3257		322-0074		鹿沼市日吉町569-2				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		3				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		3		2		2		2		0		0		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		角田内科医院		0285-53-5665 		329-0511		下野市石橋549				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		1		1		1		1		1		0		0

		承諾 ショウダク		おかべこどもクリニック		0285-40-7300 		329-0433		下野市緑5-17-12				3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		くろばね齋藤醫院		0287-54-0031		324-0233		大田原市黒羽田町612				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		1		0

		承諾 ショウダク		立花医院		0287-72-0311		325-0003		那須郡那須町寺子乙3967-190				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		その他：スタッフの充実　　1～9すべて当てはまります タ ジュウジツ ア

		承諾 ショウダク		さいとうハート＆キッズクリニック		0287-53-7979		324-0043		大田原市浅香1-4-3				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		1		0

		承諾 ショウダク		小山すぎの木クリニック		0285-30-3456		323-0806		小山市中久喜1131-1				1		1		1		1		1		1		2		2		2		1		1				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		4		1		1		0		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		有村小児科医院		028-656-7207		321-0912		宇都宮市石井町3128-11		028-656-7207		1		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		1		0		1		1		0		無床の診療所の小児科医としては、急性疾患（特に感染症が多く）への対応が中心です。時間に追われています。予防接種については、時間枠をとって対応できます。一次診療についても、訪問看護との連携等があれば対応可能な場合があります。（例えば点滴投薬等）現時点では往診は無理ですが。 ムショウ シンリョウジョ ショウニ カ イ キュウセイ シッカン トク カンセンショウ オオ タイオウ チュウシン ジカン オ ヨボウ セッシュ ジカンワク タイオウ イチジ シンリョウ ホウモン カンゴ レンケイ トウ タイオウ カノウ バアイ タト テンテキ トウヤク ナド ゲンジテン オウシン ムリ

		承諾 ショウダク		吉永医院		0285-63-2303		321-3564		茂木町増井190-1				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		1		1		0		0		0

		承諾 ショウダク		あさかクリニック		0287-22-2601		324-0043		大田原市浅香3-3711				1		1		2		2		2		2		1		1		2		2		2				1		1		2		2		2		2		1		1		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		坪水医院		0283-62-0265		327-0312		佐野市栃本町2241				1		1		3		3		3		3		3		3		1		3		3				1		1		3		3		3		3		3		3		1		3		3		3		3		3		0		1		1		0		0		0		0		1		0		若い頃、町田市にある重度心身障害者の施設にボランティアで行き、足で書いたお手紙をもらって感動しました。何かのお役にたてればと思いますが、現在実態がよく分かりません。 ワカ コロ マチダシ ジュウド シンシン ショウガイシャ シセツ イ アシ カ テガミ カンドウ ナニ ヤク オモ ゲンザイ ジッタイ ワ

		承諾 ショウダク		こどもヶ丘診療所		028-615-1077		321-0151		宇都宮市西川田町183-21				1		1		3		3		3		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		1		0		1		1		0

		承諾 ショウダク		竹田内科小児科クリニック		0282-29-1233		328-0011		栃木市大宮町52番地		0282-29-1233		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		0		1		1		1		0		0		1		0

		承諾 ショウダク		すながクリニック		0284-44-7211		326-0015		足利市八椚町494-1　				1		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		1		1		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		片山医院		028-661-9764		321-0944		宇都宮市東峰町3008-21				1		1		2		2		2		1		2		2		2		2		2				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		4		0		1		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		稲毛クリニック		0283-25-2566		327-0103		佐野市石塚町893-1				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		1		1		1		1		1		その他：当クリニックでは勤務医での診療のみを行っており、重症心身障害児に対応できるシステムはととのっておらず、申し訳ありません。 タ トウ キンムイ シンリョウ オコナ ジュウショウ シンシン ショウガイジ タイオウ モウ ワケ

		承諾 ショウダク		小川こどもクリニック		0289-74-5421		322-0027		鹿沼市貝島町5006-2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		くさの小児科		0284-73-7000		326-0335		足利市上渋垂町338-3				3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		みやの杜クリニック　		028-683-7811		321-0904		宇都宮市陽東2-4-5				1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1				3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		1		0		0		1		0		0		1		0		0		0		Q2訪問診療のみ対応可 ホウモン シンリョウ タイオウ カ

		承諾 ショウダク		にいたに内科　		028-675-6515		329-1231		塩谷郡高根沢町宝石台 3-3-19				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1

		承諾 ショウダク		よこやま内科小児科クリニック		0282-24-8102		328-0075		栃木市箱森町38-70				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		さいとうクリニック		0287-39-1805		329-2724		那須塩原市西幸町7-13				1		1		3		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		0		0		0		0		1		その他：現在の診療所での診療との兼ね合いが困難であり、複数の医師や看護師が必要 タ ゲンザイ シンリョウジョ シンリョウ カ ア コンナン フクスウ イシ カンゴシ ヒツヨウ

		承諾 ショウダク		桜井消化器科・内科		028-643-0870		320-0073		宇都宮市細谷1-7-38				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		承諾 ショウダク		佐藤医院		0287-96-2841		324-0501		那須郡那珂川町小川2960-1				1		1		3		3		2		3		3		2		1		1		1				1		1		3		3		2		3		3		2		1		1		1		3		3		4		0		1		1		1		0		1		0		0		0

		承諾 ショウダク		大根田内科医院		028-624-6322		320-0072		宇都宮市若草3-4-22				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		0		0		0		0		0		0		0		当方の医師が高齢であり、しかもスタッフがそろっていないので在宅医療は無理なので、ましてや重症心身障害者においておやです。 トウホウ イシ コウレイ ザイタク イリョウ ムリ ジュウショウ シンシン ショウガイシャ

		承諾 ショウダク		医療法人　赤羽病院		028-661-5446		321-0904		宇都宮市陽東7-2-2				1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3				3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		2		2		2		0		1		1		1		0		0		1		0		0

		承諾 ショウダク		田井の里クリニック		0285-81-6502		321-4301		真岡市西田井内外748-2				1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2				3		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		みずぬまクリニック		0287-39-1581		329-2751		那須塩原市東三島2-80-6				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		その他：在宅医療をやっていないので現状は無理である タ ザイタク イリョウ ゲンジョウ ムリ

		承諾 ショウダク		キッズクリニックはせがわ		0283-27-0200		327-0843		佐野市堀米町3946-6				1		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		その他：時間的余裕 タ ジカンテキ ヨユウ

		承諾 ショウダク		小森谷内科医院		0282-43-7327		329-4404		栃木市大平町富田4003-8				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		熊倉医院		0282-55-8425		329-4316		下都賀郡岩舟町新里180-1				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		いちはらファミリークリニック		028-612-8350		321-0414		宇都宮市中里町322				3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3				3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		1		2		0		1		1		1		0		1		0		1		0

		承諾 ショウダク		かとう小児科 ショウニカ		0282-82-7576		321-0218		壬生町落合3-7-30		 		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		福田こどもクリニック		028-659-8850		320-0852		栃木県宇都宮市下砥上町1545-20				1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3				1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		2		2		2		0		1		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		てらもと小児科		028-650-6636		321-0975		宇都宮市関堀町971-6				1		1		3		2		2		3		3		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		0		小児科医としてはもっと積極的に協力しなければいけないと思いますが、現在の我診療所の状態では不可能なことが多く残念です。 ショウニ カ イ セッキョクテキ キョウリョク オモ ゲンザイ ワガ シンリョウジョ ジョウタイ フカノウ オオ ザンネン

		承諾 ショウダク		木村内科医院		0288-22-7880		321-1264		日光市瀬尾497-1				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		承諾 ショウダク		こばやしファミリークリニック		0283-85-9900		327-0311		佐野市多田町566				1		1		1		1		3		1		1		2		1		1		1				1		1		1		1		3		1		1		3		1		1		1		3		3		2		0		1		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		あいファミリィクリニック足利 アシカガ		0284-22-3788		329-4213		足利市寺岡町505-1				1		1		1		1		1		1		1		3		1		1		1				1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		1		0		1		0		0		0		0		1		0

		承諾 ショウダク		腰塚医院		0282-62-2072		323-1104		栃木市藤岡町藤岡1845-10				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		1		1		1		1		0

		承諾 ショウダク		桜井こどもクリニック		0282-24-5987		328-0034		栃木市本町16-9				1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		承諾 ショウダク		神鳥谷クリニック		0285-22-7700		323-0827		小山市神鳥谷1-19-1		 		2		2		2		2		2		2		2		2		1		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		持田医院		0282-67-3661		329-0319		栃木市藤岡町中根115-5				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		4		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		田村医院		0282-43-3368		329-4423		栃木市大平町西水代1835-1				1		1		1		1		1		1		1		2		1		1		1				1		1		1		1		1		1		1		2		1		1		1		3		1		4		1		1		1		1		1		1		1		1		0		Q5.訪問看護、訪問リハビリテーションを利用 ホウモン カンゴ ホウモン リヨウ

		承諾 ショウダク		大橋内科クリニック		0282-82-8522		321-0219		壬生町福和田1003-1				1		1		2		2		2		3		2		2		2		2		3				1		1		2		2		2		3		2		2		2		2		3		3		3		2		0		1		1		0		0		0		0		1		0

		承諾 ショウダク		てらだファミリークリニック		028-654-2188		321-0132		宇都宮市雀の宮5-5-1				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		1		1		1		1		0

		承諾 ショウダク		あおい内科小児科ｸﾘﾆｯｸ		028-663-6000		321-0973		宇都宮市岩曽町1086-1				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		1		1		1		その他：往診時間の確保ができること タ オウシン ジカン カクホ

		承諾 ショウダク		飯塚医院		0287-92-2034		324-0613		那須郡那珂川町馬頭484-3				1		1		2		2		2		2		2		2		1		2		1				1		1		2		2		2		2		2		2		1		2		1		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		0

		承諾 ショウダク		やの小児科医院		0285-56-0280		329-0611		河内郡上三川町上三川3446-3				1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3				1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		2		2		2		0		1		1		1		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		仲嶋医院		028-681-7755		329-1311		さくら市氏家3245-17				3		3		3		3		2		3		3		3		3		2		3				3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		2		3		2		1		1		1		1		1		1		1		0		0		成人（18才以上）を対象に回答しました セイジン サイ イジョウ タイショウ カイトウ

		承諾 ショウダク		小林診療所		0285-82-3873		321-4369		真岡市熊倉3-10-7				1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		1				1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		1		2		2		2		0		1		0		0		0		1		0		0		0

		承諾 ショウダク		西真岡こどもクリニック		0285-81-7900		321-4341		真岡市高勢町3-205-1				1		1		1		3		1		1		1		1		1		3		3				1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		その他：現在おこなっています タ ゲンザイ

		承諾 ショウダク		鈴木医院		0285-72-2032		321-4217		益子町益子1747-2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		承諾 ショウダク		緑の屋根診療所		0283-20-2577		327-0843		佐野市堀米町1348-5				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		0		0		1		0		1		0		1		0		0		地域の社会資源が少ない。マンパワー不足 チイキ シャカイ シゲン スク ブソク

		承諾 ショウダク		ひがのクリニック		0285-74-0051 		321-4521		真岡市久下田941-1				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		豊郷中央渡辺内科　		028-622-8900		320-0004		宇都宮市長岡町1217-5				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		1				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		1		0		0

		承諾 ショウダク		きくちクリニック		028-683-3387		321-0903		宇都宮市下平出町614-2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		0		0

		承諾 ショウダク		サンレディースクリニック		0282-24-3541		328-0024		栃木市樋ノ口町504-1				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		医療法人　亀田内科		028-633-2884		320-0812		宇都宮市一番町1-28				1		1		1		2		2		1		2		2		2		2		1				1		1		1		2		2		1		2		2		2		2		1		3		3		3		0		0		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		越戸クリニック		028-660-6190		321-0951		宇都宮市越戸町139-6				1		1		2		2		2		3		2		2		2		2		3				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		佐藤内科		0285-53-1305		329-0511		下野市石橋839-14				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		承諾 ショウダク		グリムこどもクリニック		0285-51-1515		329-0502		下野市下古山2-6-17				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		事前連絡の上での一次診療、予防接種ですので、申し訳ありません。 ジゼン レンラク ウエ イチジ シンリョウ ヨボウ セッシュ モウ ワケ

		承諾 ショウダク		吉原医院		0288-21-0161		321-1261		日光市今市826-4				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		1		1		1		その他：設備 タ セツビ

		承諾 ショウダク		梅園医院		028-633-2869		320-0035		宇都宮市伝馬町3-28				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		1		0		0

		承諾 ショウダク		森田医院		028-633-1573		320-0861		宇都宮市西3-5-8				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		鈴木内科クリニック		028-655-1229		321-0139		宇都宮市若松原2-4-19				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		その他：24時間対応が必要となると考えますが、当院診療時間内の往診は難しいと考えます。 タ ジカン タイオウ ヒツヨウ カンガ トウイン シンリョウ ジカン ナイ オウシン ムズカ カンガ

		承諾 ショウダク		小松医院		0289-60-5515		322-0064		鹿沼市文化橋町2300-1				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		1		0		0		1		0



														1.医療ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する外来診療について、以下の医療行為に対応できますか。 イリョウ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ガイライ シンリョウ イカ イリョウ コウイ タイオウ																								2.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する往診及び訪問診療について、以下の医療行為に対応できますか イリョウテキ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ オウシン オヨ ホウモン シンリョウ イカ イリョウ コウイ タイオウ

														予防接種 ヨボウ セッシュ		一次診療
（経過観察、栄養観察を含む） イチジ シンリョウ ケイカ カンサツ エイヨウ カンサツ フク		経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ		経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ		中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ		酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ		気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ		人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ		尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ		人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ		褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ				予防接種 ヨボウ セッシュ		一次診療
（経過観察、栄養観察を含む） イチジ シンリョウ ケイカ カンサツ エイヨウ カンサツ フク		経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ		経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ		中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ		酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ		気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ		人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ		尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ		人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ		褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ

										1		できる		83		57		12		9		7		13		11		6		17		8		16		できる		39		29		8		6		5		9		9		6		10		7		12

										2		できない		55		80		127		134		142		130		136		146		131		137		124		できない		102		115		141		143		148		140		144		148		140		145		134

										3		要相談 ヨウ ソウダン		27		28		26		22		16		22		18		13		16		20		25		要相談 ヨウ ソウダン		24		21		16		16		12		15		12		11		15		13		19

																																																														0

														3.24時間、重症心身障害児（18歳未満）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイジ サイ ミマン イリョウ タイオウ

										1		できる		1

										2		できない		150

										3		要相談 ヨウ ソウダン		14

														4.24時間、重症心身障害者（18歳以上）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイシャ サイ イジョウ イリョウ タイオウ

										1		できる		3

										2		できない		150

										3		要相談 ヨウ ソウダン		12

														5.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する訪問リハビリてーションを提供していますか イリョウテキ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ホウモン テイキョウ

										1		提供している テイキョウ		1

										2		提供していない テイキョウ		152

										3		提供していないが対応は可能 テイキョウ タイオウ カノウ		4

										4		要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン		8

														6.重症心身障害児（者）在宅医療に対応できるようになるための条件はなんですか

										1		診療報酬の点数が増えること シンリョウ ホウシュウ テンスウ フ		24

										2		訪問看護尾の連携 ホウモン カンゴ オ レンケイ		73

										3		病院との連携 ビョウイン レンケイ		90

										4		在宅療養支援診療所と小児科医とのグループ診療 ザイタク リョウヨウ シエン シンリョウジョ ショウニ カ イ シンリョウ		43

										5		在宅療養支援診療所に助言や相談を求めることができること ザイタク リョウヨウ シエン シンリョウジョ ジョゲン ソウダン モト		28

										6		小児科医に助言や相談を求めることができること ショウニ カ イ ジョゲン ソウダン モト		26

										7		経験のある医師がいること ケイケン イシ		62

										8		研修などの自己のスキルアップ ケンシュウ ジコ		47

										9		その他 タ		21



できる	予防接種	一次診療	
（経過観察、栄養観察を含む）	経鼻経管栄養の管理	経皮経管栄養の管理	
（胃ろう）	中心静脈栄養の管理	酸素療法の管理	気管切開の管理	人工呼吸器の管理	尿道留置カテーテル	
の管理	人工肛門の管理	褥瘡の管理	83	57	12	9	7	13	11	6	17	8	16	できない	予防接種	一次診療	
（経過観察、栄養観察を含む）	経鼻経管栄養の管理	経皮経管栄養の管理	
（胃ろう）	中心静脈栄養の管理	酸素療法の管理	気管切開の管理	人工呼吸器の管理	尿道留置カテーテル	
の管理	人工肛門の管理	褥瘡の管理	55	80	127	134	142	130	136	146	131	137	124	要相談	予防接種	一次診療	
（経過観察、栄養観察を含む）	経鼻経管栄養の管理	経皮経管栄養の管理	
（胃ろう）	中心静脈栄養の管理	酸素療法の管理	気管切開の管理	人工呼吸器の管理	尿道留置カテーテル	
の管理	人工肛門の管理	褥瘡の管理	27	28	26	22	16	22	18	13	16	20	25	3.24時間、重症心身障害児（18歳未満）の医療に対応ができますか	できる	できない	要相談	1	150	14	4.24時間、重症心身障害者（18歳以上）の医療に対応ができますか	できる	できない	要相談	3	150	12	5.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する訪問リハビリてーションを提供していますか	提供している	提供していない	提供していないが対応は可能	要相談（条件による）	1	152	4	8	6.重症心身障害児（者）在宅医療に対応できるようになるための条件はなんですか	診療報酬の点数が増えること	訪問看護尾の連携	病院との連携	在宅療養支援診療所と小児科医とのグループ診療	在宅療養支援診療所に助言や相談を求めることができること	小児科医に	助言や相談を求めることができること	経験のある医師がいること	研修などの自己のスキルアップ	その他	24	73	90	43	28	26	62	47	21	できる	予防接種	一次診療	
（経過観察、栄養観察を含む）	経鼻経管栄養の管理	経皮経管栄養の管理	
（胃ろう）	中心静脈栄養の管理	酸素療法の管理	気管切開の管理	人工呼吸器の管理	尿道留置カテーテル	
の管理	人工肛門の管理	褥瘡の管理	39	29	8	6	5	9	9	6	10	7	12	できない	予防接種	一次診療	
（経過観察、栄養観察を含む）	経鼻経管栄養の管理	経皮経管栄養の管理	
（胃ろう）	中心静脈栄養の管理	酸素療法の管理	気管切開の管理	人工呼吸器の管理	尿道留置カテーテル	
の管理	人工肛門の管理	褥瘡の管理	102	115	141	143	148	140	144	148	140	145	134	要相談	予防接種	一次診療	
（経過観察、栄養観察を含む）	経鼻経管栄養の管理	経皮経管栄養の管理	
（胃ろう）	中心静脈栄養の管理	酸素療法の管理	気管切開の管理	人工呼吸器の管理	尿道留置カテーテル	
の管理	人工肛門の管理	褥瘡の管理	24	21	16	16	12	15	12	11	15	13	19	

診療所 (作業)

		Ｑ１		1.医療ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する外来診療について、以下の医療行為に対応できますか。 イリョウ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ガイライ シンリョウ イカ イリョウ コウイ タイオウ

				Ｑ1-1										予防接種 ヨボウ セッシュ

				Ｑ1-2										一次診療
（経過観察、栄養観察を含む） イチジ シンリョウ ケイカ カンサツ エイヨウ カンサツ フク

				Ｑ1-3										経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ

				Ｑ1-4										経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ

				Ｑ1-5										中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ

				Ｑ1-6										酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ

				Ｑ1-7										気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ

				Ｑ1-8										人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ

				Ｑ1-9										尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ

				Ｑ1-10										人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ

				Ｑ1-11										褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ

		Ｑ２		2.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する往診及び訪問診療について、以下の医療行為に対応できますか イリョウテキ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ オウシン オヨ ホウモン シンリョウ イカ イリョウ コウイ タイオウ

				Ｑ2-1										予防接種 ヨボウ セッシュ

				Ｑ2-2										一次診療
（経過観察、栄養観察を含む） イチジ シンリョウ ケイカ カンサツ エイヨウ カンサツ フク

				Ｑ2-3										経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ

				Ｑ2-4										経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ

				Ｑ2-5										中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ

				Ｑ2-6										酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ

				Ｑ2-7										気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ

				Ｑ2-8										人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ

				Ｑ2-9										尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ

				Ｑ2-10										人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ

				Ｑ2-11										褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ

		Ｑ3		3.24時間、重症心身障害児（18歳未満）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイジ サイ ミマン イリョウ タイオウ

				Ｑ3-1										できる

				Ｑ3-2										できない

				Ｑ3-3										要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン

		Ｑ4		4.24時間、重症心身障害者（18歳以上）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイシャ サイ イジョウ イリョウ タイオウ

				Ｑ4-1										できる

				Ｑ4-2										できない

				Ｑ4-3										要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン

		Ｑ5		5.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する訪問リハビリてーションを提供していますか イリョウテキ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ホウモン テイキョウ

				Ｑ5-1										提供している テイキョウ

				Ｑ5-2										提供していない テイキョウ

				Ｑ5-3										提供していないが対応は可能 テイキョウ タイオウ カノウ

				Ｑ5-4										要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン

		Ｑ6		6.重症心身障害児（者）在宅医療に対応できるようになるための条件はなんですか ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ ザイタク イリョウ タイオウ ジョウケン

				Ｑ6-1										診療報酬の点数が増えること シンリョウ ホウシュウ テンスウ フ

				Ｑ6-2										訪問看護尾の連携 ホウモン カンゴ オ レンケイ

				Ｑ6-3										病院との連携 ビョウイン レンケイ

				Ｑ6-4										在宅療養支援診療所と小児科医とのグループ診療 ザイタク リョウヨウ シエン シンリョウジョ ショウニ カ イ シンリョウ

				Ｑ6-5										在宅療養支援診療所に助言や相談を求めることができること ザイタク リョウヨウ シエン シンリョウジョ ジョゲン ソウダン モト

				Ｑ6-6										小児科医に助言や相談を求めることができること ショウニ カ イ ジョゲン ソウダン モト

				Ｑ6-7										経験のある医師がいること ケイケン イシ

				Ｑ6-8										研修などの自己のスキルアップ ケンシュウ ジコ

				Ｑ6-9										その他 タ

		Ｑ7		7.重症心身障害児（者）の方に対する医療、在宅生活等についてお気づきのことなど、ご自由にお書きください ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ カタ タイ イリョウ ザイタク セイカツ ナド キ ジユウ カ



		承諾可否 ショウダク カヒ		診療所名 シンリョウジョ メイ		電話番号 デンワ バンゴウ		郵便番号 ユウビンバンゴウ		所在地 ショザイチ		電話番号 デンワ バンゴウ		Ｑ１　1.医療ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する外来診療について、以下の医療行為に対応できますか。																								Ｑ２　2.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する往診及び訪問診療について、以下の医療行為に対応できますか																						Ｑ3		Ｑ4		Ｑ5		Ｑ6　6.重症心身障害児（者）在宅医療に対応できるようになるための条件はなんですか																		Ｑ7重症心身障害児（者）の方に対する医療、在宅生活等についてお気づきのことなど、ご自由にお書きください

														Ｑ1-1		Ｑ1-2		Ｑ1-3		Ｑ1-4		Ｑ1-5		Ｑ1-6		Ｑ1-7		Ｑ1-8		Ｑ1-9		Ｑ1-10		Ｑ1-11				Ｑ2-1		Ｑ2-2		Ｑ2-3		Ｑ2-4		Ｑ2-5		Ｑ2-6		Ｑ2-7		Ｑ2-8		Ｑ2-9		Ｑ2-10		Ｑ2-11								Ｑ6-1		Ｑ6-2		Ｑ6-3		Ｑ6-4		Ｑ6-5		Ｑ6-6		Ｑ6-7		Ｑ6-8		Ｑ6-9

		否 ヒ		不明 フメイ						不明 フメイ		不明 フメイ		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		7		0		0

		否 ヒ		不明 フメイ						不明 フメイ		不明 フメイ		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		1		1		0		0		0		1		0

		否 ヒ		不明 フメイ						不明 フメイ		不明 フメイ		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		不明 フメイ						不明 フメイ		不明 フメイ		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		0

		否 ヒ		不明 フメイ						不明 フメイ		不明 フメイ		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		否 ヒ		不明 フメイ						不明 フメイ		不明 フメイ		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		0		1		0

		否 ヒ		不明 フメイ						不明 フメイ		不明 フメイ		1		1		2		2		2		2		2		2		1		2		1				1		1		2		2		2		2		2		2		1		2		1		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		その他：各種の健康的処置の管理ができるかどうか。その訓練を受けているかどうかです。 タ カクシュ ケンコウテキ ショチ カンリ クンレン ウ

		否 ヒ		不明 フメイ						不明 フメイ		不明 フメイ		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		0		0		1		0		0

		否 ヒ		不明 フメイ						不明 フメイ		不明 フメイ		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		その他:スタッフ不足（医師、看護師、介助者）スペース不足 タ フソク イシ カンゴシ カイジョシャ フソク

		否 ヒ		宇都宮市保健所 ウツノミヤシ ホケンジョ				321-0974		宇都宮市竹林町972				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		その他：保健所は直接的な医療サービスを行っていないことから、今後も対応は行わない タ ホケンジョ チョクセツ テキ イリョウ オコナ コンゴ タイオウ オコナ

		承諾 ショウダク		深谷医院 フカヤ イイン		0285-75-0007 		321-4502		真岡市物井1268-7				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		1				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		1		2		2		2		0		0		1		1		0		0		0		0		0

		否 ヒ		こどもクリニックしまむら				326-0822		足利市田中町908-4				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		かしま産婦人科 サンフジンカ		0284-65-0341		326-0844		足利市鹿島町501-1				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		婦人科疾患（不正性器出血/帯下/外陰掻痒等）については外来対応させて頂いております フジンカ シッカン フセイ セイキ シュッケツ タイゲ ガイイン カ カユ ナド ガイライ タイオウ イタダ

		否 ヒ		医療法人雄仁会　奥山医院 イリョウ ホウジン ユウジン カイ オクヤマ イイン				322-0065		鹿沼市上材木町2320				1		3		3		3		3		3		1		3		3		2		2				1		3		2		3		2		3		1		3		3		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		1		1		0		0

		否 ヒ		水沼医院 ミズヌマ イイン				321-0628		那須烏山市金井1-14-8				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		3				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		飯野医院				321-4539		真岡市長沼730-1				3		2		2		2		2		3		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		おおきこどもクリニック		0285-41-0025 		329-0207		小山市美しが丘3-35-3				1		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		宇都宮市子ども発達センター診療所 ウツノミヤシ コ ハッタツ シンリョウジョ		028-647-4720		320-0851		栃木県宇都宮市鶴田町970-1				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		その他：子ども発達センター内の療育を利用する児の診療所であるため タ コ ハッタツ ナイ リョウイク リヨウ ジ シンリョウジョ

		承諾 ショウダク		中川医院 ナカガワ イイン		0287-62-0040		325-0057		那須塩原市黒磯幸町6-27				3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		1		0		1		0

		否 ヒ		ももやこどもクリニック				321-0118		宇都宮市インターパーク3-6-1				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		1		0		0		0		0		0

		否 ヒ		阿久津医院 アクツ イイン				329-1226		高根沢町大谷176-1 タカネザワマチ オオタニ				1		1		2		2		2		3		2		2		3		3		3				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		1		0		0		0		1		0		0

		否 ヒ		伊保内診療所 イホ ナイ シンリョウジョ				327-0034		佐野市伊保内町3841-1				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		1		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		にじいろこども診療所 シンリョウジョ		0285-44-7716		329-0414		下野市小金井4-1-1				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		0		1		1		0

		否 ヒ		戸野塚内科医院 トノヅカ ナイカ イイン				323-0064		小山市下石塚471				3		3		3		3		3		1		1		1		1		3		1				3		3		3		3		3		1		1		1		1		3		1		3		3		4		0		0		1		0		0		1		1		1		0

		否 ヒ		賀川診療所 カガワ シンリョウジョ				326-0843		足利市五十部町1785				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		1		0		1		0		0

		承諾 ショウダク		豊郷台クリニック ユタカ ゴウ ダイ		028-643-8998		320-0003		宇都宮市豊郷台2-21-3		028-643-8998（FAX8999）		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1				1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		2		0		1		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		いとうこどもクリニック		0289-63-5566		322-0025		鹿沼市緑町2-2-29				1		1		3		3		2		2		3		2		2		3		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		0		0		1		1		0

		承諾 ショウダク		清原台こどもクリニック キヨハラ ダイ		028-305-6017		321-3223		宇都宮市清原台2-4-14				1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		その他：医師、看護師の増員 タ イシ カンゴシ ゾウイン

		否 ヒ		阿部医院				324-0032		大田原市佐久山2018 オオタワラシ サクヤマ		0287-28-0053（FAX0287-28-2112）		1		1		2		2		2		2		1		2		1		2		1				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		4		0		1		1		0		1		0		0		1		0

		否 ヒ		中元内科医院 ナカモト ナイカ イイン				328-0027		栃木市今泉町2-10-18				1		3		2		2		2		3		2		2		3		2		3				3		3		2		2		2		3		2		2		3		2		3		2		2		2		0		0		1		0		1		0		0		1		0		①重症心身障害者の重症度の程度問題　②家庭の受け入れ問題、経済的負担 ジュウショウ シンシン ショウガイシャ ジュウショウ ド テイド モンダイ カテイ ウ イ モンダイ ケイザイテキ フタン

		否 ヒ		布川小児科 フカワ ショウニ カ				322-0036		鹿沼市下田町2-1099				1		1		3		3		2		3		2		2		2		3		3				1		1		3		3		2		3		2		2		2		2		3		2		2		2		0		1		1		1		0		0		1		1		0

		否 ヒ		ちづかクリニック				328-0133		栃木市大森町445-4		0282-31-3750		3		3		3		3		2		3		2		2		2		2		3				3		3		3		3		2		3		2		2		2		2		3		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		多島医院 タジマ イイン				321-1524		日光市足尾町赤沢21-28				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		否 ヒ		篠崎内科クリニック シノザキ ナイカ				321-3223		宇都宮市清原台6-1-13				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		否 ヒ		和久医院 ワク イイン				321-3324		芳賀町西水沼119-1				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		否 ヒ		近藤クリニック コンドウ				321-0634		那須烏山市野上町637-2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		0		0		0		0		1		0		0

		否 ヒ		高根沢内科クリニック タカネザワ ナイカ				321-4305		真岡市荒町2-11-1				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		岡田こどもクリニック オカダ				327-0832		佐野市植上町1408-2				1		3		3		3		3		2		3		2		3		3		3				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		0		0		0		0		0		往診医療ができたらと考えていた時もありましたが、現在は物理的に困難で申し訳ありません
重心のお子さんの通院所と個別の相談で応じる可能性はあります オウシン イリョウ カンガ トキ ゲンザイ ブツリテキ コンナン モウ ワケ ジュウシン コ ツウイン ジョ コベツ ソウダン オウ カノウセイ

		否 ヒ		真岡メディカルクリニック モオカ				321-4305		真岡市荒町3-49-6				3		3		3		3		3		3		3		3				3		3				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		0		0		0		1		1		0

		否 ヒ		いしだ整形外科 セイケイ ゲカ				321-0912		宇都宮市石井町3236-1				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		山中クリニック ヤマナカ				327-0835		佐野市植下町2468				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		1		1		0		0		1		0		0

		否 ヒ		医療法人　寿幸会　吉野医院 イリョウ ホウジン コトブキ サチ カイ ヨシノ イイン				320-0014		宇都宮市大曽4-9-11				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		1		1		0		0		1		0		0

		否 ヒ		柳田産婦人科・小児科医院 ヤナギダ サンフジンカ ショウニカ イイン				321-4361		真岡市並木町4-5-3				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		0

		否 ヒ		石田消化器科・内科クリニック イシダ ショウカキ カ ナイカ				321-0216		壬生町壬生丁259-7				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		1		0		0		0		0		0

		否 ヒ		赤羽胃腸科・外科・肛門科医院 アカバネ イチョウカ ゲカ コウモンカ イイン				324-0052		大田原市城山2-5-29				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		医療法人　文仁会　扶桑医院 イリョウ ホウジン ブン ジン カイ フソウ イイン				323-0016		小山市扶桑1-2-1				1		3		3		3		2		2		3		2		3		3		3				3		3		3		2		2		2		3		2		3		2		3		2		2		2		0		0		1		1		0		0		1		1		0

		否 ヒ		馬場医院 ババ イイン				327-0043		佐野市君田町35				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		否 ヒ		井戸川クリニック イドガワ				326-0331		足利市福富町2096-1				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		0		0		1		0		0		0

		否 ヒ		鎌田浅香医院 カマタ アサカ イイン				324-0043		大田原市浅香3-3-9				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		0		1		0		0		0		0		0		0		高額医療はひかえています。悪質ととらえられますので!! コウガク イリョウ アクシツ

		否 ヒ		山門クリニック ヤマカド				328-0031		栃木市日の出町6-35				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		0		0		0		1		0

		否 ヒ		新村ファミリークリニック ニイムラ				328-0011		栃木市大宮町2120-11				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		宇都宮東部クリニック ウツノミヤ トウブ				321-3223		宇都宮市清原台5-14-19				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1

		否 ヒ		車田医院 クルマダ イイン				324-0242		大田原市大豆田457-24				3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3				3		3		3		3		3		0		2		2		3		3		3		2		2		2		0		0		1		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		にがみどう内科クリニック ナイカ				322-0003		鹿沼市仁神堂町351-26				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		松谷内科胃腸科クリニック マツヤ ナイカ イチョウカ				321-3304		芳賀町祖母井1708-17				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		1		0		0

		否 ヒ		まなか医院 イイン				329-1225		高根沢町石末２０９３－１０				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		植木医院 ウエキ イイン				329-2224		塩谷町金枝950				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		1		2		2		2		2		3		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		0		0		0		0		0

		否 ヒ		大岡医院 オオオカ イイン				320-0047		宇都宮市一の沢274-7				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		川野クリニック カワノ				329-1112		宇都宮市上田原町660-6				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		0		1		0

		否 ヒ		陣内医院 ジンナイ イイン				321-0225		壬生町本丸1-7-10		0282-82-0242		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		1		0

		否 ヒ		船越医院 フナコシ イイン				328-0111		栃木市都賀町家中5986-6				1		1		2		2		2		2		2		2		3		2		3				1		1		2		2		2		2		2		2		3		2		3		2		2		2		0		1		1		0		1		1		0		1		0

		否 ヒ		林クリニック ハヤシ				321-0158		宇都宮市西川田本町1-8-29				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		0		0		0		0		0

		否 ヒ		河島医院 カワシマ イイン				329-3436		那須郡那須町伊王野1503				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		松本内科医院 マツモト ナイカ イイン				321-0226		壬生町中央町6-37				3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		否 ヒ		佐藤医院 サトウ イイン				329-2728		栃木県那須塩原市西栄町7-16 ３２９－２７２８		0287-36-0147		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1

		否 ヒ		渡部医院 ワタナベ イイン				329-3153		那須塩原市大原間140-1 ナスシオバラ シ オオハラマ				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		宇都宮市保健センター ウツノミヤシ ホケン				321-0964		宇都宮市駅前通り1-4-6				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		0

		否 ヒ		川村医院 カワムラ イイン				321-2522		日光市鬼怒川温泉大原1396-20				1		1		3		1		3		1		3		2		3		3		3				3		3		3		3		3		3		2		2		3		3		3		2		2		2		0		0		1		0		0		1		1		0		0

		否 ヒ		ほうずみ整形外科内科小児科医院				320-0047		宇都宮市一の沢2-1-43				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		小島内科医院 コジマ ナイカ イイン				321-0168		宇都宮市東原町5-3				3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		1		0		0		0		0

		否 ヒ		那須高原クリニック ナス コウゲン				329-3131		那須塩原市唐杉31-2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		サンフラワークリニック				323-0808		小山市出井1936				3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		昌平町こどもクリニック ショウヘイ マチ				326-0813		足利市昌平町2368				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		①中心となる施設へ患者が訪問するように、移動手段・補助（人、お金）を考えるべき。どうしても動けない、動かせない人のみ専門職（医者以外）が訪問しIT技術等で必要に応じてセンター施設のスペシャリストと連絡し治療（入院‥）の判断をし実行する。
②既存の人・技術・施設を日曜大工的発想で組み合わせて、システムを構築することには賛成できない。現状をどうにかするための方策でなく、医療の公正（正義）を行うためにどうすべきかを考えるべきだと思う チュウシン シセツ カンジャ ホウモン イドウ シュダン ホジョ ヒト カネ カンガ ウゴ ウゴ ヒト センモン ショク イシャ イガイ ホウモン ギジュツナド ヒツヨウ オウ シセツ レンラク チリョウ ニュウイン ハンダン ジッコウ キゾン ヒト ギジュツ シセツ ニチヨウ ダイク テキ ハッソウ ク ア コウチク サンセイ ゲンジョウ ホウサク イリョウ コウセイ セイギ オコナ カンガ オモ

		否 ヒ		赤田診療所 アカダ シンリョウジョ				329-2743		那須塩原市南赤田321-1192				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		手塚内科 テヅカ ナイカ				321-0966		宇都宮市今泉3-12-12				3		3		2		2		2		2		2		2		1		3		3				3		3		2		2		2		2		2		2		3		3		3		2		2		2		0		1		1		0		1		0		1		0		0		今まで具体的な症例に会っていません イマ グタイテキ ショウレイ ア

		否 ヒ		板橋医院 イタバシ イイン				327-0803		佐野市犬伏新町1308-2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		1		1		0

		否 ヒ		倉増医院 クラ マ イイン				320-0856		宇都宮市砥上町675-1				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		その他：人材の確保 タ ジンザイ カクホ

		否 ヒ		もてぎの森メディカルプラザ				321-3541		茂木町烏生田下郷330				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		宮澤クリニック ミヤザワ				329-0412		下野市柴291-2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		金澤医院 カナザワ イイン				325-0052		那須塩原市中央町1-8				1		1		2		2		2		1		2		2		2		2		2				1		1		2		2		2		1		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		つるたfamilyクリニック				320-0857		宇都宮市鶴田1-17-23				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		フォレストサイドクリニック				321-0152		宇都宮市西川田6-6-17		028-684-2775		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		今野内科胃腸科医院 コンノ ナイカ イチョウカ イイン				321-0151		宇都宮市西川田町933-1		028-645-6121		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		1		1		1		0

		否 ヒ		小島原医院 コジマ ハラ イイン				329-1104		宇都宮市下岡本町4075				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		1		0

		否 ヒ		永田内科眼科医院 ナガタ ナイカ ガンカイ イン				321-0982		宇都宮市御幸ヶ原町136-9		028-662-6774		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		1		0

		否 ヒ		大栗医院 オオクリ イイン				320-0034		宇都宮市泉町1-27				3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1

		否 ヒ		星小児科医院 ホシ ショウニカ イイン				321-0346		宇都宮市下荒針町3588-2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		金子内科医院 カネコ ナイカ イイン				320-0032		宇都宮市昭和1-1-31				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		否 ヒ		石川医院 イシカワ イイン				322-0015		栃木県鹿沼市上石川1-319 ３２２－００１５		0289-76-3145		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		当方では特別養護老人ホームの嘱託医を兼ねておりますため、24時間体制での診察となっております。今回のアンケートに対しましては、オーバーワークにつき協力いたしかねます。 トウホウ トクベツ ヨウゴ ロウジン ショクタクイ カ ジカン タイセイ シンサツ コンカイ タイ キョウリョク

		否 ヒ		しみずファミリークリニック				321-0951		宇都宮市越戸3-15-27				1		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		0		0		0		0		0

		否 ヒ		岡医院 オカ イイン				321-1403		日光市下鉢石町997-1				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		1		1		0		そもそも開業の小児科医が少ないうえに、在宅医療をやっている小児科はほとんどいないのが現状。以前、在宅の重症心身障害児の訪問診療を頼まれて行ったことがあるが、大人の訪問診療と勝手が違う為、内科医にはハードルが高いと感じた。是非、近くの小児科の先生に少しでも取り組んでもらうしかないかと思います。 カイギョウ ショウニ カ イ スク ザイタク イリョウ ショウニカ ゲンジョウ イゼン ザイタク ジュウショウ シンシン ショウガイジ ホウモン シンリョウ タノ オコナ オトナ ホウモン シンリョウ カッテ チガ タメ ナイカ イ タカ カン ゼヒ チカ ショウニカ センセイ スコ ト ク オモ

		否 ヒ		風見診療所 カザミ シンリョウジョ				329-2335		塩谷町上平27				3		3		1		3		2		3		3		2		1		3		3				3		1		1		3		2		2		3		3		2		1		3		3		2		2		0		1		1		0		1		0		1		1		0

		否 ヒ		土谷医院 ツチヤ イイン				321-0136		宇都宮市みどり野町14-3				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		1		0

		否 ヒ		遠藤小児科 エンドウ ショウニカ				321-0982		宇都宮市御幸ヶ原町224-10				1		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		1		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		油布医院 ユフ イイン				321-0414		宇都宮市中里町175-8				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		1		0

		承諾 ショウダク		さいとう小児科 ショウニカ		0282-22-0757 		328-0015		栃木市万町30番16号		0282-22-0757		1		1		3		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		1		0

		承諾 ショウダク		冨塚メデｲカルクリニック		028-666-2555		321-2116		宇都宮市徳次郎町888				1		1		2		2		2		2		2		2		1		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0		なるべく協力したいが、現在当院副院長が体調悪く、休養中のため困難となっています。 キョウリョク ゲンザイ トウイン フクインチョウ タイチョウ ワル キュウヨウチュウ コンナン

		承諾 ショウダク		山浦内科医院		0284-21-6653 		326-0843		足利市五十部町1256-5				1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3				1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		4		1		1		1		0		0		0		1		0		0

		承諾 ショウダク		小倉医院		0282-82-0057		321-0227		壬生町通町10-5				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		承諾 ショウダク		飯岡小児科		0289-65-3257		322-0074		鹿沼市日吉町569-2				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		3				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		3		2		2		2		0		0		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		角田内科医院		0285-53-5665 		329-0511		下野市石橋549				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		1		1		1		1		1		0		0

		承諾 ショウダク		おかべこどもクリニック		0285-40-7300 		329-0433		下野市緑5-17-12				3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		くろばね齋藤醫院		0287-54-0031		324-0233		大田原市黒羽田町612				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		1		0

		承諾 ショウダク		立花医院		0287-72-0311		325-0003		那須郡那須町寺子乙3967-190				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		その他：スタッフの充実　　1～9すべて当てはまります タ ジュウジツ ア

		承諾 ショウダク		さいとうハート＆キッズクリニック		0287-53-7979		324-0043		大田原市浅香1-4-3				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		1		0

		承諾 ショウダク		小山すぎの木クリニック		0285-30-3456		323-0806		小山市中久喜1131-1				1		1		1		1		1		1		2		2		2		1		1				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		4		1		1		0		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		有村小児科医院		028-656-7207		321-0912		宇都宮市石井町3128-11		028-656-7207		1		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		1		0		1		1		0		無床の診療所の小児科医としては、急性疾患（特に感染症が多く）への対応が中心です。時間に追われています。予防接種については、時間枠をとって対応できます。一次診療についても、訪問看護との連携等があれば対応可能な場合があります。（例えば点滴投薬等）現時点では往診は無理ですが。 ムショウ シンリョウジョ ショウニ カ イ キュウセイ シッカン トク カンセンショウ オオ タイオウ チュウシン ジカン オ ヨボウ セッシュ ジカンワク タイオウ イチジ シンリョウ ホウモン カンゴ レンケイ トウ タイオウ カノウ バアイ タト テンテキ トウヤク ナド ゲンジテン オウシン ムリ

		承諾 ショウダク		吉永医院		0285-63-2303		321-3564		茂木町増井190-1				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		1		1		0		0		0

		承諾 ショウダク		あさかクリニック		0287-22-2601		324-0043		大田原市浅香3-3711				1		1		2		2		2		2		1		1		2		2		2				1		1		2		2		2		2		1		1		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		坪水医院		0283-62-0265		327-0312		佐野市栃本町2241				1		1		3		3		3		3		3		3		1		3		3				1		1		3		3		3		3		3		3		1		3		3		3		3		3		0		1		1		0		0		0		0		1		0		若い頃、町田市にある重度心身障害者の施設にボランティアで行き、足で書いたお手紙をもらって感動しました。何かのお役にたてればと思いますが、現在実態がよく分かりません。 ワカ コロ マチダシ ジュウド シンシン ショウガイシャ シセツ イ アシ カ テガミ カンドウ ナニ ヤク オモ ゲンザイ ジッタイ ワ

		承諾 ショウダク		こどもヶ丘診療所		028-615-1077		321-0151		宇都宮市西川田町183-21				1		1		3		3		3		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		1		0		1		1		0

		承諾 ショウダク		竹田内科小児科クリニック		0282-29-1233		328-0011		栃木市大宮町52番地		0282-29-1233		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		0		1		1		1		0		0		1		0

		承諾 ショウダク		すながクリニック		0284-44-7211		326-0015		足利市八椚町494-1　				1		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		1		1		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		片山医院		028-661-9764		321-0944		宇都宮市東峰町3008-21				1		1		2		2		2		1		2		2		2		2		2				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		4		0		1		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		稲毛クリニック		0283-25-2566		327-0103		佐野市石塚町893-1				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		1		1		1		1		1		その他：当クリニックでは勤務医での診療のみを行っており、重症心身障害児に対応できるシステムはととのっておらず、申し訳ありません。 タ トウ キンムイ シンリョウ オコナ ジュウショウ シンシン ショウガイジ タイオウ モウ ワケ

		承諾 ショウダク		小川こどもクリニック		0289-74-5421		322-0027		鹿沼市貝島町5006-2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		くさの小児科		0284-73-7000		326-0335		足利市上渋垂町338-3				3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		みやの杜クリニック　		028-683-7811		321-0904		宇都宮市陽東2-4-5				1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1				3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		1		0		0		1		0		0		1		0		0		0		Q2訪問診療のみ対応可 ホウモン シンリョウ タイオウ カ

		承諾 ショウダク		にいたに内科　		028-675-6515		329-1231		塩谷郡高根沢町宝石台 3-3-19				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1

		承諾 ショウダク		よこやま内科小児科クリニック		0282-24-8102		328-0075		栃木市箱森町38-70				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		さいとうクリニック		0287-39-1805		329-2724		那須塩原市西幸町7-13				1		1		3		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		0		0		0		0		1		その他：現在の診療所での診療との兼ね合いが困難であり、複数の医師や看護師が必要 タ ゲンザイ シンリョウジョ シンリョウ カ ア コンナン フクスウ イシ カンゴシ ヒツヨウ

		承諾 ショウダク		桜井消化器科・内科		028-643-0870		320-0073		宇都宮市細谷1-7-38				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		承諾 ショウダク		佐藤医院		0287-96-2841		324-0501		那須郡那珂川町小川2960-1				1		1		3		3		2		3		3		2		1		1		1				1		1		3		3		2		3		3		2		1		1		1		3		3		4		0		1		1		1		0		1		0		0		0

		承諾 ショウダク		大根田内科医院		028-624-6322		320-0072		宇都宮市若草3-4-22				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		0		0		0		0		0		0		0		当方の医師が高齢であり、しかもスタッフがそろっていないので在宅医療は無理なので、ましてや重症心身障害者においておやです。 トウホウ イシ コウレイ ザイタク イリョウ ムリ ジュウショウ シンシン ショウガイシャ

		承諾 ショウダク		医療法人　赤羽病院		028-661-5446		321-0904		宇都宮市陽東7-2-2				1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3				3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		2		2		2		0		1		1		1		0		0		1		0		0

		承諾 ショウダク		田井の里クリニック		0285-81-6502		321-4301		真岡市西田井内外748-2				1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2				3		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		みずぬまクリニック		0287-39-1581		329-2751		那須塩原市東三島2-80-6				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		その他：在宅医療をやっていないので現状は無理である タ ザイタク イリョウ ゲンジョウ ムリ

		承諾 ショウダク		キッズクリニックはせがわ		0283-27-0200		327-0843		佐野市堀米町3946-6				1		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		その他：時間的余裕 タ ジカンテキ ヨユウ

		承諾 ショウダク		小森谷内科医院		0282-43-7327		329-4404		栃木市大平町富田4003-8				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		熊倉医院		0282-55-8425		329-4316		下都賀郡岩舟町新里180-1				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		いちはらファミリークリニック		028-612-8350		321-0414		宇都宮市中里町322				3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3				3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		1		2		0		1		1		1		0		1		0		1		0

		承諾 ショウダク		かとう小児科 ショウニカ		0282-82-7576		321-0218		壬生町落合3-7-30		 		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		福田こどもクリニック		028-659-8850		320-0852		栃木県宇都宮市下砥上町1545-20				1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3				1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		2		2		2		0		1		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		てらもと小児科		028-650-6636		321-0975		宇都宮市関堀町971-6				1		1		3		2		2		3		3		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		0		小児科医としてはもっと積極的に協力しなければいけないと思いますが、現在の我診療所の状態では不可能なことが多く残念です。 ショウニ カ イ セッキョクテキ キョウリョク オモ ゲンザイ ワガ シンリョウジョ ジョウタイ フカノウ オオ ザンネン

		承諾 ショウダク		木村内科医院		0288-22-7880		321-1264		日光市瀬尾497-1				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		承諾 ショウダク		こばやしファミリークリニック		0283-85-9900		327-0311		佐野市多田町566				1		1		1		1		3		1		1		2		1		1		1				1		1		1		1		3		1		1		3		1		1		1		3		3		2		0		1		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		あいファミリィクリニック足利 アシカガ		0284-22-3788		329-4213		足利市寺岡町505-1				1		1		1		1		1		1		1		3		1		1		1				1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		1		0		1		0		0		0		0		1		0

		承諾 ショウダク		腰塚医院		0282-62-2072		323-1104		栃木市藤岡町藤岡1845-10				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		1		1		1		1		0

		承諾 ショウダク		桜井こどもクリニック		0282-24-5987		328-0034		栃木市本町16-9				1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		承諾 ショウダク		神鳥谷クリニック		0285-22-7700		323-0827		小山市神鳥谷1-19-1		 		2		2		2		2		2		2		2		2		1		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		持田医院		0282-67-3661		329-0319		栃木市藤岡町中根115-5				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		4		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		田村医院		0282-43-3368		329-4423		栃木市大平町西水代1835-1				1		1		1		1		1		1		1		2		1		1		1				1		1		1		1		1		1		1		2		1		1		1		3		1		4		1		1		1		1		1		1		1		1		0		Q5.訪問看護、訪問リハビリテーションを利用 ホウモン カンゴ ホウモン リヨウ

		承諾 ショウダク		大橋内科クリニック		0282-82-8522		321-0219		壬生町福和田1003-1				1		1		2		2		2		3		2		2		2		2		3				1		1		2		2		2		3		2		2		2		2		3		3		3		2		0		1		1		0		0		0		0		1		0

		承諾 ショウダク		てらだファミリークリニック		028-654-2188		321-0132		宇都宮市雀の宮5-5-1				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		1		1		1		1		0

		承諾 ショウダク		あおい内科小児科ｸﾘﾆｯｸ		028-663-6000		321-0973		宇都宮市岩曽町1086-1				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		1		1		1		その他：往診時間の確保ができること タ オウシン ジカン カクホ

		承諾 ショウダク		飯塚医院		0287-92-2034		324-0613		那須郡那珂川町馬頭484-3				1		1		2		2		2		2		2		2		1		2		1				1		1		2		2		2		2		2		2		1		2		1		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		0

		承諾 ショウダク		やの小児科医院		0285-56-0280		329-0611		河内郡上三川町上三川3446-3				1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3				1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		2		2		2		0		1		1		1		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		仲嶋医院		028-681-7755		329-1311		さくら市氏家3245-17				3		3		3		3		2		3		3		3		3		2		3				3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		2		3		2		1		1		1		1		1		1		1		0		0		成人（18才以上）を対象に回答しました セイジン サイ イジョウ タイショウ カイトウ

		承諾 ショウダク		小林診療所		0285-82-3873		321-4369		真岡市熊倉3-10-7				1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		1				1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		1		2		2		2		0		1		0		0		0		1		0		0		0

		承諾 ショウダク		西真岡こどもクリニック		0285-81-7900		321-4341		真岡市高勢町3-205-1				1		1		1		3		1		1		1		1		1		3		3				1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		その他：現在おこなっています タ ゲンザイ

		承諾 ショウダク		鈴木医院		0285-72-2032		321-4217		益子町益子1747-2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		承諾 ショウダク		緑の屋根診療所		0283-20-2577		327-0843		佐野市堀米町1348-5				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		0		0		1		0		1		0		1		0		0		地域の社会資源が少ない。マンパワー不足 チイキ シャカイ シゲン スク ブソク

		承諾 ショウダク		ひがのクリニック		0285-74-0051 		321-4521		真岡市久下田941-1				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		豊郷中央渡辺内科　		028-622-8900		320-0004		宇都宮市長岡町1217-5				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		1				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		1		0		0

		承諾 ショウダク		きくちクリニック		028-683-3387		321-0903		宇都宮市下平出町614-2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		0		0

		承諾 ショウダク		サンレディースクリニック		0282-24-3541		328-0024		栃木市樋ノ口町504-1				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		医療法人　亀田内科		028-633-2884		320-0812		宇都宮市一番町1-28				1		1		1		2		2		1		2		2		2		2		1				1		1		1		2		2		1		2		2		2		2		1		3		3		3		0		0		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		越戸クリニック		028-660-6190		321-0951		宇都宮市越戸町139-6				1		1		2		2		2		3		2		2		2		2		3				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		佐藤内科		0285-53-1305		329-0511		下野市石橋839-14				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		承諾 ショウダク		グリムこどもクリニック		0285-51-1515		329-0502		下野市下古山2-6-17				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		事前連絡の上での一次診療、予防接種ですので、申し訳ありません。 ジゼン レンラク ウエ イチジ シンリョウ ヨボウ セッシュ モウ ワケ

		承諾 ショウダク		吉原医院		0288-21-0161		321-1261		日光市今市826-4				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		1		1		1		その他：設備 タ セツビ

		承諾 ショウダク		梅園医院		028-633-2869		320-0035		宇都宮市伝馬町3-28				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		1		0		0

		承諾 ショウダク		森田医院		028-633-1573		320-0861		宇都宮市西3-5-8				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		鈴木内科クリニック		028-655-1229		321-0139		宇都宮市若松原2-4-19				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		その他：24時間対応が必要となると考えますが、当院診療時間内の往診は難しいと考えます。 タ ジカン タイオウ ヒツヨウ カンガ トウイン シンリョウ ジカン ナイ オウシン ムズカ カンガ

		承諾 ショウダク		小松医院		0289-60-5515		322-0064		鹿沼市文化橋町2300-1				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		1		0		0		1		0



														1.医療ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する外来診療について、以下の医療行為に対応できますか。 イリョウ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ガイライ シンリョウ イカ イリョウ コウイ タイオウ																								2.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する往診及び訪問診療について、以下の医療行為に対応できますか イリョウテキ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ オウシン オヨ ホウモン シンリョウ イカ イリョウ コウイ タイオウ

														予防接種 ヨボウ セッシュ		一次診療
（経過観察、栄養観察を含む） イチジ シンリョウ ケイカ カンサツ エイヨウ カンサツ フク		経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ		経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ		中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ		酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ		気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ		人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ		尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ		人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ		褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ				予防接種 ヨボウ セッシュ		一次診療
（経過観察、栄養観察を含む） イチジ シンリョウ ケイカ カンサツ エイヨウ カンサツ フク		経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ		経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ		中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ		酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ		気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ		人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ		尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ		人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ		褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ

										1		できる		83		57		12		9		7		13		11		6		17		8		16		できる		39		29		8		6		5		9		9		6		10		7		12

										2		できない		55		80		127		134		142		130		136		146		131		137		124		できない		102		115		141		143		148		140		144		148		140		145		134

										3		要相談 ヨウ ソウダン		27		28		26		22		16		22		18		13		16		20		25		要相談 ヨウ ソウダン		24		21		16		16		12		15		12		11		15		13		19

																																																														0

														3.24時間、重症心身障害児（18歳未満）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイジ サイ ミマン イリョウ タイオウ

										1		できる		1

										2		できない		150

										3		要相談 ヨウ ソウダン		14



														4.24時間、重症心身障害者（18歳以上）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイシャ サイ イジョウ イリョウ タイオウ

										1		できる		3

										2		できない		150

										3		要相談 ヨウ ソウダン		12



														5.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する訪問リハビリてーションを提供していますか イリョウテキ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ホウモン テイキョウ

										1		提供している テイキョウ		1

										2		提供していない テイキョウ		152

										3		提供していないが対応は可能 テイキョウ タイオウ カノウ		4

										4		要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン		8



														6.重症心身障害児（者）在宅医療に対応できるようになるための条件はなんですか

										1		診療報酬の点数が増えること シンリョウ ホウシュウ テンスウ フ		24

										2		訪問看護尾の連携 ホウモン カンゴ オ レンケイ		73

										3		病院との連携 ビョウイン レンケイ		90

										4		在宅療養支援診療所と小児科医とのグループ診療 ザイタク リョウヨウ シエン シンリョウジョ ショウニ カ イ シンリョウ		43

										5		在宅療養支援診療所に助言や相談を求めることができること ザイタク リョウヨウ シエン シンリョウジョ ジョゲン ソウダン モト		28

										6		小児科医に助言や相談を求めることができること ショウニ カ イ ジョゲン ソウダン モト		26

										7		経験のある医師がいること ケイケン イシ		62

										8		研修などの自己のスキルアップ ケンシュウ ジコ		47

										9		その他 タ		21



できる	予防接種	一次診療	
（経過観察、栄養観察を含む）	経鼻経管栄養の管理	経皮経管栄養の管理	
（胃ろう）	中心静脈栄養の管理	酸素療法の管理	気管切開の管理	人工呼吸器の管理	尿道留置カテーテル	
の管理	人工肛門の管理	褥瘡の管理	83	57	12	9	7	13	11	6	17	8	16	できない	予防接種	一次診療	
（経過観察、栄養観察を含む）	経鼻経管栄養の管理	経皮経管栄養の管理	
（胃ろう）	中心静脈栄養の管理	酸素療法の管理	気管切開の管理	人工呼吸器の管理	尿道留置カテーテル	
の管理	人工肛門の管理	褥瘡の管理	55	80	127	134	142	130	136	146	131	137	124	要相談	予防接種	一次診療	
（経過観察、栄養観察を含む）	経鼻経管栄養の管理	経皮経管栄養の管理	
（胃ろう）	中心静脈栄養の管理	酸素療法の管理	気管切開の管理	人工呼吸器の管理	尿道留置カテーテル	
の管理	人工肛門の管理	褥瘡の管理	27	28	26	22	16	22	18	13	16	20	25	3.24時間、重症心身障害児（18歳未満）の医療に対応ができますか	できる	できない	要相談	1	150	14	4.24時間、重症心身障害者（18歳以上）の医療に対応ができますか	できる	できない	要相談	3	150	12	5.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する訪問リハビリてーションを提供していますか	提供している	提供していない	提供していないが対応は可能	要相談（条件による）	1	152	4	8	6.重症心身障害児（者）在宅医療に対応できるようになるための条件はなんですか	診療報酬の点数が増えること	訪問看護尾の連携	病院との連携	在宅療養支援診療所と小児科医とのグループ診療	在宅療養支援診療所に助言や相談を求めることができること	小児科医に助言や相談を求めることができること	経験のある医師がいること	研修などの自己のスキルアップ	その他	24	73	90	43	28	26	62	47	21	できる	予防接種	一次診療	
（経過観察、栄養観察を含む）	経鼻経管栄養の管理	経皮経管栄養の管理	
（胃ろう）	中心静脈栄養の管理	酸素療法の管理	気管切開の管理	人工呼吸器の管理	尿道留置カテーテル	
の管理	人工肛門の管理	褥瘡の管理	39	29	8	6	5	9	9	6	10	7	12	できない	予防接種	一次診療	
（経過観察、栄養観察を含む）	経鼻経管栄養の管理	経皮経管栄養の管理	
（胃ろう）	中心静脈栄養の管理	酸素療法の管理	気管切開の管理	人工呼吸器の管理	尿道留置カテーテル	
の管理	人工肛門の管理	褥瘡の管理	102	115	141	143	148	140	144	148	140	145	134	要相談	予防接種	一次診療	
（経過観察、栄養観察を含む）	経鼻経管栄養の管理	経皮経管栄養の管理	
（胃ろう）	中心静脈栄養の管理	酸素療法の管理	気管切開の管理	人工呼吸器の管理	尿道留置カテーテル	
の管理	人工肛門の管理	褥瘡の管理	24	21	16	16	12	15	12	11	15	13	19	

診療所 (記述)

		Ｑ１		1.医療ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する外来診療について、以下の医療行為に対応できますか。 イリョウ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ガイライ シンリョウ イカ イリョウ コウイ タイオウ

				Ｑ1-1

				Ｑ1-2

				Ｑ1-3

				Ｑ1-4

				Ｑ1-5

				Ｑ1-6

				Ｑ1-7

				Ｑ1-8

				Ｑ1-9

				Ｑ1-10

				Ｑ1-11

		Ｑ２		2.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する往診及び訪問診療について、以下の医療行為に対応できますか イリョウテキ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ オウシン オヨ ホウモン シンリョウ イカ イリョウ コウイ タイオウ

				Ｑ2-1

				Ｑ2-2

				Ｑ2-3

				Ｑ2-4

				Ｑ2-5

				Ｑ2-6

				Ｑ2-7

				Ｑ2-8

				Ｑ2-9

				Ｑ2-10

				Ｑ2-11

		Ｑ3		3.24時間、重症心身障害児（18歳未満）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイジ サイ ミマン イリョウ タイオウ

				Ｑ3-1

				Ｑ3-2

				Ｑ3-3

		Ｑ4		4.24時間、重症心身障害者（18歳以上）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイシャ サイ イジョウ イリョウ タイオウ

				Ｑ4-1

				Ｑ4-2

				Ｑ4-3

		Ｑ5		5.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する訪問リハビリてーションを提供していますか イリョウテキ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ホウモン テイキョウ

				Ｑ5-1

				Ｑ5-2

				Ｑ5-3

				Ｑ5-4

		Ｑ6		6.重症心身障害児（者）在宅医療に対応できるようになるための条件はなんですか ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ ザイタク イリョウ タイオウ ジョウケン

				Ｑ6-1

				Ｑ6-2

				Ｑ6-3

				Ｑ6-4

				Ｑ6-5

				Ｑ6-6

				Ｑ6-7

				Ｑ6-8

				Ｑ6-9

		Ｑ7		7.重症心身障害児（者）の方に対する医療、在宅生活等についてお気づきのことなど、ご自由にお書きください ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ カタ タイ イリョウ ザイタク セイカツ ナド キ ジユウ カ



		承諾可否 ショウダク カヒ		診療所名 シンリョウジョ メイ		電話番号 デンワ バンゴウ		郵便番号 ユウビンバンゴウ		所在地 ショザイチ		電話番号 デンワ バンゴウ		Ｑ7重症心身障害児（者）の方に対する医療、在宅生活等についてお気づきのことなど、ご自由にお書きください

		承諾 ショウダク		深谷医院 フカヤ イイン		0285-75-0007 		321-4502		真岡市物井1268-7

		承諾 ショウダク		かしま産婦人科 サンフジンカ		0284-65-0341		326-0844		足利市鹿島町501-1				婦人科疾患（不正性器出血/帯下/外陰掻痒等）については外来対応させて頂いております フジンカ シッカン フセイ セイキ シュッケツ タイゲ ガイイン カ カユ ナド ガイライ タイオウ イタダ

		承諾 ショウダク		おおきこどもクリニック		0285-41-0025 		329-0207		小山市美しが丘3-35-3

		承諾 ショウダク		宇都宮市子ども発達センター診療所 ウツノミヤシ コ ハッタツ シンリョウジョ		028-647-4720		320-0851		栃木県宇都宮市鶴田町970-1				その他：子ども発達センター内の療育を利用する児の診療所であるため タ コ ハッタツ ナイ リョウイク リヨウ ジ シンリョウジョ

		承諾 ショウダク		中川医院 ナカガワ イイン		0287-62-0040		325-0057		那須塩原市黒磯幸町6-27

		承諾 ショウダク		にじいろこども診療所 シンリョウジョ		0285-44-7716		329-0414		下野市小金井4-1-1

		承諾 ショウダク		豊郷台クリニック ユタカ ゴウ ダイ		028-643-8998		320-0003		宇都宮市豊郷台2-21-3		028-643-8998（FAX8999）

		承諾 ショウダク		いとうこどもクリニック		0289-63-5566		322-0025		鹿沼市緑町2-2-29

		承諾 ショウダク		清原台こどもクリニック キヨハラ ダイ		028-305-6017		321-3223		宇都宮市清原台2-4-14				その他：医師、看護師の増員 タ イシ カンゴシ ゾウイン

		承諾 ショウダク		さいとう小児科 ショウニカ		0282-22-0757 		328-0015		栃木市万町30番16号		0282-22-0757

		承諾 ショウダク		冨塚メデｲカルクリニック		028-666-2555		321-2116		宇都宮市徳次郎町888				なるべく協力したいが、現在当院副院長が体調悪く、休養中のため困難となっています。 キョウリョク ゲンザイ トウイン フクインチョウ タイチョウ ワル キュウヨウチュウ コンナン

		承諾 ショウダク		山浦内科医院		0284-21-6653 		326-0843		足利市五十部町1256-5

		承諾 ショウダク		小倉医院		0282-82-0057		321-0227		壬生町通町10-5

		承諾 ショウダク		飯岡小児科		0289-65-3257		322-0074		鹿沼市日吉町569-2

		承諾 ショウダク		角田内科医院		0285-53-5665 		329-0511		下野市石橋549

		承諾 ショウダク		おかべこどもクリニック		0285-40-7300 		329-0433		下野市緑5-17-12

		承諾 ショウダク		くろばね齋藤醫院		0287-54-0031		324-0233		大田原市黒羽田町612

		承諾 ショウダク		立花医院		0287-72-0311		325-0003		那須郡那須町寺子乙3967-190				その他：スタッフの充実　　1～9すべて当てはまります タ ジュウジツ ア

		承諾 ショウダク		さいとうハート＆キッズクリニック		0287-53-7979		324-0043		大田原市浅香1-4-3

		承諾 ショウダク		小山すぎの木クリニック		0285-30-3456		323-0806		小山市中久喜1131-1

		承諾 ショウダク		有村小児科医院		028-656-7207		321-0912		宇都宮市石井町3128-11		028-656-7207		無床の診療所の小児科医としては、急性疾患（特に感染症が多く）への対応が中心です。時間に追われています。予防接種については、時間枠をとって対応できます。一次診療についても、訪問看護との連携等があれば対応可能な場合があります。（例えば点滴投薬等）現時点では往診は無理ですが。 ムショウ シンリョウジョ ショウニ カ イ キュウセイ シッカン トク カンセンショウ オオ タイオウ チュウシン ジカン オ ヨボウ セッシュ ジカンワク タイオウ イチジ シンリョウ ホウモン カンゴ レンケイ トウ タイオウ カノウ バアイ タト テンテキ トウヤク ナド ゲンジテン オウシン ムリ

		承諾 ショウダク		吉永医院		0285-63-2303		321-3564		茂木町増井190-1

		承諾 ショウダク		あさかクリニック		0287-22-2601		324-0043		大田原市浅香3-3711

		承諾 ショウダク		坪水医院		0283-62-0265		327-0312		佐野市栃本町2241				若い頃、町田市にある重度心身障害者の施設にボランティアで行き、足で書いたお手紙をもらって感動しました。何かのお役にたてればと思いますが、現在実態がよく分かりません。 ワカ コロ マチダシ ジュウド シンシン ショウガイシャ シセツ イ アシ カ テガミ カンドウ ナニ ヤク オモ ゲンザイ ジッタイ ワ

		承諾 ショウダク		こどもヶ丘診療所		028-615-1077		321-0151		宇都宮市西川田町183-21

		承諾 ショウダク		竹田内科小児科クリニック		0282-29-1233		328-0011		栃木市大宮町52番地		0282-29-1233

		承諾 ショウダク		すながクリニック		0284-44-7211		326-0015		足利市八椚町494-1　

		承諾 ショウダク		片山医院		028-661-9764		321-0944		宇都宮市東峰町3008-21

		承諾 ショウダク		稲毛クリニック		0283-25-2566		327-0103		佐野市石塚町893-1				その他：当クリニックでは勤務医での診療のみを行っており、重症心身障害児に対応できるシステムはととのっておらず、申し訳ありません。 タ トウ キンムイ シンリョウ オコナ ジュウショウ シンシン ショウガイジ タイオウ モウ ワケ

		承諾 ショウダク		小川こどもクリニック		0289-74-5421		322-0027		鹿沼市貝島町5006-2

		承諾 ショウダク		くさの小児科		0284-73-7000		326-0335		足利市上渋垂町338-3

		承諾 ショウダク		みやの杜クリニック　		028-683-7811		321-0904		宇都宮市陽東2-4-5				Q2訪問診療のみ対応可 ホウモン シンリョウ タイオウ カ

		承諾 ショウダク		にいたに内科　		028-675-6515		329-1231		塩谷郡高根沢町宝石台 3-3-19

		承諾 ショウダク		よこやま内科小児科クリニック		0282-24-8102		328-0075		栃木市箱森町38-70

		承諾 ショウダク		さいとうクリニック		0287-39-1805		329-2724		那須塩原市西幸町7-13				その他：現在の診療所での診療との兼ね合いが困難であり、複数の医師や看護師が必要 タ ゲンザイ シンリョウジョ シンリョウ カ ア コンナン フクスウ イシ カンゴシ ヒツヨウ

		承諾 ショウダク		桜井消化器科・内科		028-643-0870		320-0073		宇都宮市細谷1-7-38

		承諾 ショウダク		佐藤医院		0287-96-2841		324-0501		那須郡那珂川町小川2960-1

		承諾 ショウダク		大根田内科医院		028-624-6322		320-0072		宇都宮市若草3-4-22				当方の医師が高齢であり、しかもスタッフがそろっていないので在宅医療は無理なので、ましてや重症心身障害者においておやです。 トウホウ イシ コウレイ ザイタク イリョウ ムリ ジュウショウ シンシン ショウガイシャ

		承諾 ショウダク		医療法人　赤羽病院		028-661-5446		321-0904		宇都宮市陽東7-2-2

		承諾 ショウダク		田井の里クリニック		0285-81-6502		321-4301		真岡市西田井内外748-2

		承諾 ショウダク		みずぬまクリニック		0287-39-1581		329-2751		那須塩原市東三島2-80-6				その他：在宅医療をやっていないので現状は無理である タ ザイタク イリョウ ゲンジョウ ムリ

		承諾 ショウダク		キッズクリニックはせがわ		0283-27-0200		327-0843		佐野市堀米町3946-6				その他：時間的余裕 タ ジカンテキ ヨユウ

		承諾 ショウダク		小森谷内科医院		0282-43-7327		329-4404		栃木市大平町富田4003-8

		承諾 ショウダク		熊倉医院		0282-55-8425		329-4316		下都賀郡岩舟町新里180-1

		承諾 ショウダク		いちはらファミリークリニック		028-612-8350		321-0414		宇都宮市中里町322

		承諾 ショウダク		かとう小児科 ショウニカ		0282-82-7576		321-0218		壬生町落合3-7-30		 

		承諾 ショウダク		福田こどもクリニック		028-659-8850		320-0852		栃木県宇都宮市下砥上町1545-20

		承諾 ショウダク		てらもと小児科		028-650-6636		321-0975		宇都宮市関堀町971-6				小児科医としてはもっと積極的に協力しなければいけないと思いますが、現在の我診療所の状態では不可能なことが多く残念です。 ショウニ カ イ セッキョクテキ キョウリョク オモ ゲンザイ ワガ シンリョウジョ ジョウタイ フカノウ オオ ザンネン

		承諾 ショウダク		木村内科医院		0288-22-7880		321-1264		日光市瀬尾497-1

		承諾 ショウダク		こばやしファミリークリニック		0283-85-9900		327-0311		佐野市多田町566

		承諾 ショウダク		あいファミリィクリニック足利 アシカガ		0284-22-3788		329-4213		足利市寺岡町505-1

		承諾 ショウダク		腰塚医院		0282-62-2072		323-1104		栃木市藤岡町藤岡1845-10

		承諾 ショウダク		桜井こどもクリニック		0282-24-5987		328-0034		栃木市本町16-9

		承諾 ショウダク		神鳥谷クリニック		0285-22-7700		323-0827		小山市神鳥谷1-19-1		 

		承諾 ショウダク		持田医院		0282-67-3661		329-0319		栃木市藤岡町中根115-5

		承諾 ショウダク		田村医院		0282-43-3368		329-4423		栃木市大平町西水代1835-1				Q5.訪問看護、訪問リハビリテーションを利用 ホウモン カンゴ ホウモン リヨウ

		承諾 ショウダク		大橋内科クリニック		0282-82-8522		321-0219		壬生町福和田1003-1

		承諾 ショウダク		てらだファミリークリニック		028-654-2188		321-0132		宇都宮市雀の宮5-5-1

		承諾 ショウダク		あおい内科小児科ｸﾘﾆｯｸ		028-663-6000		321-0973		宇都宮市岩曽町1086-1				その他：往診時間の確保ができること タ オウシン ジカン カクホ

		承諾 ショウダク		飯塚医院		0287-92-2034		324-0613		那須郡那珂川町馬頭484-3

		承諾 ショウダク		やの小児科医院		0285-56-0280		329-0611		河内郡上三川町上三川3446-3

		承諾 ショウダク		仲嶋医院		028-681-7755		329-1311		さくら市氏家3245-17				成人（18才以上）を対象に回答しました セイジン サイ イジョウ タイショウ カイトウ

		承諾 ショウダク		小林診療所		0285-82-3873		321-4369		真岡市熊倉3-10-7

		承諾 ショウダク		西真岡こどもクリニック		0285-81-7900		321-4341		真岡市高勢町3-205-1				その他：現在おこなっています タ ゲンザイ

		承諾 ショウダク		鈴木医院		0285-72-2032		321-4217		益子町益子1747-2

		承諾 ショウダク		緑の屋根診療所		0283-20-2577		327-0843		佐野市堀米町1348-5				地域の社会資源が少ない。マンパワー不足 チイキ シャカイ シゲン スク ブソク

		承諾 ショウダク		ひがのクリニック		0285-74-0051 		321-4521		真岡市久下田941-1

		承諾 ショウダク		豊郷中央渡辺内科　		028-622-8900		320-0004		宇都宮市長岡町1217-5

		承諾 ショウダク		きくちクリニック		028-683-3387		321-0903		宇都宮市下平出町614-2

		承諾 ショウダク		サンレディースクリニック		0282-24-3541		328-0024		栃木市樋ノ口町504-1

		承諾 ショウダク		医療法人　亀田内科		028-633-2884		320-0812		宇都宮市一番町1-28

		承諾 ショウダク		越戸クリニック		028-660-6190		321-0951		宇都宮市越戸町139-6

		承諾 ショウダク		佐藤内科		0285-53-1305		329-0511		下野市石橋839-14

		承諾 ショウダク		グリムこどもクリニック		0285-51-1515		329-0502		下野市下古山2-6-17				事前連絡の上での一次診療、予防接種ですので、申し訳ありません。 ジゼン レンラク ウエ イチジ シンリョウ ヨボウ セッシュ モウ ワケ

		承諾 ショウダク		吉原医院		0288-21-0161		321-1261		日光市今市826-4				その他：設備 タ セツビ

		承諾 ショウダク		梅園医院		028-633-2869		320-0035		宇都宮市伝馬町3-28

		承諾 ショウダク		森田医院		028-633-1573		320-0861		宇都宮市西3-5-8

		承諾 ショウダク		鈴木内科クリニック		028-655-1229		321-0139		宇都宮市若松原2-4-19				その他：24時間対応が必要となると考えますが、当院診療時間内の往診は難しいと考えます。 タ ジカン タイオウ ヒツヨウ カンガ トウイン シンリョウ ジカン ナイ オウシン ムズカ カンガ

		承諾 ショウダク		小松医院		0289-60-5515		322-0064		鹿沼市文化橋町2300-1
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1	#REF!	

病院

		Ｑ１		1.医療ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する外来診療について、以下の医療行為に対応できますか。 イリョウ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ガイライ シンリョウ イカ イリョウ コウイ タイオウ						1.医療ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する外来診療について、以下の医療行為に対応できますか。 イリョウ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ガイライ シンリョウ イカ イリョウ コウイ タイオウ

				Ｑ1-1						Ｑ1-1		予防接種 ヨボウ セッシュ

				Ｑ1-2						Ｑ1-2		一次診療
（経過観察、栄養観察を含む） イチジ シンリョウ ケイカ カンサツ エイヨウ カンサツ フク

				Ｑ1-3						Ｑ1-3		経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ

				Ｑ1-4						Ｑ1-4		経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ

				Ｑ1-5						Ｑ1-5		中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ

				Ｑ1-6						Ｑ1-6		酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ

				Ｑ1-7						Ｑ1-7		気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ

				Ｑ1-8						Ｑ1-8		人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ

				Ｑ1-9						Ｑ1-9		尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ

				Ｑ1-10						Ｑ1-10		人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ

				Ｑ1-11						Ｑ1-11		褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ

		Ｑ２		2.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する往診及び訪問診療について、以下の医療行為に対応できますか イリョウテキ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ オウシン オヨ ホウモン シンリョウ イカ イリョウ コウイ タイオウ						2.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する往診及び訪問診療について、以下の医療行為に対応できますか イリョウテキ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ オウシン オヨ ホウモン シンリョウ イカ イリョウ コウイ タイオウ

				Ｑ2-1						Ｑ2-1		予防接種 ヨボウ セッシュ

				Ｑ2-2						Ｑ2-2		経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ

				Ｑ2-3						Ｑ2-3		経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ

				Ｑ2-4						Ｑ2-4		中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ

				Ｑ2-5						Ｑ2-5		酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ

				Ｑ2-6						Ｑ2-6		気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ

				Ｑ2-7						Ｑ2-7		人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ

				Ｑ2-8						Ｑ2-8		尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ

				Ｑ2-9						Ｑ2-9		人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ

				Ｑ2-10						Ｑ2-10		褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ

		Ｑ3		3.24時間、重症心身障害児（18歳未満）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイジ サイ ミマン イリョウ タイオウ						3.24時間、重症心身障害児（18歳未満）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイジ サイ ミマン イリョウ タイオウ

				Ｑ3-1						Ｑ3-1		できる

				Ｑ3-2						Ｑ3-2		できない

				Ｑ3-3						Ｑ3-3		要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン

		Ｑ4		4.24時間、重症心身障害者（18歳以上）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイシャ サイ イジョウ イリョウ タイオウ						4.24時間、重症心身障害者（18歳以上）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイシャ サイ イジョウ イリョウ タイオウ

				Ｑ4-1						Ｑ4-1		できる

				Ｑ4-2						Ｑ4-2		できない

				Ｑ4-3						Ｑ4-3		要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン

		Ｑ5		5.重症心身障害児（者）のレスパイト入院に対応できますか ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ ニュウイン タイオウ						5.重症心身障害児（者）のレスパイト入院に対応できますか ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ ニュウイン タイオウ

				Ｑ5-1						Ｑ5-1		できる

				Ｑ5-2						Ｑ5-2		できない

				Ｑ5-3						Ｑ5-3		要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン

		Ｑ6		6.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する訪問リハビリテーションを提供していますか イリョウテキ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ホウモン テイキョウ						6.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する訪問リハビリテーションを提供していますか イリョウテキ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ホウモン テイキョウ

				Ｑ6-1						Ｑ6-1		提供している テイキョウ

				Ｑ6-2						Ｑ6-2		提供していない テイキョウ

				Ｑ6-3						Ｑ6-3		提供していないが対応は可能 テイキョウ タイオウ カノウ

				Ｑ6-4						Ｑ6-4		要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン

		Ｑ7		7.平成26年度において、以下における長期入院児（6ヶ月以上）の患者数は何名ですか（「原疾患」及び「長期入院理由」について、複数の理由がある場合は、主な理由を選んでください） ヘイセイ ネンド イカ チョウキ ニュウイン ジ ゲツイジョウ カンジャスウ ナンメイ ゲンシッカン オヨ チョウキ ニュウイン リユウ フクスウ リユウ バアイ オモ リユウ エラ						7.平成26年度において、以下における長期入院児（6ヶ月以上）の患者数は何名ですか（「原疾患」及び「長期入院理由」について、複数の理由がある場合は、主な理由を選んでください） ヘイセイ ネンド イカ チョウキ ニュウイン ジ ゲツイジョウ カンジャスウ ナンメイ ゲンシッカン オヨ チョウキ ニュウイン リユウ フクスウ リユウ バアイ オモ リユウ エラ

				※個別シートにて対応 コベツ タイオウ						※個別シートにて対応 コベツ タイオウ

		Q8		8.重症心身障害児（者）に対する相談窓口はありますか ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ソウダン マドグチ

										1		ある

										2		ない

		Q9		9.重症心身障害児（者）の方に対する医療、在宅生活等についてお気づきのことなど、ご自由にお書きください。 ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ カタ タイ イリョウ ザイタク セイカツ ナド キ ジユウ カ

		承諾可否 ショウダク カヒ		診療所名 シンリョウジョ メイ		電話番号 デンワ バンゴウ		郵便番号 ユウビンバンゴウ		所在地 ショザイチ		Ｑ1.医療ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する外来診療について、以下の医療行為に対応できますか																						Ｑ２医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する往診及び訪問診療について、以下の医療行為に対応できますか																				Ｑ3		Ｑ4		Ｑ5		Q6		Ｑ7		8.重症心身障害児（者）に対する相談窓口はありますか										Q9

												予防接種 ヨボウ セッシュ		一次診療
（経過観察、栄養観察を含む） イチジ シンリョウ ケイカ カンサツ エイヨウ カンサツ フク		経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ		経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ		中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ		酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ		気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ		人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ		尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ		人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ		褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ		予防接種 ヨボウ セッシュ		経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ		経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ		中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ		酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ		気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ		人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ		尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ		人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ		褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ												有無 ウム		部署名・職名 ブショ メイ ショクメイ		ご担当者氏名 タントウシャ シメイ		連絡先TEL レンラクサキ		連絡先MAIL レンラクサキ

		否 イナ		野木病院		0280-57-1011		329-0101		下都賀郡野木町友沼5320-2		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		2

		否 イナ		今市病院		0288-22-2200		321-1261		日光市今市381		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		2

		否 イナ		黒須病院　		028-682-8811		329-1311		さくら市氏家2650		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		2		2		別紙参照 ベッシ サンショウ		1		病診連携室・社会福祉士 ビョウシンレンケイ シツ シャカイ フクシ シ		井上雅晶 イノウエ マサアキ		028-682-8811（代表）
028-681-5551（直通） ダイヒョウ チョクツウ		byo-renkei@kurosu-hospital.jp

		否 イナ		日光市民病院		0288-50-1188		321-1441		日光市清滝安良沢町1752-10		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		2										小児科常務医がいないため、小児科非常勤医師在院時のみ相談可能と考えます ショウニカ ジョウム イ ショウニカ ヒジョウキン イシ ザイイン ジ ソウダン カノウ カンガ

		否 イナ		国際医療福祉大学塩谷病院　		0287-44-1155		329-2145		矢板市富田77		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		2

		否 イナ		那須南病院		0287-84-3911		321-0621		栃木県那須烏山市中央3-2-13		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		2		2		なし		1		医療福祉相談医療連絡室 イリョウ フクシ ソウダン イリョウ レンラク シツ		原健二 ハラ ケンジ		0287-84-3911

		承諾 ショウダク		西方病院		0282-92-2323		322-0601		栃木県上都賀郡西方町金崎273-3		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		1		西方病院地域連携室 ニシカタ ビョウイン チイキ レンケイ シツ				0282-25-7310		nishikata-renkei@cc9.ne.jp

		承諾 ショウダク		新小山市民病院		0285-36-0200		323-0827		栃木県小山市神鳥谷2251-1 ３２３－０８２７		1		1		3		2		2		2		2		2		2		2		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		2		なし		1		医療相談室保健師 イリョウ ソウダンシツ ホケンシ		多賀谷邦子 タガヤ クニコ		0285-36-0256		soudan@hospital.oyama.tochigi.jp		重症心身障害児（者）の方々の外来診察は随時受け入れておりますが、特に障害児の入院についてはまだ十分に対応できる体制になっておりません。そのため、今回のガイドマップの内容で受け入れ可能な項目が少なく申し訳ありません。相談については、幅広く承っております。 ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ カタガタ ガイライ シンサツ ズイジ ウ イ トク ショウガイジ ニュウイン ジュウブン タイオウ タイセイ コンカイ ナイヨウ ウ イ カノウ コウモク スク モウ ワケ ソウダン ハバヒロ ウケタマワ

		承諾 ショウダク		小山厚生病院		0285-22-1105		323-0031		栃木県小山市八幡町2-10-6		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		2		なし		1		看護師長 カンゴシ チョウ		横家よね子 ヨコ イエ コ		0285-22-1105
0285-24-9890				在宅生活困難者につき当院では入院で対応させていただくことが多いです。 ザイタク セイカツ コンナン シャ トウイン ニュウイン タイオウ オオ

		承諾 ショウダク		石橋総合病院		0285-53-1134		329-0511		栃木県下野市石橋628		1		1		1		1		1		1		1		2		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		1		なし		1		地域医療連携部 チイキ イリョウ レンケイ ブ		（部長）岩崎さゆり ブチョウ イワサキ		0285-53-1134		ishibashi-renkei@yushikai.jp

		承諾 ショウダク		下都賀総合病院		0282-22-2551		328-0044		栃木県栃木市富士見町5-32		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		3		なし		1		医療福祉相談室 イリョウ フクシ ソウダンシツ		MSWが3人おります ニン		0282-22-2551

		承諾 ショウダク		とちの木病院		0282-22-7722		328-0071		栃木県栃木市大町39-5		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		2

		承諾 ショウダク		自治医科大学附属病院　		0285-44-2111		329-0498		下野市薬師寺3311-1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		2		3		2		別紙参照 ベッシ サンショウ		1		地域医療連携部（看護師） チイキ イリョウ レンケイ ブ カンゴシ		黒田　光恵 クロダ ミツエ		0285-44-2111		mazuek@jichi.ac.jp		在宅医療を充実させていただくうえで、往診医や地域の開業医の先生方との連携強化やスタッフの充実が望まれると思います。 ザイタク イリョウ ジュウジツ オウシン イ チイキ カイギョウイ センセイガタ レンケイ キョウカ ジュウジツ ノゾ オモ

		承諾 ショウダク		済生会宇都宮病院		028-626-5500		321-0974		宇都宮市竹林町911-1		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		2		別紙参照 ベッシ サンショウ		1		地域連携課 チイキ レンケイ カ		荻津　守 オギツ カミ		028-626-5500

		承諾 ショウダク		足利赤十字病院		0284-21-0121		326-0843		栃木県足利市五十部町284-1		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		3		1		2		別紙参照 ベッシ サンショウ		1		事務部医事課社会福祉士 ジム ブ イジ カ シャカイ フクシ シ		布施　麻由実 フセ マユミ		0284-20-1307				医療依存度の高い患者様が自宅へ退院する場合、利用できる社会資源が限られており、デイサービスやリハビリテーション、ショートステイなどのサービスを本人、ご家族様のニーズに合わせて利用していただくことが困難なケースが多々あります。（例：家族としては週２回以上リハビリに本人を通わせたいと考えているが、リハビリテーション事業所としては利用者数も多いため、週1回の対応が限度と考えている場合など）今回のアンケート調査を機に、各地域の社会資源の情報を整理し、なるべくニーズに合わせて、多くの方に適切にサービスを利用していただける環境を構築できればと思っております。よろしくお願いいたします。 イリョウ イゾンド タカ カンジャサマ ジタク タイイン バアイ リヨウ シャカイ シゲン カギ ホンニン カゾク サマ ア リヨウ コンナン タタ レイ カゾク シュウ カイイジョウ ホンニン カヨ カンガ ジギョウショ リヨウシャ スウ オオ シュウ カイ タイオウ ゲンド カンガ バアイ コンカイ チョウサ キ カクチイキ シャカイ シゲン ジョウホウ セイリ ア オオ カタ テキセツ リヨウ カンキョウ コウチク オモ ネガ

		承諾 ショウダク		獨協医科大学病院		0282-86-1111		321-0293		下都賀郡壬生町大字北小林880		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		3		2		別紙参照 ベッシ サンショウ		1		地域医療連携センター医療福祉相談室 チイキ イリョウ レンケイ イリョウ フクシ ソウダンシツ				0282-87-2185

		承諾 ショウダク		あしかがの森足利病院		0284-91-0611		326-0011		足利市大沼田町615		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		1		2		別紙参照 ベッシ サンショウ		1		メディカルソーシャルワーカー		福地　哲郎 フクチ テツロウ		0284-91-0611		soudan@hshikagu-hospital.or.jp

		承諾 ショウダク		JCHO　うつのみや病院		028-653-1001		321-0143		宇都宮市南高砂町11-17		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		2

		承諾 ショウダク		菅又病院　		028-676-0311		329-1207		塩谷郡高根沢町花岡2351		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		2										要相談の診療項目につきましては、病院にお電話で問い合わせていただければ対応いたします。小児科の入院対応はしておりません。外来診察につきましては、急性期の管理は困難であることもありますが、状態が安定している場合には相談いただければ可能な限り対応いたします。 ヨウ ソウダン シンリョウ コウモク ビョウイン デンワ ト ア タイオウ ショウニカ ニュウイン タイオウ ガイライ シンサツ キュウセイキ カンリ コンナン ジョウタイ アンテイ バアイ ソウダン カノウ カギ タイオウ

		承諾 ショウダク		那須赤十字病院		0287-23-1122		324-8686		栃木県大田原市中田原1081-4		1		1		3		3		3		1		3		1		3		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		1		4		なし		1		地域医療福祉連携課福祉係長 チイキ イリョウ フクシ レンケイ カ フクシ カカリチョウ		野中美希 ノナカ ミキ		0287-23-1122		renkeika@nasu.jrc.or.jp
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病院（作業）

		Ｑ１		1.医療ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する外来診療について、以下の医療行為に対応できますか。 イリョウ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ガイライ シンリョウ イカ イリョウ コウイ タイオウ						1.医療ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する外来診療について、以下の医療行為に対応できますか。 イリョウ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ガイライ シンリョウ イカ イリョウ コウイ タイオウ

				Ｑ1-1						Ｑ1-1		予防接種 ヨボウ セッシュ

				Ｑ1-2						Ｑ1-2		一次診療
（経過観察、栄養観察を含む） イチジ シンリョウ ケイカ カンサツ エイヨウ カンサツ フク

				Ｑ1-3						Ｑ1-3		経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ

				Ｑ1-4						Ｑ1-4		経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ

				Ｑ1-5						Ｑ1-5		中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ

				Ｑ1-6						Ｑ1-6		酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ

				Ｑ1-7						Ｑ1-7		気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ

				Ｑ1-8						Ｑ1-8		人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ

				Ｑ1-9						Ｑ1-9		尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ

				Ｑ1-10						Ｑ1-10		人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ

				Ｑ1-11						Ｑ1-11		褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ

		Ｑ２		2.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する往診及び訪問診療について、以下の医療行為に対応できますか イリョウテキ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ オウシン オヨ ホウモン シンリョウ イカ イリョウ コウイ タイオウ						2.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する往診及び訪問診療について、以下の医療行為に対応できますか イリョウテキ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ オウシン オヨ ホウモン シンリョウ イカ イリョウ コウイ タイオウ

				Ｑ2-1						Ｑ2-1		予防接種 ヨボウ セッシュ

				Ｑ2-2						Ｑ2-2		経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ

				Ｑ2-3						Ｑ2-3		経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ

				Ｑ2-4						Ｑ2-4		中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ

				Ｑ2-5						Ｑ2-5		酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ

				Ｑ2-6						Ｑ2-6		気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ

				Ｑ2-7						Ｑ2-7		人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ

				Ｑ2-8						Ｑ2-8		尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ

				Ｑ2-9						Ｑ2-9		人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ

				Ｑ2-10						Ｑ2-10		褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ

		Ｑ3		3.24時間、重症心身障害児（18歳未満）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイジ サイ ミマン イリョウ タイオウ						3.24時間、重症心身障害児（18歳未満）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイジ サイ ミマン イリョウ タイオウ

				Ｑ3-1						Ｑ3-1		できる

				Ｑ3-2						Ｑ3-2		できない

				Ｑ3-3						Ｑ3-3		要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン

		Ｑ4		4.24時間、重症心身障害者（18歳以上）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイシャ サイ イジョウ イリョウ タイオウ						4.24時間、重症心身障害者（18歳以上）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイシャ サイ イジョウ イリョウ タイオウ

				Ｑ4-1						Ｑ4-1		できる

				Ｑ4-2						Ｑ4-2		できない

				Ｑ4-3						Ｑ4-3		要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン

		Ｑ5		5.重症心身障害児（者）のレスパイト入院に対応できますか ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ ニュウイン タイオウ						5.重症心身障害児（者）のレスパイト入院に対応できますか ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ ニュウイン タイオウ

				Ｑ5-1						Ｑ5-1		できる

				Ｑ5-2						Ｑ5-2		できない

				Ｑ5-3						Ｑ5-3		要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン

		Ｑ6		6.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する訪問リハビリテーションを提供していますか イリョウテキ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ホウモン テイキョウ						6.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する訪問リハビリテーションを提供していますか イリョウテキ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ホウモン テイキョウ

				Ｑ6-1						Ｑ6-1		提供している テイキョウ

				Ｑ6-2						Ｑ6-2		提供していない テイキョウ

				Ｑ6-3						Ｑ6-3		提供していないが対応は可能 テイキョウ タイオウ カノウ

				Ｑ6-4						Ｑ6-4		要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン

		Ｑ7		7.平成26年度において、以下における長期入院児（6ヶ月以上）の患者数は何名ですか（「原疾患」及び「長期入院理由」について、複数の理由がある場合は、主な理由を選んでください） ヘイセイ ネンド イカ チョウキ ニュウイン ジ ゲツイジョウ カンジャスウ ナンメイ ゲンシッカン オヨ チョウキ ニュウイン リユウ フクスウ リユウ バアイ オモ リユウ エラ						7.平成26年度において、以下における長期入院児（6ヶ月以上）の患者数は何名ですか（「原疾患」及び「長期入院理由」について、複数の理由がある場合は、主な理由を選んでください） ヘイセイ ネンド イカ チョウキ ニュウイン ジ ゲツイジョウ カンジャスウ ナンメイ ゲンシッカン オヨ チョウキ ニュウイン リユウ フクスウ リユウ バアイ オモ リユウ エラ

				※個別シートにて対応 コベツ タイオウ						※個別シートにて対応 コベツ タイオウ

		Q8		8.重症心身障害児（者）に対する相談窓口はありますか ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ソウダン マドグチ

										1		ある

										2		ない

		Q9		9.重症心身障害児（者）の方に対する医療、在宅生活等についてお気づきのことなど、ご自由にお書きください。 ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ カタ タイ イリョウ ザイタク セイカツ ナド キ ジユウ カ

		承諾可否 ショウダク カヒ		診療所名 シンリョウジョ メイ		電話番号 デンワ バンゴウ		郵便番号 ユウビンバンゴウ		所在地 ショザイチ		Ｑ1.医療ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する外来診療について、以下の医療行為に対応できますか																						Ｑ２医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する往診及び訪問診療について、以下の医療行為に対応できますか																				Ｑ3		Ｑ4		Ｑ5		Q6		Ｑ7		8.重症心身障害児（者）に対する相談窓口はありますか										Q9

												予防接種 ヨボウ セッシュ		一次診療
（経過観察、栄養観察を含む） イチジ シンリョウ ケイカ カンサツ エイヨウ カンサツ フク		経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ		経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ		中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ		酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ		気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ		人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ		尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ		人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ		褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ		予防接種 ヨボウ セッシュ		経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ		経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ		中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ		酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ		気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ		人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ		尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ		人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ		褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ												有無 ウム		部署名・職名 ブショ メイ ショクメイ		ご担当者氏名 タントウシャ シメイ		連絡先TEL レンラクサキ		連絡先MAIL レンラクサキ

		否 イナ		野木病院		0280-57-1011		329-0101		下都賀郡野木町友沼5320-2		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		2

		否 イナ		今市病院		0288-22-2200		321-1261		日光市今市381		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		2

		否 イナ		黒須病院　		028-682-8811		329-1311		さくら市氏家2650		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		2		2		別紙参照 ベッシ サンショウ		1		病診連携室・社会福祉士 ビョウシンレンケイ シツ シャカイ フクシ シ		井上雅晶 イノウエ マサアキ		028-682-8811（代表）
028-681-5551（直通） ダイヒョウ チョクツウ		byo-renkei@kurosu-hospital.jp

		否 イナ		日光市民病院		0288-50-1188		321-1441		日光市清滝安良沢町1752-10		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		2										小児科常務医がいないため、小児科非常勤医師在院時のみ相談可能と考えます ショウニカ ジョウム イ ショウニカ ヒジョウキン イシ ザイイン ジ ソウダン カノウ カンガ

		否 イナ		国際医療福祉大学塩谷病院　		0287-44-1155		329-2145		矢板市富田77		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		2

		否 イナ		那須南病院		0287-84-3911		321-0621		栃木県那須烏山市中央3-2-13		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		2		2		なし		1		医療福祉相談医療連絡室 イリョウ フクシ ソウダン イリョウ レンラク シツ		原健二 ハラ ケンジ		0287-84-3911

		承諾 ショウダク		西方病院		0282-92-2323		322-0601		栃木県上都賀郡西方町金崎273-3		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		1		西方病院地域連携室 ニシカタ ビョウイン チイキ レンケイ シツ				0282-25-7310		nishikata-renkei@cc9.ne.jp

		承諾 ショウダク		新小山市民病院		0285-36-0200		323-0827		栃木県小山市神鳥谷2251-1 ３２３－０８２７		1		1		3		2		2		2		2		2		2		2		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		2		なし		1		医療相談室保健師 イリョウ ソウダンシツ ホケンシ		多賀谷邦子 タガヤ クニコ		0285-36-0256		soudan@hospital.oyama.tochigi.jp		重症心身障害児（者）の方々の外来診察は随時受け入れておりますが、特に障害児の入院についてはまだ十分に対応できる体制になっておりません。そのため、今回のガイドマップの内容で受け入れ可能な項目が少なく申し訳ありません。相談については、幅広く承っております。 ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ カタガタ ガイライ シンサツ ズイジ ウ イ トク ショウガイジ ニュウイン ジュウブン タイオウ タイセイ コンカイ ナイヨウ ウ イ カノウ コウモク スク モウ ワケ ソウダン ハバヒロ ウケタマワ

		承諾 ショウダク		小山厚生病院		0285-22-1105		323-0031		栃木県小山市八幡町2-10-6		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		2		なし		1		看護師長 カンゴシ チョウ		横家よね子 ヨコ イエ コ		0285-22-1105
0285-24-9890				在宅生活困難者につき当院では入院で対応させていただくことが多いです。 ザイタク セイカツ コンナン シャ トウイン ニュウイン タイオウ オオ

		承諾 ショウダク		石橋総合病院		0285-53-1134		329-0511		栃木県下野市石橋628		1		1		1		1		1		1		1		2		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		1		なし		1		地域医療連携部 チイキ イリョウ レンケイ ブ		（部長）岩崎さゆり ブチョウ イワサキ		0285-53-1134		ishibashi-renkei@yushikai.jp

		承諾 ショウダク		下都賀総合病院		0282-22-2551		328-0044		栃木県栃木市富士見町5-32		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		3		なし		1		医療福祉相談室 イリョウ フクシ ソウダンシツ		MSWが3人おります ニン		0282-22-2551

		承諾 ショウダク		とちの木病院		0282-22-7722		328-0071		栃木県栃木市大町39-5		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		2

		承諾 ショウダク		自治医科大学附属病院　		0285-44-2111		329-0498		下野市薬師寺3311-1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		2		3		2		別紙参照 ベッシ サンショウ		1		地域医療連携部（看護師） チイキ イリョウ レンケイ ブ カンゴシ		黒田　光恵 クロダ ミツエ		0285-44-2111		mazuek@jichi.ac.jp		在宅医療を充実させていただくうえで、往診医や地域の開業医の先生方との連携強化やスタッフの充実が望まれると思います。 ザイタク イリョウ ジュウジツ オウシン イ チイキ カイギョウイ センセイガタ レンケイ キョウカ ジュウジツ ノゾ オモ

		承諾 ショウダク		済生会宇都宮病院		028-626-5500		321-0974		宇都宮市竹林町911-1		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		2		別紙参照 ベッシ サンショウ		1		地域連携課 チイキ レンケイ カ		荻津　守 オギツ カミ		028-626-5500

		承諾 ショウダク		足利赤十字病院		0284-21-0121		326-0843		栃木県足利市五十部町284-1		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		3		1		2		別紙参照 ベッシ サンショウ		1		事務部医事課社会福祉士 ジム ブ イジ カ シャカイ フクシ シ		布施　麻由実 フセ マユミ		0284-20-1307				医療依存度の高い患者様が自宅へ退院する場合、利用できる社会資源が限られており、デイサービスやリハビリテーション、ショートステイなどのサービスを本人、ご家族様のニーズに合わせて利用していただくことが困難なケースが多々あります。（例：家族としては週２回以上リハビリに本人を通わせたいと考えているが、リハビリテーション事業所としては利用者数も多いため、週1回の対応が限度と考えている場合など）今回のアンケート調査を機に、各地域の社会資源の情報を整理し、なるべくニーズに合わせて、多くの方に適切にサービスを利用していただける環境を構築できればと思っております。よろしくお願いいたします。 イリョウ イゾンド タカ カンジャサマ ジタク タイイン バアイ リヨウ シャカイ シゲン カギ ホンニン カゾク サマ ア リヨウ コンナン タタ レイ カゾク シュウ カイイジョウ ホンニン カヨ カンガ ジギョウショ リヨウシャ スウ オオ シュウ カイ タイオウ ゲンド カンガ バアイ コンカイ チョウサ キ カクチイキ シャカイ シゲン ジョウホウ セイリ ア オオ カタ テキセツ リヨウ カンキョウ コウチク オモ ネガ

		承諾 ショウダク		獨協医科大学病院		0282-86-1111		321-0293		下都賀郡壬生町大字北小林880		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		3		2		別紙参照 ベッシ サンショウ		1		地域医療連携センター医療福祉相談室 チイキ イリョウ レンケイ イリョウ フクシ ソウダンシツ				0282-87-2185

		承諾 ショウダク		あしかがの森足利病院		0284-91-0611		326-0011		足利市大沼田町615		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		1		2		別紙参照 ベッシ サンショウ		1		メディカルソーシャルワーカー		福地　哲郎 フクチ テツロウ		0284-91-0611		soudan@hshikagu-hospital.or.jp

		承諾 ショウダク		JCHO　うつのみや病院		028-653-1001		321-0143		宇都宮市南高砂町11-17		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		2

		承諾 ショウダク		菅又病院　		028-676-0311		329-1207		塩谷郡高根沢町花岡2351		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		2										要相談の診療項目につきましては、病院にお電話で問い合わせていただければ対応いたします。小児科の入院対応はしておりません。外来診察につきましては、急性期の管理は困難であることもありますが、状態が安定している場合には相談いただければ可能な限り対応いたします。 ヨウ ソウダン シンリョウ コウモク ビョウイン デンワ ト ア タイオウ ショウニカ ニュウイン タイオウ ガイライ シンサツ キュウセイキ カンリ コンナン ジョウタイ アンテイ バアイ ソウダン カノウ カギ タイオウ

		承諾 ショウダク		那須赤十字病院		0287-23-1122		324-8686		栃木県大田原市中田原1081-4		1		1		3		3		3		1		3		1		3		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		1		4		なし		1		地域医療福祉連携課福祉係長 チイキ イリョウ フクシ レンケイ カ フクシ カカリチョウ		野中美希 ノナカ ミキ		0287-23-1122		renkeika@nasu.jrc.or.jp



												Ｑ1.医療ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する外来診療について、以下の医療行為に対応できますか

												予防接種 ヨボウ セッシュ		一次診療
（経過観察、栄養観察を含む） イチジ シンリョウ ケイカ カンサツ エイヨウ カンサツ フク		経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ		経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ		中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ		酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ		気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ		人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ		尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ		人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ		褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ

										できる		13		13		9		8		7		9		8		8		7		7		7

										できない		3		3		7		8		8		8		8		9		8		8		6

										要相談 ヨウ ソウダン		4		4		4		4		5		3		4		3		5		5		7



												Ｑ２医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する往診及び訪問診療について、以下の医療行為に対応できますか

												予防接種 ヨボウ セッシュ		経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ		経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ		中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ		酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ		気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ		人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ		尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ		人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ		褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ

										できる		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

										できない		19		20		20		20		20		20		20		20		20		20

										要相談 ヨウ ソウダン		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0



										Ｑ3		3.24時間、重症心身障害児（18歳未満）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイジ サイ ミマン イリョウ タイオウ				3.24時間、重症心身障害児（18歳未満）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイジ サイ ミマン イリョウ タイオウ

										できる		4

										できない		14

										要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン		2

										Ｑ4		4.24時間、重症心身障害者（18歳以上）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイシャ サイ イジョウ イリョウ タイオウ				4.24時間、重症心身障害者（18歳以上）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイシャ サイ イジョウ イリョウ タイオウ

										できる		3

										できない		9																																																														事業所名 ジギョウショ メイ		部署名・職名 ブショ メイ ショクメイ		ご担当者氏名 タントウシャ シメイ		連絡先TEL レンラクサキ		Mail

										要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン		8																																																														西方病院		西方病院地域連携室 ニシカタ ビョウイン チイキ レンケイ シツ				0282-25-7310		nishikata-renkei@cc9.ne.jp

										Ｑ5		5.重症心身障害児（者）のレスパイト入院に対応できますか ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ ニュウイン タイオウ				5.重症心身障害児（者）のレスパイト入院に対応できますか ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ ニュウイン タイオウ																																																										新小山市民病院		医療相談室保健師 イリョウ ソウダンシツ ホケンシ		多賀谷邦子 タガヤ クニコ		0285-36-0256		soudan@hospital.oyama.tochigi.jp

										できる		5																																																														小山厚生病院		看護師長 カンゴシ チョウ		横家よね子 ヨコ イエ コ		0285-22-1105
0285-24-9890

										できない		10																																																														石橋総合病院		地域医療連携部 チイキ イリョウ レンケイ ブ		（部長）岩崎さゆり ブチョウ イワサキ		0285-53-1134		ishibashi-renkei@yushikai.jp

										要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン		5																																																														下都賀総合病院		医療福祉相談室 イリョウ フクシ ソウダンシツ		MSWが3人おります ニン		0282-22-2551

										Ｑ6		6.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する訪問リハビリテーションを提供していますか イリョウテキ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ホウモン テイキョウ				6.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する訪問リハビリテーションを提供していますか イリョウテキ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ホウモン テイキョウ																																																										自治医科大学附属病院　		地域医療連携部（看護師） チイキ イリョウ レンケイ ブ カンゴシ		黒田　光恵 クロダ ミツエ		0285-44-2111		mazuek@jichi.ac.jp

										提供している テイキョウ		1																																																														済生会宇都宮病院		地域連携課 チイキ レンケイ カ		荻津　守 オギツ カミ		028-626-5500

										提供していない テイキョウ		17																																																														足利赤十字病院		事務部医事課社会福祉士 ジム ブ イジ カ シャカイ フクシ シ		布施　麻由実 フセ マユミ		0284-20-1307

										提供していないが対応は可能 テイキョウ タイオウ カノウ		1																																																														獨協医科大学病院		地域医療連携センター医療福祉相談室 チイキ イリョウ レンケイ イリョウ フクシ ソウダンシツ				0282-87-2185

										要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン		1																																																														あしかがの森足利病院		メディカルソーシャルワーカー		福地　哲郎 フクチ テツロウ		0284-91-0611		soudan@hshikagu-hospital.or.jp

										Ｑ7		7.平成26年度において、以下における長期入院児（6ヶ月以上）の患者数は何名ですか（「原疾患」及び「長期入院理由」について、複数の理由がある場合は、主な理由を選んでください） ヘイセイ ネンド イカ チョウキ ニュウイン ジ ゲツイジョウ カンジャスウ ナンメイ ゲンシッカン オヨ チョウキ ニュウイン リユウ フクスウ リユウ バアイ オモ リユウ エラ				7.平成26年度において、以下における長期入院児（6ヶ月以上）の患者数は何名ですか（「原疾患」及び「長期入院理由」について、複数の理由がある場合は、主な理由を選んでください） ヘイセイ ネンド イカ チョウキ ニュウイン ジ ゲツイジョウ カンジャスウ ナンメイ ゲンシッカン オヨ チョウキ ニュウイン リユウ フクスウ リユウ バアイ オモ リユウ エラ																																																										那須赤十字病院		地域医療福祉連携課福祉係長 チイキ イリョウ フクシ レンケイ カ フクシ カカリチョウ		野中美希 ノナカ ミキ		0287-23-1122		renkeika@nasu.jrc.or.jp

										Q8		8.重症心身障害児（者）に対する相談窓口はありますか ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ソウダン マドグチ

																1		ある		13

																2		ない		7

																														できる		できない		要相談 ヨウ ソウダン						できる		できない		要相談 ヨウ ソウダン						提供している テイキョウ		提供していない テイキョウ		提供していないが対応は可能 テイキョウ タイオウ カノウ		要相談 ヨウ ソウダン										NICU及びGCU オヨ		PICU		その他小児病棟 タ ショウニ ビョウトウ

																												予防接種 ヨボウ セッシュ		13		3		4				18歳未満 サイ ミマン		4		14		2						5		10		5		5								6ヶ月以上1年未満 ゲツイジョウ ネン ミマン		9		0		11

																												一次診療
（経過観察、栄養観察を含む） イチジ シンリョウ ケイカ カンサツ エイヨウ カンサツ フク		13		3		4				18歳以上 サイ イジョウ		3		9		8																				1年以上2年未満 ネンイジョウ ネン ミマン		1		0		10

																												経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ		9		7		4																提供している テイキョウ		5												2年以上 ネンイジョウ		4		0		154

																												経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ		8		8		4						できる		できない		要相談 ヨウ ソウダン						提供していない テイキョウ		10

																												中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ		7		8		5						5		10		5						提供していないが対応は可能 テイキョウ タイオウ カノウ		5

																												酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ		9		8		3						3		9		8						要相談 ヨウ ソウダン		5														NICU及びGCU オヨ		PICU		その他小児病棟 タ ショウニ ビョウトウ

																												気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ		8		8		4																														新生児仮死 シンセイジ カシ		2		0		38

																												人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ		8		9		3																														仮死以外の神経、筋疾患 カシ イガイ シンケイ キン シッカン		3		0		48

																												尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ		7		8		5						ある		ない										乳児～2歳 ニュウジ サイ		3歳～6歳 サイ サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13歳～17歳 サイ サイ		18歳以上 サイイジョウ				事故 ジコ		0		0		4

																												人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ		7		8		5						13		7								気管切開人工呼吸患者 キカン セッカイ ジンコウ コキュウ カンジャ		11		4		8		5		12				先天異常症候群 センテン イジョウ ショウコウグン		11		0		22

																												褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ		7		6		7																非気管切開人工呼吸患者（NPPV) ヒ キカン セッカイ ジンコウ コキュウ カンジャ		2		0		0		0		1				慢性肺疾患、気道病変 マンセイ ハイ シッカン キドウ ビョウヘン		1		0		0

																																																		気管切開患者 キカン セッカイ カンジャ		2		3		2		0		14				低出生体重児 テイ シュッセイ タイジュウ ジ		5		0		7

																														できる		できない		要相談 ヨウ ソウダン																その他 タ		4		2		2		0		1				社会的事情 シャカイテキ ジジョウ		0		0		2

																												予防接種 ヨボウ セッシュ		0		19		1																														その他 タ		2		0		44

																												経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ		0		20		0

																												経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ		0		20		0																																NICU及びGCU オヨ		PICU		その他小児病棟 タ ショウニ ビョウトウ

																												中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ		0		20		0																														病状が不安定 ビョウジョウ フアンテイ		6		0		30

																												酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ		0		20		0																														療育施設入所待ち リョウイク シセツ ニュウショ マ		0		0		18

																												気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ		0		20		0																														中間施設受入体制の不備 チュウカン シセツ ウケイレ タイセイ フビ		0		0		0

																												人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ		0		20		0																														地域サポートの不備 チイキ フビ		0		0		0

																												尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ		0		20		0																														病院の在宅医療フォロー体制不備 ビョウイン ザイタク イリョウ タイセイ フビ		0		0		0

																												人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ		0		20		0																														家族の受入困難 カゾク ウケイレ コンナン		4		0		127

																												褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ		0		20		0																														家庭環境、経済的理由 カテイ カンキョウ ケイザイテキ リユウ		1		0		5

																																																																在宅準備中 ザイタク ジュンビチュウ		3		0		4

																																																																その他 タ		0		0		1

																												24時間、重症心身障害児の医療に対応ができますか
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病院 (記述)

		承諾可否 ショウダク カヒ		診療所名 シンリョウジョ メイ		電話番号 デンワ バンゴウ		郵便番号 ユウビンバンゴウ		所在地 ショザイチ		9.重症心身障害児（者）の方に対する医療、在宅生活等についてお気づきのことなど、ご自由にお書きください。



		否 イナ		野木病院		0280-57-1011		329-0101		下都賀郡野木町友沼5320-2

		否 イナ		今市病院		0288-22-2200		321-1261		日光市今市381

		否 イナ		黒須病院　		028-682-8811		329-1311		さくら市氏家2650

		否 イナ		日光市民病院		0288-50-1188		321-1441		日光市清滝安良沢町1752-10		小児科常務医がいないため、小児科非常勤医師在院時のみ相談可能と考えます ショウニカ ジョウム イ ショウニカ ヒジョウキン イシ ザイイン ジ ソウダン カノウ カンガ

		否 イナ		国際医療福祉大学塩谷病院　		0287-44-1155		329-2145		矢板市富田77

		否 イナ		那須南病院		0287-84-3911		321-0621		栃木県那須烏山市中央3-2-13

		承諾 ショウダク		西方病院		0282-92-2323		322-0601		栃木県上都賀郡西方町金崎273-3

		承諾 ショウダク		新小山市民病院		0285-36-0200		323-0827		栃木県小山市神鳥谷2251-1 ３２３－０８２７		重症心身障害児（者）の方々の外来診察は随時受け入れておりますが、特に障害児の入院についてはまだ十分に対応できる体制になっておりません。そのため、今回のガイドマップの内容で受け入れ可能な項目が少なく申し訳ありません。相談については、幅広く承っております。 ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ カタガタ ガイライ シンサツ ズイジ ウ イ トク ショウガイジ ニュウイン ジュウブン タイオウ タイセイ コンカイ ナイヨウ ウ イ カノウ コウモク スク モウ ワケ ソウダン ハバヒロ ウケタマワ

		承諾 ショウダク		小山厚生病院		0285-22-1105		323-0031		栃木県小山市八幡町2-10-6		在宅生活困難者につき当院では入院で対応させていただくことが多いです。 ザイタク セイカツ コンナン シャ トウイン ニュウイン タイオウ オオ

		承諾 ショウダク		石橋総合病院		0285-53-1134		329-0511		栃木県下野市石橋628

		承諾 ショウダク		下都賀総合病院		0282-22-2551		328-0044		栃木県栃木市富士見町5-32

		承諾 ショウダク		とちの木病院		0282-22-7722		328-0071		栃木県栃木市大町39-5

		承諾 ショウダク		自治医科大学附属病院　		0285-44-2111		329-0498		下野市薬師寺3311-1		在宅医療を充実させていただくうえで、往診医や地域の開業医の先生方との連携強化やスタッフの充実が望まれると思います。 ザイタク イリョウ ジュウジツ オウシン イ チイキ カイギョウイ センセイガタ レンケイ キョウカ ジュウジツ ノゾ オモ

		承諾 ショウダク		済生会宇都宮病院		028-626-5500		321-0974		宇都宮市竹林町911-1

		承諾 ショウダク		足利赤十字病院		0284-21-0121		326-0843		栃木県足利市五十部町284-1		医療依存度の高い患者様が自宅へ退院する場合、利用できる社会資源が限られており、デイサービスやリハビリテーション、ショートステイなどのサービスを本人、ご家族様のニーズに合わせて利用していただくことが困難なケースが多々あります。（例：家族としては週２回以上リハビリに本人を通わせたいと考えているが、リハビリテーション事業所としては利用者数も多いため、週1回の対応が限度と考えている場合など）今回のアンケート調査を機に、各地域の社会資源の情報を整理し、なるべくニーズに合わせて、多くの方に適切にサービスを利用していただける環境を構築できればと思っております。よろしくお願いいたします。 イリョウ イゾンド タカ カンジャサマ ジタク タイイン バアイ リヨウ シャカイ シゲン カギ ホンニン カゾク サマ ア リヨウ コンナン タタ レイ カゾク シュウ カイイジョウ ホンニン カヨ カンガ ジギョウショ リヨウシャ スウ オオ シュウ カイ タイオウ ゲンド カンガ バアイ コンカイ チョウサ キ カクチイキ シャカイ シゲン ジョウホウ セイリ ア オオ カタ テキセツ リヨウ カンキョウ コウチク オモ ネガ

		承諾 ショウダク		獨協医科大学病院		0282-86-1111		321-0293		下都賀郡壬生町大字北小林880

		承諾 ショウダク		あしかがの森足利病院		0284-91-0611		326-0011		足利市大沼田町615

		承諾 ショウダク		JCHO　うつのみや病院		028-653-1001		321-0143		宇都宮市南高砂町11-17

		承諾 ショウダク		菅又病院　		028-676-0311		329-1207		塩谷郡高根沢町花岡2351		要相談の診療項目につきましては、病院にお電話で問い合わせていただければ対応いたします。小児科の入院対応はしておりません。外来診察につきましては、急性期の管理は困難であることもありますが、状態が安定している場合には相談いただければ可能な限り対応いたします。 ヨウ ソウダン シンリョウ コウモク ビョウイン デンワ ト ア タイオウ ショウニカ ニュウイン タイオウ ガイライ シンサツ キュウセイキ カンリ コンナン ジョウタイ アンテイ バアイ ソウダン カノウ カギ タイオウ

		承諾 ショウダク		那須赤十字病院		0287-23-1122		324-8686		栃木県大田原市中田原1081-4





病院Ｑ7統計



				乳児～2歳 ニュウジ サイ		3歳～6歳 サイ サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13歳～17歳 サイ サイ		18歳以上 サイイジョウ

		気管切開人工呼吸患者 キカン セッカイ ジンコウ コキュウ カンジャ		11		4		8		5		12

		非気管切開人工呼吸患者（NPPV) ヒ キカン セッカイ ジンコウ コキュウ カンジャ		2		0		0		0		1

		気管切開患者 キカン セッカイ カンジャ		2		3		2		0		14

		その他 タ		4		2		2		0		1



		入院期間 ニュウイン キカン		NICU及びGCU オヨ		PICU		その他小児病棟 タ ショウニ ビョウトウ

		6ヶ月以上1年未満 ゲツイジョウ ネン ミマン		9		0		11

		1年以上2年未満 ネンイジョウ ネン ミマン		1		0		10

		2年以上 ネンイジョウ		4		0		154

		原疾患 ゲンシッカン		NICU及びGCU オヨ		PICU		その他小児病棟 タ ショウニ ビョウトウ

		新生児仮死 シンセイジ カシ		2		0		38

		仮死以外の神経、筋疾患 カシ イガイ シンケイ キン シッカン		3		0		48

		事故 ジコ		0		0		4

		先天異常症候群 センテン イジョウ ショウコウグン		11		0		22

		慢性肺疾患、気道病変 マンセイ ハイ シッカン キドウ ビョウヘン		1		0		0

		低出生体重児 テイ シュッセイ タイジュウ ジ		5		0		7

		社会的事情 シャカイテキ ジジョウ		0		0		2

		その他 タ		2		0		44

		長期入院理由 チョウキ ニュウイン リユウ		NICU及びGCU オヨ		PICU		その他小児病棟 タ ショウニ ビョウトウ

		病状が不安定 ビョウジョウ フアンテイ		6		0		30

		療育施設入所待ち リョウイク シセツ ニュウショ マ		0		0		18

		中間施設受入体制の不備 チュウカン シセツ ウケイレ タイセイ フビ		0		0		0

		地域サポートの不備 チイキ フビ		0		0		0

		病院の在宅医療フォロー体制不備 ビョウイン ザイタク イリョウ タイセイ フビ		0		0		0

		家族の受入困難 カゾク ウケイレ コンナン		4		0		127

		家庭環境、経済的理由 カテイ カンキョウ ケイザイテキ リユウ		1		0		5

		在宅準備中 ザイタク ジュンビチュウ		3		0		4

		その他 タ		0		0		1





黒須病院

				乳児～2歳 ニュウジ サイ		3歳～6歳 サイ サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13歳～17歳 サイ サイ		18歳以上 サイイジョウ

		気管切開人工呼吸患者 キカン セッカイ ジンコウ コキュウ カンジャ										1

		非気管切開人工呼吸患者（NPPV) ヒ キカン セッカイ ジンコウ コキュウ カンジャ										0

		気管切開患者 キカン セッカイ カンジャ										3

		その他 タ



		入院期間 ニュウイン キカン		NICU及びGCU オヨ		PICU		その他小児病棟 タ ショウニ ビョウトウ

		6ヶ月以上1年未満 ゲツイジョウ ネン ミマン

		1年以上2年未満 ネンイジョウ ネン ミマン

		2年以上 ネンイジョウ

		原疾患 ゲンシッカン

		新生児仮死 シンセイジ カシ

		仮死以外の神経、筋疾患 カシ イガイ シンケイ キン シッカン

		事故（溺水、交通事故、転落等） ジコ デキスイ コウツウ ジコ テンラク ナド

		先天異常症候群（染色体異常、欠乏奇形症候群、欠乏性代謝異常など） センテン イジョウ ショウコウグン センショクタイ イジョウ ケツボウ キケイ ショウコウグン ケツボウ セイ タイシャ イジョウ

		慢性肺疾患、気道病変 マンセイ ハイ シッカン キドウ ビョウヘン

		低出生体重児 テイ シュッセイ タイジュウ ジ

		社会的事情 シャカイテキ ジジョウ

		その他 タ

		長期入院理由 チョウキ ニュウイン リユウ

		病状が不安定 ビョウジョウ フアンテイ

		療育施設入所待ち リョウイク シセツ ニュウショ マ

		中間施設受入体制の不備 チュウカン シセツ ウケイレ タイセイ フビ

		地域サポートの不備 チイキ フビ

		病院の在宅医療フォロー体制不備 ビョウイン ザイタク イリョウ タイセイ フビ

		家族の受入困難 カゾク ウケイレ コンナン

		家庭環境、経済的理由 カテイ カンキョウ ケイザイテキ リユウ

		在宅準備中 ザイタク ジュンビチュウ

		その他 タ





自治医科大学附属病院

				乳児～2歳 ニュウジ サイ		3歳～6歳 サイ サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13歳～17歳 サイ サイ		18歳以上 サイイジョウ

		気管切開人工呼吸患者 キカン セッカイ ジンコウ コキュウ カンジャ		1

		非気管切開人工呼吸患者（NPPV) ヒ キカン セッカイ ジンコウ コキュウ カンジャ		1

		気管切開患者 キカン セッカイ カンジャ						1				1

		その他 タ		2		1



		入院期間 ニュウイン キカン		NICU及びGCU オヨ		PICU		その他小児病棟 タ ショウニ ビョウトウ

		6ヶ月以上1年未満 ゲツイジョウ ネン ミマン						4

		1年以上2年未満 ネンイジョウ ネン ミマン						2

		2年以上 ネンイジョウ						1

		原疾患 ゲンシッカン

		新生児仮死 シンセイジ カシ

		仮死以外の神経、筋疾患 カシ イガイ シンケイ キン シッカン						3

		事故（溺水、交通事故、転落等） ジコ デキスイ コウツウ ジコ テンラク ナド

		先天異常症候群（染色体異常、欠乏奇形症候群、欠乏性代謝異常など） センテン イジョウ ショウコウグン センショクタイ イジョウ ケツボウ キケイ ショウコウグン ケツボウ セイ タイシャ イジョウ						3

		慢性肺疾患、気道病変 マンセイ ハイ シッカン キドウ ビョウヘン

		低出生体重児 テイ シュッセイ タイジュウ ジ						1

		社会的事情 シャカイテキ ジジョウ

		その他 タ

		長期入院理由 チョウキ ニュウイン リユウ

		病状が不安定 ビョウジョウ フアンテイ						5

		療育施設入所待ち リョウイク シセツ ニュウショ マ						0

		中間施設受入体制の不備 チュウカン シセツ ウケイレ タイセイ フビ						0

		地域サポートの不備 チイキ フビ						0

		病院の在宅医療フォロー体制不備 ビョウイン ザイタク イリョウ タイセイ フビ						0

		家族の受入困難 カゾク ウケイレ コンナン						1

		家庭環境、経済的理由 カテイ カンキョウ ケイザイテキ リユウ						0

		在宅準備中 ザイタク ジュンビチュウ						1

		その他 タ						0





済生会宇都宮病院

				乳児～2歳 ニュウジ サイ		3歳～6歳 サイ サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13歳～17歳 サイ サイ		18歳以上 サイイジョウ

		気管切開人工呼吸患者 キカン セッカイ ジンコウ コキュウ カンジャ						1				2

		非気管切開人工呼吸患者（NPPV) ヒ キカン セッカイ ジンコウ コキュウ カンジャ

		気管切開患者 キカン セッカイ カンジャ

		その他 タ										1



		入院期間 ニュウイン キカン		NICU及びGCU オヨ		PICU		その他小児病棟 タ ショウニ ビョウトウ

		6ヶ月以上1年未満 ゲツイジョウ ネン ミマン						1

		1年以上2年未満 ネンイジョウ ネン ミマン

		2年以上 ネンイジョウ						3

		原疾患 ゲンシッカン

		新生児仮死 シンセイジ カシ						1

		仮死以外の神経、筋疾患 カシ イガイ シンケイ キン シッカン

		事故（溺水、交通事故、転落等） ジコ デキスイ コウツウ ジコ テンラク ナド

		先天異常症候群（染色体異常、欠乏奇形症候群、欠乏性代謝異常など） センテン イジョウ ショウコウグン センショクタイ イジョウ ケツボウ キケイ ショウコウグン ケツボウ セイ タイシャ イジョウ

		慢性肺疾患、気道病変 マンセイ ハイ シッカン キドウ ビョウヘン

		低出生体重児 テイ シュッセイ タイジュウ ジ

		社会的事情 シャカイテキ ジジョウ

		その他 タ						3

		長期入院理由 チョウキ ニュウイン リユウ

		病状が不安定 ビョウジョウ フアンテイ

		療育施設入所待ち リョウイク シセツ ニュウショ マ						3

		中間施設受入体制の不備 チュウカン シセツ ウケイレ タイセイ フビ

		地域サポートの不備 チイキ フビ

		病院の在宅医療フォロー体制不備 ビョウイン ザイタク イリョウ タイセイ フビ

		家族の受入困難 カゾク ウケイレ コンナン

		家庭環境、経済的理由 カテイ カンキョウ ケイザイテキ リユウ

		在宅準備中 ザイタク ジュンビチュウ

		その他 タ						1





足利赤十字病院

				乳児～2歳 ニュウジ サイ		3歳～6歳 サイ サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13歳～17歳 サイ サイ		18歳以上 サイイジョウ

		気管切開人工呼吸患者 キカン セッカイ ジンコウ コキュウ カンジャ

		非気管切開人工呼吸患者（NPPV) ヒ キカン セッカイ ジンコウ コキュウ カンジャ		1

		気管切開患者 キカン セッカイ カンジャ

		その他 タ



		入院期間 ニュウイン キカン		NICU及びGCU オヨ		PICU		その他小児病棟 タ ショウニ ビョウトウ

		6ヶ月以上1年未満 ゲツイジョウ ネン ミマン						1

		1年以上2年未満 ネンイジョウ ネン ミマン

		2年以上 ネンイジョウ

		原疾患 ゲンシッカン

		新生児仮死 シンセイジ カシ

		仮死以外の神経、筋疾患 カシ イガイ シンケイ キン シッカン

		事故（溺水、交通事故、転落等） ジコ デキスイ コウツウ ジコ テンラク ナド

		先天異常症候群（染色体異常、欠乏奇形症候群、欠乏性代謝異常など） センテン イジョウ ショウコウグン センショクタイ イジョウ ケツボウ キケイ ショウコウグン ケツボウ セイ タイシャ イジョウ

		慢性肺疾患、気道病変 マンセイ ハイ シッカン キドウ ビョウヘン

		低出生体重児 テイ シュッセイ タイジュウ ジ

		社会的事情 シャカイテキ ジジョウ

		その他 タ						1

		長期入院理由 チョウキ ニュウイン リユウ

		病状が不安定 ビョウジョウ フアンテイ

		療育施設入所待ち リョウイク シセツ ニュウショ マ

		中間施設受入体制の不備 チュウカン シセツ ウケイレ タイセイ フビ

		地域サポートの不備 チイキ フビ

		病院の在宅医療フォロー体制不備 ビョウイン ザイタク イリョウ タイセイ フビ

		家族の受入困難 カゾク ウケイレ コンナン

		家庭環境、経済的理由 カテイ カンキョウ ケイザイテキ リユウ						1

		在宅準備中 ザイタク ジュンビチュウ

		その他 タ





獨協医科大学病院

				乳児～2歳 ニュウジ サイ		3歳～6歳 サイ サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13歳～17歳 サイ サイ		18歳以上 サイイジョウ

		気管切開人工呼吸患者 キカン セッカイ ジンコウ コキュウ カンジャ		10		1		3

		非気管切開人工呼吸患者（NPPV) ヒ キカン セッカイ ジンコウ コキュウ カンジャ

		気管切開患者 キカン セッカイ カンジャ		2

		その他 タ		2				1



		入院期間 ニュウイン キカン		NICU及びGCU オヨ		PICU		その他小児病棟 タ ショウニ ビョウトウ

		6ヶ月以上1年未満 ゲツイジョウ ネン ミマン		9				4

		1年以上2年未満 ネンイジョウ ネン ミマン						2

		2年以上 ネンイジョウ						4

		原疾患 ゲンシッカン

		新生児仮死 シンセイジ カシ

		仮死以外の神経、筋疾患 カシ イガイ シンケイ キン シッカン		2

		事故（溺水、交通事故、転落等） ジコ デキスイ コウツウ ジコ テンラク ナド

		先天異常症候群（染色体異常、欠乏奇形症候群、欠乏性代謝異常など） センテン イジョウ ショウコウグン センショクタイ イジョウ ケツボウ キケイ ショウコウグン ケツボウ セイ タイシャ イジョウ		10

		慢性肺疾患、気道病変 マンセイ ハイ シッカン キドウ ビョウヘン

		低出生体重児 テイ シュッセイ タイジュウ ジ		5

		社会的事情 シャカイテキ ジジョウ

		その他 タ		2

		長期入院理由 チョウキ ニュウイン リユウ

		病状が不安定 ビョウジョウ フアンテイ		6				2

		療育施設入所待ち リョウイク シセツ ニュウショ マ						15

		中間施設受入体制の不備 チュウカン シセツ ウケイレ タイセイ フビ

		地域サポートの不備 チイキ フビ

		病院の在宅医療フォロー体制不備 ビョウイン ザイタク イリョウ タイセイ フビ

		家族の受入困難 カゾク ウケイレ コンナン

		家庭環境、経済的理由 カテイ カンキョウ ケイザイテキ リユウ		1

		在宅準備中 ザイタク ジュンビチュウ		2				3

		その他 タ





あしかがの森足利病院

				乳児～2歳 ニュウジ サイ		3歳～6歳 サイ サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13歳～17歳 サイ サイ		18歳以上 サイイジョウ

		気管切開人工呼吸患者 キカン セッカイ ジンコウ コキュウ カンジャ				3		4		5		9

		非気管切開人工呼吸患者（NPPV) ヒ キカン セッカイ ジンコウ コキュウ カンジャ										1

		気管切開患者 キカン セッカイ カンジャ				3		1				10

		その他 タ				1		1



		入院期間 ニュウイン キカン		NICU及びGCU オヨ		PICU		その他小児病棟 タ ショウニ ビョウトウ

		6ヶ月以上1年未満 ゲツイジョウ ネン ミマン						1

		1年以上2年未満 ネンイジョウ ネン ミマン		1				6

		2年以上 ネンイジョウ		4				146

		原疾患 ゲンシッカン

		新生児仮死 シンセイジ カシ		2				37

		仮死以外の神経、筋疾患 カシ イガイ シンケイ キン シッカン		1				45

		事故（溺水、交通事故、転落等） ジコ デキスイ コウツウ ジコ テンラク ナド						4

		先天異常症候群（染色体異常、欠乏奇形症候群、欠乏性代謝異常など） センテン イジョウ ショウコウグン センショクタイ イジョウ ケツボウ キケイ ショウコウグン ケツボウ セイ タイシャ イジョウ		1				19

		慢性肺疾患、気道病変 マンセイ ハイ シッカン キドウ ビョウヘン		1

		低出生体重児 テイ シュッセイ タイジュウ ジ						6

		社会的事情 シャカイテキ ジジョウ						2

		その他 タ						40

		長期入院理由 チョウキ ニュウイン リユウ

		病状が不安定 ビョウジョウ フアンテイ						23

		療育施設入所待ち リョウイク シセツ ニュウショ マ

		中間施設受入体制の不備 チュウカン シセツ ウケイレ タイセイ フビ

		地域サポートの不備 チイキ フビ

		病院の在宅医療フォロー体制不備 ビョウイン ザイタク イリョウ タイセイ フビ

		家族の受入困難 カゾク ウケイレ コンナン		4				126

		家庭環境、経済的理由 カテイ カンキョウ ケイザイテキ リユウ						4

		在宅準備中 ザイタク ジュンビチュウ		1

		その他 タ





管理

		1/15/16		09:30～11:30		120

		1/16/16		19:30～22:00		150

		1/19/16		16:20～17：30		70

		1/28/16		17：30～18:30		60

				22:30～23：30		60

				11：30～13:30		120

		1/30/16		12:00～14：30		150

		1/31/16		15：30～17：45		135

		2/1/16		16：00～18：00		120

		2/1/16		23：30～0：40		70
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相談支援事業所一覧表

		市区郡 シク グン		事業所名 ジギョウショ メイ		電話番号 デンワ バンゴウ		FAX番号 バンゴウ		郵便番号 ユウビンバンゴウ		所在地 ショザイチ		訪問可能な主な市町村 ホウモン カノウ オモ シチョウソン

		足利市 アシカガシ		特定相談支援センターはじめ		0284-22-4561		0284-22-4562		326-0143		足利市葉鹿町735-1		足利市 アシカガシ

		足利市 アシカガシ		足利障害者相談支援センター		0284-44-0307		0284-44-0318		326-0064		足利市東砂原後町1072		足利市、佐野市 アシカガシ サノシ

		足利市 アシカガシ		足利ケアサービス		0284-21-7630		0284-21-3109		326-0843		足利市五十部町809-3		足利市、佐野市、太田市 アシカガシ サノシ オオタシ

		足利市 アシカガシ		障害者相談支援センターフォレスト		0284-91-1816		0284-91-2867		326-0011		足利市大沼田町615		足利市及び近隣市町村 アシカガシ オヨ キンリン シチョウソン

		足利市 アシカガシ		相談支援事業所こころみ		0284-41-5039		0284-43-2665		326-0061		足利市田島町611-2

		宇都宮市 ウツノミヤシ		相談支援事業所ポンテ		028-652-7288		028-652-6355		321-0341		宇都宮市古賀志町1964-12		宇都宮、鹿沼、日光、壬生 ウツノミヤ カヌマ ニッコウ ミブ

		宇都宮市 ウツノミヤシ		うつのみや		028-632-6074		028-632-6075		320-0861		宇都宮市西2-1-7		宇都宮市 ウツノミヤシ

		宇都宮市 ウツノミヤシ		サポートセンターきりん		028-612-3838		028-678-3257		321-0905		宇都宮市平出工業団地43-100 ウツノミヤシ ヒライデコウギョウダンチ		宇都宮市 ウツノミヤシ

		宇都宮市 ウツノミヤシ		サポートセンターとみや生活支援センター		028-665-8230		028-665-8230		321-2116		宇都宮市徳次郎町540		宇都宮市 ウツノミヤシ

		宇都宮市 ウツノミヤシ		サポートセンターひばり		028-670-0330		028-667-7315		321-3236		宇都宮市竹下町435-159		宇都宮市 ウツノミヤシ

		宇都宮市 ウツノミヤシ		相談支援センターネクスト		080-8854-9551		028-612-7174		320-0034		宇都宮市泉町6-25		宇都宮市 ウツノミヤシ

		宇都宮市 ウツノミヤシ		特定相談支援事業所やすらぎ		028-650-7727		028-650-7728		320-0011		宇都宮市富士見が丘3－19－20		宇都宮市 ウツノミヤシ

		宇都宮市 ウツノミヤシ		障がい者生活支援センターこぶし		028-680-5746		028-688-0214		321-0126		宇都宮市茂原町837-1		宇都宮市、上三川町 ウツノミヤシ カミノカワマチ

		大田原市 オオタワラシ		相談支援事業所つばさ		0287-53-7393		0287-53-7394		324-0044		大田原市親園824-1		大田原市、那須塩原市、那須烏山市、矢板市、さくら市、那須町、塩谷町、高根沢町 オオタワラシ ナスシオバラシ ナスカラスヤマシ ヤイタシ シ ナスマチ シオ タニ マチ タカネザワマチ

		大田原市 オオタワラシ		相談支援事業所とまり木		0287-54-2854		0287-54-2230		324-0231		大田原市北野上3952		大田原市、那須塩原市、那須町 オオタワラシ ナスシオバラシ ナスマチ

		小山市 オヤマシ		相談支援事業所わくわくおやま		0285-24-6575		0285-20-0255		323-0022		小山市駅東通り3-9-6		小山市 オヤマシ

		小山市 オヤマシ		友井タクシー介護ステーションふれあい		0285-30-0840		0285-30-0844		323-0025		小山市城山町2丁目12-25		小山市 オヤマシ

		小山市 オヤマシ		相談支援事業所おやま		0285-22-1833		0285-22-8946		323-0014		小山市喜沢660		小山市、下野市 オヤマシ シモノ シ

		小山市 オヤマシ		社会就労センターえいぶるの里 シャカイ シュウロウ サト		0285-22-4561		0285-22-4581		323-0003		小山市東島田2403-2		小山市、下野市、上三川町、野木町、結城市、古河市、筑西市 オヤマシ シモノ シ カミノカワマチ ノギマチ ユウキシ コガシ ツク ニシ シ

		小山市 オヤマシ		はつらつサロン南天相談支援事業所		0285-22-4659		0285-38-6529		323-0027		小山市花垣町2-3-19		小山市、栃木市 オヤマシ トチギシ

		小山市 オヤマシ		相談支援事業所みどり		0285-45-8362		0285-45-8397		329-0214		小山市乙女786-1		小山市、栃木市、古河市、結城市 オヤマシ トチギシ コガシ ユウキシ

		上三川町 カミノカワマチ		上三川障がい児・者生活相談支援センター		0285-38-6854		0285-38-6841		329-0611		上三川町上三川5082-15		上三川町 カミノカワマチ

		さくら市 シ		障がい者支援センターにんべん		028-686-2539		028-686-2584		329-1417		さくら市フィオーレ喜連川5-2-1　フィオーレガーデン1-102		さくら市 シ

		佐野市 サノシ		社会福祉法人とちのみ会　こなかの森 シャカイ フクシ ホウジン カイ モリ		0283-24-5757		0283-24-6294		327-0001		佐野市小中町1280		佐野市、足利市 サノシ アシカガシ

		佐野市 サノシ		さの社協相談支援センターほっぷ		0283-22-8152		0283-22-8199		327-0003		佐野市大橋町3212-27		佐野市全域 サノシ ゼンイキ

		下野市 シモノ シ		南栃木支援センター相談支援		0285-44-6118		0285-44-7215		329-0412		下野市柴1432-105		下野市、小山市、壬生町 シモノ シ オヤマシ ミブマチ

		下野市 シモノ シ		下野市相談支援事業所 こばと		0285-44-6783		0285-44-6783		329-0414		下野市小金井1146-6		下野市、上三川町 シモノ シ カミノカワマチ

		高根沢町 タカネザワマチ		高根沢町障害児者生活支援センターすまいる タカネザワマチ		028-612-2751		028-612-2752		329-1225		塩谷郡高根沢町石末1825　福祉センター内 シオヤグン タカネザワマチ イシヅエ フクシ ナイ		高根沢町 タカネザワマチ

		高根沢町 タカネザワマチ		障害者相談支援センターいぶき		028-678-3502		028-676-3501		329-1216		塩谷郡高根沢町桑窪2266-2		高根沢町 タカネザワマチ

		栃木市 トチギシ		相談支援事業所わらしべの家		0282-27-1627		0282-27-1675		328-0011		栃木市大宮町2708-3		栃木市 トチギシ

		栃木市 トチギシ		相談支援センターぴあん ソウダン シエン		0282-31-1755		0282-31-2919		328-0067		栃木市皆川城内町333-2		栃木市、小山市 トチギシ オヤマシ

		栃木市 トチギシ		相談支援事業所「ピュア」		0282-31-3911		0282-31-3912		328-0133		栃木市大森町465		栃木市、鹿沼市、佐野市、小山市、壬生町 トチギシ カヌマシ サノシ オヤマシ ミブマチ

		栃木市 トチギシ		相談支援ウエイブ		0282-23-4465		0282-23-4465		328-0012		栃木市平柳町1-2-7		栃木市、壬生町 トチギシ ミブマチ

		栃木市 トチギシ		もくせいの里		0282-43-0593		0282-43-1387		329-4405		栃木市大平町西山田1198		栃木市内 トチギシナイ

		那須町 ナスマチ		障がい者相談支援事業所ケアサプライ		0287-73-5312		0287-73-5311		329-3221		那須郡那須町漆塚762-102 ナスグン ナスマチ ウルシツカ		白河市、那須町、那須塩原市、大田原市 シラカワシ ナスマチ ナスシオバラシ オオタワラシ

		那須塩原市 ナスシオバラ シ		相談支援事業所テトテ		0287-36-7171		0287-36-7181		329-2732		那須塩原市一区町251-1		那須塩原市（大田原、矢板、那須町、那珂川町、烏山） ナスシオバラ シ オオタワラ ヤイタ ナスマチ ナカガワマチ カラスヤマ

		那須塩原市 ナスシオバラ シ		相談支援事業のぞみ		0287-65-2288		0287-65-2282		329-3152		那須塩原市上中野53		那須塩原市、大田原市、那須町 ナスシオバラ シ オオタワラシ ナスマチ

		那須塩原市 ナスシオバラ シ		相談支援事業所　空		0287-73-8165		0287-73-8165		329-3157		那須塩原市大原間西1-19-9		那須塩原市、大田原市、那須町 ナスシオバラ シ オオタワラシ ナスマチ

		那須塩原市 ナスシオバラ シ		指定特定相談支援事業所あじさい		0287-60-3361		0287-60-3362		325-0034		那須塩原市東原166		那須塩原市、那須町 ナスシオバラ シ ナスマチ

		野木町 ノギマチ		さわやか相談支援センター		0280-57-4884		0280-57-4994		329-0112		野木町南赤塚1145-1		小山市、野木町、古河市、栃木市 オヤマシ ノギマチ コガシ トチギシ

		芳賀郡 ハガ グン		相談支援センター光輝舎		0285-70-2020		0285-72-8222		321-4105		芳賀郡益子町北中1113-1		芳賀郡、真岡市等 ハガ グン モオカシ ナド

		芳賀郡 ハガ グン		相談支援センターみさと		0285-72-9767				321-4104		芳賀郡益子町大沢2800-5		芳賀郡内（真岡市、益子町、市貝町、芳賀町、茂木町） ハガ グンナイ モオカシ マシコ チョウ イチ ガイ マチ ハガマチ モギマチ

		真岡市 モオカシ		相談支援センターのどか　真岡センター		0285-81-5890		0285-85-8452		321-4305		真岡市荒町111-1		真岡市、芳賀町、市貝町、益子町、茂木町 モオカシ ハガマチ イチガイ マチ マシコ チョウ モギ マチ

		真岡市 モオカシ		真岡介護センター		0285-80-5200		0285-80-5211		321-4361		真岡市並木町1-8-1　シティ並木102 ナミキ		真岡市、芳賀町南部、市貝町南部、益子町西部、上三川東部 モオカシ ハガマチ ナンブ イチ ガイ チョウ ナンブ マシコ チョウ セイブ カミノカワ トウブ

		壬生町 ミブマチ		指定障害者相談支援事業所あるしぇん		0282-86-7665		0282-21-7109		321-0201		下都賀郡壬生町安塚2032 シモツガグン ミブマチ ヤスヅカ		壬生町 ミブマチ





訪問看護事業所一覧表

		市区郡 シク グン		事業所名 ジギョウショ メイ		電話番号 デンワ バンゴウ		FAX番号 バンゴウ		郵便番号 ユウビンバンゴウ		所在地 ショザイチ		訪問可能な主な市町村 ホウモン カノウ オモ シチョウソン

		足利市 アシカガシ		あおい訪問看護ステーション		0284-73-9456		0284-72-7600		326-0831		足利市堀込町2556 セレッソ・コート1階		足利市とその周辺（佐野市、館林市、巴楽町、太田市、桐生市） アシカガシ シュウヘン サノシ タテバヤシシ トモエ ラク マチ オオタシ キリュウシ				足利市 アシカガシ		2

		足利市 アシカガシ		ライフ訪問看護リハビリテーション		0284-64-8799		0284-64-8335		326-0831		足利市堀込町2656-7　ASKビル301号		足利市、佐野市、館林市、邑楽郡、太田市、桐生市 アシカガシ サノシ タテバヤシシ オウラ グン オオタシ キリュウシ				宇都宮市 ウツノミヤシ		7

		宇都宮市 ウツノミヤシ		ＷＡＤＥＷＡＤＥ訪問看護ステーション		028-666-5420		028-666-5460		321-0923		宇都宮市下栗町2913-1 ウツノミヤシ シモグリマチ		宇都宮市、上三川町、 ウツノミヤシ カミノカワマチ				大田原市 オオタワラシ		4

		宇都宮市 ウツノミヤシ		訪問看護ステーションここあ		028-600-3735		028-600-3736		321-2116		宇都宮市徳次郎町998-9 ウツノミヤシ トクジロウマチ		宇都宮市、日光市、 ウツノミヤシ ニッコウシ				小山市 オヤマシ		3

		宇都宮市 ウツノミヤシ		訪問看護ステーションうつのみや		028-612-6103		028-612-6104		320-0852		宇都宮市下砥上町字並塚643番地1		宇都宮市、壬生町 ウツノミヤシ ミブマチ				鹿沼市 カヌマシ		1

		宇都宮市 ウツノミヤシ		訪問看護ステーションあるく		028-643-5586		028-678-8796		320-0036		宇都宮市小幡2-6-14 		宇都宮市 ウツノミヤシ				さくら市 シ		1

		宇都宮市 ウツノミヤシ		訪問看護ステーション風		028-612-1333		028-612-1384		321-0117		宇都宮市城南3丁目5-6		宇都宮、鹿沼、下野、壬生 ウツノミヤ カヌマ シモノ ミブ				佐野市 サノシ		2

		宇都宮市 ウツノミヤシ		訪問看護ステーションほっと		028-626-5739		028-625-8201		321-0974		宇都宮市竹林町958		宇都宮市 ウツノミヤシ				下野市 シモツケシ		1

		宇都宮市 ウツノミヤシ		宮の橋訪問看護ステーション		028-635-9839		028-635-9839		321-0963		宇都宮市南大通り1-1-23		宇都宮市 ウツノミヤシ				高根沢町 タカネザワマチ		1

		大田原市 オオタワラシ		訪問看護ステーションゆりの木		0287-47-5123		0287-47-5124		324-0028		大田原市山の手1-1-7 ヤマ テ		大田原市、那須塩原市、那珂川町 オオタワラシ ナスシオバラ シ ナカガワマチ				栃木市 トチギシ		1

		大田原市 オオタワラシ		とちぎ訪問看護ステーションくろばね		0287-54-0507		0287-54-0580		324-0241		大田原市黒羽向町142番地		大田原市、那須塩原市、那須町、那珂川町 オオタワラシ ナスシオバラ シ ナスマチ ナカガワマチ				那須烏山市 ナスカラスヤマシ		1

		大田原市 オオタワラシ		さくら訪問看護ステーション		0287-29-3252		0287-29-3252		324-0058		大田原市紫塚3-2633-10		大田原市、那須塩原市、矢板市 オオタワラシ ナスシオバラ シ ヤイタ シ				那須塩原市 ナスシオバラ シ		1

		大田原市 オオタワラシ		那須赤十字訪問看護ステーション		0287-23-8866		0287-23-8903		324-8686		大田原市中田原1081-4		大田原市、那須塩原市（一部を除く） オオタワラシ ナスシオバラ シ イチブ ノゾ				野木町 ノギマチ		1

		小山市 オヤマシ		とちぎ訪問看護ステーションおやま		0285-39-8602		0285-39-8607		323-0827		小山市神鳥谷2251-7 オヤマシ ヒトトノヤ		小山市、下野市（南部）、野木町（北部） オヤマシ シモノ シ ナンブ ノギ マチ ホクブ				壬生町 ミブマチ		1

		小山市 オヤマシ		わくわく訪問看護ステーションおやま		0285-24-6575		0285-20-0255		323-0022		小山市駅東通り3-9-6		小山市、結城市（茨城県）、下野市の一部、栃木市（PTのみ） オヤマシ ユウキシ イバラキケン シモノ シ イチブ トチギシ				真岡市 モオカシ		1

		小山市 オヤマシ		訪問看護ステーションみどり		0285-45-8362		0285-45-8397		329-0214		小山市乙女786-1		小山市、栃木市、古河市、結城市 オヤマシ トチギシ コガシ ユウキシ						28

		鹿沼市 カヌマシ		鹿沼訪問看護ステーション		0289-60-5650		0289-60-1687		322-0021		鹿沼市上野町320-3高橋ビル1階103号室		鹿沼市、旧宇都宮市、旧今市市、壬生町、西片町 カヌマシ キュウ ウツノミヤシ キュウ イマイチシ ミブマチ ニシカタマチ

		さくら市 シ		訪問看護ステーション卯の郷		028-682-7770		028-682-7766		329-1311		さくら市氏家2650番地		さくら市（周辺15ｋｍ以内）、塩谷町、那須烏山市、宇都宮市、高根沢町 シ シュウヘン イナイ シオヤ マチ ナスカラスヤマシ ウツノミヤシ タカネザワ マチ

		佐野市 サノシ		訪問看護ステーションマザーの家		0283-85-7771		0283-85-7772		327-0504		佐野市中町942-1		佐野市 サノシ

		佐野市 サノシ		訪問看護ステーション佐野		0283-86-7013		0283-86-7031		327-0847		佐野市天神町774-22 メープルハイツ101号室		足利市、佐野市、栃木市（旧岩船市） アシカガシ サノシ トチギシ キュウ イワフネ シ

		下野市 シモツケシ		訪問看護ステーション石橋		0285-52-2293		0285-52-2268		329-0511		下野市石橋628番地		下野市、上三川町、壬生町、宇都宮市（部） シモノ シ カミノカワマチ ミブマチ ウツノミヤシ ブ

		高根沢町 タカネザワ マチ		訪問看護ステーションたかねざわ		028-680-1701		028-680-1702		329-1233		塩谷郡高根沢町宝積寺2426-8 		高根沢町、さくら市、那須烏山市、芳賀町、市貝町、茂木町、益子町、宇都宮市 タカネザワマチ シ ナスカラスヤマシ ハガ マチ イチ カイ チョウ モギマチ マシコ チョウ ウツノミヤシ

		栃木市 トチギシ		訪問看護ステーションオリーブ		0282-27-8414		0282-27-8415		328-0027		栃木市今泉町1丁目17番29号		栃木市、小山市、下野市、壬生町 トチギシ オヤマシ シモノ シ ミブ マチ

		那須烏山市 ナスカラスヤマシ		訪問看護ステーションあい		0287-83-8035		0287-83-8222		321-0628		那須烏山市金井2-5-9 ベンチャープラザ7号室 ゴウシツ		那須烏山市、那珂川町、茂木町、一貝町 ナスカラスヤマシ ナカガワマチ モギマチ イチ ガイ マチ

		那須塩原市 ナスシオバラ シ		マロニエ訪問看護ステーション		0287-37-6322		0287-39-3305		329-2763		那須塩原市井口537-3 にしなすの総合在宅ケアセンター内		那須塩原市、那須町、大田原市　リハビリのみ→那珂川町訪問可能 ナスシオバラ シ ナスマチ オオタワラシ ナカガワ マチ ホウモン カノウ

		野木町 ノギマチ		訪問看護ステーションたんぽぽ		0280-57-1888		0280-57-3819		329-0101		下都賀郡野木町友沼5119-12		野木町、小山市、旧藤岡町 ノギマチ オヤマシ キュウ フジオカマチ

		壬生町 ミブマチ		とちぎ訪問看護ステーションみぶ		0282-82-7262		0282-82-7260		321-0218		下都賀郡壬生町落合1-18-12		上三川町、下野市、壬生町、宇都宮 カミノカワマチ シモノ シ ミブ チョウ ウツノミヤ

		真岡市 モオカシ		芳賀赤十字訪問看護ステーション		0285-84-8266		0285-84-8266		321-4306		真岡市台町2461		芳賀郡全域（真岡市、益子町、芳賀町、茂木町） ハガ グン ゼンイキ モオカシ マシコマチ ハガマチ モギ マチ





診療所一覧表

		市区郡 シク グン		診療所名 シンリョウジョ メイ		電話番号 デンワ バンゴウ		郵便番号 ユウビンバンゴウ		所在地 ショザイチ

		足利市 アシカガシ		山浦内科医院		0284-21-6653 		326-0843		足利市五十部町1256-5

		足利市 アシカガシ		あいファミリィクリニック足利 アシカガ		0284-22-3788		329-4213		足利市寺岡町505-1

		足利市 アシカガシ		かしま産婦人科 サンフジンカ		0284-65-0341		326-0844		足利市鹿島町501-1

		足利市 アシカガシ		くさの小児科		0284-73-7000		326-0335		足利市上渋垂町338-3

		足利市 アシカガシ		すながクリニック		0284-44-7211		326-0015		足利市八椚町494-1　

		宇都宮市 ウツノミヤシ		医療法人　亀田内科		028-633-2884		320-0812		宇都宮市一番町1-28

		宇都宮市 ウツノミヤシ		越戸クリニック		028-660-6190		321-0951		宇都宮市越戸町139-6

		宇都宮市 ウツノミヤシ		福田こどもクリニック		028-659-8850		320-0852		宇都宮市下砥上町1545-20

		宇都宮市 ウツノミヤシ		きくちクリニック		028-683-3387		321-0903		宇都宮市下平出町614-2

		宇都宮市 ウツノミヤシ		てらもと小児科		028-650-6636		321-0975		宇都宮市関堀町971-6

		宇都宮市 ウツノミヤシ		あおい内科小児科ｸﾘﾆｯｸ		028-663-6000		321-0973		宇都宮市岩曽町1086-1

		宇都宮市 ウツノミヤシ		桜井消化器科・内科		028-643-0870		320-0073		宇都宮市細谷1-7-38

		宇都宮市 ウツノミヤシ		鈴木内科クリニック		028-655-1229		321-0139		宇都宮市若松原2-4-19

		宇都宮市 ウツノミヤシ		大根田内科医院		028-624-6322		320-0072		宇都宮市若草3-4-22

		宇都宮市 ウツノミヤシ		てらだファミリークリニック		028-654-2188		321-0132		宇都宮市雀の宮5-5-1

		宇都宮市 ウツノミヤシ		清原台こどもクリニック キヨハラ ダイ		028-305-6017		321-3223		宇都宮市清原台2-4-14

		宇都宮市 ウツノミヤシ		森田医院		028-633-1573		320-0861		宇都宮市西3-5-8

		宇都宮市 ウツノミヤシ		こどもヶ丘診療所		028-615-1077		321-0151		宇都宮市西川田町183-21

		宇都宮市 ウツノミヤシ		有村小児科医院		028-656-7207		321-0912		宇都宮市石井町3128-11

		宇都宮市 ウツノミヤシ		いちはらファミリークリニック		028-612-8350		321-0414		宇都宮市中里町322

		宇都宮市 ウツノミヤシ		豊郷中央渡辺内科　		028-622-8900		320-0004		宇都宮市長岡町1217-5

		宇都宮市 ウツノミヤシ		宇都宮市子ども発達センター診療所 ウツノミヤシ コ ハッタツ シンリョウジョ		028-647-4720		320-0851		宇都宮市鶴田町970-1

		宇都宮市 ウツノミヤシ		梅園医院		028-633-2869		320-0035		宇都宮市伝馬町3-28

		宇都宮市 ウツノミヤシ		片山医院		028-661-9764		321-0944		宇都宮市東峰町3008-21

		宇都宮市 ウツノミヤシ		冨塚メデｲカルクリニック		028-666-2555		321-2116		宇都宮市徳次郎町888

		宇都宮市 ウツノミヤシ		豊郷台クリニック ユタカ ゴウ ダイ		028-643-8998		320-0003		宇都宮市豊郷台2-21-3

		宇都宮市 ウツノミヤシ		みやの杜クリニック　		028-683-7811		321-0904		宇都宮市陽東2-4-5

		宇都宮市 ウツノミヤシ		医療法人　赤羽病院		028-661-5446		321-0904		宇都宮市陽東7-2-2

		大田原市 オオタワラシ		くろばね齋藤醫院		0287-54-0031		324-0233		大田原市黒羽田町612

		大田原市 オオタワラシ		さいとうハート＆キッズクリニック		0287-53-7979		324-0043		大田原市浅香1-4-3

		大田原市 オオタワラシ		あさかクリニック		0287-22-2601		324-0043		大田原市浅香3-3711

		小山市 オヤマシ		神鳥谷クリニック		0285-22-7700		323-0827		小山市神鳥谷1-19-1

		小山市 オヤマシ		小山すぎの木クリニック		0285-30-3456		323-0806		小山市中久喜1131-1

		小山市 オヤマシ		おおきこどもクリニック		0285-41-0025 		329-0207		小山市美しが丘3-35-3

		鹿沼市 カヌマシ		小川こどもクリニック		0289-74-5421		322-0027		鹿沼市貝島町5006-2

		鹿沼市 カヌマシ		飯岡小児科		0289-65-3257		322-0074		鹿沼市日吉町569-2

		鹿沼市 カヌマシ		小松医院		0289-60-5515		322-0064		鹿沼市文化橋町2300-1

		鹿沼市 カヌマシ		いとうこどもクリニック		0289-63-5566		322-0025		鹿沼市緑町2-2-29

		上三川 カミノカワ		やの小児科医院		0285-56-0280		329-0611		河内郡上三川町上三川3446-3

		さくら市 シ		仲嶋医院		028-681-7755		329-1311		さくら市氏家3245-17

		佐野市 サノシ		稲毛クリニック		0283-25-2566		327-0103		佐野市石塚町893-1

		佐野市 サノシ		こばやしファミリークリニック		0283-85-9900		327-0311		佐野市多田町566

		佐野市 サノシ		坪水医院		0283-62-0265		327-0312		佐野市栃本町2241

		佐野市 サノシ		緑の屋根診療所		0283-20-2577		327-0843		佐野市堀米町1348-5

		佐野市 サノシ		キッズクリニックはせがわ		0283-27-0200		327-0843		佐野市堀米町3946-6

		下野市 シモノ シ		グリムこどもクリニック		0285-51-1515		329-0502		下野市下古山2-6-17

		下野市 シモノ シ		にじいろこども診療所 シンリョウジョ		0285-44-7716		329-0414		下野市小金井4-1-1

		下野市 シモノ シ		角田内科医院		0285-53-5665 		329-0511		下野市石橋549

		下野市 シモノ シ		佐藤内科		0285-53-1305		329-0511		下野市石橋839-14

		下野市 シモノ シ		おかべこどもクリニック		0285-40-7300 		329-0433		下野市緑5-17-12

		高根沢町 タカネザワマチ		にいたに内科　		028-675-6515		329-1231		塩谷郡高根沢町宝石台 3-3-19

		栃木市 トチギシ		熊倉医院		0282-55-8425		329-4316		栃木市岩舟町新里180-1 トチギシ

		栃木市 トチギシ		竹田内科小児科クリニック		0282-29-1233		328-0011		栃木市大宮町52番地

		栃木市 トチギシ		田村医院		0282-43-3368		329-4423		栃木市大平町西水代1835-1

		栃木市 トチギシ		小森谷内科医院		0282-43-7327		329-4404		栃木市大平町富田4003-8

		栃木市 トチギシ		持田医院		0282-67-3661		329-0319		栃木市藤岡町中根115-5

		栃木市 トチギシ		腰塚医院		0282-62-2072		323-1104		栃木市藤岡町藤岡1845-10

		栃木市 トチギシ		よこやま内科小児科クリニック		0282-24-8102		328-0075		栃木市箱森町38-70

		栃木市 トチギシ		サンレディースクリニック		0282-24-3541		328-0024		栃木市樋ノ口町504-1

		栃木市 トチギシ		桜井こどもクリニック		0282-24-5987		328-0034		栃木市本町16-9

		栃木市 トチギシ		さいとう小児科 ショウニカ		0282-22-0757 		328-0015		栃木市万町30番16号

		那珂川町 ナカガワマチ		佐藤医院		0287-96-2841		324-0501		那須郡那珂川町小川2960-1

		那珂川町 ナカガワマチ		飯塚医院		0287-92-2034		324-0613		那須郡那珂川町馬頭484-3

		那珂川町 ナカガワマチ		立花医院		0287-72-0311		325-0003		那須郡那須町寺子乙3967-190

		那須塩原市 ナスシオバラ シ		中川医院 ナカガワ イイン		0287-62-0040		325-0057		那須塩原市黒磯幸町6-27

		那須塩原市 ナスシオバラ シ		さいとうクリニック		0287-39-1805		329-2724		那須塩原市西幸町7-13

		那須塩原市 ナスシオバラ シ		みずぬまクリニック		0287-39-1581		329-2751		那須塩原市東三島2-80-6

		日光市 ニッコウシ		吉原医院		0288-21-0161		321-1261		日光市今市826-4

		日光市 ニッコウシ		木村内科医院		0288-22-7880		321-1264		日光市瀬尾497-1

		益子町 マシコマチ		鈴木医院		0285-72-2032		321-4217		益子町益子1747-2

		壬生町 ミブマチ		小倉医院		0282-82-0057		321-0227		壬生町通町10-5

		壬生町 ミブマチ		大橋内科クリニック		0282-82-8522		321-0219		壬生町福和田1003-1

		壬生町 ミブマチ		かとう小児科 ショウニカ		0282-82-7576		321-0218		壬生町落合3-7-30

		真岡市 モオカシ		ひがのクリニック		0285-74-0051 		321-4521		真岡市久下田941-1

		真岡市 モオカシ		小林診療所		0285-82-3873		321-4369		真岡市熊倉3-10-7

		真岡市 モオカシ		西真岡こどもクリニック		0285-81-7900		321-4341		真岡市高勢町3-205-1

		真岡市 モオカシ		田井の里クリニック		0285-81-6502		321-4301		真岡市西田井内外748-2

		真岡市 モオカシ		深谷医院 フカヤ イイン		0285-75-0007 		321-4502		真岡市物井1268-7

		茂木町 モギマチ		吉永医院		0285-63-2303		321-3564		茂木町増井190-1





病院一覧表

		市区郡 シク グン		診療所名 シンリョウジョ メイ		電話番号 デンワ バンゴウ		郵便番号 ユウビンバンゴウ		所在地 ショザイチ																																																						相談窓口 ソウダン マドグチ		部署名・職名 ブショ メイ ショクメイ		ご担当者氏名 タントウシャ シメイ		連絡先TEL レンラクサキ		連絡先MAIL レンラクサキ

		足利市 アシカガシ		あしかがの森足利病院		0284-91-0611		326-0011		足利市大沼田町615		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		1		2		別紙参照 ベッシ サンショウ		有		メディカルソーシャルワーカー		福地　哲郎 フクチ テツロウ		0284-91-0611		soudan@hshikagu-hospital.or.jp

		足利市 アシカガシ		足利赤十字病院		0284-21-0121		326-0843		足利市五十部町284-1		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		3		1		2		別紙参照 ベッシ サンショウ		有		事務部医事課社会福祉士 ジム ブ イジ カ シャカイ フクシ シ		布施　麻由実 フセ マユミ		0284-20-1307

		宇都宮市 ウツノミヤシ		済生会宇都宮病院		028-626-5500		321-0974		宇都宮市竹林町911-1		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		2		別紙参照 ベッシ サンショウ		有		地域連携課 チイキ レンケイ カ		荻津　守 オギツ カミ		028-626-5500

		宇都宮市 ウツノミヤシ		JCHO　うつのみや病院		028-653-1001		321-0143		宇都宮市南高砂町11-17		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		無

		大田原市 オオタワラシ		那須赤十字病院		0287-23-1122		324-8686		大田原市中田原1081-4		1		1		3		3		3		1		3		1		3		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		1		4		なし		有		地域医療福祉連携課福祉係長 チイキ イリョウ フクシ レンケイ カ フクシ カカリチョウ		野中 美希 ノナカ ミキ		0287-23-1122		renkeika@nasu.jrc.or.jp

		小山市 オヤマシ		新小山市民病院		0285-36-0200		323-0827		小山市神鳥谷2251-1 オヤマシ ヒトトノヤ		1		1		3		2		2		2		2		2		2		2		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		2		なし		有		医療相談室保健師 イリョウ ソウダンシツ ホケンシ		多賀谷 邦子 タガヤ クニコ		0285-36-0256		soudan@hospital.oyama.tochigi.jp

		小山市 オヤマシ		小山厚生病院		0285-22-1105		323-0031		小山市八幡町2-10-6		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		2		なし		有		看護師長 カンゴシ チョウ		横家 よね子 ヨコ イエ コ		0285-22-1105
0285-24-9890

		下野市 シモツケシ		自治医科大学附属病院　		0285-44-2111		329-0498		下野市薬師寺3311-1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		2		3		2		別紙参照 ベッシ サンショウ		有		地域医療連携部（看護師） チイキ イリョウ レンケイ ブ カンゴシ		黒田　光恵 クロダ ミツエ		0285-44-2111		mazuek@jichi.ac.jp

		下野市 シモツケシ		石橋総合病院		0285-53-1134		329-0511		下野市石橋628		1		1		1		1		1		1		1		2		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		1		なし		有		地域医療連携部 チイキ イリョウ レンケイ ブ		(部長)岩崎 さゆり ブチョウ イワサキ		0285-53-1134		ishibashi-renkei@yushikai.jp

		高根沢町 タカネザワマチ		菅又病院　		028-676-0311		329-1207		塩谷郡高根沢町花岡2351		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		無

		栃木市 トチギシ		とちの木病院		0282-22-7722		328-0071		栃木市大町39-5		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		無

		栃木市 トチギシ		下都賀総合病院		0282-22-2551		328-0044		栃木市富士見町5-32		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		3		なし		有		医療福祉相談室 イリョウ フクシ ソウダンシツ		MSWが3人おります ニン		0282-22-2551

		栃木市 トチギシ		西方病院		0282-92-2323		322-0601		栃木市西方町金崎273-3 トチギシ		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		有		西方病院地域連携室 ニシカタ ビョウイン チイキ レンケイ シツ				0282-25-7310		nishikata-renkei@cc9.ne.jp

		壬生町 ミブマチ		獨協医科大学病院		0282-86-1111		321-0293		下都賀郡壬生町大字北小林880		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		3		2		別紙参照 ベッシ サンショウ		有		地域医療連携センター医療福祉相談室 チイキ イリョウ レンケイ イリョウ フクシ ソウダンシツ				0282-87-2185
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相談支援事業所

		Ｑ1.貴施設について、お伺いいたします キ シセツ ウカガ										事業所名とコメントをくっつけるで一表を作る ジギョウショ メイ イッピョウ ツク

		1		事業所名 ジギョウショ メイ								今月中 コンゲツ チュウ

		2		電話番号 デンワ バンゴウ								地図と一覧表をパワーポイント チズ イチラン ヒョウ

		3		FAX番号 バンゴウ								各項目ごとにページを作る カクコウモク ツク

		4		所在地 ショザイチ

		5		訪問可能な主な市町村 ホウモン カノウ オモ シチョウソン

		Ｑ2.重症心身障害児（者）の定義をご存知ですか ジュウショウシンシンショウガイジ シャ テイギ ゾンジ

		Ｑ2-1		知っている シ

		Ｑ2-2		知らない シ

		Ｑ3.重症心身障害児（者）の方（家族・関係機関等）からの相談を受けたことがありますか ジュウショウシンシンショウガイジ シャ カタ カゾク カンケイ キカン ナド ソウダン ウ

		Ｑ3-1		1		ある

		Ｑ3-2		2		ない

		Ｑ3-1-Ａ

				Ａ-1それは誰からの相談でしたか ダレ ソウダン

				1		ａ.家族 カゾク

				2		ｂ.支援者 シエンシャ

				3		ｃ.関係機関 カンケイ キカン

				Ａ-2それはどんな相談でしたか（複数回答可） ソウダン フクスウ カイトウ カ

				1		ａ.生活上の相談 セイカツ ジョウ ソウダン

				2		ｂ.医療的な相談 イリョウテキ ソウダン

				3		ｃ.制度に関する相談 セイド カン ソウダン

				4		ｄ.教育に関する相談 キョウイク カン ソウダン

				5		ｅ.サービス等利用計画書作成に関する相談 ナド リヨウ ケイカクショ サクセイ カン ソウダン

				6		ｆ.その他 タ

				Ａ-3それらの相談事業所として対応（解決）はできましたか ソウダン ジギョウショ タイオウ カイケツ

				1		ａ.できた

				2		ｂ.できなかった

				Ａ-3-1それはどうしてですか

				1		ａ解決手段・方法がなかった カイケツ シュダン ホウホウ

				2		ｂ.ほかの相談支援事業所に依頼した ソウダン シエン ジギョウショ イライ

				3		ｃ.行政に依頼した ギョウセイ イライ

				4		ｄ.その他 タ

		Ｑ4.Ｑ3-2「ない」→これから重症心身障害児（者）の方（本人・家族等）からの相談があればどのように対応されますか ジュウショウシンシンショウガイジ シャ カタ ホンニン カゾク ナド ソウダン タイオウ

				Ｑ4-1		自分の事業所で対応する ジブン ジギョウショ タイオウ

				Ｑ4-2		ほかの相談支援事業所へ依頼する ソウダン シエン ジギョウショ イライ

				Ｑ4-3		行政に依頼する ギョウセイ イライ

				Ｑ4-4		その他 タ

		Ｑ5.重症心身障害児（者）の方のサービス等利用計画書を作成したことがありますか ジュウショウシンシンショウガイジ シャ カタ ナド リヨウ ケイカクショ サクセイ

				Ｑ5-1		ある

				Ｑ5-2		ない

						Ｑ5-1-Ａ		「ある」と回答→作成にあたり、苦労したこと困ったことがありましたか カイトウ サクセイ クロウ コマ

						Ｑ5-2-Ａ		「ない」と回答 カイトウ

						1		ａ.今後依頼があれば作成する コンゴ イライ サクセイ

						2		ｂ.他の相談支援事業所に依頼する ホカ ソウダン シエン ジギョウショ イライ

						3		ｃ.作成するかどうかわからない サクセイ

						Ｑ5-2-Ａ-1		b.cを回答→それはどうしてですか カイトウ

		Q6.重症心身障害児（者）の方がより良い在宅生活をしていく上で何か必要だと思うことがあればご自由にお書きください ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ カタ ヨ ザイタク セイカツ ウエ ナニ ヒツヨウ オモ ジユウ カ



		承諾可否 ショウダク カヒ		Q1												Ｑ2.重症心身障害児（者）の定義をご存知ですか ジュウショウシンシンショウガイジ シャ テイギ ゾンジ				Ｑ3.重症心身障害児（者）の方（家族・関係機関等）からの相談を受けたことがありますか ジュウショウシンシンショウガイジ シャ カタ カゾク カンケイ キカン ナド ソウダン ウ																														Ｑ4.Ｑ3-2「ない」→これから重症心身障害児（者）の方（本人・家族等）からの相談があればどのように対応されますか ジュウショウシンシンショウガイジ シャ カタ ホンニン カゾク ナド ソウダン タイオウ										Ｑ5.重症心身障害児（者）の方のサービス等利用計画書を作成したことがありますか ジュウショウシンシンショウガイジ シャ カタ ナド リヨウ ケイカクショ サクセイ										Q6.重症心身障害児（者）の方がより良い在宅生活をしていく上で何か必要だと思うことがあればご自由にお書きください ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ カタ ヨ ザイタク セイカツ ウエ ナニ ヒツヨウ オモ ジユウ カ

				事業所名 ジギョウショ メイ		電話番号 デンワ バンゴウ		FAX番号 バンゴウ		郵便番号 ユウビンバンゴウ		所在地 ショザイチ		訪問可能な主な市町村 ホウモン カノウ オモ シチョウソン		知っている		知らない シ		ある		ない		それは誰からの相談でしたか						それはどんな相談でしたか														それらの相談事業所として対応（解決）はできましたか						自分の事業所で対応する ジブン ジギョウショ タイオウ		他の相談支援事業所へ依頼する ホカ ソウダン シエン ジギョウショ イライ		行政に依頼する ギョウセイ イライ		その他 タ				ある		ない		「ある」と回答		「ない」
と回答		b.c（23）を回答

																								家族 カゾク		支援者 シエンシャ		関係機関 カンケイ キカン		生活上の相談 セイカツ ジョウ ソウダン		医療的な相談 イリョウテキ ソウダン		制度に関する相談 セイド カン ソウダン		教育に関する相談 キョウイク カン ソウダン		サービス等利用計画書作成に関する相談 ナド リヨウ ケイカクショ サクセイ カン ソウダン		その他 タ		その他回答 タ カイトウ		それらの相談事業所として対応（解決）はできましたか		それはどうしてですか		それはどうしてですか

		否 イナ		手話通訳派遣協会相談支援事業所		0287-73-4422		0287-62-7776		325-0026		栃木県那須塩原市上厚崎431-17 ３２５－００２６				0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		0		1		本事業所と同様の地域で一般相談支援事業所と連携を図り対応する ホン ジギョウショ ドウヨウ チイキ イッパン ソウダン シエン ジギョウショ レンケイ ハカ タイオウ		0		1		0		2		当事業所は手話通訳派遣を主目的とする事業所であるため、聴覚障害に対するノウハウはあるがそれ以外の障害者に対応する専門性を有していない為 トウ ジギョウショ シュワ ツウヤク ハケン シュモクテキ ジギョウショ チョウカク ショウガイ タイ イガイ ショウガイシャ タイオウ センモンセイ ユウ タメ

		否 イナ		相談支援事業所すまいる		0285-45-7199		0285-45-8437		329-0205		小山市間々田750-1		小山市 オヤマシ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		1		0				0		1		0		3		現在担当させていただいているケースの他に受け入れる時間的余裕がないため。また専門的な知識や経験がなく自信がないため。 ゲンザイ タントウ ホカ ウ イ ジカンテキ ヨユウ センモンテキ チシキ ケイケン ジシン

		否 イナ		やまゆりの里		0284-90-2030		0284-90-2031		326-0011		足利市大沼田町525-1		足利市 アシカガシ		0		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		ショートステイの利用が可能かどうか リヨウ カノウ		2		1		ショートの利用を希望していたが、幼児で夜間に吸引が必要とのことだったので職員配置上困難と判断 リヨウ キボウ ヨウジ ヤカン キュウイン ヒツヨウ ショクイン ハイチ ジョウ コンナン ハンダン		0		0		0		0				0		1		0		2		あしかがの森さんが近くにあり専門性もあるため モリ チカ センモンセイ

		否 イナ		相談支援センターひかり		028-612-7717		028-612-7718		320-0072		宇都宮市若草4-20-7		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		0		1		0		1		0		0		1		0		1		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		居宅介護事業所とニーズのマッチング キョタク カイゴ ジギョウショ		0				短期入所事業所（医療的ケア対応型）の整備 タンキ ニュウショ ジギョウショ イリョウテキ タイオウガタ セイビ

		否 イナ		相談支援センター歩み		028-667-5151		028-667-5150		321-3233		宇都宮市上籠谷町3792		真岡市、芳賀町、宇都宮市 モオカシ ハガマチ ウツノミヤシ		0		1		1		0		0		1		0		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		毎日お会いしている方ではないしお話ができる方ではないので、計画書を作ることは少々戸惑いはありましたが、すべて療育指導室の先生にご指導いただき作成することができました。お幸せな時を過ごしてほしいという思いはいっぱいありますが、なにも出来ていない自分が申し訳ないような気持ちです。 マイニチ ア カタ ハナシ カタ ケイカクショ ツク ショウショウ トマド リョウイク シドウシツ センセイ シドウ サクセイ シアワ トキ ス オモ デキ ジブン モウ ワケ キモ		0				すみません。経験不足で在宅の方はよくわかりませんが、独立行政法人国立病院機構宇都宮病院にお伺いし行き届いた介護、職員の先生方の情熱にこういうところで重症心身障害者の方が過ごせることは幸せなのでは…としみじみ思いました。 ケイケン ブソク ザイタク カタ ドクリツ ギョウセイ ホウジン コクリツ ビョウイン キコウ ウツノミヤ ビョウイン ウカガ イ トド カイゴ ショクイン センセイガタ ジョウネツ ジュウショウ シンシン ショウガイシャ カタ ス シアワ オモ

		否 イナ		ワークス共育		0287-39-5593		0287-39-5630		329-2213		那須塩原市上大貫2028-2				1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		0		1		状況に応じて対応する ジョウキョウ オウ タイオウ		0		1				1				相談支援専門員のレベルアップが必要ではないかと思います ソウダン シエン センモンイン ヒツヨウ オモ

		否 イナ		指定特定相談支援センタードリーム		0288-32-2280		0288-32-2281		321-2341		日光市大沢町274		日光市、塩谷町、鹿沼市、宇都宮市 ニッコウシ シオヤ チョウ カヌマシ ウツノミヤ シ		0		1		1		0		1		0		0		1		1		1		0		0		0				1		0				0		0		0		0				1		0		計画を作成するにあたり医療機関との連携方法を具体化していくことに連絡調整に時間を要しました。また医師同士でのやりとりの方が早いように感じました。※解決できたと言っても施設の空き待ちで関係する病院で入院しております。 ケイカク サクセイ イリョウ キカン レンケイ ホウホウ グタイカ レンラク チョウセイ ジカン ヨウ イシ ドウシ ホウ ハヤ カン カイケツ イ シセツ ア マ カンケイ ビョウイン ニュウイン		0				入所ではなく、医療ケアのできる短期入所やグループホーム、日中一時、生活介護の拡充が必要であること。また重症心身障害児（者）への理解を広めていき、理解者を増やすこと、訪問看護、訪問医療、居宅介護も活用しやすい環境づくりを相談支援専門員はネットワークづくりに努めなければんらないと思います。 ニュウショ イリョウ タンキ ニュウショ ニッチュウ イチジ セイカツ カイゴ カクジュウ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ リカイ ヒロ リカイシャ フ ホウモン カンゴ ホウモン イリョウ キョタク カイゴ カツヨウ カンキョウ ソウダン シエン センモンイン ツト オモ

		否 イナ		ユーファーム支援センター		028-689-0070		028-680-0750		321-0972		宇都宮市下川俣町206-127		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2		これまでの実績として主に就労系の利用計画の作成を行っており重症心身障害児の方への支援については経験や人員の不足から対応が困難であると思われるため ジッセキ オモ シュウロウ ケイ リヨウ ケイカク サクセイ オコナ ジュウショウ シンシン ショウガイジ カタ シエン ケイケン ジンイン フソク タイオウ コンナン オモ

		否 イナ		障害者相談支援センターひびき		028-666-7601		028-666-7602		321-0403		宇都宮市下小倉町1536		宇都宮市、さくら市 ウツノミヤシ シ		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2		かつて受け入れたことがなく、またスタッフにも医療的ケアの知識や経験が乏しく、自信をもって迎え入れることができない ウ イ イリョウテキ チシキ ケイケン トボ ジシン ムカ イ		受け入れる施設が近辺にあること ウ イ シセツ キンペン

		否 イナ		相談支援事業ぴゅあ		028-611-1771		028-611-1772		321-0911		宇都宮市問屋町3426-46		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2

		否 イナ		指定特定相談支援事業所すえひろ		0287-23-3962		0287-24-1670		324-0042		大田原市末広1-2-5		大田原市、大田原市以外は交通費を受領 オオタワラシ オオタワラシ イガイ コウツウヒ ジュリョウ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2		事業所の対象を精神障害に限定し、市に申請しているため ジギョウショ タイショウ セイシン ショウガイ ゲンテイ シ シンセイ

		否 イナ		相談支援センターふじみだい		0285-44-0200		0285-44-4255		329-0412		下野市芝1123		下野市 シモノ シ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		0		1		ケースによって検討 ケントウ		0		1				2

		否 イナ		相談支援センターひゅーまにあ宇都宮		028-678-5385		028-678-5395		320-0802		宇都宮市江野町6-15大立ビル4階		宇都宮市（鹿沼市等近隣市町村） ウツノミヤシ カヌマシ ナド キンリン シチョウソン		0		1		1		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		あるではありますが、初めての作成でまた完成はしていない段階です。病院で実施されている活動医療等で自分自身が未熟で理解が足りていない為に苦労しています。 ハジ サクセイ カンセイ ダンカイ ビョウイン ジッシ カツドウ イリョウ ナド ジブン ジシン ミジュク リカイ タ タメ クロウ		0				①医療面での安心②外部と交流する機会③家族の方への支援 イリョウ メン アンシン ガイブ コウリュウ キカイ カゾク カタ シエン

		否 イナ		地域活動支援センターあしかが		0284-41-2643		0284-43-0463		326-0808		足利市本城1-1547		足利市 アシカガシ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0						0		1		0		0				0		1				2		専門外で知識等はなく、計画書の作成は難しいため センモンガイ チシキ トウ ケイカクショ サクセイ ムズカ

		否 イナ		南那須地区障害者相談支援センター		0287-80-1020		0287-80-1027		321-0624		那須烏山市旭1-18-8		那須烏山市、那珂川町 ナスカラスヤマシ ナカガワマチ		1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		アセスメント、院内での面会予定の調整、家族への説明など インナイ メンカイ ヨテイ チョウセイ カゾク セツメイ		0				在宅医療、訪問リハビリなど24時間対応出来る専門家チーム ザイタク イリョウ ホウモン ジカン タイオウ デキ センモンカ

		否 イナ		ワン・ハーモニー		0287-22-8255		0287-48-7225		324-0042		大田原市末広1-3618-13				0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				0

		否 イナ		ひまわり相談支援事業所		0282-20-5006		0282-23-4878		328-0052		栃木市祝町12－9				0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		1		0				0		1				3		意思伝達が自分にとって受け止められるかに不安があるため イシ デンタツ ジブン ウ ト フアン

		否 イナ		サンフラワーライフ		0285-22-1109		0285-22-1345		323-0808		小山市出井1936		小山市内 オヤマシナイ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				3		近隣に受け入れ施設が少なく在宅福祉サービスに向けるのが難しい キンリン ウ イ シセツ スク ザイタク フクシ ム ムズカ

		否 イナ		natu- la(ナチュラ)		0287-67-3115		0287-67-3115		329-3153		那須塩原市大原間239-1		那須塩原市、大田原市、那須町 ナスシオバラ シ オオタワラシ ナスマチ		0		1		1		0		1		0		0		1		1		1		0		0		0				1		0				0		0		0		0				1		0		サービス自体の幅がせまいため、本人が安全に安心した生活をうけられるためにどう組み合わせたら良いか。又、家族によっては苦手な事業所もあり限られた事業所を探すのが難しかった。 ジタイ ハバ ホンニン アンゼン アンシン セイカツ ク ア ヨ マタ カゾク ニガテ ジギョウショ カギ ジギョウショ サガ ムズカ		0				訪問系のサービスがもっと充実して欲しい ホウモン ケイ ジュウジツ ホ

		否 イナ		相談支援事業所ふるさとホーム那須		0287-98-3001		0287-98-8080		324-0414		大田原市片府田1301-59		大田原市、那須町、那須塩原市、周辺 オオタワラシ ナスマチ ナスシオバラ シ シュウヘン		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2		主な精神知的関係なので、今後はできるよう専門的な部分の勉強が必要です。 オモ セイシン チテキ カンケイ コンゴ センモンテキ ブブン ベンキョウ ヒツヨウ		①専門相談②居場所③地域の理解 センモン ソウダン イバショ チイキ リカイ

		否 イナ		特定相談支援事業所きのこ		028-635-8746		028-635-8778		320-0846		栃木県宇都宮市滝の原2-4-42 ３２０－０８４６		宇都宮市 ウツノミヤシ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		1		0				0		1				3		どのように作成したらいいか不安のため サクセイ フアン

		否 イナ		こども発達支援センター鹿沼市あおば園		0289-63-1745		0289-63-1745		322-0074		鹿沼市日吉町320－1				1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		1		0				0		1				2		相談支援専門員の不足、児童発達支援事業所利用のための計画書作成が主な業務になっている ソウダン シエン センモンイン フソク ジドウ ハッタツ シエン ジギョウショ リヨウ ケイカクショ サクセイ オモ ギョウム

		否 イナ		障害者相談支援センターみつか・Ｒｕ		028-648-3971		028-648-3936		321-0347		宇都宮市飯田町261		宇都宮市、鹿沼市 ウツノミヤシ カヌマシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		1		状況に応じして他機関と連携し判断する場合もある ジョウキョウ オウ ホカ キカン レンケイ ハンダン バアイ		0		1				1		計画依頼の状況に応じて対応できない月もある（モニタリング件数） ケイカク イライ ジョウキョウ オウ タイオウ ツキ ケンスウ

		否 イナ		工房つばさ		0285-40-0388		0285-40-6700		329-0401		下野市箕輪425-1		下野市、上三川町、壬生町、ただし状況に応じて対応することが難しい場合もある シモノ シ カミノカワマチ ミブマチ ジョウキョウ オウ タイオウ ムズカ バアイ		1		0		1		0		1		0		0		1		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		短期入所、ヘルパーなどの利用希望があっても受け入れてくれる事業所が見つからない タンキ ニュウショ リヨウ キボウ ウ イ ジギョウショ ミ		3		状況により作成することができない場合がある ジョウキョウ サクセイ バアイ		重心の方の短期入所等の利用ができるところが必要。在宅でのサービスの受入必要だと思われる。 ジュウシン カタ タンキ ニュウショ ナド リヨウ ヒツヨウ ザイタク ウケイレ ヒツヨウ オモ

		否 イナ		相談支援事業所グーフォ		028-673-0002		028-671-0785		329-1105		宇都宮市中岡本町3178-3				1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1				在宅生活を支える家族に負担が重くならないようにする。緊急時に対応してくれる医療ケア付きの宿泊施設を増やしてほしい ザイタク セイカツ ササ カゾク フタン オモ キンキュウジ タイオウ イリョウ ツ シュクハク シセツ フ

		否 イナ		那珂川町社協相談支援事業所		0287-92-1273		0287-92-1295		324-0613		那珂川町馬頭560-1		那珂川町 ナカガワマチ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				0				移動支援サービス イドウ シエン

		否 イナ		相談支援事業所大山田ノンフェール		0287-93-0660		0287-83-8182		324-0602		那珂川町大山田下郷955		那珂川町 ナカガワマチ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		1		0				0		1				2		平成27年度で相談支援事業を終了するため ヘイセイ ネンド ソウダン シエン ジギョウ シュウリョウ

		否 イナ		在宅サポートこころ		028-651-0780		028-651-0781		320-0042		宇都宮市材木町4-24				0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2

		否 イナ		相談支援事業所みらい ソウダン シエン ジギョウショ		0280-57-2673		0280-57-2673		329-0111		野木町丸林371-12		野木町、小山市 ノギマチ オヤマシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		0		1		しかるべき関係機関と連携して対応する カンケイ キカン レンケイ タイオウ		0		1				3		重症心身のノウハウがない ジュウショウ シンシン

		否 イナ		大田原市社会福祉協議会		0287-54-1849		0287-54-2745		324-0233		栃木県大田原市黒羽田町848 ３２４－０２３３		大田原市内 オオタワラシナイ		0		1		1		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0				2		1				0		1		0		0				0		1				2		職員が未熟なため ショクイン ミジュク		在宅医療の充実、居宅介護の２４時間対応（サービス事業所）の充実 ザイタク イリョウ ジュウジツ キョタク カイゴ ジカン タイオウ ジギョウショ ジュウジツ

		否 イナ		障がい者相談支援センターとまつり		028-680-5570		028-680-5271		320-0052		宇都宮市中戸祭町813		宇都宮市、近隣市町村 ウツノミヤシ キンリン シチョウソン		0		1		1		0		1		0		0		1		0		0		0		0		1		親子間の関わり オヤコ カン カカ		0		0		現在対応中 ゲンザイ タイオウチュウ		0		0		0		0				1		0		保護者との連携がとれない ホゴシャ レンケイ		0

		否 イナ		宇都宮市社会福祉協議会		028-636-1536		028-636-1537		320-0806		宇都宮市中央1-1-15		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		0				2		1		医療的ケアが必要な方が長時間外出したい。長時間支援者の拘束、移動手段（車の中での対応）、医療的ケアが必要な方が外出したいときに外出できる環境がすぐに整えられない、医療的けが必要な方で要介助であるが、歩行できる方が利用できる短期入所先はないか（アクセス時間も含む） イリョウテキ ヒツヨウ カタ チョウジカン ガイシュツ チョウジカン シエン シャ コウソク イドウ シュダン クルマ ナカ タイオウ イリョウテキ ヒツヨウ カタ ガイシュツ ガイシュツ カンキョウ トトノ イリョウテキ ヒツヨウ カタ ヨウ カイジョ ホコウ カタ リヨウ タンキ ニュウショ サキ ジカン フク		0		0		0		0				1		0		専門的（医療面）な知識がなく、専門用語が多く調べたり聞いたりしながら支援していくこと。長く関わらないと親の思いまで聞き出せないこと。 センモンテキ イリョウ メン チシキ センモン ヨウゴ オオ シラ キ シエン ナガ カカ オヤ オモ キ ダ		0				当事者が何歳になっても利用できるサービス環境（短期入所、訪問入浴など）。教育もほかのお子さん同様平等に受けられる機会（学校行事も含む）。相談対応できる人材の確保。緊急時でも利用できるサービスの調整・確保。直接支援できるサービス・人材を増やすこと。 トウジシャ ナンサイ リヨウ カンキョウ タンキ ニュウショ ホウモン ニュウヨク キョウイク コ ドウヨウ ビョウドウ ウ キカイ ガッコウ ギョウジ フク ソウダン タイオウ ジンザイ カクホ キンキュウジ リヨウ チョウセイ カクホ チョクセツ シエン ジンザイ フ

		承諾 ショウダク		ライフサポートセンターゆめ		0280-33-3624		0280-57-4624		329-0111		野木町丸林630-4		野木町、その周辺地域 ノギマチ シュウヘン チイキ		1		0		1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		1		福祉サービス利用に関する相談 フクシ リヨウ カン ソウダン		1		0				0		0		0		0				1		0		医療的な情報、知識に乏しくわからない用語などが数多く出てきた。医療的ケアの内容の聞き取り（どの部分を聞いていけばよいのか） イリョウテキ ジョウホウ チシキ トボ ヨウゴ カズオオ デ イリョウテキ ナイヨウ キ ト ブブン キ		0				Ｆａの負担軽減のためのレスパイト先（ＨＰ、ＳＳ機関等）。家族それぞれの訴え、希望を明確にしていく。関係機関がチームになりＦａの支え応援をしていく。 フタン ケイゲン サキ キカンナド カゾク ウッタ キボウ メイカク カンケイ キカン ササ オウエン

		承諾 ショウダク		足利ケアサービス		0284-21-7630		0284-21-3109		326-0843		足利市五十部町809-3		足利市、佐野市、太田市 アシカガシ サノシ オオタシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		0		1		ケースによって対応する タイオウ		0		1				3

		承諾 ショウダク		相談支援センターみさと		0285-72-9767				321-4104		芳賀郡益子町大沢2800-5		芳賀郡内（真岡市、益子町、市貝町、芳賀町、茂木町） ハガ グンナイ モオカシ マシコ チョウ イチ ガイ マチ ハガマチ モギマチ		1		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		資源が少ない、短期入所先の確保が難しかった。計画を作るのには、医療情報が難しく感じられた。 シゲン スク タンキ ニュウショ サキ カクホ ムズカ ケイカク ツク イリョウ ジョウホウ ムズカ カン		0				連携の取れる医療関係者がたくさん地域の中にいてくれると安心して生活できるかな。外出や余暇の充実を図るために医療の必要な人の生活が限られてしまっている（あきらめてしまっている） レンケイ ト イリョウ カンケイシャ チイキ ナカ アンシン セイカツ ガイシュツ ヨカ ジュウジツ ハカ イリョウ ヒツヨウ ヒト セイカツ カギ

		承諾 ショウダク		サポートセンターとみや生活支援センター		028-665-8230		028-665-8230		321-2116		宇都宮市徳次郎町540		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		0		1		0		0		0		0		1		1		1		1		1		0				0		1		医療的なケアが必要な利用者様の日中活動先が限られて利用できない人がいる。学校との連携が取りにくい。通勤手段・行事参加制限があり平等性が保たれない。学校はサービスで対応を望み、福祉行政は教育で何とかするべきとつねに折り合わない。 イリョウテキ ヒツヨウ リヨウシャサマ ニッチュウ カツドウ サキ カギ リヨウ ヒト ガッコウ レンケイ ト ツウキン シュダン ギョウジ サンカ セイゲン ビョウドウセイ タモ ガッコウ タイオウ ノゾ フクシ ギョウセイ キョウイク ナン オ ア		0		0		1		0		協力してほしい キョウリョク		1		0		利用できるサービスが限られている。社会参加できる機会が少なく、場が限られている。介護者の負担軽減が取りにくい。夢や希望を叶えるための資源が少ない。 リヨウ カギ シャカイ サンカ キカイ スク バ カギ カイゴシャ フタン ケイゲン ト ユメ キボウ カナ シゲン スク		0				通勤手段、保護者なくても教育が受けられる環境。常に親同行を求めるのでは、自立につながらず、いつになっても親の負担は軽減されない。親が安心して託せる日中活動の場。社会参加、役割を担える環境作り、職場。地域で生活していくための交流の機会や場があるといい。緊急的にレスパイトを受け入れてくれる場。 ツウキン シュダン ホゴシャ キョウイク ウ カンキョウ ツネ オヤ ドウコウ モト ジリツ オヤ フタン ケイゲン オヤ アンシン タク ニッチュウ カツドウ バ シャカイ サンカ ヤクワリ ニナ カンキョウ ヅク ショクバ チイキ セイカツ コウリュウ キカイ バ キンキュウテキ ウ イ バ

		承諾 ショウダク		社会就労センターえいぶるの里 シャカイ シュウロウ サト		0285-22-4561		0285-224581		323-0003		小山市東島田2403-2		小山市、下野市、上三川町、野木町、結城市、古河市、筑西市 オヤマシ シモノ シ カミノカワマチ ノギマチ ユウキシ コガシ ツク ニシ シ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				1		0		自己決定が難しいため、家族中心の考えになってしまうこと。また、利用できる社会資源が少ない。 ジコ ケッテイ ムズカ カゾク チュウシン カンガ リヨウ シャカイ シゲン スク		1				関係機関との連携、特に在宅が長い方は医療機関とのかかわりが家族も含め、希薄になってしまい、二次障害に対応できない。地域に総合的に支援でき、医療的ケアが受けられる場所、または訪問医療の充実が必要と思います。 カンケイ キカン レンケイ トク ザイタク ナガ カタ イリョウ キカン カゾク フク キハク ニジ ショウガイ タイオウ チイキ ソウゴウテキ シエン イリョウテキ ウ バショ ホウモン イリョウ ジュウジツ ヒツヨウ オモ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所「ピュア」		0282-31-3911		0282-31-3912		328-0133		栃木市大森町465		栃木市、鹿沼市、佐野市、小山市、壬生町 トチギシ カヌマシ サノシ オヤマシ ミブマチ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1

		承諾 ショウダク		社会福祉法人とちのみ会　こなかの森 シャカイ フクシ ホウジン カイ モリ		0283-24-5757		0283-24-6294		327-0001		佐野市小中町1280		佐野市、足利市 サノシ アシカガシ		1		0		1		0		1		0		0		1		0		1		0		0		0				1		2		通所型のため、短期入所の受け入れはサービスとして提供できず、他施設の紹介、相談支援事業につなげている。 ツウショ ガタ タンキ ニュウショ ウ イ テイキョウ タ シセツ ショウカイ ソウダン シエン ジギョウ		0		0		0		0				1		0		療養型短期入所ほかの施設への短期入所の受け入れ状況など、受け入れ場所を見つけるなど。短期入所時の発作発症時医療への繋ぎが困難。問題多（かかりつけ医への搬送） リョウヨウガタ タンキ ニュウショ シセツ タンキ ニュウショ ウ イ ジョウキョウ ウ イ バショ ミ タンキ ニュウショ ジ ホッサ ハッショウ ジ イリョウ ツナ コンナン モンダイ タ イ ハンソウ		0				佐野市には、身障（重心）短期入所施設がなく老人施設に佐野市が委託しているが、利用する人もいなく、サービスが使いづらい状態にある。短期入所受け入れ可能施設が増えることで、家族のほうも使いやすく利便性があがると考えます。 サノシ シンショウ ジュウシン タンキ ニュウショ シセツ ロウジン シセツ サノシ イタク リヨウ ヒト ツカ ジョウタイ タンキ ニュウショ ウ イ カノウ シセツ フ カゾク ツカ リベンセイ カンガ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所テトテ		0287-36-7171		0287-36-7181		329-2732		那須塩原市一区町251-1		那須塩原市（大田原、矢板、那須町、那珂川町、烏山） ナスシオバラ シ オオタワラ ヤイタ ナスマチ ナカガワマチ カラスヤマ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		0		1		委託の相談支援事業所や重心専門の事業所に相談する イタク ソウダン シエン ジギョウショ ジュウシン センモン ジギョウショ ソウダン		0		1				3		その方にとって、より専門性の高い方が対応することが望ましいと思いますので、作成が適するか否か周囲のサービス状況なども考慮して決めたいと思います。適切にアドバイスをいただける地域の環境が整っていれば、スキルアップ、経験の積み重ねのためにも作成したいです。 カタ センモンセイ タカ ホウ タイオウ ノゾ オモ サクセイ テキ イナ シュウイ ジョウキョウ コウリョ キ オモ テキセツ チイキ カンキョウ トトノ ケイケン ツ カサ サクセイ		相談支援専門員のスキルアップ。きめ細かい支援（サービスの充実）本人のニーズを正しく理解できる人材の育成と地域の理解。 ソウダン シエン センモンイン コマ シエン ジュウジツ ホンニン タダ リカイ ジンザイ イクセイ チイキ リカイ

		承諾 ショウダク		指定特定相談支援事業所あじさい		0287-60-3361		0287-60-3362		325-0034		那須塩原市東原166		那須塩原市、那須町 ナスシオバラ シ ナスマチ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2				訪問看護、訪問診療を行う医師が必要だと思います。 ホウモン カンゴ ホウモン シンリョウ オコナ イシ ヒツヨウ オモ

		承諾 ショウダク		障害者相談支援センターいぶき		028-678-3502		028-676-3501		329-1216		高根沢町桑窪2266-2		高根沢町 タカネザワマチ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1				短期入所など受け入れてくれる施設を増やしてほしい。県内で受け入れていただけない為、県外の施設を考えなくてはいけない方がいます。 タンキ ニュウショ ウ イ シセツ フ ケンナイ ウ イ タメ ケンガイ シセツ カンガ カタ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所わくわくおやま		0285-24-6575		0285-20-0255		323-0022		小山市駅東通り3-9-6		小山市 オヤマシ		1		0		1		0		1		1		1		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		関係事業所が多いことで情報収集連携等大変。医療機関とも連携を図る必要あり。レスパイト、ショートステイの受入困難。利用できる事業所が少ない。 カンケイ ジギョウショ オオ ジョウホウ シュウシュウ レンケイ ナド タイヘン イリョウ キカン レンケイ ハカ ヒツヨウ ウケイレ コンナン リヨウ ジギョウショ スク		0				重症心身障害児（者）を受け入れしてくれる事業所、施設がもっと多くあればよいと思われる。通所日中一時短期入所など。相談支援、計画作成についてもほかの事業所が受け入れてくれないとの理由で受け入れ可能事業所へ集中してしまう為、相談員への研修等を増やせばよいが。しかし日々の業務が多忙であるため、難しいのかな？ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ ウ イ ジギョウショ シセツ オオ オモ ツウショ ニッチュウ イチジ タンキ ニュウショ ソウダン シエン ケイカク サクセイ ジギョウショ ウ イ リユウ ウ イ カノウ ジギョウショ シュウチュウ タメ ソウダン イン ケンシュウ ナド フ ヒビ ギョウム タボウ ムズカ

		承諾 ショウダク		相談支援センターネクスト		080-8854-9551		0280-612-1558		320-0034		宇都宮市泉町6-25		宇都宮市 ウツノミヤシ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2

		承諾 ショウダク		相談支援事業のぞみ		0287-65-2288		0287-65-2282		329-3152		那須塩原市上中野53		那須塩原市、大田原市、那須町 ナスシオバラ シ オオタワラシ ナスマチ		1		0		1		0		0		0		1		1		1		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		現サービスでの医療ケアをふまえ、将来にむけて他事業との連携につなげるよう計画作成、調整に苦労した。 ゲン イリョウ ショウライ タ ジギョウ レンケイ ケイカク サクセイ チョウセイ クロウ		0				選択肢が増えるよう受け入れ可能な福祉サービス事業所の増加が必要だと思われます。 センタクシ フ ウ イ カノウ フクシ ジギョウショ ゾウカ ヒツヨウ オモ

		承諾 ショウダク		サポートセンターひばり		028-670-0330		028-667-7315		321-3236		宇都宮市竹下町435-159		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		苦労ではないが、お母様がとても一生懸命ですでにサービスも繋がっていたため、現状を計画にする形となったが、計画作成後のかかわりについて相談員としてどのようにすべきことが望ましいかと考える。 クロウ カアサマ イッショウケンメイ ツナ ゲンジョウ ケイカク カタチ ケイカク サクセイ ゴ ソウダン イン ノゾ カンガ		0				福祉サービスや医療、またボランティアが入室されるととてもよいと思います。また、介助者（家族）のケアも考えると気軽に参加できるようなイベント（医療が整っていたり、介助するボランティアさんがいたり）や、同じ重症心身障害児（者）をもつかたとのネットワークがあるといいのかなと思います。 フクシ イリョウ ニュウシツ オモ カイジョシャ カゾク カンガ キガル サンカ イリョウ トトノ カイジョ オナ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ オモ

		承諾 ショウダク		高根沢町障害児者生活支援センターすまいる タカネザワマチ		028-612-2751		028-612-2752		329-1225		栃木県塩谷郡高根沢町石末1825　福祉センター内 ３２９－１２２５ フクシ ナイ		高根沢町 タカネザワマチ		1		0		1		0		0		0		1		0		0		1		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		地元に使える資源がなく苦労した ジモト ツカ シゲン クロウ		0				①医療と福祉の連携ネットワーク②重心の方でも利用できるサービスが増えること③訪問診療医 イリョウ フクシ レンケイ ジュウシン カタ リヨウ フ ホウモン シンリョウ イ

		承諾 ショウダク		障害者相談支援センターフォレスト		0284-91-1816		0284-91-2867		326-0011		足利市大沼田町615		足利市及び近隣市町村 アシカガシ オヨ キンリン シチョウソン		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0				0

		承諾 ショウダク		障がい者相談支援事業所ケアサプライ		0287-73-5312		0287-73-5311		329-3221		栃木県那須郡那須町漆塚762-102 ３２９－３２２１		白河市、那須町、那須塩原市、大田原市 シラカワシ ナスマチ ナスシオバラシ オオタワラシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1				サービスを提供できる事業所の充実を図る テイキョウ ジギョウショ ジュウジツ ハカ

		承諾 ショウダク		南栃木支援センター相談支援		0285-44-6118		0285-44-7215		329-0412		下野市柴1432-105		下野市、小山市、壬生町 シモノ シ オヤマシ ミブマチ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		0		1		介護保険と併用する場合のみ対応する カイゴ ホケン ヘイヨウ バアイ タイオウ		0		1				3		介護保険と併用する場合のみ作成する カイゴ ホケン ヘイヨウ バアイ サクセイ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所とまり木		0287-54-2854		0287-54-2230		324-0231		大田原市北野上3952		大田原市、那須塩原市、那須町 オオタワラシ ナスシオバラシ ナスマチ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1				当事業所の対応範囲は現在、知的障害者特に中・軽度が主だが、精神（高次脳機能障害も含む）分野もやり始めている。今後重症心身障害者もほかの相談支援事業所の助けを得ながら、勉強しながら対応したいと考えている。そのために研修や見学の機会を多く作っていただきたい。今は、当事業所はその程度しか考えられない。 トウ ジギョウショ タイオウ ハンイ ゲンザイ チテキ ショウガイシャ トク チュウ ケイド オモ セイシン コウジ ノウ キノウ ショウガイ フク ブンヤ ハジ コンゴ ジュウショウ シンシン ショウガイシャ ソウダン シエン ジギョウショ タス エ ベンキョウ タイオウ カンガ ケンシュウ ケンガク キカイ オオ ツク イマ トウ ジギョウショ テイド カンガ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所ポンテ		028-652-7288		028-652-6355		321-0341		宇都宮市古賀志町1964-12		宇都宮、鹿沼、日光、壬生 ウツノミヤ カヌマ ニッコウ ミブ		0		1		1		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0				0				未就学児（3～5才）の方の医療型児童発達支援を分離で行う施設が数か所あると良いと思います。 ミシュウガクジ サイ カタ イリョウ ガタ ジドウ ハッタツ シエン ブンリ オコナ シセツ スウ ショ ヨ オモ

		承諾 ショウダク		相談支援センター光輝舎		0285-70-2020		0285-72-8222		321-4105		芳賀郡益子町北中1113-1		芳賀郡、真岡市等 ハガ グン モオカシ ナド		1		0		1		0		1		1		1		1		0		1		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		利用できるサービス事業所が少ない。重心児者に合わせたプログラムが見つからない（近隣で） リヨウ ジギョウショ スク ジュウシン ジ シャ ア ミ キンリン		0				本人の状態にもよるが、重度化する状況に対応できる事業所の確保。家族の負担が大きくなり在宅生活の継続が困難になることが予測されるので、在宅で支援が受けられるような体制の充実と、レスパイトサービスの拡大。 ホンニン ジョウタイ ジュウドカ ジョウキョウ タイオウ ジギョウショ カクホ カゾク フタン オオ ザイタク セイカツ ケイゾク コンナン ヨソク ザイタク シエン ウ タイセイ ジュウジツ カクダイ

		承諾 ショウダク		特定相談支援事業所やすらぎ		028-650-7727		028-650-7728		320-0011		宇都宮市富士見が丘3－19－20		宇都宮市 ウツノミヤシ		0		0		1		0		1		0		0		0		0		1		1		0		0				0		3		対応できるヘルパーがいれば支援する タイオウ シエン		0		0		0		0				0		1				3

		承諾 ショウダク		障がい者支援センターにんべん		028-686-2539		028-686-2584		329-1417		さくら市フィオーレ喜連川5-2-1　フィオーレガーデン1-102		さくら市 シ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1				地域資源アンケートをいただきありがとうございました。設問に対しまして知識不足にこれでいいのかという思いです。相談支援専門員として設問にありました「3」要望がでますれば、先輩相談員・各職種の方々に相談・指導をいただき、相談支援事業を行ってみたいと考えます。大島先生について学ばせて頂きました。 チイキ シゲン セツモン タイ チシキ ブソク オモ ソウダン シエン センモンイン セツモン ヨウボウ センパイ ソウダン イン カクショクシュ カタガタ ソウダン シドウ ソウダン シエン ジギョウ オコナ カンガ オオシマ センセイ マナ イタダ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所おやま		0285-22-1833		0285-228946		323-0014		小山市喜沢660		小山市、下野市 オヤマシ シモノ シ		1		0		1		0		1		1		0		0		0		0		0		1		0				2		3				0		0		0		0				1		0		本人の意思が明確でないので親の意向中心のものになってしまった。 ホンニン イシ メイカク オヤ イコウ チュウシン		0

		承諾 ショウダク		真岡介護センター		0285-80-5200		0285-80-5211		321-4361		真岡市並木町1-8-1　シティ並木102 ナミキ		真岡市、芳賀町南部、市貝町南部、益子町西部、上三川東部 モオカシ ハガマチ ナンブ イチ ガイ チョウ ナンブ マシコ チョウ セイブ カミノカワ トウブ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		0		1				0		1				3		担当者の受け持ちケースの状況など考慮し対応できるか検討したい タントウシャ ウ モ ジョウキョウ コウリョ タイオウ ケントウ

		承諾 ショウダク		さの社協相談支援センターほっぷ		0283-22-8152		0283-22-8199		327-0003		佐野市大橋町3212-27		佐野市全域 サノシ ゼンイキ		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2		現在相談支援専門員1名で行っているため ゲンザイ ソウダン シエン センモンイン メイ オコナ

		承諾 ショウダク		相談支援ウエイブ		0282-23-4465		0282-23-4465		328-0012		栃木市平柳町1-2-7		栃木市、壬生町 トチギシ ミブマチ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		1		0				0		1				2		指定特定相談支援事業で精神に対応しているため シテイ トクテイ ソウダン シエン ジギョウ セイシン タイオウ		ご家族の中だけでは生活がマンネリ化して単調になりかねないので、音楽、体を動かす、読み聞かせ麻痺・拘縮のマッサージなどのリハビリの頻度を高める。ご本人が楽しいと感じることを提供できる。ご家族が疲弊しないよう旅行や趣味などの充実した時間がもてるようサービスを利用していくこと。 カゾク ナカ セイカツ カ タンチョウ オンガク カラダ ウゴ ヨ キ マヒ コウシュク ヒンド タカ ホンニン タノ カン テイキョウ カゾク ヒヘイ リョコウ シュミ ジュウジツ ジカン リヨウ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所わらしべの家		0282-27-1627		0282-27-1675		328-0011		栃木市大宮町2708-3		栃木市 トチギシ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1		専門的な知識が不十分なため行政などの機関と相談しながらの対応となります センモンテキ チシキ フジュウブン ギョウセイ キカン ソウダン タイオウ		短期入所や移動支援などの福祉サービス利用時にお付き合いのある医療機関や訪問看護の看護師が同行でき緊急時の対応が迅速にとれる体制（すでにできていたらすみません） タンキ ニュウショ イドウ シエン フクシ リヨウ ジ ツ ア イリョウ キカン ホウモン カンゴ カンゴシ ドウコウ キンキュウジ タイオウ ジンソク タイセイ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所　空		0287-73-8165		0287-73-8165		329-3157		那須塩原市大原間西1-19-9		那須塩原市、大田原市、那須町 ナスシオバラ シ オオタワラシ ナスマチ		1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		重心のお子様の療育支援をやっていたので、苦労はありませんでしたが、医療（訪問看護）訪問リハ訪問入浴の制度を知らなかったので、その方々との連携が取れて大変勉強になりました。 ジュウシン コサマ リョウイク シエン クロウ イリョウ ホウモン カンゴ ホウモン ホウモン ニュウヨク セイド シ カタガタ レンケイ ト タイヘン ベンキョウ		0				医療的ケアの必要な方には支援スタッフ・必ず看護師の方が不在では双方安心したケアはできません。例）乳幼児の通所事業は保母と看護師さん。小学→高校までは義務教育がありますが事後に生活介護はもちろんですが、本当に重心の方の為の日中活動の場が不足しているとおもいますので重心の方の通所事業は必要と思います。家庭以外で通える場所→一時預かりや療育支援事業→高校卒業後は通所施設（一時預かりも含めて） イリョウテキ ヒツヨウ カタ シエン カナラ カンゴシ カタ フザイ ソウホウ アンシン レイ ニュウヨウジ ツウショ ジギョウ ホボ カンゴシ ショウガク コウコウ ギム キョウイク ジゴ セイカツ カイゴ ホントウ ジュウシン カタ タメ ニッチュウ カツドウ バ フソク ジュウシン カタ ツウショ ジギョウ ヒツヨウ オモ カテイ イガイ カヨ バショ イチジ アズ リョウイク シエン ジギョウ コウコウ ソツギョウゴ ツウショ シセツ イチジ アズ フク

		承諾 ショウダク		相談支援事業所みどり		0285-45-8362		0285-45-8397		329-0214		小山市乙女786-1		小山市、栃木市、古河市、結城市 オヤマシ トチギシ コガシ ユウキシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0		大人は対応可能 オトナ タイオウ カノウ		1		1		大人はあるが、こどもはない。先日訪問介護を事業所にお願いしたところどこの事業所も受けていただけなかった。 オトナ センジツ ホウモン カイゴ ジギョウショ ネガ ジギョウショ ウ		3		成人しか計画相談をしたことがないので不安である。当事業所は相談員が一名なので相談する相手がいない セイジン ケイカク ソウダン フアン トウ ジギョウショ ソウダン イン イチメイ ソウダン アイテ		サービス事業所で受けてもらえないケースがある。特に重心や精神知的等重複して疾患を持っていると問い合わせた時点でお断りされてします。 ジギョウショ ウ トク ジュウシン セイシン チテキ ナド チョウフク シッカン モ ト ア ジテン コトワ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所こころみ		0284-41-5039		0284-43-2665		326-0061		足利市田島町611-2				0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		1		0				0		1				3		これまで前例がなく、またこの障害について熟知した方（機関）があるならそちらでしていただいた方がご本人様にとってよい支援であると考えるから。※現在当法人の入所・通所等サービスを利用されている方の相談支援がほとんどの状況です。 ゼンレイ ショウガイ ジュクチ カタ キカン ホウ ホンニンサマ シエン カンガ ゲンザイ トウホウジン ニュウショ ツウショ ナド リヨウ カタ ソウダン シエン ジョウキョウ

		承諾 ショウダク		相談支援センターのどか　真岡センター		0285-81-5890		0285-85-8452		321-4305		真岡市荒町111-1		真岡市、芳賀町、市貝町、益子町、茂木町 モオカシ ハガマチ イチガイ マチ マシコ チョウ モギ マチ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1				在宅での生活では家族の介護負担の軽減が必要。フォーマルインフォーマルの枠にとらわれない福祉サービス。 ザイタク セイカツ カゾク カイゴ フタン ケイゲン ヒツヨウ ワク フクシ

		承諾 ショウダク		友井タクシー介護ステーションふれあい		0285-30-0840		0285-30-0844		323-0025		小山市城山町2丁目12-25		小山市 オヤマシ		1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		利用するサービスは多様で、施設・病院・学校など医療福祉事業所数も多く連携を図るのが困難。学校行事に参加するための会出自の支援サービスがない。 リヨウ タヨウ シセツ ビョウイン ガッコウ イリョウ フクシ ジギョウショ スウ オオ レンケイ ハカ コンナン ガッコウ ギョウジ サンカ カイ シュツジ シエン		0				ご家族様が安心して預けることができる施設と必要に預けられる施設の数は少ない。片道１時間以上かかるためとても不便に思います。呼吸器の方の預かり先は少ない。 カゾクサマ アンシン アズ シセツ ヒツヨウ アズ シセツ カズ スク カタミチ ジカン イジョウ フベン オモ コキュウキ カタ アズ サキ スク

		承諾 ショウダク		もくせいの里		0282-43-0593		0282-43-1387		329-4405		栃木市大平町西山田1198		栃木市内 トチギシナイ		0		1		1		0		1		0		0		1		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		ニーズにあてはまるサービスがなかった。例）①入浴支援②移送サービス　①自宅の浴槽では支援が入れず訪問入浴を検討。しかし、浴槽を置けるスペースがなく断念。②主たる介護者が入院。学校までの送迎ができず特例で市の移送サービスを利用するもかなり時間を要した。 レイ ニュウヨク シエン イソウ ジタク ヨクソウ シエン ハイ ホウモン ニュウヨク ケントウ ヨクソウ オ ダンネン シュ カイゴシャ ニュウイン ガッコウ ソウゲイ トクレイ シ イソウ リヨウ ジカン ヨウ		0				①地域の理解や協力②受け入れの拡大（重心の通所、24時間看護体制が整った短期入所）③デマンドタクシー等関係者の重心に対する理解（理解附属により資源として存在するが利用しがたい）④児童が入浴支援を受けられる環境（家族の身体的な介護負担軽減） チイキ リカイ キョウリョク ウ イ カクダイ ジュウシン ツウショ ジカン カンゴ タイセイ トトノ タンキ ニュウショ ナド カンケイシャ ジュウシン タイ リカイ リカイ フゾク シゲン ソンザイ リヨウ ジドウ ニュウヨク シエン ウ カンキョウ カゾク シンタイテキ カイゴ フタン ケイゲン

		承諾 ショウダク		足利障害者相談支援センター		0284-44-0307		0284-44-0318		326-0064		足利市東砂原後町1072		足利市、佐野市 アシカガシ サノシ		1		0		1		0		1		0		0		1		0		1		0		1		0				1		0				0		0		0		0				0		1				2		委託相談支援事業所のため イタク ソウダン シエン ジギョウショ		医療的ケアが整った施設のショートステイ充実が必要。また、特に呼吸器をつけた方のショート療養介護の利用とそれらを利用するための送迎体制の充実が必要。 イリョウテキ トトノ シセツ ジュウジツ ヒツヨウ トク コキュウキ カタ リョウヨウ カイゴ リヨウ リヨウ ソウゲイ タイセイ ジュウジツ ヒツヨウ

		承諾 ショウダク		指定障害者相談支援事業所あるしぇん		0282-86-7665		0282-21-7109		321-0201		栃木県下都賀郡壬生町安塚2032 ３２１－０２０１		壬生町 ミブマチ		1		0		1		0		1		0		0		1		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		①相談支援専門員として重症心身障害児（者）の方に対する支援の知識や経験が少ない②医療的ケアが必要となる方に対して対応できる福祉サービス（事業所）が少ない。 ソウダン シエン センモンイン ジュウショウシンシンショウガイジ シャ カタ タイ シエン チシキ ケイケン スク イリョウテキ ヒツヨウ カタ タイ タイオウ フクシ ジギョウショ スク		0				医療的ケアが必要な方に関して、福祉のサービスでは対応しきれない部分が多く、結果として家族が本人を抱え込まざるを得ない現状があるように感じます。家族の介護負担が少しでも軽減できるよう福祉サービスも柔軟な対応が出来るようになるといいなと思います。 イリョウテキ ヒツヨウ カタ カン フクシ タイオウ ブブン オオ ケッカ カゾク ホンニン カカ コ エ ゲンジョウ カン カゾク カイゴ フタン スコ ケイゲン フクシ ジュウナン タイオウ デキ オモ

		承諾 ショウダク		下野市相談支援事業所 こばと		0285-44-6783		0285-44-6783		329-0414		下野市小金井1146-6		下野市、上三川町 シモノ シ カミノカワマチ		1		0		1		0		0		0		1		1		0		1		1		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		医療的ケアが必要な乳幼児に対応できるヘルパー事業所。短期入所・日中一時支援事業所が近くにない（少ない）。 イリョウテキ ヒツヨウ ニュウヨウジ タイオウ ジギョウショ タンキ ニュウショ ニッチュウ イチジ シエン ジギョウショ チカ スク		0				設問5で回答した内容：外出可能な方は児童発達支援を利用可能であるが無理な方は外部との交流をもちにくい。訪問看護・訪問リハビリが入っているケースはいいがない場合母子で孤立しがち。幸いあそびの支援をしてくれるヘルパー事業所があり支援につながっている。ヘルパー利用を希望されない家庭、利用したくてもヘルパー事業所がない等支援に苦慮する。 セツモン カイトウ ナイヨウ ガイシュツ カノウ カタ ジドウ ハッタツ シエン リヨウ カノウ ムリ カタ ガイブ コウリュウ ホウモン カンゴ ホウモン ハイ バアイ ボシ コリツ サイワ シエン ジギョウショ シエン リヨウ キボウ カテイ リヨウ ジギョウショ ナド シエン クリョ

		承諾 ショウダク		相談支援センターぴあん ソウダン シエン		0282-31-1755		0282-31-2919		328-0067		栃木市皆川城内町333-2		栃木市、小山市 トチギシ オヤマシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1				これまで現場で関わったことがなく、事例検討でしか情報を把握しておらず不安はあります。でも関係機関やご家族様からいろいろなことを教えて頂きながら相談支援として専門性を活かせればと思っています。色々な立場の方からお話をお伺いしてもご家族や医療機関専門的な事業所の負担が大きく相談支援があまり役に立つことができていない（場合によっては自ら引いてしまう）今の現状を少しでも変えていければいいと思います。 ゲンバ カカ ジレイ ケントウ ジョウホウ ハアク フアン カンケイ キカン カゾクサマ オシ イタダ ソウダン シエン センモンセイ イ オモ イロイロ タチバ カタ ハナシ ウカガ カゾク イリョウ キカン センモンテキ ジギョウショ フタン オオ ソウダン シエン ヤク タ バアイ ミズカ ヒ イマ ゲンジョウ スコ カ オモ

		承諾 ショウダク		うつのみや		028-632-6074/090-4059-9728		028-632-6075		320-0861		宇都宮市西2-1-7		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				3		専門的な知識を社会資源のアドバイスを他相談支援事業所からいただきながらみずからの事業所で引き受けるという形が望ましい センモンテキ チシキ シャカイ シゲン ホカ ソウダン シエン ジギョウショ ジギョウショ ヒ ウ カタチ ノゾ

		承諾 ショウダク		サポートセンターきりん		028-612-3838		028-678-3257		321-0905		栃木県宇都宮市平出工業団地43-100 ３２１－０９０５		宇都宮市 ウツノミヤシ		0		1		1		0		1		0		0		1		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		療養介護に入所しているので他のサービスの利用が困難。そのための社会資源をつなげたり、活用したりするのが難しい。 リョウヨウ カイゴ ニュウショ ホカ リヨウ コンナン シャカイ シゲン カツヨウ ムズカ		0				今後、市町村などで展開されていく生活拠点に関する事業をうまく活用できればいいなと感じています。入所されている方々については地域とのつながり方が今後は重要になってくると思われますので、広く門扉を開けた活動などが多くなってくるといいなと思っています。 コンゴ シチョウソン テンカイ セイカツ キョテン カン ジギョウ カツヨウ カン ニュウショ カタガタ チイキ カタ コンゴ ジュウヨウ オモ ヒロ モンピ ア カツドウ オオ オモ

		承諾 ショウダク		さわやか相談支援センター		0280-57-4884		0280-57-4994		329-0112		野木町南赤塚1145-1		小山市、野木町、古河市、栃木市 オヤマシ ノギマチ コガシ トチギシ		0		1		1		0		0		0		1		0		0		1		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		現実的な目標の位置づけ ゲンジツテキ モクヒョウ イチ		0

		承諾 ショウダク		相談支援事業所つばさ		0287-53-7393		0287-53-7394		324-0044		大田原市親園824-1		大田原市、那須塩原市、那須烏山市、矢板市、さくら市、那須町、塩谷町、高根沢町 オオタワラシ ナスシオバラシ ナスカラスヤマシ ヤイタシ シ ナスマチ シオ タニ マチ タカネザワマチ		1		0		1		0		1		0		1		1		0		1		0		0		0				1		2		医療的なケアが必要なケース、将来的に短期入所につなげたいケースだった為、専門の事業所に依頼した イリョウテキ ヒツヨウ ショウライテキ タンキ ニュウショ タメ センモン ジギョウショ イライ		1		1		0		0				1		0		使えるサービスの少なさに調整が難しかった ツカ スク チョウセイ ムズカ		1				乳幼児期の受け入れ可能な福祉サービス等の社会資源が必要である。 ニュウヨウジ キ ウ イ カノウ フクシ ナド シャカイシゲン ヒツヨウ

		承諾 ショウダク		特定相談支援センターはじめ		0284-22-4561		0284-22-4562		326-0143		足利市葉鹿町735-1		足利市 アシカガシ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1

		承諾 ショウダク		上三川障がい児・者生活相談支援センター		0285-38-6854		0285-38-6841		329-0611		上三川町上三川5082-15		上三川町 カミノカワマチ		1		0		1		0		1		0		0		1		0		0		0		0		0				1		0				0		0		0		0				1		0				0

		承諾 ショウダク		はつらつサロン南天相談支援事業所		0285-22-4659		0285-38-6529		323-0027		小山市花垣町2-3-19		小山市、栃木市 オヤマシ トチギシ		0		0		1		0		1		1		0		1		1		1		1		1		0				0		0				0		0		0		0				1		0		利用したいサービス事業所が少なく生活改善、家族、支援者の負担軽減に繋がらない（訪問入浴、ショートステイ、生活介護などなど（就労Ａ型））医師によっては連携が困難。何処の精神科がよいかと利用者に問われるが答えは解らない。 リヨウ ジギョウショ スク セイカツ カイゼン カゾク シエンシャ フタン ケイゲン ツナ ホウモン ニュウヨク セイカツ カイゴ シュウロウ ガタ イシ レンケイ コンナン ドコ セイシンカ リヨウシャ ト コタ ワカ		0				本人の選択や受け入れ事業所の間口を広げる。例えば入浴はヘルパーの2人対応で行ているがヘルパー不足や腰痛の悪化などで対応が難しくなってくる。機会浴のできる生活介護を勧めるも本人の選択肢がない。自宅から出かける自由さのようなものが閉ざされているような気がする。反面高齢者のサービスは増加する一方で利用者が不足し閉鎖なども聞かれる。高齢者・障害者がともにデイサービスやショートステイを利用できるようにならないかと思う。障害児については働く両親をサポートすることで生活の安定や療育などへ通園のし易さを図り、送迎サービスの充実など。 ホンニン センタク ウ イ ジギョウショ マグチ ヒロ タト ニュウヨク ニン タイオウ オコナ ブソク ヨウツウ アッカ タイオウ ムズカ キカイ ヨク セイカツ カイゴ スス ホンニン センタクシ ジタク デ ジユウ ト キ ハンメン コウレイシャ ゾウカ イッポウ リヨウシャ フソク ヘイサ キ コウレイシャ ショウガイシャ リヨウ オモ ショウガイジ ハタラ リョウシン セイカツ アンテイ リョウイク ツウエン ヤス ハカ ソウゲイ ジュウジツ

		承諾 ショウダク		障がい者生活支援センターこぶし		028-680-5746		028-688-0214		321-0126		栃木県宇都宮市茂原町837-1		宇都宮市、上三川町 ウツノミヤシ カミノカワマチ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1				①医療機関との細かな連携体制②相談関係者を含め本人に関わり支援をするなかで即座に動きが取れるようなフットワークの軽いチーム作り イリョウ キカン コマ レンケイ タイセイ ソウダン カンケイシャ フク ホンニン カカ シエン ソクザ ウゴ ト カル ヅク





相談支援事業所 (作業)

		Ｑ1.貴施設について、お伺いいたします キ シセツ ウカガ										事業所名とコメントをくっつけるで一表を作る ジギョウショ メイ イッピョウ ツク

		1		事業所名 ジギョウショ メイ								今月中 コンゲツ チュウ

		2		電話番号 デンワ バンゴウ								地図と一覧表をパワーポイント チズ イチラン ヒョウ

		3		FAX番号 バンゴウ								各項目ごとにページを作る カクコウモク ツク

		4		所在地 ショザイチ

		5		訪問可能な主な市町村 ホウモン カノウ オモ シチョウソン

		Ｑ2.重症心身障害児（者）の定義をご存知ですか ジュウショウシンシンショウガイジ シャ テイギ ゾンジ

		Ｑ2-1		知っている シ

		Ｑ2-2		知らない シ

		Ｑ3.重症心身障害児（者）の方（家族・関係機関等）からの相談を受けたことがありますか ジュウショウシンシンショウガイジ シャ カタ カゾク カンケイ キカン ナド ソウダン ウ

		Ｑ3-1		1		ある

		Ｑ3-2		2		ない

		Ｑ3-1-Ａ

				Ａ-1それは誰からの相談でしたか ダレ ソウダン

				1		ａ.家族 カゾク

				2		ｂ.支援者 シエンシャ

				3		ｃ.関係機関 カンケイ キカン

				Ａ-2それはどんな相談でしたか（複数回答可） ソウダン フクスウ カイトウ カ

				1		ａ.生活上の相談 セイカツ ジョウ ソウダン

				2		ｂ.医療的な相談 イリョウテキ ソウダン

				3		ｃ.制度に関する相談 セイド カン ソウダン

				4		ｄ.教育に関する相談 キョウイク カン ソウダン

				5		ｅ.サービス等利用計画書作成に関する相談 ナド リヨウ ケイカクショ サクセイ カン ソウダン

				6		ｆ.その他 タ

				Ａ-3それらの相談事業所として対応（解決）はできましたか ソウダン ジギョウショ タイオウ カイケツ

				1		ａ.できた

				2		ｂ.できなかった

				Ａ-3-1それはどうしてですか

				1		ａ解決手段・方法がなかった カイケツ シュダン ホウホウ

				2		ｂ.ほかの相談支援事業所に依頼した ソウダン シエン ジギョウショ イライ

				3		ｃ.行政に依頼した ギョウセイ イライ

				4		ｄ.その他 タ

		Ｑ4.Ｑ3-2「ない」→これから重症心身障害児（者）の方（本人・家族等）からの相談があればどのように対応されますか ジュウショウシンシンショウガイジ シャ カタ ホンニン カゾク ナド ソウダン タイオウ

				Ｑ4-1		自分の事業所で対応する ジブン ジギョウショ タイオウ

				Ｑ4-2		ほかの相談支援事業所へ依頼する ソウダン シエン ジギョウショ イライ

				Ｑ4-3		行政に依頼する ギョウセイ イライ

				Ｑ4-4		その他 タ

		Ｑ5.重症心身障害児（者）の方のサービス等利用計画書を作成したことがありますか ジュウショウシンシンショウガイジ シャ カタ ナド リヨウ ケイカクショ サクセイ

				Ｑ5-1		ある

				Ｑ5-2		ない

						Ｑ5-1-Ａ		「ある」と回答→作成にあたり、苦労したこと困ったことがありましたか カイトウ サクセイ クロウ コマ

						Ｑ5-2-Ａ		「ない」と回答 カイトウ

						1		ａ.今後依頼があれば作成する コンゴ イライ サクセイ

						2		ｂ.他の相談支援事業所に依頼する ホカ ソウダン シエン ジギョウショ イライ

						3		ｃ.作成するかどうかわからない サクセイ

						Ｑ5-2-Ａ-1		b.cを回答→それはどうしてですか カイトウ

		Q6.重症心身障害児（者）の方がより良い在宅生活をしていく上で何か必要だと思うことがあればご自由にお書きください ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ カタ ヨ ザイタク セイカツ ウエ ナニ ヒツヨウ オモ ジユウ カ



		承諾可否 ショウダク カヒ		Q1												Ｑ2.重症心身障害児（者）の定義をご存知ですか ジュウショウシンシンショウガイジ シャ テイギ ゾンジ				Ｑ3.重症心身障害児（者）の方（家族・関係機関等）からの相談を受けたことがありますか ジュウショウシンシンショウガイジ シャ カタ カゾク カンケイ キカン ナド ソウダン ウ																														Ｑ4.Ｑ3-2「ない」→これから重症心身障害児（者）の方（本人・家族等）からの相談があればどのように対応されますか ジュウショウシンシンショウガイジ シャ カタ ホンニン カゾク ナド ソウダン タイオウ										Ｑ5.重症心身障害児（者）の方のサービス等利用計画書を作成したことがありますか ジュウショウシンシンショウガイジ シャ カタ ナド リヨウ ケイカクショ サクセイ										Q6.重症心身障害児（者）の方がより良い在宅生活をしていく上で何か必要だと思うことがあればご自由にお書きください ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ カタ ヨ ザイタク セイカツ ウエ ナニ ヒツヨウ オモ ジユウ カ

				事業所名 ジギョウショ メイ		電話番号 デンワ バンゴウ		FAX番号 バンゴウ		郵便番号 ユウビンバンゴウ		所在地 ショザイチ		訪問可能な主な市町村 ホウモン カノウ オモ シチョウソン		知っている		知らない シ		ある		ない		それは誰からの相談でしたか						それはどんな相談でしたか														それらの相談事業所として対応（解決）はできましたか						自分の事業所で対応する ジブン ジギョウショ タイオウ		他の相談支援事業所へ依頼する ホカ ソウダン シエン ジギョウショ イライ		行政に依頼する ギョウセイ イライ		その他 タ				ある		ない		「ある」と回答		「ない」
と回答		b.c（23）を回答

																								家族 カゾク		支援者 シエンシャ		関係機関 カンケイ キカン		生活上の相談 セイカツ ジョウ ソウダン		医療的な相談 イリョウテキ ソウダン		制度に関する相談 セイド カン ソウダン		教育に関する相談 キョウイク カン ソウダン		サービス等利用計画書作成に関する相談 ナド リヨウ ケイカクショ サクセイ カン ソウダン		その他 タ		その他回答 タ カイトウ		それらの相談事業所として対応（解決）はできましたか		それはどうしてですか		それはどうしてですか

		否 イナ		手話通訳派遣協会相談支援事業所		0287-73-4422		0287-62-7776		325-0026		栃木県那須塩原市上厚崎431-17 ３２５－００２６				0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		0		1		本事業所と同様の地域で一般相談支援事業所と連携を図り対応する ホン ジギョウショ ドウヨウ チイキ イッパン ソウダン シエン ジギョウショ レンケイ ハカ タイオウ		0		1		0		2		当事業所は手話通訳派遣を主目的とする事業所であるため、聴覚障害に対するノウハウはあるがそれ以外の障害者に対応する専門性を有していない為 トウ ジギョウショ シュワ ツウヤク ハケン シュモクテキ ジギョウショ チョウカク ショウガイ タイ イガイ ショウガイシャ タイオウ センモンセイ ユウ タメ

		否 イナ		相談支援事業所すまいる		0285-45-7199		0285-45-8437		329-0205		小山市間々田750-1		小山市 オヤマシ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		1		0				0		1		0		3		現在担当させていただいているケースの他に受け入れる時間的余裕がないため。また専門的な知識や経験がなく自信がないため。 ゲンザイ タントウ ホカ ウ イ ジカンテキ ヨユウ センモンテキ チシキ ケイケン ジシン

		否 イナ		やまゆりの里		0284-90-2030		0284-90-2031		326-0011		足利市大沼田町525-1		足利市 アシカガシ		0		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		ショートステイの利用が可能かどうか リヨウ カノウ		2		1		ショートの利用を希望していたが、幼児で夜間に吸引が必要とのことだったので職員配置上困難と判断 リヨウ キボウ ヨウジ ヤカン キュウイン ヒツヨウ ショクイン ハイチ ジョウ コンナン ハンダン		0		0		0		0				0		1		0		2		あしかがの森さんが近くにあり専門性もあるため モリ チカ センモンセイ

		否 イナ		相談支援センターひかり		028-612-7717		028-612-7718		320-0072		宇都宮市若草4-20-7		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		0		1		0		1		0		0		1		0		1		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		居宅介護事業所とニーズのマッチング キョタク カイゴ ジギョウショ		0				短期入所事業所（医療的ケア対応型）の整備 タンキ ニュウショ ジギョウショ イリョウテキ タイオウガタ セイビ

		否 イナ		相談支援センター歩み		028-667-5151		028-667-5150		321-3233		宇都宮市上籠谷町3792		真岡市、芳賀町、宇都宮市 モオカシ ハガマチ ウツノミヤシ		0		1		1		0		0		1		0		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		毎日お会いしている方ではないしお話ができる方ではないので、計画書を作ることは少々戸惑いはありましたが、すべて療育指導室の先生にご指導いただき作成することができました。お幸せな時を過ごしてほしいという思いはいっぱいありますが、なにも出来ていない自分が申し訳ないような気持ちです。 マイニチ ア カタ ハナシ カタ ケイカクショ ツク ショウショウ トマド リョウイク シドウシツ センセイ シドウ サクセイ シアワ トキ ス オモ デキ ジブン モウ ワケ キモ		0				すみません。経験不足で在宅の方はよくわかりませんが、独立行政法人国立病院機構宇都宮病院にお伺いし行き届いた介護、職員の先生方の情熱にこういうところで重症心身障害者の方が過ごせることは幸せなのでは…としみじみ思いました。 ケイケン ブソク ザイタク カタ ドクリツ ギョウセイ ホウジン コクリツ ビョウイン キコウ ウツノミヤ ビョウイン ウカガ イ トド カイゴ ショクイン センセイガタ ジョウネツ ジュウショウ シンシン ショウガイシャ カタ ス シアワ オモ

		否 イナ		ワークス共育		0287-39-5593		0287-39-5630		329-2213		那須塩原市上大貫2028-2				1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		0		1		状況に応じて対応する ジョウキョウ オウ タイオウ		0		1				1				相談支援専門員のレベルアップが必要ではないかと思います ソウダン シエン センモンイン ヒツヨウ オモ

		否 イナ		指定特定相談支援センタードリーム		0288-32-2280		0288-32-2281		321-2341		日光市大沢町274		日光市、塩谷町、鹿沼市、宇都宮市 ニッコウシ シオヤ チョウ カヌマシ ウツノミヤ シ		0		1		1		0		1		0		0		1		1		1		0		0		0				1		0				0		0		0		0				1		0		計画を作成するにあたり医療機関との連携方法を具体化していくことに連絡調整に時間を要しました。また医師同士でのやりとりの方が早いように感じました。※解決できたと言っても施設の空き待ちで関係する病院で入院しております。 ケイカク サクセイ イリョウ キカン レンケイ ホウホウ グタイカ レンラク チョウセイ ジカン ヨウ イシ ドウシ ホウ ハヤ カン カイケツ イ シセツ ア マ カンケイ ビョウイン ニュウイン		0				入所ではなく、医療ケアのできる短期入所やグループホーム、日中一時、生活介護の拡充が必要であること。また重症心身障害児（者）への理解を広めていき、理解者を増やすこと、訪問看護、訪問医療、居宅介護も活用しやすい環境づくりを相談支援専門員はネットワークづくりに努めなければんらないと思います。 ニュウショ イリョウ タンキ ニュウショ ニッチュウ イチジ セイカツ カイゴ カクジュウ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ リカイ ヒロ リカイシャ フ ホウモン カンゴ ホウモン イリョウ キョタク カイゴ カツヨウ カンキョウ ソウダン シエン センモンイン ツト オモ

		否 イナ		ユーファーム支援センター		028-689-0070		028-680-0750		321-0972		宇都宮市下川俣町206-127		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2		これまでの実績として主に就労系の利用計画の作成を行っており重症心身障害児の方への支援については経験や人員の不足から対応が困難であると思われるため ジッセキ オモ シュウロウ ケイ リヨウ ケイカク サクセイ オコナ ジュウショウ シンシン ショウガイジ カタ シエン ケイケン ジンイン フソク タイオウ コンナン オモ

		否 イナ		障害者相談支援センターひびき		028-666-7601		028-666-7602		321-0403		宇都宮市下小倉町1536		宇都宮市、さくら市 ウツノミヤシ シ		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2		かつて受け入れたことがなく、またスタッフにも医療的ケアの知識や経験が乏しく、自信をもって迎え入れることができない ウ イ イリョウテキ チシキ ケイケン トボ ジシン ムカ イ		受け入れる施設が近辺にあること ウ イ シセツ キンペン

		否 イナ		相談支援事業ぴゅあ		028-611-1771		028-611-1772		321-0911		宇都宮市問屋町3426-46		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2

		否 イナ		指定特定相談支援事業所すえひろ		0287-23-3962		0287-24-1670		324-0042		大田原市末広1-2-5		大田原市、大田原市以外は交通費を受領 オオタワラシ オオタワラシ イガイ コウツウヒ ジュリョウ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2		事業所の対象を精神障害に限定し、市に申請しているため ジギョウショ タイショウ セイシン ショウガイ ゲンテイ シ シンセイ

		否 イナ		相談支援センターふじみだい		0285-44-0200		0285-44-4255		329-0412		下野市芝1123		下野市 シモノ シ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		0		1		ケースによって検討 ケントウ		0		1				2

		否 イナ		相談支援センターひゅーまにあ宇都宮		028-678-5385		028-678-5395		320-0802		宇都宮市江野町6-15大立ビル4階		宇都宮市（鹿沼市等近隣市町村） ウツノミヤシ カヌマシ ナド キンリン シチョウソン		0		1		1		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		あるではありますが、初めての作成でまた完成はしていない段階です。病院で実施されている活動医療等で自分自身が未熟で理解が足りていない為に苦労しています。 ハジ サクセイ カンセイ ダンカイ ビョウイン ジッシ カツドウ イリョウ ナド ジブン ジシン ミジュク リカイ タ タメ クロウ		0				①医療面での安心②外部と交流する機会③家族の方への支援 イリョウ メン アンシン ガイブ コウリュウ キカイ カゾク カタ シエン

		否 イナ		地域活動支援センターあしかが		0284-41-2643		0284-43-0463		326-0808		足利市本城1-1547		足利市 アシカガシ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0						0		1		0		0				0		1				2		専門外で知識等はなく、計画書の作成は難しいため センモンガイ チシキ トウ ケイカクショ サクセイ ムズカ

		否 イナ		南那須地区障害者相談支援センター		0287-80-1020		0287-80-1027		321-0624		那須烏山市旭1-18-8		那須烏山市、那珂川町 ナスカラスヤマシ ナカガワマチ		1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		アセスメント、院内での面会予定の調整、家族への説明など インナイ メンカイ ヨテイ チョウセイ カゾク セツメイ		0				在宅医療、訪問リハビリなど24時間対応出来る専門家チーム ザイタク イリョウ ホウモン ジカン タイオウ デキ センモンカ

		否 イナ		ワン・ハーモニー		0287-22-8255		0287-48-7225		324-0042		大田原市末広1-3618-13				0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				0

		否 イナ		ひまわり相談支援事業所		0282-20-5006		0282-23-4878		328-0052		栃木市祝町12－9				0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		1		0				0		1				3		意思伝達が自分にとって受け止められるかに不安があるため イシ デンタツ ジブン ウ ト フアン

		否 イナ		サンフラワーライフ		0285-22-1109		0285-22-1345		323-0808		小山市出井1936		小山市内 オヤマシナイ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				3		近隣に受け入れ施設が少なく在宅福祉サービスに向けるのが難しい キンリン ウ イ シセツ スク ザイタク フクシ ム ムズカ

		否 イナ		natu- la(ナチュラ)		0287-67-3115		0287-67-3115		329-3153		那須塩原市大原間239-1		那須塩原市、大田原市、那須町 ナスシオバラ シ オオタワラシ ナスマチ		0		1		1		0		1		0		0		1		1		1		0		0		0				1		0				0		0		0		0				1		0		サービス自体の幅がせまいため、本人が安全に安心した生活をうけられるためにどう組み合わせたら良いか。又、家族によっては苦手な事業所もあり限られた事業所を探すのが難しかった。 ジタイ ハバ ホンニン アンゼン アンシン セイカツ ク ア ヨ マタ カゾク ニガテ ジギョウショ カギ ジギョウショ サガ ムズカ		0				訪問系のサービスがもっと充実して欲しい ホウモン ケイ ジュウジツ ホ

		否 イナ		相談支援事業所ふるさとホーム那須		0287-98-3001		0287-98-8080		324-0414		大田原市片府田1301-59		大田原市、那須町、那須塩原市、周辺 オオタワラシ ナスマチ ナスシオバラ シ シュウヘン		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2		主な精神知的関係なので、今後はできるよう専門的な部分の勉強が必要です。 オモ セイシン チテキ カンケイ コンゴ センモンテキ ブブン ベンキョウ ヒツヨウ		①専門相談②居場所③地域の理解 センモン ソウダン イバショ チイキ リカイ

		否 イナ		特定相談支援事業所きのこ		028-635-8746		028-635-8778		320-0846		栃木県宇都宮市滝の原2-4-42 ３２０－０８４６		宇都宮市 ウツノミヤシ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		1		0				0		1				3		どのように作成したらいいか不安のため サクセイ フアン

		否 イナ		こども発達支援センター鹿沼市あおば園		0289-63-1745		0289-63-1745		322-0074		鹿沼市日吉町320－1				1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		1		0				0		1				2		相談支援専門員の不足、児童発達支援事業所利用のための計画書作成が主な業務になっている ソウダン シエン センモンイン フソク ジドウ ハッタツ シエン ジギョウショ リヨウ ケイカクショ サクセイ オモ ギョウム

		否 イナ		障害者相談支援センターみつか・Ｒｕ		028-648-3971		028-648-3936		321-0347		宇都宮市飯田町261		宇都宮市、鹿沼市 ウツノミヤシ カヌマシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		1		状況に応じして他機関と連携し判断する場合もある ジョウキョウ オウ ホカ キカン レンケイ ハンダン バアイ		0		1				1		計画依頼の状況に応じて対応できない月もある（モニタリング件数） ケイカク イライ ジョウキョウ オウ タイオウ ツキ ケンスウ

		否 イナ		工房つばさ		0285-40-0388		0285-40-6700		329-0401		下野市箕輪425-1		下野市、上三川町、壬生町、ただし状況に応じて対応することが難しい場合もある シモノ シ カミノカワマチ ミブマチ ジョウキョウ オウ タイオウ ムズカ バアイ		1		0		1		0		1		0		0		1		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		短期入所、ヘルパーなどの利用希望があっても受け入れてくれる事業所が見つからない タンキ ニュウショ リヨウ キボウ ウ イ ジギョウショ ミ		3		状況により作成することができない場合がある ジョウキョウ サクセイ バアイ		重心の方の短期入所等の利用ができるところが必要。在宅でのサービスの受入必要だと思われる。 ジュウシン カタ タンキ ニュウショ ナド リヨウ ヒツヨウ ザイタク ウケイレ ヒツヨウ オモ

		否 イナ		相談支援事業所グーフォ		028-673-0002		028-671-0785		329-1105		宇都宮市中岡本町3178-3				1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1				在宅生活を支える家族に負担が重くならないようにする。緊急時に対応してくれる医療ケア付きの宿泊施設を増やしてほしい ザイタク セイカツ ササ カゾク フタン オモ キンキュウジ タイオウ イリョウ ツ シュクハク シセツ フ

		否 イナ		那珂川町社協相談支援事業所		0287-92-1273		0287-92-1295		324-0613		那珂川町馬頭560-1		那珂川町 ナカガワマチ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				0				移動支援サービス イドウ シエン

		否 イナ		相談支援事業所大山田ノンフェール		0287-93-0660		0287-83-8182		324-0602		那珂川町大山田下郷955		那珂川町 ナカガワマチ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		1		0				0		1				2		平成27年度で相談支援事業を終了するため ヘイセイ ネンド ソウダン シエン ジギョウ シュウリョウ

		否 イナ		在宅サポートこころ		028-651-0780		028-651-0781		320-0042		宇都宮市材木町4-24				0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2

		否 イナ		相談支援事業所みらい ソウダン シエン ジギョウショ		0280-57-2673		0280-57-2673		329-0111		野木町丸林371-12		野木町、小山市 ノギマチ オヤマシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		0		1		しかるべき関係機関と連携して対応する カンケイ キカン レンケイ タイオウ		0		1				3		重症心身のノウハウがない ジュウショウ シンシン

		否 イナ		大田原市社会福祉協議会		0287-54-1849		0287-54-2745		324-0233		栃木県大田原市黒羽田町848 ３２４－０２３３		大田原市内 オオタワラシナイ		0		1		1		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0				2		1				0		1		0		0				0		1				2		職員が未熟なため ショクイン ミジュク		在宅医療の充実、居宅介護の２４時間対応（サービス事業所）の充実 ザイタク イリョウ ジュウジツ キョタク カイゴ ジカン タイオウ ジギョウショ ジュウジツ

		否 イナ		障がい者相談支援センターとまつり		028-680-5570		028-680-5271		320-0052		宇都宮市中戸祭町813		宇都宮市、近隣市町村 ウツノミヤシ キンリン シチョウソン		0		1		1		0		1		0		0		1		0		0		0		0		1		親子間の関わり オヤコ カン カカ		0		0		現在対応中 ゲンザイ タイオウチュウ		0		0		0		0				1		0		保護者との連携がとれない ホゴシャ レンケイ		0

		否 イナ		宇都宮市社会福祉協議会		028-636-1536		028-636-1537		320-0806		宇都宮市中央1-1-15		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		0				2		1		医療的ケアが必要な方が長時間外出したい。長時間支援者の拘束、移動手段（車の中での対応）、医療的ケアが必要な方が外出したいときに外出できる環境がすぐに整えられない、医療的けが必要な方で要介助であるが、歩行できる方が利用できる短期入所先はないか（アクセス時間も含む） イリョウテキ ヒツヨウ カタ チョウジカン ガイシュツ チョウジカン シエン シャ コウソク イドウ シュダン クルマ ナカ タイオウ イリョウテキ ヒツヨウ カタ ガイシュツ ガイシュツ カンキョウ トトノ イリョウテキ ヒツヨウ カタ ヨウ カイジョ ホコウ カタ リヨウ タンキ ニュウショ サキ ジカン フク		0		0		0		0				1		0		専門的（医療面）な知識がなく、専門用語が多く調べたり聞いたりしながら支援していくこと。長く関わらないと親の思いまで聞き出せないこと。 センモンテキ イリョウ メン チシキ センモン ヨウゴ オオ シラ キ シエン ナガ カカ オヤ オモ キ ダ		0				当事者が何歳になっても利用できるサービス環境（短期入所、訪問入浴など）。教育もほかのお子さん同様平等に受けられる機会（学校行事も含む）。相談対応できる人材の確保。緊急時でも利用できるサービスの調整・確保。直接支援できるサービス・人材を増やすこと。 トウジシャ ナンサイ リヨウ カンキョウ タンキ ニュウショ ホウモン ニュウヨク キョウイク コ ドウヨウ ビョウドウ ウ キカイ ガッコウ ギョウジ フク ソウダン タイオウ ジンザイ カクホ キンキュウジ リヨウ チョウセイ カクホ チョクセツ シエン ジンザイ フ

		承諾 ショウダク		ライフサポートセンターゆめ		0280-33-3624		0280-57-4624		329-0111		野木町丸林630-4		野木町、その周辺地域 ノギマチ シュウヘン チイキ		1		0		1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		1		福祉サービス利用に関する相談 フクシ リヨウ カン ソウダン		1		0				0		0		0		0				1		0		医療的な情報、知識に乏しくわからない用語などが数多く出てきた。医療的ケアの内容の聞き取り（どの部分を聞いていけばよいのか） イリョウテキ ジョウホウ チシキ トボ ヨウゴ カズオオ デ イリョウテキ ナイヨウ キ ト ブブン キ		0				Ｆａの負担軽減のためのレスパイト先（ＨＰ、ＳＳ機関等）。家族それぞれの訴え、希望を明確にしていく。関係機関がチームになりＦａの支え応援をしていく。 フタン ケイゲン サキ キカンナド カゾク ウッタ キボウ メイカク カンケイ キカン ササ オウエン

		承諾 ショウダク		足利ケアサービス		0284-21-7630		0284-21-3109		326-0843		足利市五十部町809-3		足利市、佐野市、太田市 アシカガシ サノシ オオタシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		0		1		ケースによって対応する タイオウ		0		1				3

		承諾 ショウダク		相談支援センターみさと		0285-72-9767				321-4104		芳賀郡益子町大沢2800-5		芳賀郡内（真岡市、益子町、市貝町、芳賀町、茂木町） ハガ グンナイ モオカシ マシコ チョウ イチ ガイ マチ ハガマチ モギマチ		1		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		資源が少ない、短期入所先の確保が難しかった。計画を作るのには、医療情報が難しく感じられた。 シゲン スク タンキ ニュウショ サキ カクホ ムズカ ケイカク ツク イリョウ ジョウホウ ムズカ カン		0				連携の取れる医療関係者がたくさん地域の中にいてくれると安心して生活できるかな。外出や余暇の充実を図るために医療の必要な人の生活が限られてしまっている（あきらめてしまっている） レンケイ ト イリョウ カンケイシャ チイキ ナカ アンシン セイカツ ガイシュツ ヨカ ジュウジツ ハカ イリョウ ヒツヨウ ヒト セイカツ カギ

		承諾 ショウダク		サポートセンターとみや生活支援センター		028-665-8230		028-665-8230		321-2116		宇都宮市徳次郎町540		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		0		1		0		0		0		0		1		1		1		1		1		0				0		1		医療的なケアが必要な利用者様の日中活動先が限られて利用できない人がいる。学校との連携が取りにくい。通勤手段・行事参加制限があり平等性が保たれない。学校はサービスで対応を望み、福祉行政は教育で何とかするべきとつねに折り合わない。 イリョウテキ ヒツヨウ リヨウシャサマ ニッチュウ カツドウ サキ カギ リヨウ ヒト ガッコウ レンケイ ト ツウキン シュダン ギョウジ サンカ セイゲン ビョウドウセイ タモ ガッコウ タイオウ ノゾ フクシ ギョウセイ キョウイク ナン オ ア		0		0		1		0		協力してほしい キョウリョク		1		0		利用できるサービスが限られている。社会参加できる機会が少なく、場が限られている。介護者の負担軽減が取りにくい。夢や希望を叶えるための資源が少ない。 リヨウ カギ シャカイ サンカ キカイ スク バ カギ カイゴシャ フタン ケイゲン ト ユメ キボウ カナ シゲン スク		0				通勤手段、保護者なくても教育が受けられる環境。常に親同行を求めるのでは、自立につながらず、いつになっても親の負担は軽減されない。親が安心して託せる日中活動の場。社会参加、役割を担える環境作り、職場。地域で生活していくための交流の機会や場があるといい。緊急的にレスパイトを受け入れてくれる場。 ツウキン シュダン ホゴシャ キョウイク ウ カンキョウ ツネ オヤ ドウコウ モト ジリツ オヤ フタン ケイゲン オヤ アンシン タク ニッチュウ カツドウ バ シャカイ サンカ ヤクワリ ニナ カンキョウ ヅク ショクバ チイキ セイカツ コウリュウ キカイ バ キンキュウテキ ウ イ バ

		承諾 ショウダク		社会就労センターえいぶるの里 シャカイ シュウロウ サト		0285-22-4561		0285-224581		323-0003		小山市東島田2403-2		小山市、下野市、上三川町、野木町、結城市、古河市、筑西市 オヤマシ シモノ シ カミノカワマチ ノギマチ ユウキシ コガシ ツク ニシ シ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				1		0		自己決定が難しいため、家族中心の考えになってしまうこと。また、利用できる社会資源が少ない。 ジコ ケッテイ ムズカ カゾク チュウシン カンガ リヨウ シャカイ シゲン スク		1				関係機関との連携、特に在宅が長い方は医療機関とのかかわりが家族も含め、希薄になってしまい、二次障害に対応できない。地域に総合的に支援でき、医療的ケアが受けられる場所、または訪問医療の充実が必要と思います。 カンケイ キカン レンケイ トク ザイタク ナガ カタ イリョウ キカン カゾク フク キハク ニジ ショウガイ タイオウ チイキ ソウゴウテキ シエン イリョウテキ ウ バショ ホウモン イリョウ ジュウジツ ヒツヨウ オモ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所「ピュア」		0282-31-3911		0282-31-3912		328-0133		栃木市大森町465		栃木市、鹿沼市、佐野市、小山市、壬生町 トチギシ カヌマシ サノシ オヤマシ ミブマチ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1

		承諾 ショウダク		社会福祉法人とちのみ会　こなかの森 シャカイ フクシ ホウジン カイ モリ		0283-24-5757		0283-24-6294		327-0001		佐野市小中町1280		佐野市、足利市 サノシ アシカガシ		1		0		1		0		1		0		0		1		0		1		0		0		0				1		2		通所型のため、短期入所の受け入れはサービスとして提供できず、他施設の紹介、相談支援事業につなげている。 ツウショ ガタ タンキ ニュウショ ウ イ テイキョウ タ シセツ ショウカイ ソウダン シエン ジギョウ		0		0		0		0				1		0		療養型短期入所ほかの施設への短期入所の受け入れ状況など、受け入れ場所を見つけるなど。短期入所時の発作発症時医療への繋ぎが困難。問題多（かかりつけ医への搬送） リョウヨウガタ タンキ ニュウショ シセツ タンキ ニュウショ ウ イ ジョウキョウ ウ イ バショ ミ タンキ ニュウショ ジ ホッサ ハッショウ ジ イリョウ ツナ コンナン モンダイ タ イ ハンソウ		0				佐野市には、身障（重心）短期入所施設がなく老人施設に佐野市が委託しているが、利用する人もいなく、サービスが使いづらい状態にある。短期入所受け入れ可能施設が増えることで、家族のほうも使いやすく利便性があがると考えます。 サノシ シンショウ ジュウシン タンキ ニュウショ シセツ ロウジン シセツ サノシ イタク リヨウ ヒト ツカ ジョウタイ タンキ ニュウショ ウ イ カノウ シセツ フ カゾク ツカ リベンセイ カンガ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所テトテ		0287-36-7171		0287-36-7181		329-2732		那須塩原市一区町251-1		那須塩原市（大田原、矢板、那須町、那珂川町、烏山） ナスシオバラ シ オオタワラ ヤイタ ナスマチ ナカガワマチ カラスヤマ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		0		1		委託の相談支援事業所や重心専門の事業所に相談する イタク ソウダン シエン ジギョウショ ジュウシン センモン ジギョウショ ソウダン		0		1				3		その方にとって、より専門性の高い方が対応することが望ましいと思いますので、作成が適するか否か周囲のサービス状況なども考慮して決めたいと思います。適切にアドバイスをいただける地域の環境が整っていれば、スキルアップ、経験の積み重ねのためにも作成したいです。 カタ センモンセイ タカ ホウ タイオウ ノゾ オモ サクセイ テキ イナ シュウイ ジョウキョウ コウリョ キ オモ テキセツ チイキ カンキョウ トトノ ケイケン ツ カサ サクセイ		相談支援専門員のスキルアップ。きめ細かい支援（サービスの充実）本人のニーズを正しく理解できる人材の育成と地域の理解。 ソウダン シエン センモンイン コマ シエン ジュウジツ ホンニン タダ リカイ ジンザイ イクセイ チイキ リカイ

		承諾 ショウダク		指定特定相談支援事業所あじさい		0287-60-3361		0287-60-3362		325-0034		那須塩原市東原166		那須塩原市、那須町 ナスシオバラ シ ナスマチ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2				訪問看護、訪問診療を行う医師が必要だと思います。 ホウモン カンゴ ホウモン シンリョウ オコナ イシ ヒツヨウ オモ

		承諾 ショウダク		障害者相談支援センターいぶき		028-678-3502		028-676-3501		329-1216		高根沢町桑窪2266-2		高根沢町 タカネザワマチ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1				短期入所など受け入れてくれる施設を増やしてほしい。県内で受け入れていただけない為、県外の施設を考えなくてはいけない方がいます。 タンキ ニュウショ ウ イ シセツ フ ケンナイ ウ イ タメ ケンガイ シセツ カンガ カタ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所わくわくおやま		0285-24-6575		0285-20-0255		323-0022		小山市駅東通り3-9-6		小山市 オヤマシ		1		0		1		0		1		1		1		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		関係事業所が多いことで情報収集連携等大変。医療機関とも連携を図る必要あり。レスパイト、ショートステイの受入困難。利用できる事業所が少ない。 カンケイ ジギョウショ オオ ジョウホウ シュウシュウ レンケイ ナド タイヘン イリョウ キカン レンケイ ハカ ヒツヨウ ウケイレ コンナン リヨウ ジギョウショ スク		0				重症心身障害児（者）を受け入れしてくれる事業所、施設がもっと多くあればよいと思われる。通所日中一時短期入所など。相談支援、計画作成についてもほかの事業所が受け入れてくれないとの理由で受け入れ可能事業所へ集中してしまう為、相談員への研修等を増やせばよいが。しかし日々の業務が多忙であるため、難しいのかな？ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ ウ イ ジギョウショ シセツ オオ オモ ツウショ ニッチュウ イチジ タンキ ニュウショ ソウダン シエン ケイカク サクセイ ジギョウショ ウ イ リユウ ウ イ カノウ ジギョウショ シュウチュウ タメ ソウダン イン ケンシュウ ナド フ ヒビ ギョウム タボウ ムズカ

		承諾 ショウダク		相談支援センターネクスト		080-8854-9551		0280-612-1558		320-0034		宇都宮市泉町6-25		宇都宮市 ウツノミヤシ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2

		承諾 ショウダク		相談支援事業のぞみ		0287-65-2288		0287-65-2282		329-3152		那須塩原市上中野53		那須塩原市、大田原市、那須町 ナスシオバラ シ オオタワラシ ナスマチ		1		0		1		0		0		0		1		1		1		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		現サービスでの医療ケアをふまえ、将来にむけて他事業との連携につなげるよう計画作成、調整に苦労した。 ゲン イリョウ ショウライ タ ジギョウ レンケイ ケイカク サクセイ チョウセイ クロウ		0				選択肢が増えるよう受け入れ可能な福祉サービス事業所の増加が必要だと思われます。 センタクシ フ ウ イ カノウ フクシ ジギョウショ ゾウカ ヒツヨウ オモ

		承諾 ショウダク		サポートセンターひばり		028-670-0330		028-667-7315		321-3236		宇都宮市竹下町435-159		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		苦労ではないが、お母様がとても一生懸命ですでにサービスも繋がっていたため、現状を計画にする形となったが、計画作成後のかかわりについて相談員としてどのようにすべきことが望ましいかと考える。 クロウ カアサマ イッショウケンメイ ツナ ゲンジョウ ケイカク カタチ ケイカク サクセイ ゴ ソウダン イン ノゾ カンガ		0				福祉サービスや医療、またボランティアが入室されるととてもよいと思います。また、介助者（家族）のケアも考えると気軽に参加できるようなイベント（医療が整っていたり、介助するボランティアさんがいたり）や、同じ重症心身障害児（者）をもつかたとのネットワークがあるといいのかなと思います。 フクシ イリョウ ニュウシツ オモ カイジョシャ カゾク カンガ キガル サンカ イリョウ トトノ カイジョ オナ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ オモ

		承諾 ショウダク		高根沢町障害児者生活支援センターすまいる タカネザワマチ		028-612-2751		028-612-2752		329-1225		栃木県塩谷郡高根沢町石末1825　福祉センター内 ３２９－１２２５ フクシ ナイ		高根沢町 タカネザワマチ		1		0		1		0		0		0		1		0		0		1		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		地元に使える資源がなく苦労した ジモト ツカ シゲン クロウ		0				①医療と福祉の連携ネットワーク②重心の方でも利用できるサービスが増えること③訪問診療医 イリョウ フクシ レンケイ ジュウシン カタ リヨウ フ ホウモン シンリョウ イ

		承諾 ショウダク		障害者相談支援センターフォレスト		0284-91-1816		0284-91-2867		326-0011		足利市大沼田町615		足利市及び近隣市町村 アシカガシ オヨ キンリン シチョウソン		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0				0

		承諾 ショウダク		障がい者相談支援事業所ケアサプライ		0287-73-5312		0287-73-5311		329-3221		栃木県那須郡那須町漆塚762-102 ３２９－３２２１		白河市、那須町、那須塩原市、大田原市 シラカワシ ナスマチ ナスシオバラシ オオタワラシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1				サービスを提供できる事業所の充実を図る テイキョウ ジギョウショ ジュウジツ ハカ

		承諾 ショウダク		南栃木支援センター相談支援		0285-44-6118		0285-44-7215		329-0412		下野市柴1432-105		下野市、小山市、壬生町 シモノ シ オヤマシ ミブマチ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		0		1		介護保険と併用する場合のみ対応する カイゴ ホケン ヘイヨウ バアイ タイオウ		0		1				3		介護保険と併用する場合のみ作成する カイゴ ホケン ヘイヨウ バアイ サクセイ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所とまり木		0287-54-2854		0287-54-2230		324-0231		大田原市北野上3952		大田原市、那須塩原市、那須町 オオタワラシ ナスシオバラシ ナスマチ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1				当事業所の対応範囲は現在、知的障害者特に中・軽度が主だが、精神（高次脳機能障害も含む）分野もやり始めている。今後重症心身障害者もほかの相談支援事業所の助けを得ながら、勉強しながら対応したいと考えている。そのために研修や見学の機会を多く作っていただきたい。今は、当事業所はその程度しか考えられない。 トウ ジギョウショ タイオウ ハンイ ゲンザイ チテキ ショウガイシャ トク チュウ ケイド オモ セイシン コウジ ノウ キノウ ショウガイ フク ブンヤ ハジ コンゴ ジュウショウ シンシン ショウガイシャ ソウダン シエン ジギョウショ タス エ ベンキョウ タイオウ カンガ ケンシュウ ケンガク キカイ オオ ツク イマ トウ ジギョウショ テイド カンガ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所ポンテ		028-652-7288		028-652-6355		321-0341		宇都宮市古賀志町1964-12		宇都宮、鹿沼、日光、壬生 ウツノミヤ カヌマ ニッコウ ミブ		0		1		1		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0				0				未就学児（3～5才）の方の医療型児童発達支援を分離で行う施設が数か所あると良いと思います。 ミシュウガクジ サイ カタ イリョウ ガタ ジドウ ハッタツ シエン ブンリ オコナ シセツ スウ ショ ヨ オモ

		承諾 ショウダク		相談支援センター光輝舎		0285-70-2020		0285-72-8222		321-4105		芳賀郡益子町北中1113-1		芳賀郡、真岡市等 ハガ グン モオカシ ナド		1		0		1		0		1		1		1		1		0		1		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		利用できるサービス事業所が少ない。重心児者に合わせたプログラムが見つからない（近隣で） リヨウ ジギョウショ スク ジュウシン ジ シャ ア ミ キンリン		0				本人の状態にもよるが、重度化する状況に対応できる事業所の確保。家族の負担が大きくなり在宅生活の継続が困難になることが予測されるので、在宅で支援が受けられるような体制の充実と、レスパイトサービスの拡大。 ホンニン ジョウタイ ジュウドカ ジョウキョウ タイオウ ジギョウショ カクホ カゾク フタン オオ ザイタク セイカツ ケイゾク コンナン ヨソク ザイタク シエン ウ タイセイ ジュウジツ カクダイ

		承諾 ショウダク		特定相談支援事業所やすらぎ		028-650-7727		028-650-7728		320-0011		宇都宮市富士見が丘3－19－20		宇都宮市 ウツノミヤシ		0		0		1		0		1		0		0		0		0		1		1		0		0				0		3		対応できるヘルパーがいれば支援する タイオウ シエン		0		0		0		0				0		1				3

		承諾 ショウダク		障がい者支援センターにんべん		028-686-2539		028-686-2584		329-1417		さくら市フィオーレ喜連川5-2-1　フィオーレガーデン1-102		さくら市 シ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1				地域資源アンケートをいただきありがとうございました。設問に対しまして知識不足にこれでいいのかという思いです。相談支援専門員として設問にありました「3」要望がでますれば、先輩相談員・各職種の方々に相談・指導をいただき、相談支援事業を行ってみたいと考えます。大島先生について学ばせて頂きました。 チイキ シゲン セツモン タイ チシキ ブソク オモ ソウダン シエン センモンイン セツモン ヨウボウ センパイ ソウダン イン カクショクシュ カタガタ ソウダン シドウ ソウダン シエン ジギョウ オコナ カンガ オオシマ センセイ マナ イタダ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所おやま		0285-22-1833		0285-228946		323-0014		小山市喜沢660		小山市、下野市 オヤマシ シモノ シ		1		0		1		0		1		1		0		0		0		0		0		1		0				2		3				0		0		0		0				1		0		本人の意思が明確でないので親の意向中心のものになってしまった。 ホンニン イシ メイカク オヤ イコウ チュウシン		0

		承諾 ショウダク		真岡介護センター		0285-80-5200		0285-80-5211		321-4361		真岡市並木町1-8-1　シティ並木102 ナミキ		真岡市、芳賀町南部、市貝町南部、益子町西部、上三川東部 モオカシ ハガマチ ナンブ イチ ガイ チョウ ナンブ マシコ チョウ セイブ カミノカワ トウブ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		0		1				0		1				3		担当者の受け持ちケースの状況など考慮し対応できるか検討したい タントウシャ ウ モ ジョウキョウ コウリョ タイオウ ケントウ

		承諾 ショウダク		さの社協相談支援センターほっぷ		0283-22-8152		0283-22-8199		327-0003		佐野市大橋町3212-27		佐野市全域 サノシ ゼンイキ		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2		現在相談支援専門員1名で行っているため ゲンザイ ソウダン シエン センモンイン メイ オコナ

		承諾 ショウダク		相談支援ウエイブ		0282-23-4465		0282-23-4465		328-0012		栃木市平柳町1-2-7		栃木市、壬生町 トチギシ ミブマチ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		1		0				0		1				2		指定特定相談支援事業で精神に対応しているため シテイ トクテイ ソウダン シエン ジギョウ セイシン タイオウ		ご家族の中だけでは生活がマンネリ化して単調になりかねないので、音楽、体を動かす、読み聞かせ麻痺・拘縮のマッサージなどのリハビリの頻度を高める。ご本人が楽しいと感じることを提供できる。ご家族が疲弊しないよう旅行や趣味などの充実した時間がもてるようサービスを利用していくこと。 カゾク ナカ セイカツ カ タンチョウ オンガク カラダ ウゴ ヨ キ マヒ コウシュク ヒンド タカ ホンニン タノ カン テイキョウ カゾク ヒヘイ リョコウ シュミ ジュウジツ ジカン リヨウ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所わらしべの家		0282-27-1627		0282-27-1675		328-0011		栃木市大宮町2708-3		栃木市 トチギシ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1		専門的な知識が不十分なため行政などの機関と相談しながらの対応となります センモンテキ チシキ フジュウブン ギョウセイ キカン ソウダン タイオウ		短期入所や移動支援などの福祉サービス利用時にお付き合いのある医療機関や訪問看護の看護師が同行でき緊急時の対応が迅速にとれる体制（すでにできていたらすみません） タンキ ニュウショ イドウ シエン フクシ リヨウ ジ ツ ア イリョウ キカン ホウモン カンゴ カンゴシ ドウコウ キンキュウジ タイオウ ジンソク タイセイ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所　空		0287-73-8165		0287-73-8165		329-3157		那須塩原市大原間西1-19-9		那須塩原市、大田原市、那須町 ナスシオバラ シ オオタワラシ ナスマチ		1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		重心のお子様の療育支援をやっていたので、苦労はありませんでしたが、医療（訪問看護）訪問リハ訪問入浴の制度を知らなかったので、その方々との連携が取れて大変勉強になりました。 ジュウシン コサマ リョウイク シエン クロウ イリョウ ホウモン カンゴ ホウモン ホウモン ニュウヨク セイド シ カタガタ レンケイ ト タイヘン ベンキョウ		0				医療的ケアの必要な方には支援スタッフ・必ず看護師の方が不在では双方安心したケアはできません。例）乳幼児の通所事業は保母と看護師さん。小学→高校までは義務教育がありますが事後に生活介護はもちろんですが、本当に重心の方の為の日中活動の場が不足しているとおもいますので重心の方の通所事業は必要と思います。家庭以外で通える場所→一時預かりや療育支援事業→高校卒業後は通所施設（一時預かりも含めて） イリョウテキ ヒツヨウ カタ シエン カナラ カンゴシ カタ フザイ ソウホウ アンシン レイ ニュウヨウジ ツウショ ジギョウ ホボ カンゴシ ショウガク コウコウ ギム キョウイク ジゴ セイカツ カイゴ ホントウ ジュウシン カタ タメ ニッチュウ カツドウ バ フソク ジュウシン カタ ツウショ ジギョウ ヒツヨウ オモ カテイ イガイ カヨ バショ イチジ アズ リョウイク シエン ジギョウ コウコウ ソツギョウゴ ツウショ シセツ イチジ アズ フク

		承諾 ショウダク		相談支援事業所みどり		0285-45-8362		0285-45-8397		329-0214		小山市乙女786-1		小山市、栃木市、古河市、結城市 オヤマシ トチギシ コガシ ユウキシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0		大人は対応可能 オトナ タイオウ カノウ		1		1		大人はあるが、こどもはない。先日訪問介護を事業所にお願いしたところどこの事業所も受けていただけなかった。 オトナ センジツ ホウモン カイゴ ジギョウショ ネガ ジギョウショ ウ		3		成人しか計画相談をしたことがないので不安である。当事業所は相談員が一名なので相談する相手がいない セイジン ケイカク ソウダン フアン トウ ジギョウショ ソウダン イン イチメイ ソウダン アイテ		サービス事業所で受けてもらえないケースがある。特に重心や精神知的等重複して疾患を持っていると問い合わせた時点でお断りされてします。 ジギョウショ ウ トク ジュウシン セイシン チテキ ナド チョウフク シッカン モ ト ア ジテン コトワ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所こころみ		0284-41-5039		0284-43-2665		326-0061		足利市田島町611-2				0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		1		0				0		1				3		これまで前例がなく、またこの障害について熟知した方（機関）があるならそちらでしていただいた方がご本人様にとってよい支援であると考えるから。※現在当法人の入所・通所等サービスを利用されている方の相談支援がほとんどの状況です。 ゼンレイ ショウガイ ジュクチ カタ キカン ホウ ホンニンサマ シエン カンガ ゲンザイ トウホウジン ニュウショ ツウショ ナド リヨウ カタ ソウダン シエン ジョウキョウ

		承諾 ショウダク		相談支援センターのどか　真岡センター		0285-81-5890		0285-85-8452		321-4305		真岡市荒町111-1		真岡市、芳賀町、市貝町、益子町、茂木町 モオカシ ハガマチ イチガイ マチ マシコ チョウ モギ マチ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1				在宅での生活では家族の介護負担の軽減が必要。フォーマルインフォーマルの枠にとらわれない福祉サービス。 ザイタク セイカツ カゾク カイゴ フタン ケイゲン ヒツヨウ ワク フクシ

		承諾 ショウダク		友井タクシー介護ステーションふれあい		0285-30-0840		0285-30-0844		323-0025		小山市城山町2丁目12-25		小山市 オヤマシ		1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		利用するサービスは多様で、施設・病院・学校など医療福祉事業所数も多く連携を図るのが困難。学校行事に参加するための会出自の支援サービスがない。 リヨウ タヨウ シセツ ビョウイン ガッコウ イリョウ フクシ ジギョウショ スウ オオ レンケイ ハカ コンナン ガッコウ ギョウジ サンカ カイ シュツジ シエン		0				ご家族様が安心して預けることができる施設と必要に預けられる施設の数は少ない。片道１時間以上かかるためとても不便に思います。呼吸器の方の預かり先は少ない。 カゾクサマ アンシン アズ シセツ ヒツヨウ アズ シセツ カズ スク カタミチ ジカン イジョウ フベン オモ コキュウキ カタ アズ サキ スク

		承諾 ショウダク		もくせいの里		0282-43-0593		0282-43-1387		329-4405		栃木市大平町西山田1198		栃木市内 トチギシナイ		0		1		1		0		1		0		0		1		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		ニーズにあてはまるサービスがなかった。例）①入浴支援②移送サービス　①自宅の浴槽では支援が入れず訪問入浴を検討。しかし、浴槽を置けるスペースがなく断念。②主たる介護者が入院。学校までの送迎ができず特例で市の移送サービスを利用するもかなり時間を要した。 レイ ニュウヨク シエン イソウ ジタク ヨクソウ シエン ハイ ホウモン ニュウヨク ケントウ ヨクソウ オ ダンネン シュ カイゴシャ ニュウイン ガッコウ ソウゲイ トクレイ シ イソウ リヨウ ジカン ヨウ		0				①地域の理解や協力②受け入れの拡大（重心の通所、24時間看護体制が整った短期入所）③デマンドタクシー等関係者の重心に対する理解（理解附属により資源として存在するが利用しがたい）④児童が入浴支援を受けられる環境（家族の身体的な介護負担軽減） チイキ リカイ キョウリョク ウ イ カクダイ ジュウシン ツウショ ジカン カンゴ タイセイ トトノ タンキ ニュウショ ナド カンケイシャ ジュウシン タイ リカイ リカイ フゾク シゲン ソンザイ リヨウ ジドウ ニュウヨク シエン ウ カンキョウ カゾク シンタイテキ カイゴ フタン ケイゲン

		承諾 ショウダク		足利障害者相談支援センター		0284-44-0307		0284-44-0318		326-0064		足利市東砂原後町1072		足利市、佐野市 アシカガシ サノシ		1		0		1		0		1		0		0		1		0		1		0		1		0				1		0				0		0		0		0				0		1				2		委託相談支援事業所のため イタク ソウダン シエン ジギョウショ		医療的ケアが整った施設のショートステイ充実が必要。また、特に呼吸器をつけた方のショート療養介護の利用とそれらを利用するための送迎体制の充実が必要。 イリョウテキ トトノ シセツ ジュウジツ ヒツヨウ トク コキュウキ カタ リョウヨウ カイゴ リヨウ リヨウ ソウゲイ タイセイ ジュウジツ ヒツヨウ

		承諾 ショウダク		指定障害者相談支援事業所あるしぇん		0282-86-7665		0282-21-7109		321-0201		栃木県下都賀郡壬生町安塚2032 ３２１－０２０１		壬生町 ミブマチ		1		0		1		0		1		0		0		1		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		①相談支援専門員として重症心身障害児（者）の方に対する支援の知識や経験が少ない②医療的ケアが必要となる方に対して対応できる福祉サービス（事業所）が少ない。 ソウダン シエン センモンイン ジュウショウシンシンショウガイジ シャ カタ タイ シエン チシキ ケイケン スク イリョウテキ ヒツヨウ カタ タイ タイオウ フクシ ジギョウショ スク		0				医療的ケアが必要な方に関して、福祉のサービスでは対応しきれない部分が多く、結果として家族が本人を抱え込まざるを得ない現状があるように感じます。家族の介護負担が少しでも軽減できるよう福祉サービスも柔軟な対応が出来るようになるといいなと思います。 イリョウテキ ヒツヨウ カタ カン フクシ タイオウ ブブン オオ ケッカ カゾク ホンニン カカ コ エ ゲンジョウ カン カゾク カイゴ フタン スコ ケイゲン フクシ ジュウナン タイオウ デキ オモ

		承諾 ショウダク		下野市相談支援事業所 こばと		0285-44-6783		0285-44-6783		329-0414		下野市小金井1146-6		下野市、上三川町 シモノ シ カミノカワマチ		1		0		1		0		0		0		1		1		0		1		1		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		医療的ケアが必要な乳幼児に対応できるヘルパー事業所。短期入所・日中一時支援事業所が近くにない（少ない）。 イリョウテキ ヒツヨウ ニュウヨウジ タイオウ ジギョウショ タンキ ニュウショ ニッチュウ イチジ シエン ジギョウショ チカ スク		0				設問5で回答した内容：外出可能な方は児童発達支援を利用可能であるが無理な方は外部との交流をもちにくい。訪問看護・訪問リハビリが入っているケースはいいがない場合母子で孤立しがち。幸いあそびの支援をしてくれるヘルパー事業所があり支援につながっている。ヘルパー利用を希望されない家庭、利用したくてもヘルパー事業所がない等支援に苦慮する。 セツモン カイトウ ナイヨウ ガイシュツ カノウ カタ ジドウ ハッタツ シエン リヨウ カノウ ムリ カタ ガイブ コウリュウ ホウモン カンゴ ホウモン ハイ バアイ ボシ コリツ サイワ シエン ジギョウショ シエン リヨウ キボウ カテイ リヨウ ジギョウショ ナド シエン クリョ

		承諾 ショウダク		相談支援センターぴあん ソウダン シエン		0282-31-1755		0282-31-2919		328-0067		栃木市皆川城内町333-2		栃木市、小山市 トチギシ オヤマシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1				これまで現場で関わったことがなく、事例検討でしか情報を把握しておらず不安はあります。でも関係機関やご家族様からいろいろなことを教えて頂きながら相談支援として専門性を活かせればと思っています。色々な立場の方からお話をお伺いしてもご家族や医療機関専門的な事業所の負担が大きく相談支援があまり役に立つことができていない（場合によっては自ら引いてしまう）今の現状を少しでも変えていければいいと思います。 ゲンバ カカ ジレイ ケントウ ジョウホウ ハアク フアン カンケイ キカン カゾクサマ オシ イタダ ソウダン シエン センモンセイ イ オモ イロイロ タチバ カタ ハナシ ウカガ カゾク イリョウ キカン センモンテキ ジギョウショ フタン オオ ソウダン シエン ヤク タ バアイ ミズカ ヒ イマ ゲンジョウ スコ カ オモ

		承諾 ショウダク		うつのみや		028-632-6074/090-4059-9728		028-632-6075		320-0861		宇都宮市西2-1-7		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				3		専門的な知識を社会資源のアドバイスを他相談支援事業所からいただきながらみずからの事業所で引き受けるという形が望ましい センモンテキ チシキ シャカイ シゲン ホカ ソウダン シエン ジギョウショ ジギョウショ ヒ ウ カタチ ノゾ

		承諾 ショウダク		サポートセンターきりん		028-612-3838		028-678-3257		321-0905		栃木県宇都宮市平出工業団地43-100 ３２１－０９０５		宇都宮市 ウツノミヤシ		0		1		1		0		1		0		0		1		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		療養介護に入所しているので他のサービスの利用が困難。そのための社会資源をつなげたり、活用したりするのが難しい。 リョウヨウ カイゴ ニュウショ ホカ リヨウ コンナン シャカイ シゲン カツヨウ ムズカ		0				今後、市町村などで展開されていく生活拠点に関する事業をうまく活用できればいいなと感じています。入所されている方々については地域とのつながり方が今後は重要になってくると思われますので、広く門扉を開けた活動などが多くなってくるといいなと思っています。 コンゴ シチョウソン テンカイ セイカツ キョテン カン ジギョウ カツヨウ カン ニュウショ カタガタ チイキ カタ コンゴ ジュウヨウ オモ ヒロ モンピ ア カツドウ オオ オモ

		承諾 ショウダク		さわやか相談支援センター		0280-57-4884		0280-57-4994		329-0112		野木町南赤塚1145-1		小山市、野木町、古河市、栃木市 オヤマシ ノギマチ コガシ トチギシ		0		1		1		0		0		0		1		0		0		1		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		現実的な目標の位置づけ ゲンジツテキ モクヒョウ イチ		0

		承諾 ショウダク		相談支援事業所つばさ		0287-53-7393		0287-53-7394		324-0044		大田原市親園824-1		大田原市、那須塩原市、那須烏山市、矢板市、さくら市、那須町、塩谷町、高根沢町 オオタワラシ ナスシオバラシ ナスカラスヤマシ ヤイタシ シ ナスマチ シオ タニ マチ タカネザワマチ		1		0		1		0		1		0		1		1		0		1		0		0		0				1		2		医療的なケアが必要なケース、将来的に短期入所につなげたいケースだった為、専門の事業所に依頼した イリョウテキ ヒツヨウ ショウライテキ タンキ ニュウショ タメ センモン ジギョウショ イライ		1		1		0		0				1		0		使えるサービスの少なさに調整が難しかった ツカ スク チョウセイ ムズカ		1				乳幼児期の受け入れ可能な福祉サービス等の社会資源が必要である。 ニュウヨウジ キ ウ イ カノウ フクシ ナド シャカイシゲン ヒツヨウ

		承諾 ショウダク		特定相談支援センターはじめ		0284-22-4561		0284-22-4562		326-0143		足利市葉鹿町735-1		足利市 アシカガシ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1

		承諾 ショウダク		上三川障がい児・者生活相談支援センター		0285-38-6854		0285-38-6841		329-0611		上三川町上三川5082-15		上三川町 カミノカワマチ		1		0		1		0		1		0		0		1		0		0		0		0		0				1		0				0		0		0		0				1		0				0

		承諾 ショウダク		はつらつサロン南天相談支援事業所		0285-22-4659		0285-38-6529		323-0027		小山市花垣町2-3-19		小山市、栃木市 オヤマシ トチギシ		0		0		1		0		1		1		0		1		1		1		1		1		0				0		0				0		0		0		0				1		0		利用したいサービス事業所が少なく生活改善、家族、支援者の負担軽減に繋がらない（訪問入浴、ショートステイ、生活介護などなど（就労Ａ型））医師によっては連携が困難。何処の精神科がよいかと利用者に問われるが答えは解らない。 リヨウ ジギョウショ スク セイカツ カイゼン カゾク シエンシャ フタン ケイゲン ツナ ホウモン ニュウヨク セイカツ カイゴ シュウロウ ガタ イシ レンケイ コンナン ドコ セイシンカ リヨウシャ ト コタ ワカ		0				本人の選択や受け入れ事業所の間口を広げる。例えば入浴はヘルパーの2人対応で行ているがヘルパー不足や腰痛の悪化などで対応が難しくなってくる。機会浴のできる生活介護を勧めるも本人の選択肢がない。自宅から出かける自由さのようなものが閉ざされているような気がする。反面高齢者のサービスは増加する一方で利用者が不足し閉鎖なども聞かれる。高齢者・障害者がともにデイサービスやショートステイを利用できるようにならないかと思う。障害児については働く両親をサポートすることで生活の安定や療育などへ通園のし易さを図り、送迎サービスの充実など。 ホンニン センタク ウ イ ジギョウショ マグチ ヒロ タト ニュウヨク ニン タイオウ オコナ ブソク ヨウツウ アッカ タイオウ ムズカ キカイ ヨク セイカツ カイゴ スス ホンニン センタクシ ジタク デ ジユウ ト キ ハンメン コウレイシャ ゾウカ イッポウ リヨウシャ フソク ヘイサ キ コウレイシャ ショウガイシャ リヨウ オモ ショウガイジ ハタラ リョウシン セイカツ アンテイ リョウイク ツウエン ヤス ハカ ソウゲイ ジュウジツ

		承諾 ショウダク		障がい者生活支援センターこぶし		028-680-5746		028-688-0214		321-0126		栃木県宇都宮市茂原町837-1		宇都宮市、上三川町 ウツノミヤシ カミノカワマチ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1				①医療機関との細かな連携体制②相談関係者を含め本人に関わり支援をするなかで即座に動きが取れるようなフットワークの軽いチーム作り イリョウ キカン コマ レンケイ タイセイ ソウダン カンケイシャ フク ホンニン カカ シエン ソクザ ウゴ ト カル ヅク
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相談支援事業所 (記述)

		Ｑ1.貴施設について、お伺いいたします キ シセツ ウカガ										事業所名とコメントをくっつけるで一表を作る ジギョウショ メイ イッピョウ ツク

		1		事業所名 ジギョウショ メイ								今月中 コンゲツ チュウ

		2		電話番号 デンワ バンゴウ								地図と一覧表をパワーポイント チズ イチラン ヒョウ

		3		FAX番号 バンゴウ								各項目ごとにページを作る カクコウモク ツク

		4		所在地 ショザイチ

		5		訪問可能な主な市町村 ホウモン カノウ オモ シチョウソン

		Ｑ2.重症心身障害児（者）の定義をご存知ですか ジュウショウシンシンショウガイジ シャ テイギ ゾンジ

		Ｑ2-1		知っている シ

		Ｑ2-2		知らない シ

		Ｑ3.重症心身障害児（者）の方（家族・関係機関等）からの相談を受けたことがありますか ジュウショウシンシンショウガイジ シャ カタ カゾク カンケイ キカン ナド ソウダン ウ

		Ｑ3-1		1		ある

		Ｑ3-2		2		ない

		Ｑ3-1-Ａ

				Ａ-1それは誰からの相談でしたか ダレ ソウダン

				1		ａ.家族 カゾク

				2		ｂ.支援者 シエンシャ

				3		ｃ.関係機関 カンケイ キカン

				Ａ-2それはどんな相談でしたか（複数回答可） ソウダン フクスウ カイトウ カ

				1		ａ.生活上の相談 セイカツ ジョウ ソウダン

				2		ｂ.医療的な相談 イリョウテキ ソウダン

				3		ｃ.制度に関する相談 セイド カン ソウダン

				4		ｄ.教育に関する相談 キョウイク カン ソウダン

				5		ｅ.サービス等利用計画書作成に関する相談 ナド リヨウ ケイカクショ サクセイ カン ソウダン

				6		ｆ.その他 タ

				Ａ-3それらの相談事業所として対応（解決）はできましたか ソウダン ジギョウショ タイオウ カイケツ

				1		ａ.できた

				2		ｂ.できなかった

				Ａ-3-1それはどうしてですか

				1		ａ解決手段・方法がなかった カイケツ シュダン ホウホウ

				2		ｂ.ほかの相談支援事業所に依頼した ソウダン シエン ジギョウショ イライ

				3		ｃ.行政に依頼した ギョウセイ イライ

				4		ｄ.その他 タ

		Ｑ4.Ｑ3-2「ない」→これから重症心身障害児（者）の方（本人・家族等）からの相談があればどのように対応されますか ジュウショウシンシンショウガイジ シャ カタ ホンニン カゾク ナド ソウダン タイオウ

				Ｑ4-1		自分の事業所で対応する ジブン ジギョウショ タイオウ

				Ｑ4-2		ほかの相談支援事業所へ依頼する ソウダン シエン ジギョウショ イライ

				Ｑ4-3		行政に依頼する ギョウセイ イライ

				Ｑ4-4		その他 タ

		Ｑ5.重症心身障害児（者）の方のサービス等利用計画書を作成したことがありますか ジュウショウシンシンショウガイジ シャ カタ ナド リヨウ ケイカクショ サクセイ

				Ｑ5-1		ある

				Ｑ5-2		ない

						Ｑ5-1-Ａ		「ある」と回答→作成にあたり、苦労したこと困ったことがありましたか カイトウ サクセイ クロウ コマ

						Ｑ5-2-Ａ		「ない」と回答 カイトウ

						1		ａ.今後依頼があれば作成する コンゴ イライ サクセイ

						2		ｂ.他の相談支援事業所に依頼する ホカ ソウダン シエン ジギョウショ イライ

						3		ｃ.作成するかどうかわからない サクセイ

						Ｑ5-2-Ａ-1		b.cを回答→それはどうしてですか カイトウ

		Q6.重症心身障害児（者）の方がより良い在宅生活をしていく上で何か必要だと思うことがあればご自由にお書きください ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ カタ ヨ ザイタク セイカツ ウエ ナニ ヒツヨウ オモ ジユウ カ



		承諾可否 ショウダク カヒ		Q1												Ｑ2.重症心身障害児（者）の定義をご存知ですか ジュウショウシンシンショウガイジ シャ テイギ ゾンジ				Ｑ3.重症心身障害児（者）の方（家族・関係機関等）からの相談を受けたことがありますか ジュウショウシンシンショウガイジ シャ カタ カゾク カンケイ キカン ナド ソウダン ウ																														Ｑ4.Ｑ3-2「ない」→これから重症心身障害児（者）の方（本人・家族等）からの相談があればどのように対応されますか ジュウショウシンシンショウガイジ シャ カタ ホンニン カゾク ナド ソウダン タイオウ										Ｑ5.重症心身障害児（者）の方のサービス等利用計画書を作成したことがありますか ジュウショウシンシンショウガイジ シャ カタ ナド リヨウ ケイカクショ サクセイ										Q6.重症心身障害児（者）の方がより良い在宅生活をしていく上で何か必要だと思うことがあればご自由にお書きください ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ カタ ヨ ザイタク セイカツ ウエ ナニ ヒツヨウ オモ ジユウ カ

				事業所名 ジギョウショ メイ		電話番号 デンワ バンゴウ		FAX番号 バンゴウ		郵便番号 ユウビンバンゴウ		所在地 ショザイチ		訪問可能な主な市町村 ホウモン カノウ オモ シチョウソン		知っている		知らない シ		ある		ない		それは誰からの相談でしたか						それはどんな相談でしたか														それらの相談事業所として対応（解決）はできましたか						自分の事業所で対応する ジブン ジギョウショ タイオウ		他の相談支援事業所へ依頼する ホカ ソウダン シエン ジギョウショ イライ		行政に依頼する ギョウセイ イライ		その他 タ				ある		ない		「ある」と回答		「ない」
と回答		b.c（23）を回答

																								家族 カゾク		支援者 シエンシャ		関係機関 カンケイ キカン		生活上の相談 セイカツ ジョウ ソウダン		医療的な相談 イリョウテキ ソウダン		制度に関する相談 セイド カン ソウダン		教育に関する相談 キョウイク カン ソウダン		サービス等利用計画書作成に関する相談 ナド リヨウ ケイカクショ サクセイ カン ソウダン		その他 タ		その他回答 タ カイトウ		それらの相談事業所として対応（解決）はできましたか		それはどうしてですか		それはどうしてですか

		否 イナ		手話通訳派遣協会相談支援事業所		0287-73-4422		0287-62-7776		325-0026		栃木県那須塩原市上厚崎431-17 ３２５－００２６				0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		0		1		本事業所と同様の地域で一般相談支援事業所と連携を図り対応する ホン ジギョウショ ドウヨウ チイキ イッパン ソウダン シエン ジギョウショ レンケイ ハカ タイオウ		0		1		0		2		当事業所は手話通訳派遣を主目的とする事業所であるため、聴覚障害に対するノウハウはあるがそれ以外の障害者に対応する専門性を有していない為 トウ ジギョウショ シュワ ツウヤク ハケン シュモクテキ ジギョウショ チョウカク ショウガイ タイ イガイ ショウガイシャ タイオウ センモンセイ ユウ タメ

		否 イナ		相談支援事業所すまいる		0285-45-7199		0285-45-8437		329-0205		小山市間々田750-1		小山市 オヤマシ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		1		0				0		1		0		3		現在担当させていただいているケースの他に受け入れる時間的余裕がないため。また専門的な知識や経験がなく自信がないため。 ゲンザイ タントウ ホカ ウ イ ジカンテキ ヨユウ センモンテキ チシキ ケイケン ジシン

		否 イナ		やまゆりの里		0284-90-2030		0284-90-2031		326-0011		足利市大沼田町525-1		足利市 アシカガシ		0		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		ショートステイの利用が可能かどうか リヨウ カノウ		2		1		ショートの利用を希望していたが、幼児で夜間に吸引が必要とのことだったので職員配置上困難と判断 リヨウ キボウ ヨウジ ヤカン キュウイン ヒツヨウ ショクイン ハイチ ジョウ コンナン ハンダン		0		0		0		0				0		1		0		2		あしかがの森さんが近くにあり専門性もあるため モリ チカ センモンセイ

		否 イナ		相談支援センターひかり		028-612-7717		028-612-7718		320-0072		宇都宮市若草4-20-7		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		0		1		0		1		0		0		1		0		1		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		居宅介護事業所とニーズのマッチング キョタク カイゴ ジギョウショ		0				短期入所事業所（医療的ケア対応型）の整備 タンキ ニュウショ ジギョウショ イリョウテキ タイオウガタ セイビ

		否 イナ		相談支援センター歩み		028-667-5151		028-667-5150		321-3233		宇都宮市上籠谷町3792		真岡市、芳賀町、宇都宮市 モオカシ ハガマチ ウツノミヤシ		0		1		1		0		0		1		0		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		毎日お会いしている方ではないしお話ができる方ではないので、計画書を作ることは少々戸惑いはありましたが、すべて療育指導室の先生にご指導いただき作成することができました。お幸せな時を過ごしてほしいという思いはいっぱいありますが、なにも出来ていない自分が申し訳ないような気持ちです。 マイニチ ア カタ ハナシ カタ ケイカクショ ツク ショウショウ トマド リョウイク シドウシツ センセイ シドウ サクセイ シアワ トキ ス オモ デキ ジブン モウ ワケ キモ		0				すみません。経験不足で在宅の方はよくわかりませんが、独立行政法人国立病院機構宇都宮病院にお伺いし行き届いた介護、職員の先生方の情熱にこういうところで重症心身障害者の方が過ごせることは幸せなのでは…としみじみ思いました。 ケイケン ブソク ザイタク カタ ドクリツ ギョウセイ ホウジン コクリツ ビョウイン キコウ ウツノミヤ ビョウイン ウカガ イ トド カイゴ ショクイン センセイガタ ジョウネツ ジュウショウ シンシン ショウガイシャ カタ ス シアワ オモ

		否 イナ		ワークス共育		0287-39-5593		0287-39-5630		329-2213		那須塩原市上大貫2028-2				1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		0		1		状況に応じて対応する ジョウキョウ オウ タイオウ		0		1				1				相談支援専門員のレベルアップが必要ではないかと思います ソウダン シエン センモンイン ヒツヨウ オモ

		否 イナ		指定特定相談支援センタードリーム		0288-32-2280		0288-32-2281		321-2341		日光市大沢町274		日光市、塩谷町、鹿沼市、宇都宮市 ニッコウシ シオヤ チョウ カヌマシ ウツノミヤ シ		0		1		1		0		1		0		0		1		1		1		0		0		0				1		0				0		0		0		0				1		0		計画を作成するにあたり医療機関との連携方法を具体化していくことに連絡調整に時間を要しました。また医師同士でのやりとりの方が早いように感じました。※解決できたと言っても施設の空き待ちで関係する病院で入院しております。 ケイカク サクセイ イリョウ キカン レンケイ ホウホウ グタイカ レンラク チョウセイ ジカン ヨウ イシ ドウシ ホウ ハヤ カン カイケツ イ シセツ ア マ カンケイ ビョウイン ニュウイン		0				入所ではなく、医療ケアのできる短期入所やグループホーム、日中一時、生活介護の拡充が必要であること。また重症心身障害児（者）への理解を広めていき、理解者を増やすこと、訪問看護、訪問医療、居宅介護も活用しやすい環境づくりを相談支援専門員はネットワークづくりに努めなければんらないと思います。 ニュウショ イリョウ タンキ ニュウショ ニッチュウ イチジ セイカツ カイゴ カクジュウ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ リカイ ヒロ リカイシャ フ ホウモン カンゴ ホウモン イリョウ キョタク カイゴ カツヨウ カンキョウ ソウダン シエン センモンイン ツト オモ

		否 イナ		ユーファーム支援センター		028-689-0070		028-680-0750		321-0972		宇都宮市下川俣町206-127		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2		これまでの実績として主に就労系の利用計画の作成を行っており重症心身障害児の方への支援については経験や人員の不足から対応が困難であると思われるため ジッセキ オモ シュウロウ ケイ リヨウ ケイカク サクセイ オコナ ジュウショウ シンシン ショウガイジ カタ シエン ケイケン ジンイン フソク タイオウ コンナン オモ

		否 イナ		障害者相談支援センターひびき		028-666-7601		028-666-7602		321-0403		宇都宮市下小倉町1536		宇都宮市、さくら市 ウツノミヤシ シ		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2		かつて受け入れたことがなく、またスタッフにも医療的ケアの知識や経験が乏しく、自信をもって迎え入れることができない ウ イ イリョウテキ チシキ ケイケン トボ ジシン ムカ イ		受け入れる施設が近辺にあること ウ イ シセツ キンペン

		否 イナ		相談支援事業ぴゅあ		028-611-1771		028-611-1772		321-0911		宇都宮市問屋町3426-46		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2

		否 イナ		指定特定相談支援事業所すえひろ		0287-23-3962		0287-24-1670		324-0042		大田原市末広1-2-5		大田原市、大田原市以外は交通費を受領 オオタワラシ オオタワラシ イガイ コウツウヒ ジュリョウ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2		事業所の対象を精神障害に限定し、市に申請しているため ジギョウショ タイショウ セイシン ショウガイ ゲンテイ シ シンセイ

		否 イナ		相談支援センターふじみだい		0285-44-0200		0285-44-4255		329-0412		下野市芝1123		下野市 シモノ シ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		0		1		ケースによって検討 ケントウ		0		1				2

		否 イナ		相談支援センターひゅーまにあ宇都宮		028-678-5385		028-678-5395		320-0802		宇都宮市江野町6-15大立ビル4階		宇都宮市（鹿沼市等近隣市町村） ウツノミヤシ カヌマシ ナド キンリン シチョウソン		0		1		1		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		あるではありますが、初めての作成でまた完成はしていない段階です。病院で実施されている活動医療等で自分自身が未熟で理解が足りていない為に苦労しています。 ハジ サクセイ カンセイ ダンカイ ビョウイン ジッシ カツドウ イリョウ ナド ジブン ジシン ミジュク リカイ タ タメ クロウ		0				①医療面での安心②外部と交流する機会③家族の方への支援 イリョウ メン アンシン ガイブ コウリュウ キカイ カゾク カタ シエン

		否 イナ		地域活動支援センターあしかが		0284-41-2643		0284-43-0463		326-0808		足利市本城1-1547		足利市 アシカガシ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0						0		1		0		0				0		1				2		専門外で知識等はなく、計画書の作成は難しいため センモンガイ チシキ トウ ケイカクショ サクセイ ムズカ

		否 イナ		南那須地区障害者相談支援センター		0287-80-1020		0287-80-1027		321-0624		那須烏山市旭1-18-8		那須烏山市、那珂川町 ナスカラスヤマシ ナカガワマチ		1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		アセスメント、院内での面会予定の調整、家族への説明など インナイ メンカイ ヨテイ チョウセイ カゾク セツメイ		0				在宅医療、訪問リハビリなど24時間対応出来る専門家チーム ザイタク イリョウ ホウモン ジカン タイオウ デキ センモンカ

		否 イナ		ワン・ハーモニー		0287-22-8255		0287-48-7225		324-0042		大田原市末広1-3618-13				0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				0

		否 イナ		ひまわり相談支援事業所		0282-20-5006		0282-23-4878		328-0052		栃木市祝町12－9				0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		1		0				0		1				3		意思伝達が自分にとって受け止められるかに不安があるため イシ デンタツ ジブン ウ ト フアン

		否 イナ		サンフラワーライフ		0285-22-1109		0285-22-1345		323-0808		小山市出井1936		小山市内 オヤマシナイ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				3		近隣に受け入れ施設が少なく在宅福祉サービスに向けるのが難しい キンリン ウ イ シセツ スク ザイタク フクシ ム ムズカ

		否 イナ		natu- la(ナチュラ)		0287-67-3115		0287-67-3115		329-3153		那須塩原市大原間239-1		那須塩原市、大田原市、那須町 ナスシオバラ シ オオタワラシ ナスマチ		0		1		1		0		1		0		0		1		1		1		0		0		0				1		0				0		0		0		0				1		0		サービス自体の幅がせまいため、本人が安全に安心した生活をうけられるためにどう組み合わせたら良いか。又、家族によっては苦手な事業所もあり限られた事業所を探すのが難しかった。 ジタイ ハバ ホンニン アンゼン アンシン セイカツ ク ア ヨ マタ カゾク ニガテ ジギョウショ カギ ジギョウショ サガ ムズカ		0				訪問系のサービスがもっと充実して欲しい ホウモン ケイ ジュウジツ ホ

		否 イナ		相談支援事業所ふるさとホーム那須		0287-98-3001		0287-98-8080		324-0414		大田原市片府田1301-59		大田原市、那須町、那須塩原市、周辺 オオタワラシ ナスマチ ナスシオバラ シ シュウヘン		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2		主な精神知的関係なので、今後はできるよう専門的な部分の勉強が必要です。 オモ セイシン チテキ カンケイ コンゴ センモンテキ ブブン ベンキョウ ヒツヨウ		①専門相談②居場所③地域の理解 センモン ソウダン イバショ チイキ リカイ

		否 イナ		特定相談支援事業所きのこ		028-635-8746		028-635-8778		320-0846		栃木県宇都宮市滝の原2-4-42 ３２０－０８４６		宇都宮市 ウツノミヤシ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		1		0				0		1				3		どのように作成したらいいか不安のため サクセイ フアン

		否 イナ		こども発達支援センター鹿沼市あおば園		0289-63-1745		0289-63-1745		322-0074		鹿沼市日吉町320－1				1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		1		0				0		1				2		相談支援専門員の不足、児童発達支援事業所利用のための計画書作成が主な業務になっている ソウダン シエン センモンイン フソク ジドウ ハッタツ シエン ジギョウショ リヨウ ケイカクショ サクセイ オモ ギョウム

		否 イナ		障害者相談支援センターみつか・Ｒｕ		028-648-3971		028-648-3936		321-0347		宇都宮市飯田町261		宇都宮市、鹿沼市 ウツノミヤシ カヌマシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		1		状況に応じして他機関と連携し判断する場合もある ジョウキョウ オウ ホカ キカン レンケイ ハンダン バアイ		0		1				1		計画依頼の状況に応じて対応できない月もある（モニタリング件数） ケイカク イライ ジョウキョウ オウ タイオウ ツキ ケンスウ

		否 イナ		工房つばさ		0285-40-0388		0285-40-6700		329-0401		下野市箕輪425-1		下野市、上三川町、壬生町、ただし状況に応じて対応することが難しい場合もある シモノ シ カミノカワマチ ミブマチ ジョウキョウ オウ タイオウ ムズカ バアイ		1		0		1		0		1		0		0		1		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		短期入所、ヘルパーなどの利用希望があっても受け入れてくれる事業所が見つからない タンキ ニュウショ リヨウ キボウ ウ イ ジギョウショ ミ		3		状況により作成することができない場合がある ジョウキョウ サクセイ バアイ		重心の方の短期入所等の利用ができるところが必要。在宅でのサービスの受入必要だと思われる。 ジュウシン カタ タンキ ニュウショ ナド リヨウ ヒツヨウ ザイタク ウケイレ ヒツヨウ オモ

		否 イナ		相談支援事業所グーフォ		028-673-0002		028-671-0785		329-1105		宇都宮市中岡本町3178-3				1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1				在宅生活を支える家族に負担が重くならないようにする。緊急時に対応してくれる医療ケア付きの宿泊施設を増やしてほしい ザイタク セイカツ ササ カゾク フタン オモ キンキュウジ タイオウ イリョウ ツ シュクハク シセツ フ

		否 イナ		那珂川町社協相談支援事業所		0287-92-1273		0287-92-1295		324-0613		那珂川町馬頭560-1		那珂川町 ナカガワマチ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				0				移動支援サービス イドウ シエン

		否 イナ		相談支援事業所大山田ノンフェール		0287-93-0660		0287-83-8182		324-0602		那珂川町大山田下郷955		那珂川町 ナカガワマチ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		1		0				0		1				2		平成27年度で相談支援事業を終了するため ヘイセイ ネンド ソウダン シエン ジギョウ シュウリョウ

		否 イナ		在宅サポートこころ		028-651-0780		028-651-0781		320-0042		宇都宮市材木町4-24				0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2

		否 イナ		相談支援事業所みらい ソウダン シエン ジギョウショ		0280-57-2673		0280-57-2673		329-0111		野木町丸林371-12		野木町、小山市 ノギマチ オヤマシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		0		1		しかるべき関係機関と連携して対応する カンケイ キカン レンケイ タイオウ		0		1				3		重症心身のノウハウがない ジュウショウ シンシン

		否 イナ		大田原市社会福祉協議会		0287-54-1849		0287-54-2745		324-0233		栃木県大田原市黒羽田町848 ３２４－０２３３		大田原市内 オオタワラシナイ		0		1		1		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0				2		1				0		1		0		0				0		1				2		職員が未熟なため ショクイン ミジュク		在宅医療の充実、居宅介護の２４時間対応（サービス事業所）の充実 ザイタク イリョウ ジュウジツ キョタク カイゴ ジカン タイオウ ジギョウショ ジュウジツ

		否 イナ		障がい者相談支援センターとまつり		028-680-5570		028-680-5271		320-0052		宇都宮市中戸祭町813		宇都宮市、近隣市町村 ウツノミヤシ キンリン シチョウソン		0		1		1		0		1		0		0		1		0		0		0		0		1		親子間の関わり オヤコ カン カカ		0		0		現在対応中 ゲンザイ タイオウチュウ		0		0		0		0				1		0		保護者との連携がとれない ホゴシャ レンケイ		0

		否 イナ		宇都宮市社会福祉協議会		028-636-1536		028-636-1537		320-0806		宇都宮市中央1-1-15		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		0				2		1		医療的ケアが必要な方が長時間外出したい。長時間支援者の拘束、移動手段（車の中での対応）、医療的ケアが必要な方が外出したいときに外出できる環境がすぐに整えられない、医療的けが必要な方で要介助であるが、歩行できる方が利用できる短期入所先はないか（アクセス時間も含む） イリョウテキ ヒツヨウ カタ チョウジカン ガイシュツ チョウジカン シエン シャ コウソク イドウ シュダン クルマ ナカ タイオウ イリョウテキ ヒツヨウ カタ ガイシュツ ガイシュツ カンキョウ トトノ イリョウテキ ヒツヨウ カタ ヨウ カイジョ ホコウ カタ リヨウ タンキ ニュウショ サキ ジカン フク		0		0		0		0				1		0		専門的（医療面）な知識がなく、専門用語が多く調べたり聞いたりしながら支援していくこと。長く関わらないと親の思いまで聞き出せないこと。 センモンテキ イリョウ メン チシキ センモン ヨウゴ オオ シラ キ シエン ナガ カカ オヤ オモ キ ダ		0				当事者が何歳になっても利用できるサービス環境（短期入所、訪問入浴など）。教育もほかのお子さん同様平等に受けられる機会（学校行事も含む）。相談対応できる人材の確保。緊急時でも利用できるサービスの調整・確保。直接支援できるサービス・人材を増やすこと。 トウジシャ ナンサイ リヨウ カンキョウ タンキ ニュウショ ホウモン ニュウヨク キョウイク コ ドウヨウ ビョウドウ ウ キカイ ガッコウ ギョウジ フク ソウダン タイオウ ジンザイ カクホ キンキュウジ リヨウ チョウセイ カクホ チョクセツ シエン ジンザイ フ

		承諾 ショウダク		ライフサポートセンターゆめ		0280-33-3624		0280-57-4624		329-0111		野木町丸林630-4		野木町、その周辺地域 ノギマチ シュウヘン チイキ		1		0		1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		1		福祉サービス利用に関する相談 フクシ リヨウ カン ソウダン		1		0				0		0		0		0				1		0		医療的な情報、知識に乏しくわからない用語などが数多く出てきた。医療的ケアの内容の聞き取り（どの部分を聞いていけばよいのか） イリョウテキ ジョウホウ チシキ トボ ヨウゴ カズオオ デ イリョウテキ ナイヨウ キ ト ブブン キ		0				Ｆａの負担軽減のためのレスパイト先（ＨＰ、ＳＳ機関等）。家族それぞれの訴え、希望を明確にしていく。関係機関がチームになりＦａの支え応援をしていく。 フタン ケイゲン サキ キカンナド カゾク ウッタ キボウ メイカク カンケイ キカン ササ オウエン

		承諾 ショウダク		足利ケアサービス		0284-21-7630		0284-21-3109		326-0843		足利市五十部町809-3		足利市、佐野市、太田市 アシカガシ サノシ オオタシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		0		1		ケースによって対応する タイオウ		0		1				3

		承諾 ショウダク		相談支援センターみさと		0285-72-9767				321-4104		芳賀郡益子町大沢2800-5		芳賀郡内（真岡市、益子町、市貝町、芳賀町、茂木町） ハガ グンナイ モオカシ マシコ チョウ イチ ガイ マチ ハガマチ モギマチ		1		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		資源が少ない、短期入所先の確保が難しかった。計画を作るのには、医療情報が難しく感じられた。 シゲン スク タンキ ニュウショ サキ カクホ ムズカ ケイカク ツク イリョウ ジョウホウ ムズカ カン		0				連携の取れる医療関係者がたくさん地域の中にいてくれると安心して生活できるかな。外出や余暇の充実を図るために医療の必要な人の生活が限られてしまっている（あきらめてしまっている） レンケイ ト イリョウ カンケイシャ チイキ ナカ アンシン セイカツ ガイシュツ ヨカ ジュウジツ ハカ イリョウ ヒツヨウ ヒト セイカツ カギ

		承諾 ショウダク		サポートセンターとみや生活支援センター		028-665-8230		028-665-8230		321-2116		宇都宮市徳次郎町540		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		0		1		0		0		0		0		1		1		1		1		1		0				0		1		医療的なケアが必要な利用者様の日中活動先が限られて利用できない人がいる。学校との連携が取りにくい。通勤手段・行事参加制限があり平等性が保たれない。学校はサービスで対応を望み、福祉行政は教育で何とかするべきとつねに折り合わない。 イリョウテキ ヒツヨウ リヨウシャサマ ニッチュウ カツドウ サキ カギ リヨウ ヒト ガッコウ レンケイ ト ツウキン シュダン ギョウジ サンカ セイゲン ビョウドウセイ タモ ガッコウ タイオウ ノゾ フクシ ギョウセイ キョウイク ナン オ ア		0		0		1		0		協力してほしい キョウリョク		1		0		利用できるサービスが限られている。社会参加できる機会が少なく、場が限られている。介護者の負担軽減が取りにくい。夢や希望を叶えるための資源が少ない。 リヨウ カギ シャカイ サンカ キカイ スク バ カギ カイゴシャ フタン ケイゲン ト ユメ キボウ カナ シゲン スク		0				通勤手段、保護者なくても教育が受けられる環境。常に親同行を求めるのでは、自立につながらず、いつになっても親の負担は軽減されない。親が安心して託せる日中活動の場。社会参加、役割を担える環境作り、職場。地域で生活していくための交流の機会や場があるといい。緊急的にレスパイトを受け入れてくれる場。 ツウキン シュダン ホゴシャ キョウイク ウ カンキョウ ツネ オヤ ドウコウ モト ジリツ オヤ フタン ケイゲン オヤ アンシン タク ニッチュウ カツドウ バ シャカイ サンカ ヤクワリ ニナ カンキョウ ヅク ショクバ チイキ セイカツ コウリュウ キカイ バ キンキュウテキ ウ イ バ

		承諾 ショウダク		社会就労センターえいぶるの里 シャカイ シュウロウ サト		0285-22-4561		0285-224581		323-0003		小山市東島田2403-2		小山市、下野市、上三川町、野木町、結城市、古河市、筑西市 オヤマシ シモノ シ カミノカワマチ ノギマチ ユウキシ コガシ ツク ニシ シ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				1		0		自己決定が難しいため、家族中心の考えになってしまうこと。また、利用できる社会資源が少ない。 ジコ ケッテイ ムズカ カゾク チュウシン カンガ リヨウ シャカイ シゲン スク		1				関係機関との連携、特に在宅が長い方は医療機関とのかかわりが家族も含め、希薄になってしまい、二次障害に対応できない。地域に総合的に支援でき、医療的ケアが受けられる場所、または訪問医療の充実が必要と思います。 カンケイ キカン レンケイ トク ザイタク ナガ カタ イリョウ キカン カゾク フク キハク ニジ ショウガイ タイオウ チイキ ソウゴウテキ シエン イリョウテキ ウ バショ ホウモン イリョウ ジュウジツ ヒツヨウ オモ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所「ピュア」		0282-31-3911		0282-31-3912		328-0133		栃木市大森町465		栃木市、鹿沼市、佐野市、小山市、壬生町 トチギシ カヌマシ サノシ オヤマシ ミブマチ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1

		承諾 ショウダク		社会福祉法人とちのみ会　こなかの森 シャカイ フクシ ホウジン カイ モリ		0283-24-5757		0283-24-6294		327-0001		佐野市小中町1280		佐野市、足利市 サノシ アシカガシ		1		0		1		0		1		0		0		1		0		1		0		0		0				1		2		通所型のため、短期入所の受け入れはサービスとして提供できず、他施設の紹介、相談支援事業につなげている。 ツウショ ガタ タンキ ニュウショ ウ イ テイキョウ タ シセツ ショウカイ ソウダン シエン ジギョウ		0		0		0		0				1		0		療養型短期入所ほかの施設への短期入所の受け入れ状況など、受け入れ場所を見つけるなど。短期入所時の発作発症時医療への繋ぎが困難。問題多（かかりつけ医への搬送） リョウヨウガタ タンキ ニュウショ シセツ タンキ ニュウショ ウ イ ジョウキョウ ウ イ バショ ミ タンキ ニュウショ ジ ホッサ ハッショウ ジ イリョウ ツナ コンナン モンダイ タ イ ハンソウ		0				佐野市には、身障（重心）短期入所施設がなく老人施設に佐野市が委託しているが、利用する人もいなく、サービスが使いづらい状態にある。短期入所受け入れ可能施設が増えることで、家族のほうも使いやすく利便性があがると考えます。 サノシ シンショウ ジュウシン タンキ ニュウショ シセツ ロウジン シセツ サノシ イタク リヨウ ヒト ツカ ジョウタイ タンキ ニュウショ ウ イ カノウ シセツ フ カゾク ツカ リベンセイ カンガ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所テトテ		0287-36-7171		0287-36-7181		329-2732		那須塩原市一区町251-1		那須塩原市（大田原、矢板、那須町、那珂川町、烏山） ナスシオバラ シ オオタワラ ヤイタ ナスマチ ナカガワマチ カラスヤマ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		0		1		委託の相談支援事業所や重心専門の事業所に相談する イタク ソウダン シエン ジギョウショ ジュウシン センモン ジギョウショ ソウダン		0		1				3		その方にとって、より専門性の高い方が対応することが望ましいと思いますので、作成が適するか否か周囲のサービス状況なども考慮して決めたいと思います。適切にアドバイスをいただける地域の環境が整っていれば、スキルアップ、経験の積み重ねのためにも作成したいです。 カタ センモンセイ タカ ホウ タイオウ ノゾ オモ サクセイ テキ イナ シュウイ ジョウキョウ コウリョ キ オモ テキセツ チイキ カンキョウ トトノ ケイケン ツ カサ サクセイ		相談支援専門員のスキルアップ。きめ細かい支援（サービスの充実）本人のニーズを正しく理解できる人材の育成と地域の理解。 ソウダン シエン センモンイン コマ シエン ジュウジツ ホンニン タダ リカイ ジンザイ イクセイ チイキ リカイ

		承諾 ショウダク		指定特定相談支援事業所あじさい		0287-60-3361		0287-60-3362		325-0034		那須塩原市東原166		那須塩原市、那須町 ナスシオバラ シ ナスマチ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2				訪問看護、訪問診療を行う医師が必要だと思います。 ホウモン カンゴ ホウモン シンリョウ オコナ イシ ヒツヨウ オモ

		承諾 ショウダク		障害者相談支援センターいぶき		028-678-3502		028-676-3501		329-1216		高根沢町桑窪2266-2		高根沢町 タカネザワマチ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1				短期入所など受け入れてくれる施設を増やしてほしい。県内で受け入れていただけない為、県外の施設を考えなくてはいけない方がいます。 タンキ ニュウショ ウ イ シセツ フ ケンナイ ウ イ タメ ケンガイ シセツ カンガ カタ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所わくわくおやま		0285-24-6575		0285-20-0255		323-0022		小山市駅東通り3-9-6		小山市 オヤマシ		1		0		1		0		1		1		1		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		関係事業所が多いことで情報収集連携等大変。医療機関とも連携を図る必要あり。レスパイト、ショートステイの受入困難。利用できる事業所が少ない。 カンケイ ジギョウショ オオ ジョウホウ シュウシュウ レンケイ ナド タイヘン イリョウ キカン レンケイ ハカ ヒツヨウ ウケイレ コンナン リヨウ ジギョウショ スク		0				重症心身障害児（者）を受け入れしてくれる事業所、施設がもっと多くあればよいと思われる。通所日中一時短期入所など。相談支援、計画作成についてもほかの事業所が受け入れてくれないとの理由で受け入れ可能事業所へ集中してしまう為、相談員への研修等を増やせばよいが。しかし日々の業務が多忙であるため、難しいのかな？ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ ウ イ ジギョウショ シセツ オオ オモ ツウショ ニッチュウ イチジ タンキ ニュウショ ソウダン シエン ケイカク サクセイ ジギョウショ ウ イ リユウ ウ イ カノウ ジギョウショ シュウチュウ タメ ソウダン イン ケンシュウ ナド フ ヒビ ギョウム タボウ ムズカ

		承諾 ショウダク		相談支援センターネクスト		080-8854-9551		0280-612-1558		320-0034		宇都宮市泉町6-25		宇都宮市 ウツノミヤシ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2

		承諾 ショウダク		相談支援事業のぞみ		0287-65-2288		0287-65-2282		329-3152		那須塩原市上中野53		那須塩原市、大田原市、那須町 ナスシオバラ シ オオタワラシ ナスマチ		1		0		1		0		0		0		1		1		1		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		現サービスでの医療ケアをふまえ、将来にむけて他事業との連携につなげるよう計画作成、調整に苦労した。 ゲン イリョウ ショウライ タ ジギョウ レンケイ ケイカク サクセイ チョウセイ クロウ		0				選択肢が増えるよう受け入れ可能な福祉サービス事業所の増加が必要だと思われます。 センタクシ フ ウ イ カノウ フクシ ジギョウショ ゾウカ ヒツヨウ オモ

		承諾 ショウダク		サポートセンターひばり		028-670-0330		028-667-7315		321-3236		宇都宮市竹下町435-159		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		苦労ではないが、お母様がとても一生懸命ですでにサービスも繋がっていたため、現状を計画にする形となったが、計画作成後のかかわりについて相談員としてどのようにすべきことが望ましいかと考える。 クロウ カアサマ イッショウケンメイ ツナ ゲンジョウ ケイカク カタチ ケイカク サクセイ ゴ ソウダン イン ノゾ カンガ		0				福祉サービスや医療、またボランティアが入室されるととてもよいと思います。また、介助者（家族）のケアも考えると気軽に参加できるようなイベント（医療が整っていたり、介助するボランティアさんがいたり）や、同じ重症心身障害児（者）をもつかたとのネットワークがあるといいのかなと思います。 フクシ イリョウ ニュウシツ オモ カイジョシャ カゾク カンガ キガル サンカ イリョウ トトノ カイジョ オナ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ オモ

		承諾 ショウダク		高根沢町障害児者生活支援センターすまいる タカネザワマチ		028-612-2751		028-612-2752		329-1225		栃木県塩谷郡高根沢町石末1825　福祉センター内 ３２９－１２２５ フクシ ナイ		高根沢町 タカネザワマチ		1		0		1		0		0		0		1		0		0		1		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		地元に使える資源がなく苦労した ジモト ツカ シゲン クロウ		0				①医療と福祉の連携ネットワーク②重心の方でも利用できるサービスが増えること③訪問診療医 イリョウ フクシ レンケイ ジュウシン カタ リヨウ フ ホウモン シンリョウ イ

		承諾 ショウダク		障害者相談支援センターフォレスト		0284-91-1816		0284-91-2867		326-0011		足利市大沼田町615		足利市及び近隣市町村 アシカガシ オヨ キンリン シチョウソン		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0				0

		承諾 ショウダク		障がい者相談支援事業所ケアサプライ		0287-73-5312		0287-73-5311		329-3221		栃木県那須郡那須町漆塚762-102 ３２９－３２２１		白河市、那須町、那須塩原市、大田原市 シラカワシ ナスマチ ナスシオバラシ オオタワラシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1				サービスを提供できる事業所の充実を図る テイキョウ ジギョウショ ジュウジツ ハカ

		承諾 ショウダク		南栃木支援センター相談支援		0285-44-6118		0285-44-7215		329-0412		下野市柴1432-105		下野市、小山市、壬生町 シモノ シ オヤマシ ミブマチ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		0		1		介護保険と併用する場合のみ対応する カイゴ ホケン ヘイヨウ バアイ タイオウ		0		1				3		介護保険と併用する場合のみ作成する カイゴ ホケン ヘイヨウ バアイ サクセイ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所とまり木		0287-54-2854		0287-54-2230		324-0231		大田原市北野上3952		大田原市、那須塩原市、那須町 オオタワラシ ナスシオバラシ ナスマチ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1				当事業所の対応範囲は現在、知的障害者特に中・軽度が主だが、精神（高次脳機能障害も含む）分野もやり始めている。今後重症心身障害者もほかの相談支援事業所の助けを得ながら、勉強しながら対応したいと考えている。そのために研修や見学の機会を多く作っていただきたい。今は、当事業所はその程度しか考えられない。 トウ ジギョウショ タイオウ ハンイ ゲンザイ チテキ ショウガイシャ トク チュウ ケイド オモ セイシン コウジ ノウ キノウ ショウガイ フク ブンヤ ハジ コンゴ ジュウショウ シンシン ショウガイシャ ソウダン シエン ジギョウショ タス エ ベンキョウ タイオウ カンガ ケンシュウ ケンガク キカイ オオ ツク イマ トウ ジギョウショ テイド カンガ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所ポンテ		028-652-7288		028-652-6355		321-0341		宇都宮市古賀志町1964-12		宇都宮、鹿沼、日光、壬生 ウツノミヤ カヌマ ニッコウ ミブ		0		1		1		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0				0				未就学児（3～5才）の方の医療型児童発達支援を分離で行う施設が数か所あると良いと思います。 ミシュウガクジ サイ カタ イリョウ ガタ ジドウ ハッタツ シエン ブンリ オコナ シセツ スウ ショ ヨ オモ

		承諾 ショウダク		相談支援センター光輝舎		0285-70-2020		0285-72-8222		321-4105		芳賀郡益子町北中1113-1		芳賀郡、真岡市等 ハガ グン モオカシ ナド		1		0		1		0		1		1		1		1		0		1		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		利用できるサービス事業所が少ない。重心児者に合わせたプログラムが見つからない（近隣で） リヨウ ジギョウショ スク ジュウシン ジ シャ ア ミ キンリン		0				本人の状態にもよるが、重度化する状況に対応できる事業所の確保。家族の負担が大きくなり在宅生活の継続が困難になることが予測されるので、在宅で支援が受けられるような体制の充実と、レスパイトサービスの拡大。 ホンニン ジョウタイ ジュウドカ ジョウキョウ タイオウ ジギョウショ カクホ カゾク フタン オオ ザイタク セイカツ ケイゾク コンナン ヨソク ザイタク シエン ウ タイセイ ジュウジツ カクダイ

		承諾 ショウダク		特定相談支援事業所やすらぎ		028-650-7727		028-650-7728		320-0011		宇都宮市富士見が丘3－19－20		宇都宮市 ウツノミヤシ		0		0		1		0		1		0		0		0		0		1		1		0		0				0		3		対応できるヘルパーがいれば支援する タイオウ シエン		0		0		0		0				0		1				3

		承諾 ショウダク		障がい者支援センターにんべん		028-686-2539		028-686-2584		329-1417		さくら市フィオーレ喜連川5-2-1　フィオーレガーデン1-102		さくら市 シ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1				地域資源アンケートをいただきありがとうございました。設問に対しまして知識不足にこれでいいのかという思いです。相談支援専門員として設問にありました「3」要望がでますれば、先輩相談員・各職種の方々に相談・指導をいただき、相談支援事業を行ってみたいと考えます。大島先生について学ばせて頂きました。 チイキ シゲン セツモン タイ チシキ ブソク オモ ソウダン シエン センモンイン セツモン ヨウボウ センパイ ソウダン イン カクショクシュ カタガタ ソウダン シドウ ソウダン シエン ジギョウ オコナ カンガ オオシマ センセイ マナ イタダ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所おやま		0285-22-1833		0285-228946		323-0014		小山市喜沢660		小山市、下野市 オヤマシ シモノ シ		1		0		1		0		1		1		0		0		0		0		0		1		0				2		3				0		0		0		0				1		0		本人の意思が明確でないので親の意向中心のものになってしまった。 ホンニン イシ メイカク オヤ イコウ チュウシン		0

		承諾 ショウダク		真岡介護センター		0285-80-5200		0285-80-5211		321-4361		真岡市並木町1-8-1　シティ並木102 ナミキ		真岡市、芳賀町南部、市貝町南部、益子町西部、上三川東部 モオカシ ハガマチ ナンブ イチ ガイ チョウ ナンブ マシコ チョウ セイブ カミノカワ トウブ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		0		1				0		1				3		担当者の受け持ちケースの状況など考慮し対応できるか検討したい タントウシャ ウ モ ジョウキョウ コウリョ タイオウ ケントウ

		承諾 ショウダク		さの社協相談支援センターほっぷ		0283-22-8152		0283-22-8199		327-0003		佐野市大橋町3212-27		佐野市全域 サノシ ゼンイキ		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2		現在相談支援専門員1名で行っているため ゲンザイ ソウダン シエン センモンイン メイ オコナ

		承諾 ショウダク		相談支援ウエイブ		0282-23-4465		0282-23-4465		328-0012		栃木市平柳町1-2-7		栃木市、壬生町 トチギシ ミブマチ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		1		0				0		1				2		指定特定相談支援事業で精神に対応しているため シテイ トクテイ ソウダン シエン ジギョウ セイシン タイオウ		ご家族の中だけでは生活がマンネリ化して単調になりかねないので、音楽、体を動かす、読み聞かせ麻痺・拘縮のマッサージなどのリハビリの頻度を高める。ご本人が楽しいと感じることを提供できる。ご家族が疲弊しないよう旅行や趣味などの充実した時間がもてるようサービスを利用していくこと。 カゾク ナカ セイカツ カ タンチョウ オンガク カラダ ウゴ ヨ キ マヒ コウシュク ヒンド タカ ホンニン タノ カン テイキョウ カゾク ヒヘイ リョコウ シュミ ジュウジツ ジカン リヨウ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所わらしべの家		0282-27-1627		0282-27-1675		328-0011		栃木市大宮町2708-3		栃木市 トチギシ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1		専門的な知識が不十分なため行政などの機関と相談しながらの対応となります センモンテキ チシキ フジュウブン ギョウセイ キカン ソウダン タイオウ		短期入所や移動支援などの福祉サービス利用時にお付き合いのある医療機関や訪問看護の看護師が同行でき緊急時の対応が迅速にとれる体制（すでにできていたらすみません） タンキ ニュウショ イドウ シエン フクシ リヨウ ジ ツ ア イリョウ キカン ホウモン カンゴ カンゴシ ドウコウ キンキュウジ タイオウ ジンソク タイセイ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所　空		0287-73-8165		0287-73-8165		329-3157		那須塩原市大原間西1-19-9		那須塩原市、大田原市、那須町 ナスシオバラ シ オオタワラシ ナスマチ		1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		重心のお子様の療育支援をやっていたので、苦労はありませんでしたが、医療（訪問看護）訪問リハ訪問入浴の制度を知らなかったので、その方々との連携が取れて大変勉強になりました。 ジュウシン コサマ リョウイク シエン クロウ イリョウ ホウモン カンゴ ホウモン ホウモン ニュウヨク セイド シ カタガタ レンケイ ト タイヘン ベンキョウ		0				医療的ケアの必要な方には支援スタッフ・必ず看護師の方が不在では双方安心したケアはできません。例）乳幼児の通所事業は保母と看護師さん。小学→高校までは義務教育がありますが事後に生活介護はもちろんですが、本当に重心の方の為の日中活動の場が不足しているとおもいますので重心の方の通所事業は必要と思います。家庭以外で通える場所→一時預かりや療育支援事業→高校卒業後は通所施設（一時預かりも含めて） イリョウテキ ヒツヨウ カタ シエン カナラ カンゴシ カタ フザイ ソウホウ アンシン レイ ニュウヨウジ ツウショ ジギョウ ホボ カンゴシ ショウガク コウコウ ギム キョウイク ジゴ セイカツ カイゴ ホントウ ジュウシン カタ タメ ニッチュウ カツドウ バ フソク ジュウシン カタ ツウショ ジギョウ ヒツヨウ オモ カテイ イガイ カヨ バショ イチジ アズ リョウイク シエン ジギョウ コウコウ ソツギョウゴ ツウショ シセツ イチジ アズ フク

		承諾 ショウダク		相談支援事業所みどり		0285-45-8362		0285-45-8397		329-0214		小山市乙女786-1		小山市、栃木市、古河市、結城市 オヤマシ トチギシ コガシ ユウキシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0		大人は対応可能 オトナ タイオウ カノウ		1		1		大人はあるが、こどもはない。先日訪問介護を事業所にお願いしたところどこの事業所も受けていただけなかった。 オトナ センジツ ホウモン カイゴ ジギョウショ ネガ ジギョウショ ウ		3		成人しか計画相談をしたことがないので不安である。当事業所は相談員が一名なので相談する相手がいない セイジン ケイカク ソウダン フアン トウ ジギョウショ ソウダン イン イチメイ ソウダン アイテ		サービス事業所で受けてもらえないケースがある。特に重心や精神知的等重複して疾患を持っていると問い合わせた時点でお断りされてします。 ジギョウショ ウ トク ジュウシン セイシン チテキ ナド チョウフク シッカン モ ト ア ジテン コトワ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所こころみ		0284-41-5039		0284-43-2665		326-0061		足利市田島町611-2				0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		1		0				0		1				3		これまで前例がなく、またこの障害について熟知した方（機関）があるならそちらでしていただいた方がご本人様にとってよい支援であると考えるから。※現在当法人の入所・通所等サービスを利用されている方の相談支援がほとんどの状況です。 ゼンレイ ショウガイ ジュクチ カタ キカン ホウ ホンニンサマ シエン カンガ ゲンザイ トウホウジン ニュウショ ツウショ ナド リヨウ カタ ソウダン シエン ジョウキョウ

		承諾 ショウダク		相談支援センターのどか　真岡センター		0285-81-5890		0285-85-8452		321-4305		真岡市荒町111-1		真岡市、芳賀町、市貝町、益子町、茂木町 モオカシ ハガマチ イチガイ マチ マシコ チョウ モギ マチ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1				在宅での生活では家族の介護負担の軽減が必要。フォーマルインフォーマルの枠にとらわれない福祉サービス。 ザイタク セイカツ カゾク カイゴ フタン ケイゲン ヒツヨウ ワク フクシ

		承諾 ショウダク		友井タクシー介護ステーションふれあい		0285-30-0840		0285-30-0844		323-0025		小山市城山町2丁目12-25		小山市 オヤマシ		1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		利用するサービスは多様で、施設・病院・学校など医療福祉事業所数も多く連携を図るのが困難。学校行事に参加するための会出自の支援サービスがない。 リヨウ タヨウ シセツ ビョウイン ガッコウ イリョウ フクシ ジギョウショ スウ オオ レンケイ ハカ コンナン ガッコウ ギョウジ サンカ カイ シュツジ シエン		0				ご家族様が安心して預けることができる施設と必要に預けられる施設の数は少ない。片道１時間以上かかるためとても不便に思います。呼吸器の方の預かり先は少ない。 カゾクサマ アンシン アズ シセツ ヒツヨウ アズ シセツ カズ スク カタミチ ジカン イジョウ フベン オモ コキュウキ カタ アズ サキ スク

		承諾 ショウダク		もくせいの里		0282-43-0593		0282-43-1387		329-4405		栃木市大平町西山田1198		栃木市内 トチギシナイ		0		1		1		0		1		0		0		1		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		ニーズにあてはまるサービスがなかった。例）①入浴支援②移送サービス　①自宅の浴槽では支援が入れず訪問入浴を検討。しかし、浴槽を置けるスペースがなく断念。②主たる介護者が入院。学校までの送迎ができず特例で市の移送サービスを利用するもかなり時間を要した。 レイ ニュウヨク シエン イソウ ジタク ヨクソウ シエン ハイ ホウモン ニュウヨク ケントウ ヨクソウ オ ダンネン シュ カイゴシャ ニュウイン ガッコウ ソウゲイ トクレイ シ イソウ リヨウ ジカン ヨウ		0				①地域の理解や協力②受け入れの拡大（重心の通所、24時間看護体制が整った短期入所）③デマンドタクシー等関係者の重心に対する理解（理解附属により資源として存在するが利用しがたい）④児童が入浴支援を受けられる環境（家族の身体的な介護負担軽減） チイキ リカイ キョウリョク ウ イ カクダイ ジュウシン ツウショ ジカン カンゴ タイセイ トトノ タンキ ニュウショ ナド カンケイシャ ジュウシン タイ リカイ リカイ フゾク シゲン ソンザイ リヨウ ジドウ ニュウヨク シエン ウ カンキョウ カゾク シンタイテキ カイゴ フタン ケイゲン

		承諾 ショウダク		足利障害者相談支援センター		0284-44-0307		0284-44-0318		326-0064		足利市東砂原後町1072		足利市、佐野市 アシカガシ サノシ		1		0		1		0		1		0		0		1		0		1		0		1		0				1		0				0		0		0		0				0		1				2		委託相談支援事業所のため イタク ソウダン シエン ジギョウショ		医療的ケアが整った施設のショートステイ充実が必要。また、特に呼吸器をつけた方のショート療養介護の利用とそれらを利用するための送迎体制の充実が必要。 イリョウテキ トトノ シセツ ジュウジツ ヒツヨウ トク コキュウキ カタ リョウヨウ カイゴ リヨウ リヨウ ソウゲイ タイセイ ジュウジツ ヒツヨウ

		承諾 ショウダク		指定障害者相談支援事業所あるしぇん		0282-86-7665		0282-21-7109		321-0201		栃木県下都賀郡壬生町安塚2032 ３２１－０２０１		壬生町 ミブマチ		1		0		1		0		1		0		0		1		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		①相談支援専門員として重症心身障害児（者）の方に対する支援の知識や経験が少ない②医療的ケアが必要となる方に対して対応できる福祉サービス（事業所）が少ない。 ソウダン シエン センモンイン ジュウショウシンシンショウガイジ シャ カタ タイ シエン チシキ ケイケン スク イリョウテキ ヒツヨウ カタ タイ タイオウ フクシ ジギョウショ スク		0				医療的ケアが必要な方に関して、福祉のサービスでは対応しきれない部分が多く、結果として家族が本人を抱え込まざるを得ない現状があるように感じます。家族の介護負担が少しでも軽減できるよう福祉サービスも柔軟な対応が出来るようになるといいなと思います。 イリョウテキ ヒツヨウ カタ カン フクシ タイオウ ブブン オオ ケッカ カゾク ホンニン カカ コ エ ゲンジョウ カン カゾク カイゴ フタン スコ ケイゲン フクシ ジュウナン タイオウ デキ オモ

		承諾 ショウダク		下野市相談支援事業所 こばと		0285-44-6783		0285-44-6783		329-0414		下野市小金井1146-6		下野市、上三川町 シモノ シ カミノカワマチ		1		0		1		0		0		0		1		1		0		1		1		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		医療的ケアが必要な乳幼児に対応できるヘルパー事業所。短期入所・日中一時支援事業所が近くにない（少ない）。 イリョウテキ ヒツヨウ ニュウヨウジ タイオウ ジギョウショ タンキ ニュウショ ニッチュウ イチジ シエン ジギョウショ チカ スク		0				設問5で回答した内容：外出可能な方は児童発達支援を利用可能であるが無理な方は外部との交流をもちにくい。訪問看護・訪問リハビリが入っているケースはいいがない場合母子で孤立しがち。幸いあそびの支援をしてくれるヘルパー事業所があり支援につながっている。ヘルパー利用を希望されない家庭、利用したくてもヘルパー事業所がない等支援に苦慮する。 セツモン カイトウ ナイヨウ ガイシュツ カノウ カタ ジドウ ハッタツ シエン リヨウ カノウ ムリ カタ ガイブ コウリュウ ホウモン カンゴ ホウモン ハイ バアイ ボシ コリツ サイワ シエン ジギョウショ シエン リヨウ キボウ カテイ リヨウ ジギョウショ ナド シエン クリョ

		承諾 ショウダク		相談支援センターぴあん ソウダン シエン		0282-31-1755		0282-31-2919		328-0067		栃木市皆川城内町333-2		栃木市、小山市 トチギシ オヤマシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1				これまで現場で関わったことがなく、事例検討でしか情報を把握しておらず不安はあります。でも関係機関やご家族様からいろいろなことを教えて頂きながら相談支援として専門性を活かせればと思っています。色々な立場の方からお話をお伺いしてもご家族や医療機関専門的な事業所の負担が大きく相談支援があまり役に立つことができていない（場合によっては自ら引いてしまう）今の現状を少しでも変えていければいいと思います。 ゲンバ カカ ジレイ ケントウ ジョウホウ ハアク フアン カンケイ キカン カゾクサマ オシ イタダ ソウダン シエン センモンセイ イ オモ イロイロ タチバ カタ ハナシ ウカガ カゾク イリョウ キカン センモンテキ ジギョウショ フタン オオ ソウダン シエン ヤク タ バアイ ミズカ ヒ イマ ゲンジョウ スコ カ オモ

		承諾 ショウダク		うつのみや		028-632-6074/090-4059-9728		028-632-6075		320-0861		宇都宮市西2-1-7		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				3		専門的な知識を社会資源のアドバイスを他相談支援事業所からいただきながらみずからの事業所で引き受けるという形が望ましい センモンテキ チシキ シャカイ シゲン ホカ ソウダン シエン ジギョウショ ジギョウショ ヒ ウ カタチ ノゾ

		承諾 ショウダク		サポートセンターきりん		028-612-3838		028-678-3257		321-0905		栃木県宇都宮市平出工業団地43-100 ３２１－０９０５		宇都宮市 ウツノミヤシ		0		1		1		0		1		0		0		1		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		療養介護に入所しているので他のサービスの利用が困難。そのための社会資源をつなげたり、活用したりするのが難しい。 リョウヨウ カイゴ ニュウショ ホカ リヨウ コンナン シャカイ シゲン カツヨウ ムズカ		0				今後、市町村などで展開されていく生活拠点に関する事業をうまく活用できればいいなと感じています。入所されている方々については地域とのつながり方が今後は重要になってくると思われますので、広く門扉を開けた活動などが多くなってくるといいなと思っています。 コンゴ シチョウソン テンカイ セイカツ キョテン カン ジギョウ カツヨウ カン ニュウショ カタガタ チイキ カタ コンゴ ジュウヨウ オモ ヒロ モンピ ア カツドウ オオ オモ

		承諾 ショウダク		さわやか相談支援センター		0280-57-4884		0280-57-4994		329-0112		野木町南赤塚1145-1		小山市、野木町、古河市、栃木市 オヤマシ ノギマチ コガシ トチギシ		0		1		1		0		0		0		1		0		0		1		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		現実的な目標の位置づけ ゲンジツテキ モクヒョウ イチ		0

		承諾 ショウダク		相談支援事業所つばさ		0287-53-7393		0287-53-7394		324-0044		大田原市親園824-1		大田原市、那須塩原市、那須烏山市、矢板市、さくら市、那須町、塩谷町、高根沢町 オオタワラシ ナスシオバラシ ナスカラスヤマシ ヤイタシ シ ナスマチ シオ タニ マチ タカネザワマチ		1		0		1		0		1		0		1		1		0		1		0		0		0				1		2		医療的なケアが必要なケース、将来的に短期入所につなげたいケースだった為、専門の事業所に依頼した イリョウテキ ヒツヨウ ショウライテキ タンキ ニュウショ タメ センモン ジギョウショ イライ		1		1		0		0				1		0		使えるサービスの少なさに調整が難しかった ツカ スク チョウセイ ムズカ		1				乳幼児期の受け入れ可能な福祉サービス等の社会資源が必要である。 ニュウヨウジ キ ウ イ カノウ フクシ ナド シャカイシゲン ヒツヨウ

		承諾 ショウダク		特定相談支援センターはじめ		0284-22-4561		0284-22-4562		326-0143		足利市葉鹿町735-1		足利市 アシカガシ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1

		承諾 ショウダク		上三川障がい児・者生活相談支援センター		0285-38-6854		0285-38-6841		329-0611		上三川町上三川5082-15		上三川町 カミノカワマチ		1		0		1		0		1		0		0		1		0		0		0		0		0				1		0				0		0		0		0				1		0				0

		承諾 ショウダク		はつらつサロン南天相談支援事業所		0285-22-4659		0285-38-6529		323-0027		小山市花垣町2-3-19		小山市、栃木市 オヤマシ トチギシ		0		0		1		0		1		1		0		1		1		1		1		1		0				0		0				0		0		0		0				1		0		利用したいサービス事業所が少なく生活改善、家族、支援者の負担軽減に繋がらない（訪問入浴、ショートステイ、生活介護などなど（就労Ａ型））医師によっては連携が困難。何処の精神科がよいかと利用者に問われるが答えは解らない。 リヨウ ジギョウショ スク セイカツ カイゼン カゾク シエンシャ フタン ケイゲン ツナ ホウモン ニュウヨク セイカツ カイゴ シュウロウ ガタ イシ レンケイ コンナン ドコ セイシンカ リヨウシャ ト コタ ワカ		0				本人の選択や受け入れ事業所の間口を広げる。例えば入浴はヘルパーの2人対応で行ているがヘルパー不足や腰痛の悪化などで対応が難しくなってくる。機会浴のできる生活介護を勧めるも本人の選択肢がない。自宅から出かける自由さのようなものが閉ざされているような気がする。反面高齢者のサービスは増加する一方で利用者が不足し閉鎖なども聞かれる。高齢者・障害者がともにデイサービスやショートステイを利用できるようにならないかと思う。障害児については働く両親をサポートすることで生活の安定や療育などへ通園のし易さを図り、送迎サービスの充実など。 ホンニン センタク ウ イ ジギョウショ マグチ ヒロ タト ニュウヨク ニン タイオウ オコナ ブソク ヨウツウ アッカ タイオウ ムズカ キカイ ヨク セイカツ カイゴ スス ホンニン センタクシ ジタク デ ジユウ ト キ ハンメン コウレイシャ ゾウカ イッポウ リヨウシャ フソク ヘイサ キ コウレイシャ ショウガイシャ リヨウ オモ ショウガイジ ハタラ リョウシン セイカツ アンテイ リョウイク ツウエン ヤス ハカ ソウゲイ ジュウジツ

		承諾 ショウダク		障がい者生活支援センターこぶし		028-680-5746		028-688-0214		321-0126		栃木県宇都宮市茂原町837-1		宇都宮市、上三川町 ウツノミヤシ カミノカワマチ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1				①医療機関との細かな連携体制②相談関係者を含め本人に関わり支援をするなかで即座に動きが取れるようなフットワークの軽いチーム作り イリョウ キカン コマ レンケイ タイセイ ソウダン カンケイシャ フク ホンニン カカ シエン ソクザ ウゴ ト カル ヅク

								Ｑ2.重症心身障害児（者）の定義をご存知ですか

				1		知っている シ		40

				2		知らない シ		33

								Ｑ3.重症心身障害児（者）の方（家族・関係機関等）からの相談を受けたことがありますか

						ある		35

						ない		43

										それは誰からの相談でしたか

								ａ.家族 カゾク		27

								ｂ.支援者 シエンシャ		6

								ｃ.関係機関 カンケイ キカン		12

										それはどんな相談でしたか

								生活上の相談 セイカツ ジョウ ソウダン		19

								医療的な相談 イリョウテキ ソウダン		7

								制度に関する相談 セイド カン ソウダン		15

								教育に関する相談 キョウイク カン ソウダン		5

								サービス等利用計画書作成に関する相談 ナド リヨウ ケイカクショ サクセイ カン ソウダン		26

								その他 タ		3

										それらの相談事業所として対応（解決）はできましたか

								ａ.できた		27

								ｂ.できなかった		4

								Ｑ4.Ｑ3-2「ない」→これから重症心身障害児（者）の方（本人・家族等）からの相談があればどのように対応されますか

						自分の事業所で対応する ジブン ジギョウショ タイオウ		17

						ほかの相談支援事業所へ依頼する ソウダン シエン ジギョウショ イライ		15

						行政に依頼する ギョウセイ イライ		8

						その他 タ		9

								Ｑ5.重症心身障害児（者）の方のサービス等利用計画書を作成したことがありますか

						ある		33

						ない		46

						今後依頼があれば作成する コンゴ イライ サクセイ		15

						他の相談支援事業所に依頼する ホカ ソウダン シエン ジギョウショ イライ		18

						作成するかどうかわからない サクセイ		14

										「ない」と回答 カイトウ



重症心身障害児（者）の定義をご存知ですか

Ｑ2.重症心身障害児（者）の定義をご存知ですか	Ｑ3.重症心身障害児（者）の方（家族・関係機関等）からの相談を受けたことがありますか	それは誰からの相談でしたか	それはどんな相談でしたか	それらの相談事業所として対応（解決）はできましたか	Ｑ5.重症心身障害児（者）の方のサービス等利用計画書を作成したことがありますか	Ｑ5.重症心身障害児（者）の方のサービス等利用計画書

　　 を作成したことがありますか

ない
59%



訪問看護事業所

		Ｑ1.貴施設について、お伺いいたします キ シセツ ウカガ

		1		事業所名 ジギョウショ メイ

		2		電話番号 デンワ バンゴウ

		3		FAX番号 バンゴウ

		4		所在地 ショザイチ

		5		職員構成（常勤・非常勤は問いません） ショクイン コウセイ ジョウキン ヒジョウキン ト

						看護師 カンゴシ

						作業療法士 サギョウ リョウホウシ

						准看護師 ジュンカンゴシ

						理学療法士 リガク リョウホウシ

						保健師 ホケンシ

						言語療法士 ゲンゴ リョウホウシ

						その他 タ

		6		訪問可能な主な市町村 ホウモン カノウ オモ シチョウソン

		Q2.いままでに以下の項目を在宅看護で行ったことがありますか（あるものすべてにチェックをしてください） イカ コウモク ザイタク カンゴ オコナ

								成人在宅 セイジン ザイタク				小児在宅 ショウニ ザイタク

				在宅人工呼吸器の管理 ザイタク ジンコウ コキュウキ カンリ

				気管カニューレの交換 キカン コウカン

				気管カニューレ部位のガーゼ交換 キカン ブイ コウカン

				気管内吸引 キカンナイ キュウイン

				食事介助 ショクジ カイジョ

				経鼻チューブの交換 ケイビ コウカン

				胃瘻の管理 イロウ カンリ

				経管栄養の注入 ケイカン エイヨウ チュウニュウ

				ストーマの管理 カンリ

				尿道カテーテルの管理 ニョウドウ カンリ

				導尿 ドウニョウ

				入浴介助 ニュウヨク カイジョ

				看護師によるリハビリテーション カンゴシ

				OTもしくはPTによるリハビリテーション

				中心静脈カテーテル管理 チュウシン ジョウミャク カンリ

				高カロリー輸液の管理 コウ ユエキ カンリ

				薬剤の静注（抗生物質や利尿剤など） ヤクザイ ジョウチュウ コウセイ ブッシツ リニョウザイ

				麻薬による疼痛コントロール マヤク ウズ ツウ

				終末期の医療的ケア シュウマツキ イリョウテキ

				在宅での看取り ザイタク ミト

				24時間対応 ジカン タイオウ

		Q3.現時点で、依頼のあった場合、重症心身障害児（者）の在宅医療を行うことはできますか ゲンジテン イライ バアイ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ ザイタク イリョウ オコナ

		1		できる

		2		できない

		3		要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン

		Q4.依頼があった場合に可能な医療的ケアと身体介護についてお答えください イライ バアイ カノウ イリョウテキ シンタイ カイゴ コタ

		※個別シートにて対応 コベツ タイオウ



				Ｑ1.貴施設について、お伺いいたします キ シセツ ウカガ																										Q2.いままでに以下の項目を在宅看護で行ったことがありますか（あるものすべてにチェックをしてください）【1.ある、0.ない】 イカ コウモク ザイタク カンゴ オコナ																																																																																				Q3		Q4.依頼があった場合に可能な医療的ケアと身体介護についてお答えください【1.できる、2.できない、3.要相談（条件による）】 イライ バアイ カノウ イリョウテキ シンタイ カイゴ コタ ヨウ ソウダン ジョウケン																																																																																																																																																																																																																		Q5.重症心身障害児（者）の方に対する医療、在宅生活等についてお気づきのことなど、ご自由にお書きください ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ カタ タイ イリョウ ザイタク セイカツナド キ ジユウ カ

				事業所名 ジギョウショ メイ		電話番号 デンワ バンゴウ		FAX番号 バンゴウ		郵便番号 ユウビンバンゴウ		所在地 ショザイチ		職員構成（常勤・非常勤は問いません）【人数：名】 ショクイン コウセイ ジョウキン ヒジョウキン ト ニンズウ メイ														訪問可能な主な市町村 ホウモン カノウ オモ シチョウソン		在宅人工呼吸器の管理 ザイタク ジンコウ コキュウキ カンリ				気管カニューレの交換 キカン コウカン				気管カニューレ部位のガーゼ交換 キカン ブイ コウカン				気管内吸引 キカンナイ キュウイン				食事介助 ショクジ カイジョ				経鼻チューブの交換 ケイビ コウカン				胃瘻の管理 イロウ カンリ				経管栄養の注入 ケイカン エイヨウ チュウニュウ				ストーマの管理 カンリ				尿道カテーテルの管理 ニョウドウ カンリ				導尿 ドウニョウ				入浴介助 ニュウヨク カイジョ				看護師によるリハビリテーション カンゴシ				OTもしくはPTによるリハビリテーション				中心静脈カテーテル管理 チュウシン ジョウミャク カンリ				高カロリー輸液の管理 コウ ユエキ カンリ				薬剤の静注（抗生物質や利尿剤など） ヤクザイ ジョウチュウ コウセイ ブッシツ リニョウザイ				麻薬による疼痛コントロール マヤク ウズ ツウ				終末期の医療的ケア シュウマツキ イリョウテキ				在宅での看取り ザイタク ミト				24時間対応 ジカン タイオウ						在宅人工呼吸器の管理 ザイタク ジンコウ コキュウキ カンリ										気管カニューレの交換 キカン コウカン										気管カニューレの管理（日常の交換以外の対応） キカン カンリ ニチジョウ コウカン イガイ タイオウ										気管内吸引 キカンナイ キュウイン										食事介助 ショクジ カイジョ										経鼻チューブの交換 ケイビ コウカン										ストーマの管理 カンリ										尿道カテーテルの管理 ニョウドウ カンリ										導尿 ドウニョウ										入浴介助 ニュウヨク カイジョ										看護師によるリハビリテーション カンゴシ										OTもしくはPTによるリハビリテーション										中心静脈カテーテル管理 チュウシン ジョウミャク カンリ										高カロリー輸液の管理 コウ ユエキ カンリ										薬剤の静注（抗生物質や利尿剤など） ヤクザイ ジョウチュウ コウセイ ブッシツ リニョウザイ										麻薬による疼痛コントロール マヤク トウツウ										終末期の医療的ケア シュウマツキ イリョウテキ										在宅での看取り ザイタク ミト										24時間対応 ジカン タイオウ										外出の介助 ガイシュツ カイジョ										通院の介助 ツウイン カイジョ

		承諾可否 ショウダク カヒ												看護師 カンゴシ		作業療法士 サギョウ リョウホウシ		准看護師 ジュンカンゴシ		理学療法士 リガク リョウホウシ		保健師 ホケンシ		言語療法士 ゲンゴ リョウホウシ		その他 タ				成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ				乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ

		否 ヒ		曙訪問看護ステーション アケボノ ホウモン カンゴ		028-660-7803		028-683-5306		321-0901		宇都宮市平出町413番地		8		3		0		3		0		1				宇都宮、高根沢 ウツノミヤ タカネザワ		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		3		2		2		2		2		3		2		2		2		2		2		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		1		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		1		1		1		3		3		3		1		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		2		2		2		2		2		いつも大変お世話になっております。当STでも数名の小児利用者をNS、PT、OTでサポートしています。又、貴院のショートステイを利用させて頂いております。ご利用者様、家族が安心して過ごせるよう地域でサポートできたらと考えています。どうぞよろしくお願い申し上げます。 タイヘン セワ トウ スウメイ ショウニ リヨウシャ マタ キ イン リヨウ イタダ リヨウシャサマ カゾク アンシン ス チイキ カンガ ネガ モウ ア

		否 ヒ		とちぎメディカルセンター		0282-22-5810		0282-225812		328-0043		栃木市境町27-21		9		0		4		1		0		1		2		栃木市、小山市、壬生町 トチギシ オヤマシ ミブマチ		1		1		1		0		1		1		1		1		1		0		1		0		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		0		1		1		3		2		1		1		1		1		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		2		2		2		1		1		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		1		1		1		1		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		2		2		2		2		2

		否 ヒ		あいケアステーション		0282-23-6221		0282-24-9850		328-0074		栃木市薗部町2-5-9		1		0		2		2		0		0				栃木市 トチギシ		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		3		2		2		2		2		3		2		2		2		2		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		3		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		3		2		2		2		2		3		2		2		2		2		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		2		2		2		2		3

		否 ヒ		訪問看護ステーションこすもす		0285-80-5511		0285-80-5512		321-4337		真岡市上高間木2-24-4		4		2		0		1		0		0						1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		3		2		2		2		3		3		2		2		2		3		3		2		2		2		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		3		3		3		3		3		3		3		2		2		2		3		3		2		2		2		3		3		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		2		2		2		2		3		2		2		2		2		3		2		2		2		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		1		3		3		3		3		3		2		2		2		2		2		緊急時に主治医又はバッックベットのある病院との連携がとれる体制が整っていないと、在宅での対応に不安があります。
現在のところ、小児科、精神科看護を経験したスタッフがいない為、受け入れに不安がありますので今回はガイドマップ等に公表することに同意する事は控えさせていただきたいと思います。 キンキュウジ シュジイ マタ ビョウイン レンケイ タイセイ トトノ ザイタク タイオウ フアン ゲンザイ ショウニカ セイシンカ カンゴ ケイケン タメ ウ イ フアン コンカイ ナド コウヒョウ ドウイ コト ヒカ オモ

		否 ヒ		訪問看護ステーションひばり		0289-64-7226		0289-64-2225		322-8550		鹿沼市下田町1-1033		6		1		0		1		0		0				市内及び近隣市 シナイ オヨ キンリン シ		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		0		1		1		2

chizuru_tanaka: 未記入		1		1		2		2		1		2		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		1		3		3		1		1		1		3		3		3		3		1		3		3		1		1		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		1		3		3		3		1		1		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1

		否 ヒ		訪問看護ステーション那須		0287-73-5048		0287-63-4566		325-0023		那須塩原市豊浦10-706		5		0		2		0		0		0				那須塩原市、大田原市、那須町 ナスシオバラ シ オオタワラシ ナスマチ		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		0		0		1		0		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		2

chizuru_tanaka: 未記入		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1

		承諾 ショウダク		さくら訪問看護ステーション		0287-29-3252		0287-29-3252		324-0058		大田原市紫塚3-2633-10		5		0		0		1		0		0				大田原市、那須塩原市、矢板市 オオタワラシ ナスシオバラ シ ヤイタ シ		1		0		1		1		1		1		1		1		1		0		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		0		1		1		3		3		3		3		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		小児の受入数（実績）が少ないので、実際依頼があった場合、入院中から手技等の指導を受けたいと思います。 ショウニ ウケイレスウ ジッセキ スク ジッサイ イライ バアイ ニュウインチュウ シュギ ナド シドウ ウ オモ

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションたんぽぽ		0280-57-1888		0280-57-3819		329-0101		下都賀郡野木町友沼5119-12		20		3		0		5		0		0		2		野木町、小山市、旧藤岡町 ノギマチ オヤマシ キュウ フジオカマチ		1		1		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		1		1		1		1		1		1		0		0		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		3		1		1		1		1		1		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		3		3		3		3		3		1		1		3		2		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		2		2		2		2		2		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		受け入れてくれる訪問看護Stの数が少ないと思います。研修会の機会を設けてサービス体制が構築できると良いと思います。 ウ イ ホウモン カンゴ カズ スク オモ ケンシュウカイ キカイ モウ タイセイ コウチク ヨ オモ

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションうつのみや		028-612-6103		028-612-6104		320-0852		宇都宮市下砥上町字並塚643番地1		11		0		0		0		0		0		1		宇都宮市、壬生町 ウツノミヤシ ミブマチ		1		1		0		0		1		1		1		1		1		0		0		0		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		2

chizuru_tanaka: 未記入		3		3		3		3		1		2		2		2		2		2		3		3		3		1		1		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		3		3		3		1		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		3		3		3		1		1		3		3		3		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーション石橋		0285-52-2293		0285-52-2268		329-0511		下野市石橋628番地		7		0		0		1		0		0		1		下野市、上三川町、壬生町、宇都宮市（部） シモノ シ カミノカワマチ ミブマチ ウツノミヤシ ブ		1		1		0		0		1		1		1		1		1		0		1		0		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		3		1		1		1		1		1		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		1		3		3		3		3		3		3		3		3		1		1		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		2		2		2		2		2		最近、訪問依頼が増えてきていますが、私たち看護師の力量不足から利用者家族へ満足のいく看護が提供できないように感じています。現在の、利用者家族から教わることが多くあり、私たちが勉強になります。ただ、訪問していて思うことは、ご両親の今までの経験でケアが進み危険であり、指導させていただいても理解が得られないこともあり、ジレンマとなっています。例）誤嚥性肺炎を繰り返している方にヘッドアップして食事を摂るよう説明してもフラットのままであったり、他の方でPEG造設されているので、栄養はPEGからにして経口からは楽しみ程度にしてと言っても、食事を経口から摂るなど。 サイキン ホウモン イライ フ ワタクシ カンゴシ リキリョウ ブソク リヨウシャ カゾク マンゾク カンゴ テイキョウ カン ゲンザイ リヨウシャ カゾク オソ オオ ワタシ ベンキョウ ホウモン オモ リョウシン イマ ケイケン スス キケン シドウ リカイ エ レイ ゴエンセイ ハイエン ク カエ カタ ショクジ ト セツメイ ホカ カタ ゾウ セツ エイヨウ ケイコウ タノ テイド イ ショクジ ケイコウ ト

		承諾 ショウダク		マロニエ訪問看護ステーション		0287-37-6322		0287-39-3305		329-2763		那須塩原市井口537-3 にしなすの総合在宅ｹｱｾﾝﾀｰ内		5		7		0		5		0		2		1		那須塩原市、那須町、大田原市　リハビリのみ→那珂川町訪問可能 ナスシオバラ シ ナスマチ オオタワラシ ナカガワ マチ ホウモン カノウ		1		1		1		0		1		1		1		1		0		0		0		1		1		1		1		1		1		0		1		1		1		1		1		1		0		0		1		1		1		0		1		0		0		0		1		0		1		1		1		1		1		1		3		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーション佐野		0283-86-7013		0283-86-7031		327-0847		佐野市天神町７７４－２２ メープルハイツ１０１号室		3		0		1		0		0		0		1		足利市、佐野市、栃木市（旧岩船市） アシカガシ サノシ トチギシ キュウ イワフネ シ		0		0		0		0		1		0		1		0		1		0		0		0		1		0		0		0		1		0		1		0		0		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		2		2		2		2		2		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1

		承諾 ショウダク		とちぎ訪問看護ステーションくろばね		0287-54-0507		0287-54-0580		324-0241		大田原市黒羽向町142番地		6		0		0		0		1		0		2		大田原市、那須塩原市、那須町、那珂川町 オオタワラシ ナスシオバラ シ ナスマチ ナカガワマチ		1		0		0		0		1		1		1		1		1		0		1		0		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		3		3		3		3		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		1		2		2		2		2		2		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3

		承諾 ショウダク		鹿沼訪問看護ステーション		0289-60-5650		0289-60-1687		322-0021		鹿沼市上野町320-3高橋ビル１階１０３号室		5		0		0		0		0		0				鹿沼市、旧宇都宮市、旧今市市、壬生町、西片町 カヌマシ キュウ ウツノミヤシ キュウ イマイチシ ミブマチ ニシカタマチ		0		0		0		0		0		0		1		0		1		0		0		0		1		0		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		2

chizuru_tanaka: 未記入		2		2		2		2		1		2		2		2		2		3		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションほっと		028-626-5739		028-625-8201		321-0974		宇都宮市竹林町958		11		0		0		2		0		0		0		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2

		承諾 ショウダク		芳賀赤十字訪問看護ステーション		0285-84-8266		0285-84-8266		321-4306		真岡市台町2461		6		0		0		0		0		0		0		芳賀郡全域（真岡市、益子町、芳賀町、茂木町） ハガ グン ゼンイキ モオカシ マシコマチ ハガマチ モギ マチ		1		1		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		3		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		当ステーションは今年度小児在宅医との連携を開始することができました。安心して在宅療養を継続できるよう、多職種と連携し、実施しています。高齢者が介護サービスを選択するように、サービスの充実は得られていません。現実は家族だけで利用者（児）のケアを実施しているケースもあり家族の介護負担は大きいと考えます。負担軽減のためには、スムーズなレスパイト入院や日中の一時お預かり等充実した施設が増えることでさらに安心した療養環境の提供ができると思います。よろしくお願いいたします。 トウ コンネンド ショウニ ザイタク イ レンケイ カイシ アンシン ザイタク リョウヨウ ケイゾク タ ショクシュ レンケイ ジッシ コウレイシャ カイゴ センタク ジュウジツ エ ゲンジツ カゾク リヨウシャ ジ ジッシ カゾク カイゴ フタン オオ カンガ フタン ケイゲン ニュウイン ニッチュウ イチジ アズ ナド ジュウジツ シセツ フ アンシン リョウヨウ カンキョウ テイキョウ オモ ネガ

		承諾 ショウダク		とちぎ訪問看護ステーションみぶ		0282-82-7262		0282-82-7260		321-0218		下都賀郡壬生町落合1-18-12		16		0		0		0		0		0		1		上三川町、下野市、壬生町、宇都宮 カミノカワマチ シモノ シ ミブ チョウ ウツノミヤ		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		1		0		1		1		1		1		1		1		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		病院との連携が大切。在宅生活を支援するためにチームで対応する（介護者の支援） ビョウイン レンケイ タイセツ ザイタク セイカツ シエン タイオウ カイゴシャ シエン

		承諾 ショウダク		ＷＡＤＥＷＡＤＥ訪問看護ステーション		028-666-5420		028-666-5460		321-0923		栃木県宇都宮市下栗町2913-1 ３２１－０９２３		12		0		0		0		0		0				宇都宮市、上三川町、 ウツノミヤシ カミノカワマチ		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		0		0		1		0		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		重心の方を看る側（介護者）の負担軽減の必要性を感じてしまいます。まだまだ「私がやらなければ」という気持ちが強く、様々な資源活用へと動きが進むような発信が大切だと思っています。 ジュウシン カタ ミ ガワ カイゴシャ フタン ケイゲン ヒツヨウセイ カン ワタシ キモ ツヨ サマザマ シゲン カツヨウ ウゴ スス ハッシン タイセツ オモ

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションあい		0287-83-8035		0287-83-8222		321-0628		那須烏山市金井2-5-9 ベンチャープラザ7号室 ゴウシツ		8		0		1		0		0		0		1		那須烏山市、那珂川町、茂木町、一貝町 ナスカラスヤマシ ナカガワマチ モギマチ イチ ガイ マチ		1		1		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		0		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		小児や重心など医療依存度が高い方には家族が安心して預けられる事業所とスタッフが必要です（レスパイトの本当の意味で）訪問看護スタッフが動きやすい仕組みがあればもっと介入できると思います。例えば在宅以外への支援での算定が可能になる。長時間支援が可能になるなど。在宅支援診療所が多ければ助かります。開業医で努力してくださる医師の力で乗り切っている地域は特にそう感じます。後方病院親元病院との連携、地域との調整などスムーズにシームレスに行われるとうれしいです。行政からの介入が少なく、制度のことなど知らないまま苦労されている方が多いので、窓口での丁寧かつタイミングよく助言をしていただくと嬉しいです。 ショウニ ジュウシン イリョウ イゾンド タカ カタ カゾク アンシン アズ ジギョウショ ヒツヨウ ホントウ イミ ホウモン カンゴ ウゴ シク カイニュウ オモ タト ザイタク イガイ シエン サンテイ カノウ チョウジカン シエン カノウ ザイタク シエン シンリョウジョ オオ タス カイギョウイ ドリョク イシ チカラ ノ キ チイキ トク カン コウホウ ビョウイン オヤモト ビョウイン レンケイ チイキ チョウセイ オコナ ギョウセイ カイニュウ スク セイド シ クロウ カタ オオ マドグチ テイネイ ジョゲン ウレ

		承諾 ショウダク		あおい訪問看護ステーション		0284-73-9456		0284-72-7600		326-0831		足利市堀込町2556 セレッソ・コート１階		16		0		0		4		0		0				足利市とその周辺（佐野市、館林市、巴楽町、太田市、桐生市） アシカガシ シュウヘン サノシ タテバヤシシ トモエ ラク マチ オオタシ キリュウシ		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1

		承諾 ショウダク		那須赤十字訪問看護ステーション		0287-23-8866		0287-23-8903		324-8686		大田原市中田原1081-4		8		1		0		0		0		0				大田原市、那須塩原市（一部を除く） オオタワラシ ナスシオバラ シ イチブ ノゾ		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		1		1		0		1		0		1		1		1		0		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションゆりの木		0287-47-5123		0287-47-5124		324-0028		大田原市山の手1-1-7 ヤマ テ		4		0		0		0		0		0				大田原市、那須塩原市、那珂川町 オオタワラシ ナスシオバラ シ ナカガワマチ		1		1		1		0		1		1		1		1		0		0		0		1		1		0		1		1		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		0		0		1		0		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		3		1		1		1		1		2		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		3		1		1		1		1		3		1		1		1		1		1		1		1		1		3		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		3		3		1		3		3		1		1		1		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		重症心身障害児施設で勤務したことのある看護師が2名いますので積極的に依頼があれば支援させていただきたいと思っています。こどもはやはり親元で成長発達できることが何よりも必要なことであると思っています。 ジュウショウ シンシン ショウガイ ジ シセツ キンム カンゴシ メイ セッキョクテキ イライ シエン オモ オヤモト セイチョウ ハッタツ ナニ ヒツヨウ オモ

		承諾 ショウダク		ライフ訪問看護リハビリテーション		0284-64-8799		0284-64-8335		326-0831		足利市堀込町2656-7　ASKビル３０１号		5		0		0		1		0		0		0		足利市、佐野市、館林市、邑楽郡、太田市、桐生市 アシカガシ サノシ タテバヤシシ オウラ グン オオタシ キリュウシ		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		この件に関する研修の案内が少ないため、学ぶ機会をもっと増やしてほしい ケン カン ケンシュウ アンナイ スク マナ キカイ フ

		承諾 ショウダク		わくわく訪問看護ステーションおやま		0285-24-6575		0285-20-0255		323-0022		小山市駅東通り3-9-6		11		0		0		5		0		0		0		小山市、結城市（茨城県）、下野市の一部、栃木市（PTのみ） オヤマシ ユウキシ イバラキケン シモノ シ イチブ トチギシ		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		1		1		1		1		3		3		3		1		1		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		自立支援のケアマネージャーがいるが、医療福祉行政をうまく連携してまとめる役割が果たせていない。それぞれが別々で動いており、介護者が困ったときの相談窓口に迷う。 ジリツ シエン イリョウ フクシ ギョウセイ レンケイ ヤクワリ ハ ベツベツ ウゴ カイゴシャ コマ ソウダン マドグチ マヨ

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーション風		028-612-1333		028-612-1384		321-0117		宇都宮市城南3丁目5-6		3		1		0		1		0		0				宇都宮、鹿沼、下野、壬生 ウツノミヤ カヌマ シモノ ミブ		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		1		1		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1

		承諾 ショウダク		宮の橋訪問看護ステーション		028-635-9839		028-635-9839		321-0963		宇都宮市南大通り1-1-23		7		0		0		1		0		0		0		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		1		1		0		1		1		1		1		1		0		0		0		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		レスパイト等受け入れ先が少ない。市のコーディネーター様がご多忙の様子であり、要望に対しての対応にかなりの時間を要する（対応されないこともある）。年度変わるときなど、担当者（市）の引き継ぎがされず、進んでいた調整も振り出しに戻ってしまうことがある。 トウ ウ イ サキ スク シ サマ タボウ ヨウス ヨウボウ タイ タイオウ ジカン ヨウ タイオウ ネンド カ タントウシャ シ ヒ ツ スス チョウセイ フ ダ モド

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションオリーブ		0282-27-8414		0282-27-8415		328-0027		栃木市今泉町1丁目17番29号		7		0		0		0		0		0				栃木市、小山市、下野市、壬生町 トチギシ オヤマシ シモノ シ ミブ マチ		1		1		1		0		1		1		1		1		0		0		0		0		1		1		1		1		0		0		1		1		1		0		1		1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションマザーの家		0283-85-7771		0283-85-7772		327-0504		佐野市中町942-1		2		0		3		0		0		0				佐野市 サノシ		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーション卯の郷		028-682-7770		028-682-7766		329-1311		さくら市氏家2650番地		3		0		0		0		0		0				さくら市（周辺15ｋｍ以内）、塩谷町、那須烏山市、宇都宮市、高根沢町 シ シュウヘン イナイ シオヤ マチ ナスカラスヤマシ ウツノミヤシ タカネザワ マチ		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		3		3		3		3		3		1		2		2		2		2		2		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		2		2		2		3		3		3		3		1		1		1		3		3		3		3		1		2		2		2		2		2		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		2		2		2		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションたかねざわ		028-680-1701		028-680-1702		329-1233		塩谷郡高根沢町宝積寺2426-8 		16		0		0		0		0		0				高根沢町、さくら市、那須烏山市、芳賀町、市貝町、茂木町、益子町、宇都宮市 タカネザワマチ シ ナスカラスヤマシ ハガ マチ イチ カイ チョウ モギマチ マシコ チョウ ウツノミヤシ		1		1		1		0		1		1		1		1		1		0		1		0		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		2		2		2		2		2

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションみどり		0285-45-8362		0285-45-8397		329-0214		小山市乙女786-1		3		0		1		0		0		0				小山市、栃木市、古河市、結城市 オヤマシ トチギシ コガシ ユウキシ		0		0		1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		1		0		1		0		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		3		2		2		2		3		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		1		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		1		1		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		訪問看護師がもっと社会資源として同行できるとよいと思う。在宅での療養はもっと看護師が活躍できる体制が整うとよいと思った。 ホウモン カンゴシ シャカイ シゲン ドウコウ オモ ザイタク リョウヨウ カンゴシ カツヤク タイセイ トトノ オモ

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションあるく		028-643-5586		028-678-8796		320-0036		宇都宮市小幡2-6-14 		5		0		1		0		0		0		1		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		0		1		0		1		0		1		0		0		1		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3

		承諾 ショウダク		とちぎ訪問看護ステーションおやま		0285-39-8602		0285-39-8607		323-0827		栃木県小山市神鳥谷2251-7 ３２３－０８２７		12		0		0		0		0		0		1		小山市、下野市（南部）、野木町（北部） オヤマシ シモノ シ ナンブ ノギ マチ ホクブ		1		1		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		1		1		1		0		0		1		0		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		3		3		1		1		1		3		1		1		1		1		小児の重症心身障害児の訪問看護を行っていく上で。たびたび感じるのが成長に伴った教育、就学が難しく親御さんの希望通りにいかないことが多く残念に思います。難しいところだと思いますが… ショウニ ジュウショウ シンシン ショウガイジ ホウモン カンゴ オコナ ウエ カン セイチョウ トモナ キョウイク シュウガク ムズカ オヤゴ キボウ ドオ オオ ザンネン オモ ムズカ オモ

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションここあ		028-600-3735		028-600-3736		321-2116		栃木県宇都宮市徳次郎町998-9 ３２１－２１１６		10		1		0		1		0		0		2		宇都宮市、日光市、 ウツノミヤシ ニッコウシ		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2

chizuru_tanaka: 未記入		

chizuru_tanaka: 未記入		

chizuru_tanaka: 未記入		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3







訪問看護事業所 (記述)

		Ｑ1.貴施設について、お伺いいたします キ シセツ ウカガ

		1		事業所名 ジギョウショ メイ

		2		電話番号 デンワ バンゴウ

		3		FAX番号 バンゴウ

		4		所在地 ショザイチ

		5		職員構成（常勤・非常勤は問いません） ショクイン コウセイ ジョウキン ヒジョウキン ト

						看護師 カンゴシ

						作業療法士 サギョウ リョウホウシ

						准看護師 ジュンカンゴシ

						理学療法士 リガク リョウホウシ

						保健師 ホケンシ

						言語療法士 ゲンゴ リョウホウシ

						その他 タ

		6		訪問可能な主な市町村 ホウモン カノウ オモ シチョウソン

		Q2.いままでに以下の項目を在宅看護で行ったことがありますか（あるものすべてにチェックをしてください） イカ コウモク ザイタク カンゴ オコナ

								成人在宅 セイジン ザイタク				小児在宅 ショウニ ザイタク

				在宅人工呼吸器の管理 ザイタク ジンコウ コキュウキ カンリ

				気管カニューレの交換 キカン コウカン

				気管カニューレ部位のガーゼ交換 キカン ブイ コウカン

				気管内吸引 キカンナイ キュウイン

				食事介助 ショクジ カイジョ

				経鼻チューブの交換 ケイビ コウカン

				胃瘻の管理 イロウ カンリ

				経管栄養の注入 ケイカン エイヨウ チュウニュウ

				ストーマの管理 カンリ

				尿道カテーテルの管理 ニョウドウ カンリ

				導尿 ドウニョウ

				入浴介助 ニュウヨク カイジョ

				看護師によるリハビリテーション カンゴシ

				OTもしくはPTによるリハビリテーション

				中心静脈カテーテル管理 チュウシン ジョウミャク カンリ

				高カロリー輸液の管理 コウ ユエキ カンリ

				薬剤の静注（抗生物質や利尿剤など） ヤクザイ ジョウチュウ コウセイ ブッシツ リニョウザイ

				麻薬による疼痛コントロール マヤク ウズ ツウ

				終末期の医療的ケア シュウマツキ イリョウテキ

				在宅での看取り ザイタク ミト

				24時間対応 ジカン タイオウ

		Q3.現時点で、依頼のあった場合、重症心身障害児（者）の在宅医療を行うことはできますか ゲンジテン イライ バアイ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ ザイタク イリョウ オコナ

		1		できる

		2		できない

		3		要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン

		Q4.依頼があった場合に可能な医療的ケアと身体介護についてお答えください イライ バアイ カノウ イリョウテキ シンタイ カイゴ コタ

		※個別シートにて対応 コベツ タイオウ



				Ｑ1.貴施設について、お伺いいたします キ シセツ ウカガ										Q5.重症心身障害児（者）の方に対する医療、在宅生活等についてお気づきのことなど、ご自由にお書きください ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ カタ タイ イリョウ ザイタク セイカツナド キ ジユウ カ

				事業所名 ジギョウショ メイ		電話番号 デンワ バンゴウ		FAX番号 バンゴウ		郵便番号 ユウビンバンゴウ		所在地 ショザイチ

		承諾可否 ショウダク カヒ

		否 ヒ		曙訪問看護ステーション アケボノ ホウモン カンゴ		028-660-7803		028-683-5306		321-0901		宇都宮市平出町413番地		いつも大変お世話になっております。当STでも数名の小児利用者をNS、PT、OTでサポートしています。又、貴院のショートステイを利用させて頂いております。ご利用者様、家族が安心して過ごせるよう地域でサポートできたらと考えています。どうぞよろしくお願い申し上げます。 タイヘン セワ トウ スウメイ ショウニ リヨウシャ マタ キ イン リヨウ イタダ リヨウシャサマ カゾク アンシン ス チイキ カンガ ネガ モウ ア

		否 ヒ		とちぎメディカルセンター		0282-22-5810		0282-225812		328-0043		栃木市境町27-21

		否 ヒ		あいケアステーション		0282-23-6221		0282-24-9850		328-0074		栃木市薗部町2-5-9

		否 ヒ		訪問看護ステーションこすもす		0285-80-5511		0285-80-5512		321-4337		真岡市上高間木2-24-4		緊急時に主治医又はバッックベットのある病院との連携がとれる体制が整っていないと、在宅での対応に不安があります。
現在のところ、小児科、精神科看護を経験したスタッフがいない為、受け入れに不安がありますので今回はガイドマップ等に公表することに同意する事は控えさせていただきたいと思います。 キンキュウジ シュジイ マタ ビョウイン レンケイ タイセイ トトノ ザイタク タイオウ フアン ゲンザイ ショウニカ セイシンカ カンゴ ケイケン タメ ウ イ フアン コンカイ ナド コウヒョウ ドウイ コト ヒカ オモ

		否 ヒ		訪問看護ステーションひばり		0289-64-7226		0289-64-2225		322-8550		鹿沼市下田町1-1033

		否 ヒ		訪問看護ステーション那須		0287-73-5048		0287-63-4566		325-0023		那須塩原市豊浦10-706

		承諾 ショウダク		さくら訪問看護ステーション		0287-29-3252		0287-29-3252		324-0058		大田原市紫塚3-2633-10		小児の受入数（実績）が少ないので、実際依頼があった場合、入院中から手技等の指導を受けたいと思います。 ショウニ ウケイレスウ ジッセキ スク ジッサイ イライ バアイ ニュウインチュウ シュギ ナド シドウ ウ オモ

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションたんぽぽ		0280-57-1888		0280-57-3819		329-0101		下都賀郡野木町友沼5119-12		受け入れてくれる訪問看護Stの数が少ないと思います。研修会の機会を設けてサービス体制が構築できると良いと思います。 ウ イ ホウモン カンゴ カズ スク オモ ケンシュウカイ キカイ モウ タイセイ コウチク ヨ オモ

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションうつのみや		028-612-6103		028-612-6104		320-0852		宇都宮市下砥上町字並塚643番地1

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーション石橋		0285-52-2293		0285-52-2268		329-0511		下野市石橋628番地		最近、訪問依頼が増えてきていますが、私たち看護師の力量不足から利用者家族へ満足のいく看護が提供できないように感じています。現在の、利用者家族から教わることが多くあり、私たちが勉強になります。ただ、訪問していて思うことは、ご両親の今までの経験でケアが進み危険であり、指導させていただいても理解が得られないこともあり、ジレンマとなっています。例）誤嚥性肺炎を繰り返している方にヘッドアップして食事を摂るよう説明してもフラットのままであったり、他の方でPEG造設されているので、栄養はPEGからにして経口からは楽しみ程度にしてと言っても、食事を経口から摂るなど。 サイキン ホウモン イライ フ ワタクシ カンゴシ リキリョウ ブソク リヨウシャ カゾク マンゾク カンゴ テイキョウ カン ゲンザイ リヨウシャ カゾク オソ オオ ワタシ ベンキョウ ホウモン オモ リョウシン イマ ケイケン スス キケン シドウ リカイ エ レイ ゴエンセイ ハイエン ク カエ カタ ショクジ ト セツメイ ホカ カタ ゾウ セツ エイヨウ ケイコウ タノ テイド イ ショクジ ケイコウ ト

		承諾 ショウダク		マロニエ訪問看護ステーション		0287-37-6322		0287-39-3305		329-2763		那須塩原市井口537-3 にしなすの総合在宅ｹｱｾﾝﾀｰ内

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーション佐野		0283-86-7013		0283-86-7031		327-0847		佐野市天神町７７４－２２ メープルハイツ１０１号室

		承諾 ショウダク		とちぎ訪問看護ステーションくろばね		0287-54-0507		0287-54-0580		324-0241		大田原市黒羽向町142番地

		承諾 ショウダク		鹿沼訪問看護ステーション		0289-60-5650		0289-60-1687		322-0021		鹿沼市上野町320-3高橋ビル１階１０３号室

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションほっと		028-626-5739		028-625-8201		321-0974		宇都宮市竹林町958

		承諾 ショウダク		芳賀赤十字訪問看護ステーション		0285-84-8266		0285-84-8266		321-4306		真岡市台町2461		当ステーションは今年度小児在宅医との連携を開始することができました。安心して在宅療養を継続できるよう、多職種と連携し、実施しています。高齢者が介護サービスを選択するように、サービスの充実は得られていません。現実は家族だけで利用者（児）のケアを実施しているケースもあり家族の介護負担は大きいと考えます。負担軽減のためには、スムーズなレスパイト入院や日中の一時お預かり等充実した施設が増えることでさらに安心した療養環境の提供ができると思います。よろしくお願いいたします。 トウ コンネンド ショウニ ザイタク イ レンケイ カイシ アンシン ザイタク リョウヨウ ケイゾク タ ショクシュ レンケイ ジッシ コウレイシャ カイゴ センタク ジュウジツ エ ゲンジツ カゾク リヨウシャ ジ ジッシ カゾク カイゴ フタン オオ カンガ フタン ケイゲン ニュウイン ニッチュウ イチジ アズ ナド ジュウジツ シセツ フ アンシン リョウヨウ カンキョウ テイキョウ オモ ネガ

		承諾 ショウダク		とちぎ訪問看護ステーションみぶ		0282-82-7262		0282-82-7260		321-0218		下都賀郡壬生町落合1-18-12		病院との連携が大切。在宅生活を支援するためにチームで対応する（介護者の支援） ビョウイン レンケイ タイセツ ザイタク セイカツ シエン タイオウ カイゴシャ シエン

		承諾 ショウダク		ＷＡＤＥＷＡＤＥ訪問看護ステーション		028-666-5420		028-666-5460		321-0923		栃木県宇都宮市下栗町2913-1 ３２１－０９２３		重心の方を看る側（介護者）の負担軽減の必要性を感じてしまいます。まだまだ「私がやらなければ」という気持ちが強く、様々な資源活用へと動きが進むような発信が大切だと思っています。 ジュウシン カタ ミ ガワ カイゴシャ フタン ケイゲン ヒツヨウセイ カン ワタシ キモ ツヨ サマザマ シゲン カツヨウ ウゴ スス ハッシン タイセツ オモ

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションあい		0287-83-8035		0287-83-8222		321-0628		那須烏山市金井2-5-9 ベンチャープラザ7号室 ゴウシツ		小児や重心など医療依存度が高い方には家族が安心して預けられる事業所とスタッフが必要です（レスパイトの本当の意味で）訪問看護スタッフが動きやすい仕組みがあればもっと介入できると思います。例えば在宅以外への支援での算定が可能になる。長時間支援が可能になるなど。在宅支援診療所が多ければ助かります。開業医で努力してくださる医師の力で乗り切っている地域は特にそう感じます。後方病院親元病院との連携、地域との調整などスムーズにシームレスに行われるとうれしいです。行政からの介入が少なく、制度のことなど知らないまま苦労されている方が多いので、窓口での丁寧かつタイミングよく助言をしていただくと嬉しいです。 ショウニ ジュウシン イリョウ イゾンド タカ カタ カゾク アンシン アズ ジギョウショ ヒツヨウ ホントウ イミ ホウモン カンゴ ウゴ シク カイニュウ オモ タト ザイタク イガイ シエン サンテイ カノウ チョウジカン シエン カノウ ザイタク シエン シンリョウジョ オオ タス カイギョウイ ドリョク イシ チカラ ノ キ チイキ トク カン コウホウ ビョウイン オヤモト ビョウイン レンケイ チイキ チョウセイ オコナ ギョウセイ カイニュウ スク セイド シ クロウ カタ オオ マドグチ テイネイ ジョゲン ウレ

		承諾 ショウダク		あおい訪問看護ステーション		0284-73-9456		0284-72-7600		326-0831		足利市堀込町2556 セレッソ・コート１階

		承諾 ショウダク		那須赤十字訪問看護ステーション		0287-23-8866		0287-23-8903		324-8686		大田原市中田原1081-4

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションゆりの木		0287-47-5123		0287-47-5124		324-0028		大田原市山の手1-1-7 ヤマ テ		重症心身障害児施設で勤務したことのある看護師が2名いますので積極的に依頼があれば支援させていただきたいと思っています。こどもはやはり親元で成長発達できることが何よりも必要なことであると思っています。 ジュウショウ シンシン ショウガイ ジ シセツ キンム カンゴシ メイ セッキョクテキ イライ シエン オモ オヤモト セイチョウ ハッタツ ナニ ヒツヨウ オモ

		承諾 ショウダク		ライフ訪問看護リハビリテーション		0284-64-8799		0284-64-8335		326-0831		足利市堀込町2656-7　ASKビル３０１号		この件に関する研修の案内が少ないため、学ぶ機会をもっと増やしてほしい ケン カン ケンシュウ アンナイ スク マナ キカイ フ

		承諾 ショウダク		わくわく訪問看護ステーションおやま		0285-24-6575		0285-20-0255		323-0022		小山市駅東通り3-9-6		自立支援のケアマネージャーがいるが、医療福祉行政をうまく連携してまとめる役割が果たせていない。それぞれが別々で動いており、介護者が困ったときの相談窓口に迷う。 ジリツ シエン イリョウ フクシ ギョウセイ レンケイ ヤクワリ ハ ベツベツ ウゴ カイゴシャ コマ ソウダン マドグチ マヨ

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーション風		028-612-1333		028-612-1384		321-0117		宇都宮市城南3丁目5-6

		承諾 ショウダク		宮の橋訪問看護ステーション		028-635-9839		028-635-9839		321-0963		宇都宮市南大通り1-1-23		レスパイト等受け入れ先が少ない。市のコーディネーター様がご多忙の様子であり、要望に対しての対応にかなりの時間を要する（対応されないこともある）。年度変わるときなど、担当者（市）の引き継ぎがされず、進んでいた調整も振り出しに戻ってしまうことがある。 トウ ウ イ サキ スク シ サマ タボウ ヨウス ヨウボウ タイ タイオウ ジカン ヨウ タイオウ ネンド カ タントウシャ シ ヒ ツ スス チョウセイ フ ダ モド

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションオリーブ		0282-27-8414		0282-27-8415		328-0027		栃木市今泉町1丁目17番29号

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションマザーの家		0283-85-7771		0283-85-7772		327-0504		佐野市中町942-1

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーション卯の郷		028-682-7770		028-682-7766		329-1311		さくら市氏家2650番地

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションたかねざわ		028-680-1701		028-680-1702		329-1233		塩谷郡高根沢町宝積寺2426-8 

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションみどり		0285-45-8362		0285-45-8397		329-0214		小山市乙女786-1		訪問看護師がもっと社会資源として同行できるとよいと思う。在宅での療養はもっと看護師が活躍できる体制が整うとよいと思った。 ホウモン カンゴシ シャカイ シゲン ドウコウ オモ ザイタク リョウヨウ カンゴシ カツヤク タイセイ トトノ オモ

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションあるく		028-643-5586		028-678-8796		320-0036		宇都宮市小幡2-6-14 

		承諾 ショウダク		とちぎ訪問看護ステーションおやま		0285-39-8602		0285-39-8607		323-0827		栃木県小山市神鳥谷2251-7 ３２３－０８２７		小児の重症心身障害児の訪問看護を行っていく上で。たびたび感じるのが成長に伴った教育、就学が難しく親御さんの希望通りにいかないことが多く残念に思います。難しいところだと思いますが… ショウニ ジュウショウ シンシン ショウガイジ ホウモン カンゴ オコナ ウエ カン セイチョウ トモナ キョウイク シュウガク ムズカ オヤゴ キボウ ドオ オオ ザンネン オモ ムズカ オモ

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションここあ		028-600-3735		028-600-3736		321-2116		栃木県宇都宮市徳次郎町998-9 ３２１－２１１６







訪問看護事業所 (作業)

		Ｑ1.貴施設について、お伺いいたします キ シセツ ウカガ

		1		事業所名 ジギョウショ メイ

		2		電話番号 デンワ バンゴウ

		3		FAX番号 バンゴウ

		4		所在地 ショザイチ

		5		職員構成（常勤・非常勤は問いません） ショクイン コウセイ ジョウキン ヒジョウキン ト

						看護師 カンゴシ

						作業療法士 サギョウ リョウホウシ

						准看護師 ジュンカンゴシ

						理学療法士 リガク リョウホウシ

						保健師 ホケンシ

						言語療法士 ゲンゴ リョウホウシ

						その他 タ

		6		訪問可能な主な市町村 ホウモン カノウ オモ シチョウソン

		Q2.いままでに以下の項目を在宅看護で行ったことがありますか（あるものすべてにチェックをしてください） イカ コウモク ザイタク カンゴ オコナ

								成人在宅 セイジン ザイタク				小児在宅 ショウニ ザイタク

				在宅人工呼吸器の管理 ザイタク ジンコウ コキュウキ カンリ

				気管カニューレの交換 キカン コウカン

				気管カニューレ部位のガーゼ交換 キカン ブイ コウカン

				気管内吸引 キカンナイ キュウイン

				食事介助 ショクジ カイジョ

				経鼻チューブの交換 ケイビ コウカン

				胃瘻の管理 イロウ カンリ

				経管栄養の注入 ケイカン エイヨウ チュウニュウ

				ストーマの管理 カンリ

				尿道カテーテルの管理 ニョウドウ カンリ

				導尿 ドウニョウ

				入浴介助 ニュウヨク カイジョ

				看護師によるリハビリテーション カンゴシ

				OTもしくはPTによるリハビリテーション

				中心静脈カテーテル管理 チュウシン ジョウミャク カンリ

				高カロリー輸液の管理 コウ ユエキ カンリ

				薬剤の静注（抗生物質や利尿剤など） ヤクザイ ジョウチュウ コウセイ ブッシツ リニョウザイ

				麻薬による疼痛コントロール マヤク ウズ ツウ

				終末期の医療的ケア シュウマツキ イリョウテキ

				在宅での看取り ザイタク ミト

				24時間対応 ジカン タイオウ

		Q3.現時点で、依頼のあった場合、重症心身障害児（者）の在宅医療を行うことはできますか ゲンジテン イライ バアイ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ ザイタク イリョウ オコナ

		1		できる

		2		できない

		3		要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン

		Q4.依頼があった場合に可能な医療的ケアと身体介護についてお答えください イライ バアイ カノウ イリョウテキ シンタイ カイゴ コタ

		※個別シートにて対応 コベツ タイオウ



				Ｑ1.貴施設について、お伺いいたします キ シセツ ウカガ																																												Q2.いままでに以下の項目を在宅看護で行ったことがありますか（あるものすべてにチェックをしてください）【1.ある、0.ない】 イカ コウモク ザイタク カンゴ オコナ																																																																																				Q3		Q4.依頼があった場合に可能な医療的ケアと身体介護についてお答えください【1.できる、2.できない、3.要相談（条件による）】 イライ バアイ カノウ イリョウテキ シンタイ カイゴ コタ ヨウ ソウダン ジョウケン																																																																																																																																																																																																																		Q5.重症心身障害児（者）の方に対する医療、在宅生活等についてお気づきのことなど、ご自由にお書きください ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ カタ タイ イリョウ ザイタク セイカツナド キ ジユウ カ

				事業所名 ジギョウショ メイ		電話番号 デンワ バンゴウ		FAX番号 バンゴウ		郵便番号 ユウビンバンゴウ		所在地 ショザイチ		職員構成（常勤・非常勤は問いません）【人数：名】 ショクイン コウセイ ジョウキン ヒジョウキン ト ニンズウ メイ																																訪問可能な主な市町村 ホウモン カノウ オモ シチョウソン		在宅人工呼吸器の管理 ザイタク ジンコウ コキュウキ カンリ				気管カニューレの交換 キカン コウカン				気管カニューレ部位のガーゼ交換 キカン ブイ コウカン				気管内吸引 キカンナイ キュウイン				食事介助 ショクジ カイジョ				経鼻チューブの交換 ケイビ コウカン				胃瘻の管理 イロウ カンリ				経管栄養の注入 ケイカン エイヨウ チュウニュウ				ストーマの管理 カンリ				尿道カテーテルの管理 ニョウドウ カンリ				導尿 ドウニョウ				入浴介助 ニュウヨク カイジョ				看護師によるリハビリテーション カンゴシ				OTもしくはPTによるリハビリテーション				中心静脈カテーテル管理 チュウシン ジョウミャク カンリ				高カロリー輸液の管理 コウ ユエキ カンリ				薬剤の静注（抗生物質や利尿剤など） ヤクザイ ジョウチュウ コウセイ ブッシツ リニョウザイ				麻薬による疼痛コントロール マヤク ウズ ツウ				終末期の医療的ケア シュウマツキ イリョウテキ				在宅での看取り ザイタク ミト				24時間対応 ジカン タイオウ						在宅人工呼吸器の管理 ザイタク ジンコウ コキュウキ カンリ										気管カニューレの交換 キカン コウカン										気管カニューレの管理（日常の交換以外の対応） キカン カンリ ニチジョウ コウカン イガイ タイオウ										気管内吸引 キカンナイ キュウイン										食事介助 ショクジ カイジョ										経鼻チューブの交換 ケイビ コウカン										ストーマの管理 カンリ										尿道カテーテルの管理 ニョウドウ カンリ										導尿 ドウニョウ										入浴介助 ニュウヨク カイジョ										看護師によるリハビリテーション カンゴシ										OTもしくはPTによるリハビリテーション										中心静脈カテーテル管理 チュウシン ジョウミャク カンリ										高カロリー輸液の管理 コウ ユエキ カンリ										薬剤の静注（抗生物質や利尿剤など） ヤクザイ ジョウチュウ コウセイ ブッシツ リニョウザイ										麻薬による疼痛コントロール マヤク トウツウ										終末期の医療的ケア シュウマツキ イリョウテキ										在宅での看取り ザイタク ミト										24時間対応 ジカン タイオウ										外出の介助 ガイシュツ カイジョ										通院の介助 ツウイン カイジョ

		承諾可否 ショウダク カヒ												看護師 カンゴシ		作業療法士 サギョウ リョウホウシ		准看護師 ジュンカンゴシ		理学療法士 リガク リョウホウシ		保健師 ホケンシ		言語療法士 ゲンゴ リョウホウシ		その他 タ																						成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ				乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ

		否 ヒ		曙訪問看護ステーション アケボノ ホウモン カンゴ		028-660-7803		028-683-5306		321-0901		宇都宮市平出町413番地		8		3		0		3		0		1		0		宇都宮 ウツノミヤ		高根沢 タカネザワ														宇都宮市 ウツノミヤシ		宇都宮、高根沢 ウツノミヤ タカネザワ		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		3		2		2		2		2		3		2		2		2		2		2		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		1		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		1		1		1		3		3		3		1		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		2		2		2		2		2		いつも大変お世話になっております。当STでも数名の小児利用者をNS、PT、OTでサポートしています。又、貴院のショートステイを利用させて頂いております。ご利用者様、家族が安心して過ごせるよう地域でサポートできたらと考えています。どうぞよろしくお願い申し上げます。 タイヘン セワ トウ スウメイ ショウニ リヨウシャ マタ キ イン リヨウ イタダ リヨウシャサマ カゾク アンシン ス チイキ カンガ ネガ モウ ア

		否 ヒ		とちぎメディカルセンター		0282-22-5810		0282-225812		328-0043		栃木市境町27-21		9		0		4		1		0		1		2		栃木市 トチギシ		小山市 オヤマシ		壬生町 ミブマチ												栃木市 トチギシ		栃木市、小山市、壬生町 トチギシ オヤマシ ミブマチ		1		1		1		0		1		1		1		1		1		0		1		0		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		0		1		1		3		2		1		1		1		1		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		2		2		2		1		1		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		1		1		1		1		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		2		2		2		2		2

		否 ヒ		あいケアステーション		0282-23-6221		0282-24-9850		328-0074		栃木市薗部町2-5-9		1		0		2		2		0		0		0		栃木市 トチギシ																栃木市 トチギシ		栃木市 トチギシ		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		3		2		2		2		2		3		2		2		2		2		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		3		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		3		2		2		2		2		3		2		2		2		2		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		2		2		2		2		3

		否 ヒ		訪問看護ステーションこすもす		0285-80-5511		0285-80-5512		321-4337		真岡市上高間木2-24-4		4		2		0		1		0		0		0																		鹿沼市 カヌマシ				1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		3		2		2		2		3		3		2		2		2		3		3		2		2		2		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		3		3		3		3		3		3		3		2		2		2		3		3		2		2		2		3		3		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		2		2		2		2		3		2		2		2		2		3		2		2		2		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		1		3		3		3		3		3		2		2		2		2		2		緊急時に主治医又はバッックベットのある病院との連携がとれる体制が整っていないと、在宅での対応に不安があります。
現在のところ、小児科、精神科看護を経験したスタッフがいない為、受け入れに不安がありますので今回はガイドマップ等に公表することに同意する事は控えさせていただきたいと思います。 キンキュウジ シュジイ マタ ビョウイン レンケイ タイセイ トトノ ザイタク タイオウ フアン ゲンザイ ショウニカ セイシンカ カンゴ ケイケン タメ ウ イ フアン コンカイ ナド コウヒョウ ドウイ コト ヒカ オモ

		否 ヒ		訪問看護ステーションひばり		0289-64-7226		0289-64-2225		322-8550		鹿沼市下田町1-1033		6		1		0		1		0		0		0		鹿沼市 カヌマシ																那須塩原市 ナスシオバラ シ		市内及び近隣市 シナイ オヨ キンリン シ		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		0		1		1		2

chizuru_tanaka: 未記入		1		1		2		2		1		2		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		1		3		3		1		1		1		3		3		3		3		1		3		3		1		1		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		1		3		3		3		1		1		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1

		否 ヒ		訪問看護ステーション那須		0287-73-5048		0287-63-4566		325-0023		那須塩原市豊浦10-706		5		0		2		0		0		0		0		那須塩原市 ナスシオバラ シ		大田原市 オオタワラシ		那須町 ナスマチ												大田原市 オオタワラシ		那須塩原市、大田原市、那須町 ナスシオバラ シ オオタワラシ ナスマチ		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		0		0		1		0		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		2

chizuru_tanaka: 未記入		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1

		承諾 ショウダク		さくら訪問看護ステーション		0287-29-3252		0287-29-3252		324-0058		大田原市紫塚3-2633-10		5		0		0		1		0		0		0		大田原市 オオタワラシ		那須塩原市 ナスシオバラ シ		矢板市 ヤイタシ												野木町 ノギマチ		大田原市、那須塩原市、矢板市 オオタワラシ ナスシオバラ シ ヤイタ シ		1		0		1		1		1		1		1		1		1		0		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		0		1		1		3		3		3		3		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		小児の受入数（実績）が少ないので、実際依頼があった場合、入院中から手技等の指導を受けたいと思います。 ショウニ ウケイレスウ ジッセキ スク ジッサイ イライ バアイ ニュウインチュウ シュギ ナド シドウ ウ オモ

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションたんぽぽ		0280-57-1888		0280-57-3819		329-0101		下都賀郡野木町友沼5119-12		20		3		0		5		0		0		2		野木町 ノギマチ		小山市 オヤマシ		旧藤岡町 キュウ フジオカマチ												宇都宮市 ウツノミヤシ		野木町、小山市、旧藤岡町 ノギマチ オヤマシ キュウ フジオカマチ		1		1		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		1		1		1		1		1		1		0		0		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		3		1		1		1		1		1		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		3		3		3		3		3		1		1		3		2		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		2		2		2		2		2		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		受け入れてくれる訪問看護Stの数が少ないと思います。研修会の機会を設けてサービス体制が構築できると良いと思います。 ウ イ ホウモン カンゴ カズ スク オモ ケンシュウカイ キカイ モウ タイセイ コウチク ヨ オモ

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションうつのみや		028-612-6103		028-612-6104		320-0852		宇都宮市下砥上町字並塚643番地1		11		0		0		0		0		0		1		宇都宮市 ウツノミヤシ		壬生町 ミブマチ														下野市 シモノ シ		宇都宮市、壬生町 ウツノミヤシ ミブマチ		1		1		0		0		1		1		1		1		1		0		0		0		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		2

chizuru_tanaka: 未記入		3		3		3		3		1		2		2		2		2		2		3		3		3		1		1		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		3		3		3		1		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		3		3		3		1		1		3		3		3		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーション石橋		0285-52-2293		0285-52-2268		329-0511		下野市石橋628番地		7		0		0		1		0		0		1		下野市 シモノ シ		上三川町 カミノカワマチ		壬生町 ミブマチ		宇都宮市 ウツノミヤシ										那須塩原市 ナスシオバラ シ		下野市、上三川町、壬生町、宇都宮市（部） シモノ シ カミノカワマチ ミブマチ ウツノミヤシ ブ		1		1		0		0		1		1		1		1		1		0		1		0		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		3		1		1		1		1		1		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		1		3		3		3		3		3		3		3		3		1		1		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		2		2		2		2		2		最近、訪問依頼が増えてきていますが、私たち看護師の力量不足から利用者家族へ満足のいく看護が提供できないように感じています。現在の、利用者家族から教わることが多くあり、私たちが勉強になります。ただ、訪問していて思うことは、ご両親の今までの経験でケアが進み危険であり、指導させていただいても理解が得られないこともあり、ジレンマとなっています。例）誤嚥性肺炎を繰り返している方にヘッドアップして食事を摂るよう説明してもフラットのままであったり、他の方でPEG造設されているので、栄養はPEGからにして経口からは楽しみ程度にしてと言っても、食事を経口から摂るなど。 サイキン ホウモン イライ フ ワタクシ カンゴシ リキリョウ ブソク リヨウシャ カゾク マンゾク カンゴ テイキョウ カン ゲンザイ リヨウシャ カゾク オソ オオ ワタシ ベンキョウ ホウモン オモ リョウシン イマ ケイケン スス キケン シドウ リカイ エ レイ ゴエンセイ ハイエン ク カエ カタ ショクジ ト セツメイ ホカ カタ ゾウ セツ エイヨウ ケイコウ タノ テイド イ ショクジ ケイコウ ト

		承諾 ショウダク		マロニエ訪問看護ステーション		0287-37-6322		0287-39-3305		329-2763		那須塩原市井口537-3 にしなすの総合在宅ｹｱｾﾝﾀｰ内		5		7		0		5		0		2		1		那須塩原市 ナスシオバラ シ		那須町 ナスマチ		大田原市 オオタワラシ												足利市 アシカガシ		那須塩原市、那須町、大田原市　リハビリのみ→那珂川町訪問可能 ナスシオバラ シ ナスマチ オオタワラシ ナカガワ マチ ホウモン カノウ		1		1		1		0		1		1		1		1		0		0		0		1		1		1		1		1		1		0		1		1		1		1		1		1		0		0		1		1		1		0		1		0		0		0		1		0		1		1		1		1		1		1		3		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーション佐野		0283-86-7013		0283-86-7031		327-0847		佐野市天神町７７４－２２ メープルハイツ１０１号室		3		0		1		0		0		0		1		足利市 アシカガシ		佐野市 サノシ		栃木市 トチギシ												大田原市 オオタワラシ		足利市、佐野市、栃木市（旧岩船市） アシカガシ サノシ トチギシ キュウ イワフネ シ		0		0		0		0		1		0		1		0		1		0		0		0		1		0		0		0		1		0		1		0		0		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		2		2		2		2		2		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1

		承諾 ショウダク		とちぎ訪問看護ステーションくろばね		0287-54-0507		0287-54-0580		324-0241		大田原市黒羽向町142番地		6		0		0		0		1		0		2		大田原市 オオタワラシ		那須塩原市 ナスシオバラ シ		那須町 ナスマチ		那珂川町 ナカガワマチ										鹿沼市 カヌマシ		大田原市、那須塩原市、那須町、那珂川町 オオタワラシ ナスシオバラ シ ナスマチ ナカガワマチ		1		0		0		0		1		1		1		1		1		0		1		0		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		3		3		3		3		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		1		2		2		2		2		2		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3

		承諾 ショウダク		鹿沼訪問看護ステーション		0289-60-5650		0289-60-1687		322-0021		鹿沼市上野町320-3高橋ビル１階１０３号室		5		0		0		0		0		0		0		鹿沼市 カヌマシ		旧宇都宮市 キュウ ウツノミヤシ		旧今市市 キュウ イマイチシ		壬生町 ミブマチ		西片町 ニシカタマチ								宇都宮市 ウツノミヤシ		鹿沼市、旧宇都宮市、旧今市市、壬生町、西片町 カヌマシ キュウ ウツノミヤシ キュウ イマイチシ ミブマチ ニシカタマチ		0		0		0		0		0		0		1		0		1		0		0		0		1		0		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		2

chizuru_tanaka: 未記入		2		2		2		2		1		2		2		2		2		3		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションほっと		028-626-5739		028-625-8201		321-0974		宇都宮市竹林町958		11		0		0		2		0		0		0		宇都宮市 ウツノミヤシ																真岡市 モオカシ		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2

		承諾 ショウダク		芳賀赤十字訪問看護ステーション		0285-84-8266		0285-84-8266		321-4306		真岡市台町2461		6		0		0		0		0		0		0		真岡市 モオカシ		益子町 マシコマチ		芳賀町 ハガマチ		茂木町 モギマチ										上三川町 カミノカワマチ		芳賀郡全域（真岡市、益子町、芳賀町、茂木町） ハガ グン ゼンイキ モオカシ マシコマチ ハガマチ モギ マチ		1		1		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		3		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		当ステーションは今年度小児在宅医との連携を開始することができました。安心して在宅療養を継続できるよう、多職種と連携し、実施しています。高齢者が介護サービスを選択するように、サービスの充実は得られていません。現実は家族だけで利用者（児）のケアを実施しているケースもあり家族の介護負担は大きいと考えます。負担軽減のためには、スムーズなレスパイト入院や日中の一時お預かり等充実した施設が増えることでさらに安心した療養環境の提供ができると思います。よろしくお願いいたします。 トウ コンネンド ショウニ ザイタク イ レンケイ カイシ アンシン ザイタク リョウヨウ ケイゾク タ ショクシュ レンケイ ジッシ コウレイシャ カイゴ センタク ジュウジツ エ ゲンジツ カゾク リヨウシャ ジ ジッシ カゾク カイゴ フタン オオ カンガ フタン ケイゲン ニュウイン ニッチュウ イチジ アズ ナド ジュウジツ シセツ フ アンシン リョウヨウ カンキョウ テイキョウ オモ ネガ

		承諾 ショウダク		とちぎ訪問看護ステーションみぶ		0282-82-7262		0282-82-7260		321-0218		下都賀郡壬生町落合1-18-12		16		0		0		0		0		0		1		上三川町 カミノカワマチ		下野市 シモツケシ		壬生町 ミブマチ		宇都宮市 ウツノミヤシ										宇都宮市 ウツノミヤシ		上三川町、下野市、壬生町、宇都宮 カミノカワマチ シモノ シ ミブ チョウ ウツノミヤ		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		1		0		1		1		1		1		1		1		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		病院との連携が大切。在宅生活を支援するためにチームで対応する（介護者の支援） ビョウイン レンケイ タイセツ ザイタク セイカツ シエン タイオウ カイゴシャ シエン

		承諾 ショウダク		ＷＡＤＥＷＡＤＥ訪問看護ステーション		028-666-5420		028-666-5460		321-0923		栃木県宇都宮市下栗町2913-1 ３２１－０９２３		12		0		0		0		0		0		0		宇都宮市 ウツノミヤシ		上三川町 カミノカワマチ														那須烏山市 ナスカラスヤマシ		宇都宮市、上三川町、 ウツノミヤシ カミノカワマチ		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		0		0		1		0		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		重心の方を看る側（介護者）の負担軽減の必要性を感じてしまいます。まだまだ「私がやらなければ」という気持ちが強く、様々な資源活用へと動きが進むような発信が大切だと思っています。 ジュウシン カタ ミ ガワ カイゴシャ フタン ケイゲン ヒツヨウセイ カン ワタシ キモ ツヨ サマザマ シゲン カツヨウ ウゴ スス ハッシン タイセツ オモ

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションあい		0287-83-8035		0287-83-8222		321-0628		那須烏山市金井2-5-9 ベンチャープラザ7号室 ゴウシツ		8		0		1		0		0		0		1		那須烏山市 ナスカラスヤマシ		那珂川町 ナカガワマチ		茂木町 モギマチ		一貝町 イチ ガイ チョウ										足利市 アシカガシ		那須烏山市、那珂川町、茂木町、一貝町 ナスカラスヤマシ ナカガワマチ モギマチ イチ ガイ マチ		1		1		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		0		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		小児や重心など医療依存度が高い方には家族が安心して預けられる事業所とスタッフが必要です（レスパイトの本当の意味で）訪問看護スタッフが動きやすい仕組みがあればもっと介入できると思います。例えば在宅以外への支援での算定が可能になる。長時間支援が可能になるなど。在宅支援診療所が多ければ助かります。開業医で努力してくださる医師の力で乗り切っている地域は特にそう感じます。後方病院親元病院との連携、地域との調整などスムーズにシームレスに行われるとうれしいです。行政からの介入が少なく、制度のことなど知らないまま苦労されている方が多いので、窓口での丁寧かつタイミングよく助言をしていただくと嬉しいです。 ショウニ ジュウシン イリョウ イゾンド タカ カタ カゾク アンシン アズ ジギョウショ ヒツヨウ ホントウ イミ ホウモン カンゴ ウゴ シク カイニュウ オモ タト ザイタク イガイ シエン サンテイ カノウ チョウジカン シエン カノウ ザイタク シエン シンリョウジョ オオ タス カイギョウイ ドリョク イシ チカラ ノ キ チイキ トク カン コウホウ ビョウイン オヤモト ビョウイン レンケイ チイキ チョウセイ オコナ ギョウセイ カイニュウ スク セイド シ クロウ カタ オオ マドグチ テイネイ ジョゲン ウレ

		承諾 ショウダク		あおい訪問看護ステーション		0284-73-9456		0284-72-7600		326-0831		足利市堀込町2556 セレッソ・コート１階		16		0		0		4		0		0		0		足利市 アシカガシ		佐野市 サノシ														大田原市 オオタワラシ		足利市とその周辺（佐野市、館林市、巴楽町、太田市、桐生市） アシカガシ シュウヘン サノシ タテバヤシシ トモエ ラク マチ オオタシ キリュウシ		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1

		承諾 ショウダク		那須赤十字訪問看護ステーション		0287-23-8866		0287-23-8903		324-8686		大田原市中田原1081-4		8		1		0		0		0		0		0		大田原市 オオタワラシ		那須塩原市 ナスシオバラ シ														大田原市 オオタワラシ		大田原市、那須塩原市（一部を除く） オオタワラシ ナスシオバラ シ イチブ ノゾ		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		1		1		0		1		0		1		1		1		0		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションゆりの木		0287-47-5123		0287-47-5124		324-0028		大田原市山の手1-1-7 ヤマ テ		4		0		0		0		0		0		0		大田原市 オオタワラシ		那須塩原市 ナスシオバラ シ		那珂川町 ナカガワマチ												足利市 アシカガシ		大田原市、那須塩原市、那珂川町 オオタワラシ ナスシオバラ シ ナカガワマチ		1		1		1		0		1		1		1		1		0		0		0		1		1		0		1		1		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		0		0		1		0		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		3		1		1		1		1		2		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		3		1		1		1		1		3		1		1		1		1		1		1		1		1		3		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		3		3		1		3		3		1		1		1		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		重症心身障害児施設で勤務したことのある看護師が2名いますので積極的に依頼があれば支援させていただきたいと思っています。こどもはやはり親元で成長発達できることが何よりも必要なことであると思っています。 ジュウショウ シンシン ショウガイ ジ シセツ キンム カンゴシ メイ セッキョクテキ イライ シエン オモ オヤモト セイチョウ ハッタツ ナニ ヒツヨウ オモ

		承諾 ショウダク		ライフ訪問看護リハビリテーション		0284-64-8799		0284-64-8335		326-0831		足利市堀込町2656-7　ASKビル３０１号		5		0		0		1		0		0		0		足利市 アシカガシ		佐野市 サノシ														小山市 オヤマシ		足利市、佐野市、館林市、邑楽郡、太田市、桐生市 アシカガシ サノシ タテバヤシシ オウラ グン オオタシ キリュウシ		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		この件に関する研修の案内が少ないため、学ぶ機会をもっと増やしてほしい ケン カン ケンシュウ アンナイ スク マナ キカイ フ

		承諾 ショウダク		わくわく訪問看護ステーションおやま		0285-24-6575		0285-20-0255		323-0022		小山市駅東通り3-9-6		11		0		0		5		0		0		0		小山市 オヤマシ		下野市 シモツケシ		栃木市 トチギシ												宇都宮市 ウツノミヤシ		小山市、結城市（茨城県）、下野市の一部、栃木市（PTのみ） オヤマシ ユウキシ イバラキケン シモノ シ イチブ トチギシ		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		1		1		1		1		3		3		3		1		1		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		自立支援のケアマネージャーがいるが、医療福祉行政をうまく連携してまとめる役割が果たせていない。それぞれが別々で動いており、介護者が困ったときの相談窓口に迷う。 ジリツ シエン イリョウ フクシ ギョウセイ レンケイ ヤクワリ ハ ベツベツ ウゴ カイゴシャ コマ ソウダン マドグチ マヨ

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーション風		028-612-1333		028-612-1384		321-0117		宇都宮市城南3丁目5-6		3		1		0		1		0		0		0		宇都宮市 ウツノミヤシ		鹿沼市 カヌマシ		下野市 シモツケシ		壬生町 ミブマチ										宇都宮市 ウツノミヤシ		宇都宮、鹿沼、下野、壬生 ウツノミヤ カヌマ シモノ ミブ		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		1		1		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1

		承諾 ショウダク		宮の橋訪問看護ステーション		028-635-9839		028-635-9839		321-0963		宇都宮市南大通り1-1-23		7		0		0		1		0		0		0		宇都宮市 ウツノミヤシ																栃木市 トチギシ		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		1		1		0		1		1		1		1		1		0		0		0		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		レスパイト等受け入れ先が少ない。市のコーディネーター様がご多忙の様子であり、要望に対しての対応にかなりの時間を要する（対応されないこともある）。年度変わるときなど、担当者（市）の引き継ぎがされず、進んでいた調整も振り出しに戻ってしまうことがある。 トウ ウ イ サキ スク シ サマ タボウ ヨウス ヨウボウ タイ タイオウ ジカン ヨウ タイオウ ネンド カ タントウシャ シ ヒ ツ スス チョウセイ フ ダ モド

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションオリーブ		0282-27-8414		0282-27-8415		328-0027		栃木市今泉町1丁目17番29号		7		0		0		0		0		0		0		栃木市 トチギシ		小山市 オヤマシ		下野市 シモツケシ		壬生町 ミブマチ										佐野市 サノシ		栃木市、小山市、下野市、壬生町 トチギシ オヤマシ シモノ シ ミブ マチ		1		1		1		0		1		1		1		1		0		0		0		0		1		1		1		1		0		0		1		1		1		0		1		1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションマザーの家		0283-85-7771		0283-85-7772		327-0504		佐野市中町942-1		2		0		3		0		0		0		0		佐野市 サノシ																さくら市 シ		佐野市 サノシ		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーション卯の郷		028-682-7770		028-682-7766		329-1311		さくら市氏家2650番地		3		0		0		0		0		0		0		さくら市 シ		塩谷町 シオヤ マチ		那須烏山市 ナスカラスヤマシ		宇都宮市 ウツノミヤシ		高根沢町 タカネザワマチ								高根沢町 タカネザワマチ		さくら市（周辺15ｋｍ以内）、塩谷町、那須烏山市、宇都宮市、高根沢町 シ シュウヘン イナイ シオヤ マチ ナスカラスヤマシ ウツノミヤシ タカネザワ マチ		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		3		3		3		3		3		1		2		2		2		2		2		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		2		2		2		3		3		3		3		1		1		1		3		3		3		3		1		2		2		2		2		2		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		2		2		2		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションたかねざわ		028-680-1701		028-680-1702		329-1233		塩谷郡高根沢町宝積寺2426-8 		16		0		0		0		0		0		0		高根沢町 タカネザワマチ		さくら市 シ		那須烏山市 ナスカラスヤマシ		芳賀町 ハガマチ		一貝町 イチ ガイ チョウ		茂木町 モギマチ		益子町 マシコ チョウ		宇都宮市 ウツノミヤシ		小山市 オヤマシ		高根沢町、さくら市、那須烏山市、芳賀町、市貝町、茂木町、益子町、宇都宮市 タカネザワマチ シ ナスカラスヤマシ ハガ マチ イチ カイ チョウ モギマチ マシコ チョウ ウツノミヤシ		1		1		1		0		1		1		1		1		1		0		1		0		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		2		2		2		2		2

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションみどり		0285-45-8362		0285-45-8397		329-0214		小山市乙女786-1		3		0		1		0		0		0		0		小山市 オヤマシ		栃木市 トチギシ		古河市 コガシ												宇都宮市 ウツノミヤシ		小山市、栃木市、古河市、結城市 オヤマシ トチギシ コガシ ユウキシ		0		0		1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		1		0		1		0		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		3		2		2		2		3		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		1		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		1		1		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		訪問看護師がもっと社会資源として同行できるとよいと思う。在宅での療養はもっと看護師が活躍できる体制が整うとよいと思った。 ホウモン カンゴシ シャカイ シゲン ドウコウ オモ ザイタク リョウヨウ カンゴシ カツヤク タイセイ トトノ オモ

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションあるく		028-643-5586		028-678-8796		320-0036		宇都宮市小幡2-6-14 		5		0		1		0		0		0		1		宇都宮市 ウツノミヤシ																小山市 オヤマシ		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		0		1		0		1		0		1		0		0		1		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3

		承諾 ショウダク		とちぎ訪問看護ステーションおやま		0285-39-8602		0285-39-8607		323-0827		栃木県小山市神鳥谷2251-7 ３２３－０８２７		12		0		0		0		0		0		1		小山市 オヤマシ		下野市 シモツケシ		野木町 ノギマチ												宇都宮市 ウツノミヤシ		小山市、下野市（南部）、野木町（北部） オヤマシ シモノ シ ナンブ ノギ マチ ホクブ		1		1		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		1		1		1		0		0		1		0		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		3		3		1		1		1		3		1		1		1		1		小児の重症心身障害児の訪問看護を行っていく上で。たびたび感じるのが成長に伴った教育、就学が難しく親御さんの希望通りにいかないことが多く残念に思います。難しいところだと思いますが… ショウニ ジュウショウ シンシン ショウガイジ ホウモン カンゴ オコナ ウエ カン セイチョウ トモナ キョウイク シュウガク ムズカ オヤゴ キボウ ドオ オオ ザンネン オモ ムズカ オモ

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションここあ		028-600-3735		028-600-3736		321-2116		栃木県宇都宮市徳次郎町998-9 ３２１－２１１６		10		1		0		1		0		0		2		宇都宮市 ウツノミヤシ		日光市 ニッコウシ														高根沢町 タカネザワ マチ		宇都宮市、日光市、 ウツノミヤシ ニッコウシ		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2

chizuru_tanaka: 未記入		

chizuru_tanaka: 未記入		

chizuru_tanaka: 未記入		

chizuru_tanaka: 未記入		

chizuru_tanaka: 未記入		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3

																																												小山市 オヤマシ

																																												大田原市 オオタワラシ				28		21		24		11		30		23		31		24		28		14		22		17		32		21		31		19		32		6		33		7		31		8		33		20		33		18		16		9		29		2		30		4		28		3		30		3		32		6		31		4		33		22

																																												那須塩原市 ナスシオバラ シ				28		21		24		11		30		23		31		24		28		14		22		17		32		21		31		19		32		6		33		7		31		8		33		20		33		18		16		9		29		2		30		4		28		3		30		3		32		6		31		4		33		22

																																												小山市 オヤマシ

																																												壬生町 ミブマチ

																																												上三川町 カミノカワマチ

																																												那須町 ナスマチ

														260		19		15		35		1		4		16																		佐野市 サノシ				Q2.いままでに以下の項目を在宅看護で行ったことがありますか（あるものすべてにチェックをしてください）																																																																																						Q4.依頼があった場合に可能な医療的ケアと身体介護についてお答えください

				事業所名 ジギョウショ メイ		電話番号 デンワ バンゴウ		FAX番号 バンゴウ		郵便番号 ユウビンバンゴウ		所在地 ショザイチ		職員構成（常勤・非常勤は問いません）【人数：名】 ショクイン コウセイ ジョウキン ヒジョウキン ト ニンズウ メイ																														那須塩原市 ナスシオバラ シ		訪問可能な主な市町村 ホウモン カノウ オモ シチョウソン		在宅人工呼吸器の管理 ザイタク ジンコウ コキュウキ カンリ				気管カニューレの交換 キカン コウカン				気管カニューレ部位のガーゼ交換 キカン ブイ コウカン				気管内吸引 キカンナイ キュウイン				食事介助 ショクジ カイジョ				経鼻チューブの交換 ケイビ コウカン				胃瘻の管理 イロウ カンリ				経管栄養の注入 ケイカン エイヨウ チュウニュウ				ストーマの管理 カンリ				尿道カテーテルの管理 ニョウドウ カンリ				導尿 ドウニョウ				入浴介助 ニュウヨク カイジョ				看護師によるリハビリテーション カンゴシ				OTもしくはPTによるリハビリテーション				中心静脈カテーテル管理 チュウシン ジョウミャク カンリ				高カロリー輸液の管理 コウ ユエキ カンリ				薬剤の静注（抗生物質や利尿剤など） ヤクザイ ジョウチュウ コウセイ ブッシツ リニョウザイ				麻薬による疼痛コントロール マヤク ウズ ツウ				終末期の医療的ケア シュウマツキ イリョウテキ				在宅での看取り ザイタク ミト				24時間対応 ジカン タイオウ						在宅人工呼吸器の管理 ザイタク ジンコウ コキュウキ カンリ										気管カニューレの交換 キカン コウカン										気管カニューレの管理（日常の交換以外の対応） キカン カンリ ニチジョウ コウカン イガイ タイオウ										気管内吸引 キカンナイ キュウイン										食事介助 ショクジ カイジョ										経鼻チューブの交換 ケイビ コウカン										ストーマの管理 カンリ										尿道カテーテルの管理 ニョウドウ カンリ										導尿 ドウニョウ										入浴介助 ニュウヨク カイジョ										看護師によるリハビリテーション カンゴシ										OTもしくはPTによるリハビリテーション										中心静脈カテーテル管理 チュウシン ジョウミャク カンリ										高カロリー輸液の管理 コウ ユエキ カンリ										薬剤の静注（抗生物質や利尿剤など） ヤクザイ ジョウチュウ コウセイ ブッシツ リニョウザイ										麻薬による疼痛コントロール マヤク トウツウ										終末期の医療的ケア シュウマツキ イリョウテキ										在宅での看取り ザイタク ミト										24時間対応 ジカン タイオウ										外出の介助 ガイシュツ カイジョ										通院の介助 ツウイン カイジョ

														看護師 カンゴシ		作業療法士 サギョウ リョウホウシ		准看護師 ジュンカンゴシ		理学療法士 リガク リョウホウシ		保健師 ホケンシ		言語療法士 ゲンゴ リョウホウシ		その他 タ																		旧宇都宮市 キュウ ウツノミヤシ				成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ				乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ

																												訪問可能市町村 ホウモン カノウ シチョウソン		事業所数 ジギョウショ スウ														益子町 マシコマチ																																																																																								できる		18		20		19		20		27		9		11		13		13		18		22		22		22		24		30		25		25		26		29		34		25		25		26		27		31		16		17		19		21		27		21		22		23		26		32		16		18		22		25		33		16		18		22		24		32		26		25		29		30		31		18		20		22		23		30		9		10		9		9		12		20		20		23		25		31		21		22		24		27		32		14		14		16		18		27		12		12		13		15		25		18		17		19		20		28		19		18		19		21		29		23		23		24		25		33		7		7		9		10		14		5		6		7		8		11

																				成人 セイジン		小児 ショウニ						足利市 アシカガシ		3														下野市 シモツケシ																																																																																								できない		8		7		8		5		1		18		15		14		12		6		6		6		6		4		1		5		5		5		4		0		6		6		6		5		1		11		11		11		9		3		5		5		5		3		0		8		8		8		5		0		9		8		8		5		0		5		6		5		4		1		8		7		7		6		2		19		18		18		19		17		7		7		7		6		1		6		6		6		5		1		10		10		10		7		2		6		6		6		5		1		6		6		6		5		2		5		5		5		4		1		5		5		5		4		1		11		11		11		10		7		17		17		17		16		13

																		在宅人工呼吸器の管理 ザイタク ジンコウ コキュウキ カンリ		28		21						市貝町 イチ		2														上三川町 カミノカワマチ																																																																																								要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン		8		7		7		9		6		7		8		7		9		10		6		6		6		6		3		4		4		3		1		0		3		3		2		2		2		7		6		4		4		4		8		7		6		5		2		10		8		4		4		1		9		8		4		5		2		3		3		0		0		2		8		7		5		5		2		6		6		7		6		5		7		7		4		3		2		7		6		4		2		1		10		10		8		9		5		16		16		15		14		8		10		11		9		9		4		10		11		10		9		4		6		6		5		5		0		16		16		14		14		13		12		11		10		10		10

																		気管カニューレの交換 キカン コウカン		24		11						宇都宮市		13														那珂川町 ナカガワマチ

																		気管カニューレ部位のガーゼ交換 キカン ブイ コウカン		30		23						大田原市		6														佐野市 サノシ																																																																																								Ｑ4.できる

																		気管内吸引 キカンナイ キュウイン		31		24						小山市		6														那須塩原市 ナスシオバラ シ				看護師 カンゴシ		作業療法士 サギョウ リョウホウシ		准看護師 ジュンカンゴシ		理学療法士 リガク リョウホウシ		保健師 ホケンシ		言語療法士 ゲンゴ リョウホウシ		その他 タ																																																																										在宅人工呼吸器の管理		気管カニューレの交換		気管カニューレの管理
（日常の交換以外の対応）		気管内吸引		食事介助		経鼻チューブの交換		ストーマの管理		尿道カテーテルの管理		導尿		入浴介助		看護師による
リハビリテーション				OTもしくはPTによる
リハビリテーション		中心静脈カテーテル管理 チュウシン ジョウミャク カンリ		高カロリー輸液の管理 コウ ユエキ カンリ		薬剤の静注
（抗生物質や利尿剤など） ヤクザイ ジョウチュウ コウセイ ブッシツ リニョウザイ		麻薬による疼痛コントロール マヤク トウツウ		終末期の医療的ケア シュウマツキ イリョウテキ		在宅での看取り ザイタク ミト		24時間対応 ジカン タイオウ		外出の介助		通院の介助

																		食事介助 ショクジ カイジョ		28		14						鹿沼市		3														那須塩原市 ナスシオバラ シ				260		19		15		35		1		4		16																																																																								乳児～2歳 ニュウジ サイ		18		9		22		25		25		16		21		16		16		26		18		乳児～2歳 ニュウジ サイ		9		20		21		14		12		18		19		23		7		5

																		経鼻チューブの交換 ケイビ コウカン		22		17						上三川町		3														佐野市 サノシ																																																																																								3～6歳 サイ		20		11		22		25		25		17		22		18		18		25		20		3～6歳 サイ		10		20		22		14		12		17		18		23		7		6

																		胃瘻の管理 イロウ カンリ		32		21						さくら市		2														下野市 シモツケシ																																																																																								7歳～12歳 サイ サイ		19		13		22		26		26		19		23		22		22		29		22		7歳～12歳 サイ サイ		9		23		24		16		13		19		19		24		9		7

																		経管栄養の注入 ケイカン エイヨウ チュウニュウ		31		19						佐野市 サノシ		4														鹿沼市 カヌマシ				看護師 カンゴシ		260						できる		できない		要相談 ヨウ ソウダン																																																																								13～17歳 サイ		20		13		24		29		24		21		26		25		24		30		23		13～17歳 サイ		9		25		27		18		15		20		21		25		10		8

																		ストーマの管理 カンリ		32		6						塩谷町 シオヤ マチ		1														小山市 オヤマシ				作業療法士 サギョウ リョウホウシ		19						14		6		14																																																																								18歳以上 サイイジョウ		27		18		30		34		31		27		32		33		32		31		30		18歳以上 サイイジョウ		12		31		32		27		25		28		29		33		14		11













																		尿道カテーテルの管理 ニョウドウ カンリ		33		7						下野市		6														塩谷町 シオヤ マチ				准看護師 ジュンカンゴシ		15

																		導尿 ドウニョウ		31		8						高根沢町		3														さくら市 シ				理学療法士 リガク リョウホウシ		35																																																																																		Ｑ4.できない

																				成人 セイジン		小児 ショウニ

																		入浴介助 ニュウヨク カイジョ		33		20						栃木市 トチギシ		8														栃木市 トチギシ				保健師 ホケンシ		1																																																																																				在宅人工呼吸器の管理		気管カニューレの交換		気管カニューレの管理
（日常の交換以外の対応）		気管内吸引		食事介助		経鼻チューブの交換		ストーマの管理		尿道カテーテルの管理		導尿		入浴介助		看護師による
リハビリテーション				OTもしくはPTによる
リハビリテーション		中心静脈カテーテル管理 チュウシン ジョウミャク カンリ		高カロリー輸液の管理 コウ ユエキ カンリ		薬剤の静注
（抗生物質や利尿剤など） ヤクザイ ジョウチュウ コウセイ ブッシツ リニョウザイ		麻薬による疼痛コントロール マヤク トウツウ		終末期の医療的ケア シュウマツキ イリョウテキ		在宅での看取り ザイタク ミト		24時間対応 ジカン タイオウ		外出の介助		通院の介助

																		看護師によるリハビリテーション カンゴシ		33		18						那珂川町		3														下野市 シモツケシ				言語療法士 ゲンゴ リョウホウシ		4																																																																																		乳児～2歳 ニュウジ サイ		8		18		6		5		6		11		5		8		9		5		8		乳児～2歳 ニュウジ サイ		19		7		6		10		6		6		5		5		11		17

																		OTもしくはPTによるリハビリテーション		16		9						那須烏山市		3														日光市 ニッコウシ				その他 タ		16																																																																																		3～6歳 サイ		7		15		6		5		6		11		5		8		8		6		7		3～6歳 サイ		18		7		6		10		6		6		5		5		11		17

																		中心静脈カテーテル管理 チュウシン ジョウミャク カンリ		29		2						那須塩原市		6														壬生町 ミブマチ																																																																																								7歳～12歳 サイ サイ		8		14		6		5		6		11		5		8		8		5		7		7歳～12歳 サイ サイ		18		7		6		10		6		6		5		5		11		17

																		高カロリー輸液の管理 コウ ユエキ カンリ		30		4						那須町 ナスマチ		3														那須町 ナスマチ																																																																																								13～17歳 サイ		5		12		4		4		5		9		3		5		5		4		6		13～17歳 サイ		19		6		5		7		5		5		4		4		10		16

																		薬剤の静注（抗生物質や利尿剤など） ヤクザイ ジョウチュウ コウセイ ブッシツ リニョウザイ		28		3						日光市 ニッコウシ		2														矢板市 ヤイタシ																																																																																								18歳以上 サイイジョウ		1		6		1		0		1		3		0		0		0		1		2		18歳以上 サイイジョウ		17		1		1		2		1		2		1		1		7		13

																		麻薬による疼痛コントロール マヤク ウズ ツウ		30		3						野木町 ノギマチ		2														旧藤岡町 キュウ フジオカマチ

																		終末期の医療的ケア シュウマツキ イリョウテキ		32		6						芳賀町 ハガマチ		2														壬生町 ミブマチ																																																																																								Ｑ4.要相談 ヨウ ソウダン

																		在宅での看取り ザイタク ミト		31		4						益子町 マシコマチ		2														大田原市 オオタワラシ																																																																																										在宅人工呼吸器の管理		気管カニューレの交換		気管カニューレの管理
（日常の交換以外の対応）		気管内吸引		食事介助		経鼻チューブの交換		ストーマの管理		尿道カテーテルの管理		導尿		入浴介助		看護師による
リハビリテーション				OTもしくはPTによる
リハビリテーション		中心静脈カテーテル管理 チュウシン ジョウミャク カンリ		高カロリー輸液の管理 コウ ユエキ カンリ		薬剤の静注
（抗生物質や利尿剤など） ヤクザイ ジョウチュウ コウセイ ブッシツ リニョウザイ		麻薬による疼痛コントロール マヤク トウツウ		終末期の医療的ケア シュウマツキ イリョウテキ		在宅での看取り ザイタク ミト		24時間対応 ジカン タイオウ		外出の介助		通院の介助

																		24時間対応 ジカン タイオウ		33		22						壬生町 ミブマチ		7														栃木市 トチギシ																																																																																								乳児～2歳 ニュウジ サイ		8		7		6		4		3		7		8		10		9		3		8		乳児～2歳 ニュウジ サイ		6		7		7		10		16		10		10		6		16		12

																												真岡市 モオカシ		1														那須町 ナスマチ																																																																																								3～6歳 サイ		7		8		6		4		3		6		7		8		8		3		7		3～6歳 サイ		6		7		6		10		16		11		11		6		16		11

																												茂木町 モギマチ		3														旧今市市 キュウ イマイチシ																																																																																								7歳～12歳 サイ サイ		7		7		6		3		2		4		6		4		4		0		5		7歳～12歳 サイ サイ		7		4		4		8		15		9		10		5		14		10

																												矢板市 ヤイタシ		1														芳賀町 ハガマチ						Q3.現時点で、依頼のあった場合、重症心身障害児（者）の在宅医療を行うことはできますか ゲンジテン イライ バアイ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ ザイタク イリョウ オコナ																																																																																		13～17歳 サイ		9		9		6		1		2		4		5		4		5		0		5		13～17歳 サイ		6		3		2		9		14		9		9		5		14		10

																																												壬生町 ミブマチ				できる		14																																																																																		18歳以上 サイイジョウ		6		10		3		0		2		4		2		1		2		2		2		18歳以上 サイイジョウ		5		2		1		5		8		4		4		0		13		10

																																												茂木町 モギマチ				できない		6

																																												那珂川町 ナカガワマチ				要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン		14

																																												栃木市 トチギシ

																																												下野市 シモツケシ

																																												下野市 シモツケシ				在宅人工呼吸器の管理 ザイタク ジンコウ コキュウキ カンリ		気管カニューレの交換 キカン コウカン		気管カニューレ部位のガーゼ交換 キカン ブイ コウカン		気管内吸引 キカンナイ キュウイン		食事介助 ショクジ カイジョ		経鼻チューブの交換 ケイビ コウカン		胃瘻の管理 イロウ カンリ		経管栄養の注入 ケイカン エイヨウ チュウニュウ		ストーマの管理 カンリ		尿道カテーテルの管理 ニョウドウ カンリ		導尿 ドウニョウ		入浴介助 ニュウヨク カイジョ		看護師によるリハビリテーション カンゴシ		OTもしくはPTによるリハビリテーション		中心静脈カテーテル管理 チュウシン ジョウミャク カンリ		高カロリー輸液の管理 コウ ユエキ カンリ		薬剤の静注（抗生物質や利尿剤など） ヤクザイ ジョウチュウ コウセイ ブッシツ リニョウザイ		麻薬による疼痛コントロール マヤク ウズ ツウ		終末期の医療的ケア シュウマツキ イリョウテキ		在宅での看取り ザイタク ミト		24時間対応 ジカン タイオウ

																																												那須烏山市 ナスカラスヤマシ		成人 セイジン		28		24		30		31		28		22		32		31		32		33		31		33		33		16		29		30		28		30		32		31		33

																																												那須烏山市 ナスカラスヤマシ		小児 ショウニ		21		11		23		24		14		17		21		19		6		7		8		20		18		9		2		4		3		3		6		4		22

																																												古河市 コガシ

																																												野木町 ノギマチ

																																												宇都宮市 ウツノミヤシ

																																												那珂川町 ナカガワマチ

																																												壬生町 ミブマチ

																																												茂木町 モギマチ

																																												宇都宮市 ウツノミヤシ

																																												一貝町 イチ ガイ チョウ

																																												壬生町 ミブマチ

																																												壬生町 ミブマチ

																																												宇都宮市 ウツノミヤシ

																																												芳賀町 ハガマチ

																																												西片町 ニシカタマチ

																																												高根沢町 タカネザワマチ

																																												一貝町 イチ ガイ チョウ

																																												茂木町 モギマチ

																																												益子町 マシコ チョウ

																																												宇都宮市 ウツノミヤシ



成人	在宅人工呼吸器の管理	気管カニューレの交換	気管カニューレ部位のガーゼ交換	気管内吸引	食事介助	経鼻チューブの交換	胃瘻の管理	経管栄養の注入	ストーマの管理	尿道カテーテルの管理	導尿	入浴介助	看護師によるリハビリテーション	OTもしくはPT	によるリハビリテーション	中心静脈カテーテル管理	高カロリー輸液の管理	薬剤の静注（抗生物質や利尿剤など）	麻薬による疼痛コントロール	終末期の医療的ケア	在宅での看取り	24時間対応	28	24	30	31	28	22	32	31	32	33	31	33	33	16	29	30	28	30	32	31	33	小児	在宅人工呼吸器の管理	気管カニューレの交換	気管カニューレ部位のガーゼ交換	気管内吸引	食事介助	経鼻チューブの交換	胃瘻の管理	経管栄養の注入	ストーマの管理	尿道カテーテルの管理	導尿	入浴介助	看護師によるリハビリテーション	OTもしくはPTによるリハビリテーション	中心静脈カテーテル管理	高カロリー輸液の管理	薬剤の静注（抗生物質や利尿剤など）	麻薬による疼痛コントロール	終末期の医療的ケア	在宅での看取り	24時間対応	21	11	23	24	14	17	21	19	6	7	8	20	18	9	2	4	3	3	6	4	22	Q3.現時点で、依頼のあった場合、重症心身障害児（者）の在宅医療を行うことはできますか

Q3.現時点で、依頼のあった場合、重症心身障害児（者）の在宅医療を行うことはできますか	できる	できない	要相談（条件による）	14	6	14	乳児～2歳	在宅人工呼吸器の管理	気管カニューレの交換	気管カニューレの管理	
（日常の交換以外の対応）	気管内吸引	食事介助	経鼻チューブの交換	ストーマの管理	尿道カテーテルの管理	導尿	入浴介助	看護師による	
リハビリテーション	OTもしくはPTによる	
リハビリテーション	中心静脈カテーテル管理	高カロリー輸液の管理	薬剤の静注	
（抗生物質や利尿剤など）	麻薬による疼痛コントロール	終末期の医療的ケア	在宅での看取り	24時間対応	外出の介助	通院の介助	18	9	22	25	25	16	21	16	16	26	18	0	9	20	21	14	12	18	19	23	7	5	3～6歳	在宅人工呼吸器の管理	気管カニューレの交換	気管カニューレの管理	
（日常の交換以外の対応）	気管内吸引	食事介助	経鼻チューブの交換	ストーマの管理	尿道カテーテルの管理	導尿	入浴介助	看護師による	
リハビリテーション	OTもしくはPTによる	
リハビリテーション	中心静脈カテーテル管理	高カロリー輸液の管理	薬剤の静注	
（抗生物質や利尿剤など）	麻薬による疼痛コントロール	終末期の医療的ケア	在宅での看取り	24時間対応	外出の介助	通院の介助	20	11	22	25	25	17	22	18	18	25	20	0	10	20	22	14	12	17	18	23	7	6	7歳～12歳	在宅人工呼吸器の管理	気管カニューレの交換	気管カニューレの管理	
（日常の交換以外の対応）	気管内吸引	食事介助	経鼻チューブの交換	ストーマの管理	尿道カテーテルの管理	導尿	入浴介助	看護師による	
リハビリテーション	OTもしくはPTによる	
リハビリテーション	中心静脈カテーテル管理	高カロリー輸液の管理	薬剤の静注	
（抗生物質や利尿剤など）	麻薬による疼痛コントロール	終末期の医療的ケア	在宅での看取り	24時間対応	外出の介助	通院の介助	19	13	22	26	26	19	23	22	22	29	22	0	9	23	24	16	13	19	19	24	9	7	13～17歳	在宅人工呼吸器の管理	気管カニューレの交換	気管カニューレの管理	
（日常の交換以外の対応）	気管内吸引	食事介助	経鼻チューブの交換	ストーマの管理	尿道カテーテルの管理	導尿	入浴介助	看護師による	
リハビリテーション	OTもしくはPTによる	
リハビリテーション	中心静脈カテーテル管理	高カロリー輸液の管理	薬剤の静注	
（抗生物質や利尿剤など）	麻薬による疼痛コントロール	終末期の医療的ケア	在宅での看取り	24時間対応	外出の介助	通院の介助	20	13	24	29	24	21	26	25	24	30	23	0	9	25	27	18	15	20	21	25	10	8	18歳以上	在宅人工呼吸器の管理	気管カニューレの交換	気管カニューレの管理	
（日常の交換以外の対応）	気管内吸引	食事介助	経鼻チューブの交換	ストーマの管理	尿道カテーテルの管理	導尿	入浴介助	看護師による	
リハビリテーション	OTもしくはPTによる	
リハビリテーション	中心静脈カテーテル管理	高カロリー輸液の管理	薬剤の静注	
（抗生物質や利尿剤など）	麻薬による疼痛コントロール	終末期の医療的ケア	在宅での看取り	24時間対応	外出の介助	通院の介助	27	18	30	34	31	27	32	33	32	31	30	0	12	31	32	27	25	28	29	33	14	11	乳児～2歳	在宅人工呼吸器の管理	気管カニューレの交換	気管カニューレの管理	
（日常の交換以外の対応）	気管内吸引	食事介助	経鼻チューブの交換	ストーマの管理	尿道カテーテルの管理	導尿	入浴介助	看護師による	
リハビリテーション	OTもしくはPTによる	
リハビリテーション	中心静脈カテーテル管理	高カロリー輸液の管理	薬剤の静注	
（抗生物質や利尿剤など）	麻薬による疼痛コントロール	終末期の医療的ケア	在宅での看取り	24時間対応	外出の介助	通院の介助	8	18	6	5	6	11	5	8	9	5	8	0	19	7	6	10	6	6	5	5	11	17	3～6歳	在宅人工呼吸器の管理	気管カニューレの交換	気管カニューレの管理	
（日常の交換以外の対応）	気管内吸引	食事介助	経鼻チューブの交換	ストーマの管理	尿道カテーテルの管理	導尿	入浴介助	看護師による	
リハビリテーション	OTもしくはPTによる	
リハビリテーション	中心静脈カテーテル管理	高カロリー輸液の管理	薬剤の静注	
（抗生物質や利尿剤など）	麻薬による疼痛コントロール	終末期の医療的ケア	在宅での看取り	24時間対応	外出の介助	通院の介助	7	15	6	5	6	11	5	8	8	6	7	0	18	7	6	10	6	6	5	5	11	17	7歳～12歳	在宅人工呼吸器の管理	気管カニューレの交換	気管カニューレの管理	
（日常の交換以外の対応）	気管内吸引	食事介助	経鼻チューブの交換	ストーマの管理	尿道カテーテルの管理	導尿	入浴介助	看護師による	
リハビリテーション	OTもしくはPTによる	
リハビリテーション	中心静脈カテーテル管理	高カロリー輸液の管理	薬剤の静注	
（抗生物質や利尿剤など）	麻薬による疼痛コントロール	終末期の医療的ケア	在宅での看取り	24時間対応	外出の介助	通院の介助	8	14	6	5	6	11	5	8	8	5	7	0	18	7	6	10	6	6	5	5	11	17	13～17歳	在宅人工呼吸器の管理	気管カニューレの交換	気管カニューレの管理	
（日常の交換以外の対応）	気管内吸引	食事介助	経鼻チューブの交換	ストーマの管理	尿道カテーテルの管理	導尿	入浴介助	看護師による	
リハビリテーション	OTもしくはPTによる	
リハビリテーション	中心静脈カテーテル管理	高カロリー輸液の管理	薬剤の静注	
（抗生物質や利尿剤など）	麻薬による疼痛コントロール	終末期の医療的ケア	在宅での看取り	24	時間対応	外出の介助	通院の介助	5	12	4	4	5	9	3	5	5	4	6	0	19	6	5	7	5	5	4	4	10	16	18歳以上	在宅人工呼吸器の管理	気管カニューレの交換	気管カニューレの管理	
（日常の交換以外の対応）	気管内吸引	食事介助	経鼻チューブの交換	ストーマの管理	尿道カテーテルの管理	導尿	入浴介助	看護師による	
リハ	ビリテーション	OTもしくはPTによる	
リハビリテーション	中心静脈カテーテル管理	高カロリー輸液の管理	薬剤の静注	
（抗生物質や利尿剤など）	麻薬による疼痛コントロール	終末期の医療的ケア	在宅での看取り	24時間対応	外出の介助	通院の介助	1	6	1	0	1	3	0	0	0	1	2	0	17	1	1	2	1	2	1	1	7	13	

乳児～2歳	在宅人工呼吸器の管理	気管カニューレの交換	気管カニューレの管理	
（日常の交換以外の対応）	気管内吸引	食事介助	経鼻チューブの交換	ストーマの管理	尿道カテーテルの管理	導尿	入浴介助	看護師による	
リハビリテーション	OTもしくはPTによる	
リハビリテーション	中心静脈カテーテル管理	高カロリー輸液の管理	薬剤の静注	
（抗生物質や利尿剤など）	麻薬による疼痛コントロール	終末期の医療的ケア	在宅での看取り	24時間対応	外出の介助	通院の介助	8	7	6	4	3	7	8	10	9	3	8	0	6	7	7	10	16	10	10	6	16	12	3～6歳	在宅人工呼吸器の管理	気管カニューレの交換	気管カニューレの管理	
（日常の交換以外の対応）	気管内吸引	食事介助	経鼻チューブの交換	ストーマの管理	尿道カテーテルの管理	導尿	入浴介助	看護師による	
リハビリテーション	OTもしくはPTによる	
リハビリテーション	中心静脈カテーテル管理	高カロリー輸液の管理	薬剤の静注	
（抗生物質や利尿剤など）	麻薬による疼痛コントロール	終末期の医療的ケア	在宅での看取り	24時間対応	外出の介助	通院の介助	7	8	6	4	3	6	7	8	8	3	7	0	6	7	6	10	16	11	11	6	16	11	7歳～12歳	在宅人工呼吸器の管理	気管カニューレの交換	気管カニューレの管理	
（日常の交換以外の対応）	気管内吸引	食事介助	経鼻チューブの交換	ストーマの管理	尿道カテーテルの管理	導尿	入浴介助	看護師による	
リハビリテーション	OTもしくはPTによる	
リハビリテーション	中心静脈カテーテル管理	高カロリー輸液の管理	薬剤の静注	
（抗生物質や利尿剤など）	麻薬による疼痛コントロール	終末期の医療的ケア	在宅での看取り	24時間対応	外出の介助	通院の介助	7	7	6	3	2	4	6	4	4	0	5	0	7	4	4	8	15	9	10	5	14	10	13～17歳	在宅人工呼吸器の管理	気管カニューレの交換	気管カニューレの管理	
（日常の交換以外の対応）	気管内吸引	食事介助	経鼻チューブの交換	ストーマの管理	尿道カテーテルの管理	導尿	入浴介助	看護師による	
リハビリテーション	OTもしくはPTによる	
リハビリテーション	中心静脈カテーテル管理	高カロリー輸液の管理	薬剤の静注	
（抗生物質や利尿剤など）	麻薬による疼痛コントロール	終末期の医療的ケア	在宅での看取り	24時間	対応	外出の介助	通院の介助	9	9	6	1	2	4	5	4	5	0	5	0	6	3	2	9	14	9	9	5	14	10	18歳以上	在宅人工呼吸器の管理	気管カニューレの交換	気管カニューレの管理	
（日常の交換以外の対応）	気管内吸引	食事介助	経鼻チューブの交換	ストーマの管理	尿道カテーテルの管理	導尿	入浴介助	看護師による	
リハビリ	テーション	OTもしくはPTによる	
リハビリテーション	中心静脈カテーテル管理	高カロリー輸液の管理	薬剤の静注	
（抗生物質や利尿剤など）	麻薬による疼痛コントロール	終末期の医療的ケア	在宅での看取り	24時間対応	外出の介助	通院の介助	6	10	3	0	2	4	2	1	2	2	2	0	5	2	1	5	8	4	4	0	13	10	

診療所

		Ｑ１		1.医療ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する外来診療について、以下の医療行為に対応できますか。 イリョウ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ガイライ シンリョウ イカ イリョウ コウイ タイオウ

				Ｑ1-1										予防接種 ヨボウ セッシュ

				Ｑ1-2										一次診療
（経過観察、栄養観察を含む） イチジ シンリョウ ケイカ カンサツ エイヨウ カンサツ フク

				Ｑ1-3										経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ

				Ｑ1-4										経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ

				Ｑ1-5										中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ

				Ｑ1-6										酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ

				Ｑ1-7										気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ

				Ｑ1-8										人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ

				Ｑ1-9										尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ

				Ｑ1-10										人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ

				Ｑ1-11										褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ

		Ｑ２		2.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する往診及び訪問診療について、以下の医療行為に対応できますか イリョウテキ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ オウシン オヨ ホウモン シンリョウ イカ イリョウ コウイ タイオウ

				Ｑ2-1										予防接種 ヨボウ セッシュ

				Ｑ2-2										一次診療
（経過観察、栄養観察を含む） イチジ シンリョウ ケイカ カンサツ エイヨウ カンサツ フク

				Ｑ2-3										経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ

				Ｑ2-4										経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ

				Ｑ2-5										中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ

				Ｑ2-6										酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ

				Ｑ2-7										気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ

				Ｑ2-8										人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ

				Ｑ2-9										尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ

				Ｑ2-10										人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ

				Ｑ2-11										褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ

		Ｑ3		3.24時間、重症心身障害児（18歳未満）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイジ サイ ミマン イリョウ タイオウ

				Ｑ3-1										できる

				Ｑ3-2										できない

				Ｑ3-3										要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン

		Ｑ4		4.24時間、重症心身障害者（18歳以上）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイシャ サイ イジョウ イリョウ タイオウ

				Ｑ4-1										できる

				Ｑ4-2										できない

				Ｑ4-3										要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン

		Ｑ5		5.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する訪問リハビリてーションを提供していますか イリョウテキ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ホウモン テイキョウ

				Ｑ5-1										提供している テイキョウ

				Ｑ5-2										提供していない テイキョウ

				Ｑ5-3										提供していないが対応は可能 テイキョウ タイオウ カノウ

				Ｑ5-4										要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン

		Ｑ6		6.重症心身障害児（者）在宅医療に対応できるようになるための条件はなんですか ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ ザイタク イリョウ タイオウ ジョウケン

				Ｑ6-1										診療報酬の点数が増えること シンリョウ ホウシュウ テンスウ フ

				Ｑ6-2										訪問看護尾の連携 ホウモン カンゴ オ レンケイ

				Ｑ6-3										病院との連携 ビョウイン レンケイ

				Ｑ6-4										在宅療養支援診療所と小児科医とのグループ診療 ザイタク リョウヨウ シエン シンリョウジョ ショウニ カ イ シンリョウ

				Ｑ6-5										在宅療養支援診療所に助言や相談を求めることができること ザイタク リョウヨウ シエン シンリョウジョ ジョゲン ソウダン モト

				Ｑ6-6										小児科医に助言や相談を求めることができること ショウニ カ イ ジョゲン ソウダン モト

				Ｑ6-7										経験のある医師がいること ケイケン イシ

				Ｑ6-8										研修などの自己のスキルアップ ケンシュウ ジコ

				Ｑ6-9										その他 タ

		Ｑ7		7.重症心身障害児（者）の方に対する医療、在宅生活等についてお気づきのことなど、ご自由にお書きください ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ カタ タイ イリョウ ザイタク セイカツ ナド キ ジユウ カ



		承諾可否 ショウダク カヒ		診療所名 シンリョウジョ メイ		電話番号 デンワ バンゴウ		郵便番号 ユウビンバンゴウ		所在地 ショザイチ		電話番号 デンワ バンゴウ		Ｑ１　1.医療ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する外来診療について、以下の医療行為に対応できますか。																								Ｑ２　2.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する往診及び訪問診療について、以下の医療行為に対応できますか																						Ｑ3		Ｑ4		Ｑ5		Ｑ6　6.重症心身障害児（者）在宅医療に対応できるようになるための条件はなんですか																		Ｑ7重症心身障害児（者）の方に対する医療、在宅生活等についてお気づきのことなど、ご自由にお書きください

														Ｑ1-1		Ｑ1-2		Ｑ1-3		Ｑ1-4		Ｑ1-5		Ｑ1-6		Ｑ1-7		Ｑ1-8		Ｑ1-9		Ｑ1-10		Ｑ1-11				Ｑ2-1		Ｑ2-2		Ｑ2-3		Ｑ2-4		Ｑ2-5		Ｑ2-6		Ｑ2-7		Ｑ2-8		Ｑ2-9		Ｑ2-10		Ｑ2-11								Ｑ6-1		Ｑ6-2		Ｑ6-3		Ｑ6-4		Ｑ6-5		Ｑ6-6		Ｑ6-7		Ｑ6-8		Ｑ6-9

		否 ヒ		不明 フメイ						不明 フメイ		不明 フメイ		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		7		0		0

		否 ヒ		不明 フメイ						不明 フメイ		不明 フメイ		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		1		1		0		0		0		1		0

		否 ヒ		不明 フメイ						不明 フメイ		不明 フメイ		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		不明 フメイ						不明 フメイ		不明 フメイ		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		0

		否 ヒ		不明 フメイ						不明 フメイ		不明 フメイ		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		否 ヒ		不明 フメイ						不明 フメイ		不明 フメイ		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		0		1		0

		否 ヒ		不明 フメイ						不明 フメイ		不明 フメイ		1		1		2		2		2		2		2		2		1		2		1				1		1		2		2		2		2		2		2		1		2		1		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		その他：各種の健康的処置の管理ができるかどうか。その訓練を受けているかどうかです。 タ カクシュ ケンコウテキ ショチ カンリ クンレン ウ

		否 ヒ		不明 フメイ						不明 フメイ		不明 フメイ		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		0		0		1		0		0

		否 ヒ		不明 フメイ						不明 フメイ		不明 フメイ		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		その他:スタッフ不足（医師、看護師、介助者）スペース不足 タ フソク イシ カンゴシ カイジョシャ フソク

		否 ヒ		宇都宮市保健所 ウツノミヤシ ホケンジョ				321-0974		宇都宮市竹林町972				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		その他：保健所は直接的な医療サービスを行っていないことから、今後も対応は行わない タ ホケンジョ チョクセツ テキ イリョウ オコナ コンゴ タイオウ オコナ

		承諾 ショウダク		深谷医院 フカヤ イイン		0285-75-0007 		321-4502		真岡市物井1268-7				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		1				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		1		2		2		2		0		0		1		1		0		0		0		0		0

		否 ヒ		こどもクリニックしまむら				326-0822		足利市田中町908-4				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		かしま産婦人科 サンフジンカ		0284-65-0341		326-0844		足利市鹿島町501-1				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		婦人科疾患（不正性器出血/帯下/外陰掻痒等）については外来対応させて頂いております フジンカ シッカン フセイ セイキ シュッケツ タイゲ ガイイン カ カユ ナド ガイライ タイオウ イタダ

		否 ヒ		医療法人雄仁会　奥山医院 イリョウ ホウジン ユウジン カイ オクヤマ イイン				322-0065		鹿沼市上材木町2320				1		3		3		3		3		3		1		3		3		2		2				1		3		2		3		2		3		1		3		3		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		1		1		0		0

		否 ヒ		水沼医院 ミズヌマ イイン				321-0628		那須烏山市金井1-14-8				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		3				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		飯野医院				321-4539		真岡市長沼730-1				3		2		2		2		2		3		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		おおきこどもクリニック		0285-41-0025 		329-0207		小山市美しが丘3-35-3				1		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		宇都宮市子ども発達センター診療所 ウツノミヤシ コ ハッタツ シンリョウジョ		028-647-4720		320-0851		栃木県宇都宮市鶴田町970-1				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		その他：子ども発達センター内の療育を利用する児の診療所であるため タ コ ハッタツ ナイ リョウイク リヨウ ジ シンリョウジョ

		承諾 ショウダク		中川医院 ナカガワ イイン		0287-62-0040		325-0057		那須塩原市黒磯幸町6-27				3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		1		0		1		0

		否 ヒ		ももやこどもクリニック				321-0118		宇都宮市インターパーク3-6-1				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		1		0		0		0		0		0

		否 ヒ		阿久津医院 アクツ イイン				329-1226		高根沢町大谷176-1 タカネザワマチ オオタニ				1		1		2		2		2		3		2		2		3		3		3				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		1		0		0		0		1		0		0

		否 ヒ		伊保内診療所 イホ ナイ シンリョウジョ				327-0034		佐野市伊保内町3841-1				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		1		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		にじいろこども診療所 シンリョウジョ		0285-44-7716		329-0414		下野市小金井4-1-1				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		0		1		1		0

		否 ヒ		戸野塚内科医院 トノヅカ ナイカ イイン				323-0064		小山市下石塚471				3		3		3		3		3		1		1		1		1		3		1				3		3		3		3		3		1		1		1		1		3		1		3		3		4		0		0		1		0		0		1		1		1		0

		否 ヒ		賀川診療所 カガワ シンリョウジョ				326-0843		足利市五十部町1785				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		1		0		1		0		0

		承諾 ショウダク		豊郷台クリニック ユタカ ゴウ ダイ		028-643-8998		320-0003		宇都宮市豊郷台2-21-3		028-643-8998（FAX8999）		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1				1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		2		0		1		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		いとうこどもクリニック		0289-63-5566		322-0025		鹿沼市緑町2-2-29				1		1		3		3		2		2		3		2		2		3		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		0		0		1		1		0

		承諾 ショウダク		清原台こどもクリニック キヨハラ ダイ		028-305-6017		321-3223		宇都宮市清原台2-4-14				1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		その他：医師、看護師の増員 タ イシ カンゴシ ゾウイン

		否 ヒ		阿部医院				324-0032		大田原市佐久山2018 オオタワラシ サクヤマ		0287-28-0053（FAX0287-28-2112）		1		1		2		2		2		2		1		2		1		2		1				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		4		0		1		1		0		1		0		0		1		0

		否 ヒ		中元内科医院 ナカモト ナイカ イイン				328-0027		栃木市今泉町2-10-18				1		3		2		2		2		3		2		2		3		2		3				3		3		2		2		2		3		2		2		3		2		3		2		2		2		0		0		1		0		1		0		0		1		0		①重症心身障害者の重症度の程度問題　②家庭の受け入れ問題、経済的負担 ジュウショウ シンシン ショウガイシャ ジュウショウ ド テイド モンダイ カテイ ウ イ モンダイ ケイザイテキ フタン

		否 ヒ		布川小児科 フカワ ショウニ カ				322-0036		鹿沼市下田町2-1099				1		1		3		3		2		3		2		2		2		3		3				1		1		3		3		2		3		2		2		2		2		3		2		2		2		0		1		1		1		0		0		1		1		0

		否 ヒ		ちづかクリニック				328-0133		栃木市大森町445-4		0282-31-3750		3		3		3		3		2		3		2		2		2		2		3				3		3		3		3		2		3		2		2		2		2		3		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		多島医院 タジマ イイン				321-1524		日光市足尾町赤沢21-28				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		否 ヒ		篠崎内科クリニック シノザキ ナイカ				321-3223		宇都宮市清原台6-1-13				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		否 ヒ		和久医院 ワク イイン				321-3324		芳賀町西水沼119-1				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		否 ヒ		近藤クリニック コンドウ				321-0634		那須烏山市野上町637-2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		0		0		0		0		1		0		0

		否 ヒ		高根沢内科クリニック タカネザワ ナイカ				321-4305		真岡市荒町2-11-1				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		岡田こどもクリニック オカダ				327-0832		佐野市植上町1408-2				1		3		3		3		3		2		3		2		3		3		3				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		0		0		0		0		0		往診医療ができたらと考えていた時もありましたが、現在は物理的に困難で申し訳ありません
重心のお子さんの通院所と個別の相談で応じる可能性はあります オウシン イリョウ カンガ トキ ゲンザイ ブツリテキ コンナン モウ ワケ ジュウシン コ ツウイン ジョ コベツ ソウダン オウ カノウセイ

		否 ヒ		真岡メディカルクリニック モオカ				321-4305		真岡市荒町3-49-6				3		3		3		3		3		3		3		3				3		3				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		0		0		0		1		1		0

		否 ヒ		いしだ整形外科 セイケイ ゲカ				321-0912		宇都宮市石井町3236-1				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		山中クリニック ヤマナカ				327-0835		佐野市植下町2468				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		1		1		0		0		1		0		0

		否 ヒ		医療法人　寿幸会　吉野医院 イリョウ ホウジン コトブキ サチ カイ ヨシノ イイン				320-0014		宇都宮市大曽4-9-11				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		1		1		0		0		1		0		0

		否 ヒ		柳田産婦人科・小児科医院 ヤナギダ サンフジンカ ショウニカ イイン				321-4361		真岡市並木町4-5-3				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		0

		否 ヒ		石田消化器科・内科クリニック イシダ ショウカキ カ ナイカ				321-0216		壬生町壬生丁259-7				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		1		0		0		0		0		0

		否 ヒ		赤羽胃腸科・外科・肛門科医院 アカバネ イチョウカ ゲカ コウモンカ イイン				324-0052		大田原市城山2-5-29				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		医療法人　文仁会　扶桑医院 イリョウ ホウジン ブン ジン カイ フソウ イイン				323-0016		小山市扶桑1-2-1				1		3		3		3		2		2		3		2		3		3		3				3		3		3		2		2		2		3		2		3		2		3		2		2		2		0		0		1		1		0		0		1		1		0

		否 ヒ		馬場医院 ババ イイン				327-0043		佐野市君田町35				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		否 ヒ		井戸川クリニック イドガワ				326-0331		足利市福富町2096-1				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		0		0		1		0		0		0

		否 ヒ		鎌田浅香医院 カマタ アサカ イイン				324-0043		大田原市浅香3-3-9				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		0		1		0		0		0		0		0		0		高額医療はひかえています。悪質ととらえられますので!! コウガク イリョウ アクシツ

		否 ヒ		山門クリニック ヤマカド				328-0031		栃木市日の出町6-35				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		0		0		0		1		0

		否 ヒ		新村ファミリークリニック ニイムラ				328-0011		栃木市大宮町2120-11				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		宇都宮東部クリニック ウツノミヤ トウブ				321-3223		宇都宮市清原台5-14-19				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1

		否 ヒ		車田医院 クルマダ イイン				324-0242		大田原市大豆田457-24				3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3				3		3		3		3		3		0		2		2		3		3		3		2		2		2		0		0		1		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		にがみどう内科クリニック ナイカ				322-0003		鹿沼市仁神堂町351-26				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		松谷内科胃腸科クリニック マツヤ ナイカ イチョウカ				321-3304		芳賀町祖母井1708-17				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		1		0		0

		否 ヒ		まなか医院 イイン				329-1225		高根沢町石末２０９３－１０				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		植木医院 ウエキ イイン				329-2224		塩谷町金枝950				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		1		2		2		2		2		3		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		0		0		0		0		0

		否 ヒ		大岡医院 オオオカ イイン				320-0047		宇都宮市一の沢274-7				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		川野クリニック カワノ				329-1112		宇都宮市上田原町660-6				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		0		1		0

		否 ヒ		陣内医院 ジンナイ イイン				321-0225		壬生町本丸1-7-10		0282-82-0242		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		1		0

		否 ヒ		船越医院 フナコシ イイン				328-0111		栃木市都賀町家中5986-6				1		1		2		2		2		2		2		2		3		2		3				1		1		2		2		2		2		2		2		3		2		3		2		2		2		0		1		1		0		1		1		0		1		0

		否 ヒ		林クリニック ハヤシ				321-0158		宇都宮市西川田本町1-8-29				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		0		0		0		0		0

		否 ヒ		河島医院 カワシマ イイン				329-3436		那須郡那須町伊王野1503				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		松本内科医院 マツモト ナイカ イイン				321-0226		壬生町中央町6-37				3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		否 ヒ		佐藤医院 サトウ イイン				329-2728		栃木県那須塩原市西栄町7-16 ３２９－２７２８		0287-36-0147		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1

		否 ヒ		渡部医院 ワタナベ イイン				329-3153		那須塩原市大原間140-1 ナスシオバラ シ オオハラマ				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		宇都宮市保健センター ウツノミヤシ ホケン				321-0964		宇都宮市駅前通り1-4-6				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		0

		否 ヒ		川村医院 カワムラ イイン				321-2522		日光市鬼怒川温泉大原1396-20				1		1		3		1		3		1		3		2		3		3		3				3		3		3		3		3		3		2		2		3		3		3		2		2		2		0		0		1		0		0		1		1		0		0

		否 ヒ		ほうずみ整形外科内科小児科医院				320-0047		宇都宮市一の沢2-1-43				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		小島内科医院 コジマ ナイカ イイン				321-0168		宇都宮市東原町5-3				3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		1		0		0		0		0

		否 ヒ		那須高原クリニック ナス コウゲン				329-3131		那須塩原市唐杉31-2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		サンフラワークリニック				323-0808		小山市出井1936				3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		昌平町こどもクリニック ショウヘイ マチ				326-0813		足利市昌平町2368				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		①中心となる施設へ患者が訪問するように、移動手段・補助（人、お金）を考えるべき。どうしても動けない、動かせない人のみ専門職（医者以外）が訪問しIT技術等で必要に応じてセンター施設のスペシャリストと連絡し治療（入院‥）の判断をし実行する。
②既存の人・技術・施設を日曜大工的発想で組み合わせて、システムを構築することには賛成できない。現状をどうにかするための方策でなく、医療の公正（正義）を行うためにどうすべきかを考えるべきだと思う チュウシン シセツ カンジャ ホウモン イドウ シュダン ホジョ ヒト カネ カンガ ウゴ ウゴ ヒト センモン ショク イシャ イガイ ホウモン ギジュツナド ヒツヨウ オウ シセツ レンラク チリョウ ニュウイン ハンダン ジッコウ キゾン ヒト ギジュツ シセツ ニチヨウ ダイク テキ ハッソウ ク ア コウチク サンセイ ゲンジョウ ホウサク イリョウ コウセイ セイギ オコナ カンガ オモ

		否 ヒ		赤田診療所 アカダ シンリョウジョ				329-2743		那須塩原市南赤田321-1192				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		手塚内科 テヅカ ナイカ				321-0966		宇都宮市今泉3-12-12				3		3		2		2		2		2		2		2		1		3		3				3		3		2		2		2		2		2		2		3		3		3		2		2		2		0		1		1		0		1		0		1		0		0		今まで具体的な症例に会っていません イマ グタイテキ ショウレイ ア

		否 ヒ		板橋医院 イタバシ イイン				327-0803		佐野市犬伏新町1308-2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		1		1		0

		否 ヒ		倉増医院 クラ マ イイン				320-0856		宇都宮市砥上町675-1				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		その他：人材の確保 タ ジンザイ カクホ

		否 ヒ		もてぎの森メディカルプラザ				321-3541		茂木町烏生田下郷330				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		宮澤クリニック ミヤザワ				329-0412		下野市柴291-2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		金澤医院 カナザワ イイン				325-0052		那須塩原市中央町1-8				1		1		2		2		2		1		2		2		2		2		2				1		1		2		2		2		1		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		つるたfamilyクリニック				320-0857		宇都宮市鶴田1-17-23				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		フォレストサイドクリニック				321-0152		宇都宮市西川田6-6-17		028-684-2775		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		今野内科胃腸科医院 コンノ ナイカ イチョウカ イイン				321-0151		宇都宮市西川田町933-1		028-645-6121		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		1		1		1		0

		否 ヒ		小島原医院 コジマ ハラ イイン				329-1104		宇都宮市下岡本町4075				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		1		0

		否 ヒ		永田内科眼科医院 ナガタ ナイカ ガンカイ イン				321-0982		宇都宮市御幸ヶ原町136-9		028-662-6774		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		1		0

		否 ヒ		大栗医院 オオクリ イイン				320-0034		宇都宮市泉町1-27				3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1

		否 ヒ		星小児科医院 ホシ ショウニカ イイン				321-0346		宇都宮市下荒針町3588-2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		金子内科医院 カネコ ナイカ イイン				320-0032		宇都宮市昭和1-1-31				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		否 ヒ		石川医院 イシカワ イイン				322-0015		栃木県鹿沼市上石川1-319 ３２２－００１５		0289-76-3145		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		当方では特別養護老人ホームの嘱託医を兼ねておりますため、24時間体制での診察となっております。今回のアンケートに対しましては、オーバーワークにつき協力いたしかねます。 トウホウ トクベツ ヨウゴ ロウジン ショクタクイ カ ジカン タイセイ シンサツ コンカイ タイ キョウリョク

		否 ヒ		しみずファミリークリニック				321-0951		宇都宮市越戸3-15-27				1		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		0		0		0		0		0

		否 ヒ		岡医院 オカ イイン				321-1403		日光市下鉢石町997-1				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		1		1		0		そもそも開業の小児科医が少ないうえに、在宅医療をやっている小児科はほとんどいないのが現状。以前、在宅の重症心身障害児の訪問診療を頼まれて行ったことがあるが、大人の訪問診療と勝手が違う為、内科医にはハードルが高いと感じた。是非、近くの小児科の先生に少しでも取り組んでもらうしかないかと思います。 カイギョウ ショウニ カ イ スク ザイタク イリョウ ショウニカ ゲンジョウ イゼン ザイタク ジュウショウ シンシン ショウガイジ ホウモン シンリョウ タノ オコナ オトナ ホウモン シンリョウ カッテ チガ タメ ナイカ イ タカ カン ゼヒ チカ ショウニカ センセイ スコ ト ク オモ

		否 ヒ		風見診療所 カザミ シンリョウジョ				329-2335		塩谷町上平27				3		3		1		3		2		3		3		2		1		3		3				3		1		1		3		2		2		3		3		2		1		3		3		2		2		0		1		1		0		1		0		1		1		0

		否 ヒ		土谷医院 ツチヤ イイン				321-0136		宇都宮市みどり野町14-3				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		1		0

		否 ヒ		遠藤小児科 エンドウ ショウニカ				321-0982		宇都宮市御幸ヶ原町224-10				1		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		1		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		油布医院 ユフ イイン				321-0414		宇都宮市中里町175-8				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		1		0

		承諾 ショウダク		さいとう小児科 ショウニカ		0282-22-0757 		328-0015		栃木市万町30番16号		0282-22-0757		1		1		3		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		1		0

		承諾 ショウダク		冨塚メデｲカルクリニック		028-666-2555		321-2116		宇都宮市徳次郎町888				1		1		2		2		2		2		2		2		1		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0		なるべく協力したいが、現在当院副院長が体調悪く、休養中のため困難となっています。 キョウリョク ゲンザイ トウイン フクインチョウ タイチョウ ワル キュウヨウチュウ コンナン

		承諾 ショウダク		山浦内科医院		0284-21-6653 		326-0843		足利市五十部町1256-5				1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3				1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		4		1		1		1		0		0		0		1		0		0

		承諾 ショウダク		小倉医院		0282-82-0057		321-0227		壬生町通町10-5				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		承諾 ショウダク		飯岡小児科		0289-65-3257		322-0074		鹿沼市日吉町569-2				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		3				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		3		2		2		2		0		0		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		角田内科医院		0285-53-5665 		329-0511		下野市石橋549				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		1		1		1		1		1		0		0

		承諾 ショウダク		おかべこどもクリニック		0285-40-7300 		329-0433		下野市緑5-17-12				3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		くろばね齋藤醫院		0287-54-0031		324-0233		大田原市黒羽田町612				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		1		0

		承諾 ショウダク		立花医院		0287-72-0311		325-0003		那須郡那須町寺子乙3967-190				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		その他：スタッフの充実　　1～9すべて当てはまります タ ジュウジツ ア

		承諾 ショウダク		さいとうハート＆キッズクリニック		0287-53-7979		324-0043		大田原市浅香1-4-3				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		1		0

		承諾 ショウダク		小山すぎの木クリニック		0285-30-3456		323-0806		小山市中久喜1131-1				1		1		1		1		1		1		2		2		2		1		1				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		4		1		1		0		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		有村小児科医院		028-656-7207		321-0912		宇都宮市石井町3128-11		028-656-7207		1		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		1		0		1		1		0		無床の診療所の小児科医としては、急性疾患（特に感染症が多く）への対応が中心です。時間に追われています。予防接種については、時間枠をとって対応できます。一次診療についても、訪問看護との連携等があれば対応可能な場合があります。（例えば点滴投薬等）現時点では往診は無理ですが。 ムショウ シンリョウジョ ショウニ カ イ キュウセイ シッカン トク カンセンショウ オオ タイオウ チュウシン ジカン オ ヨボウ セッシュ ジカンワク タイオウ イチジ シンリョウ ホウモン カンゴ レンケイ トウ タイオウ カノウ バアイ タト テンテキ トウヤク ナド ゲンジテン オウシン ムリ

		承諾 ショウダク		吉永医院		0285-63-2303		321-3564		茂木町増井190-1				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		1		1		0		0		0

		承諾 ショウダク		あさかクリニック		0287-22-2601		324-0043		大田原市浅香3-3711				1		1		2		2		2		2		1		1		2		2		2				1		1		2		2		2		2		1		1		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		坪水医院		0283-62-0265		327-0312		佐野市栃本町2241				1		1		3		3		3		3		3		3		1		3		3				1		1		3		3		3		3		3		3		1		3		3		3		3		3		0		1		1		0		0		0		0		1		0		若い頃、町田市にある重度心身障害者の施設にボランティアで行き、足で書いたお手紙をもらって感動しました。何かのお役にたてればと思いますが、現在実態がよく分かりません。 ワカ コロ マチダシ ジュウド シンシン ショウガイシャ シセツ イ アシ カ テガミ カンドウ ナニ ヤク オモ ゲンザイ ジッタイ ワ

		承諾 ショウダク		こどもヶ丘診療所		028-615-1077		321-0151		宇都宮市西川田町183-21				1		1		3		3		3		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		1		0		1		1		0

		承諾 ショウダク		竹田内科小児科クリニック		0282-29-1233		328-0011		栃木市大宮町52番地		0282-29-1233		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		0		1		1		1		0		0		1		0

		承諾 ショウダク		すながクリニック		0284-44-7211		326-0015		足利市八椚町494-1　				1		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		1		1		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		片山医院		028-661-9764		321-0944		宇都宮市東峰町3008-21				1		1		2		2		2		1		2		2		2		2		2				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		4		0		1		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		稲毛クリニック		0283-25-2566		327-0103		佐野市石塚町893-1				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		1		1		1		1		1		その他：当クリニックでは勤務医での診療のみを行っており、重症心身障害児に対応できるシステムはととのっておらず、申し訳ありません。 タ トウ キンムイ シンリョウ オコナ ジュウショウ シンシン ショウガイジ タイオウ モウ ワケ

		承諾 ショウダク		小川こどもクリニック		0289-74-5421		322-0027		鹿沼市貝島町5006-2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		くさの小児科		0284-73-7000		326-0335		足利市上渋垂町338-3				3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		みやの杜クリニック　		028-683-7811		321-0904		宇都宮市陽東2-4-5				1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1				3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		1		0		0		1		0		0		1		0		0		0		Q2訪問診療のみ対応可 ホウモン シンリョウ タイオウ カ

		承諾 ショウダク		にいたに内科　		028-675-6515		329-1231		塩谷郡高根沢町宝石台 3-3-19				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1

		承諾 ショウダク		よこやま内科小児科クリニック		0282-24-8102		328-0075		栃木市箱森町38-70				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		さいとうクリニック		0287-39-1805		329-2724		那須塩原市西幸町7-13				1		1		3		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		0		0		0		0		1		その他：現在の診療所での診療との兼ね合いが困難であり、複数の医師や看護師が必要 タ ゲンザイ シンリョウジョ シンリョウ カ ア コンナン フクスウ イシ カンゴシ ヒツヨウ

		承諾 ショウダク		桜井消化器科・内科		028-643-0870		320-0073		宇都宮市細谷1-7-38				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		承諾 ショウダク		佐藤医院		0287-96-2841		324-0501		那須郡那珂川町小川2960-1				1		1		3		3		2		3		3		2		1		1		1				1		1		3		3		2		3		3		2		1		1		1		3		3		4		0		1		1		1		0		1		0		0		0

		承諾 ショウダク		大根田内科医院		028-624-6322		320-0072		宇都宮市若草3-4-22				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		0		0		0		0		0		0		0		当方の医師が高齢であり、しかもスタッフがそろっていないので在宅医療は無理なので、ましてや重症心身障害者においておやです。 トウホウ イシ コウレイ ザイタク イリョウ ムリ ジュウショウ シンシン ショウガイシャ

		承諾 ショウダク		医療法人　赤羽病院		028-661-5446		321-0904		宇都宮市陽東7-2-2				1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3				3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		2		2		2		0		1		1		1		0		0		1		0		0

		承諾 ショウダク		田井の里クリニック		0285-81-6502		321-4301		真岡市西田井内外748-2				1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2				3		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		みずぬまクリニック		0287-39-1581		329-2751		那須塩原市東三島2-80-6				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		その他：在宅医療をやっていないので現状は無理である タ ザイタク イリョウ ゲンジョウ ムリ

		承諾 ショウダク		キッズクリニックはせがわ		0283-27-0200		327-0843		佐野市堀米町3946-6				1		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		その他：時間的余裕 タ ジカンテキ ヨユウ

		承諾 ショウダク		小森谷内科医院		0282-43-7327		329-4404		栃木市大平町富田4003-8				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		熊倉医院		0282-55-8425		329-4316		下都賀郡岩舟町新里180-1				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		いちはらファミリークリニック		028-612-8350		321-0414		宇都宮市中里町322				3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3				3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		1		2		0		1		1		1		0		1		0		1		0

		承諾 ショウダク		かとう小児科 ショウニカ		0282-82-7576		321-0218		壬生町落合3-7-30		 		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		福田こどもクリニック		028-659-8850		320-0852		栃木県宇都宮市下砥上町1545-20				1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3				1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		2		2		2		0		1		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		てらもと小児科		028-650-6636		321-0975		宇都宮市関堀町971-6				1		1		3		2		2		3		3		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		0		小児科医としてはもっと積極的に協力しなければいけないと思いますが、現在の我診療所の状態では不可能なことが多く残念です。 ショウニ カ イ セッキョクテキ キョウリョク オモ ゲンザイ ワガ シンリョウジョ ジョウタイ フカノウ オオ ザンネン

		承諾 ショウダク		木村内科医院		0288-22-7880		321-1264		日光市瀬尾497-1				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		承諾 ショウダク		こばやしファミリークリニック		0283-85-9900		327-0311		佐野市多田町566				1		1		1		1		3		1		1		2		1		1		1				1		1		1		1		3		1		1		3		1		1		1		3		3		2		0		1		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		あいファミリィクリニック足利 アシカガ		0284-22-3788		329-4213		足利市寺岡町505-1				1		1		1		1		1		1		1		3		1		1		1				1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		1		0		1		0		0		0		0		1		0

		承諾 ショウダク		腰塚医院		0282-62-2072		323-1104		栃木市藤岡町藤岡1845-10				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		1		1		1		1		0

		承諾 ショウダク		桜井こどもクリニック		0282-24-5987		328-0034		栃木市本町16-9				1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		承諾 ショウダク		神鳥谷クリニック		0285-22-7700		323-0827		小山市神鳥谷1-19-1		 		2		2		2		2		2		2		2		2		1		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		持田医院		0282-67-3661		329-0319		栃木市藤岡町中根115-5				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		4		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		田村医院		0282-43-3368		329-4423		栃木市大平町西水代1835-1				1		1		1		1		1		1		1		2		1		1		1				1		1		1		1		1		1		1		2		1		1		1		3		1		4		1		1		1		1		1		1		1		1		0		Q5.訪問看護、訪問リハビリテーションを利用 ホウモン カンゴ ホウモン リヨウ

		承諾 ショウダク		大橋内科クリニック		0282-82-8522		321-0219		壬生町福和田1003-1				1		1		2		2		2		3		2		2		2		2		3				1		1		2		2		2		3		2		2		2		2		3		3		3		2		0		1		1		0		0		0		0		1		0

		承諾 ショウダク		てらだファミリークリニック		028-654-2188		321-0132		宇都宮市雀の宮5-5-1				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		1		1		1		1		0

		承諾 ショウダク		あおい内科小児科ｸﾘﾆｯｸ		028-663-6000		321-0973		宇都宮市岩曽町1086-1				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		1		1		1		その他：往診時間の確保ができること タ オウシン ジカン カクホ

		承諾 ショウダク		飯塚医院		0287-92-2034		324-0613		那須郡那珂川町馬頭484-3				1		1		2		2		2		2		2		2		1		2		1				1		1		2		2		2		2		2		2		1		2		1		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		0

		承諾 ショウダク		やの小児科医院		0285-56-0280		329-0611		河内郡上三川町上三川3446-3				1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3				1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		2		2		2		0		1		1		1		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		仲嶋医院		028-681-7755		329-1311		さくら市氏家3245-17				3		3		3		3		2		3		3		3		3		2		3				3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		2		3		2		1		1		1		1		1		1		1		0		0		成人（18才以上）を対象に回答しました セイジン サイ イジョウ タイショウ カイトウ

		承諾 ショウダク		小林診療所		0285-82-3873		321-4369		真岡市熊倉3-10-7				1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		1				1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		1		2		2		2		0		1		0		0		0		1		0		0		0

		承諾 ショウダク		西真岡こどもクリニック		0285-81-7900		321-4341		真岡市高勢町3-205-1				1		1		1		3		1		1		1		1		1		3		3				1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		その他：現在おこなっています タ ゲンザイ

		承諾 ショウダク		鈴木医院		0285-72-2032		321-4217		益子町益子1747-2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		承諾 ショウダク		緑の屋根診療所		0283-20-2577		327-0843		佐野市堀米町1348-5				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		0		0		1		0		1		0		1		0		0		地域の社会資源が少ない。マンパワー不足 チイキ シャカイ シゲン スク ブソク

		承諾 ショウダク		ひがのクリニック		0285-74-0051 		321-4521		真岡市久下田941-1				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		豊郷中央渡辺内科　		028-622-8900		320-0004		宇都宮市長岡町1217-5				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		1				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		1		0		0

		承諾 ショウダク		きくちクリニック		028-683-3387		321-0903		宇都宮市下平出町614-2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		0		0

		承諾 ショウダク		サンレディースクリニック		0282-24-3541		328-0024		栃木市樋ノ口町504-1				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		医療法人　亀田内科		028-633-2884		320-0812		宇都宮市一番町1-28				1		1		1		2		2		1		2		2		2		2		1				1		1		1		2		2		1		2		2		2		2		1		3		3		3		0		0		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		越戸クリニック		028-660-6190		321-0951		宇都宮市越戸町139-6				1		1		2		2		2		3		2		2		2		2		3				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		佐藤内科		0285-53-1305		329-0511		下野市石橋839-14				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		承諾 ショウダク		グリムこどもクリニック		0285-51-1515		329-0502		下野市下古山2-6-17				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		事前連絡の上での一次診療、予防接種ですので、申し訳ありません。 ジゼン レンラク ウエ イチジ シンリョウ ヨボウ セッシュ モウ ワケ

		承諾 ショウダク		吉原医院		0288-21-0161		321-1261		日光市今市826-4				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		1		1		1		その他：設備 タ セツビ

		承諾 ショウダク		梅園医院		028-633-2869		320-0035		宇都宮市伝馬町3-28				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		1		0		0

		承諾 ショウダク		森田医院		028-633-1573		320-0861		宇都宮市西3-5-8				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		鈴木内科クリニック		028-655-1229		321-0139		宇都宮市若松原2-4-19				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		その他：24時間対応が必要となると考えますが、当院診療時間内の往診は難しいと考えます。 タ ジカン タイオウ ヒツヨウ カンガ トウイン シンリョウ ジカン ナイ オウシン ムズカ カンガ

		承諾 ショウダク		小松医院		0289-60-5515		322-0064		鹿沼市文化橋町2300-1				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		1		0		0		1		0



														1.医療ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する外来診療について、以下の医療行為に対応できますか。 イリョウ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ガイライ シンリョウ イカ イリョウ コウイ タイオウ																								2.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する往診及び訪問診療について、以下の医療行為に対応できますか イリョウテキ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ オウシン オヨ ホウモン シンリョウ イカ イリョウ コウイ タイオウ

														予防接種 ヨボウ セッシュ		一次診療
（経過観察、栄養観察を含む） イチジ シンリョウ ケイカ カンサツ エイヨウ カンサツ フク		経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ		経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ		中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ		酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ		気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ		人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ		尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ		人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ		褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ				予防接種 ヨボウ セッシュ		一次診療
（経過観察、栄養観察を含む） イチジ シンリョウ ケイカ カンサツ エイヨウ カンサツ フク		経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ		経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ		中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ		酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ		気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ		人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ		尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ		人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ		褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ

										1		できる		83		57		12		9		7		13		11		6		17		8		16		できる		39		29		8		6		5		9		9		6		10		7		12

										2		できない		55		80		127		134		142		130		136		146		131		137		124		できない		102		115		141		143		148		140		144		148		140		145		134

										3		要相談 ヨウ ソウダン		27		28		26		22		16		22		18		13		16		20		25		要相談 ヨウ ソウダン		24		21		16		16		12		15		12		11		15		13		19

																																																														0

														3.24時間、重症心身障害児（18歳未満）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイジ サイ ミマン イリョウ タイオウ

										1		できる		1

										2		できない		150

										3		要相談 ヨウ ソウダン		14

														4.24時間、重症心身障害者（18歳以上）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイシャ サイ イジョウ イリョウ タイオウ

										1		できる		3

										2		できない		150

										3		要相談 ヨウ ソウダン		12

														5.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する訪問リハビリてーションを提供していますか イリョウテキ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ホウモン テイキョウ

										1		提供している テイキョウ		1

										2		提供していない テイキョウ		152

										3		提供していないが対応は可能 テイキョウ タイオウ カノウ		4

										4		要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン		8

														6.重症心身障害児（者）在宅医療に対応できるようになるための条件はなんですか

										1		診療報酬の点数が増えること シンリョウ ホウシュウ テンスウ フ		24

										2		訪問看護尾の連携 ホウモン カンゴ オ レンケイ		73

										3		病院との連携 ビョウイン レンケイ		90

										4		在宅療養支援診療所と小児科医とのグループ診療 ザイタク リョウヨウ シエン シンリョウジョ ショウニ カ イ シンリョウ		43

										5		在宅療養支援診療所に助言や相談を求めることができること ザイタク リョウヨウ シエン シンリョウジョ ジョゲン ソウダン モト		28

										6		小児科医に助言や相談を求めることができること ショウニ カ イ ジョゲン ソウダン モト		26

										7		経験のある医師がいること ケイケン イシ		62

										8		研修などの自己のスキルアップ ケンシュウ ジコ		47

										9		その他 タ		21



できる	予防接種	一次診療	
（経過観察、栄養観察を含む）	経鼻経管栄養の管理	経皮経管栄養の管理	
（胃ろう）	中心静脈栄養の管理	酸素療法の管理	気管切開の管理	人工呼吸器の管理	尿道留置カテーテル	
の管理	人工肛門の管理	褥瘡の管理	83	57	12	9	7	13	11	6	17	8	16	できない	予防接種	一次診療	
（経過観察、栄養観察を含む）	経鼻経管栄養の管理	経皮経管栄養の管理	
（胃ろう）	中心静脈栄養の管理	酸素療法の管理	気管切開の管理	人工呼吸器の管理	尿道留置カテーテル	
の管理	人工肛門の管理	褥瘡の管理	55	80	127	134	142	130	136	146	131	137	124	要相談	予防接種	一次診療	
（経過観察、栄養観察を含む）	経鼻経管栄養の管理	経皮経管栄養の管理	
（胃ろう）	中心静脈栄養の管理	酸素療法の管理	気管切開の管理	人工呼吸器の管理	尿道留置カテーテル	
の管理	人工肛門の管理	褥瘡の管理	27	28	26	22	16	22	18	13	16	20	25	3.24時間、重症心身障害児（18歳未満）の医療に対応ができますか	できる	できない	要相談	1	150	14	4.24時間、重症心身障害者（18歳以上）の医療に対応ができますか	できる	できない	要相談	3	150	12	5.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する訪問リハビリてーションを提供していますか	提供している	提供していない	提供していないが対応は可能	要相談（条件による）	1	152	4	8	6.重症心身障害児（者）在宅医療に対応できるようになるための条件はなんですか	診療報酬の点数が増えること	訪問看護尾の連携	病院との連携	在宅療養支援診療所と小児科医とのグループ診療	在宅療養支援診療所に助言や相談を求めることができること	小児科医に	助言や相談を求めることができること	経験のある医師がいること	研修などの自己のスキルアップ	その他	24	73	90	43	28	26	62	47	21	できる	予防接種	一次診療	
（経過観察、栄養観察を含む）	経鼻経管栄養の管理	経皮経管栄養の管理	
（胃ろう）	中心静脈栄養の管理	酸素療法の管理	気管切開の管理	人工呼吸器の管理	尿道留置カテーテル	
の管理	人工肛門の管理	褥瘡の管理	39	29	8	6	5	9	9	6	10	7	12	できない	予防接種	一次診療	
（経過観察、栄養観察を含む）	経鼻経管栄養の管理	経皮経管栄養の管理	
（胃ろう）	中心静脈栄養の管理	酸素療法の管理	気管切開の管理	人工呼吸器の管理	尿道留置カテーテル	
の管理	人工肛門の管理	褥瘡の管理	102	115	141	143	148	140	144	148	140	145	134	要相談	予防接種	一次診療	
（経過観察、栄養観察を含む）	経鼻経管栄養の管理	経皮経管栄養の管理	
（胃ろう）	中心静脈栄養の管理	酸素療法の管理	気管切開の管理	人工呼吸器の管理	尿道留置カテーテル	
の管理	人工肛門の管理	褥瘡の管理	24	21	16	16	12	15	12	11	15	13	19	

診療所 (作業)

		Ｑ１		1.医療ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する外来診療について、以下の医療行為に対応できますか。 イリョウ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ガイライ シンリョウ イカ イリョウ コウイ タイオウ

				Ｑ1-1										予防接種 ヨボウ セッシュ

				Ｑ1-2										一次診療
（経過観察、栄養観察を含む） イチジ シンリョウ ケイカ カンサツ エイヨウ カンサツ フク

				Ｑ1-3										経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ

				Ｑ1-4										経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ

				Ｑ1-5										中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ

				Ｑ1-6										酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ

				Ｑ1-7										気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ

				Ｑ1-8										人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ

				Ｑ1-9										尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ

				Ｑ1-10										人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ

				Ｑ1-11										褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ

		Ｑ２		2.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する往診及び訪問診療について、以下の医療行為に対応できますか イリョウテキ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ オウシン オヨ ホウモン シンリョウ イカ イリョウ コウイ タイオウ

				Ｑ2-1										予防接種 ヨボウ セッシュ

				Ｑ2-2										一次診療
（経過観察、栄養観察を含む） イチジ シンリョウ ケイカ カンサツ エイヨウ カンサツ フク

				Ｑ2-3										経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ

				Ｑ2-4										経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ

				Ｑ2-5										中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ

				Ｑ2-6										酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ

				Ｑ2-7										気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ

				Ｑ2-8										人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ

				Ｑ2-9										尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ

				Ｑ2-10										人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ

				Ｑ2-11										褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ

		Ｑ3		3.24時間、重症心身障害児（18歳未満）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイジ サイ ミマン イリョウ タイオウ

				Ｑ3-1										できる

				Ｑ3-2										できない

				Ｑ3-3										要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン

		Ｑ4		4.24時間、重症心身障害者（18歳以上）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイシャ サイ イジョウ イリョウ タイオウ

				Ｑ4-1										できる

				Ｑ4-2										できない

				Ｑ4-3										要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン

		Ｑ5		5.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する訪問リハビリてーションを提供していますか イリョウテキ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ホウモン テイキョウ

				Ｑ5-1										提供している テイキョウ

				Ｑ5-2										提供していない テイキョウ

				Ｑ5-3										提供していないが対応は可能 テイキョウ タイオウ カノウ

				Ｑ5-4										要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン

		Ｑ6		6.重症心身障害児（者）在宅医療に対応できるようになるための条件はなんですか ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ ザイタク イリョウ タイオウ ジョウケン

				Ｑ6-1										診療報酬の点数が増えること シンリョウ ホウシュウ テンスウ フ

				Ｑ6-2										訪問看護尾の連携 ホウモン カンゴ オ レンケイ

				Ｑ6-3										病院との連携 ビョウイン レンケイ

				Ｑ6-4										在宅療養支援診療所と小児科医とのグループ診療 ザイタク リョウヨウ シエン シンリョウジョ ショウニ カ イ シンリョウ

				Ｑ6-5										在宅療養支援診療所に助言や相談を求めることができること ザイタク リョウヨウ シエン シンリョウジョ ジョゲン ソウダン モト

				Ｑ6-6										小児科医に助言や相談を求めることができること ショウニ カ イ ジョゲン ソウダン モト

				Ｑ6-7										経験のある医師がいること ケイケン イシ

				Ｑ6-8										研修などの自己のスキルアップ ケンシュウ ジコ

				Ｑ6-9										その他 タ

		Ｑ7		7.重症心身障害児（者）の方に対する医療、在宅生活等についてお気づきのことなど、ご自由にお書きください ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ カタ タイ イリョウ ザイタク セイカツ ナド キ ジユウ カ



		承諾可否 ショウダク カヒ		診療所名 シンリョウジョ メイ		電話番号 デンワ バンゴウ		郵便番号 ユウビンバンゴウ		所在地 ショザイチ		電話番号 デンワ バンゴウ		Ｑ１　1.医療ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する外来診療について、以下の医療行為に対応できますか。																								Ｑ２　2.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する往診及び訪問診療について、以下の医療行為に対応できますか																						Ｑ3		Ｑ4		Ｑ5		Ｑ6　6.重症心身障害児（者）在宅医療に対応できるようになるための条件はなんですか																		Ｑ7重症心身障害児（者）の方に対する医療、在宅生活等についてお気づきのことなど、ご自由にお書きください

														Ｑ1-1		Ｑ1-2		Ｑ1-3		Ｑ1-4		Ｑ1-5		Ｑ1-6		Ｑ1-7		Ｑ1-8		Ｑ1-9		Ｑ1-10		Ｑ1-11				Ｑ2-1		Ｑ2-2		Ｑ2-3		Ｑ2-4		Ｑ2-5		Ｑ2-6		Ｑ2-7		Ｑ2-8		Ｑ2-9		Ｑ2-10		Ｑ2-11								Ｑ6-1		Ｑ6-2		Ｑ6-3		Ｑ6-4		Ｑ6-5		Ｑ6-6		Ｑ6-7		Ｑ6-8		Ｑ6-9

		否 ヒ		不明 フメイ						不明 フメイ		不明 フメイ		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		7		0		0

		否 ヒ		不明 フメイ						不明 フメイ		不明 フメイ		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		1		1		0		0		0		1		0

		否 ヒ		不明 フメイ						不明 フメイ		不明 フメイ		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		不明 フメイ						不明 フメイ		不明 フメイ		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		0

		否 ヒ		不明 フメイ						不明 フメイ		不明 フメイ		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		否 ヒ		不明 フメイ						不明 フメイ		不明 フメイ		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		0		1		0

		否 ヒ		不明 フメイ						不明 フメイ		不明 フメイ		1		1		2		2		2		2		2		2		1		2		1				1		1		2		2		2		2		2		2		1		2		1		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		その他：各種の健康的処置の管理ができるかどうか。その訓練を受けているかどうかです。 タ カクシュ ケンコウテキ ショチ カンリ クンレン ウ

		否 ヒ		不明 フメイ						不明 フメイ		不明 フメイ		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		0		0		1		0		0

		否 ヒ		不明 フメイ						不明 フメイ		不明 フメイ		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		その他:スタッフ不足（医師、看護師、介助者）スペース不足 タ フソク イシ カンゴシ カイジョシャ フソク

		否 ヒ		宇都宮市保健所 ウツノミヤシ ホケンジョ				321-0974		宇都宮市竹林町972				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		その他：保健所は直接的な医療サービスを行っていないことから、今後も対応は行わない タ ホケンジョ チョクセツ テキ イリョウ オコナ コンゴ タイオウ オコナ

		承諾 ショウダク		深谷医院 フカヤ イイン		0285-75-0007 		321-4502		真岡市物井1268-7				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		1				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		1		2		2		2		0		0		1		1		0		0		0		0		0

		否 ヒ		こどもクリニックしまむら				326-0822		足利市田中町908-4				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		かしま産婦人科 サンフジンカ		0284-65-0341		326-0844		足利市鹿島町501-1				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		婦人科疾患（不正性器出血/帯下/外陰掻痒等）については外来対応させて頂いております フジンカ シッカン フセイ セイキ シュッケツ タイゲ ガイイン カ カユ ナド ガイライ タイオウ イタダ

		否 ヒ		医療法人雄仁会　奥山医院 イリョウ ホウジン ユウジン カイ オクヤマ イイン				322-0065		鹿沼市上材木町2320				1		3		3		3		3		3		1		3		3		2		2				1		3		2		3		2		3		1		3		3		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		1		1		0		0

		否 ヒ		水沼医院 ミズヌマ イイン				321-0628		那須烏山市金井1-14-8				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		3				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		飯野医院				321-4539		真岡市長沼730-1				3		2		2		2		2		3		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		おおきこどもクリニック		0285-41-0025 		329-0207		小山市美しが丘3-35-3				1		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		宇都宮市子ども発達センター診療所 ウツノミヤシ コ ハッタツ シンリョウジョ		028-647-4720		320-0851		栃木県宇都宮市鶴田町970-1				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		その他：子ども発達センター内の療育を利用する児の診療所であるため タ コ ハッタツ ナイ リョウイク リヨウ ジ シンリョウジョ

		承諾 ショウダク		中川医院 ナカガワ イイン		0287-62-0040		325-0057		那須塩原市黒磯幸町6-27				3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		1		0		1		0

		否 ヒ		ももやこどもクリニック				321-0118		宇都宮市インターパーク3-6-1				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		1		0		0		0		0		0

		否 ヒ		阿久津医院 アクツ イイン				329-1226		高根沢町大谷176-1 タカネザワマチ オオタニ				1		1		2		2		2		3		2		2		3		3		3				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		1		0		0		0		1		0		0

		否 ヒ		伊保内診療所 イホ ナイ シンリョウジョ				327-0034		佐野市伊保内町3841-1				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		1		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		にじいろこども診療所 シンリョウジョ		0285-44-7716		329-0414		下野市小金井4-1-1				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		0		1		1		0

		否 ヒ		戸野塚内科医院 トノヅカ ナイカ イイン				323-0064		小山市下石塚471				3		3		3		3		3		1		1		1		1		3		1				3		3		3		3		3		1		1		1		1		3		1		3		3		4		0		0		1		0		0		1		1		1		0

		否 ヒ		賀川診療所 カガワ シンリョウジョ				326-0843		足利市五十部町1785				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		1		0		1		0		0

		承諾 ショウダク		豊郷台クリニック ユタカ ゴウ ダイ		028-643-8998		320-0003		宇都宮市豊郷台2-21-3		028-643-8998（FAX8999）		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1				1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		2		0		1		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		いとうこどもクリニック		0289-63-5566		322-0025		鹿沼市緑町2-2-29				1		1		3		3		2		2		3		2		2		3		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		0		0		1		1		0

		承諾 ショウダク		清原台こどもクリニック キヨハラ ダイ		028-305-6017		321-3223		宇都宮市清原台2-4-14				1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		その他：医師、看護師の増員 タ イシ カンゴシ ゾウイン

		否 ヒ		阿部医院				324-0032		大田原市佐久山2018 オオタワラシ サクヤマ		0287-28-0053（FAX0287-28-2112）		1		1		2		2		2		2		1		2		1		2		1				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		4		0		1		1		0		1		0		0		1		0

		否 ヒ		中元内科医院 ナカモト ナイカ イイン				328-0027		栃木市今泉町2-10-18				1		3		2		2		2		3		2		2		3		2		3				3		3		2		2		2		3		2		2		3		2		3		2		2		2		0		0		1		0		1		0		0		1		0		①重症心身障害者の重症度の程度問題　②家庭の受け入れ問題、経済的負担 ジュウショウ シンシン ショウガイシャ ジュウショウ ド テイド モンダイ カテイ ウ イ モンダイ ケイザイテキ フタン

		否 ヒ		布川小児科 フカワ ショウニ カ				322-0036		鹿沼市下田町2-1099				1		1		3		3		2		3		2		2		2		3		3				1		1		3		3		2		3		2		2		2		2		3		2		2		2		0		1		1		1		0		0		1		1		0

		否 ヒ		ちづかクリニック				328-0133		栃木市大森町445-4		0282-31-3750		3		3		3		3		2		3		2		2		2		2		3				3		3		3		3		2		3		2		2		2		2		3		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		多島医院 タジマ イイン				321-1524		日光市足尾町赤沢21-28				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		否 ヒ		篠崎内科クリニック シノザキ ナイカ				321-3223		宇都宮市清原台6-1-13				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		否 ヒ		和久医院 ワク イイン				321-3324		芳賀町西水沼119-1				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		否 ヒ		近藤クリニック コンドウ				321-0634		那須烏山市野上町637-2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		0		0		0		0		1		0		0

		否 ヒ		高根沢内科クリニック タカネザワ ナイカ				321-4305		真岡市荒町2-11-1				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		岡田こどもクリニック オカダ				327-0832		佐野市植上町1408-2				1		3		3		3		3		2		3		2		3		3		3				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		0		0		0		0		0		往診医療ができたらと考えていた時もありましたが、現在は物理的に困難で申し訳ありません
重心のお子さんの通院所と個別の相談で応じる可能性はあります オウシン イリョウ カンガ トキ ゲンザイ ブツリテキ コンナン モウ ワケ ジュウシン コ ツウイン ジョ コベツ ソウダン オウ カノウセイ

		否 ヒ		真岡メディカルクリニック モオカ				321-4305		真岡市荒町3-49-6				3		3		3		3		3		3		3		3				3		3				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		0		0		0		1		1		0

		否 ヒ		いしだ整形外科 セイケイ ゲカ				321-0912		宇都宮市石井町3236-1				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		山中クリニック ヤマナカ				327-0835		佐野市植下町2468				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		1		1		0		0		1		0		0

		否 ヒ		医療法人　寿幸会　吉野医院 イリョウ ホウジン コトブキ サチ カイ ヨシノ イイン				320-0014		宇都宮市大曽4-9-11				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		1		1		0		0		1		0		0

		否 ヒ		柳田産婦人科・小児科医院 ヤナギダ サンフジンカ ショウニカ イイン				321-4361		真岡市並木町4-5-3				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		0

		否 ヒ		石田消化器科・内科クリニック イシダ ショウカキ カ ナイカ				321-0216		壬生町壬生丁259-7				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		1		0		0		0		0		0

		否 ヒ		赤羽胃腸科・外科・肛門科医院 アカバネ イチョウカ ゲカ コウモンカ イイン				324-0052		大田原市城山2-5-29				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		医療法人　文仁会　扶桑医院 イリョウ ホウジン ブン ジン カイ フソウ イイン				323-0016		小山市扶桑1-2-1				1		3		3		3		2		2		3		2		3		3		3				3		3		3		2		2		2		3		2		3		2		3		2		2		2		0		0		1		1		0		0		1		1		0

		否 ヒ		馬場医院 ババ イイン				327-0043		佐野市君田町35				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		否 ヒ		井戸川クリニック イドガワ				326-0331		足利市福富町2096-1				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		0		0		1		0		0		0

		否 ヒ		鎌田浅香医院 カマタ アサカ イイン				324-0043		大田原市浅香3-3-9				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		0		1		0		0		0		0		0		0		高額医療はひかえています。悪質ととらえられますので!! コウガク イリョウ アクシツ

		否 ヒ		山門クリニック ヤマカド				328-0031		栃木市日の出町6-35				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		0		0		0		1		0

		否 ヒ		新村ファミリークリニック ニイムラ				328-0011		栃木市大宮町2120-11				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		宇都宮東部クリニック ウツノミヤ トウブ				321-3223		宇都宮市清原台5-14-19				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1

		否 ヒ		車田医院 クルマダ イイン				324-0242		大田原市大豆田457-24				3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3				3		3		3		3		3		0		2		2		3		3		3		2		2		2		0		0		1		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		にがみどう内科クリニック ナイカ				322-0003		鹿沼市仁神堂町351-26				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		松谷内科胃腸科クリニック マツヤ ナイカ イチョウカ				321-3304		芳賀町祖母井1708-17				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		1		0		0

		否 ヒ		まなか医院 イイン				329-1225		高根沢町石末２０９３－１０				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		植木医院 ウエキ イイン				329-2224		塩谷町金枝950				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		1		2		2		2		2		3		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		0		0		0		0		0

		否 ヒ		大岡医院 オオオカ イイン				320-0047		宇都宮市一の沢274-7				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		川野クリニック カワノ				329-1112		宇都宮市上田原町660-6				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		0		1		0

		否 ヒ		陣内医院 ジンナイ イイン				321-0225		壬生町本丸1-7-10		0282-82-0242		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		1		0

		否 ヒ		船越医院 フナコシ イイン				328-0111		栃木市都賀町家中5986-6				1		1		2		2		2		2		2		2		3		2		3				1		1		2		2		2		2		2		2		3		2		3		2		2		2		0		1		1		0		1		1		0		1		0

		否 ヒ		林クリニック ハヤシ				321-0158		宇都宮市西川田本町1-8-29				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		0		0		0		0		0

		否 ヒ		河島医院 カワシマ イイン				329-3436		那須郡那須町伊王野1503				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		松本内科医院 マツモト ナイカ イイン				321-0226		壬生町中央町6-37				3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		否 ヒ		佐藤医院 サトウ イイン				329-2728		栃木県那須塩原市西栄町7-16 ３２９－２７２８		0287-36-0147		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1

		否 ヒ		渡部医院 ワタナベ イイン				329-3153		那須塩原市大原間140-1 ナスシオバラ シ オオハラマ				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		宇都宮市保健センター ウツノミヤシ ホケン				321-0964		宇都宮市駅前通り1-4-6				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		0

		否 ヒ		川村医院 カワムラ イイン				321-2522		日光市鬼怒川温泉大原1396-20				1		1		3		1		3		1		3		2		3		3		3				3		3		3		3		3		3		2		2		3		3		3		2		2		2		0		0		1		0		0		1		1		0		0

		否 ヒ		ほうずみ整形外科内科小児科医院				320-0047		宇都宮市一の沢2-1-43				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		小島内科医院 コジマ ナイカ イイン				321-0168		宇都宮市東原町5-3				3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		1		0		0		0		0

		否 ヒ		那須高原クリニック ナス コウゲン				329-3131		那須塩原市唐杉31-2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		サンフラワークリニック				323-0808		小山市出井1936				3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		昌平町こどもクリニック ショウヘイ マチ				326-0813		足利市昌平町2368				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		①中心となる施設へ患者が訪問するように、移動手段・補助（人、お金）を考えるべき。どうしても動けない、動かせない人のみ専門職（医者以外）が訪問しIT技術等で必要に応じてセンター施設のスペシャリストと連絡し治療（入院‥）の判断をし実行する。
②既存の人・技術・施設を日曜大工的発想で組み合わせて、システムを構築することには賛成できない。現状をどうにかするための方策でなく、医療の公正（正義）を行うためにどうすべきかを考えるべきだと思う チュウシン シセツ カンジャ ホウモン イドウ シュダン ホジョ ヒト カネ カンガ ウゴ ウゴ ヒト センモン ショク イシャ イガイ ホウモン ギジュツナド ヒツヨウ オウ シセツ レンラク チリョウ ニュウイン ハンダン ジッコウ キゾン ヒト ギジュツ シセツ ニチヨウ ダイク テキ ハッソウ ク ア コウチク サンセイ ゲンジョウ ホウサク イリョウ コウセイ セイギ オコナ カンガ オモ

		否 ヒ		赤田診療所 アカダ シンリョウジョ				329-2743		那須塩原市南赤田321-1192				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		手塚内科 テヅカ ナイカ				321-0966		宇都宮市今泉3-12-12				3		3		2		2		2		2		2		2		1		3		3				3		3		2		2		2		2		2		2		3		3		3		2		2		2		0		1		1		0		1		0		1		0		0		今まで具体的な症例に会っていません イマ グタイテキ ショウレイ ア

		否 ヒ		板橋医院 イタバシ イイン				327-0803		佐野市犬伏新町1308-2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		1		1		0

		否 ヒ		倉増医院 クラ マ イイン				320-0856		宇都宮市砥上町675-1				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		その他：人材の確保 タ ジンザイ カクホ

		否 ヒ		もてぎの森メディカルプラザ				321-3541		茂木町烏生田下郷330				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		宮澤クリニック ミヤザワ				329-0412		下野市柴291-2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		金澤医院 カナザワ イイン				325-0052		那須塩原市中央町1-8				1		1		2		2		2		1		2		2		2		2		2				1		1		2		2		2		1		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		つるたfamilyクリニック				320-0857		宇都宮市鶴田1-17-23				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		フォレストサイドクリニック				321-0152		宇都宮市西川田6-6-17		028-684-2775		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		今野内科胃腸科医院 コンノ ナイカ イチョウカ イイン				321-0151		宇都宮市西川田町933-1		028-645-6121		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		1		1		1		0

		否 ヒ		小島原医院 コジマ ハラ イイン				329-1104		宇都宮市下岡本町4075				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		1		0

		否 ヒ		永田内科眼科医院 ナガタ ナイカ ガンカイ イン				321-0982		宇都宮市御幸ヶ原町136-9		028-662-6774		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		1		0

		否 ヒ		大栗医院 オオクリ イイン				320-0034		宇都宮市泉町1-27				3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1

		否 ヒ		星小児科医院 ホシ ショウニカ イイン				321-0346		宇都宮市下荒針町3588-2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		金子内科医院 カネコ ナイカ イイン				320-0032		宇都宮市昭和1-1-31				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		否 ヒ		石川医院 イシカワ イイン				322-0015		栃木県鹿沼市上石川1-319 ３２２－００１５		0289-76-3145		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		当方では特別養護老人ホームの嘱託医を兼ねておりますため、24時間体制での診察となっております。今回のアンケートに対しましては、オーバーワークにつき協力いたしかねます。 トウホウ トクベツ ヨウゴ ロウジン ショクタクイ カ ジカン タイセイ シンサツ コンカイ タイ キョウリョク

		否 ヒ		しみずファミリークリニック				321-0951		宇都宮市越戸3-15-27				1		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		0		0		0		0		0

		否 ヒ		岡医院 オカ イイン				321-1403		日光市下鉢石町997-1				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		1		1		0		そもそも開業の小児科医が少ないうえに、在宅医療をやっている小児科はほとんどいないのが現状。以前、在宅の重症心身障害児の訪問診療を頼まれて行ったことがあるが、大人の訪問診療と勝手が違う為、内科医にはハードルが高いと感じた。是非、近くの小児科の先生に少しでも取り組んでもらうしかないかと思います。 カイギョウ ショウニ カ イ スク ザイタク イリョウ ショウニカ ゲンジョウ イゼン ザイタク ジュウショウ シンシン ショウガイジ ホウモン シンリョウ タノ オコナ オトナ ホウモン シンリョウ カッテ チガ タメ ナイカ イ タカ カン ゼヒ チカ ショウニカ センセイ スコ ト ク オモ

		否 ヒ		風見診療所 カザミ シンリョウジョ				329-2335		塩谷町上平27				3		3		1		3		2		3		3		2		1		3		3				3		1		1		3		2		2		3		3		2		1		3		3		2		2		0		1		1		0		1		0		1		1		0

		否 ヒ		土谷医院 ツチヤ イイン				321-0136		宇都宮市みどり野町14-3				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		1		0

		否 ヒ		遠藤小児科 エンドウ ショウニカ				321-0982		宇都宮市御幸ヶ原町224-10				1		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		1		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		油布医院 ユフ イイン				321-0414		宇都宮市中里町175-8				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		1		0

		承諾 ショウダク		さいとう小児科 ショウニカ		0282-22-0757 		328-0015		栃木市万町30番16号		0282-22-0757		1		1		3		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		1		0

		承諾 ショウダク		冨塚メデｲカルクリニック		028-666-2555		321-2116		宇都宮市徳次郎町888				1		1		2		2		2		2		2		2		1		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0		なるべく協力したいが、現在当院副院長が体調悪く、休養中のため困難となっています。 キョウリョク ゲンザイ トウイン フクインチョウ タイチョウ ワル キュウヨウチュウ コンナン

		承諾 ショウダク		山浦内科医院		0284-21-6653 		326-0843		足利市五十部町1256-5				1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3				1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		4		1		1		1		0		0		0		1		0		0

		承諾 ショウダク		小倉医院		0282-82-0057		321-0227		壬生町通町10-5				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		承諾 ショウダク		飯岡小児科		0289-65-3257		322-0074		鹿沼市日吉町569-2				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		3				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		3		2		2		2		0		0		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		角田内科医院		0285-53-5665 		329-0511		下野市石橋549				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		1		1		1		1		1		0		0

		承諾 ショウダク		おかべこどもクリニック		0285-40-7300 		329-0433		下野市緑5-17-12				3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		くろばね齋藤醫院		0287-54-0031		324-0233		大田原市黒羽田町612				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		1		0

		承諾 ショウダク		立花医院		0287-72-0311		325-0003		那須郡那須町寺子乙3967-190				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		その他：スタッフの充実　　1～9すべて当てはまります タ ジュウジツ ア

		承諾 ショウダク		さいとうハート＆キッズクリニック		0287-53-7979		324-0043		大田原市浅香1-4-3				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		1		0

		承諾 ショウダク		小山すぎの木クリニック		0285-30-3456		323-0806		小山市中久喜1131-1				1		1		1		1		1		1		2		2		2		1		1				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		4		1		1		0		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		有村小児科医院		028-656-7207		321-0912		宇都宮市石井町3128-11		028-656-7207		1		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		1		0		1		1		0		無床の診療所の小児科医としては、急性疾患（特に感染症が多く）への対応が中心です。時間に追われています。予防接種については、時間枠をとって対応できます。一次診療についても、訪問看護との連携等があれば対応可能な場合があります。（例えば点滴投薬等）現時点では往診は無理ですが。 ムショウ シンリョウジョ ショウニ カ イ キュウセイ シッカン トク カンセンショウ オオ タイオウ チュウシン ジカン オ ヨボウ セッシュ ジカンワク タイオウ イチジ シンリョウ ホウモン カンゴ レンケイ トウ タイオウ カノウ バアイ タト テンテキ トウヤク ナド ゲンジテン オウシン ムリ

		承諾 ショウダク		吉永医院		0285-63-2303		321-3564		茂木町増井190-1				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		1		1		0		0		0

		承諾 ショウダク		あさかクリニック		0287-22-2601		324-0043		大田原市浅香3-3711				1		1		2		2		2		2		1		1		2		2		2				1		1		2		2		2		2		1		1		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		坪水医院		0283-62-0265		327-0312		佐野市栃本町2241				1		1		3		3		3		3		3		3		1		3		3				1		1		3		3		3		3		3		3		1		3		3		3		3		3		0		1		1		0		0		0		0		1		0		若い頃、町田市にある重度心身障害者の施設にボランティアで行き、足で書いたお手紙をもらって感動しました。何かのお役にたてればと思いますが、現在実態がよく分かりません。 ワカ コロ マチダシ ジュウド シンシン ショウガイシャ シセツ イ アシ カ テガミ カンドウ ナニ ヤク オモ ゲンザイ ジッタイ ワ

		承諾 ショウダク		こどもヶ丘診療所		028-615-1077		321-0151		宇都宮市西川田町183-21				1		1		3		3		3		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		1		0		1		1		0

		承諾 ショウダク		竹田内科小児科クリニック		0282-29-1233		328-0011		栃木市大宮町52番地		0282-29-1233		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		0		1		1		1		0		0		1		0

		承諾 ショウダク		すながクリニック		0284-44-7211		326-0015		足利市八椚町494-1　				1		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		1		1		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		片山医院		028-661-9764		321-0944		宇都宮市東峰町3008-21				1		1		2		2		2		1		2		2		2		2		2				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		4		0		1		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		稲毛クリニック		0283-25-2566		327-0103		佐野市石塚町893-1				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		1		1		1		1		1		その他：当クリニックでは勤務医での診療のみを行っており、重症心身障害児に対応できるシステムはととのっておらず、申し訳ありません。 タ トウ キンムイ シンリョウ オコナ ジュウショウ シンシン ショウガイジ タイオウ モウ ワケ

		承諾 ショウダク		小川こどもクリニック		0289-74-5421		322-0027		鹿沼市貝島町5006-2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		くさの小児科		0284-73-7000		326-0335		足利市上渋垂町338-3				3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		みやの杜クリニック　		028-683-7811		321-0904		宇都宮市陽東2-4-5				1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1				3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		1		0		0		1		0		0		1		0		0		0		Q2訪問診療のみ対応可 ホウモン シンリョウ タイオウ カ

		承諾 ショウダク		にいたに内科　		028-675-6515		329-1231		塩谷郡高根沢町宝石台 3-3-19				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1

		承諾 ショウダク		よこやま内科小児科クリニック		0282-24-8102		328-0075		栃木市箱森町38-70				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		さいとうクリニック		0287-39-1805		329-2724		那須塩原市西幸町7-13				1		1		3		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		0		0		0		0		1		その他：現在の診療所での診療との兼ね合いが困難であり、複数の医師や看護師が必要 タ ゲンザイ シンリョウジョ シンリョウ カ ア コンナン フクスウ イシ カンゴシ ヒツヨウ

		承諾 ショウダク		桜井消化器科・内科		028-643-0870		320-0073		宇都宮市細谷1-7-38				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		承諾 ショウダク		佐藤医院		0287-96-2841		324-0501		那須郡那珂川町小川2960-1				1		1		3		3		2		3		3		2		1		1		1				1		1		3		3		2		3		3		2		1		1		1		3		3		4		0		1		1		1		0		1		0		0		0

		承諾 ショウダク		大根田内科医院		028-624-6322		320-0072		宇都宮市若草3-4-22				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		0		0		0		0		0		0		0		当方の医師が高齢であり、しかもスタッフがそろっていないので在宅医療は無理なので、ましてや重症心身障害者においておやです。 トウホウ イシ コウレイ ザイタク イリョウ ムリ ジュウショウ シンシン ショウガイシャ

		承諾 ショウダク		医療法人　赤羽病院		028-661-5446		321-0904		宇都宮市陽東7-2-2				1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3				3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		2		2		2		0		1		1		1		0		0		1		0		0

		承諾 ショウダク		田井の里クリニック		0285-81-6502		321-4301		真岡市西田井内外748-2				1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2				3		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		みずぬまクリニック		0287-39-1581		329-2751		那須塩原市東三島2-80-6				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		その他：在宅医療をやっていないので現状は無理である タ ザイタク イリョウ ゲンジョウ ムリ

		承諾 ショウダク		キッズクリニックはせがわ		0283-27-0200		327-0843		佐野市堀米町3946-6				1		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		その他：時間的余裕 タ ジカンテキ ヨユウ

		承諾 ショウダク		小森谷内科医院		0282-43-7327		329-4404		栃木市大平町富田4003-8				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		熊倉医院		0282-55-8425		329-4316		下都賀郡岩舟町新里180-1				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		いちはらファミリークリニック		028-612-8350		321-0414		宇都宮市中里町322				3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3				3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		1		2		0		1		1		1		0		1		0		1		0

		承諾 ショウダク		かとう小児科 ショウニカ		0282-82-7576		321-0218		壬生町落合3-7-30		 		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		福田こどもクリニック		028-659-8850		320-0852		栃木県宇都宮市下砥上町1545-20				1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3				1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		2		2		2		0		1		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		てらもと小児科		028-650-6636		321-0975		宇都宮市関堀町971-6				1		1		3		2		2		3		3		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		0		小児科医としてはもっと積極的に協力しなければいけないと思いますが、現在の我診療所の状態では不可能なことが多く残念です。 ショウニ カ イ セッキョクテキ キョウリョク オモ ゲンザイ ワガ シンリョウジョ ジョウタイ フカノウ オオ ザンネン

		承諾 ショウダク		木村内科医院		0288-22-7880		321-1264		日光市瀬尾497-1				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		承諾 ショウダク		こばやしファミリークリニック		0283-85-9900		327-0311		佐野市多田町566				1		1		1		1		3		1		1		2		1		1		1				1		1		1		1		3		1		1		3		1		1		1		3		3		2		0		1		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		あいファミリィクリニック足利 アシカガ		0284-22-3788		329-4213		足利市寺岡町505-1				1		1		1		1		1		1		1		3		1		1		1				1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		1		0		1		0		0		0		0		1		0

		承諾 ショウダク		腰塚医院		0282-62-2072		323-1104		栃木市藤岡町藤岡1845-10				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		1		1		1		1		0

		承諾 ショウダク		桜井こどもクリニック		0282-24-5987		328-0034		栃木市本町16-9				1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		承諾 ショウダク		神鳥谷クリニック		0285-22-7700		323-0827		小山市神鳥谷1-19-1		 		2		2		2		2		2		2		2		2		1		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		持田医院		0282-67-3661		329-0319		栃木市藤岡町中根115-5				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		4		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		田村医院		0282-43-3368		329-4423		栃木市大平町西水代1835-1				1		1		1		1		1		1		1		2		1		1		1				1		1		1		1		1		1		1		2		1		1		1		3		1		4		1		1		1		1		1		1		1		1		0		Q5.訪問看護、訪問リハビリテーションを利用 ホウモン カンゴ ホウモン リヨウ

		承諾 ショウダク		大橋内科クリニック		0282-82-8522		321-0219		壬生町福和田1003-1				1		1		2		2		2		3		2		2		2		2		3				1		1		2		2		2		3		2		2		2		2		3		3		3		2		0		1		1		0		0		0		0		1		0

		承諾 ショウダク		てらだファミリークリニック		028-654-2188		321-0132		宇都宮市雀の宮5-5-1				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		1		1		1		1		0

		承諾 ショウダク		あおい内科小児科ｸﾘﾆｯｸ		028-663-6000		321-0973		宇都宮市岩曽町1086-1				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		1		1		1		その他：往診時間の確保ができること タ オウシン ジカン カクホ

		承諾 ショウダク		飯塚医院		0287-92-2034		324-0613		那須郡那珂川町馬頭484-3				1		1		2		2		2		2		2		2		1		2		1				1		1		2		2		2		2		2		2		1		2		1		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		0

		承諾 ショウダク		やの小児科医院		0285-56-0280		329-0611		河内郡上三川町上三川3446-3				1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3				1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		2		2		2		0		1		1		1		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		仲嶋医院		028-681-7755		329-1311		さくら市氏家3245-17				3		3		3		3		2		3		3		3		3		2		3				3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		2		3		2		1		1		1		1		1		1		1		0		0		成人（18才以上）を対象に回答しました セイジン サイ イジョウ タイショウ カイトウ

		承諾 ショウダク		小林診療所		0285-82-3873		321-4369		真岡市熊倉3-10-7				1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		1				1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		1		2		2		2		0		1		0		0		0		1		0		0		0

		承諾 ショウダク		西真岡こどもクリニック		0285-81-7900		321-4341		真岡市高勢町3-205-1				1		1		1		3		1		1		1		1		1		3		3				1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		その他：現在おこなっています タ ゲンザイ

		承諾 ショウダク		鈴木医院		0285-72-2032		321-4217		益子町益子1747-2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		承諾 ショウダク		緑の屋根診療所		0283-20-2577		327-0843		佐野市堀米町1348-5				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		0		0		1		0		1		0		1		0		0		地域の社会資源が少ない。マンパワー不足 チイキ シャカイ シゲン スク ブソク

		承諾 ショウダク		ひがのクリニック		0285-74-0051 		321-4521		真岡市久下田941-1				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		豊郷中央渡辺内科　		028-622-8900		320-0004		宇都宮市長岡町1217-5				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		1				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		1		0		0

		承諾 ショウダク		きくちクリニック		028-683-3387		321-0903		宇都宮市下平出町614-2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		0		0

		承諾 ショウダク		サンレディースクリニック		0282-24-3541		328-0024		栃木市樋ノ口町504-1				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		医療法人　亀田内科		028-633-2884		320-0812		宇都宮市一番町1-28				1		1		1		2		2		1		2		2		2		2		1				1		1		1		2		2		1		2		2		2		2		1		3		3		3		0		0		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		越戸クリニック		028-660-6190		321-0951		宇都宮市越戸町139-6				1		1		2		2		2		3		2		2		2		2		3				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		佐藤内科		0285-53-1305		329-0511		下野市石橋839-14				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		承諾 ショウダク		グリムこどもクリニック		0285-51-1515		329-0502		下野市下古山2-6-17				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		事前連絡の上での一次診療、予防接種ですので、申し訳ありません。 ジゼン レンラク ウエ イチジ シンリョウ ヨボウ セッシュ モウ ワケ

		承諾 ショウダク		吉原医院		0288-21-0161		321-1261		日光市今市826-4				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		1		1		1		その他：設備 タ セツビ

		承諾 ショウダク		梅園医院		028-633-2869		320-0035		宇都宮市伝馬町3-28				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		1		0		0

		承諾 ショウダク		森田医院		028-633-1573		320-0861		宇都宮市西3-5-8				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		鈴木内科クリニック		028-655-1229		321-0139		宇都宮市若松原2-4-19				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		その他：24時間対応が必要となると考えますが、当院診療時間内の往診は難しいと考えます。 タ ジカン タイオウ ヒツヨウ カンガ トウイン シンリョウ ジカン ナイ オウシン ムズカ カンガ

		承諾 ショウダク		小松医院		0289-60-5515		322-0064		鹿沼市文化橋町2300-1				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		1		0		0		1		0



														1.医療ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する外来診療について、以下の医療行為に対応できますか。 イリョウ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ガイライ シンリョウ イカ イリョウ コウイ タイオウ																								2.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する往診及び訪問診療について、以下の医療行為に対応できますか イリョウテキ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ オウシン オヨ ホウモン シンリョウ イカ イリョウ コウイ タイオウ

														予防接種 ヨボウ セッシュ		一次診療
（経過観察、栄養観察を含む） イチジ シンリョウ ケイカ カンサツ エイヨウ カンサツ フク		経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ		経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ		中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ		酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ		気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ		人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ		尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ		人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ		褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ				予防接種 ヨボウ セッシュ		一次診療
（経過観察、栄養観察を含む） イチジ シンリョウ ケイカ カンサツ エイヨウ カンサツ フク		経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ		経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ		中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ		酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ		気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ		人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ		尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ		人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ		褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ

										1		できる		83		57		12		9		7		13		11		6		17		8		16		できる		39		29		8		6		5		9		9		6		10		7		12

										2		できない		55		80		127		134		142		130		136		146		131		137		124		できない		102		115		141		143		148		140		144		148		140		145		134

										3		要相談 ヨウ ソウダン		27		28		26		22		16		22		18		13		16		20		25		要相談 ヨウ ソウダン		24		21		16		16		12		15		12		11		15		13		19

																																																														0

														3.24時間、重症心身障害児（18歳未満）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイジ サイ ミマン イリョウ タイオウ

										1		できる		1

										2		できない		150

										3		要相談 ヨウ ソウダン		14



														4.24時間、重症心身障害者（18歳以上）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイシャ サイ イジョウ イリョウ タイオウ

										1		できる		3

										2		できない		150

										3		要相談 ヨウ ソウダン		12



														5.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する訪問リハビリてーションを提供していますか イリョウテキ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ホウモン テイキョウ

										1		提供している テイキョウ		1

										2		提供していない テイキョウ		152

										3		提供していないが対応は可能 テイキョウ タイオウ カノウ		4

										4		要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン		8



														6.重症心身障害児（者）在宅医療に対応できるようになるための条件はなんですか

										1		診療報酬の点数が増えること シンリョウ ホウシュウ テンスウ フ		24

										2		訪問看護尾の連携 ホウモン カンゴ オ レンケイ		73

										3		病院との連携 ビョウイン レンケイ		90

										4		在宅療養支援診療所と小児科医との
グループ診療 ザイタク リョウヨウ シエン シンリョウジョ ショウニ カ イ シンリョウ		43

										5		在宅療養支援診療所に助言や
相談を求めることができること ザイタク リョウヨウ シエン シンリョウジョ ジョゲン ソウダン モト		28

										6		小児科医に助言や相談を求めることができること ショウニ カ イ ジョゲン ソウダン モト		26

										7		経験のある医師がいること ケイケン イシ		62

										8		研修などの自己のスキルアップ ケンシュウ ジコ		47

										9		その他 タ		21



できる	予防接種	一次診療	
（経過観察、栄養観察を含む）	経鼻経管栄養の管理	経皮経管栄養の管理	
（胃ろう）	中心静脈栄養の管理	酸素療法の管理	気管切開の管理	人工呼吸器の管理	尿道留置カテーテル	
の管理	人工肛門の管理	褥瘡の管理	83	57	12	9	7	13	11	6	17	8	16	できない	予防接種	一次診療	
（経過観察、栄養観察を含む）	経鼻経管栄養の管理	経皮経管栄養の管理	
（胃ろう）	中心静脈栄養の管理	酸素療法の管理	気管切開の管理	人工呼吸器の管理	尿道留置カテーテル	
の管理	人工肛門の管理	褥瘡の管理	55	80	127	134	142	130	136	146	131	137	124	要相談	予防接種	一次診療	
（経過観察、栄養観察を含む）	経鼻経管栄養の管理	経皮経管栄養の管理	
（胃ろう）	中心静脈栄養の管理	酸素療法の管理	気管切開の管理	人工呼吸器の管理	尿道留置カテーテル	
の管理	人工肛門の管理	褥瘡の管理	27	28	26	22	16	22	18	13	16	20	25	3.24時間、重症心身障害児（18歳未満）の医療に対応ができますか	できる	できない	要相談	1	150	14	4.24時間、重症心身障害者（18歳以上）の医療に対応ができますか	できる	できない	要相談	3	150	12	5.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する訪問リハビリてーションを提供していますか	提供している	提供していない	提供していないが対応は可能	要相談（条件による）	1	152	4	8	6.重症心身障害児（者）在宅医療に対応できるようになるための条件はなんですか	診療報酬の点数が増えること	訪問看護尾の連携	病院との連携	在宅療養支援診療所と小児科医との	
グループ診療	在宅療養支援診療所に助言や	
相談を求めることができるこ	と	小児科医に助言や相談を求めることができること	経験のある医師がいること	研修などの自己のスキルアップ	その他	24	73	90	43	28	26	62	47	21	できる	予防接種	一次診療	
（経過観察、栄養観察を含む）	経鼻経管栄養の管理	経皮経管栄養の管理	
（胃ろう）	中心静脈栄養の管理	酸素療法の管理	気管切開の管理	人工呼吸器の管理	尿道留置カテーテル	
の管理	人工肛門の管理	褥瘡の管理	39	29	8	6	5	9	9	6	10	7	12	できない	予防接種	一次診療	
（経過観察、栄養観察を含む）	経鼻経管栄養の管理	経皮経管栄養の管理	
（胃ろう）	中心静脈栄養の管理	酸素療法の管理	気管切開の管理	人工呼吸器の管理	尿道留置カテーテル	
の管理	人工肛門の管理	褥瘡の管理	102	115	141	143	148	140	144	148	140	145	134	要相談	予防接種	一次診療	
（経過観察、栄養観察を含む）	経鼻経管栄養の管理	経皮経管栄養の管理	
（胃ろう）	中心静脈栄養の管理	酸素療法の管理	気管切開の管理	人工呼吸器の管理	尿道留置カテーテル	
の管理	人工肛門の管理	褥瘡の管理	24	21	16	16	12	15	12	11	15	13	19	

診療所 (記述)

		Ｑ１		1.医療ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する外来診療について、以下の医療行為に対応できますか。 イリョウ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ガイライ シンリョウ イカ イリョウ コウイ タイオウ

				Ｑ1-1

				Ｑ1-2

				Ｑ1-3

				Ｑ1-4

				Ｑ1-5

				Ｑ1-6

				Ｑ1-7

				Ｑ1-8

				Ｑ1-9

				Ｑ1-10

				Ｑ1-11

		Ｑ２		2.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する往診及び訪問診療について、以下の医療行為に対応できますか イリョウテキ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ オウシン オヨ ホウモン シンリョウ イカ イリョウ コウイ タイオウ

				Ｑ2-1

				Ｑ2-2

				Ｑ2-3

				Ｑ2-4

				Ｑ2-5

				Ｑ2-6

				Ｑ2-7

				Ｑ2-8

				Ｑ2-9

				Ｑ2-10

				Ｑ2-11

		Ｑ3		3.24時間、重症心身障害児（18歳未満）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイジ サイ ミマン イリョウ タイオウ

				Ｑ3-1

				Ｑ3-2

				Ｑ3-3

		Ｑ4		4.24時間、重症心身障害者（18歳以上）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイシャ サイ イジョウ イリョウ タイオウ

				Ｑ4-1

				Ｑ4-2

				Ｑ4-3

		Ｑ5		5.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する訪問リハビリてーションを提供していますか イリョウテキ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ホウモン テイキョウ

				Ｑ5-1
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		Ｑ6		6.重症心身障害児（者）在宅医療に対応できるようになるための条件はなんですか ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ ザイタク イリョウ タイオウ ジョウケン
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				Ｑ6-3

				Ｑ6-4
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		Ｑ7		7.重症心身障害児（者）の方に対する医療、在宅生活等についてお気づきのことなど、ご自由にお書きください ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ カタ タイ イリョウ ザイタク セイカツ ナド キ ジユウ カ



		承諾可否 ショウダク カヒ		診療所名 シンリョウジョ メイ		電話番号 デンワ バンゴウ		郵便番号 ユウビンバンゴウ		所在地 ショザイチ		電話番号 デンワ バンゴウ		Ｑ7重症心身障害児（者）の方に対する医療、在宅生活等についてお気づきのことなど、ご自由にお書きください

		承諾 ショウダク		深谷医院 フカヤ イイン		0285-75-0007 		321-4502		真岡市物井1268-7

		承諾 ショウダク		かしま産婦人科 サンフジンカ		0284-65-0341		326-0844		足利市鹿島町501-1				婦人科疾患（不正性器出血/帯下/外陰掻痒等）については外来対応させて頂いております フジンカ シッカン フセイ セイキ シュッケツ タイゲ ガイイン カ カユ ナド ガイライ タイオウ イタダ

		承諾 ショウダク		おおきこどもクリニック		0285-41-0025 		329-0207		小山市美しが丘3-35-3

		承諾 ショウダク		宇都宮市子ども発達センター診療所 ウツノミヤシ コ ハッタツ シンリョウジョ		028-647-4720		320-0851		栃木県宇都宮市鶴田町970-1				その他：子ども発達センター内の療育を利用する児の診療所であるため タ コ ハッタツ ナイ リョウイク リヨウ ジ シンリョウジョ

		承諾 ショウダク		中川医院 ナカガワ イイン		0287-62-0040		325-0057		那須塩原市黒磯幸町6-27

		承諾 ショウダク		にじいろこども診療所 シンリョウジョ		0285-44-7716		329-0414		下野市小金井4-1-1

		承諾 ショウダク		豊郷台クリニック ユタカ ゴウ ダイ		028-643-8998		320-0003		宇都宮市豊郷台2-21-3		028-643-8998（FAX8999）

		承諾 ショウダク		いとうこどもクリニック		0289-63-5566		322-0025		鹿沼市緑町2-2-29

		承諾 ショウダク		清原台こどもクリニック キヨハラ ダイ		028-305-6017		321-3223		宇都宮市清原台2-4-14				その他：医師、看護師の増員 タ イシ カンゴシ ゾウイン

		承諾 ショウダク		さいとう小児科 ショウニカ		0282-22-0757 		328-0015		栃木市万町30番16号		0282-22-0757

		承諾 ショウダク		冨塚メデｲカルクリニック		028-666-2555		321-2116		宇都宮市徳次郎町888				なるべく協力したいが、現在当院副院長が体調悪く、休養中のため困難となっています。 キョウリョク ゲンザイ トウイン フクインチョウ タイチョウ ワル キュウヨウチュウ コンナン

		承諾 ショウダク		山浦内科医院		0284-21-6653 		326-0843		足利市五十部町1256-5

		承諾 ショウダク		小倉医院		0282-82-0057		321-0227		壬生町通町10-5

		承諾 ショウダク		飯岡小児科		0289-65-3257		322-0074		鹿沼市日吉町569-2

		承諾 ショウダク		角田内科医院		0285-53-5665 		329-0511		下野市石橋549

		承諾 ショウダク		おかべこどもクリニック		0285-40-7300 		329-0433		下野市緑5-17-12

		承諾 ショウダク		くろばね齋藤醫院		0287-54-0031		324-0233		大田原市黒羽田町612

		承諾 ショウダク		立花医院		0287-72-0311		325-0003		那須郡那須町寺子乙3967-190				その他：スタッフの充実　　1～9すべて当てはまります タ ジュウジツ ア

		承諾 ショウダク		さいとうハート＆キッズクリニック		0287-53-7979		324-0043		大田原市浅香1-4-3

		承諾 ショウダク		小山すぎの木クリニック		0285-30-3456		323-0806		小山市中久喜1131-1

		承諾 ショウダク		有村小児科医院		028-656-7207		321-0912		宇都宮市石井町3128-11		028-656-7207		無床の診療所の小児科医としては、急性疾患（特に感染症が多く）への対応が中心です。時間に追われています。予防接種については、時間枠をとって対応できます。一次診療についても、訪問看護との連携等があれば対応可能な場合があります。（例えば点滴投薬等）現時点では往診は無理ですが。 ムショウ シンリョウジョ ショウニ カ イ キュウセイ シッカン トク カンセンショウ オオ タイオウ チュウシン ジカン オ ヨボウ セッシュ ジカンワク タイオウ イチジ シンリョウ ホウモン カンゴ レンケイ トウ タイオウ カノウ バアイ タト テンテキ トウヤク ナド ゲンジテン オウシン ムリ

		承諾 ショウダク		吉永医院		0285-63-2303		321-3564		茂木町増井190-1

		承諾 ショウダク		あさかクリニック		0287-22-2601		324-0043		大田原市浅香3-3711

		承諾 ショウダク		坪水医院		0283-62-0265		327-0312		佐野市栃本町2241				若い頃、町田市にある重度心身障害者の施設にボランティアで行き、足で書いたお手紙をもらって感動しました。何かのお役にたてればと思いますが、現在実態がよく分かりません。 ワカ コロ マチダシ ジュウド シンシン ショウガイシャ シセツ イ アシ カ テガミ カンドウ ナニ ヤク オモ ゲンザイ ジッタイ ワ

		承諾 ショウダク		こどもヶ丘診療所		028-615-1077		321-0151		宇都宮市西川田町183-21

		承諾 ショウダク		竹田内科小児科クリニック		0282-29-1233		328-0011		栃木市大宮町52番地		0282-29-1233

		承諾 ショウダク		すながクリニック		0284-44-7211		326-0015		足利市八椚町494-1　

		承諾 ショウダク		片山医院		028-661-9764		321-0944		宇都宮市東峰町3008-21

		承諾 ショウダク		稲毛クリニック		0283-25-2566		327-0103		佐野市石塚町893-1				その他：当クリニックでは勤務医での診療のみを行っており、重症心身障害児に対応できるシステムはととのっておらず、申し訳ありません。 タ トウ キンムイ シンリョウ オコナ ジュウショウ シンシン ショウガイジ タイオウ モウ ワケ

		承諾 ショウダク		小川こどもクリニック		0289-74-5421		322-0027		鹿沼市貝島町5006-2

		承諾 ショウダク		くさの小児科		0284-73-7000		326-0335		足利市上渋垂町338-3

		承諾 ショウダク		みやの杜クリニック　		028-683-7811		321-0904		宇都宮市陽東2-4-5				Q2訪問診療のみ対応可 ホウモン シンリョウ タイオウ カ

		承諾 ショウダク		にいたに内科　		028-675-6515		329-1231		塩谷郡高根沢町宝石台 3-3-19

		承諾 ショウダク		よこやま内科小児科クリニック		0282-24-8102		328-0075		栃木市箱森町38-70

		承諾 ショウダク		さいとうクリニック		0287-39-1805		329-2724		那須塩原市西幸町7-13				その他：現在の診療所での診療との兼ね合いが困難であり、複数の医師や看護師が必要 タ ゲンザイ シンリョウジョ シンリョウ カ ア コンナン フクスウ イシ カンゴシ ヒツヨウ

		承諾 ショウダク		桜井消化器科・内科		028-643-0870		320-0073		宇都宮市細谷1-7-38

		承諾 ショウダク		佐藤医院		0287-96-2841		324-0501		那須郡那珂川町小川2960-1

		承諾 ショウダク		大根田内科医院		028-624-6322		320-0072		宇都宮市若草3-4-22				当方の医師が高齢であり、しかもスタッフがそろっていないので在宅医療は無理なので、ましてや重症心身障害者においておやです。 トウホウ イシ コウレイ ザイタク イリョウ ムリ ジュウショウ シンシン ショウガイシャ

		承諾 ショウダク		医療法人　赤羽病院		028-661-5446		321-0904		宇都宮市陽東7-2-2

		承諾 ショウダク		田井の里クリニック		0285-81-6502		321-4301		真岡市西田井内外748-2

		承諾 ショウダク		みずぬまクリニック		0287-39-1581		329-2751		那須塩原市東三島2-80-6				その他：在宅医療をやっていないので現状は無理である タ ザイタク イリョウ ゲンジョウ ムリ

		承諾 ショウダク		キッズクリニックはせがわ		0283-27-0200		327-0843		佐野市堀米町3946-6				その他：時間的余裕 タ ジカンテキ ヨユウ

		承諾 ショウダク		小森谷内科医院		0282-43-7327		329-4404		栃木市大平町富田4003-8

		承諾 ショウダク		熊倉医院		0282-55-8425		329-4316		下都賀郡岩舟町新里180-1

		承諾 ショウダク		いちはらファミリークリニック		028-612-8350		321-0414		宇都宮市中里町322

		承諾 ショウダク		かとう小児科 ショウニカ		0282-82-7576		321-0218		壬生町落合3-7-30		 

		承諾 ショウダク		福田こどもクリニック		028-659-8850		320-0852		栃木県宇都宮市下砥上町1545-20

		承諾 ショウダク		てらもと小児科		028-650-6636		321-0975		宇都宮市関堀町971-6				小児科医としてはもっと積極的に協力しなければいけないと思いますが、現在の我診療所の状態では不可能なことが多く残念です。 ショウニ カ イ セッキョクテキ キョウリョク オモ ゲンザイ ワガ シンリョウジョ ジョウタイ フカノウ オオ ザンネン

		承諾 ショウダク		木村内科医院		0288-22-7880		321-1264		日光市瀬尾497-1

		承諾 ショウダク		こばやしファミリークリニック		0283-85-9900		327-0311		佐野市多田町566

		承諾 ショウダク		あいファミリィクリニック足利 アシカガ		0284-22-3788		329-4213		足利市寺岡町505-1

		承諾 ショウダク		腰塚医院		0282-62-2072		323-1104		栃木市藤岡町藤岡1845-10

		承諾 ショウダク		桜井こどもクリニック		0282-24-5987		328-0034		栃木市本町16-9

		承諾 ショウダク		神鳥谷クリニック		0285-22-7700		323-0827		小山市神鳥谷1-19-1		 

		承諾 ショウダク		持田医院		0282-67-3661		329-0319		栃木市藤岡町中根115-5

		承諾 ショウダク		田村医院		0282-43-3368		329-4423		栃木市大平町西水代1835-1				Q5.訪問看護、訪問リハビリテーションを利用 ホウモン カンゴ ホウモン リヨウ

		承諾 ショウダク		大橋内科クリニック		0282-82-8522		321-0219		壬生町福和田1003-1

		承諾 ショウダク		てらだファミリークリニック		028-654-2188		321-0132		宇都宮市雀の宮5-5-1

		承諾 ショウダク		あおい内科小児科ｸﾘﾆｯｸ		028-663-6000		321-0973		宇都宮市岩曽町1086-1				その他：往診時間の確保ができること タ オウシン ジカン カクホ

		承諾 ショウダク		飯塚医院		0287-92-2034		324-0613		那須郡那珂川町馬頭484-3

		承諾 ショウダク		やの小児科医院		0285-56-0280		329-0611		河内郡上三川町上三川3446-3

		承諾 ショウダク		仲嶋医院		028-681-7755		329-1311		さくら市氏家3245-17				成人（18才以上）を対象に回答しました セイジン サイ イジョウ タイショウ カイトウ

		承諾 ショウダク		小林診療所		0285-82-3873		321-4369		真岡市熊倉3-10-7

		承諾 ショウダク		西真岡こどもクリニック		0285-81-7900		321-4341		真岡市高勢町3-205-1				その他：現在おこなっています タ ゲンザイ

		承諾 ショウダク		鈴木医院		0285-72-2032		321-4217		益子町益子1747-2

		承諾 ショウダク		緑の屋根診療所		0283-20-2577		327-0843		佐野市堀米町1348-5				地域の社会資源が少ない。マンパワー不足 チイキ シャカイ シゲン スク ブソク

		承諾 ショウダク		ひがのクリニック		0285-74-0051 		321-4521		真岡市久下田941-1

		承諾 ショウダク		豊郷中央渡辺内科　		028-622-8900		320-0004		宇都宮市長岡町1217-5

		承諾 ショウダク		きくちクリニック		028-683-3387		321-0903		宇都宮市下平出町614-2

		承諾 ショウダク		サンレディースクリニック		0282-24-3541		328-0024		栃木市樋ノ口町504-1

		承諾 ショウダク		医療法人　亀田内科		028-633-2884		320-0812		宇都宮市一番町1-28

		承諾 ショウダク		越戸クリニック		028-660-6190		321-0951		宇都宮市越戸町139-6

		承諾 ショウダク		佐藤内科		0285-53-1305		329-0511		下野市石橋839-14

		承諾 ショウダク		グリムこどもクリニック		0285-51-1515		329-0502		下野市下古山2-6-17				事前連絡の上での一次診療、予防接種ですので、申し訳ありません。 ジゼン レンラク ウエ イチジ シンリョウ ヨボウ セッシュ モウ ワケ

		承諾 ショウダク		吉原医院		0288-21-0161		321-1261		日光市今市826-4				その他：設備 タ セツビ

		承諾 ショウダク		梅園医院		028-633-2869		320-0035		宇都宮市伝馬町3-28

		承諾 ショウダク		森田医院		028-633-1573		320-0861		宇都宮市西3-5-8

		承諾 ショウダク		鈴木内科クリニック		028-655-1229		321-0139		宇都宮市若松原2-4-19				その他：24時間対応が必要となると考えますが、当院診療時間内の往診は難しいと考えます。 タ ジカン タイオウ ヒツヨウ カンガ トウイン シンリョウ ジカン ナイ オウシン ムズカ カンガ

		承諾 ショウダク		小松医院		0289-60-5515		322-0064		鹿沼市文化橋町2300-1
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		Ｑ１		1.医療ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する外来診療について、以下の医療行為に対応できますか。 イリョウ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ガイライ シンリョウ イカ イリョウ コウイ タイオウ						1.医療ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する外来診療について、以下の医療行為に対応できますか。 イリョウ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ガイライ シンリョウ イカ イリョウ コウイ タイオウ

				Ｑ1-1						Ｑ1-1		予防接種 ヨボウ セッシュ

				Ｑ1-2						Ｑ1-2		一次診療
（経過観察、栄養観察を含む） イチジ シンリョウ ケイカ カンサツ エイヨウ カンサツ フク

				Ｑ1-3						Ｑ1-3		経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ

				Ｑ1-4						Ｑ1-4		経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ

				Ｑ1-5						Ｑ1-5		中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ

				Ｑ1-6						Ｑ1-6		酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ

				Ｑ1-7						Ｑ1-7		気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ

				Ｑ1-8						Ｑ1-8		人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ

				Ｑ1-9						Ｑ1-9		尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ

				Ｑ1-10						Ｑ1-10		人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ

				Ｑ1-11						Ｑ1-11		褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ

		Ｑ２		2.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する往診及び訪問診療について、以下の医療行為に対応できますか イリョウテキ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ オウシン オヨ ホウモン シンリョウ イカ イリョウ コウイ タイオウ						2.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する往診及び訪問診療について、以下の医療行為に対応できますか イリョウテキ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ オウシン オヨ ホウモン シンリョウ イカ イリョウ コウイ タイオウ

				Ｑ2-1						Ｑ2-1		予防接種 ヨボウ セッシュ

				Ｑ2-2						Ｑ2-2		経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ

				Ｑ2-3						Ｑ2-3		経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ

				Ｑ2-4						Ｑ2-4		中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ

				Ｑ2-5						Ｑ2-5		酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ

				Ｑ2-6						Ｑ2-6		気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ

				Ｑ2-7						Ｑ2-7		人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ

				Ｑ2-8						Ｑ2-8		尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ

				Ｑ2-9						Ｑ2-9		人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ

				Ｑ2-10						Ｑ2-10		褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ

		Ｑ3		3.24時間、重症心身障害児（18歳未満）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイジ サイ ミマン イリョウ タイオウ						3.24時間、重症心身障害児（18歳未満）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイジ サイ ミマン イリョウ タイオウ

				Ｑ3-1						Ｑ3-1		できる

				Ｑ3-2						Ｑ3-2		できない

				Ｑ3-3						Ｑ3-3		要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン

		Ｑ4		4.24時間、重症心身障害者（18歳以上）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイシャ サイ イジョウ イリョウ タイオウ						4.24時間、重症心身障害者（18歳以上）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイシャ サイ イジョウ イリョウ タイオウ

				Ｑ4-1						Ｑ4-1		できる

				Ｑ4-2						Ｑ4-2		できない

				Ｑ4-3						Ｑ4-3		要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン

		Ｑ5		5.重症心身障害児（者）のレスパイト入院に対応できますか ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ ニュウイン タイオウ						5.重症心身障害児（者）のレスパイト入院に対応できますか ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ ニュウイン タイオウ

				Ｑ5-1						Ｑ5-1		できる

				Ｑ5-2						Ｑ5-2		できない

				Ｑ5-3						Ｑ5-3		要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン

		Ｑ6		6.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する訪問リハビリテーションを提供していますか イリョウテキ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ホウモン テイキョウ						6.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する訪問リハビリテーションを提供していますか イリョウテキ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ホウモン テイキョウ

				Ｑ6-1						Ｑ6-1		提供している テイキョウ

				Ｑ6-2						Ｑ6-2		提供していない テイキョウ

				Ｑ6-3						Ｑ6-3		提供していないが対応は可能 テイキョウ タイオウ カノウ

				Ｑ6-4						Ｑ6-4		要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン

		Ｑ7		7.平成26年度において、以下における長期入院児（6ヶ月以上）の患者数は何名ですか（「原疾患」及び「長期入院理由」について、複数の理由がある場合は、主な理由を選んでください） ヘイセイ ネンド イカ チョウキ ニュウイン ジ ゲツイジョウ カンジャスウ ナンメイ ゲンシッカン オヨ チョウキ ニュウイン リユウ フクスウ リユウ バアイ オモ リユウ エラ						7.平成26年度において、以下における長期入院児（6ヶ月以上）の患者数は何名ですか（「原疾患」及び「長期入院理由」について、複数の理由がある場合は、主な理由を選んでください） ヘイセイ ネンド イカ チョウキ ニュウイン ジ ゲツイジョウ カンジャスウ ナンメイ ゲンシッカン オヨ チョウキ ニュウイン リユウ フクスウ リユウ バアイ オモ リユウ エラ

				※個別シートにて対応 コベツ タイオウ						※個別シートにて対応 コベツ タイオウ

		Q8		8.重症心身障害児（者）に対する相談窓口はありますか ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ソウダン マドグチ

										1		ある

										2		ない

		Q9		9.重症心身障害児（者）の方に対する医療、在宅生活等についてお気づきのことなど、ご自由にお書きください。 ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ カタ タイ イリョウ ザイタク セイカツ ナド キ ジユウ カ

		承諾可否 ショウダク カヒ		診療所名 シンリョウジョ メイ		電話番号 デンワ バンゴウ		郵便番号 ユウビンバンゴウ		所在地 ショザイチ		Ｑ1.医療ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する外来診療について、以下の医療行為に対応できますか																						Ｑ２医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する往診及び訪問診療について、以下の医療行為に対応できますか																				Ｑ3		Ｑ4		Ｑ5		Q6		Ｑ7		8.重症心身障害児（者）に対する相談窓口はありますか										Q9

												予防接種 ヨボウ セッシュ		一次診療
（経過観察、栄養観察を含む） イチジ シンリョウ ケイカ カンサツ エイヨウ カンサツ フク		経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ		経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ		中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ		酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ		気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ		人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ		尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ		人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ		褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ		予防接種 ヨボウ セッシュ		経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ		経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ		中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ		酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ		気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ		人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ		尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ		人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ		褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ												有無 ウム		部署名・職名 ブショ メイ ショクメイ		ご担当者氏名 タントウシャ シメイ		連絡先TEL レンラクサキ		連絡先MAIL レンラクサキ

		否 イナ		野木病院		0280-57-1011		329-0101		下都賀郡野木町友沼5320-2		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		2

		否 イナ		今市病院		0288-22-2200		321-1261		日光市今市381		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		2

		否 イナ		黒須病院　		028-682-8811		329-1311		さくら市氏家2650		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		2		2		別紙参照 ベッシ サンショウ		1		病診連携室・社会福祉士 ビョウシンレンケイ シツ シャカイ フクシ シ		井上雅晶 イノウエ マサアキ		028-682-8811（代表）
028-681-5551（直通） ダイヒョウ チョクツウ		byo-renkei@kurosu-hospital.jp

		否 イナ		日光市民病院		0288-50-1188		321-1441		日光市清滝安良沢町1752-10		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		2										小児科常務医がいないため、小児科非常勤医師在院時のみ相談可能と考えます ショウニカ ジョウム イ ショウニカ ヒジョウキン イシ ザイイン ジ ソウダン カノウ カンガ

		否 イナ		国際医療福祉大学塩谷病院　		0287-44-1155		329-2145		矢板市富田77		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		2

		否 イナ		那須南病院		0287-84-3911		321-0621		栃木県那須烏山市中央3-2-13		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		2		2		なし		1		医療福祉相談医療連絡室 イリョウ フクシ ソウダン イリョウ レンラク シツ		原健二 ハラ ケンジ		0287-84-3911

		承諾 ショウダク		西方病院		0282-92-2323		322-0601		栃木県上都賀郡西方町金崎273-3		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		1		西方病院地域連携室 ニシカタ ビョウイン チイキ レンケイ シツ				0282-25-7310		nishikata-renkei@cc9.ne.jp

		承諾 ショウダク		新小山市民病院		0285-36-0200		323-0827		栃木県小山市神鳥谷2251-1 ３２３－０８２７		1		1		3		2		2		2		2		2		2		2		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		2		なし		1		医療相談室保健師 イリョウ ソウダンシツ ホケンシ		多賀谷邦子 タガヤ クニコ		0285-36-0256		soudan@hospital.oyama.tochigi.jp		重症心身障害児（者）の方々の外来診察は随時受け入れておりますが、特に障害児の入院についてはまだ十分に対応できる体制になっておりません。そのため、今回のガイドマップの内容で受け入れ可能な項目が少なく申し訳ありません。相談については、幅広く承っております。 ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ カタガタ ガイライ シンサツ ズイジ ウ イ トク ショウガイジ ニュウイン ジュウブン タイオウ タイセイ コンカイ ナイヨウ ウ イ カノウ コウモク スク モウ ワケ ソウダン ハバヒロ ウケタマワ

		承諾 ショウダク		小山厚生病院		0285-22-1105		323-0031		栃木県小山市八幡町2-10-6		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		2		なし		1		看護師長 カンゴシ チョウ		横家よね子 ヨコ イエ コ		0285-22-1105
0285-24-9890				在宅生活困難者につき当院では入院で対応させていただくことが多いです。 ザイタク セイカツ コンナン シャ トウイン ニュウイン タイオウ オオ

		承諾 ショウダク		石橋総合病院		0285-53-1134		329-0511		栃木県下野市石橋628		1		1		1		1		1		1		1		2		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		1		なし		1		地域医療連携部 チイキ イリョウ レンケイ ブ		（部長）岩崎さゆり ブチョウ イワサキ		0285-53-1134		ishibashi-renkei@yushikai.jp

		承諾 ショウダク		下都賀総合病院		0282-22-2551		328-0044		栃木県栃木市富士見町5-32		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		3		なし		1		医療福祉相談室 イリョウ フクシ ソウダンシツ		MSWが3人おります ニン		0282-22-2551

		承諾 ショウダク		とちの木病院		0282-22-7722		328-0071		栃木県栃木市大町39-5		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		2

		承諾 ショウダク		自治医科大学附属病院　		0285-44-2111		329-0498		下野市薬師寺3311-1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		2		3		2		別紙参照 ベッシ サンショウ		1		地域医療連携部（看護師） チイキ イリョウ レンケイ ブ カンゴシ		黒田　光恵 クロダ ミツエ		0285-44-2111		mazuek@jichi.ac.jp		在宅医療を充実させていただくうえで、往診医や地域の開業医の先生方との連携強化やスタッフの充実が望まれると思います。 ザイタク イリョウ ジュウジツ オウシン イ チイキ カイギョウイ センセイガタ レンケイ キョウカ ジュウジツ ノゾ オモ

		承諾 ショウダク		済生会宇都宮病院		028-626-5500		321-0974		宇都宮市竹林町911-1		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		2		別紙参照 ベッシ サンショウ		1		地域連携課 チイキ レンケイ カ		荻津　守 オギツ カミ		028-626-5500

		承諾 ショウダク		足利赤十字病院		0284-21-0121		326-0843		栃木県足利市五十部町284-1		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		3		1		2		別紙参照 ベッシ サンショウ		1		事務部医事課社会福祉士 ジム ブ イジ カ シャカイ フクシ シ		布施　麻由実 フセ マユミ		0284-20-1307				医療依存度の高い患者様が自宅へ退院する場合、利用できる社会資源が限られており、デイサービスやリハビリテーション、ショートステイなどのサービスを本人、ご家族様のニーズに合わせて利用していただくことが困難なケースが多々あります。（例：家族としては週２回以上リハビリに本人を通わせたいと考えているが、リハビリテーション事業所としては利用者数も多いため、週1回の対応が限度と考えている場合など）今回のアンケート調査を機に、各地域の社会資源の情報を整理し、なるべくニーズに合わせて、多くの方に適切にサービスを利用していただける環境を構築できればと思っております。よろしくお願いいたします。 イリョウ イゾンド タカ カンジャサマ ジタク タイイン バアイ リヨウ シャカイ シゲン カギ ホンニン カゾク サマ ア リヨウ コンナン タタ レイ カゾク シュウ カイイジョウ ホンニン カヨ カンガ ジギョウショ リヨウシャ スウ オオ シュウ カイ タイオウ ゲンド カンガ バアイ コンカイ チョウサ キ カクチイキ シャカイ シゲン ジョウホウ セイリ ア オオ カタ テキセツ リヨウ カンキョウ コウチク オモ ネガ

		承諾 ショウダク		獨協医科大学病院		0282-86-1111		321-0293		下都賀郡壬生町大字北小林880		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		3		2		別紙参照 ベッシ サンショウ		1		地域医療連携センター医療福祉相談室 チイキ イリョウ レンケイ イリョウ フクシ ソウダンシツ				0282-87-2185

		承諾 ショウダク		あしかがの森足利病院		0284-91-0611		326-0011		足利市大沼田町615		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		1		2		別紙参照 ベッシ サンショウ		1		メディカルソーシャルワーカー		福地　哲郎 フクチ テツロウ		0284-91-0611		soudan@hshikagu-hospital.or.jp

		承諾 ショウダク		JCHO　うつのみや病院		028-653-1001		321-0143		宇都宮市南高砂町11-17		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		2

		承諾 ショウダク		菅又病院　		028-676-0311		329-1207		塩谷郡高根沢町花岡2351		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		2										要相談の診療項目につきましては、病院にお電話で問い合わせていただければ対応いたします。小児科の入院対応はしておりません。外来診察につきましては、急性期の管理は困難であることもありますが、状態が安定している場合には相談いただければ可能な限り対応いたします。 ヨウ ソウダン シンリョウ コウモク ビョウイン デンワ ト ア タイオウ ショウニカ ニュウイン タイオウ ガイライ シンサツ キュウセイキ カンリ コンナン ジョウタイ アンテイ バアイ ソウダン カノウ カギ タイオウ

		承諾 ショウダク		那須赤十字病院		0287-23-1122		324-8686		栃木県大田原市中田原1081-4		1		1		3		3		3		1		3		1		3		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		1		4		なし		1		地域医療福祉連携課福祉係長 チイキ イリョウ フクシ レンケイ カ フクシ カカリチョウ		野中美希 ノナカ ミキ		0287-23-1122		renkeika@nasu.jrc.or.jp
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病院（作業）

		Ｑ１		1.医療ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する外来診療について、以下の医療行為に対応できますか。 イリョウ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ガイライ シンリョウ イカ イリョウ コウイ タイオウ						1.医療ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する外来診療について、以下の医療行為に対応できますか。 イリョウ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ガイライ シンリョウ イカ イリョウ コウイ タイオウ

				Ｑ1-1						Ｑ1-1		予防接種 ヨボウ セッシュ

				Ｑ1-2						Ｑ1-2		一次診療
（経過観察、栄養観察を含む） イチジ シンリョウ ケイカ カンサツ エイヨウ カンサツ フク

				Ｑ1-3						Ｑ1-3		経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ

				Ｑ1-4						Ｑ1-4		経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ

				Ｑ1-5						Ｑ1-5		中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ

				Ｑ1-6						Ｑ1-6		酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ

				Ｑ1-7						Ｑ1-7		気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ

				Ｑ1-8						Ｑ1-8		人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ

				Ｑ1-9						Ｑ1-9		尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ

				Ｑ1-10						Ｑ1-10		人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ

				Ｑ1-11						Ｑ1-11		褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ

		Ｑ２		2.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する往診及び訪問診療について、以下の医療行為に対応できますか イリョウテキ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ オウシン オヨ ホウモン シンリョウ イカ イリョウ コウイ タイオウ						2.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する往診及び訪問診療について、以下の医療行為に対応できますか イリョウテキ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ オウシン オヨ ホウモン シンリョウ イカ イリョウ コウイ タイオウ

				Ｑ2-1						Ｑ2-1		予防接種 ヨボウ セッシュ

				Ｑ2-2						Ｑ2-2		経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ

				Ｑ2-3						Ｑ2-3		経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ

				Ｑ2-4						Ｑ2-4		中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ

				Ｑ2-5						Ｑ2-5		酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ

				Ｑ2-6						Ｑ2-6		気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ

				Ｑ2-7						Ｑ2-7		人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ

				Ｑ2-8						Ｑ2-8		尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ

				Ｑ2-9						Ｑ2-9		人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ

				Ｑ2-10						Ｑ2-10		褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ

		Ｑ3		3.24時間、重症心身障害児（18歳未満）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイジ サイ ミマン イリョウ タイオウ						3.24時間、重症心身障害児（18歳未満）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイジ サイ ミマン イリョウ タイオウ

				Ｑ3-1						Ｑ3-1		できる

				Ｑ3-2						Ｑ3-2		できない

				Ｑ3-3						Ｑ3-3		要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン

		Ｑ4		4.24時間、重症心身障害者（18歳以上）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイシャ サイ イジョウ イリョウ タイオウ						4.24時間、重症心身障害者（18歳以上）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイシャ サイ イジョウ イリョウ タイオウ

				Ｑ4-1						Ｑ4-1		できる

				Ｑ4-2						Ｑ4-2		できない

				Ｑ4-3						Ｑ4-3		要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン

		Ｑ5		5.重症心身障害児（者）のレスパイト入院に対応できますか ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ ニュウイン タイオウ						5.重症心身障害児（者）のレスパイト入院に対応できますか ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ ニュウイン タイオウ

				Ｑ5-1						Ｑ5-1		できる

				Ｑ5-2						Ｑ5-2		できない

				Ｑ5-3						Ｑ5-3		要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン

		Ｑ6		6.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する訪問リハビリテーションを提供していますか イリョウテキ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ホウモン テイキョウ						6.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する訪問リハビリテーションを提供していますか イリョウテキ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ホウモン テイキョウ

				Ｑ6-1						Ｑ6-1		提供している テイキョウ

				Ｑ6-2						Ｑ6-2		提供していない テイキョウ

				Ｑ6-3						Ｑ6-3		提供していないが対応は可能 テイキョウ タイオウ カノウ

				Ｑ6-4						Ｑ6-4		要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン

		Ｑ7		7.平成26年度において、以下における長期入院児（6ヶ月以上）の患者数は何名ですか（「原疾患」及び「長期入院理由」について、複数の理由がある場合は、主な理由を選んでください） ヘイセイ ネンド イカ チョウキ ニュウイン ジ ゲツイジョウ カンジャスウ ナンメイ ゲンシッカン オヨ チョウキ ニュウイン リユウ フクスウ リユウ バアイ オモ リユウ エラ						7.平成26年度において、以下における長期入院児（6ヶ月以上）の患者数は何名ですか（「原疾患」及び「長期入院理由」について、複数の理由がある場合は、主な理由を選んでください） ヘイセイ ネンド イカ チョウキ ニュウイン ジ ゲツイジョウ カンジャスウ ナンメイ ゲンシッカン オヨ チョウキ ニュウイン リユウ フクスウ リユウ バアイ オモ リユウ エラ

				※個別シートにて対応 コベツ タイオウ						※個別シートにて対応 コベツ タイオウ

		Q8		8.重症心身障害児（者）に対する相談窓口はありますか ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ソウダン マドグチ

										1		ある

										2		ない

		Q9		9.重症心身障害児（者）の方に対する医療、在宅生活等についてお気づきのことなど、ご自由にお書きください。 ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ カタ タイ イリョウ ザイタク セイカツ ナド キ ジユウ カ

		承諾可否 ショウダク カヒ		診療所名 シンリョウジョ メイ		電話番号 デンワ バンゴウ		郵便番号 ユウビンバンゴウ		所在地 ショザイチ		Ｑ1.医療ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する外来診療について、以下の医療行為に対応できますか																						Ｑ２医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する往診及び訪問診療について、以下の医療行為に対応できますか																				Ｑ3		Ｑ4		Ｑ5		Q6		Ｑ7		8.重症心身障害児（者）に対する相談窓口はありますか										Q9

												予防接種 ヨボウ セッシュ		一次診療
（経過観察、栄養観察を含む） イチジ シンリョウ ケイカ カンサツ エイヨウ カンサツ フク		経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ		経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ		中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ		酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ		気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ		人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ		尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ		人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ		褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ		予防接種 ヨボウ セッシュ		経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ		経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ		中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ		酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ		気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ		人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ		尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ		人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ		褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ												有無 ウム		部署名・職名 ブショ メイ ショクメイ		ご担当者氏名 タントウシャ シメイ		連絡先TEL レンラクサキ		連絡先MAIL レンラクサキ

		否 イナ		野木病院		0280-57-1011		329-0101		下都賀郡野木町友沼5320-2		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		2

		否 イナ		今市病院		0288-22-2200		321-1261		日光市今市381		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		2

		否 イナ		黒須病院　		028-682-8811		329-1311		さくら市氏家2650		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		2		2		別紙参照 ベッシ サンショウ		1		病診連携室・社会福祉士 ビョウシンレンケイ シツ シャカイ フクシ シ		井上雅晶 イノウエ マサアキ		028-682-8811（代表）
028-681-5551（直通） ダイヒョウ チョクツウ		byo-renkei@kurosu-hospital.jp

		否 イナ		日光市民病院		0288-50-1188		321-1441		日光市清滝安良沢町1752-10		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		2										小児科常務医がいないため、小児科非常勤医師在院時のみ相談可能と考えます ショウニカ ジョウム イ ショウニカ ヒジョウキン イシ ザイイン ジ ソウダン カノウ カンガ

		否 イナ		国際医療福祉大学塩谷病院　		0287-44-1155		329-2145		矢板市富田77		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		2

		否 イナ		那須南病院		0287-84-3911		321-0621		栃木県那須烏山市中央3-2-13		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		2		2		なし		1		医療福祉相談医療連絡室 イリョウ フクシ ソウダン イリョウ レンラク シツ		原健二 ハラ ケンジ		0287-84-3911

		承諾 ショウダク		西方病院		0282-92-2323		322-0601		栃木県上都賀郡西方町金崎273-3		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		1		西方病院地域連携室 ニシカタ ビョウイン チイキ レンケイ シツ				0282-25-7310		nishikata-renkei@cc9.ne.jp

		承諾 ショウダク		新小山市民病院		0285-36-0200		323-0827		栃木県小山市神鳥谷2251-1 ３２３－０８２７		1		1		3		2		2		2		2		2		2		2		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		2		なし		1		医療相談室保健師 イリョウ ソウダンシツ ホケンシ		多賀谷邦子 タガヤ クニコ		0285-36-0256		soudan@hospital.oyama.tochigi.jp		重症心身障害児（者）の方々の外来診察は随時受け入れておりますが、特に障害児の入院についてはまだ十分に対応できる体制になっておりません。そのため、今回のガイドマップの内容で受け入れ可能な項目が少なく申し訳ありません。相談については、幅広く承っております。 ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ カタガタ ガイライ シンサツ ズイジ ウ イ トク ショウガイジ ニュウイン ジュウブン タイオウ タイセイ コンカイ ナイヨウ ウ イ カノウ コウモク スク モウ ワケ ソウダン ハバヒロ ウケタマワ

		承諾 ショウダク		小山厚生病院		0285-22-1105		323-0031		栃木県小山市八幡町2-10-6		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		2		なし		1		看護師長 カンゴシ チョウ		横家よね子 ヨコ イエ コ		0285-22-1105
0285-24-9890				在宅生活困難者につき当院では入院で対応させていただくことが多いです。 ザイタク セイカツ コンナン シャ トウイン ニュウイン タイオウ オオ

		承諾 ショウダク		石橋総合病院		0285-53-1134		329-0511		栃木県下野市石橋628		1		1		1		1		1		1		1		2		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		1		なし		1		地域医療連携部 チイキ イリョウ レンケイ ブ		（部長）岩崎さゆり ブチョウ イワサキ		0285-53-1134		ishibashi-renkei@yushikai.jp

		承諾 ショウダク		下都賀総合病院		0282-22-2551		328-0044		栃木県栃木市富士見町5-32		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		3		なし		1		医療福祉相談室 イリョウ フクシ ソウダンシツ		MSWが3人おります ニン		0282-22-2551

		承諾 ショウダク		とちの木病院		0282-22-7722		328-0071		栃木県栃木市大町39-5		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		2

		承諾 ショウダク		自治医科大学附属病院　		0285-44-2111		329-0498		下野市薬師寺3311-1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		2		3		2		別紙参照 ベッシ サンショウ		1		地域医療連携部（看護師） チイキ イリョウ レンケイ ブ カンゴシ		黒田　光恵 クロダ ミツエ		0285-44-2111		mazuek@jichi.ac.jp		在宅医療を充実させていただくうえで、往診医や地域の開業医の先生方との連携強化やスタッフの充実が望まれると思います。 ザイタク イリョウ ジュウジツ オウシン イ チイキ カイギョウイ センセイガタ レンケイ キョウカ ジュウジツ ノゾ オモ

		承諾 ショウダク		済生会宇都宮病院		028-626-5500		321-0974		宇都宮市竹林町911-1		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		2		別紙参照 ベッシ サンショウ		1		地域連携課 チイキ レンケイ カ		荻津　守 オギツ カミ		028-626-5500

		承諾 ショウダク		足利赤十字病院		0284-21-0121		326-0843		栃木県足利市五十部町284-1		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		3		1		2		別紙参照 ベッシ サンショウ		1		事務部医事課社会福祉士 ジム ブ イジ カ シャカイ フクシ シ		布施　麻由実 フセ マユミ		0284-20-1307				医療依存度の高い患者様が自宅へ退院する場合、利用できる社会資源が限られており、デイサービスやリハビリテーション、ショートステイなどのサービスを本人、ご家族様のニーズに合わせて利用していただくことが困難なケースが多々あります。（例：家族としては週２回以上リハビリに本人を通わせたいと考えているが、リハビリテーション事業所としては利用者数も多いため、週1回の対応が限度と考えている場合など）今回のアンケート調査を機に、各地域の社会資源の情報を整理し、なるべくニーズに合わせて、多くの方に適切にサービスを利用していただける環境を構築できればと思っております。よろしくお願いいたします。 イリョウ イゾンド タカ カンジャサマ ジタク タイイン バアイ リヨウ シャカイ シゲン カギ ホンニン カゾク サマ ア リヨウ コンナン タタ レイ カゾク シュウ カイイジョウ ホンニン カヨ カンガ ジギョウショ リヨウシャ スウ オオ シュウ カイ タイオウ ゲンド カンガ バアイ コンカイ チョウサ キ カクチイキ シャカイ シゲン ジョウホウ セイリ ア オオ カタ テキセツ リヨウ カンキョウ コウチク オモ ネガ

		承諾 ショウダク		獨協医科大学病院		0282-86-1111		321-0293		下都賀郡壬生町大字北小林880		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		3		2		別紙参照 ベッシ サンショウ		1		地域医療連携センター医療福祉相談室 チイキ イリョウ レンケイ イリョウ フクシ ソウダンシツ				0282-87-2185

		承諾 ショウダク		あしかがの森足利病院		0284-91-0611		326-0011		足利市大沼田町615		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		1		2		別紙参照 ベッシ サンショウ		1		メディカルソーシャルワーカー		福地　哲郎 フクチ テツロウ		0284-91-0611		soudan@hshikagu-hospital.or.jp

		承諾 ショウダク		JCHO　うつのみや病院		028-653-1001		321-0143		宇都宮市南高砂町11-17		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		2

		承諾 ショウダク		菅又病院　		028-676-0311		329-1207		塩谷郡高根沢町花岡2351		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		2										要相談の診療項目につきましては、病院にお電話で問い合わせていただければ対応いたします。小児科の入院対応はしておりません。外来診察につきましては、急性期の管理は困難であることもありますが、状態が安定している場合には相談いただければ可能な限り対応いたします。 ヨウ ソウダン シンリョウ コウモク ビョウイン デンワ ト ア タイオウ ショウニカ ニュウイン タイオウ ガイライ シンサツ キュウセイキ カンリ コンナン ジョウタイ アンテイ バアイ ソウダン カノウ カギ タイオウ

		承諾 ショウダク		那須赤十字病院		0287-23-1122		324-8686		栃木県大田原市中田原1081-4		1		1		3		3		3		1		3		1		3		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		1		4		なし		1		地域医療福祉連携課福祉係長 チイキ イリョウ フクシ レンケイ カ フクシ カカリチョウ		野中美希 ノナカ ミキ		0287-23-1122		renkeika@nasu.jrc.or.jp



												Ｑ1.医療ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する外来診療について、以下の医療行為に対応できますか

												予防接種 ヨボウ セッシュ		一次診療
（経過観察、栄養観察を含む） イチジ シンリョウ ケイカ カンサツ エイヨウ カンサツ フク		経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ		経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ		中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ		酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ		気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ		人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ		尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ		人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ		褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ

										できる		13		13		9		8		7		9		8		8		7		7		7

										できない		3		3		7		8		8		8		8		9		8		8		6

										要相談 ヨウ ソウダン		4		4		4		4		5		3		4		3		5		5		7



												Ｑ２医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する往診及び訪問診療について、以下の医療行為に対応できますか

												予防接種 ヨボウ セッシュ		経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ		経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ		中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ		酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ		気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ		人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ		尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ		人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ		褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ

										できる		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

										できない		19		20		20		20		20		20		20		20		20		20

										要相談 ヨウ ソウダン		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0



										Ｑ3		3.24時間、重症心身障害児（18歳未満）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイジ サイ ミマン イリョウ タイオウ				3.24時間、重症心身障害児（18歳未満）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイジ サイ ミマン イリョウ タイオウ

										できる		4

										できない		14

										要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン		2

										Ｑ4		4.24時間、重症心身障害者（18歳以上）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイシャ サイ イジョウ イリョウ タイオウ				4.24時間、重症心身障害者（18歳以上）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイシャ サイ イジョウ イリョウ タイオウ

										できる		3

										できない		9																																																														事業所名 ジギョウショ メイ		部署名・職名 ブショ メイ ショクメイ		ご担当者氏名 タントウシャ シメイ		連絡先TEL レンラクサキ		Mail

										要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン		8																																																														西方病院		西方病院地域連携室 ニシカタ ビョウイン チイキ レンケイ シツ				0282-25-7310		nishikata-renkei@cc9.ne.jp

										Ｑ5		5.重症心身障害児（者）のレスパイト入院に対応できますか ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ ニュウイン タイオウ				5.重症心身障害児（者）のレスパイト入院に対応できますか ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ ニュウイン タイオウ																																																										新小山市民病院		医療相談室保健師 イリョウ ソウダンシツ ホケンシ		多賀谷邦子 タガヤ クニコ		0285-36-0256		soudan@hospital.oyama.tochigi.jp

										できる		5																																																														小山厚生病院		看護師長 カンゴシ チョウ		横家よね子 ヨコ イエ コ		0285-22-1105
0285-24-9890

										できない		10																																																														石橋総合病院		地域医療連携部 チイキ イリョウ レンケイ ブ		（部長）岩崎さゆり ブチョウ イワサキ		0285-53-1134		ishibashi-renkei@yushikai.jp

										要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン		5																																																														下都賀総合病院		医療福祉相談室 イリョウ フクシ ソウダンシツ		MSWが3人おります ニン		0282-22-2551

										Ｑ6		6.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する訪問リハビリテーションを提供していますか イリョウテキ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ホウモン テイキョウ				6.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する訪問リハビリテーションを提供していますか イリョウテキ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ホウモン テイキョウ																																																										自治医科大学附属病院　		地域医療連携部（看護師） チイキ イリョウ レンケイ ブ カンゴシ		黒田　光恵 クロダ ミツエ		0285-44-2111		mazuek@jichi.ac.jp

										提供している テイキョウ		1																																																														済生会宇都宮病院		地域連携課 チイキ レンケイ カ		荻津　守 オギツ カミ		028-626-5500

										提供していない テイキョウ		17																																																														足利赤十字病院		事務部医事課社会福祉士 ジム ブ イジ カ シャカイ フクシ シ		布施　麻由実 フセ マユミ		0284-20-1307

										提供していないが対応は可能 テイキョウ タイオウ カノウ		1																																																														獨協医科大学病院		地域医療連携センター医療福祉相談室 チイキ イリョウ レンケイ イリョウ フクシ ソウダンシツ				0282-87-2185

										要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン		1																																																														あしかがの森足利病院		メディカルソーシャルワーカー		福地　哲郎 フクチ テツロウ		0284-91-0611		soudan@hshikagu-hospital.or.jp

										Ｑ7		7.平成26年度において、以下における長期入院児（6ヶ月以上）の患者数は何名ですか（「原疾患」及び「長期入院理由」について、複数の理由がある場合は、主な理由を選んでください） ヘイセイ ネンド イカ チョウキ ニュウイン ジ ゲツイジョウ カンジャスウ ナンメイ ゲンシッカン オヨ チョウキ ニュウイン リユウ フクスウ リユウ バアイ オモ リユウ エラ				7.平成26年度において、以下における長期入院児（6ヶ月以上）の患者数は何名ですか（「原疾患」及び「長期入院理由」について、複数の理由がある場合は、主な理由を選んでください） ヘイセイ ネンド イカ チョウキ ニュウイン ジ ゲツイジョウ カンジャスウ ナンメイ ゲンシッカン オヨ チョウキ ニュウイン リユウ フクスウ リユウ バアイ オモ リユウ エラ																																																										那須赤十字病院		地域医療福祉連携課福祉係長 チイキ イリョウ フクシ レンケイ カ フクシ カカリチョウ		野中美希 ノナカ ミキ		0287-23-1122		renkeika@nasu.jrc.or.jp

										Q8		8.重症心身障害児（者）に対する相談窓口はありますか ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ソウダン マドグチ

																1		ある		13

																2		ない		7

																														できる		できない		要相談 ヨウ ソウダン						できる		できない		要相談 ヨウ ソウダン						提供している テイキョウ		提供していない テイキョウ		提供していないが対応は可能 テイキョウ タイオウ カノウ		要相談 ヨウ ソウダン										NICU及びGCU オヨ		PICU		その他小児病棟 タ ショウニ ビョウトウ

																												予防接種 ヨボウ セッシュ		13		3		4				18歳未満 サイ ミマン		4		14		2						5		10		5		5								6ヶ月以上1年未満 ゲツイジョウ ネン ミマン		9		0		11

																												一次診療
（経過観察、栄養観察を含む） イチジ シンリョウ ケイカ カンサツ エイヨウ カンサツ フク		13		3		4				18歳以上 サイ イジョウ		3		9		8																				1年以上2年未満 ネンイジョウ ネン ミマン		1		0		10

																												経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ		9		7		4																提供している テイキョウ		5												2年以上 ネンイジョウ		4		0		154

																												経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ		8		8		4						できる		できない		要相談 ヨウ ソウダン						提供していない テイキョウ		10

																												中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ		7		8		5						5		10		5						提供していないが対応は可能 テイキョウ タイオウ カノウ		5

																												酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ		9		8		3						3		9		8						要相談 ヨウ ソウダン		5														NICU及びGCU オヨ		PICU		その他小児病棟 タ ショウニ ビョウトウ

																												気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ		8		8		4																														新生児仮死 シンセイジ カシ		2		0		38

																												人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ		8		9		3																														仮死以外の神経、筋疾患 カシ イガイ シンケイ キン シッカン		3		0		48

																												尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ		7		8		5						ある		ない										乳児～2歳 ニュウジ サイ		3歳～6歳 サイ サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13歳～17歳 サイ サイ		18歳以上 サイイジョウ				事故 ジコ		0		0		4

																												人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ		7		8		5						13		7								気管切開人工呼吸患者 キカン セッカイ ジンコウ コキュウ カンジャ		11		4		8		5		12				先天異常症候群 センテン イジョウ ショウコウグン		11		0		22

																												褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ		7		6		7																非気管切開人工呼吸患者（NPPV) ヒ キカン セッカイ ジンコウ コキュウ カンジャ		2		0		0		0		1				慢性肺疾患、気道病変 マンセイ ハイ シッカン キドウ ビョウヘン		1		0		0

																																																		気管切開患者 キカン セッカイ カンジャ		2		3		2		0		14				低出生体重児 テイ シュッセイ タイジュウ ジ		5		0		7

																														できる		できない		要相談 ヨウ ソウダン																その他 タ		4		2		2		0		1				社会的事情 シャカイテキ ジジョウ		0		0		2

																												予防接種 ヨボウ セッシュ		0		19		1																														その他 タ		2		0		44

																												経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ		0		20		0

																												経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ		0		20		0																																NICU及びGCU オヨ		PICU		その他小児病棟 タ ショウニ ビョウトウ

																												中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ		0		20		0																														病状が不安定 ビョウジョウ フアンテイ		6		0		30

																												酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ		0		20		0																														療育施設入所待ち リョウイク シセツ ニュウショ マ		0		0		18

																												気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ		0		20		0																														中間施設受入体制の不備 チュウカン シセツ ウケイレ タイセイ フビ		0		0		0

																												人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ		0		20		0																														地域サポートの不備 チイキ フビ		0		0		0

																												尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ		0		20		0																														病院の在宅医療フォロー体制不備 ビョウイン ザイタク イリョウ タイセイ フビ		0		0		0

																												人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ		0		20		0																														家族の受入困難 カゾク ウケイレ コンナン		4		0		127

																												褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ		0		20		0																														家庭環境、経済的理由 カテイ カンキョウ ケイザイテキ リユウ		1		0		5

																																																																在宅準備中 ザイタク ジュンビチュウ		3		0		4

																																																																その他 タ		0		0		1

																												24時間、重症心身障害児の医療に対応ができますか
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病院 (記述)

		承諾可否 ショウダク カヒ		診療所名 シンリョウジョ メイ		電話番号 デンワ バンゴウ		郵便番号 ユウビンバンゴウ		所在地 ショザイチ		9.重症心身障害児（者）の方に対する医療、在宅生活等についてお気づきのことなど、ご自由にお書きください。



		否 イナ		野木病院		0280-57-1011		329-0101		下都賀郡野木町友沼5320-2

		否 イナ		今市病院		0288-22-2200		321-1261		日光市今市381

		否 イナ		黒須病院　		028-682-8811		329-1311		さくら市氏家2650

		否 イナ		日光市民病院		0288-50-1188		321-1441		日光市清滝安良沢町1752-10		小児科常務医がいないため、小児科非常勤医師在院時のみ相談可能と考えます ショウニカ ジョウム イ ショウニカ ヒジョウキン イシ ザイイン ジ ソウダン カノウ カンガ

		否 イナ		国際医療福祉大学塩谷病院　		0287-44-1155		329-2145		矢板市富田77

		否 イナ		那須南病院		0287-84-3911		321-0621		栃木県那須烏山市中央3-2-13

		承諾 ショウダク		西方病院		0282-92-2323		322-0601		栃木県上都賀郡西方町金崎273-3

		承諾 ショウダク		新小山市民病院		0285-36-0200		323-0827		栃木県小山市神鳥谷2251-1 ３２３－０８２７		重症心身障害児（者）の方々の外来診察は随時受け入れておりますが、特に障害児の入院についてはまだ十分に対応できる体制になっておりません。そのため、今回のガイドマップの内容で受け入れ可能な項目が少なく申し訳ありません。相談については、幅広く承っております。 ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ カタガタ ガイライ シンサツ ズイジ ウ イ トク ショウガイジ ニュウイン ジュウブン タイオウ タイセイ コンカイ ナイヨウ ウ イ カノウ コウモク スク モウ ワケ ソウダン ハバヒロ ウケタマワ

		承諾 ショウダク		小山厚生病院		0285-22-1105		323-0031		栃木県小山市八幡町2-10-6		在宅生活困難者につき当院では入院で対応させていただくことが多いです。 ザイタク セイカツ コンナン シャ トウイン ニュウイン タイオウ オオ

		承諾 ショウダク		石橋総合病院		0285-53-1134		329-0511		栃木県下野市石橋628

		承諾 ショウダク		下都賀総合病院		0282-22-2551		328-0044		栃木県栃木市富士見町5-32

		承諾 ショウダク		とちの木病院		0282-22-7722		328-0071		栃木県栃木市大町39-5

		承諾 ショウダク		自治医科大学附属病院　		0285-44-2111		329-0498		下野市薬師寺3311-1		在宅医療を充実させていただくうえで、往診医や地域の開業医の先生方との連携強化やスタッフの充実が望まれると思います。 ザイタク イリョウ ジュウジツ オウシン イ チイキ カイギョウイ センセイガタ レンケイ キョウカ ジュウジツ ノゾ オモ

		承諾 ショウダク		済生会宇都宮病院		028-626-5500		321-0974		宇都宮市竹林町911-1

		承諾 ショウダク		足利赤十字病院		0284-21-0121		326-0843		栃木県足利市五十部町284-1		医療依存度の高い患者様が自宅へ退院する場合、利用できる社会資源が限られており、デイサービスやリハビリテーション、ショートステイなどのサービスを本人、ご家族様のニーズに合わせて利用していただくことが困難なケースが多々あります。（例：家族としては週２回以上リハビリに本人を通わせたいと考えているが、リハビリテーション事業所としては利用者数も多いため、週1回の対応が限度と考えている場合など）今回のアンケート調査を機に、各地域の社会資源の情報を整理し、なるべくニーズに合わせて、多くの方に適切にサービスを利用していただける環境を構築できればと思っております。よろしくお願いいたします。 イリョウ イゾンド タカ カンジャサマ ジタク タイイン バアイ リヨウ シャカイ シゲン カギ ホンニン カゾク サマ ア リヨウ コンナン タタ レイ カゾク シュウ カイイジョウ ホンニン カヨ カンガ ジギョウショ リヨウシャ スウ オオ シュウ カイ タイオウ ゲンド カンガ バアイ コンカイ チョウサ キ カクチイキ シャカイ シゲン ジョウホウ セイリ ア オオ カタ テキセツ リヨウ カンキョウ コウチク オモ ネガ

		承諾 ショウダク		獨協医科大学病院		0282-86-1111		321-0293		下都賀郡壬生町大字北小林880

		承諾 ショウダク		あしかがの森足利病院		0284-91-0611		326-0011		足利市大沼田町615

		承諾 ショウダク		JCHO　うつのみや病院		028-653-1001		321-0143		宇都宮市南高砂町11-17

		承諾 ショウダク		菅又病院　		028-676-0311		329-1207		塩谷郡高根沢町花岡2351		要相談の診療項目につきましては、病院にお電話で問い合わせていただければ対応いたします。小児科の入院対応はしておりません。外来診察につきましては、急性期の管理は困難であることもありますが、状態が安定している場合には相談いただければ可能な限り対応いたします。 ヨウ ソウダン シンリョウ コウモク ビョウイン デンワ ト ア タイオウ ショウニカ ニュウイン タイオウ ガイライ シンサツ キュウセイキ カンリ コンナン ジョウタイ アンテイ バアイ ソウダン カノウ カギ タイオウ

		承諾 ショウダク		那須赤十字病院		0287-23-1122		324-8686		栃木県大田原市中田原1081-4





病院Ｑ7統計



				乳児～2歳 ニュウジ サイ		3歳～6歳 サイ サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13歳～17歳 サイ サイ		18歳以上 サイイジョウ

		気管切開人工呼吸患者 キカン セッカイ ジンコウ コキュウ カンジャ		11		4		8		5		12

		非気管切開人工呼吸患者（NPPV) ヒ キカン セッカイ ジンコウ コキュウ カンジャ		2		0		0		0		1

		気管切開患者 キカン セッカイ カンジャ		2		3		2		0		14

		その他 タ		4		2		2		0		1



		入院期間 ニュウイン キカン		NICU及びGCU オヨ		PICU		その他小児病棟 タ ショウニ ビョウトウ

		6ヶ月以上1年未満 ゲツイジョウ ネン ミマン		9		0		11

		1年以上2年未満 ネンイジョウ ネン ミマン		1		0		10

		2年以上 ネンイジョウ		4		0		154

		原疾患 ゲンシッカン		NICU及びGCU オヨ		PICU		その他小児病棟 タ ショウニ ビョウトウ

		新生児仮死 シンセイジ カシ		2		0		38

		仮死以外の神経、筋疾患 カシ イガイ シンケイ キン シッカン		3		0		48

		事故 ジコ		0		0		4

		先天異常症候群 センテン イジョウ ショウコウグン		11		0		22

		慢性肺疾患、気道病変 マンセイ ハイ シッカン キドウ ビョウヘン		1		0		0

		低出生体重児 テイ シュッセイ タイジュウ ジ		5		0		7

		社会的事情 シャカイテキ ジジョウ		0		0		2

		その他 タ		2		0		44

		長期入院理由 チョウキ ニュウイン リユウ		NICU及びGCU オヨ		PICU		その他小児病棟 タ ショウニ ビョウトウ

		病状が不安定 ビョウジョウ フアンテイ		6		0		30

		療育施設入所待ち リョウイク シセツ ニュウショ マ		0		0		18

		中間施設受入体制の不備 チュウカン シセツ ウケイレ タイセイ フビ		0		0		0

		地域サポートの不備 チイキ フビ		0		0		0

		病院の在宅医療フォロー体制不備 ビョウイン ザイタク イリョウ タイセイ フビ		0		0		0

		家族の受入困難 カゾク ウケイレ コンナン		4		0		127

		家庭環境、経済的理由 カテイ カンキョウ ケイザイテキ リユウ		1		0		5

		在宅準備中 ザイタク ジュンビチュウ		3		0		4

		その他 タ		0		0		1





黒須病院

				乳児～2歳 ニュウジ サイ		3歳～6歳 サイ サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13歳～17歳 サイ サイ		18歳以上 サイイジョウ

		気管切開人工呼吸患者 キカン セッカイ ジンコウ コキュウ カンジャ										1

		非気管切開人工呼吸患者（NPPV) ヒ キカン セッカイ ジンコウ コキュウ カンジャ										0

		気管切開患者 キカン セッカイ カンジャ										3

		その他 タ



		入院期間 ニュウイン キカン		NICU及びGCU オヨ		PICU		その他小児病棟 タ ショウニ ビョウトウ

		6ヶ月以上1年未満 ゲツイジョウ ネン ミマン

		1年以上2年未満 ネンイジョウ ネン ミマン

		2年以上 ネンイジョウ

		原疾患 ゲンシッカン

		新生児仮死 シンセイジ カシ

		仮死以外の神経、筋疾患 カシ イガイ シンケイ キン シッカン

		事故（溺水、交通事故、転落等） ジコ デキスイ コウツウ ジコ テンラク ナド

		先天異常症候群（染色体異常、欠乏奇形症候群、欠乏性代謝異常など） センテン イジョウ ショウコウグン センショクタイ イジョウ ケツボウ キケイ ショウコウグン ケツボウ セイ タイシャ イジョウ

		慢性肺疾患、気道病変 マンセイ ハイ シッカン キドウ ビョウヘン

		低出生体重児 テイ シュッセイ タイジュウ ジ

		社会的事情 シャカイテキ ジジョウ

		その他 タ

		長期入院理由 チョウキ ニュウイン リユウ

		病状が不安定 ビョウジョウ フアンテイ

		療育施設入所待ち リョウイク シセツ ニュウショ マ

		中間施設受入体制の不備 チュウカン シセツ ウケイレ タイセイ フビ

		地域サポートの不備 チイキ フビ

		病院の在宅医療フォロー体制不備 ビョウイン ザイタク イリョウ タイセイ フビ

		家族の受入困難 カゾク ウケイレ コンナン

		家庭環境、経済的理由 カテイ カンキョウ ケイザイテキ リユウ

		在宅準備中 ザイタク ジュンビチュウ

		その他 タ





自治医科大学附属病院

				乳児～2歳 ニュウジ サイ		3歳～6歳 サイ サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13歳～17歳 サイ サイ		18歳以上 サイイジョウ

		気管切開人工呼吸患者 キカン セッカイ ジンコウ コキュウ カンジャ		1

		非気管切開人工呼吸患者（NPPV) ヒ キカン セッカイ ジンコウ コキュウ カンジャ		1

		気管切開患者 キカン セッカイ カンジャ						1				1

		その他 タ		2		1



		入院期間 ニュウイン キカン		NICU及びGCU オヨ		PICU		その他小児病棟 タ ショウニ ビョウトウ

		6ヶ月以上1年未満 ゲツイジョウ ネン ミマン						4

		1年以上2年未満 ネンイジョウ ネン ミマン						2

		2年以上 ネンイジョウ						1

		原疾患 ゲンシッカン

		新生児仮死 シンセイジ カシ

		仮死以外の神経、筋疾患 カシ イガイ シンケイ キン シッカン						3

		事故（溺水、交通事故、転落等） ジコ デキスイ コウツウ ジコ テンラク ナド

		先天異常症候群（染色体異常、欠乏奇形症候群、欠乏性代謝異常など） センテン イジョウ ショウコウグン センショクタイ イジョウ ケツボウ キケイ ショウコウグン ケツボウ セイ タイシャ イジョウ						3

		慢性肺疾患、気道病変 マンセイ ハイ シッカン キドウ ビョウヘン

		低出生体重児 テイ シュッセイ タイジュウ ジ						1

		社会的事情 シャカイテキ ジジョウ

		その他 タ

		長期入院理由 チョウキ ニュウイン リユウ

		病状が不安定 ビョウジョウ フアンテイ						5

		療育施設入所待ち リョウイク シセツ ニュウショ マ						0

		中間施設受入体制の不備 チュウカン シセツ ウケイレ タイセイ フビ						0

		地域サポートの不備 チイキ フビ						0

		病院の在宅医療フォロー体制不備 ビョウイン ザイタク イリョウ タイセイ フビ						0

		家族の受入困難 カゾク ウケイレ コンナン						1

		家庭環境、経済的理由 カテイ カンキョウ ケイザイテキ リユウ						0

		在宅準備中 ザイタク ジュンビチュウ						1

		その他 タ						0





済生会宇都宮病院

				乳児～2歳 ニュウジ サイ		3歳～6歳 サイ サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13歳～17歳 サイ サイ		18歳以上 サイイジョウ

		気管切開人工呼吸患者 キカン セッカイ ジンコウ コキュウ カンジャ						1				2

		非気管切開人工呼吸患者（NPPV) ヒ キカン セッカイ ジンコウ コキュウ カンジャ

		気管切開患者 キカン セッカイ カンジャ

		その他 タ										1



		入院期間 ニュウイン キカン		NICU及びGCU オヨ		PICU		その他小児病棟 タ ショウニ ビョウトウ

		6ヶ月以上1年未満 ゲツイジョウ ネン ミマン						1

		1年以上2年未満 ネンイジョウ ネン ミマン

		2年以上 ネンイジョウ						3

		原疾患 ゲンシッカン

		新生児仮死 シンセイジ カシ						1

		仮死以外の神経、筋疾患 カシ イガイ シンケイ キン シッカン

		事故（溺水、交通事故、転落等） ジコ デキスイ コウツウ ジコ テンラク ナド

		先天異常症候群（染色体異常、欠乏奇形症候群、欠乏性代謝異常など） センテン イジョウ ショウコウグン センショクタイ イジョウ ケツボウ キケイ ショウコウグン ケツボウ セイ タイシャ イジョウ

		慢性肺疾患、気道病変 マンセイ ハイ シッカン キドウ ビョウヘン

		低出生体重児 テイ シュッセイ タイジュウ ジ

		社会的事情 シャカイテキ ジジョウ

		その他 タ						3

		長期入院理由 チョウキ ニュウイン リユウ

		病状が不安定 ビョウジョウ フアンテイ

		療育施設入所待ち リョウイク シセツ ニュウショ マ						3

		中間施設受入体制の不備 チュウカン シセツ ウケイレ タイセイ フビ

		地域サポートの不備 チイキ フビ

		病院の在宅医療フォロー体制不備 ビョウイン ザイタク イリョウ タイセイ フビ

		家族の受入困難 カゾク ウケイレ コンナン

		家庭環境、経済的理由 カテイ カンキョウ ケイザイテキ リユウ

		在宅準備中 ザイタク ジュンビチュウ

		その他 タ						1





足利赤十字病院

				乳児～2歳 ニュウジ サイ		3歳～6歳 サイ サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13歳～17歳 サイ サイ		18歳以上 サイイジョウ

		気管切開人工呼吸患者 キカン セッカイ ジンコウ コキュウ カンジャ

		非気管切開人工呼吸患者（NPPV) ヒ キカン セッカイ ジンコウ コキュウ カンジャ		1

		気管切開患者 キカン セッカイ カンジャ

		その他 タ



		入院期間 ニュウイン キカン		NICU及びGCU オヨ		PICU		その他小児病棟 タ ショウニ ビョウトウ

		6ヶ月以上1年未満 ゲツイジョウ ネン ミマン						1

		1年以上2年未満 ネンイジョウ ネン ミマン

		2年以上 ネンイジョウ

		原疾患 ゲンシッカン

		新生児仮死 シンセイジ カシ

		仮死以外の神経、筋疾患 カシ イガイ シンケイ キン シッカン

		事故（溺水、交通事故、転落等） ジコ デキスイ コウツウ ジコ テンラク ナド

		先天異常症候群（染色体異常、欠乏奇形症候群、欠乏性代謝異常など） センテン イジョウ ショウコウグン センショクタイ イジョウ ケツボウ キケイ ショウコウグン ケツボウ セイ タイシャ イジョウ

		慢性肺疾患、気道病変 マンセイ ハイ シッカン キドウ ビョウヘン

		低出生体重児 テイ シュッセイ タイジュウ ジ

		社会的事情 シャカイテキ ジジョウ

		その他 タ						1

		長期入院理由 チョウキ ニュウイン リユウ

		病状が不安定 ビョウジョウ フアンテイ

		療育施設入所待ち リョウイク シセツ ニュウショ マ

		中間施設受入体制の不備 チュウカン シセツ ウケイレ タイセイ フビ

		地域サポートの不備 チイキ フビ

		病院の在宅医療フォロー体制不備 ビョウイン ザイタク イリョウ タイセイ フビ

		家族の受入困難 カゾク ウケイレ コンナン

		家庭環境、経済的理由 カテイ カンキョウ ケイザイテキ リユウ						1

		在宅準備中 ザイタク ジュンビチュウ

		その他 タ





獨協医科大学病院

				乳児～2歳 ニュウジ サイ		3歳～6歳 サイ サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13歳～17歳 サイ サイ		18歳以上 サイイジョウ

		気管切開人工呼吸患者 キカン セッカイ ジンコウ コキュウ カンジャ		10		1		3

		非気管切開人工呼吸患者（NPPV) ヒ キカン セッカイ ジンコウ コキュウ カンジャ

		気管切開患者 キカン セッカイ カンジャ		2

		その他 タ		2				1



		入院期間 ニュウイン キカン		NICU及びGCU オヨ		PICU		その他小児病棟 タ ショウニ ビョウトウ

		6ヶ月以上1年未満 ゲツイジョウ ネン ミマン		9				4

		1年以上2年未満 ネンイジョウ ネン ミマン						2

		2年以上 ネンイジョウ						4

		原疾患 ゲンシッカン

		新生児仮死 シンセイジ カシ

		仮死以外の神経、筋疾患 カシ イガイ シンケイ キン シッカン		2

		事故（溺水、交通事故、転落等） ジコ デキスイ コウツウ ジコ テンラク ナド

		先天異常症候群（染色体異常、欠乏奇形症候群、欠乏性代謝異常など） センテン イジョウ ショウコウグン センショクタイ イジョウ ケツボウ キケイ ショウコウグン ケツボウ セイ タイシャ イジョウ		10

		慢性肺疾患、気道病変 マンセイ ハイ シッカン キドウ ビョウヘン

		低出生体重児 テイ シュッセイ タイジュウ ジ		5

		社会的事情 シャカイテキ ジジョウ

		その他 タ		2

		長期入院理由 チョウキ ニュウイン リユウ

		病状が不安定 ビョウジョウ フアンテイ		6				2

		療育施設入所待ち リョウイク シセツ ニュウショ マ						15

		中間施設受入体制の不備 チュウカン シセツ ウケイレ タイセイ フビ

		地域サポートの不備 チイキ フビ

		病院の在宅医療フォロー体制不備 ビョウイン ザイタク イリョウ タイセイ フビ

		家族の受入困難 カゾク ウケイレ コンナン

		家庭環境、経済的理由 カテイ カンキョウ ケイザイテキ リユウ		1

		在宅準備中 ザイタク ジュンビチュウ		2				3

		その他 タ





あしかがの森足利病院

				乳児～2歳 ニュウジ サイ		3歳～6歳 サイ サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13歳～17歳 サイ サイ		18歳以上 サイイジョウ

		気管切開人工呼吸患者 キカン セッカイ ジンコウ コキュウ カンジャ				3		4		5		9

		非気管切開人工呼吸患者（NPPV) ヒ キカン セッカイ ジンコウ コキュウ カンジャ										1

		気管切開患者 キカン セッカイ カンジャ				3		1				10

		その他 タ				1		1



		入院期間 ニュウイン キカン		NICU及びGCU オヨ		PICU		その他小児病棟 タ ショウニ ビョウトウ

		6ヶ月以上1年未満 ゲツイジョウ ネン ミマン						1

		1年以上2年未満 ネンイジョウ ネン ミマン		1				6

		2年以上 ネンイジョウ		4				146

		原疾患 ゲンシッカン

		新生児仮死 シンセイジ カシ		2				37

		仮死以外の神経、筋疾患 カシ イガイ シンケイ キン シッカン		1				45

		事故（溺水、交通事故、転落等） ジコ デキスイ コウツウ ジコ テンラク ナド						4

		先天異常症候群（染色体異常、欠乏奇形症候群、欠乏性代謝異常など） センテン イジョウ ショウコウグン センショクタイ イジョウ ケツボウ キケイ ショウコウグン ケツボウ セイ タイシャ イジョウ		1				19

		慢性肺疾患、気道病変 マンセイ ハイ シッカン キドウ ビョウヘン		1

		低出生体重児 テイ シュッセイ タイジュウ ジ						6

		社会的事情 シャカイテキ ジジョウ						2

		その他 タ						40

		長期入院理由 チョウキ ニュウイン リユウ

		病状が不安定 ビョウジョウ フアンテイ						23

		療育施設入所待ち リョウイク シセツ ニュウショ マ

		中間施設受入体制の不備 チュウカン シセツ ウケイレ タイセイ フビ

		地域サポートの不備 チイキ フビ

		病院の在宅医療フォロー体制不備 ビョウイン ザイタク イリョウ タイセイ フビ

		家族の受入困難 カゾク ウケイレ コンナン		4				126

		家庭環境、経済的理由 カテイ カンキョウ ケイザイテキ リユウ						4

		在宅準備中 ザイタク ジュンビチュウ		1

		その他 タ





管理

		1/15/16		09:30～11:30		120

		1/16/16		19:30～22:00		150

		1/19/16		16:20～17：30		70

		1/28/16		17：30～18:30		60

				22:30～23：30		60

				11：30～13:30		120

		1/30/16		12:00～14：30		150

		1/31/16		15：30～17：45		135

		2/1/16		16：00～18：00		120

		2/1/16		23：30～0：40		70
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知っている
55%

知らない
45%

ある
45%ない

55%

１.重症心身障害児（者）の定義をご存知ですか

２.重症心身障害児（者）の方（家族・関係機関等）からの相談を受けたことがありますか

知っている 40
知らない 33

ある 35
ない 43

Ⅳ．相談支援事業所


相談支援事業所一覧表

		市区郡 シク グン		事業所名 ジギョウショ メイ		電話番号 デンワ バンゴウ		FAX番号 バンゴウ		郵便番号 ユウビンバンゴウ		所在地 ショザイチ		訪問可能な主な市町村 ホウモン カノウ オモ シチョウソン

		足利市 アシカガシ		特定相談支援センターはじめ		0284-22-4561		0284-22-4562		326-0143		足利市葉鹿町735-1		足利市 アシカガシ

		足利市 アシカガシ		足利障害者相談支援センター		0284-44-0307		0284-44-0318		326-0064		足利市東砂原後町1072		足利市、佐野市 アシカガシ サノシ

		足利市 アシカガシ		足利ケアサービス		0284-21-7630		0284-21-3109		326-0843		足利市五十部町809-3		足利市、佐野市、太田市 アシカガシ サノシ オオタシ

		足利市 アシカガシ		障害者相談支援センターフォレスト		0284-91-1816		0284-91-2867		326-0011		足利市大沼田町615		足利市及び近隣市町村 アシカガシ オヨ キンリン シチョウソン

		足利市 アシカガシ		相談支援事業所こころみ		0284-41-5039		0284-43-2665		326-0061		足利市田島町611-2

		宇都宮市 ウツノミヤシ		相談支援事業所ポンテ		028-652-7288		028-652-6355		321-0341		宇都宮市古賀志町1964-12		宇都宮、鹿沼、日光、壬生 ウツノミヤ カヌマ ニッコウ ミブ

		宇都宮市 ウツノミヤシ		うつのみや		028-632-6074		028-632-6075		320-0861		宇都宮市西2-1-7		宇都宮市 ウツノミヤシ

		宇都宮市 ウツノミヤシ		サポートセンターきりん		028-612-3838		028-678-3257		321-0905		宇都宮市平出工業団地43-100 ウツノミヤシ ヒライデコウギョウダンチ		宇都宮市 ウツノミヤシ

		宇都宮市 ウツノミヤシ		サポートセンターとみや生活支援センター		028-665-8230		028-665-8230		321-2116		宇都宮市徳次郎町540		宇都宮市 ウツノミヤシ

		宇都宮市 ウツノミヤシ		サポートセンターひばり		028-670-0330		028-667-7315		321-3236		宇都宮市竹下町435-159		宇都宮市 ウツノミヤシ

		宇都宮市 ウツノミヤシ		相談支援センターネクスト		080-8854-9551		028-612-7174		320-0034		宇都宮市泉町6-25		宇都宮市 ウツノミヤシ

		宇都宮市 ウツノミヤシ		特定相談支援事業所やすらぎ		028-650-7727		028-650-7728		320-0011		宇都宮市富士見が丘3－19－20		宇都宮市 ウツノミヤシ

		宇都宮市 ウツノミヤシ		障がい者生活支援センターこぶし		028-680-5746		028-688-0214		321-0126		宇都宮市茂原町837-1		宇都宮市、上三川町 ウツノミヤシ カミノカワマチ

		大田原市 オオタワラシ		相談支援事業所つばさ		0287-53-7393		0287-53-7394		324-0044		大田原市親園824-1		大田原市、那須塩原市、那須烏山市、矢板市、さくら市、那須町、塩谷町、高根沢町 オオタワラシ ナスシオバラシ ナスカラスヤマシ ヤイタシ シ ナスマチ シオ タニ マチ タカネザワマチ

		大田原市 オオタワラシ		相談支援事業所とまり木		0287-54-2854		0287-54-2230		324-0231		大田原市北野上3952		大田原市、那須塩原市、那須町 オオタワラシ ナスシオバラシ ナスマチ

		小山市 オヤマシ		相談支援事業所わくわくおやま		0285-24-6575		0285-20-0255		323-0022		小山市駅東通り3-9-6		小山市 オヤマシ

		小山市 オヤマシ		友井タクシー介護ステーションふれあい		0285-30-0840		0285-30-0844		323-0025		小山市城山町2丁目12-25		小山市 オヤマシ

		小山市 オヤマシ		相談支援事業所おやま		0285-22-1833		0285-22-8946		323-0014		小山市喜沢660		小山市、下野市 オヤマシ シモノ シ

		小山市 オヤマシ		社会就労センターえいぶるの里 シャカイ シュウロウ サト		0285-22-4561		0285-22-4581		323-0003		小山市東島田2403-2		小山市、下野市、上三川町、野木町、結城市、古河市、筑西市 オヤマシ シモノ シ カミノカワマチ ノギマチ ユウキシ コガシ ツク ニシ シ

		小山市 オヤマシ		はつらつサロン南天相談支援事業所		0285-22-4659		0285-38-6529		323-0027		小山市花垣町2-3-19		小山市、栃木市 オヤマシ トチギシ

		小山市 オヤマシ		相談支援事業所みどり		0285-45-8362		0285-45-8397		329-0214		小山市乙女786-1		小山市、栃木市、古河市、結城市 オヤマシ トチギシ コガシ ユウキシ

		上三川町 カミノカワマチ		上三川障がい児・者生活相談支援センター		0285-38-6854		0285-38-6841		329-0611		上三川町上三川5082-15		上三川町 カミノカワマチ

		さくら市 シ		障がい者支援センターにんべん		028-686-2539		028-686-2584		329-1417		さくら市フィオーレ喜連川5-2-1　フィオーレガーデン1-102		さくら市 シ

		佐野市 サノシ		社会福祉法人とちのみ会　こなかの森 シャカイ フクシ ホウジン カイ モリ		0283-24-5757		0283-24-6294		327-0001		佐野市小中町1280		佐野市、足利市 サノシ アシカガシ

		佐野市 サノシ		さの社協相談支援センターほっぷ		0283-22-8152		0283-22-8199		327-0003		佐野市大橋町3212-27		佐野市全域 サノシ ゼンイキ

		下野市 シモノ シ		南栃木支援センター相談支援		0285-44-6118		0285-44-7215		329-0412		下野市柴1432-105		下野市、小山市、壬生町 シモノ シ オヤマシ ミブマチ

		下野市 シモノ シ		下野市相談支援事業所 こばと		0285-44-6783		0285-44-6783		329-0414		下野市小金井1146-6		下野市、上三川町 シモノ シ カミノカワマチ

		高根沢町 タカネザワマチ		高根沢町障害児者生活支援センターすまいる タカネザワマチ		028-612-2751		028-612-2752		329-1225		塩谷郡高根沢町石末1825　福祉センター内 シオヤグン タカネザワマチ イシヅエ フクシ ナイ		高根沢町 タカネザワマチ

		高根沢町 タカネザワマチ		障害者相談支援センターいぶき		028-678-3502		028-676-3501		329-1216		塩谷郡高根沢町桑窪2266-2		高根沢町 タカネザワマチ

		栃木市 トチギシ		相談支援事業所わらしべの家		0282-27-1627		0282-27-1675		328-0011		栃木市大宮町2708-3		栃木市 トチギシ

		栃木市 トチギシ		相談支援センターぴあん ソウダン シエン		0282-31-1755		0282-31-2919		328-0067		栃木市皆川城内町333-2		栃木市、小山市 トチギシ オヤマシ

		栃木市 トチギシ		相談支援事業所「ピュア」		0282-31-3911		0282-31-3912		328-0133		栃木市大森町465		栃木市、鹿沼市、佐野市、小山市、壬生町 トチギシ カヌマシ サノシ オヤマシ ミブマチ

		栃木市 トチギシ		相談支援ウエイブ		0282-23-4465		0282-23-4465		328-0012		栃木市平柳町1-2-7		栃木市、壬生町 トチギシ ミブマチ

		栃木市 トチギシ		もくせいの里		0282-43-0593		0282-43-1387		329-4405		栃木市大平町西山田1198		栃木市内 トチギシナイ

		那須町 ナスマチ		障がい者相談支援事業所ケアサプライ		0287-73-5312		0287-73-5311		329-3221		那須郡那須町漆塚762-102 ナスグン ナスマチ ウルシツカ		白河市、那須町、那須塩原市、大田原市 シラカワシ ナスマチ ナスシオバラシ オオタワラシ

		那須塩原市 ナスシオバラ シ		相談支援事業所テトテ		0287-36-7171		0287-36-7181		329-2732		那須塩原市一区町251-1		那須塩原市（大田原、矢板、那須町、那珂川町、烏山） ナスシオバラ シ オオタワラ ヤイタ ナスマチ ナカガワマチ カラスヤマ

		那須塩原市 ナスシオバラ シ		相談支援事業のぞみ		0287-65-2288		0287-65-2282		329-3152		那須塩原市上中野53		那須塩原市、大田原市、那須町 ナスシオバラ シ オオタワラシ ナスマチ

		那須塩原市 ナスシオバラ シ		相談支援事業所　空		0287-73-8165		0287-73-8165		329-3157		那須塩原市大原間西1-19-9		那須塩原市、大田原市、那須町 ナスシオバラ シ オオタワラシ ナスマチ

		那須塩原市 ナスシオバラ シ		指定特定相談支援事業所あじさい		0287-60-3361		0287-60-3362		325-0034		那須塩原市東原166		那須塩原市、那須町 ナスシオバラ シ ナスマチ

		野木町 ノギマチ		さわやか相談支援センター		0280-57-4884		0280-57-4994		329-0112		野木町南赤塚1145-1		小山市、野木町、古河市、栃木市 オヤマシ ノギマチ コガシ トチギシ

		芳賀郡 ハガ グン		相談支援センター光輝舎		0285-70-2020		0285-72-8222		321-4105		芳賀郡益子町北中1113-1		芳賀郡、真岡市等 ハガ グン モオカシ ナド

		芳賀郡 ハガ グン		相談支援センターみさと		0285-72-9767				321-4104		芳賀郡益子町大沢2800-5		芳賀郡内（真岡市、益子町、市貝町、芳賀町、茂木町） ハガ グンナイ モオカシ マシコ チョウ イチ ガイ マチ ハガマチ モギマチ

		真岡市 モオカシ		相談支援センターのどか　真岡センター		0285-81-5890		0285-85-8452		321-4305		真岡市荒町111-1		真岡市、芳賀町、市貝町、益子町、茂木町 モオカシ ハガマチ イチガイ マチ マシコ チョウ モギ マチ

		真岡市 モオカシ		真岡介護センター		0285-80-5200		0285-80-5211		321-4361		真岡市並木町1-8-1　シティ並木102 ナミキ		真岡市、芳賀町南部、市貝町南部、益子町西部、上三川東部 モオカシ ハガマチ ナンブ イチ ガイ チョウ ナンブ マシコ チョウ セイブ カミノカワ トウブ

		壬生町 ミブマチ		指定障害者相談支援事業所あるしぇん		0282-86-7665		0282-21-7109		321-0201		下都賀郡壬生町安塚2032 シモツガグン ミブマチ ヤスヅカ		壬生町 ミブマチ





訪問看護事業所一覧表

		市区郡 シク グン		事業所名 ジギョウショ メイ		電話番号 デンワ バンゴウ		FAX番号 バンゴウ		郵便番号 ユウビンバンゴウ		所在地 ショザイチ		訪問可能な主な市町村 ホウモン カノウ オモ シチョウソン

		足利市 アシカガシ		あおい訪問看護ステーション		0284-73-9456		0284-72-7600		326-0831		足利市堀込町2556 セレッソ・コート1階		足利市とその周辺（佐野市、館林市、巴楽町、太田市、桐生市） アシカガシ シュウヘン サノシ タテバヤシシ トモエ ラク マチ オオタシ キリュウシ				足利市 アシカガシ		2

		足利市 アシカガシ		ライフ訪問看護リハビリテーション		0284-64-8799		0284-64-8335		326-0831		足利市堀込町2656-7　ASKビル301号		足利市、佐野市、館林市、邑楽郡、太田市、桐生市 アシカガシ サノシ タテバヤシシ オウラ グン オオタシ キリュウシ				宇都宮市 ウツノミヤシ		7

		宇都宮市 ウツノミヤシ		ＷＡＤＥＷＡＤＥ訪問看護ステーション		028-666-5420		028-666-5460		321-0923		宇都宮市下栗町2913-1 ウツノミヤシ シモグリマチ		宇都宮市、上三川町、 ウツノミヤシ カミノカワマチ				大田原市 オオタワラシ		4

		宇都宮市 ウツノミヤシ		訪問看護ステーションここあ		028-600-3735		028-600-3736		321-2116		宇都宮市徳次郎町998-9 ウツノミヤシ トクジロウマチ		宇都宮市、日光市、 ウツノミヤシ ニッコウシ				小山市 オヤマシ		3

		宇都宮市 ウツノミヤシ		訪問看護ステーションうつのみや		028-612-6103		028-612-6104		320-0852		宇都宮市下砥上町字並塚643番地1		宇都宮市、壬生町 ウツノミヤシ ミブマチ				鹿沼市 カヌマシ		1

		宇都宮市 ウツノミヤシ		訪問看護ステーションあるく		028-643-5586		028-678-8796		320-0036		宇都宮市小幡2-6-14 		宇都宮市 ウツノミヤシ				さくら市 シ		1

		宇都宮市 ウツノミヤシ		訪問看護ステーション風		028-612-1333		028-612-1384		321-0117		宇都宮市城南3丁目5-6		宇都宮、鹿沼、下野、壬生 ウツノミヤ カヌマ シモノ ミブ				佐野市 サノシ		2

		宇都宮市 ウツノミヤシ		訪問看護ステーションほっと		028-626-5739		028-625-8201		321-0974		宇都宮市竹林町958		宇都宮市 ウツノミヤシ				下野市 シモツケシ		1

		宇都宮市 ウツノミヤシ		宮の橋訪問看護ステーション		028-635-9839		028-635-9839		321-0963		宇都宮市南大通り1-1-23		宇都宮市 ウツノミヤシ				高根沢町 タカネザワマチ		1

		大田原市 オオタワラシ		訪問看護ステーションゆりの木		0287-47-5123		0287-47-5124		324-0028		大田原市山の手1-1-7 ヤマ テ		大田原市、那須塩原市、那珂川町 オオタワラシ ナスシオバラ シ ナカガワマチ				栃木市 トチギシ		1

		大田原市 オオタワラシ		とちぎ訪問看護ステーションくろばね		0287-54-0507		0287-54-0580		324-0241		大田原市黒羽向町142番地		大田原市、那須塩原市、那須町、那珂川町 オオタワラシ ナスシオバラ シ ナスマチ ナカガワマチ				那須烏山市 ナスカラスヤマシ		1

		大田原市 オオタワラシ		さくら訪問看護ステーション		0287-29-3252		0287-29-3252		324-0058		大田原市紫塚3-2633-10		大田原市、那須塩原市、矢板市 オオタワラシ ナスシオバラ シ ヤイタ シ				那須塩原市 ナスシオバラ シ		1

		大田原市 オオタワラシ		那須赤十字訪問看護ステーション		0287-23-8866		0287-23-8903		324-8686		大田原市中田原1081-4		大田原市、那須塩原市（一部を除く） オオタワラシ ナスシオバラ シ イチブ ノゾ				野木町 ノギマチ		1

		小山市 オヤマシ		とちぎ訪問看護ステーションおやま		0285-39-8602		0285-39-8607		323-0827		小山市神鳥谷2251-7 オヤマシ ヒトトノヤ		小山市、下野市（南部）、野木町（北部） オヤマシ シモノ シ ナンブ ノギ マチ ホクブ				壬生町 ミブマチ		1

		小山市 オヤマシ		わくわく訪問看護ステーションおやま		0285-24-6575		0285-20-0255		323-0022		小山市駅東通り3-9-6		小山市、結城市（茨城県）、下野市の一部、栃木市（PTのみ） オヤマシ ユウキシ イバラキケン シモノ シ イチブ トチギシ				真岡市 モオカシ		1

		小山市 オヤマシ		訪問看護ステーションみどり		0285-45-8362		0285-45-8397		329-0214		小山市乙女786-1		小山市、栃木市、古河市、結城市 オヤマシ トチギシ コガシ ユウキシ						28

		鹿沼市 カヌマシ		鹿沼訪問看護ステーション		0289-60-5650		0289-60-1687		322-0021		鹿沼市上野町320-3高橋ビル1階103号室		鹿沼市、旧宇都宮市、旧今市市、壬生町、西片町 カヌマシ キュウ ウツノミヤシ キュウ イマイチシ ミブマチ ニシカタマチ

		さくら市 シ		訪問看護ステーション卯の郷		028-682-7770		028-682-7766		329-1311		さくら市氏家2650番地		さくら市（周辺15ｋｍ以内）、塩谷町、那須烏山市、宇都宮市、高根沢町 シ シュウヘン イナイ シオヤ マチ ナスカラスヤマシ ウツノミヤシ タカネザワ マチ

		佐野市 サノシ		訪問看護ステーションマザーの家		0283-85-7771		0283-85-7772		327-0504		佐野市中町942-1		佐野市 サノシ

		佐野市 サノシ		訪問看護ステーション佐野		0283-86-7013		0283-86-7031		327-0847		佐野市天神町774-22 メープルハイツ101号室		足利市、佐野市、栃木市（旧岩船市） アシカガシ サノシ トチギシ キュウ イワフネ シ

		下野市 シモツケシ		訪問看護ステーション石橋		0285-52-2293		0285-52-2268		329-0511		下野市石橋628番地		下野市、上三川町、壬生町、宇都宮市（部） シモノ シ カミノカワマチ ミブマチ ウツノミヤシ ブ

		高根沢町 タカネザワ マチ		訪問看護ステーションたかねざわ		028-680-1701		028-680-1702		329-1233		塩谷郡高根沢町宝積寺2426-8 		高根沢町、さくら市、那須烏山市、芳賀町、市貝町、茂木町、益子町、宇都宮市 タカネザワマチ シ ナスカラスヤマシ ハガ マチ イチ カイ チョウ モギマチ マシコ チョウ ウツノミヤシ

		栃木市 トチギシ		訪問看護ステーションオリーブ		0282-27-8414		0282-27-8415		328-0027		栃木市今泉町1丁目17番29号		栃木市、小山市、下野市、壬生町 トチギシ オヤマシ シモノ シ ミブ マチ

		那須烏山市 ナスカラスヤマシ		訪問看護ステーションあい		0287-83-8035		0287-83-8222		321-0628		那須烏山市金井2-5-9 ベンチャープラザ7号室 ゴウシツ		那須烏山市、那珂川町、茂木町、一貝町 ナスカラスヤマシ ナカガワマチ モギマチ イチ ガイ マチ

		那須塩原市 ナスシオバラ シ		マロニエ訪問看護ステーション		0287-37-6322		0287-39-3305		329-2763		那須塩原市井口537-3 にしなすの総合在宅ケアセンター内		那須塩原市、那須町、大田原市　リハビリのみ→那珂川町訪問可能 ナスシオバラ シ ナスマチ オオタワラシ ナカガワ マチ ホウモン カノウ

		野木町 ノギマチ		訪問看護ステーションたんぽぽ		0280-57-1888		0280-57-3819		329-0101		下都賀郡野木町友沼5119-12		野木町、小山市、旧藤岡町 ノギマチ オヤマシ キュウ フジオカマチ

		壬生町 ミブマチ		とちぎ訪問看護ステーションみぶ		0282-82-7262		0282-82-7260		321-0218		下都賀郡壬生町落合1-18-12		上三川町、下野市、壬生町、宇都宮 カミノカワマチ シモノ シ ミブ チョウ ウツノミヤ

		真岡市 モオカシ		芳賀赤十字訪問看護ステーション		0285-84-8266		0285-84-8266		321-4306		真岡市台町2461		芳賀郡全域（真岡市、益子町、芳賀町、茂木町） ハガ グン ゼンイキ モオカシ マシコマチ ハガマチ モギ マチ





診療所一覧表

		市区郡 シク グン		診療所名 シンリョウジョ メイ		電話番号 デンワ バンゴウ		郵便番号 ユウビンバンゴウ		所在地 ショザイチ

		足利市 アシカガシ		山浦内科医院		0284-21-6653 		326-0843		足利市五十部町1256-5

		足利市 アシカガシ		あいファミリィクリニック足利 アシカガ		0284-22-3788		329-4213		足利市寺岡町505-1

		足利市 アシカガシ		かしま産婦人科 サンフジンカ		0284-65-0341		326-0844		足利市鹿島町501-1

		足利市 アシカガシ		くさの小児科		0284-73-7000		326-0335		足利市上渋垂町338-3

		足利市 アシカガシ		すながクリニック		0284-44-7211		326-0015		足利市八椚町494-1　

		宇都宮市 ウツノミヤシ		医療法人　亀田内科		028-633-2884		320-0812		宇都宮市一番町1-28

		宇都宮市 ウツノミヤシ		越戸クリニック		028-660-6190		321-0951		宇都宮市越戸町139-6

		宇都宮市 ウツノミヤシ		福田こどもクリニック		028-659-8850		320-0852		宇都宮市下砥上町1545-20

		宇都宮市 ウツノミヤシ		きくちクリニック		028-683-3387		321-0903		宇都宮市下平出町614-2

		宇都宮市 ウツノミヤシ		てらもと小児科		028-650-6636		321-0975		宇都宮市関堀町971-6

		宇都宮市 ウツノミヤシ		あおい内科小児科ｸﾘﾆｯｸ		028-663-6000		321-0973		宇都宮市岩曽町1086-1

		宇都宮市 ウツノミヤシ		桜井消化器科・内科		028-643-0870		320-0073		宇都宮市細谷1-7-38

		宇都宮市 ウツノミヤシ		鈴木内科クリニック		028-655-1229		321-0139		宇都宮市若松原2-4-19

		宇都宮市 ウツノミヤシ		大根田内科医院		028-624-6322		320-0072		宇都宮市若草3-4-22

		宇都宮市 ウツノミヤシ		てらだファミリークリニック		028-654-2188		321-0132		宇都宮市雀の宮5-5-1

		宇都宮市 ウツノミヤシ		清原台こどもクリニック キヨハラ ダイ		028-305-6017		321-3223		宇都宮市清原台2-4-14

		宇都宮市 ウツノミヤシ		森田医院		028-633-1573		320-0861		宇都宮市西3-5-8

		宇都宮市 ウツノミヤシ		こどもヶ丘診療所		028-615-1077		321-0151		宇都宮市西川田町183-21

		宇都宮市 ウツノミヤシ		有村小児科医院		028-656-7207		321-0912		宇都宮市石井町3128-11

		宇都宮市 ウツノミヤシ		いちはらファミリークリニック		028-612-8350		321-0414		宇都宮市中里町322

		宇都宮市 ウツノミヤシ		豊郷中央渡辺内科　		028-622-8900		320-0004		宇都宮市長岡町1217-5

		宇都宮市 ウツノミヤシ		宇都宮市子ども発達センター診療所 ウツノミヤシ コ ハッタツ シンリョウジョ		028-647-4720		320-0851		宇都宮市鶴田町970-1

		宇都宮市 ウツノミヤシ		梅園医院		028-633-2869		320-0035		宇都宮市伝馬町3-28

		宇都宮市 ウツノミヤシ		片山医院		028-661-9764		321-0944		宇都宮市東峰町3008-21

		宇都宮市 ウツノミヤシ		冨塚メデｲカルクリニック		028-666-2555		321-2116		宇都宮市徳次郎町888

		宇都宮市 ウツノミヤシ		豊郷台クリニック ユタカ ゴウ ダイ		028-643-8998		320-0003		宇都宮市豊郷台2-21-3

		宇都宮市 ウツノミヤシ		みやの杜クリニック　		028-683-7811		321-0904		宇都宮市陽東2-4-5

		宇都宮市 ウツノミヤシ		医療法人　赤羽病院		028-661-5446		321-0904		宇都宮市陽東7-2-2

		大田原市 オオタワラシ		くろばね齋藤醫院		0287-54-0031		324-0233		大田原市黒羽田町612

		大田原市 オオタワラシ		さいとうハート＆キッズクリニック		0287-53-7979		324-0043		大田原市浅香1-4-3

		大田原市 オオタワラシ		あさかクリニック		0287-22-2601		324-0043		大田原市浅香3-3711

		小山市 オヤマシ		神鳥谷クリニック		0285-22-7700		323-0827		小山市神鳥谷1-19-1

		小山市 オヤマシ		小山すぎの木クリニック		0285-30-3456		323-0806		小山市中久喜1131-1

		小山市 オヤマシ		おおきこどもクリニック		0285-41-0025 		329-0207		小山市美しが丘3-35-3

		鹿沼市 カヌマシ		小川こどもクリニック		0289-74-5421		322-0027		鹿沼市貝島町5006-2

		鹿沼市 カヌマシ		飯岡小児科		0289-65-3257		322-0074		鹿沼市日吉町569-2

		鹿沼市 カヌマシ		小松医院		0289-60-5515		322-0064		鹿沼市文化橋町2300-1

		鹿沼市 カヌマシ		いとうこどもクリニック		0289-63-5566		322-0025		鹿沼市緑町2-2-29

		上三川 カミノカワ		やの小児科医院		0285-56-0280		329-0611		河内郡上三川町上三川3446-3

		さくら市 シ		仲嶋医院		028-681-7755		329-1311		さくら市氏家3245-17

		佐野市 サノシ		稲毛クリニック		0283-25-2566		327-0103		佐野市石塚町893-1

		佐野市 サノシ		こばやしファミリークリニック		0283-85-9900		327-0311		佐野市多田町566

		佐野市 サノシ		坪水医院		0283-62-0265		327-0312		佐野市栃本町2241

		佐野市 サノシ		緑の屋根診療所		0283-20-2577		327-0843		佐野市堀米町1348-5

		佐野市 サノシ		キッズクリニックはせがわ		0283-27-0200		327-0843		佐野市堀米町3946-6

		下野市 シモノ シ		グリムこどもクリニック		0285-51-1515		329-0502		下野市下古山2-6-17

		下野市 シモノ シ		にじいろこども診療所 シンリョウジョ		0285-44-7716		329-0414		下野市小金井4-1-1

		下野市 シモノ シ		角田内科医院		0285-53-5665 		329-0511		下野市石橋549

		下野市 シモノ シ		佐藤内科		0285-53-1305		329-0511		下野市石橋839-14

		下野市 シモノ シ		おかべこどもクリニック		0285-40-7300 		329-0433		下野市緑5-17-12

		高根沢町 タカネザワマチ		にいたに内科　		028-675-6515		329-1231		塩谷郡高根沢町宝石台 3-3-19

		栃木市 トチギシ		熊倉医院		0282-55-8425		329-4316		栃木市岩舟町新里180-1 トチギシ

		栃木市 トチギシ		竹田内科小児科クリニック		0282-29-1233		328-0011		栃木市大宮町52番地

		栃木市 トチギシ		田村医院		0282-43-3368		329-4423		栃木市大平町西水代1835-1

		栃木市 トチギシ		小森谷内科医院		0282-43-7327		329-4404		栃木市大平町富田4003-8

		栃木市 トチギシ		持田医院		0282-67-3661		329-0319		栃木市藤岡町中根115-5

		栃木市 トチギシ		腰塚医院		0282-62-2072		323-1104		栃木市藤岡町藤岡1845-10

		栃木市 トチギシ		よこやま内科小児科クリニック		0282-24-8102		328-0075		栃木市箱森町38-70

		栃木市 トチギシ		サンレディースクリニック		0282-24-3541		328-0024		栃木市樋ノ口町504-1

		栃木市 トチギシ		桜井こどもクリニック		0282-24-5987		328-0034		栃木市本町16-9

		栃木市 トチギシ		さいとう小児科 ショウニカ		0282-22-0757 		328-0015		栃木市万町30番16号

		那珂川町 ナカガワマチ		佐藤医院		0287-96-2841		324-0501		那須郡那珂川町小川2960-1

		那珂川町 ナカガワマチ		飯塚医院		0287-92-2034		324-0613		那須郡那珂川町馬頭484-3

		那珂川町 ナカガワマチ		立花医院		0287-72-0311		325-0003		那須郡那須町寺子乙3967-190

		那須塩原市 ナスシオバラ シ		中川医院 ナカガワ イイン		0287-62-0040		325-0057		那須塩原市黒磯幸町6-27

		那須塩原市 ナスシオバラ シ		さいとうクリニック		0287-39-1805		329-2724		那須塩原市西幸町7-13

		那須塩原市 ナスシオバラ シ		みずぬまクリニック		0287-39-1581		329-2751		那須塩原市東三島2-80-6

		日光市 ニッコウシ		吉原医院		0288-21-0161		321-1261		日光市今市826-4

		日光市 ニッコウシ		木村内科医院		0288-22-7880		321-1264		日光市瀬尾497-1

		益子町 マシコマチ		鈴木医院		0285-72-2032		321-4217		益子町益子1747-2

		壬生町 ミブマチ		小倉医院		0282-82-0057		321-0227		壬生町通町10-5

		壬生町 ミブマチ		大橋内科クリニック		0282-82-8522		321-0219		壬生町福和田1003-1

		壬生町 ミブマチ		かとう小児科 ショウニカ		0282-82-7576		321-0218		壬生町落合3-7-30

		真岡市 モオカシ		ひがのクリニック		0285-74-0051 		321-4521		真岡市久下田941-1

		真岡市 モオカシ		小林診療所		0285-82-3873		321-4369		真岡市熊倉3-10-7

		真岡市 モオカシ		西真岡こどもクリニック		0285-81-7900		321-4341		真岡市高勢町3-205-1

		真岡市 モオカシ		田井の里クリニック		0285-81-6502		321-4301		真岡市西田井内外748-2

		真岡市 モオカシ		深谷医院 フカヤ イイン		0285-75-0007 		321-4502		真岡市物井1268-7

		茂木町 モギマチ		吉永医院		0285-63-2303		321-3564		茂木町増井190-1





病院一覧表

		市区郡 シク グン		診療所名 シンリョウジョ メイ		電話番号 デンワ バンゴウ		郵便番号 ユウビンバンゴウ		所在地 ショザイチ																																																						相談窓口 ソウダン マドグチ		部署名・職名 ブショ メイ ショクメイ		ご担当者氏名 タントウシャ シメイ		連絡先TEL レンラクサキ		連絡先MAIL レンラクサキ

		足利市 アシカガシ		あしかがの森足利病院		0284-91-0611		326-0011		足利市大沼田町615		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		1		2		別紙参照 ベッシ サンショウ		有		メディカルソーシャルワーカー		福地　哲郎 フクチ テツロウ		0284-91-0611		soudan@hshikagu-hospital.or.jp

		足利市 アシカガシ		足利赤十字病院		0284-21-0121		326-0843		足利市五十部町284-1		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		3		1		2		別紙参照 ベッシ サンショウ		有		事務部医事課社会福祉士 ジム ブ イジ カ シャカイ フクシ シ		布施　麻由実 フセ マユミ		0284-20-1307

		宇都宮市 ウツノミヤシ		済生会宇都宮病院		028-626-5500		321-0974		宇都宮市竹林町911-1		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		2		別紙参照 ベッシ サンショウ		有		地域連携課 チイキ レンケイ カ		荻津　守 オギツ カミ		028-626-5500

		宇都宮市 ウツノミヤシ		JCHO　うつのみや病院		028-653-1001		321-0143		宇都宮市南高砂町11-17		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		無

		大田原市 オオタワラシ		那須赤十字病院		0287-23-1122		324-8686		大田原市中田原1081-4		1		1		3		3		3		1		3		1		3		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		1		4		なし		有		地域医療福祉連携課福祉係長 チイキ イリョウ フクシ レンケイ カ フクシ カカリチョウ		野中 美希 ノナカ ミキ		0287-23-1122		renkeika@nasu.jrc.or.jp

		小山市 オヤマシ		新小山市民病院		0285-36-0200		323-0827		小山市神鳥谷2251-1 オヤマシ ヒトトノヤ		1		1		3		2		2		2		2		2		2		2		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		2		なし		有		医療相談室保健師 イリョウ ソウダンシツ ホケンシ		多賀谷 邦子 タガヤ クニコ		0285-36-0256		soudan@hospital.oyama.tochigi.jp

		小山市 オヤマシ		小山厚生病院		0285-22-1105		323-0031		小山市八幡町2-10-6		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		2		なし		有		看護師長 カンゴシ チョウ		横家 よね子 ヨコ イエ コ		0285-22-1105
0285-24-9890

		下野市 シモツケシ		自治医科大学附属病院　		0285-44-2111		329-0498		下野市薬師寺3311-1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		2		3		2		別紙参照 ベッシ サンショウ		有		地域医療連携部（看護師） チイキ イリョウ レンケイ ブ カンゴシ		黒田　光恵 クロダ ミツエ		0285-44-2111		mazuek@jichi.ac.jp

		下野市 シモツケシ		石橋総合病院		0285-53-1134		329-0511		下野市石橋628		1		1		1		1		1		1		1		2		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		1		なし		有		地域医療連携部 チイキ イリョウ レンケイ ブ		(部長)岩崎 さゆり ブチョウ イワサキ		0285-53-1134		ishibashi-renkei@yushikai.jp

		高根沢町 タカネザワマチ		菅又病院　		028-676-0311		329-1207		塩谷郡高根沢町花岡2351		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		無

		栃木市 トチギシ		とちの木病院		0282-22-7722		328-0071		栃木市大町39-5		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		無

		栃木市 トチギシ		下都賀総合病院		0282-22-2551		328-0044		栃木市富士見町5-32		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		3		なし		有		医療福祉相談室 イリョウ フクシ ソウダンシツ		MSWが3人おります ニン		0282-22-2551

		栃木市 トチギシ		西方病院		0282-92-2323		322-0601		栃木市西方町金崎273-3 トチギシ		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		有		西方病院地域連携室 ニシカタ ビョウイン チイキ レンケイ シツ				0282-25-7310		nishikata-renkei@cc9.ne.jp

		壬生町 ミブマチ		獨協医科大学病院		0282-86-1111		321-0293		下都賀郡壬生町大字北小林880		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		3		2		別紙参照 ベッシ サンショウ		有		地域医療連携センター医療福祉相談室 チイキ イリョウ レンケイ イリョウ フクシ ソウダンシツ				0282-87-2185



mailto:nishikata-renkei@cc9.ne.jpmailto:soudan@hospital.oyama.tochigi.jpmailto:ishibashi-renkei@yushikai.jpmailto:mazuek@jichi.ac.jpmailto:soudan@hshikagu-hospital.or.jpmailto:renkeika@nasu.jrc.or.jp

相談支援事業所

		Ｑ1.貴施設について、お伺いいたします キ シセツ ウカガ										事業所名とコメントをくっつけるで一表を作る ジギョウショ メイ イッピョウ ツク

		1		事業所名 ジギョウショ メイ								今月中 コンゲツ チュウ

		2		電話番号 デンワ バンゴウ								地図と一覧表をパワーポイント チズ イチラン ヒョウ

		3		FAX番号 バンゴウ								各項目ごとにページを作る カクコウモク ツク

		4		所在地 ショザイチ

		5		訪問可能な主な市町村 ホウモン カノウ オモ シチョウソン

		Ｑ2.重症心身障害児（者）の定義をご存知ですか ジュウショウシンシンショウガイジ シャ テイギ ゾンジ

		Ｑ2-1		知っている シ

		Ｑ2-2		知らない シ

		Ｑ3.重症心身障害児（者）の方（家族・関係機関等）からの相談を受けたことがありますか ジュウショウシンシンショウガイジ シャ カタ カゾク カンケイ キカン ナド ソウダン ウ

		Ｑ3-1		1		ある

		Ｑ3-2		2		ない

		Ｑ3-1-Ａ

				Ａ-1それは誰からの相談でしたか ダレ ソウダン

				1		ａ.家族 カゾク

				2		ｂ.支援者 シエンシャ

				3		ｃ.関係機関 カンケイ キカン

				Ａ-2それはどんな相談でしたか（複数回答可） ソウダン フクスウ カイトウ カ

				1		ａ.生活上の相談 セイカツ ジョウ ソウダン

				2		ｂ.医療的な相談 イリョウテキ ソウダン

				3		ｃ.制度に関する相談 セイド カン ソウダン

				4		ｄ.教育に関する相談 キョウイク カン ソウダン

				5		ｅ.サービス等利用計画書作成に関する相談 ナド リヨウ ケイカクショ サクセイ カン ソウダン

				6		ｆ.その他 タ

				Ａ-3それらの相談事業所として対応（解決）はできましたか ソウダン ジギョウショ タイオウ カイケツ

				1		ａ.できた

				2		ｂ.できなかった

				Ａ-3-1それはどうしてですか

				1		ａ解決手段・方法がなかった カイケツ シュダン ホウホウ

				2		ｂ.ほかの相談支援事業所に依頼した ソウダン シエン ジギョウショ イライ

				3		ｃ.行政に依頼した ギョウセイ イライ

				4		ｄ.その他 タ

		Ｑ4.Ｑ3-2「ない」→これから重症心身障害児（者）の方（本人・家族等）からの相談があればどのように対応されますか ジュウショウシンシンショウガイジ シャ カタ ホンニン カゾク ナド ソウダン タイオウ

				Ｑ4-1		自分の事業所で対応する ジブン ジギョウショ タイオウ

				Ｑ4-2		ほかの相談支援事業所へ依頼する ソウダン シエン ジギョウショ イライ

				Ｑ4-3		行政に依頼する ギョウセイ イライ

				Ｑ4-4		その他 タ

		Ｑ5.重症心身障害児（者）の方のサービス等利用計画書を作成したことがありますか ジュウショウシンシンショウガイジ シャ カタ ナド リヨウ ケイカクショ サクセイ

				Ｑ5-1		ある

				Ｑ5-2		ない

						Ｑ5-1-Ａ		「ある」と回答→作成にあたり、苦労したこと困ったことがありましたか カイトウ サクセイ クロウ コマ

						Ｑ5-2-Ａ		「ない」と回答 カイトウ

						1		ａ.今後依頼があれば作成する コンゴ イライ サクセイ

						2		ｂ.他の相談支援事業所に依頼する ホカ ソウダン シエン ジギョウショ イライ

						3		ｃ.作成するかどうかわからない サクセイ

						Ｑ5-2-Ａ-1		b.cを回答→それはどうしてですか カイトウ

		Q6.重症心身障害児（者）の方がより良い在宅生活をしていく上で何か必要だと思うことがあればご自由にお書きください ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ カタ ヨ ザイタク セイカツ ウエ ナニ ヒツヨウ オモ ジユウ カ



		承諾可否 ショウダク カヒ		Q1												Ｑ2.重症心身障害児（者）の定義をご存知ですか ジュウショウシンシンショウガイジ シャ テイギ ゾンジ				Ｑ3.重症心身障害児（者）の方（家族・関係機関等）からの相談を受けたことがありますか ジュウショウシンシンショウガイジ シャ カタ カゾク カンケイ キカン ナド ソウダン ウ																														Ｑ4.Ｑ3-2「ない」→これから重症心身障害児（者）の方（本人・家族等）からの相談があればどのように対応されますか ジュウショウシンシンショウガイジ シャ カタ ホンニン カゾク ナド ソウダン タイオウ										Ｑ5.重症心身障害児（者）の方のサービス等利用計画書を作成したことがありますか ジュウショウシンシンショウガイジ シャ カタ ナド リヨウ ケイカクショ サクセイ										Q6.重症心身障害児（者）の方がより良い在宅生活をしていく上で何か必要だと思うことがあればご自由にお書きください ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ カタ ヨ ザイタク セイカツ ウエ ナニ ヒツヨウ オモ ジユウ カ

				事業所名 ジギョウショ メイ		電話番号 デンワ バンゴウ		FAX番号 バンゴウ		郵便番号 ユウビンバンゴウ		所在地 ショザイチ		訪問可能な主な市町村 ホウモン カノウ オモ シチョウソン		知っている		知らない シ		ある		ない		それは誰からの相談でしたか						それはどんな相談でしたか														それらの相談事業所として対応（解決）はできましたか						自分の事業所で対応する ジブン ジギョウショ タイオウ		他の相談支援事業所へ依頼する ホカ ソウダン シエン ジギョウショ イライ		行政に依頼する ギョウセイ イライ		その他 タ				ある		ない		「ある」と回答		「ない」
と回答		b.c（23）を回答

																								家族 カゾク		支援者 シエンシャ		関係機関 カンケイ キカン		生活上の相談 セイカツ ジョウ ソウダン		医療的な相談 イリョウテキ ソウダン		制度に関する相談 セイド カン ソウダン		教育に関する相談 キョウイク カン ソウダン		サービス等利用計画書作成に関する相談 ナド リヨウ ケイカクショ サクセイ カン ソウダン		その他 タ		その他回答 タ カイトウ		それらの相談事業所として対応（解決）はできましたか		それはどうしてですか		それはどうしてですか

		否 イナ		手話通訳派遣協会相談支援事業所		0287-73-4422		0287-62-7776		325-0026		栃木県那須塩原市上厚崎431-17 ３２５－００２６				0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		0		1		本事業所と同様の地域で一般相談支援事業所と連携を図り対応する ホン ジギョウショ ドウヨウ チイキ イッパン ソウダン シエン ジギョウショ レンケイ ハカ タイオウ		0		1		0		2		当事業所は手話通訳派遣を主目的とする事業所であるため、聴覚障害に対するノウハウはあるがそれ以外の障害者に対応する専門性を有していない為 トウ ジギョウショ シュワ ツウヤク ハケン シュモクテキ ジギョウショ チョウカク ショウガイ タイ イガイ ショウガイシャ タイオウ センモンセイ ユウ タメ

		否 イナ		相談支援事業所すまいる		0285-45-7199		0285-45-8437		329-0205		小山市間々田750-1		小山市 オヤマシ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		1		0				0		1		0		3		現在担当させていただいているケースの他に受け入れる時間的余裕がないため。また専門的な知識や経験がなく自信がないため。 ゲンザイ タントウ ホカ ウ イ ジカンテキ ヨユウ センモンテキ チシキ ケイケン ジシン

		否 イナ		やまゆりの里		0284-90-2030		0284-90-2031		326-0011		足利市大沼田町525-1		足利市 アシカガシ		0		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		ショートステイの利用が可能かどうか リヨウ カノウ		2		1		ショートの利用を希望していたが、幼児で夜間に吸引が必要とのことだったので職員配置上困難と判断 リヨウ キボウ ヨウジ ヤカン キュウイン ヒツヨウ ショクイン ハイチ ジョウ コンナン ハンダン		0		0		0		0				0		1		0		2		あしかがの森さんが近くにあり専門性もあるため モリ チカ センモンセイ

		否 イナ		相談支援センターひかり		028-612-7717		028-612-7718		320-0072		宇都宮市若草4-20-7		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		0		1		0		1		0		0		1		0		1		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		居宅介護事業所とニーズのマッチング キョタク カイゴ ジギョウショ		0				短期入所事業所（医療的ケア対応型）の整備 タンキ ニュウショ ジギョウショ イリョウテキ タイオウガタ セイビ

		否 イナ		相談支援センター歩み		028-667-5151		028-667-5150		321-3233		宇都宮市上籠谷町3792		真岡市、芳賀町、宇都宮市 モオカシ ハガマチ ウツノミヤシ		0		1		1		0		0		1		0		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		毎日お会いしている方ではないしお話ができる方ではないので、計画書を作ることは少々戸惑いはありましたが、すべて療育指導室の先生にご指導いただき作成することができました。お幸せな時を過ごしてほしいという思いはいっぱいありますが、なにも出来ていない自分が申し訳ないような気持ちです。 マイニチ ア カタ ハナシ カタ ケイカクショ ツク ショウショウ トマド リョウイク シドウシツ センセイ シドウ サクセイ シアワ トキ ス オモ デキ ジブン モウ ワケ キモ		0				すみません。経験不足で在宅の方はよくわかりませんが、独立行政法人国立病院機構宇都宮病院にお伺いし行き届いた介護、職員の先生方の情熱にこういうところで重症心身障害者の方が過ごせることは幸せなのでは…としみじみ思いました。 ケイケン ブソク ザイタク カタ ドクリツ ギョウセイ ホウジン コクリツ ビョウイン キコウ ウツノミヤ ビョウイン ウカガ イ トド カイゴ ショクイン センセイガタ ジョウネツ ジュウショウ シンシン ショウガイシャ カタ ス シアワ オモ

		否 イナ		ワークス共育		0287-39-5593		0287-39-5630		329-2213		那須塩原市上大貫2028-2				1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		0		1		状況に応じて対応する ジョウキョウ オウ タイオウ		0		1				1				相談支援専門員のレベルアップが必要ではないかと思います ソウダン シエン センモンイン ヒツヨウ オモ

		否 イナ		指定特定相談支援センタードリーム		0288-32-2280		0288-32-2281		321-2341		日光市大沢町274		日光市、塩谷町、鹿沼市、宇都宮市 ニッコウシ シオヤ チョウ カヌマシ ウツノミヤ シ		0		1		1		0		1		0		0		1		1		1		0		0		0				1		0				0		0		0		0				1		0		計画を作成するにあたり医療機関との連携方法を具体化していくことに連絡調整に時間を要しました。また医師同士でのやりとりの方が早いように感じました。※解決できたと言っても施設の空き待ちで関係する病院で入院しております。 ケイカク サクセイ イリョウ キカン レンケイ ホウホウ グタイカ レンラク チョウセイ ジカン ヨウ イシ ドウシ ホウ ハヤ カン カイケツ イ シセツ ア マ カンケイ ビョウイン ニュウイン		0				入所ではなく、医療ケアのできる短期入所やグループホーム、日中一時、生活介護の拡充が必要であること。また重症心身障害児（者）への理解を広めていき、理解者を増やすこと、訪問看護、訪問医療、居宅介護も活用しやすい環境づくりを相談支援専門員はネットワークづくりに努めなければんらないと思います。 ニュウショ イリョウ タンキ ニュウショ ニッチュウ イチジ セイカツ カイゴ カクジュウ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ リカイ ヒロ リカイシャ フ ホウモン カンゴ ホウモン イリョウ キョタク カイゴ カツヨウ カンキョウ ソウダン シエン センモンイン ツト オモ

		否 イナ		ユーファーム支援センター		028-689-0070		028-680-0750		321-0972		宇都宮市下川俣町206-127		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2		これまでの実績として主に就労系の利用計画の作成を行っており重症心身障害児の方への支援については経験や人員の不足から対応が困難であると思われるため ジッセキ オモ シュウロウ ケイ リヨウ ケイカク サクセイ オコナ ジュウショウ シンシン ショウガイジ カタ シエン ケイケン ジンイン フソク タイオウ コンナン オモ

		否 イナ		障害者相談支援センターひびき		028-666-7601		028-666-7602		321-0403		宇都宮市下小倉町1536		宇都宮市、さくら市 ウツノミヤシ シ		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2		かつて受け入れたことがなく、またスタッフにも医療的ケアの知識や経験が乏しく、自信をもって迎え入れることができない ウ イ イリョウテキ チシキ ケイケン トボ ジシン ムカ イ		受け入れる施設が近辺にあること ウ イ シセツ キンペン

		否 イナ		相談支援事業ぴゅあ		028-611-1771		028-611-1772		321-0911		宇都宮市問屋町3426-46		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2

		否 イナ		指定特定相談支援事業所すえひろ		0287-23-3962		0287-24-1670		324-0042		大田原市末広1-2-5		大田原市、大田原市以外は交通費を受領 オオタワラシ オオタワラシ イガイ コウツウヒ ジュリョウ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2		事業所の対象を精神障害に限定し、市に申請しているため ジギョウショ タイショウ セイシン ショウガイ ゲンテイ シ シンセイ

		否 イナ		相談支援センターふじみだい		0285-44-0200		0285-44-4255		329-0412		下野市芝1123		下野市 シモノ シ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		0		1		ケースによって検討 ケントウ		0		1				2

		否 イナ		相談支援センターひゅーまにあ宇都宮		028-678-5385		028-678-5395		320-0802		宇都宮市江野町6-15大立ビル4階		宇都宮市（鹿沼市等近隣市町村） ウツノミヤシ カヌマシ ナド キンリン シチョウソン		0		1		1		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		あるではありますが、初めての作成でまた完成はしていない段階です。病院で実施されている活動医療等で自分自身が未熟で理解が足りていない為に苦労しています。 ハジ サクセイ カンセイ ダンカイ ビョウイン ジッシ カツドウ イリョウ ナド ジブン ジシン ミジュク リカイ タ タメ クロウ		0				①医療面での安心②外部と交流する機会③家族の方への支援 イリョウ メン アンシン ガイブ コウリュウ キカイ カゾク カタ シエン

		否 イナ		地域活動支援センターあしかが		0284-41-2643		0284-43-0463		326-0808		足利市本城1-1547		足利市 アシカガシ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0						0		1		0		0				0		1				2		専門外で知識等はなく、計画書の作成は難しいため センモンガイ チシキ トウ ケイカクショ サクセイ ムズカ

		否 イナ		南那須地区障害者相談支援センター		0287-80-1020		0287-80-1027		321-0624		那須烏山市旭1-18-8		那須烏山市、那珂川町 ナスカラスヤマシ ナカガワマチ		1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		アセスメント、院内での面会予定の調整、家族への説明など インナイ メンカイ ヨテイ チョウセイ カゾク セツメイ		0				在宅医療、訪問リハビリなど24時間対応出来る専門家チーム ザイタク イリョウ ホウモン ジカン タイオウ デキ センモンカ

		否 イナ		ワン・ハーモニー		0287-22-8255		0287-48-7225		324-0042		大田原市末広1-3618-13				0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				0

		否 イナ		ひまわり相談支援事業所		0282-20-5006		0282-23-4878		328-0052		栃木市祝町12－9				0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		1		0				0		1				3		意思伝達が自分にとって受け止められるかに不安があるため イシ デンタツ ジブン ウ ト フアン

		否 イナ		サンフラワーライフ		0285-22-1109		0285-22-1345		323-0808		小山市出井1936		小山市内 オヤマシナイ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				3		近隣に受け入れ施設が少なく在宅福祉サービスに向けるのが難しい キンリン ウ イ シセツ スク ザイタク フクシ ム ムズカ

		否 イナ		natu- la(ナチュラ)		0287-67-3115		0287-67-3115		329-3153		那須塩原市大原間239-1		那須塩原市、大田原市、那須町 ナスシオバラ シ オオタワラシ ナスマチ		0		1		1		0		1		0		0		1		1		1		0		0		0				1		0				0		0		0		0				1		0		サービス自体の幅がせまいため、本人が安全に安心した生活をうけられるためにどう組み合わせたら良いか。又、家族によっては苦手な事業所もあり限られた事業所を探すのが難しかった。 ジタイ ハバ ホンニン アンゼン アンシン セイカツ ク ア ヨ マタ カゾク ニガテ ジギョウショ カギ ジギョウショ サガ ムズカ		0				訪問系のサービスがもっと充実して欲しい ホウモン ケイ ジュウジツ ホ

		否 イナ		相談支援事業所ふるさとホーム那須		0287-98-3001		0287-98-8080		324-0414		大田原市片府田1301-59		大田原市、那須町、那須塩原市、周辺 オオタワラシ ナスマチ ナスシオバラ シ シュウヘン		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2		主な精神知的関係なので、今後はできるよう専門的な部分の勉強が必要です。 オモ セイシン チテキ カンケイ コンゴ センモンテキ ブブン ベンキョウ ヒツヨウ		①専門相談②居場所③地域の理解 センモン ソウダン イバショ チイキ リカイ

		否 イナ		特定相談支援事業所きのこ		028-635-8746		028-635-8778		320-0846		栃木県宇都宮市滝の原2-4-42 ３２０－０８４６		宇都宮市 ウツノミヤシ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		1		0				0		1				3		どのように作成したらいいか不安のため サクセイ フアン

		否 イナ		こども発達支援センター鹿沼市あおば園		0289-63-1745		0289-63-1745		322-0074		鹿沼市日吉町320－1				1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		1		0				0		1				2		相談支援専門員の不足、児童発達支援事業所利用のための計画書作成が主な業務になっている ソウダン シエン センモンイン フソク ジドウ ハッタツ シエン ジギョウショ リヨウ ケイカクショ サクセイ オモ ギョウム

		否 イナ		障害者相談支援センターみつか・Ｒｕ		028-648-3971		028-648-3936		321-0347		宇都宮市飯田町261		宇都宮市、鹿沼市 ウツノミヤシ カヌマシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		1		状況に応じして他機関と連携し判断する場合もある ジョウキョウ オウ ホカ キカン レンケイ ハンダン バアイ		0		1				1		計画依頼の状況に応じて対応できない月もある（モニタリング件数） ケイカク イライ ジョウキョウ オウ タイオウ ツキ ケンスウ

		否 イナ		工房つばさ		0285-40-0388		0285-40-6700		329-0401		下野市箕輪425-1		下野市、上三川町、壬生町、ただし状況に応じて対応することが難しい場合もある シモノ シ カミノカワマチ ミブマチ ジョウキョウ オウ タイオウ ムズカ バアイ		1		0		1		0		1		0		0		1		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		短期入所、ヘルパーなどの利用希望があっても受け入れてくれる事業所が見つからない タンキ ニュウショ リヨウ キボウ ウ イ ジギョウショ ミ		3		状況により作成することができない場合がある ジョウキョウ サクセイ バアイ		重心の方の短期入所等の利用ができるところが必要。在宅でのサービスの受入必要だと思われる。 ジュウシン カタ タンキ ニュウショ ナド リヨウ ヒツヨウ ザイタク ウケイレ ヒツヨウ オモ

		否 イナ		相談支援事業所グーフォ		028-673-0002		028-671-0785		329-1105		宇都宮市中岡本町3178-3				1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1				在宅生活を支える家族に負担が重くならないようにする。緊急時に対応してくれる医療ケア付きの宿泊施設を増やしてほしい ザイタク セイカツ ササ カゾク フタン オモ キンキュウジ タイオウ イリョウ ツ シュクハク シセツ フ

		否 イナ		那珂川町社協相談支援事業所		0287-92-1273		0287-92-1295		324-0613		那珂川町馬頭560-1		那珂川町 ナカガワマチ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				0				移動支援サービス イドウ シエン

		否 イナ		相談支援事業所大山田ノンフェール		0287-93-0660		0287-83-8182		324-0602		那珂川町大山田下郷955		那珂川町 ナカガワマチ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		1		0				0		1				2		平成27年度で相談支援事業を終了するため ヘイセイ ネンド ソウダン シエン ジギョウ シュウリョウ

		否 イナ		在宅サポートこころ		028-651-0780		028-651-0781		320-0042		宇都宮市材木町4-24				0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2

		否 イナ		相談支援事業所みらい ソウダン シエン ジギョウショ		0280-57-2673		0280-57-2673		329-0111		野木町丸林371-12		野木町、小山市 ノギマチ オヤマシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		0		1		しかるべき関係機関と連携して対応する カンケイ キカン レンケイ タイオウ		0		1				3		重症心身のノウハウがない ジュウショウ シンシン

		否 イナ		大田原市社会福祉協議会		0287-54-1849		0287-54-2745		324-0233		栃木県大田原市黒羽田町848 ３２４－０２３３		大田原市内 オオタワラシナイ		0		1		1		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0				2		1				0		1		0		0				0		1				2		職員が未熟なため ショクイン ミジュク		在宅医療の充実、居宅介護の２４時間対応（サービス事業所）の充実 ザイタク イリョウ ジュウジツ キョタク カイゴ ジカン タイオウ ジギョウショ ジュウジツ

		否 イナ		障がい者相談支援センターとまつり		028-680-5570		028-680-5271		320-0052		宇都宮市中戸祭町813		宇都宮市、近隣市町村 ウツノミヤシ キンリン シチョウソン		0		1		1		0		1		0		0		1		0		0		0		0		1		親子間の関わり オヤコ カン カカ		0		0		現在対応中 ゲンザイ タイオウチュウ		0		0		0		0				1		0		保護者との連携がとれない ホゴシャ レンケイ		0

		否 イナ		宇都宮市社会福祉協議会		028-636-1536		028-636-1537		320-0806		宇都宮市中央1-1-15		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		0				2		1		医療的ケアが必要な方が長時間外出したい。長時間支援者の拘束、移動手段（車の中での対応）、医療的ケアが必要な方が外出したいときに外出できる環境がすぐに整えられない、医療的けが必要な方で要介助であるが、歩行できる方が利用できる短期入所先はないか（アクセス時間も含む） イリョウテキ ヒツヨウ カタ チョウジカン ガイシュツ チョウジカン シエン シャ コウソク イドウ シュダン クルマ ナカ タイオウ イリョウテキ ヒツヨウ カタ ガイシュツ ガイシュツ カンキョウ トトノ イリョウテキ ヒツヨウ カタ ヨウ カイジョ ホコウ カタ リヨウ タンキ ニュウショ サキ ジカン フク		0		0		0		0				1		0		専門的（医療面）な知識がなく、専門用語が多く調べたり聞いたりしながら支援していくこと。長く関わらないと親の思いまで聞き出せないこと。 センモンテキ イリョウ メン チシキ センモン ヨウゴ オオ シラ キ シエン ナガ カカ オヤ オモ キ ダ		0				当事者が何歳になっても利用できるサービス環境（短期入所、訪問入浴など）。教育もほかのお子さん同様平等に受けられる機会（学校行事も含む）。相談対応できる人材の確保。緊急時でも利用できるサービスの調整・確保。直接支援できるサービス・人材を増やすこと。 トウジシャ ナンサイ リヨウ カンキョウ タンキ ニュウショ ホウモン ニュウヨク キョウイク コ ドウヨウ ビョウドウ ウ キカイ ガッコウ ギョウジ フク ソウダン タイオウ ジンザイ カクホ キンキュウジ リヨウ チョウセイ カクホ チョクセツ シエン ジンザイ フ

		承諾 ショウダク		ライフサポートセンターゆめ		0280-33-3624		0280-57-4624		329-0111		野木町丸林630-4		野木町、その周辺地域 ノギマチ シュウヘン チイキ		1		0		1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		1		福祉サービス利用に関する相談 フクシ リヨウ カン ソウダン		1		0				0		0		0		0				1		0		医療的な情報、知識に乏しくわからない用語などが数多く出てきた。医療的ケアの内容の聞き取り（どの部分を聞いていけばよいのか） イリョウテキ ジョウホウ チシキ トボ ヨウゴ カズオオ デ イリョウテキ ナイヨウ キ ト ブブン キ		0				Ｆａの負担軽減のためのレスパイト先（ＨＰ、ＳＳ機関等）。家族それぞれの訴え、希望を明確にしていく。関係機関がチームになりＦａの支え応援をしていく。 フタン ケイゲン サキ キカンナド カゾク ウッタ キボウ メイカク カンケイ キカン ササ オウエン

		承諾 ショウダク		足利ケアサービス		0284-21-7630		0284-21-3109		326-0843		足利市五十部町809-3		足利市、佐野市、太田市 アシカガシ サノシ オオタシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		0		1		ケースによって対応する タイオウ		0		1				3

		承諾 ショウダク		相談支援センターみさと		0285-72-9767				321-4104		芳賀郡益子町大沢2800-5		芳賀郡内（真岡市、益子町、市貝町、芳賀町、茂木町） ハガ グンナイ モオカシ マシコ チョウ イチ ガイ マチ ハガマチ モギマチ		1		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		資源が少ない、短期入所先の確保が難しかった。計画を作るのには、医療情報が難しく感じられた。 シゲン スク タンキ ニュウショ サキ カクホ ムズカ ケイカク ツク イリョウ ジョウホウ ムズカ カン		0				連携の取れる医療関係者がたくさん地域の中にいてくれると安心して生活できるかな。外出や余暇の充実を図るために医療の必要な人の生活が限られてしまっている（あきらめてしまっている） レンケイ ト イリョウ カンケイシャ チイキ ナカ アンシン セイカツ ガイシュツ ヨカ ジュウジツ ハカ イリョウ ヒツヨウ ヒト セイカツ カギ

		承諾 ショウダク		サポートセンターとみや生活支援センター		028-665-8230		028-665-8230		321-2116		宇都宮市徳次郎町540		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		0		1		0		0		0		0		1		1		1		1		1		0				0		1		医療的なケアが必要な利用者様の日中活動先が限られて利用できない人がいる。学校との連携が取りにくい。通勤手段・行事参加制限があり平等性が保たれない。学校はサービスで対応を望み、福祉行政は教育で何とかするべきとつねに折り合わない。 イリョウテキ ヒツヨウ リヨウシャサマ ニッチュウ カツドウ サキ カギ リヨウ ヒト ガッコウ レンケイ ト ツウキン シュダン ギョウジ サンカ セイゲン ビョウドウセイ タモ ガッコウ タイオウ ノゾ フクシ ギョウセイ キョウイク ナン オ ア		0		0		1		0		協力してほしい キョウリョク		1		0		利用できるサービスが限られている。社会参加できる機会が少なく、場が限られている。介護者の負担軽減が取りにくい。夢や希望を叶えるための資源が少ない。 リヨウ カギ シャカイ サンカ キカイ スク バ カギ カイゴシャ フタン ケイゲン ト ユメ キボウ カナ シゲン スク		0				通勤手段、保護者なくても教育が受けられる環境。常に親同行を求めるのでは、自立につながらず、いつになっても親の負担は軽減されない。親が安心して託せる日中活動の場。社会参加、役割を担える環境作り、職場。地域で生活していくための交流の機会や場があるといい。緊急的にレスパイトを受け入れてくれる場。 ツウキン シュダン ホゴシャ キョウイク ウ カンキョウ ツネ オヤ ドウコウ モト ジリツ オヤ フタン ケイゲン オヤ アンシン タク ニッチュウ カツドウ バ シャカイ サンカ ヤクワリ ニナ カンキョウ ヅク ショクバ チイキ セイカツ コウリュウ キカイ バ キンキュウテキ ウ イ バ

		承諾 ショウダク		社会就労センターえいぶるの里 シャカイ シュウロウ サト		0285-22-4561		0285-224581		323-0003		小山市東島田2403-2		小山市、下野市、上三川町、野木町、結城市、古河市、筑西市 オヤマシ シモノ シ カミノカワマチ ノギマチ ユウキシ コガシ ツク ニシ シ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				1		0		自己決定が難しいため、家族中心の考えになってしまうこと。また、利用できる社会資源が少ない。 ジコ ケッテイ ムズカ カゾク チュウシン カンガ リヨウ シャカイ シゲン スク		1				関係機関との連携、特に在宅が長い方は医療機関とのかかわりが家族も含め、希薄になってしまい、二次障害に対応できない。地域に総合的に支援でき、医療的ケアが受けられる場所、または訪問医療の充実が必要と思います。 カンケイ キカン レンケイ トク ザイタク ナガ カタ イリョウ キカン カゾク フク キハク ニジ ショウガイ タイオウ チイキ ソウゴウテキ シエン イリョウテキ ウ バショ ホウモン イリョウ ジュウジツ ヒツヨウ オモ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所「ピュア」		0282-31-3911		0282-31-3912		328-0133		栃木市大森町465		栃木市、鹿沼市、佐野市、小山市、壬生町 トチギシ カヌマシ サノシ オヤマシ ミブマチ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1

		承諾 ショウダク		社会福祉法人とちのみ会　こなかの森 シャカイ フクシ ホウジン カイ モリ		0283-24-5757		0283-24-6294		327-0001		佐野市小中町1280		佐野市、足利市 サノシ アシカガシ		1		0		1		0		1		0		0		1		0		1		0		0		0				1		2		通所型のため、短期入所の受け入れはサービスとして提供できず、他施設の紹介、相談支援事業につなげている。 ツウショ ガタ タンキ ニュウショ ウ イ テイキョウ タ シセツ ショウカイ ソウダン シエン ジギョウ		0		0		0		0				1		0		療養型短期入所ほかの施設への短期入所の受け入れ状況など、受け入れ場所を見つけるなど。短期入所時の発作発症時医療への繋ぎが困難。問題多（かかりつけ医への搬送） リョウヨウガタ タンキ ニュウショ シセツ タンキ ニュウショ ウ イ ジョウキョウ ウ イ バショ ミ タンキ ニュウショ ジ ホッサ ハッショウ ジ イリョウ ツナ コンナン モンダイ タ イ ハンソウ		0				佐野市には、身障（重心）短期入所施設がなく老人施設に佐野市が委託しているが、利用する人もいなく、サービスが使いづらい状態にある。短期入所受け入れ可能施設が増えることで、家族のほうも使いやすく利便性があがると考えます。 サノシ シンショウ ジュウシン タンキ ニュウショ シセツ ロウジン シセツ サノシ イタク リヨウ ヒト ツカ ジョウタイ タンキ ニュウショ ウ イ カノウ シセツ フ カゾク ツカ リベンセイ カンガ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所テトテ		0287-36-7171		0287-36-7181		329-2732		那須塩原市一区町251-1		那須塩原市（大田原、矢板、那須町、那珂川町、烏山） ナスシオバラ シ オオタワラ ヤイタ ナスマチ ナカガワマチ カラスヤマ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		0		1		委託の相談支援事業所や重心専門の事業所に相談する イタク ソウダン シエン ジギョウショ ジュウシン センモン ジギョウショ ソウダン		0		1				3		その方にとって、より専門性の高い方が対応することが望ましいと思いますので、作成が適するか否か周囲のサービス状況なども考慮して決めたいと思います。適切にアドバイスをいただける地域の環境が整っていれば、スキルアップ、経験の積み重ねのためにも作成したいです。 カタ センモンセイ タカ ホウ タイオウ ノゾ オモ サクセイ テキ イナ シュウイ ジョウキョウ コウリョ キ オモ テキセツ チイキ カンキョウ トトノ ケイケン ツ カサ サクセイ		相談支援専門員のスキルアップ。きめ細かい支援（サービスの充実）本人のニーズを正しく理解できる人材の育成と地域の理解。 ソウダン シエン センモンイン コマ シエン ジュウジツ ホンニン タダ リカイ ジンザイ イクセイ チイキ リカイ

		承諾 ショウダク		指定特定相談支援事業所あじさい		0287-60-3361		0287-60-3362		325-0034		那須塩原市東原166		那須塩原市、那須町 ナスシオバラ シ ナスマチ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2				訪問看護、訪問診療を行う医師が必要だと思います。 ホウモン カンゴ ホウモン シンリョウ オコナ イシ ヒツヨウ オモ

		承諾 ショウダク		障害者相談支援センターいぶき		028-678-3502		028-676-3501		329-1216		高根沢町桑窪2266-2		高根沢町 タカネザワマチ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1				短期入所など受け入れてくれる施設を増やしてほしい。県内で受け入れていただけない為、県外の施設を考えなくてはいけない方がいます。 タンキ ニュウショ ウ イ シセツ フ ケンナイ ウ イ タメ ケンガイ シセツ カンガ カタ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所わくわくおやま		0285-24-6575		0285-20-0255		323-0022		小山市駅東通り3-9-6		小山市 オヤマシ		1		0		1		0		1		1		1		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		関係事業所が多いことで情報収集連携等大変。医療機関とも連携を図る必要あり。レスパイト、ショートステイの受入困難。利用できる事業所が少ない。 カンケイ ジギョウショ オオ ジョウホウ シュウシュウ レンケイ ナド タイヘン イリョウ キカン レンケイ ハカ ヒツヨウ ウケイレ コンナン リヨウ ジギョウショ スク		0				重症心身障害児（者）を受け入れしてくれる事業所、施設がもっと多くあればよいと思われる。通所日中一時短期入所など。相談支援、計画作成についてもほかの事業所が受け入れてくれないとの理由で受け入れ可能事業所へ集中してしまう為、相談員への研修等を増やせばよいが。しかし日々の業務が多忙であるため、難しいのかな？ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ ウ イ ジギョウショ シセツ オオ オモ ツウショ ニッチュウ イチジ タンキ ニュウショ ソウダン シエン ケイカク サクセイ ジギョウショ ウ イ リユウ ウ イ カノウ ジギョウショ シュウチュウ タメ ソウダン イン ケンシュウ ナド フ ヒビ ギョウム タボウ ムズカ

		承諾 ショウダク		相談支援センターネクスト		080-8854-9551		0280-612-1558		320-0034		宇都宮市泉町6-25		宇都宮市 ウツノミヤシ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2

		承諾 ショウダク		相談支援事業のぞみ		0287-65-2288		0287-65-2282		329-3152		那須塩原市上中野53		那須塩原市、大田原市、那須町 ナスシオバラ シ オオタワラシ ナスマチ		1		0		1		0		0		0		1		1		1		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		現サービスでの医療ケアをふまえ、将来にむけて他事業との連携につなげるよう計画作成、調整に苦労した。 ゲン イリョウ ショウライ タ ジギョウ レンケイ ケイカク サクセイ チョウセイ クロウ		0				選択肢が増えるよう受け入れ可能な福祉サービス事業所の増加が必要だと思われます。 センタクシ フ ウ イ カノウ フクシ ジギョウショ ゾウカ ヒツヨウ オモ

		承諾 ショウダク		サポートセンターひばり		028-670-0330		028-667-7315		321-3236		宇都宮市竹下町435-159		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		苦労ではないが、お母様がとても一生懸命ですでにサービスも繋がっていたため、現状を計画にする形となったが、計画作成後のかかわりについて相談員としてどのようにすべきことが望ましいかと考える。 クロウ カアサマ イッショウケンメイ ツナ ゲンジョウ ケイカク カタチ ケイカク サクセイ ゴ ソウダン イン ノゾ カンガ		0				福祉サービスや医療、またボランティアが入室されるととてもよいと思います。また、介助者（家族）のケアも考えると気軽に参加できるようなイベント（医療が整っていたり、介助するボランティアさんがいたり）や、同じ重症心身障害児（者）をもつかたとのネットワークがあるといいのかなと思います。 フクシ イリョウ ニュウシツ オモ カイジョシャ カゾク カンガ キガル サンカ イリョウ トトノ カイジョ オナ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ オモ

		承諾 ショウダク		高根沢町障害児者生活支援センターすまいる タカネザワマチ		028-612-2751		028-612-2752		329-1225		栃木県塩谷郡高根沢町石末1825　福祉センター内 ３２９－１２２５ フクシ ナイ		高根沢町 タカネザワマチ		1		0		1		0		0		0		1		0		0		1		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		地元に使える資源がなく苦労した ジモト ツカ シゲン クロウ		0				①医療と福祉の連携ネットワーク②重心の方でも利用できるサービスが増えること③訪問診療医 イリョウ フクシ レンケイ ジュウシン カタ リヨウ フ ホウモン シンリョウ イ

		承諾 ショウダク		障害者相談支援センターフォレスト		0284-91-1816		0284-91-2867		326-0011		足利市大沼田町615		足利市及び近隣市町村 アシカガシ オヨ キンリン シチョウソン		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0				0

		承諾 ショウダク		障がい者相談支援事業所ケアサプライ		0287-73-5312		0287-73-5311		329-3221		栃木県那須郡那須町漆塚762-102 ３２９－３２２１		白河市、那須町、那須塩原市、大田原市 シラカワシ ナスマチ ナスシオバラシ オオタワラシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1				サービスを提供できる事業所の充実を図る テイキョウ ジギョウショ ジュウジツ ハカ

		承諾 ショウダク		南栃木支援センター相談支援		0285-44-6118		0285-44-7215		329-0412		下野市柴1432-105		下野市、小山市、壬生町 シモノ シ オヤマシ ミブマチ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		0		1		介護保険と併用する場合のみ対応する カイゴ ホケン ヘイヨウ バアイ タイオウ		0		1				3		介護保険と併用する場合のみ作成する カイゴ ホケン ヘイヨウ バアイ サクセイ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所とまり木		0287-54-2854		0287-54-2230		324-0231		大田原市北野上3952		大田原市、那須塩原市、那須町 オオタワラシ ナスシオバラシ ナスマチ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1				当事業所の対応範囲は現在、知的障害者特に中・軽度が主だが、精神（高次脳機能障害も含む）分野もやり始めている。今後重症心身障害者もほかの相談支援事業所の助けを得ながら、勉強しながら対応したいと考えている。そのために研修や見学の機会を多く作っていただきたい。今は、当事業所はその程度しか考えられない。 トウ ジギョウショ タイオウ ハンイ ゲンザイ チテキ ショウガイシャ トク チュウ ケイド オモ セイシン コウジ ノウ キノウ ショウガイ フク ブンヤ ハジ コンゴ ジュウショウ シンシン ショウガイシャ ソウダン シエン ジギョウショ タス エ ベンキョウ タイオウ カンガ ケンシュウ ケンガク キカイ オオ ツク イマ トウ ジギョウショ テイド カンガ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所ポンテ		028-652-7288		028-652-6355		321-0341		宇都宮市古賀志町1964-12		宇都宮、鹿沼、日光、壬生 ウツノミヤ カヌマ ニッコウ ミブ		0		1		1		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0				0				未就学児（3～5才）の方の医療型児童発達支援を分離で行う施設が数か所あると良いと思います。 ミシュウガクジ サイ カタ イリョウ ガタ ジドウ ハッタツ シエン ブンリ オコナ シセツ スウ ショ ヨ オモ

		承諾 ショウダク		相談支援センター光輝舎		0285-70-2020		0285-72-8222		321-4105		芳賀郡益子町北中1113-1		芳賀郡、真岡市等 ハガ グン モオカシ ナド		1		0		1		0		1		1		1		1		0		1		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		利用できるサービス事業所が少ない。重心児者に合わせたプログラムが見つからない（近隣で） リヨウ ジギョウショ スク ジュウシン ジ シャ ア ミ キンリン		0				本人の状態にもよるが、重度化する状況に対応できる事業所の確保。家族の負担が大きくなり在宅生活の継続が困難になることが予測されるので、在宅で支援が受けられるような体制の充実と、レスパイトサービスの拡大。 ホンニン ジョウタイ ジュウドカ ジョウキョウ タイオウ ジギョウショ カクホ カゾク フタン オオ ザイタク セイカツ ケイゾク コンナン ヨソク ザイタク シエン ウ タイセイ ジュウジツ カクダイ

		承諾 ショウダク		特定相談支援事業所やすらぎ		028-650-7727		028-650-7728		320-0011		宇都宮市富士見が丘3－19－20		宇都宮市 ウツノミヤシ		0		0		1		0		1		0		0		0		0		1		1		0		0				0		3		対応できるヘルパーがいれば支援する タイオウ シエン		0		0		0		0				0		1				3

		承諾 ショウダク		障がい者支援センターにんべん		028-686-2539		028-686-2584		329-1417		さくら市フィオーレ喜連川5-2-1　フィオーレガーデン1-102		さくら市 シ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1				地域資源アンケートをいただきありがとうございました。設問に対しまして知識不足にこれでいいのかという思いです。相談支援専門員として設問にありました「3」要望がでますれば、先輩相談員・各職種の方々に相談・指導をいただき、相談支援事業を行ってみたいと考えます。大島先生について学ばせて頂きました。 チイキ シゲン セツモン タイ チシキ ブソク オモ ソウダン シエン センモンイン セツモン ヨウボウ センパイ ソウダン イン カクショクシュ カタガタ ソウダン シドウ ソウダン シエン ジギョウ オコナ カンガ オオシマ センセイ マナ イタダ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所おやま		0285-22-1833		0285-228946		323-0014		小山市喜沢660		小山市、下野市 オヤマシ シモノ シ		1		0		1		0		1		1		0		0		0		0		0		1		0				2		3				0		0		0		0				1		0		本人の意思が明確でないので親の意向中心のものになってしまった。 ホンニン イシ メイカク オヤ イコウ チュウシン		0

		承諾 ショウダク		真岡介護センター		0285-80-5200		0285-80-5211		321-4361		真岡市並木町1-8-1　シティ並木102 ナミキ		真岡市、芳賀町南部、市貝町南部、益子町西部、上三川東部 モオカシ ハガマチ ナンブ イチ ガイ チョウ ナンブ マシコ チョウ セイブ カミノカワ トウブ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		0		1				0		1				3		担当者の受け持ちケースの状況など考慮し対応できるか検討したい タントウシャ ウ モ ジョウキョウ コウリョ タイオウ ケントウ

		承諾 ショウダク		さの社協相談支援センターほっぷ		0283-22-8152		0283-22-8199		327-0003		佐野市大橋町3212-27		佐野市全域 サノシ ゼンイキ		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2		現在相談支援専門員1名で行っているため ゲンザイ ソウダン シエン センモンイン メイ オコナ

		承諾 ショウダク		相談支援ウエイブ		0282-23-4465		0282-23-4465		328-0012		栃木市平柳町1-2-7		栃木市、壬生町 トチギシ ミブマチ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		1		0				0		1				2		指定特定相談支援事業で精神に対応しているため シテイ トクテイ ソウダン シエン ジギョウ セイシン タイオウ		ご家族の中だけでは生活がマンネリ化して単調になりかねないので、音楽、体を動かす、読み聞かせ麻痺・拘縮のマッサージなどのリハビリの頻度を高める。ご本人が楽しいと感じることを提供できる。ご家族が疲弊しないよう旅行や趣味などの充実した時間がもてるようサービスを利用していくこと。 カゾク ナカ セイカツ カ タンチョウ オンガク カラダ ウゴ ヨ キ マヒ コウシュク ヒンド タカ ホンニン タノ カン テイキョウ カゾク ヒヘイ リョコウ シュミ ジュウジツ ジカン リヨウ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所わらしべの家		0282-27-1627		0282-27-1675		328-0011		栃木市大宮町2708-3		栃木市 トチギシ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1		専門的な知識が不十分なため行政などの機関と相談しながらの対応となります センモンテキ チシキ フジュウブン ギョウセイ キカン ソウダン タイオウ		短期入所や移動支援などの福祉サービス利用時にお付き合いのある医療機関や訪問看護の看護師が同行でき緊急時の対応が迅速にとれる体制（すでにできていたらすみません） タンキ ニュウショ イドウ シエン フクシ リヨウ ジ ツ ア イリョウ キカン ホウモン カンゴ カンゴシ ドウコウ キンキュウジ タイオウ ジンソク タイセイ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所　空		0287-73-8165		0287-73-8165		329-3157		那須塩原市大原間西1-19-9		那須塩原市、大田原市、那須町 ナスシオバラ シ オオタワラシ ナスマチ		1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		重心のお子様の療育支援をやっていたので、苦労はありませんでしたが、医療（訪問看護）訪問リハ訪問入浴の制度を知らなかったので、その方々との連携が取れて大変勉強になりました。 ジュウシン コサマ リョウイク シエン クロウ イリョウ ホウモン カンゴ ホウモン ホウモン ニュウヨク セイド シ カタガタ レンケイ ト タイヘン ベンキョウ		0				医療的ケアの必要な方には支援スタッフ・必ず看護師の方が不在では双方安心したケアはできません。例）乳幼児の通所事業は保母と看護師さん。小学→高校までは義務教育がありますが事後に生活介護はもちろんですが、本当に重心の方の為の日中活動の場が不足しているとおもいますので重心の方の通所事業は必要と思います。家庭以外で通える場所→一時預かりや療育支援事業→高校卒業後は通所施設（一時預かりも含めて） イリョウテキ ヒツヨウ カタ シエン カナラ カンゴシ カタ フザイ ソウホウ アンシン レイ ニュウヨウジ ツウショ ジギョウ ホボ カンゴシ ショウガク コウコウ ギム キョウイク ジゴ セイカツ カイゴ ホントウ ジュウシン カタ タメ ニッチュウ カツドウ バ フソク ジュウシン カタ ツウショ ジギョウ ヒツヨウ オモ カテイ イガイ カヨ バショ イチジ アズ リョウイク シエン ジギョウ コウコウ ソツギョウゴ ツウショ シセツ イチジ アズ フク

		承諾 ショウダク		相談支援事業所みどり		0285-45-8362		0285-45-8397		329-0214		小山市乙女786-1		小山市、栃木市、古河市、結城市 オヤマシ トチギシ コガシ ユウキシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0		大人は対応可能 オトナ タイオウ カノウ		1		1		大人はあるが、こどもはない。先日訪問介護を事業所にお願いしたところどこの事業所も受けていただけなかった。 オトナ センジツ ホウモン カイゴ ジギョウショ ネガ ジギョウショ ウ		3		成人しか計画相談をしたことがないので不安である。当事業所は相談員が一名なので相談する相手がいない セイジン ケイカク ソウダン フアン トウ ジギョウショ ソウダン イン イチメイ ソウダン アイテ		サービス事業所で受けてもらえないケースがある。特に重心や精神知的等重複して疾患を持っていると問い合わせた時点でお断りされてします。 ジギョウショ ウ トク ジュウシン セイシン チテキ ナド チョウフク シッカン モ ト ア ジテン コトワ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所こころみ		0284-41-5039		0284-43-2665		326-0061		足利市田島町611-2				0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		1		0				0		1				3		これまで前例がなく、またこの障害について熟知した方（機関）があるならそちらでしていただいた方がご本人様にとってよい支援であると考えるから。※現在当法人の入所・通所等サービスを利用されている方の相談支援がほとんどの状況です。 ゼンレイ ショウガイ ジュクチ カタ キカン ホウ ホンニンサマ シエン カンガ ゲンザイ トウホウジン ニュウショ ツウショ ナド リヨウ カタ ソウダン シエン ジョウキョウ

		承諾 ショウダク		相談支援センターのどか　真岡センター		0285-81-5890		0285-85-8452		321-4305		真岡市荒町111-1		真岡市、芳賀町、市貝町、益子町、茂木町 モオカシ ハガマチ イチガイ マチ マシコ チョウ モギ マチ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1				在宅での生活では家族の介護負担の軽減が必要。フォーマルインフォーマルの枠にとらわれない福祉サービス。 ザイタク セイカツ カゾク カイゴ フタン ケイゲン ヒツヨウ ワク フクシ

		承諾 ショウダク		友井タクシー介護ステーションふれあい		0285-30-0840		0285-30-0844		323-0025		小山市城山町2丁目12-25		小山市 オヤマシ		1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		利用するサービスは多様で、施設・病院・学校など医療福祉事業所数も多く連携を図るのが困難。学校行事に参加するための会出自の支援サービスがない。 リヨウ タヨウ シセツ ビョウイン ガッコウ イリョウ フクシ ジギョウショ スウ オオ レンケイ ハカ コンナン ガッコウ ギョウジ サンカ カイ シュツジ シエン		0				ご家族様が安心して預けることができる施設と必要に預けられる施設の数は少ない。片道１時間以上かかるためとても不便に思います。呼吸器の方の預かり先は少ない。 カゾクサマ アンシン アズ シセツ ヒツヨウ アズ シセツ カズ スク カタミチ ジカン イジョウ フベン オモ コキュウキ カタ アズ サキ スク

		承諾 ショウダク		もくせいの里		0282-43-0593		0282-43-1387		329-4405		栃木市大平町西山田1198		栃木市内 トチギシナイ		0		1		1		0		1		0		0		1		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		ニーズにあてはまるサービスがなかった。例）①入浴支援②移送サービス　①自宅の浴槽では支援が入れず訪問入浴を検討。しかし、浴槽を置けるスペースがなく断念。②主たる介護者が入院。学校までの送迎ができず特例で市の移送サービスを利用するもかなり時間を要した。 レイ ニュウヨク シエン イソウ ジタク ヨクソウ シエン ハイ ホウモン ニュウヨク ケントウ ヨクソウ オ ダンネン シュ カイゴシャ ニュウイン ガッコウ ソウゲイ トクレイ シ イソウ リヨウ ジカン ヨウ		0				①地域の理解や協力②受け入れの拡大（重心の通所、24時間看護体制が整った短期入所）③デマンドタクシー等関係者の重心に対する理解（理解附属により資源として存在するが利用しがたい）④児童が入浴支援を受けられる環境（家族の身体的な介護負担軽減） チイキ リカイ キョウリョク ウ イ カクダイ ジュウシン ツウショ ジカン カンゴ タイセイ トトノ タンキ ニュウショ ナド カンケイシャ ジュウシン タイ リカイ リカイ フゾク シゲン ソンザイ リヨウ ジドウ ニュウヨク シエン ウ カンキョウ カゾク シンタイテキ カイゴ フタン ケイゲン

		承諾 ショウダク		足利障害者相談支援センター		0284-44-0307		0284-44-0318		326-0064		足利市東砂原後町1072		足利市、佐野市 アシカガシ サノシ		1		0		1		0		1		0		0		1		0		1		0		1		0				1		0				0		0		0		0				0		1				2		委託相談支援事業所のため イタク ソウダン シエン ジギョウショ		医療的ケアが整った施設のショートステイ充実が必要。また、特に呼吸器をつけた方のショート療養介護の利用とそれらを利用するための送迎体制の充実が必要。 イリョウテキ トトノ シセツ ジュウジツ ヒツヨウ トク コキュウキ カタ リョウヨウ カイゴ リヨウ リヨウ ソウゲイ タイセイ ジュウジツ ヒツヨウ

		承諾 ショウダク		指定障害者相談支援事業所あるしぇん		0282-86-7665		0282-21-7109		321-0201		栃木県下都賀郡壬生町安塚2032 ３２１－０２０１		壬生町 ミブマチ		1		0		1		0		1		0		0		1		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		①相談支援専門員として重症心身障害児（者）の方に対する支援の知識や経験が少ない②医療的ケアが必要となる方に対して対応できる福祉サービス（事業所）が少ない。 ソウダン シエン センモンイン ジュウショウシンシンショウガイジ シャ カタ タイ シエン チシキ ケイケン スク イリョウテキ ヒツヨウ カタ タイ タイオウ フクシ ジギョウショ スク		0				医療的ケアが必要な方に関して、福祉のサービスでは対応しきれない部分が多く、結果として家族が本人を抱え込まざるを得ない現状があるように感じます。家族の介護負担が少しでも軽減できるよう福祉サービスも柔軟な対応が出来るようになるといいなと思います。 イリョウテキ ヒツヨウ カタ カン フクシ タイオウ ブブン オオ ケッカ カゾク ホンニン カカ コ エ ゲンジョウ カン カゾク カイゴ フタン スコ ケイゲン フクシ ジュウナン タイオウ デキ オモ

		承諾 ショウダク		下野市相談支援事業所 こばと		0285-44-6783		0285-44-6783		329-0414		下野市小金井1146-6		下野市、上三川町 シモノ シ カミノカワマチ		1		0		1		0		0		0		1		1		0		1		1		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		医療的ケアが必要な乳幼児に対応できるヘルパー事業所。短期入所・日中一時支援事業所が近くにない（少ない）。 イリョウテキ ヒツヨウ ニュウヨウジ タイオウ ジギョウショ タンキ ニュウショ ニッチュウ イチジ シエン ジギョウショ チカ スク		0				設問5で回答した内容：外出可能な方は児童発達支援を利用可能であるが無理な方は外部との交流をもちにくい。訪問看護・訪問リハビリが入っているケースはいいがない場合母子で孤立しがち。幸いあそびの支援をしてくれるヘルパー事業所があり支援につながっている。ヘルパー利用を希望されない家庭、利用したくてもヘルパー事業所がない等支援に苦慮する。 セツモン カイトウ ナイヨウ ガイシュツ カノウ カタ ジドウ ハッタツ シエン リヨウ カノウ ムリ カタ ガイブ コウリュウ ホウモン カンゴ ホウモン ハイ バアイ ボシ コリツ サイワ シエン ジギョウショ シエン リヨウ キボウ カテイ リヨウ ジギョウショ ナド シエン クリョ

		承諾 ショウダク		相談支援センターぴあん ソウダン シエン		0282-31-1755		0282-31-2919		328-0067		栃木市皆川城内町333-2		栃木市、小山市 トチギシ オヤマシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1				これまで現場で関わったことがなく、事例検討でしか情報を把握しておらず不安はあります。でも関係機関やご家族様からいろいろなことを教えて頂きながら相談支援として専門性を活かせればと思っています。色々な立場の方からお話をお伺いしてもご家族や医療機関専門的な事業所の負担が大きく相談支援があまり役に立つことができていない（場合によっては自ら引いてしまう）今の現状を少しでも変えていければいいと思います。 ゲンバ カカ ジレイ ケントウ ジョウホウ ハアク フアン カンケイ キカン カゾクサマ オシ イタダ ソウダン シエン センモンセイ イ オモ イロイロ タチバ カタ ハナシ ウカガ カゾク イリョウ キカン センモンテキ ジギョウショ フタン オオ ソウダン シエン ヤク タ バアイ ミズカ ヒ イマ ゲンジョウ スコ カ オモ

		承諾 ショウダク		うつのみや		028-632-6074/090-4059-9728		028-632-6075		320-0861		宇都宮市西2-1-7		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				3		専門的な知識を社会資源のアドバイスを他相談支援事業所からいただきながらみずからの事業所で引き受けるという形が望ましい センモンテキ チシキ シャカイ シゲン ホカ ソウダン シエン ジギョウショ ジギョウショ ヒ ウ カタチ ノゾ

		承諾 ショウダク		サポートセンターきりん		028-612-3838		028-678-3257		321-0905		栃木県宇都宮市平出工業団地43-100 ３２１－０９０５		宇都宮市 ウツノミヤシ		0		1		1		0		1		0		0		1		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		療養介護に入所しているので他のサービスの利用が困難。そのための社会資源をつなげたり、活用したりするのが難しい。 リョウヨウ カイゴ ニュウショ ホカ リヨウ コンナン シャカイ シゲン カツヨウ ムズカ		0				今後、市町村などで展開されていく生活拠点に関する事業をうまく活用できればいいなと感じています。入所されている方々については地域とのつながり方が今後は重要になってくると思われますので、広く門扉を開けた活動などが多くなってくるといいなと思っています。 コンゴ シチョウソン テンカイ セイカツ キョテン カン ジギョウ カツヨウ カン ニュウショ カタガタ チイキ カタ コンゴ ジュウヨウ オモ ヒロ モンピ ア カツドウ オオ オモ

		承諾 ショウダク		さわやか相談支援センター		0280-57-4884		0280-57-4994		329-0112		野木町南赤塚1145-1		小山市、野木町、古河市、栃木市 オヤマシ ノギマチ コガシ トチギシ		0		1		1		0		0		0		1		0		0		1		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		現実的な目標の位置づけ ゲンジツテキ モクヒョウ イチ		0

		承諾 ショウダク		相談支援事業所つばさ		0287-53-7393		0287-53-7394		324-0044		大田原市親園824-1		大田原市、那須塩原市、那須烏山市、矢板市、さくら市、那須町、塩谷町、高根沢町 オオタワラシ ナスシオバラシ ナスカラスヤマシ ヤイタシ シ ナスマチ シオ タニ マチ タカネザワマチ		1		0		1		0		1		0		1		1		0		1		0		0		0				1		2		医療的なケアが必要なケース、将来的に短期入所につなげたいケースだった為、専門の事業所に依頼した イリョウテキ ヒツヨウ ショウライテキ タンキ ニュウショ タメ センモン ジギョウショ イライ		1		1		0		0				1		0		使えるサービスの少なさに調整が難しかった ツカ スク チョウセイ ムズカ		1				乳幼児期の受け入れ可能な福祉サービス等の社会資源が必要である。 ニュウヨウジ キ ウ イ カノウ フクシ ナド シャカイシゲン ヒツヨウ

		承諾 ショウダク		特定相談支援センターはじめ		0284-22-4561		0284-22-4562		326-0143		足利市葉鹿町735-1		足利市 アシカガシ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1

		承諾 ショウダク		上三川障がい児・者生活相談支援センター		0285-38-6854		0285-38-6841		329-0611		上三川町上三川5082-15		上三川町 カミノカワマチ		1		0		1		0		1		0		0		1		0		0		0		0		0				1		0				0		0		0		0				1		0				0

		承諾 ショウダク		はつらつサロン南天相談支援事業所		0285-22-4659		0285-38-6529		323-0027		小山市花垣町2-3-19		小山市、栃木市 オヤマシ トチギシ		0		0		1		0		1		1		0		1		1		1		1		1		0				0		0				0		0		0		0				1		0		利用したいサービス事業所が少なく生活改善、家族、支援者の負担軽減に繋がらない（訪問入浴、ショートステイ、生活介護などなど（就労Ａ型））医師によっては連携が困難。何処の精神科がよいかと利用者に問われるが答えは解らない。 リヨウ ジギョウショ スク セイカツ カイゼン カゾク シエンシャ フタン ケイゲン ツナ ホウモン ニュウヨク セイカツ カイゴ シュウロウ ガタ イシ レンケイ コンナン ドコ セイシンカ リヨウシャ ト コタ ワカ		0				本人の選択や受け入れ事業所の間口を広げる。例えば入浴はヘルパーの2人対応で行ているがヘルパー不足や腰痛の悪化などで対応が難しくなってくる。機会浴のできる生活介護を勧めるも本人の選択肢がない。自宅から出かける自由さのようなものが閉ざされているような気がする。反面高齢者のサービスは増加する一方で利用者が不足し閉鎖なども聞かれる。高齢者・障害者がともにデイサービスやショートステイを利用できるようにならないかと思う。障害児については働く両親をサポートすることで生活の安定や療育などへ通園のし易さを図り、送迎サービスの充実など。 ホンニン センタク ウ イ ジギョウショ マグチ ヒロ タト ニュウヨク ニン タイオウ オコナ ブソク ヨウツウ アッカ タイオウ ムズカ キカイ ヨク セイカツ カイゴ スス ホンニン センタクシ ジタク デ ジユウ ト キ ハンメン コウレイシャ ゾウカ イッポウ リヨウシャ フソク ヘイサ キ コウレイシャ ショウガイシャ リヨウ オモ ショウガイジ ハタラ リョウシン セイカツ アンテイ リョウイク ツウエン ヤス ハカ ソウゲイ ジュウジツ

		承諾 ショウダク		障がい者生活支援センターこぶし		028-680-5746		028-688-0214		321-0126		栃木県宇都宮市茂原町837-1		宇都宮市、上三川町 ウツノミヤシ カミノカワマチ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1				①医療機関との細かな連携体制②相談関係者を含め本人に関わり支援をするなかで即座に動きが取れるようなフットワークの軽いチーム作り イリョウ キカン コマ レンケイ タイセイ ソウダン カンケイシャ フク ホンニン カカ シエン ソクザ ウゴ ト カル ヅク





相談支援事業所 (作業)

		Ｑ1.貴施設について、お伺いいたします キ シセツ ウカガ										事業所名とコメントをくっつけるで一表を作る ジギョウショ メイ イッピョウ ツク

		1		事業所名 ジギョウショ メイ								今月中 コンゲツ チュウ

		2		電話番号 デンワ バンゴウ								地図と一覧表をパワーポイント チズ イチラン ヒョウ

		3		FAX番号 バンゴウ								各項目ごとにページを作る カクコウモク ツク

		4		所在地 ショザイチ

		5		訪問可能な主な市町村 ホウモン カノウ オモ シチョウソン

		Ｑ2.重症心身障害児（者）の定義をご存知ですか ジュウショウシンシンショウガイジ シャ テイギ ゾンジ

		Ｑ2-1		知っている シ

		Ｑ2-2		知らない シ

		Ｑ3.重症心身障害児（者）の方（家族・関係機関等）からの相談を受けたことがありますか ジュウショウシンシンショウガイジ シャ カタ カゾク カンケイ キカン ナド ソウダン ウ

		Ｑ3-1		1		ある

		Ｑ3-2		2		ない

		Ｑ3-1-Ａ

				Ａ-1それは誰からの相談でしたか ダレ ソウダン

				1		ａ.家族 カゾク

				2		ｂ.支援者 シエンシャ

				3		ｃ.関係機関 カンケイ キカン

				Ａ-2それはどんな相談でしたか（複数回答可） ソウダン フクスウ カイトウ カ

				1		ａ.生活上の相談 セイカツ ジョウ ソウダン

				2		ｂ.医療的な相談 イリョウテキ ソウダン

				3		ｃ.制度に関する相談 セイド カン ソウダン

				4		ｄ.教育に関する相談 キョウイク カン ソウダン

				5		ｅ.サービス等利用計画書作成に関する相談 ナド リヨウ ケイカクショ サクセイ カン ソウダン

				6		ｆ.その他 タ

				Ａ-3それらの相談事業所として対応（解決）はできましたか ソウダン ジギョウショ タイオウ カイケツ

				1		ａ.できた

				2		ｂ.できなかった

				Ａ-3-1それはどうしてですか

				1		ａ解決手段・方法がなかった カイケツ シュダン ホウホウ

				2		ｂ.ほかの相談支援事業所に依頼した ソウダン シエン ジギョウショ イライ

				3		ｃ.行政に依頼した ギョウセイ イライ

				4		ｄ.その他 タ

		Ｑ4.Ｑ3-2「ない」→これから重症心身障害児（者）の方（本人・家族等）からの相談があればどのように対応されますか ジュウショウシンシンショウガイジ シャ カタ ホンニン カゾク ナド ソウダン タイオウ

				Ｑ4-1		自分の事業所で対応する ジブン ジギョウショ タイオウ

				Ｑ4-2		ほかの相談支援事業所へ依頼する ソウダン シエン ジギョウショ イライ

				Ｑ4-3		行政に依頼する ギョウセイ イライ

				Ｑ4-4		その他 タ

		Ｑ5.重症心身障害児（者）の方のサービス等利用計画書を作成したことがありますか ジュウショウシンシンショウガイジ シャ カタ ナド リヨウ ケイカクショ サクセイ

				Ｑ5-1		ある

				Ｑ5-2		ない

						Ｑ5-1-Ａ		「ある」と回答→作成にあたり、苦労したこと困ったことがありましたか カイトウ サクセイ クロウ コマ

						Ｑ5-2-Ａ		「ない」と回答 カイトウ

						1		ａ.今後依頼があれば作成する コンゴ イライ サクセイ

						2		ｂ.他の相談支援事業所に依頼する ホカ ソウダン シエン ジギョウショ イライ

						3		ｃ.作成するかどうかわからない サクセイ

						Ｑ5-2-Ａ-1		b.cを回答→それはどうしてですか カイトウ

		Q6.重症心身障害児（者）の方がより良い在宅生活をしていく上で何か必要だと思うことがあればご自由にお書きください ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ カタ ヨ ザイタク セイカツ ウエ ナニ ヒツヨウ オモ ジユウ カ



		承諾可否 ショウダク カヒ		Q1												Ｑ2.重症心身障害児（者）の定義をご存知ですか ジュウショウシンシンショウガイジ シャ テイギ ゾンジ				Ｑ3.重症心身障害児（者）の方（家族・関係機関等）からの相談を受けたことがありますか ジュウショウシンシンショウガイジ シャ カタ カゾク カンケイ キカン ナド ソウダン ウ																														Ｑ4.Ｑ3-2「ない」→これから重症心身障害児（者）の方（本人・家族等）からの相談があればどのように対応されますか ジュウショウシンシンショウガイジ シャ カタ ホンニン カゾク ナド ソウダン タイオウ										Ｑ5.重症心身障害児（者）の方のサービス等利用計画書を作成したことがありますか ジュウショウシンシンショウガイジ シャ カタ ナド リヨウ ケイカクショ サクセイ										Q6.重症心身障害児（者）の方がより良い在宅生活をしていく上で何か必要だと思うことがあればご自由にお書きください ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ カタ ヨ ザイタク セイカツ ウエ ナニ ヒツヨウ オモ ジユウ カ

				事業所名 ジギョウショ メイ		電話番号 デンワ バンゴウ		FAX番号 バンゴウ		郵便番号 ユウビンバンゴウ		所在地 ショザイチ		訪問可能な主な市町村 ホウモン カノウ オモ シチョウソン		知っている		知らない シ		ある		ない		それは誰からの相談でしたか						それはどんな相談でしたか														それらの相談事業所として対応（解決）はできましたか						自分の事業所で対応する ジブン ジギョウショ タイオウ		他の相談支援事業所へ依頼する ホカ ソウダン シエン ジギョウショ イライ		行政に依頼する ギョウセイ イライ		その他 タ				ある		ない		「ある」と回答		「ない」
と回答		b.c（23）を回答

																								家族 カゾク		支援者 シエンシャ		関係機関 カンケイ キカン		生活上の相談 セイカツ ジョウ ソウダン		医療的な相談 イリョウテキ ソウダン		制度に関する相談 セイド カン ソウダン		教育に関する相談 キョウイク カン ソウダン		サービス等利用計画書作成に関する相談 ナド リヨウ ケイカクショ サクセイ カン ソウダン		その他 タ		その他回答 タ カイトウ		それらの相談事業所として対応（解決）はできましたか		それはどうしてですか		それはどうしてですか

		否 イナ		手話通訳派遣協会相談支援事業所		0287-73-4422		0287-62-7776		325-0026		栃木県那須塩原市上厚崎431-17 ３２５－００２６				0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		0		1		本事業所と同様の地域で一般相談支援事業所と連携を図り対応する ホン ジギョウショ ドウヨウ チイキ イッパン ソウダン シエン ジギョウショ レンケイ ハカ タイオウ		0		1		0		2		当事業所は手話通訳派遣を主目的とする事業所であるため、聴覚障害に対するノウハウはあるがそれ以外の障害者に対応する専門性を有していない為 トウ ジギョウショ シュワ ツウヤク ハケン シュモクテキ ジギョウショ チョウカク ショウガイ タイ イガイ ショウガイシャ タイオウ センモンセイ ユウ タメ

		否 イナ		相談支援事業所すまいる		0285-45-7199		0285-45-8437		329-0205		小山市間々田750-1		小山市 オヤマシ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		1		0				0		1		0		3		現在担当させていただいているケースの他に受け入れる時間的余裕がないため。また専門的な知識や経験がなく自信がないため。 ゲンザイ タントウ ホカ ウ イ ジカンテキ ヨユウ センモンテキ チシキ ケイケン ジシン

		否 イナ		やまゆりの里		0284-90-2030		0284-90-2031		326-0011		足利市大沼田町525-1		足利市 アシカガシ		0		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		ショートステイの利用が可能かどうか リヨウ カノウ		2		1		ショートの利用を希望していたが、幼児で夜間に吸引が必要とのことだったので職員配置上困難と判断 リヨウ キボウ ヨウジ ヤカン キュウイン ヒツヨウ ショクイン ハイチ ジョウ コンナン ハンダン		0		0		0		0				0		1		0		2		あしかがの森さんが近くにあり専門性もあるため モリ チカ センモンセイ

		否 イナ		相談支援センターひかり		028-612-7717		028-612-7718		320-0072		宇都宮市若草4-20-7		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		0		1		0		1		0		0		1		0		1		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		居宅介護事業所とニーズのマッチング キョタク カイゴ ジギョウショ		0				短期入所事業所（医療的ケア対応型）の整備 タンキ ニュウショ ジギョウショ イリョウテキ タイオウガタ セイビ

		否 イナ		相談支援センター歩み		028-667-5151		028-667-5150		321-3233		宇都宮市上籠谷町3792		真岡市、芳賀町、宇都宮市 モオカシ ハガマチ ウツノミヤシ		0		1		1		0		0		1		0		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		毎日お会いしている方ではないしお話ができる方ではないので、計画書を作ることは少々戸惑いはありましたが、すべて療育指導室の先生にご指導いただき作成することができました。お幸せな時を過ごしてほしいという思いはいっぱいありますが、なにも出来ていない自分が申し訳ないような気持ちです。 マイニチ ア カタ ハナシ カタ ケイカクショ ツク ショウショウ トマド リョウイク シドウシツ センセイ シドウ サクセイ シアワ トキ ス オモ デキ ジブン モウ ワケ キモ		0				すみません。経験不足で在宅の方はよくわかりませんが、独立行政法人国立病院機構宇都宮病院にお伺いし行き届いた介護、職員の先生方の情熱にこういうところで重症心身障害者の方が過ごせることは幸せなのでは…としみじみ思いました。 ケイケン ブソク ザイタク カタ ドクリツ ギョウセイ ホウジン コクリツ ビョウイン キコウ ウツノミヤ ビョウイン ウカガ イ トド カイゴ ショクイン センセイガタ ジョウネツ ジュウショウ シンシン ショウガイシャ カタ ス シアワ オモ

		否 イナ		ワークス共育		0287-39-5593		0287-39-5630		329-2213		那須塩原市上大貫2028-2				1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		0		1		状況に応じて対応する ジョウキョウ オウ タイオウ		0		1				1				相談支援専門員のレベルアップが必要ではないかと思います ソウダン シエン センモンイン ヒツヨウ オモ

		否 イナ		指定特定相談支援センタードリーム		0288-32-2280		0288-32-2281		321-2341		日光市大沢町274		日光市、塩谷町、鹿沼市、宇都宮市 ニッコウシ シオヤ チョウ カヌマシ ウツノミヤ シ		0		1		1		0		1		0		0		1		1		1		0		0		0				1		0				0		0		0		0				1		0		計画を作成するにあたり医療機関との連携方法を具体化していくことに連絡調整に時間を要しました。また医師同士でのやりとりの方が早いように感じました。※解決できたと言っても施設の空き待ちで関係する病院で入院しております。 ケイカク サクセイ イリョウ キカン レンケイ ホウホウ グタイカ レンラク チョウセイ ジカン ヨウ イシ ドウシ ホウ ハヤ カン カイケツ イ シセツ ア マ カンケイ ビョウイン ニュウイン		0				入所ではなく、医療ケアのできる短期入所やグループホーム、日中一時、生活介護の拡充が必要であること。また重症心身障害児（者）への理解を広めていき、理解者を増やすこと、訪問看護、訪問医療、居宅介護も活用しやすい環境づくりを相談支援専門員はネットワークづくりに努めなければんらないと思います。 ニュウショ イリョウ タンキ ニュウショ ニッチュウ イチジ セイカツ カイゴ カクジュウ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ リカイ ヒロ リカイシャ フ ホウモン カンゴ ホウモン イリョウ キョタク カイゴ カツヨウ カンキョウ ソウダン シエン センモンイン ツト オモ

		否 イナ		ユーファーム支援センター		028-689-0070		028-680-0750		321-0972		宇都宮市下川俣町206-127		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2		これまでの実績として主に就労系の利用計画の作成を行っており重症心身障害児の方への支援については経験や人員の不足から対応が困難であると思われるため ジッセキ オモ シュウロウ ケイ リヨウ ケイカク サクセイ オコナ ジュウショウ シンシン ショウガイジ カタ シエン ケイケン ジンイン フソク タイオウ コンナン オモ

		否 イナ		障害者相談支援センターひびき		028-666-7601		028-666-7602		321-0403		宇都宮市下小倉町1536		宇都宮市、さくら市 ウツノミヤシ シ		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2		かつて受け入れたことがなく、またスタッフにも医療的ケアの知識や経験が乏しく、自信をもって迎え入れることができない ウ イ イリョウテキ チシキ ケイケン トボ ジシン ムカ イ		受け入れる施設が近辺にあること ウ イ シセツ キンペン

		否 イナ		相談支援事業ぴゅあ		028-611-1771		028-611-1772		321-0911		宇都宮市問屋町3426-46		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2

		否 イナ		指定特定相談支援事業所すえひろ		0287-23-3962		0287-24-1670		324-0042		大田原市末広1-2-5		大田原市、大田原市以外は交通費を受領 オオタワラシ オオタワラシ イガイ コウツウヒ ジュリョウ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2		事業所の対象を精神障害に限定し、市に申請しているため ジギョウショ タイショウ セイシン ショウガイ ゲンテイ シ シンセイ

		否 イナ		相談支援センターふじみだい		0285-44-0200		0285-44-4255		329-0412		下野市芝1123		下野市 シモノ シ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		0		1		ケースによって検討 ケントウ		0		1				2

		否 イナ		相談支援センターひゅーまにあ宇都宮		028-678-5385		028-678-5395		320-0802		宇都宮市江野町6-15大立ビル4階		宇都宮市（鹿沼市等近隣市町村） ウツノミヤシ カヌマシ ナド キンリン シチョウソン		0		1		1		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		あるではありますが、初めての作成でまた完成はしていない段階です。病院で実施されている活動医療等で自分自身が未熟で理解が足りていない為に苦労しています。 ハジ サクセイ カンセイ ダンカイ ビョウイン ジッシ カツドウ イリョウ ナド ジブン ジシン ミジュク リカイ タ タメ クロウ		0				①医療面での安心②外部と交流する機会③家族の方への支援 イリョウ メン アンシン ガイブ コウリュウ キカイ カゾク カタ シエン

		否 イナ		地域活動支援センターあしかが		0284-41-2643		0284-43-0463		326-0808		足利市本城1-1547		足利市 アシカガシ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0						0		1		0		0				0		1				2		専門外で知識等はなく、計画書の作成は難しいため センモンガイ チシキ トウ ケイカクショ サクセイ ムズカ

		否 イナ		南那須地区障害者相談支援センター		0287-80-1020		0287-80-1027		321-0624		那須烏山市旭1-18-8		那須烏山市、那珂川町 ナスカラスヤマシ ナカガワマチ		1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		アセスメント、院内での面会予定の調整、家族への説明など インナイ メンカイ ヨテイ チョウセイ カゾク セツメイ		0				在宅医療、訪問リハビリなど24時間対応出来る専門家チーム ザイタク イリョウ ホウモン ジカン タイオウ デキ センモンカ

		否 イナ		ワン・ハーモニー		0287-22-8255		0287-48-7225		324-0042		大田原市末広1-3618-13				0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				0

		否 イナ		ひまわり相談支援事業所		0282-20-5006		0282-23-4878		328-0052		栃木市祝町12－9				0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		1		0				0		1				3		意思伝達が自分にとって受け止められるかに不安があるため イシ デンタツ ジブン ウ ト フアン

		否 イナ		サンフラワーライフ		0285-22-1109		0285-22-1345		323-0808		小山市出井1936		小山市内 オヤマシナイ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				3		近隣に受け入れ施設が少なく在宅福祉サービスに向けるのが難しい キンリン ウ イ シセツ スク ザイタク フクシ ム ムズカ

		否 イナ		natu- la(ナチュラ)		0287-67-3115		0287-67-3115		329-3153		那須塩原市大原間239-1		那須塩原市、大田原市、那須町 ナスシオバラ シ オオタワラシ ナスマチ		0		1		1		0		1		0		0		1		1		1		0		0		0				1		0				0		0		0		0				1		0		サービス自体の幅がせまいため、本人が安全に安心した生活をうけられるためにどう組み合わせたら良いか。又、家族によっては苦手な事業所もあり限られた事業所を探すのが難しかった。 ジタイ ハバ ホンニン アンゼン アンシン セイカツ ク ア ヨ マタ カゾク ニガテ ジギョウショ カギ ジギョウショ サガ ムズカ		0				訪問系のサービスがもっと充実して欲しい ホウモン ケイ ジュウジツ ホ

		否 イナ		相談支援事業所ふるさとホーム那須		0287-98-3001		0287-98-8080		324-0414		大田原市片府田1301-59		大田原市、那須町、那須塩原市、周辺 オオタワラシ ナスマチ ナスシオバラ シ シュウヘン		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2		主な精神知的関係なので、今後はできるよう専門的な部分の勉強が必要です。 オモ セイシン チテキ カンケイ コンゴ センモンテキ ブブン ベンキョウ ヒツヨウ		①専門相談②居場所③地域の理解 センモン ソウダン イバショ チイキ リカイ

		否 イナ		特定相談支援事業所きのこ		028-635-8746		028-635-8778		320-0846		栃木県宇都宮市滝の原2-4-42 ３２０－０８４６		宇都宮市 ウツノミヤシ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		1		0				0		1				3		どのように作成したらいいか不安のため サクセイ フアン

		否 イナ		こども発達支援センター鹿沼市あおば園		0289-63-1745		0289-63-1745		322-0074		鹿沼市日吉町320－1				1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		1		0				0		1				2		相談支援専門員の不足、児童発達支援事業所利用のための計画書作成が主な業務になっている ソウダン シエン センモンイン フソク ジドウ ハッタツ シエン ジギョウショ リヨウ ケイカクショ サクセイ オモ ギョウム

		否 イナ		障害者相談支援センターみつか・Ｒｕ		028-648-3971		028-648-3936		321-0347		宇都宮市飯田町261		宇都宮市、鹿沼市 ウツノミヤシ カヌマシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		1		状況に応じして他機関と連携し判断する場合もある ジョウキョウ オウ ホカ キカン レンケイ ハンダン バアイ		0		1				1		計画依頼の状況に応じて対応できない月もある（モニタリング件数） ケイカク イライ ジョウキョウ オウ タイオウ ツキ ケンスウ

		否 イナ		工房つばさ		0285-40-0388		0285-40-6700		329-0401		下野市箕輪425-1		下野市、上三川町、壬生町、ただし状況に応じて対応することが難しい場合もある シモノ シ カミノカワマチ ミブマチ ジョウキョウ オウ タイオウ ムズカ バアイ		1		0		1		0		1		0		0		1		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		短期入所、ヘルパーなどの利用希望があっても受け入れてくれる事業所が見つからない タンキ ニュウショ リヨウ キボウ ウ イ ジギョウショ ミ		3		状況により作成することができない場合がある ジョウキョウ サクセイ バアイ		重心の方の短期入所等の利用ができるところが必要。在宅でのサービスの受入必要だと思われる。 ジュウシン カタ タンキ ニュウショ ナド リヨウ ヒツヨウ ザイタク ウケイレ ヒツヨウ オモ

		否 イナ		相談支援事業所グーフォ		028-673-0002		028-671-0785		329-1105		宇都宮市中岡本町3178-3				1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1				在宅生活を支える家族に負担が重くならないようにする。緊急時に対応してくれる医療ケア付きの宿泊施設を増やしてほしい ザイタク セイカツ ササ カゾク フタン オモ キンキュウジ タイオウ イリョウ ツ シュクハク シセツ フ

		否 イナ		那珂川町社協相談支援事業所		0287-92-1273		0287-92-1295		324-0613		那珂川町馬頭560-1		那珂川町 ナカガワマチ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				0				移動支援サービス イドウ シエン

		否 イナ		相談支援事業所大山田ノンフェール		0287-93-0660		0287-83-8182		324-0602		那珂川町大山田下郷955		那珂川町 ナカガワマチ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		1		0				0		1				2		平成27年度で相談支援事業を終了するため ヘイセイ ネンド ソウダン シエン ジギョウ シュウリョウ

		否 イナ		在宅サポートこころ		028-651-0780		028-651-0781		320-0042		宇都宮市材木町4-24				0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2

		否 イナ		相談支援事業所みらい ソウダン シエン ジギョウショ		0280-57-2673		0280-57-2673		329-0111		野木町丸林371-12		野木町、小山市 ノギマチ オヤマシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		0		1		しかるべき関係機関と連携して対応する カンケイ キカン レンケイ タイオウ		0		1				3		重症心身のノウハウがない ジュウショウ シンシン

		否 イナ		大田原市社会福祉協議会		0287-54-1849		0287-54-2745		324-0233		栃木県大田原市黒羽田町848 ３２４－０２３３		大田原市内 オオタワラシナイ		0		1		1		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0				2		1				0		1		0		0				0		1				2		職員が未熟なため ショクイン ミジュク		在宅医療の充実、居宅介護の２４時間対応（サービス事業所）の充実 ザイタク イリョウ ジュウジツ キョタク カイゴ ジカン タイオウ ジギョウショ ジュウジツ

		否 イナ		障がい者相談支援センターとまつり		028-680-5570		028-680-5271		320-0052		宇都宮市中戸祭町813		宇都宮市、近隣市町村 ウツノミヤシ キンリン シチョウソン		0		1		1		0		1		0		0		1		0		0		0		0		1		親子間の関わり オヤコ カン カカ		0		0		現在対応中 ゲンザイ タイオウチュウ		0		0		0		0				1		0		保護者との連携がとれない ホゴシャ レンケイ		0

		否 イナ		宇都宮市社会福祉協議会		028-636-1536		028-636-1537		320-0806		宇都宮市中央1-1-15		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		0				2		1		医療的ケアが必要な方が長時間外出したい。長時間支援者の拘束、移動手段（車の中での対応）、医療的ケアが必要な方が外出したいときに外出できる環境がすぐに整えられない、医療的けが必要な方で要介助であるが、歩行できる方が利用できる短期入所先はないか（アクセス時間も含む） イリョウテキ ヒツヨウ カタ チョウジカン ガイシュツ チョウジカン シエン シャ コウソク イドウ シュダン クルマ ナカ タイオウ イリョウテキ ヒツヨウ カタ ガイシュツ ガイシュツ カンキョウ トトノ イリョウテキ ヒツヨウ カタ ヨウ カイジョ ホコウ カタ リヨウ タンキ ニュウショ サキ ジカン フク		0		0		0		0				1		0		専門的（医療面）な知識がなく、専門用語が多く調べたり聞いたりしながら支援していくこと。長く関わらないと親の思いまで聞き出せないこと。 センモンテキ イリョウ メン チシキ センモン ヨウゴ オオ シラ キ シエン ナガ カカ オヤ オモ キ ダ		0				当事者が何歳になっても利用できるサービス環境（短期入所、訪問入浴など）。教育もほかのお子さん同様平等に受けられる機会（学校行事も含む）。相談対応できる人材の確保。緊急時でも利用できるサービスの調整・確保。直接支援できるサービス・人材を増やすこと。 トウジシャ ナンサイ リヨウ カンキョウ タンキ ニュウショ ホウモン ニュウヨク キョウイク コ ドウヨウ ビョウドウ ウ キカイ ガッコウ ギョウジ フク ソウダン タイオウ ジンザイ カクホ キンキュウジ リヨウ チョウセイ カクホ チョクセツ シエン ジンザイ フ

		承諾 ショウダク		ライフサポートセンターゆめ		0280-33-3624		0280-57-4624		329-0111		野木町丸林630-4		野木町、その周辺地域 ノギマチ シュウヘン チイキ		1		0		1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		1		福祉サービス利用に関する相談 フクシ リヨウ カン ソウダン		1		0				0		0		0		0				1		0		医療的な情報、知識に乏しくわからない用語などが数多く出てきた。医療的ケアの内容の聞き取り（どの部分を聞いていけばよいのか） イリョウテキ ジョウホウ チシキ トボ ヨウゴ カズオオ デ イリョウテキ ナイヨウ キ ト ブブン キ		0				Ｆａの負担軽減のためのレスパイト先（ＨＰ、ＳＳ機関等）。家族それぞれの訴え、希望を明確にしていく。関係機関がチームになりＦａの支え応援をしていく。 フタン ケイゲン サキ キカンナド カゾク ウッタ キボウ メイカク カンケイ キカン ササ オウエン

		承諾 ショウダク		足利ケアサービス		0284-21-7630		0284-21-3109		326-0843		足利市五十部町809-3		足利市、佐野市、太田市 アシカガシ サノシ オオタシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		0		1		ケースによって対応する タイオウ		0		1				3

		承諾 ショウダク		相談支援センターみさと		0285-72-9767				321-4104		芳賀郡益子町大沢2800-5		芳賀郡内（真岡市、益子町、市貝町、芳賀町、茂木町） ハガ グンナイ モオカシ マシコ チョウ イチ ガイ マチ ハガマチ モギマチ		1		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		資源が少ない、短期入所先の確保が難しかった。計画を作るのには、医療情報が難しく感じられた。 シゲン スク タンキ ニュウショ サキ カクホ ムズカ ケイカク ツク イリョウ ジョウホウ ムズカ カン		0				連携の取れる医療関係者がたくさん地域の中にいてくれると安心して生活できるかな。外出や余暇の充実を図るために医療の必要な人の生活が限られてしまっている（あきらめてしまっている） レンケイ ト イリョウ カンケイシャ チイキ ナカ アンシン セイカツ ガイシュツ ヨカ ジュウジツ ハカ イリョウ ヒツヨウ ヒト セイカツ カギ

		承諾 ショウダク		サポートセンターとみや生活支援センター		028-665-8230		028-665-8230		321-2116		宇都宮市徳次郎町540		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		0		1		0		0		0		0		1		1		1		1		1		0				0		1		医療的なケアが必要な利用者様の日中活動先が限られて利用できない人がいる。学校との連携が取りにくい。通勤手段・行事参加制限があり平等性が保たれない。学校はサービスで対応を望み、福祉行政は教育で何とかするべきとつねに折り合わない。 イリョウテキ ヒツヨウ リヨウシャサマ ニッチュウ カツドウ サキ カギ リヨウ ヒト ガッコウ レンケイ ト ツウキン シュダン ギョウジ サンカ セイゲン ビョウドウセイ タモ ガッコウ タイオウ ノゾ フクシ ギョウセイ キョウイク ナン オ ア		0		0		1		0		協力してほしい キョウリョク		1		0		利用できるサービスが限られている。社会参加できる機会が少なく、場が限られている。介護者の負担軽減が取りにくい。夢や希望を叶えるための資源が少ない。 リヨウ カギ シャカイ サンカ キカイ スク バ カギ カイゴシャ フタン ケイゲン ト ユメ キボウ カナ シゲン スク		0				通勤手段、保護者なくても教育が受けられる環境。常に親同行を求めるのでは、自立につながらず、いつになっても親の負担は軽減されない。親が安心して託せる日中活動の場。社会参加、役割を担える環境作り、職場。地域で生活していくための交流の機会や場があるといい。緊急的にレスパイトを受け入れてくれる場。 ツウキン シュダン ホゴシャ キョウイク ウ カンキョウ ツネ オヤ ドウコウ モト ジリツ オヤ フタン ケイゲン オヤ アンシン タク ニッチュウ カツドウ バ シャカイ サンカ ヤクワリ ニナ カンキョウ ヅク ショクバ チイキ セイカツ コウリュウ キカイ バ キンキュウテキ ウ イ バ

		承諾 ショウダク		社会就労センターえいぶるの里 シャカイ シュウロウ サト		0285-22-4561		0285-224581		323-0003		小山市東島田2403-2		小山市、下野市、上三川町、野木町、結城市、古河市、筑西市 オヤマシ シモノ シ カミノカワマチ ノギマチ ユウキシ コガシ ツク ニシ シ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				1		0		自己決定が難しいため、家族中心の考えになってしまうこと。また、利用できる社会資源が少ない。 ジコ ケッテイ ムズカ カゾク チュウシン カンガ リヨウ シャカイ シゲン スク		1				関係機関との連携、特に在宅が長い方は医療機関とのかかわりが家族も含め、希薄になってしまい、二次障害に対応できない。地域に総合的に支援でき、医療的ケアが受けられる場所、または訪問医療の充実が必要と思います。 カンケイ キカン レンケイ トク ザイタク ナガ カタ イリョウ キカン カゾク フク キハク ニジ ショウガイ タイオウ チイキ ソウゴウテキ シエン イリョウテキ ウ バショ ホウモン イリョウ ジュウジツ ヒツヨウ オモ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所「ピュア」		0282-31-3911		0282-31-3912		328-0133		栃木市大森町465		栃木市、鹿沼市、佐野市、小山市、壬生町 トチギシ カヌマシ サノシ オヤマシ ミブマチ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1

		承諾 ショウダク		社会福祉法人とちのみ会　こなかの森 シャカイ フクシ ホウジン カイ モリ		0283-24-5757		0283-24-6294		327-0001		佐野市小中町1280		佐野市、足利市 サノシ アシカガシ		1		0		1		0		1		0		0		1		0		1		0		0		0				1		2		通所型のため、短期入所の受け入れはサービスとして提供できず、他施設の紹介、相談支援事業につなげている。 ツウショ ガタ タンキ ニュウショ ウ イ テイキョウ タ シセツ ショウカイ ソウダン シエン ジギョウ		0		0		0		0				1		0		療養型短期入所ほかの施設への短期入所の受け入れ状況など、受け入れ場所を見つけるなど。短期入所時の発作発症時医療への繋ぎが困難。問題多（かかりつけ医への搬送） リョウヨウガタ タンキ ニュウショ シセツ タンキ ニュウショ ウ イ ジョウキョウ ウ イ バショ ミ タンキ ニュウショ ジ ホッサ ハッショウ ジ イリョウ ツナ コンナン モンダイ タ イ ハンソウ		0				佐野市には、身障（重心）短期入所施設がなく老人施設に佐野市が委託しているが、利用する人もいなく、サービスが使いづらい状態にある。短期入所受け入れ可能施設が増えることで、家族のほうも使いやすく利便性があがると考えます。 サノシ シンショウ ジュウシン タンキ ニュウショ シセツ ロウジン シセツ サノシ イタク リヨウ ヒト ツカ ジョウタイ タンキ ニュウショ ウ イ カノウ シセツ フ カゾク ツカ リベンセイ カンガ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所テトテ		0287-36-7171		0287-36-7181		329-2732		那須塩原市一区町251-1		那須塩原市（大田原、矢板、那須町、那珂川町、烏山） ナスシオバラ シ オオタワラ ヤイタ ナスマチ ナカガワマチ カラスヤマ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		0		1		委託の相談支援事業所や重心専門の事業所に相談する イタク ソウダン シエン ジギョウショ ジュウシン センモン ジギョウショ ソウダン		0		1				3		その方にとって、より専門性の高い方が対応することが望ましいと思いますので、作成が適するか否か周囲のサービス状況なども考慮して決めたいと思います。適切にアドバイスをいただける地域の環境が整っていれば、スキルアップ、経験の積み重ねのためにも作成したいです。 カタ センモンセイ タカ ホウ タイオウ ノゾ オモ サクセイ テキ イナ シュウイ ジョウキョウ コウリョ キ オモ テキセツ チイキ カンキョウ トトノ ケイケン ツ カサ サクセイ		相談支援専門員のスキルアップ。きめ細かい支援（サービスの充実）本人のニーズを正しく理解できる人材の育成と地域の理解。 ソウダン シエン センモンイン コマ シエン ジュウジツ ホンニン タダ リカイ ジンザイ イクセイ チイキ リカイ

		承諾 ショウダク		指定特定相談支援事業所あじさい		0287-60-3361		0287-60-3362		325-0034		那須塩原市東原166		那須塩原市、那須町 ナスシオバラ シ ナスマチ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2				訪問看護、訪問診療を行う医師が必要だと思います。 ホウモン カンゴ ホウモン シンリョウ オコナ イシ ヒツヨウ オモ

		承諾 ショウダク		障害者相談支援センターいぶき		028-678-3502		028-676-3501		329-1216		高根沢町桑窪2266-2		高根沢町 タカネザワマチ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1				短期入所など受け入れてくれる施設を増やしてほしい。県内で受け入れていただけない為、県外の施設を考えなくてはいけない方がいます。 タンキ ニュウショ ウ イ シセツ フ ケンナイ ウ イ タメ ケンガイ シセツ カンガ カタ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所わくわくおやま		0285-24-6575		0285-20-0255		323-0022		小山市駅東通り3-9-6		小山市 オヤマシ		1		0		1		0		1		1		1		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		関係事業所が多いことで情報収集連携等大変。医療機関とも連携を図る必要あり。レスパイト、ショートステイの受入困難。利用できる事業所が少ない。 カンケイ ジギョウショ オオ ジョウホウ シュウシュウ レンケイ ナド タイヘン イリョウ キカン レンケイ ハカ ヒツヨウ ウケイレ コンナン リヨウ ジギョウショ スク		0				重症心身障害児（者）を受け入れしてくれる事業所、施設がもっと多くあればよいと思われる。通所日中一時短期入所など。相談支援、計画作成についてもほかの事業所が受け入れてくれないとの理由で受け入れ可能事業所へ集中してしまう為、相談員への研修等を増やせばよいが。しかし日々の業務が多忙であるため、難しいのかな？ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ ウ イ ジギョウショ シセツ オオ オモ ツウショ ニッチュウ イチジ タンキ ニュウショ ソウダン シエン ケイカク サクセイ ジギョウショ ウ イ リユウ ウ イ カノウ ジギョウショ シュウチュウ タメ ソウダン イン ケンシュウ ナド フ ヒビ ギョウム タボウ ムズカ

		承諾 ショウダク		相談支援センターネクスト		080-8854-9551		0280-612-1558		320-0034		宇都宮市泉町6-25		宇都宮市 ウツノミヤシ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2

		承諾 ショウダク		相談支援事業のぞみ		0287-65-2288		0287-65-2282		329-3152		那須塩原市上中野53		那須塩原市、大田原市、那須町 ナスシオバラ シ オオタワラシ ナスマチ		1		0		1		0		0		0		1		1		1		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		現サービスでの医療ケアをふまえ、将来にむけて他事業との連携につなげるよう計画作成、調整に苦労した。 ゲン イリョウ ショウライ タ ジギョウ レンケイ ケイカク サクセイ チョウセイ クロウ		0				選択肢が増えるよう受け入れ可能な福祉サービス事業所の増加が必要だと思われます。 センタクシ フ ウ イ カノウ フクシ ジギョウショ ゾウカ ヒツヨウ オモ

		承諾 ショウダク		サポートセンターひばり		028-670-0330		028-667-7315		321-3236		宇都宮市竹下町435-159		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		苦労ではないが、お母様がとても一生懸命ですでにサービスも繋がっていたため、現状を計画にする形となったが、計画作成後のかかわりについて相談員としてどのようにすべきことが望ましいかと考える。 クロウ カアサマ イッショウケンメイ ツナ ゲンジョウ ケイカク カタチ ケイカク サクセイ ゴ ソウダン イン ノゾ カンガ		0				福祉サービスや医療、またボランティアが入室されるととてもよいと思います。また、介助者（家族）のケアも考えると気軽に参加できるようなイベント（医療が整っていたり、介助するボランティアさんがいたり）や、同じ重症心身障害児（者）をもつかたとのネットワークがあるといいのかなと思います。 フクシ イリョウ ニュウシツ オモ カイジョシャ カゾク カンガ キガル サンカ イリョウ トトノ カイジョ オナ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ オモ

		承諾 ショウダク		高根沢町障害児者生活支援センターすまいる タカネザワマチ		028-612-2751		028-612-2752		329-1225		栃木県塩谷郡高根沢町石末1825　福祉センター内 ３２９－１２２５ フクシ ナイ		高根沢町 タカネザワマチ		1		0		1		0		0		0		1		0		0		1		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		地元に使える資源がなく苦労した ジモト ツカ シゲン クロウ		0				①医療と福祉の連携ネットワーク②重心の方でも利用できるサービスが増えること③訪問診療医 イリョウ フクシ レンケイ ジュウシン カタ リヨウ フ ホウモン シンリョウ イ

		承諾 ショウダク		障害者相談支援センターフォレスト		0284-91-1816		0284-91-2867		326-0011		足利市大沼田町615		足利市及び近隣市町村 アシカガシ オヨ キンリン シチョウソン		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0				0

		承諾 ショウダク		障がい者相談支援事業所ケアサプライ		0287-73-5312		0287-73-5311		329-3221		栃木県那須郡那須町漆塚762-102 ３２９－３２２１		白河市、那須町、那須塩原市、大田原市 シラカワシ ナスマチ ナスシオバラシ オオタワラシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1				サービスを提供できる事業所の充実を図る テイキョウ ジギョウショ ジュウジツ ハカ

		承諾 ショウダク		南栃木支援センター相談支援		0285-44-6118		0285-44-7215		329-0412		下野市柴1432-105		下野市、小山市、壬生町 シモノ シ オヤマシ ミブマチ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		0		1		介護保険と併用する場合のみ対応する カイゴ ホケン ヘイヨウ バアイ タイオウ		0		1				3		介護保険と併用する場合のみ作成する カイゴ ホケン ヘイヨウ バアイ サクセイ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所とまり木		0287-54-2854		0287-54-2230		324-0231		大田原市北野上3952		大田原市、那須塩原市、那須町 オオタワラシ ナスシオバラシ ナスマチ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1				当事業所の対応範囲は現在、知的障害者特に中・軽度が主だが、精神（高次脳機能障害も含む）分野もやり始めている。今後重症心身障害者もほかの相談支援事業所の助けを得ながら、勉強しながら対応したいと考えている。そのために研修や見学の機会を多く作っていただきたい。今は、当事業所はその程度しか考えられない。 トウ ジギョウショ タイオウ ハンイ ゲンザイ チテキ ショウガイシャ トク チュウ ケイド オモ セイシン コウジ ノウ キノウ ショウガイ フク ブンヤ ハジ コンゴ ジュウショウ シンシン ショウガイシャ ソウダン シエン ジギョウショ タス エ ベンキョウ タイオウ カンガ ケンシュウ ケンガク キカイ オオ ツク イマ トウ ジギョウショ テイド カンガ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所ポンテ		028-652-7288		028-652-6355		321-0341		宇都宮市古賀志町1964-12		宇都宮、鹿沼、日光、壬生 ウツノミヤ カヌマ ニッコウ ミブ		0		1		1		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0				0				未就学児（3～5才）の方の医療型児童発達支援を分離で行う施設が数か所あると良いと思います。 ミシュウガクジ サイ カタ イリョウ ガタ ジドウ ハッタツ シエン ブンリ オコナ シセツ スウ ショ ヨ オモ

		承諾 ショウダク		相談支援センター光輝舎		0285-70-2020		0285-72-8222		321-4105		芳賀郡益子町北中1113-1		芳賀郡、真岡市等 ハガ グン モオカシ ナド		1		0		1		0		1		1		1		1		0		1		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		利用できるサービス事業所が少ない。重心児者に合わせたプログラムが見つからない（近隣で） リヨウ ジギョウショ スク ジュウシン ジ シャ ア ミ キンリン		0				本人の状態にもよるが、重度化する状況に対応できる事業所の確保。家族の負担が大きくなり在宅生活の継続が困難になることが予測されるので、在宅で支援が受けられるような体制の充実と、レスパイトサービスの拡大。 ホンニン ジョウタイ ジュウドカ ジョウキョウ タイオウ ジギョウショ カクホ カゾク フタン オオ ザイタク セイカツ ケイゾク コンナン ヨソク ザイタク シエン ウ タイセイ ジュウジツ カクダイ

		承諾 ショウダク		特定相談支援事業所やすらぎ		028-650-7727		028-650-7728		320-0011		宇都宮市富士見が丘3－19－20		宇都宮市 ウツノミヤシ		0		0		1		0		1		0		0		0		0		1		1		0		0				0		3		対応できるヘルパーがいれば支援する タイオウ シエン		0		0		0		0				0		1				3

		承諾 ショウダク		障がい者支援センターにんべん		028-686-2539		028-686-2584		329-1417		さくら市フィオーレ喜連川5-2-1　フィオーレガーデン1-102		さくら市 シ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1				地域資源アンケートをいただきありがとうございました。設問に対しまして知識不足にこれでいいのかという思いです。相談支援専門員として設問にありました「3」要望がでますれば、先輩相談員・各職種の方々に相談・指導をいただき、相談支援事業を行ってみたいと考えます。大島先生について学ばせて頂きました。 チイキ シゲン セツモン タイ チシキ ブソク オモ ソウダン シエン センモンイン セツモン ヨウボウ センパイ ソウダン イン カクショクシュ カタガタ ソウダン シドウ ソウダン シエン ジギョウ オコナ カンガ オオシマ センセイ マナ イタダ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所おやま		0285-22-1833		0285-228946		323-0014		小山市喜沢660		小山市、下野市 オヤマシ シモノ シ		1		0		1		0		1		1		0		0		0		0		0		1		0				2		3				0		0		0		0				1		0		本人の意思が明確でないので親の意向中心のものになってしまった。 ホンニン イシ メイカク オヤ イコウ チュウシン		0

		承諾 ショウダク		真岡介護センター		0285-80-5200		0285-80-5211		321-4361		真岡市並木町1-8-1　シティ並木102 ナミキ		真岡市、芳賀町南部、市貝町南部、益子町西部、上三川東部 モオカシ ハガマチ ナンブ イチ ガイ チョウ ナンブ マシコ チョウ セイブ カミノカワ トウブ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		0		1				0		1				3		担当者の受け持ちケースの状況など考慮し対応できるか検討したい タントウシャ ウ モ ジョウキョウ コウリョ タイオウ ケントウ

		承諾 ショウダク		さの社協相談支援センターほっぷ		0283-22-8152		0283-22-8199		327-0003		佐野市大橋町3212-27		佐野市全域 サノシ ゼンイキ		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2		現在相談支援専門員1名で行っているため ゲンザイ ソウダン シエン センモンイン メイ オコナ

		承諾 ショウダク		相談支援ウエイブ		0282-23-4465		0282-23-4465		328-0012		栃木市平柳町1-2-7		栃木市、壬生町 トチギシ ミブマチ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		1		0				0		1				2		指定特定相談支援事業で精神に対応しているため シテイ トクテイ ソウダン シエン ジギョウ セイシン タイオウ		ご家族の中だけでは生活がマンネリ化して単調になりかねないので、音楽、体を動かす、読み聞かせ麻痺・拘縮のマッサージなどのリハビリの頻度を高める。ご本人が楽しいと感じることを提供できる。ご家族が疲弊しないよう旅行や趣味などの充実した時間がもてるようサービスを利用していくこと。 カゾク ナカ セイカツ カ タンチョウ オンガク カラダ ウゴ ヨ キ マヒ コウシュク ヒンド タカ ホンニン タノ カン テイキョウ カゾク ヒヘイ リョコウ シュミ ジュウジツ ジカン リヨウ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所わらしべの家		0282-27-1627		0282-27-1675		328-0011		栃木市大宮町2708-3		栃木市 トチギシ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1		専門的な知識が不十分なため行政などの機関と相談しながらの対応となります センモンテキ チシキ フジュウブン ギョウセイ キカン ソウダン タイオウ		短期入所や移動支援などの福祉サービス利用時にお付き合いのある医療機関や訪問看護の看護師が同行でき緊急時の対応が迅速にとれる体制（すでにできていたらすみません） タンキ ニュウショ イドウ シエン フクシ リヨウ ジ ツ ア イリョウ キカン ホウモン カンゴ カンゴシ ドウコウ キンキュウジ タイオウ ジンソク タイセイ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所　空		0287-73-8165		0287-73-8165		329-3157		那須塩原市大原間西1-19-9		那須塩原市、大田原市、那須町 ナスシオバラ シ オオタワラシ ナスマチ		1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		重心のお子様の療育支援をやっていたので、苦労はありませんでしたが、医療（訪問看護）訪問リハ訪問入浴の制度を知らなかったので、その方々との連携が取れて大変勉強になりました。 ジュウシン コサマ リョウイク シエン クロウ イリョウ ホウモン カンゴ ホウモン ホウモン ニュウヨク セイド シ カタガタ レンケイ ト タイヘン ベンキョウ		0				医療的ケアの必要な方には支援スタッフ・必ず看護師の方が不在では双方安心したケアはできません。例）乳幼児の通所事業は保母と看護師さん。小学→高校までは義務教育がありますが事後に生活介護はもちろんですが、本当に重心の方の為の日中活動の場が不足しているとおもいますので重心の方の通所事業は必要と思います。家庭以外で通える場所→一時預かりや療育支援事業→高校卒業後は通所施設（一時預かりも含めて） イリョウテキ ヒツヨウ カタ シエン カナラ カンゴシ カタ フザイ ソウホウ アンシン レイ ニュウヨウジ ツウショ ジギョウ ホボ カンゴシ ショウガク コウコウ ギム キョウイク ジゴ セイカツ カイゴ ホントウ ジュウシン カタ タメ ニッチュウ カツドウ バ フソク ジュウシン カタ ツウショ ジギョウ ヒツヨウ オモ カテイ イガイ カヨ バショ イチジ アズ リョウイク シエン ジギョウ コウコウ ソツギョウゴ ツウショ シセツ イチジ アズ フク

		承諾 ショウダク		相談支援事業所みどり		0285-45-8362		0285-45-8397		329-0214		小山市乙女786-1		小山市、栃木市、古河市、結城市 オヤマシ トチギシ コガシ ユウキシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0		大人は対応可能 オトナ タイオウ カノウ		1		1		大人はあるが、こどもはない。先日訪問介護を事業所にお願いしたところどこの事業所も受けていただけなかった。 オトナ センジツ ホウモン カイゴ ジギョウショ ネガ ジギョウショ ウ		3		成人しか計画相談をしたことがないので不安である。当事業所は相談員が一名なので相談する相手がいない セイジン ケイカク ソウダン フアン トウ ジギョウショ ソウダン イン イチメイ ソウダン アイテ		サービス事業所で受けてもらえないケースがある。特に重心や精神知的等重複して疾患を持っていると問い合わせた時点でお断りされてします。 ジギョウショ ウ トク ジュウシン セイシン チテキ ナド チョウフク シッカン モ ト ア ジテン コトワ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所こころみ		0284-41-5039		0284-43-2665		326-0061		足利市田島町611-2				0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		1		0				0		1				3		これまで前例がなく、またこの障害について熟知した方（機関）があるならそちらでしていただいた方がご本人様にとってよい支援であると考えるから。※現在当法人の入所・通所等サービスを利用されている方の相談支援がほとんどの状況です。 ゼンレイ ショウガイ ジュクチ カタ キカン ホウ ホンニンサマ シエン カンガ ゲンザイ トウホウジン ニュウショ ツウショ ナド リヨウ カタ ソウダン シエン ジョウキョウ

		承諾 ショウダク		相談支援センターのどか　真岡センター		0285-81-5890		0285-85-8452		321-4305		真岡市荒町111-1		真岡市、芳賀町、市貝町、益子町、茂木町 モオカシ ハガマチ イチガイ マチ マシコ チョウ モギ マチ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1				在宅での生活では家族の介護負担の軽減が必要。フォーマルインフォーマルの枠にとらわれない福祉サービス。 ザイタク セイカツ カゾク カイゴ フタン ケイゲン ヒツヨウ ワク フクシ

		承諾 ショウダク		友井タクシー介護ステーションふれあい		0285-30-0840		0285-30-0844		323-0025		小山市城山町2丁目12-25		小山市 オヤマシ		1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		利用するサービスは多様で、施設・病院・学校など医療福祉事業所数も多く連携を図るのが困難。学校行事に参加するための会出自の支援サービスがない。 リヨウ タヨウ シセツ ビョウイン ガッコウ イリョウ フクシ ジギョウショ スウ オオ レンケイ ハカ コンナン ガッコウ ギョウジ サンカ カイ シュツジ シエン		0				ご家族様が安心して預けることができる施設と必要に預けられる施設の数は少ない。片道１時間以上かかるためとても不便に思います。呼吸器の方の預かり先は少ない。 カゾクサマ アンシン アズ シセツ ヒツヨウ アズ シセツ カズ スク カタミチ ジカン イジョウ フベン オモ コキュウキ カタ アズ サキ スク

		承諾 ショウダク		もくせいの里		0282-43-0593		0282-43-1387		329-4405		栃木市大平町西山田1198		栃木市内 トチギシナイ		0		1		1		0		1		0		0		1		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		ニーズにあてはまるサービスがなかった。例）①入浴支援②移送サービス　①自宅の浴槽では支援が入れず訪問入浴を検討。しかし、浴槽を置けるスペースがなく断念。②主たる介護者が入院。学校までの送迎ができず特例で市の移送サービスを利用するもかなり時間を要した。 レイ ニュウヨク シエン イソウ ジタク ヨクソウ シエン ハイ ホウモン ニュウヨク ケントウ ヨクソウ オ ダンネン シュ カイゴシャ ニュウイン ガッコウ ソウゲイ トクレイ シ イソウ リヨウ ジカン ヨウ		0				①地域の理解や協力②受け入れの拡大（重心の通所、24時間看護体制が整った短期入所）③デマンドタクシー等関係者の重心に対する理解（理解附属により資源として存在するが利用しがたい）④児童が入浴支援を受けられる環境（家族の身体的な介護負担軽減） チイキ リカイ キョウリョク ウ イ カクダイ ジュウシン ツウショ ジカン カンゴ タイセイ トトノ タンキ ニュウショ ナド カンケイシャ ジュウシン タイ リカイ リカイ フゾク シゲン ソンザイ リヨウ ジドウ ニュウヨク シエン ウ カンキョウ カゾク シンタイテキ カイゴ フタン ケイゲン

		承諾 ショウダク		足利障害者相談支援センター		0284-44-0307		0284-44-0318		326-0064		足利市東砂原後町1072		足利市、佐野市 アシカガシ サノシ		1		0		1		0		1		0		0		1		0		1		0		1		0				1		0				0		0		0		0				0		1				2		委託相談支援事業所のため イタク ソウダン シエン ジギョウショ		医療的ケアが整った施設のショートステイ充実が必要。また、特に呼吸器をつけた方のショート療養介護の利用とそれらを利用するための送迎体制の充実が必要。 イリョウテキ トトノ シセツ ジュウジツ ヒツヨウ トク コキュウキ カタ リョウヨウ カイゴ リヨウ リヨウ ソウゲイ タイセイ ジュウジツ ヒツヨウ

		承諾 ショウダク		指定障害者相談支援事業所あるしぇん		0282-86-7665		0282-21-7109		321-0201		栃木県下都賀郡壬生町安塚2032 ３２１－０２０１		壬生町 ミブマチ		1		0		1		0		1		0		0		1		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		①相談支援専門員として重症心身障害児（者）の方に対する支援の知識や経験が少ない②医療的ケアが必要となる方に対して対応できる福祉サービス（事業所）が少ない。 ソウダン シエン センモンイン ジュウショウシンシンショウガイジ シャ カタ タイ シエン チシキ ケイケン スク イリョウテキ ヒツヨウ カタ タイ タイオウ フクシ ジギョウショ スク		0				医療的ケアが必要な方に関して、福祉のサービスでは対応しきれない部分が多く、結果として家族が本人を抱え込まざるを得ない現状があるように感じます。家族の介護負担が少しでも軽減できるよう福祉サービスも柔軟な対応が出来るようになるといいなと思います。 イリョウテキ ヒツヨウ カタ カン フクシ タイオウ ブブン オオ ケッカ カゾク ホンニン カカ コ エ ゲンジョウ カン カゾク カイゴ フタン スコ ケイゲン フクシ ジュウナン タイオウ デキ オモ

		承諾 ショウダク		下野市相談支援事業所 こばと		0285-44-6783		0285-44-6783		329-0414		下野市小金井1146-6		下野市、上三川町 シモノ シ カミノカワマチ		1		0		1		0		0		0		1		1		0		1		1		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		医療的ケアが必要な乳幼児に対応できるヘルパー事業所。短期入所・日中一時支援事業所が近くにない（少ない）。 イリョウテキ ヒツヨウ ニュウヨウジ タイオウ ジギョウショ タンキ ニュウショ ニッチュウ イチジ シエン ジギョウショ チカ スク		0				設問5で回答した内容：外出可能な方は児童発達支援を利用可能であるが無理な方は外部との交流をもちにくい。訪問看護・訪問リハビリが入っているケースはいいがない場合母子で孤立しがち。幸いあそびの支援をしてくれるヘルパー事業所があり支援につながっている。ヘルパー利用を希望されない家庭、利用したくてもヘルパー事業所がない等支援に苦慮する。 セツモン カイトウ ナイヨウ ガイシュツ カノウ カタ ジドウ ハッタツ シエン リヨウ カノウ ムリ カタ ガイブ コウリュウ ホウモン カンゴ ホウモン ハイ バアイ ボシ コリツ サイワ シエン ジギョウショ シエン リヨウ キボウ カテイ リヨウ ジギョウショ ナド シエン クリョ

		承諾 ショウダク		相談支援センターぴあん ソウダン シエン		0282-31-1755		0282-31-2919		328-0067		栃木市皆川城内町333-2		栃木市、小山市 トチギシ オヤマシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1				これまで現場で関わったことがなく、事例検討でしか情報を把握しておらず不安はあります。でも関係機関やご家族様からいろいろなことを教えて頂きながら相談支援として専門性を活かせればと思っています。色々な立場の方からお話をお伺いしてもご家族や医療機関専門的な事業所の負担が大きく相談支援があまり役に立つことができていない（場合によっては自ら引いてしまう）今の現状を少しでも変えていければいいと思います。 ゲンバ カカ ジレイ ケントウ ジョウホウ ハアク フアン カンケイ キカン カゾクサマ オシ イタダ ソウダン シエン センモンセイ イ オモ イロイロ タチバ カタ ハナシ ウカガ カゾク イリョウ キカン センモンテキ ジギョウショ フタン オオ ソウダン シエン ヤク タ バアイ ミズカ ヒ イマ ゲンジョウ スコ カ オモ

		承諾 ショウダク		うつのみや		028-632-6074/090-4059-9728		028-632-6075		320-0861		宇都宮市西2-1-7		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				3		専門的な知識を社会資源のアドバイスを他相談支援事業所からいただきながらみずからの事業所で引き受けるという形が望ましい センモンテキ チシキ シャカイ シゲン ホカ ソウダン シエン ジギョウショ ジギョウショ ヒ ウ カタチ ノゾ

		承諾 ショウダク		サポートセンターきりん		028-612-3838		028-678-3257		321-0905		栃木県宇都宮市平出工業団地43-100 ３２１－０９０５		宇都宮市 ウツノミヤシ		0		1		1		0		1		0		0		1		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		療養介護に入所しているので他のサービスの利用が困難。そのための社会資源をつなげたり、活用したりするのが難しい。 リョウヨウ カイゴ ニュウショ ホカ リヨウ コンナン シャカイ シゲン カツヨウ ムズカ		0				今後、市町村などで展開されていく生活拠点に関する事業をうまく活用できればいいなと感じています。入所されている方々については地域とのつながり方が今後は重要になってくると思われますので、広く門扉を開けた活動などが多くなってくるといいなと思っています。 コンゴ シチョウソン テンカイ セイカツ キョテン カン ジギョウ カツヨウ カン ニュウショ カタガタ チイキ カタ コンゴ ジュウヨウ オモ ヒロ モンピ ア カツドウ オオ オモ

		承諾 ショウダク		さわやか相談支援センター		0280-57-4884		0280-57-4994		329-0112		野木町南赤塚1145-1		小山市、野木町、古河市、栃木市 オヤマシ ノギマチ コガシ トチギシ		0		1		1		0		0		0		1		0		0		1		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		現実的な目標の位置づけ ゲンジツテキ モクヒョウ イチ		0

		承諾 ショウダク		相談支援事業所つばさ		0287-53-7393		0287-53-7394		324-0044		大田原市親園824-1		大田原市、那須塩原市、那須烏山市、矢板市、さくら市、那須町、塩谷町、高根沢町 オオタワラシ ナスシオバラシ ナスカラスヤマシ ヤイタシ シ ナスマチ シオ タニ マチ タカネザワマチ		1		0		1		0		1		0		1		1		0		1		0		0		0				1		2		医療的なケアが必要なケース、将来的に短期入所につなげたいケースだった為、専門の事業所に依頼した イリョウテキ ヒツヨウ ショウライテキ タンキ ニュウショ タメ センモン ジギョウショ イライ		1		1		0		0				1		0		使えるサービスの少なさに調整が難しかった ツカ スク チョウセイ ムズカ		1				乳幼児期の受け入れ可能な福祉サービス等の社会資源が必要である。 ニュウヨウジ キ ウ イ カノウ フクシ ナド シャカイシゲン ヒツヨウ

		承諾 ショウダク		特定相談支援センターはじめ		0284-22-4561		0284-22-4562		326-0143		足利市葉鹿町735-1		足利市 アシカガシ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1

		承諾 ショウダク		上三川障がい児・者生活相談支援センター		0285-38-6854		0285-38-6841		329-0611		上三川町上三川5082-15		上三川町 カミノカワマチ		1		0		1		0		1		0		0		1		0		0		0		0		0				1		0				0		0		0		0				1		0				0

		承諾 ショウダク		はつらつサロン南天相談支援事業所		0285-22-4659		0285-38-6529		323-0027		小山市花垣町2-3-19		小山市、栃木市 オヤマシ トチギシ		0		0		1		0		1		1		0		1		1		1		1		1		0				0		0				0		0		0		0				1		0		利用したいサービス事業所が少なく生活改善、家族、支援者の負担軽減に繋がらない（訪問入浴、ショートステイ、生活介護などなど（就労Ａ型））医師によっては連携が困難。何処の精神科がよいかと利用者に問われるが答えは解らない。 リヨウ ジギョウショ スク セイカツ カイゼン カゾク シエンシャ フタン ケイゲン ツナ ホウモン ニュウヨク セイカツ カイゴ シュウロウ ガタ イシ レンケイ コンナン ドコ セイシンカ リヨウシャ ト コタ ワカ		0				本人の選択や受け入れ事業所の間口を広げる。例えば入浴はヘルパーの2人対応で行ているがヘルパー不足や腰痛の悪化などで対応が難しくなってくる。機会浴のできる生活介護を勧めるも本人の選択肢がない。自宅から出かける自由さのようなものが閉ざされているような気がする。反面高齢者のサービスは増加する一方で利用者が不足し閉鎖なども聞かれる。高齢者・障害者がともにデイサービスやショートステイを利用できるようにならないかと思う。障害児については働く両親をサポートすることで生活の安定や療育などへ通園のし易さを図り、送迎サービスの充実など。 ホンニン センタク ウ イ ジギョウショ マグチ ヒロ タト ニュウヨク ニン タイオウ オコナ ブソク ヨウツウ アッカ タイオウ ムズカ キカイ ヨク セイカツ カイゴ スス ホンニン センタクシ ジタク デ ジユウ ト キ ハンメン コウレイシャ ゾウカ イッポウ リヨウシャ フソク ヘイサ キ コウレイシャ ショウガイシャ リヨウ オモ ショウガイジ ハタラ リョウシン セイカツ アンテイ リョウイク ツウエン ヤス ハカ ソウゲイ ジュウジツ

		承諾 ショウダク		障がい者生活支援センターこぶし		028-680-5746		028-688-0214		321-0126		栃木県宇都宮市茂原町837-1		宇都宮市、上三川町 ウツノミヤシ カミノカワマチ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1				①医療機関との細かな連携体制②相談関係者を含め本人に関わり支援をするなかで即座に動きが取れるようなフットワークの軽いチーム作り イリョウ キカン コマ レンケイ タイセイ ソウダン カンケイシャ フク ホンニン カカ シエン ソクザ ウゴ ト カル ヅク
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								その他 タ		3						その他 タ		9

										それらの相談事業所として対応（解決）はできましたか

								ａ.できた		27						ある		33

								ｂ.できなかった		4						ない		46

								Ｑ4.Ｑ3-2「ない」→これから重症心身障害児（者）の方（本人・家族等）からの相談があればどのように対応されますか								今後依頼があれば作成する コンゴ イライ サクセイ		15

						自分の事業所で対応する ジブン ジギョウショ タイオウ		17								他の相談支援事業所に依頼する ホカ ソウダン シエン ジギョウショ イライ		18

						ほかの相談支援事業所へ依頼する ソウダン シエン ジギョウショ イライ		15								作成するかどうかわからない サクセイ		14

						行政に依頼する ギョウセイ イライ		8

						その他 タ		9

								Ｑ5.重症心身障害児（者）の方のサービス等利用計画書を作成したことがありますか
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						今後依頼があれば作成する コンゴ イライ サクセイ		15

						他の相談支援事業所に依頼する ホカ ソウダン シエン ジギョウショ イライ		18

						作成するかどうかわからない サクセイ		14

										「ない」と回答 カイトウ



重症心身障害児（者）の定義をご存知ですか

Ｑ2.重症心身障害児（者）の定義をご存知ですか	知っている	知らない	40	33	Ｑ3.重症心身障害児（者）の方（家族・関係機関等）からの相談を受けたことがありますか	ある	ない	35	43	それは誰からの相談でしたか	ａ.家族	ｂ.支援者	ｃ.関係機関	27	6	12	それはどんな相談でしたか	生活上の相談	医療的な相談	制度に関する相談	教育に関する相談	サービス等利用計画書作成に関する相談	その他	19	7	15	5	26	3	それらの相談事業所として対応（解決）はできましたか	ａ.できた	ｂ.できなかった	27	4	自分の事業所で対応する	ほかの相談支援事業所へ依頼する	行政に依頼する	その他	17	15	8	9	Ｑ5.重症心身障害児（者）の方のサービス等利用計画書を作成したことがありますか	ある	ない	33	46	Ｑ5.重症心身障害児（者）の方のサービス等利用計画書

　　 を作成したことがありますか

ない
59%

ある	今後依頼があれば作成する	他の相談支援事業所に依頼する	作成するかどうかわからない	33	15	18	14	

相談支援事業所 (記述)

		Ｑ1.貴施設について、お伺いいたします キ シセツ ウカガ										事業所名とコメントをくっつけるで一表を作る ジギョウショ メイ イッピョウ ツク

		1		事業所名 ジギョウショ メイ								今月中 コンゲツ チュウ

		2		電話番号 デンワ バンゴウ								地図と一覧表をパワーポイント チズ イチラン ヒョウ

		3		FAX番号 バンゴウ								各項目ごとにページを作る カクコウモク ツク

		4		所在地 ショザイチ

		5		訪問可能な主な市町村 ホウモン カノウ オモ シチョウソン

		Ｑ2.重症心身障害児（者）の定義をご存知ですか ジュウショウシンシンショウガイジ シャ テイギ ゾンジ

		Ｑ2-1		知っている シ

		Ｑ2-2		知らない シ

		Ｑ3.重症心身障害児（者）の方（家族・関係機関等）からの相談を受けたことがありますか ジュウショウシンシンショウガイジ シャ カタ カゾク カンケイ キカン ナド ソウダン ウ

		Ｑ3-1		1		ある

		Ｑ3-2		2		ない

		Ｑ3-1-Ａ

				Ａ-1それは誰からの相談でしたか ダレ ソウダン

				1		ａ.家族 カゾク

				2		ｂ.支援者 シエンシャ

				3		ｃ.関係機関 カンケイ キカン

				Ａ-2それはどんな相談でしたか（複数回答可） ソウダン フクスウ カイトウ カ

				1		ａ.生活上の相談 セイカツ ジョウ ソウダン

				2		ｂ.医療的な相談 イリョウテキ ソウダン

				3		ｃ.制度に関する相談 セイド カン ソウダン

				4		ｄ.教育に関する相談 キョウイク カン ソウダン

				5		ｅ.サービス等利用計画書作成に関する相談 ナド リヨウ ケイカクショ サクセイ カン ソウダン

				6		ｆ.その他 タ

				Ａ-3それらの相談事業所として対応（解決）はできましたか ソウダン ジギョウショ タイオウ カイケツ

				1		ａ.できた

				2		ｂ.できなかった

				Ａ-3-1それはどうしてですか

				1		ａ解決手段・方法がなかった カイケツ シュダン ホウホウ

				2		ｂ.ほかの相談支援事業所に依頼した ソウダン シエン ジギョウショ イライ

				3		ｃ.行政に依頼した ギョウセイ イライ

				4		ｄ.その他 タ

		Ｑ4.Ｑ3-2「ない」→これから重症心身障害児（者）の方（本人・家族等）からの相談があればどのように対応されますか ジュウショウシンシンショウガイジ シャ カタ ホンニン カゾク ナド ソウダン タイオウ

				Ｑ4-1		自分の事業所で対応する ジブン ジギョウショ タイオウ

				Ｑ4-2		ほかの相談支援事業所へ依頼する ソウダン シエン ジギョウショ イライ

				Ｑ4-3		行政に依頼する ギョウセイ イライ

				Ｑ4-4		その他 タ

		Ｑ5.重症心身障害児（者）の方のサービス等利用計画書を作成したことがありますか ジュウショウシンシンショウガイジ シャ カタ ナド リヨウ ケイカクショ サクセイ

				Ｑ5-1		ある

				Ｑ5-2		ない

						Ｑ5-1-Ａ		「ある」と回答→作成にあたり、苦労したこと困ったことがありましたか カイトウ サクセイ クロウ コマ

						Ｑ5-2-Ａ		「ない」と回答 カイトウ

						1		ａ.今後依頼があれば作成する コンゴ イライ サクセイ

						2		ｂ.他の相談支援事業所に依頼する ホカ ソウダン シエン ジギョウショ イライ

						3		ｃ.作成するかどうかわからない サクセイ

						Ｑ5-2-Ａ-1		b.cを回答→それはどうしてですか カイトウ

		Q6.重症心身障害児（者）の方がより良い在宅生活をしていく上で何か必要だと思うことがあればご自由にお書きください ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ カタ ヨ ザイタク セイカツ ウエ ナニ ヒツヨウ オモ ジユウ カ



		承諾可否 ショウダク カヒ		Q1												Ｑ2.重症心身障害児（者）の定義をご存知ですか ジュウショウシンシンショウガイジ シャ テイギ ゾンジ				Ｑ3.重症心身障害児（者）の方（家族・関係機関等）からの相談を受けたことがありますか ジュウショウシンシンショウガイジ シャ カタ カゾク カンケイ キカン ナド ソウダン ウ																														Ｑ4.Ｑ3-2「ない」→これから重症心身障害児（者）の方（本人・家族等）からの相談があればどのように対応されますか ジュウショウシンシンショウガイジ シャ カタ ホンニン カゾク ナド ソウダン タイオウ										Ｑ5.重症心身障害児（者）の方のサービス等利用計画書を作成したことがありますか ジュウショウシンシンショウガイジ シャ カタ ナド リヨウ ケイカクショ サクセイ										Q6.重症心身障害児（者）の方がより良い在宅生活をしていく上で何か必要だと思うことがあればご自由にお書きください ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ カタ ヨ ザイタク セイカツ ウエ ナニ ヒツヨウ オモ ジユウ カ

				事業所名 ジギョウショ メイ		電話番号 デンワ バンゴウ		FAX番号 バンゴウ		郵便番号 ユウビンバンゴウ		所在地 ショザイチ		訪問可能な主な市町村 ホウモン カノウ オモ シチョウソン		知っている		知らない シ		ある		ない		それは誰からの相談でしたか						それはどんな相談でしたか														それらの相談事業所として対応（解決）はできましたか						自分の事業所で対応する ジブン ジギョウショ タイオウ		他の相談支援事業所へ依頼する ホカ ソウダン シエン ジギョウショ イライ		行政に依頼する ギョウセイ イライ		その他 タ				ある		ない		「ある」と回答		「ない」
と回答		b.c（23）を回答

																								家族 カゾク		支援者 シエンシャ		関係機関 カンケイ キカン		生活上の相談 セイカツ ジョウ ソウダン		医療的な相談 イリョウテキ ソウダン		制度に関する相談 セイド カン ソウダン		教育に関する相談 キョウイク カン ソウダン		サービス等利用計画書作成に関する相談 ナド リヨウ ケイカクショ サクセイ カン ソウダン		その他 タ		その他回答 タ カイトウ		それらの相談事業所として対応（解決）はできましたか		それはどうしてですか		それはどうしてですか

		否 イナ		手話通訳派遣協会相談支援事業所		0287-73-4422		0287-62-7776		325-0026		栃木県那須塩原市上厚崎431-17 ３２５－００２６				0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		0		1		本事業所と同様の地域で一般相談支援事業所と連携を図り対応する ホン ジギョウショ ドウヨウ チイキ イッパン ソウダン シエン ジギョウショ レンケイ ハカ タイオウ		0		1		0		2		当事業所は手話通訳派遣を主目的とする事業所であるため、聴覚障害に対するノウハウはあるがそれ以外の障害者に対応する専門性を有していない為 トウ ジギョウショ シュワ ツウヤク ハケン シュモクテキ ジギョウショ チョウカク ショウガイ タイ イガイ ショウガイシャ タイオウ センモンセイ ユウ タメ

		否 イナ		相談支援事業所すまいる		0285-45-7199		0285-45-8437		329-0205		小山市間々田750-1		小山市 オヤマシ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		1		0				0		1		0		3		現在担当させていただいているケースの他に受け入れる時間的余裕がないため。また専門的な知識や経験がなく自信がないため。 ゲンザイ タントウ ホカ ウ イ ジカンテキ ヨユウ センモンテキ チシキ ケイケン ジシン

		否 イナ		やまゆりの里		0284-90-2030		0284-90-2031		326-0011		足利市大沼田町525-1		足利市 アシカガシ		0		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		ショートステイの利用が可能かどうか リヨウ カノウ		2		1		ショートの利用を希望していたが、幼児で夜間に吸引が必要とのことだったので職員配置上困難と判断 リヨウ キボウ ヨウジ ヤカン キュウイン ヒツヨウ ショクイン ハイチ ジョウ コンナン ハンダン		0		0		0		0				0		1		0		2		あしかがの森さんが近くにあり専門性もあるため モリ チカ センモンセイ

		否 イナ		相談支援センターひかり		028-612-7717		028-612-7718		320-0072		宇都宮市若草4-20-7		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		0		1		0		1		0		0		1		0		1		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		居宅介護事業所とニーズのマッチング キョタク カイゴ ジギョウショ		0				短期入所事業所（医療的ケア対応型）の整備 タンキ ニュウショ ジギョウショ イリョウテキ タイオウガタ セイビ

		否 イナ		相談支援センター歩み		028-667-5151		028-667-5150		321-3233		宇都宮市上籠谷町3792		真岡市、芳賀町、宇都宮市 モオカシ ハガマチ ウツノミヤシ		0		1		1		0		0		1		0		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		毎日お会いしている方ではないしお話ができる方ではないので、計画書を作ることは少々戸惑いはありましたが、すべて療育指導室の先生にご指導いただき作成することができました。お幸せな時を過ごしてほしいという思いはいっぱいありますが、なにも出来ていない自分が申し訳ないような気持ちです。 マイニチ ア カタ ハナシ カタ ケイカクショ ツク ショウショウ トマド リョウイク シドウシツ センセイ シドウ サクセイ シアワ トキ ス オモ デキ ジブン モウ ワケ キモ		0				すみません。経験不足で在宅の方はよくわかりませんが、独立行政法人国立病院機構宇都宮病院にお伺いし行き届いた介護、職員の先生方の情熱にこういうところで重症心身障害者の方が過ごせることは幸せなのでは…としみじみ思いました。 ケイケン ブソク ザイタク カタ ドクリツ ギョウセイ ホウジン コクリツ ビョウイン キコウ ウツノミヤ ビョウイン ウカガ イ トド カイゴ ショクイン センセイガタ ジョウネツ ジュウショウ シンシン ショウガイシャ カタ ス シアワ オモ

		否 イナ		ワークス共育		0287-39-5593		0287-39-5630		329-2213		那須塩原市上大貫2028-2				1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		0		1		状況に応じて対応する ジョウキョウ オウ タイオウ		0		1				1				相談支援専門員のレベルアップが必要ではないかと思います ソウダン シエン センモンイン ヒツヨウ オモ

		否 イナ		指定特定相談支援センタードリーム		0288-32-2280		0288-32-2281		321-2341		日光市大沢町274		日光市、塩谷町、鹿沼市、宇都宮市 ニッコウシ シオヤ チョウ カヌマシ ウツノミヤ シ		0		1		1		0		1		0		0		1		1		1		0		0		0				1		0				0		0		0		0				1		0		計画を作成するにあたり医療機関との連携方法を具体化していくことに連絡調整に時間を要しました。また医師同士でのやりとりの方が早いように感じました。※解決できたと言っても施設の空き待ちで関係する病院で入院しております。 ケイカク サクセイ イリョウ キカン レンケイ ホウホウ グタイカ レンラク チョウセイ ジカン ヨウ イシ ドウシ ホウ ハヤ カン カイケツ イ シセツ ア マ カンケイ ビョウイン ニュウイン		0				入所ではなく、医療ケアのできる短期入所やグループホーム、日中一時、生活介護の拡充が必要であること。また重症心身障害児（者）への理解を広めていき、理解者を増やすこと、訪問看護、訪問医療、居宅介護も活用しやすい環境づくりを相談支援専門員はネットワークづくりに努めなければんらないと思います。 ニュウショ イリョウ タンキ ニュウショ ニッチュウ イチジ セイカツ カイゴ カクジュウ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ リカイ ヒロ リカイシャ フ ホウモン カンゴ ホウモン イリョウ キョタク カイゴ カツヨウ カンキョウ ソウダン シエン センモンイン ツト オモ

		否 イナ		ユーファーム支援センター		028-689-0070		028-680-0750		321-0972		宇都宮市下川俣町206-127		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2		これまでの実績として主に就労系の利用計画の作成を行っており重症心身障害児の方への支援については経験や人員の不足から対応が困難であると思われるため ジッセキ オモ シュウロウ ケイ リヨウ ケイカク サクセイ オコナ ジュウショウ シンシン ショウガイジ カタ シエン ケイケン ジンイン フソク タイオウ コンナン オモ

		否 イナ		障害者相談支援センターひびき		028-666-7601		028-666-7602		321-0403		宇都宮市下小倉町1536		宇都宮市、さくら市 ウツノミヤシ シ		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2		かつて受け入れたことがなく、またスタッフにも医療的ケアの知識や経験が乏しく、自信をもって迎え入れることができない ウ イ イリョウテキ チシキ ケイケン トボ ジシン ムカ イ		受け入れる施設が近辺にあること ウ イ シセツ キンペン

		否 イナ		相談支援事業ぴゅあ		028-611-1771		028-611-1772		321-0911		宇都宮市問屋町3426-46		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2

		否 イナ		指定特定相談支援事業所すえひろ		0287-23-3962		0287-24-1670		324-0042		大田原市末広1-2-5		大田原市、大田原市以外は交通費を受領 オオタワラシ オオタワラシ イガイ コウツウヒ ジュリョウ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2		事業所の対象を精神障害に限定し、市に申請しているため ジギョウショ タイショウ セイシン ショウガイ ゲンテイ シ シンセイ

		否 イナ		相談支援センターふじみだい		0285-44-0200		0285-44-4255		329-0412		下野市芝1123		下野市 シモノ シ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		0		1		ケースによって検討 ケントウ		0		1				2

		否 イナ		相談支援センターひゅーまにあ宇都宮		028-678-5385		028-678-5395		320-0802		宇都宮市江野町6-15大立ビル4階		宇都宮市（鹿沼市等近隣市町村） ウツノミヤシ カヌマシ ナド キンリン シチョウソン		0		1		1		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		あるではありますが、初めての作成でまた完成はしていない段階です。病院で実施されている活動医療等で自分自身が未熟で理解が足りていない為に苦労しています。 ハジ サクセイ カンセイ ダンカイ ビョウイン ジッシ カツドウ イリョウ ナド ジブン ジシン ミジュク リカイ タ タメ クロウ		0				①医療面での安心②外部と交流する機会③家族の方への支援 イリョウ メン アンシン ガイブ コウリュウ キカイ カゾク カタ シエン

		否 イナ		地域活動支援センターあしかが		0284-41-2643		0284-43-0463		326-0808		足利市本城1-1547		足利市 アシカガシ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0						0		1		0		0				0		1				2		専門外で知識等はなく、計画書の作成は難しいため センモンガイ チシキ トウ ケイカクショ サクセイ ムズカ

		否 イナ		南那須地区障害者相談支援センター		0287-80-1020		0287-80-1027		321-0624		那須烏山市旭1-18-8		那須烏山市、那珂川町 ナスカラスヤマシ ナカガワマチ		1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		アセスメント、院内での面会予定の調整、家族への説明など インナイ メンカイ ヨテイ チョウセイ カゾク セツメイ		0				在宅医療、訪問リハビリなど24時間対応出来る専門家チーム ザイタク イリョウ ホウモン ジカン タイオウ デキ センモンカ

		否 イナ		ワン・ハーモニー		0287-22-8255		0287-48-7225		324-0042		大田原市末広1-3618-13				0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				0

		否 イナ		ひまわり相談支援事業所		0282-20-5006		0282-23-4878		328-0052		栃木市祝町12－9				0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		1		0				0		1				3		意思伝達が自分にとって受け止められるかに不安があるため イシ デンタツ ジブン ウ ト フアン

		否 イナ		サンフラワーライフ		0285-22-1109		0285-22-1345		323-0808		小山市出井1936		小山市内 オヤマシナイ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				3		近隣に受け入れ施設が少なく在宅福祉サービスに向けるのが難しい キンリン ウ イ シセツ スク ザイタク フクシ ム ムズカ

		否 イナ		natu- la(ナチュラ)		0287-67-3115		0287-67-3115		329-3153		那須塩原市大原間239-1		那須塩原市、大田原市、那須町 ナスシオバラ シ オオタワラシ ナスマチ		0		1		1		0		1		0		0		1		1		1		0		0		0				1		0				0		0		0		0				1		0		サービス自体の幅がせまいため、本人が安全に安心した生活をうけられるためにどう組み合わせたら良いか。又、家族によっては苦手な事業所もあり限られた事業所を探すのが難しかった。 ジタイ ハバ ホンニン アンゼン アンシン セイカツ ク ア ヨ マタ カゾク ニガテ ジギョウショ カギ ジギョウショ サガ ムズカ		0				訪問系のサービスがもっと充実して欲しい ホウモン ケイ ジュウジツ ホ

		否 イナ		相談支援事業所ふるさとホーム那須		0287-98-3001		0287-98-8080		324-0414		大田原市片府田1301-59		大田原市、那須町、那須塩原市、周辺 オオタワラシ ナスマチ ナスシオバラ シ シュウヘン		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2		主な精神知的関係なので、今後はできるよう専門的な部分の勉強が必要です。 オモ セイシン チテキ カンケイ コンゴ センモンテキ ブブン ベンキョウ ヒツヨウ		①専門相談②居場所③地域の理解 センモン ソウダン イバショ チイキ リカイ

		否 イナ		特定相談支援事業所きのこ		028-635-8746		028-635-8778		320-0846		栃木県宇都宮市滝の原2-4-42 ３２０－０８４６		宇都宮市 ウツノミヤシ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		1		0				0		1				3		どのように作成したらいいか不安のため サクセイ フアン

		否 イナ		こども発達支援センター鹿沼市あおば園		0289-63-1745		0289-63-1745		322-0074		鹿沼市日吉町320－1				1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		1		0				0		1				2		相談支援専門員の不足、児童発達支援事業所利用のための計画書作成が主な業務になっている ソウダン シエン センモンイン フソク ジドウ ハッタツ シエン ジギョウショ リヨウ ケイカクショ サクセイ オモ ギョウム

		否 イナ		障害者相談支援センターみつか・Ｒｕ		028-648-3971		028-648-3936		321-0347		宇都宮市飯田町261		宇都宮市、鹿沼市 ウツノミヤシ カヌマシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		1		状況に応じして他機関と連携し判断する場合もある ジョウキョウ オウ ホカ キカン レンケイ ハンダン バアイ		0		1				1		計画依頼の状況に応じて対応できない月もある（モニタリング件数） ケイカク イライ ジョウキョウ オウ タイオウ ツキ ケンスウ

		否 イナ		工房つばさ		0285-40-0388		0285-40-6700		329-0401		下野市箕輪425-1		下野市、上三川町、壬生町、ただし状況に応じて対応することが難しい場合もある シモノ シ カミノカワマチ ミブマチ ジョウキョウ オウ タイオウ ムズカ バアイ		1		0		1		0		1		0		0		1		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		短期入所、ヘルパーなどの利用希望があっても受け入れてくれる事業所が見つからない タンキ ニュウショ リヨウ キボウ ウ イ ジギョウショ ミ		3		状況により作成することができない場合がある ジョウキョウ サクセイ バアイ		重心の方の短期入所等の利用ができるところが必要。在宅でのサービスの受入必要だと思われる。 ジュウシン カタ タンキ ニュウショ ナド リヨウ ヒツヨウ ザイタク ウケイレ ヒツヨウ オモ

		否 イナ		相談支援事業所グーフォ		028-673-0002		028-671-0785		329-1105		宇都宮市中岡本町3178-3				1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1				在宅生活を支える家族に負担が重くならないようにする。緊急時に対応してくれる医療ケア付きの宿泊施設を増やしてほしい ザイタク セイカツ ササ カゾク フタン オモ キンキュウジ タイオウ イリョウ ツ シュクハク シセツ フ

		否 イナ		那珂川町社協相談支援事業所		0287-92-1273		0287-92-1295		324-0613		那珂川町馬頭560-1		那珂川町 ナカガワマチ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				0				移動支援サービス イドウ シエン

		否 イナ		相談支援事業所大山田ノンフェール		0287-93-0660		0287-83-8182		324-0602		那珂川町大山田下郷955		那珂川町 ナカガワマチ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		1		0				0		1				2		平成27年度で相談支援事業を終了するため ヘイセイ ネンド ソウダン シエン ジギョウ シュウリョウ

		否 イナ		在宅サポートこころ		028-651-0780		028-651-0781		320-0042		宇都宮市材木町4-24				0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2

		否 イナ		相談支援事業所みらい ソウダン シエン ジギョウショ		0280-57-2673		0280-57-2673		329-0111		野木町丸林371-12		野木町、小山市 ノギマチ オヤマシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		0		1		しかるべき関係機関と連携して対応する カンケイ キカン レンケイ タイオウ		0		1				3		重症心身のノウハウがない ジュウショウ シンシン

		否 イナ		大田原市社会福祉協議会		0287-54-1849		0287-54-2745		324-0233		栃木県大田原市黒羽田町848 ３２４－０２３３		大田原市内 オオタワラシナイ		0		1		1		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0				2		1				0		1		0		0				0		1				2		職員が未熟なため ショクイン ミジュク		在宅医療の充実、居宅介護の２４時間対応（サービス事業所）の充実 ザイタク イリョウ ジュウジツ キョタク カイゴ ジカン タイオウ ジギョウショ ジュウジツ

		否 イナ		障がい者相談支援センターとまつり		028-680-5570		028-680-5271		320-0052		宇都宮市中戸祭町813		宇都宮市、近隣市町村 ウツノミヤシ キンリン シチョウソン		0		1		1		0		1		0		0		1		0		0		0		0		1		親子間の関わり オヤコ カン カカ		0		0		現在対応中 ゲンザイ タイオウチュウ		0		0		0		0				1		0		保護者との連携がとれない ホゴシャ レンケイ		0

		否 イナ		宇都宮市社会福祉協議会		028-636-1536		028-636-1537		320-0806		宇都宮市中央1-1-15		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		0				2		1		医療的ケアが必要な方が長時間外出したい。長時間支援者の拘束、移動手段（車の中での対応）、医療的ケアが必要な方が外出したいときに外出できる環境がすぐに整えられない、医療的けが必要な方で要介助であるが、歩行できる方が利用できる短期入所先はないか（アクセス時間も含む） イリョウテキ ヒツヨウ カタ チョウジカン ガイシュツ チョウジカン シエン シャ コウソク イドウ シュダン クルマ ナカ タイオウ イリョウテキ ヒツヨウ カタ ガイシュツ ガイシュツ カンキョウ トトノ イリョウテキ ヒツヨウ カタ ヨウ カイジョ ホコウ カタ リヨウ タンキ ニュウショ サキ ジカン フク		0		0		0		0				1		0		専門的（医療面）な知識がなく、専門用語が多く調べたり聞いたりしながら支援していくこと。長く関わらないと親の思いまで聞き出せないこと。 センモンテキ イリョウ メン チシキ センモン ヨウゴ オオ シラ キ シエン ナガ カカ オヤ オモ キ ダ		0				当事者が何歳になっても利用できるサービス環境（短期入所、訪問入浴など）。教育もほかのお子さん同様平等に受けられる機会（学校行事も含む）。相談対応できる人材の確保。緊急時でも利用できるサービスの調整・確保。直接支援できるサービス・人材を増やすこと。 トウジシャ ナンサイ リヨウ カンキョウ タンキ ニュウショ ホウモン ニュウヨク キョウイク コ ドウヨウ ビョウドウ ウ キカイ ガッコウ ギョウジ フク ソウダン タイオウ ジンザイ カクホ キンキュウジ リヨウ チョウセイ カクホ チョクセツ シエン ジンザイ フ

		承諾 ショウダク		ライフサポートセンターゆめ		0280-33-3624		0280-57-4624		329-0111		野木町丸林630-4		野木町、その周辺地域 ノギマチ シュウヘン チイキ		1		0		1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		1		福祉サービス利用に関する相談 フクシ リヨウ カン ソウダン		1		0				0		0		0		0				1		0		医療的な情報、知識に乏しくわからない用語などが数多く出てきた。医療的ケアの内容の聞き取り（どの部分を聞いていけばよいのか） イリョウテキ ジョウホウ チシキ トボ ヨウゴ カズオオ デ イリョウテキ ナイヨウ キ ト ブブン キ		0				Ｆａの負担軽減のためのレスパイト先（ＨＰ、ＳＳ機関等）。家族それぞれの訴え、希望を明確にしていく。関係機関がチームになりＦａの支え応援をしていく。 フタン ケイゲン サキ キカンナド カゾク ウッタ キボウ メイカク カンケイ キカン ササ オウエン

		承諾 ショウダク		足利ケアサービス		0284-21-7630		0284-21-3109		326-0843		足利市五十部町809-3		足利市、佐野市、太田市 アシカガシ サノシ オオタシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		0		1		ケースによって対応する タイオウ		0		1				3

		承諾 ショウダク		相談支援センターみさと		0285-72-9767				321-4104		芳賀郡益子町大沢2800-5		芳賀郡内（真岡市、益子町、市貝町、芳賀町、茂木町） ハガ グンナイ モオカシ マシコ チョウ イチ ガイ マチ ハガマチ モギマチ		1		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		資源が少ない、短期入所先の確保が難しかった。計画を作るのには、医療情報が難しく感じられた。 シゲン スク タンキ ニュウショ サキ カクホ ムズカ ケイカク ツク イリョウ ジョウホウ ムズカ カン		0				連携の取れる医療関係者がたくさん地域の中にいてくれると安心して生活できるかな。外出や余暇の充実を図るために医療の必要な人の生活が限られてしまっている（あきらめてしまっている） レンケイ ト イリョウ カンケイシャ チイキ ナカ アンシン セイカツ ガイシュツ ヨカ ジュウジツ ハカ イリョウ ヒツヨウ ヒト セイカツ カギ

		承諾 ショウダク		サポートセンターとみや生活支援センター		028-665-8230		028-665-8230		321-2116		宇都宮市徳次郎町540		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		0		1		0		0		0		0		1		1		1		1		1		0				0		1		医療的なケアが必要な利用者様の日中活動先が限られて利用できない人がいる。学校との連携が取りにくい。通勤手段・行事参加制限があり平等性が保たれない。学校はサービスで対応を望み、福祉行政は教育で何とかするべきとつねに折り合わない。 イリョウテキ ヒツヨウ リヨウシャサマ ニッチュウ カツドウ サキ カギ リヨウ ヒト ガッコウ レンケイ ト ツウキン シュダン ギョウジ サンカ セイゲン ビョウドウセイ タモ ガッコウ タイオウ ノゾ フクシ ギョウセイ キョウイク ナン オ ア		0		0		1		0		協力してほしい キョウリョク		1		0		利用できるサービスが限られている。社会参加できる機会が少なく、場が限られている。介護者の負担軽減が取りにくい。夢や希望を叶えるための資源が少ない。 リヨウ カギ シャカイ サンカ キカイ スク バ カギ カイゴシャ フタン ケイゲン ト ユメ キボウ カナ シゲン スク		0				通勤手段、保護者なくても教育が受けられる環境。常に親同行を求めるのでは、自立につながらず、いつになっても親の負担は軽減されない。親が安心して託せる日中活動の場。社会参加、役割を担える環境作り、職場。地域で生活していくための交流の機会や場があるといい。緊急的にレスパイトを受け入れてくれる場。 ツウキン シュダン ホゴシャ キョウイク ウ カンキョウ ツネ オヤ ドウコウ モト ジリツ オヤ フタン ケイゲン オヤ アンシン タク ニッチュウ カツドウ バ シャカイ サンカ ヤクワリ ニナ カンキョウ ヅク ショクバ チイキ セイカツ コウリュウ キカイ バ キンキュウテキ ウ イ バ

		承諾 ショウダク		社会就労センターえいぶるの里 シャカイ シュウロウ サト		0285-22-4561		0285-224581		323-0003		小山市東島田2403-2		小山市、下野市、上三川町、野木町、結城市、古河市、筑西市 オヤマシ シモノ シ カミノカワマチ ノギマチ ユウキシ コガシ ツク ニシ シ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				1		0		自己決定が難しいため、家族中心の考えになってしまうこと。また、利用できる社会資源が少ない。 ジコ ケッテイ ムズカ カゾク チュウシン カンガ リヨウ シャカイ シゲン スク		1				関係機関との連携、特に在宅が長い方は医療機関とのかかわりが家族も含め、希薄になってしまい、二次障害に対応できない。地域に総合的に支援でき、医療的ケアが受けられる場所、または訪問医療の充実が必要と思います。 カンケイ キカン レンケイ トク ザイタク ナガ カタ イリョウ キカン カゾク フク キハク ニジ ショウガイ タイオウ チイキ ソウゴウテキ シエン イリョウテキ ウ バショ ホウモン イリョウ ジュウジツ ヒツヨウ オモ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所「ピュア」		0282-31-3911		0282-31-3912		328-0133		栃木市大森町465		栃木市、鹿沼市、佐野市、小山市、壬生町 トチギシ カヌマシ サノシ オヤマシ ミブマチ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1

		承諾 ショウダク		社会福祉法人とちのみ会　こなかの森 シャカイ フクシ ホウジン カイ モリ		0283-24-5757		0283-24-6294		327-0001		佐野市小中町1280		佐野市、足利市 サノシ アシカガシ		1		0		1		0		1		0		0		1		0		1		0		0		0				1		2		通所型のため、短期入所の受け入れはサービスとして提供できず、他施設の紹介、相談支援事業につなげている。 ツウショ ガタ タンキ ニュウショ ウ イ テイキョウ タ シセツ ショウカイ ソウダン シエン ジギョウ		0		0		0		0				1		0		療養型短期入所ほかの施設への短期入所の受け入れ状況など、受け入れ場所を見つけるなど。短期入所時の発作発症時医療への繋ぎが困難。問題多（かかりつけ医への搬送） リョウヨウガタ タンキ ニュウショ シセツ タンキ ニュウショ ウ イ ジョウキョウ ウ イ バショ ミ タンキ ニュウショ ジ ホッサ ハッショウ ジ イリョウ ツナ コンナン モンダイ タ イ ハンソウ		0				佐野市には、身障（重心）短期入所施設がなく老人施設に佐野市が委託しているが、利用する人もいなく、サービスが使いづらい状態にある。短期入所受け入れ可能施設が増えることで、家族のほうも使いやすく利便性があがると考えます。 サノシ シンショウ ジュウシン タンキ ニュウショ シセツ ロウジン シセツ サノシ イタク リヨウ ヒト ツカ ジョウタイ タンキ ニュウショ ウ イ カノウ シセツ フ カゾク ツカ リベンセイ カンガ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所テトテ		0287-36-7171		0287-36-7181		329-2732		那須塩原市一区町251-1		那須塩原市（大田原、矢板、那須町、那珂川町、烏山） ナスシオバラ シ オオタワラ ヤイタ ナスマチ ナカガワマチ カラスヤマ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		0		1		委託の相談支援事業所や重心専門の事業所に相談する イタク ソウダン シエン ジギョウショ ジュウシン センモン ジギョウショ ソウダン		0		1				3		その方にとって、より専門性の高い方が対応することが望ましいと思いますので、作成が適するか否か周囲のサービス状況なども考慮して決めたいと思います。適切にアドバイスをいただける地域の環境が整っていれば、スキルアップ、経験の積み重ねのためにも作成したいです。 カタ センモンセイ タカ ホウ タイオウ ノゾ オモ サクセイ テキ イナ シュウイ ジョウキョウ コウリョ キ オモ テキセツ チイキ カンキョウ トトノ ケイケン ツ カサ サクセイ		相談支援専門員のスキルアップ。きめ細かい支援（サービスの充実）本人のニーズを正しく理解できる人材の育成と地域の理解。 ソウダン シエン センモンイン コマ シエン ジュウジツ ホンニン タダ リカイ ジンザイ イクセイ チイキ リカイ

		承諾 ショウダク		指定特定相談支援事業所あじさい		0287-60-3361		0287-60-3362		325-0034		那須塩原市東原166		那須塩原市、那須町 ナスシオバラ シ ナスマチ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2				訪問看護、訪問診療を行う医師が必要だと思います。 ホウモン カンゴ ホウモン シンリョウ オコナ イシ ヒツヨウ オモ

		承諾 ショウダク		障害者相談支援センターいぶき		028-678-3502		028-676-3501		329-1216		高根沢町桑窪2266-2		高根沢町 タカネザワマチ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1				短期入所など受け入れてくれる施設を増やしてほしい。県内で受け入れていただけない為、県外の施設を考えなくてはいけない方がいます。 タンキ ニュウショ ウ イ シセツ フ ケンナイ ウ イ タメ ケンガイ シセツ カンガ カタ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所わくわくおやま		0285-24-6575		0285-20-0255		323-0022		小山市駅東通り3-9-6		小山市 オヤマシ		1		0		1		0		1		1		1		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		関係事業所が多いことで情報収集連携等大変。医療機関とも連携を図る必要あり。レスパイト、ショートステイの受入困難。利用できる事業所が少ない。 カンケイ ジギョウショ オオ ジョウホウ シュウシュウ レンケイ ナド タイヘン イリョウ キカン レンケイ ハカ ヒツヨウ ウケイレ コンナン リヨウ ジギョウショ スク		0				重症心身障害児（者）を受け入れしてくれる事業所、施設がもっと多くあればよいと思われる。通所日中一時短期入所など。相談支援、計画作成についてもほかの事業所が受け入れてくれないとの理由で受け入れ可能事業所へ集中してしまう為、相談員への研修等を増やせばよいが。しかし日々の業務が多忙であるため、難しいのかな？ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ ウ イ ジギョウショ シセツ オオ オモ ツウショ ニッチュウ イチジ タンキ ニュウショ ソウダン シエン ケイカク サクセイ ジギョウショ ウ イ リユウ ウ イ カノウ ジギョウショ シュウチュウ タメ ソウダン イン ケンシュウ ナド フ ヒビ ギョウム タボウ ムズカ

		承諾 ショウダク		相談支援センターネクスト		080-8854-9551		0280-612-1558		320-0034		宇都宮市泉町6-25		宇都宮市 ウツノミヤシ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2

		承諾 ショウダク		相談支援事業のぞみ		0287-65-2288		0287-65-2282		329-3152		那須塩原市上中野53		那須塩原市、大田原市、那須町 ナスシオバラ シ オオタワラシ ナスマチ		1		0		1		0		0		0		1		1		1		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		現サービスでの医療ケアをふまえ、将来にむけて他事業との連携につなげるよう計画作成、調整に苦労した。 ゲン イリョウ ショウライ タ ジギョウ レンケイ ケイカク サクセイ チョウセイ クロウ		0				選択肢が増えるよう受け入れ可能な福祉サービス事業所の増加が必要だと思われます。 センタクシ フ ウ イ カノウ フクシ ジギョウショ ゾウカ ヒツヨウ オモ

		承諾 ショウダク		サポートセンターひばり		028-670-0330		028-667-7315		321-3236		宇都宮市竹下町435-159		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		苦労ではないが、お母様がとても一生懸命ですでにサービスも繋がっていたため、現状を計画にする形となったが、計画作成後のかかわりについて相談員としてどのようにすべきことが望ましいかと考える。 クロウ カアサマ イッショウケンメイ ツナ ゲンジョウ ケイカク カタチ ケイカク サクセイ ゴ ソウダン イン ノゾ カンガ		0				福祉サービスや医療、またボランティアが入室されるととてもよいと思います。また、介助者（家族）のケアも考えると気軽に参加できるようなイベント（医療が整っていたり、介助するボランティアさんがいたり）や、同じ重症心身障害児（者）をもつかたとのネットワークがあるといいのかなと思います。 フクシ イリョウ ニュウシツ オモ カイジョシャ カゾク カンガ キガル サンカ イリョウ トトノ カイジョ オナ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ オモ

		承諾 ショウダク		高根沢町障害児者生活支援センターすまいる タカネザワマチ		028-612-2751		028-612-2752		329-1225		栃木県塩谷郡高根沢町石末1825　福祉センター内 ３２９－１２２５ フクシ ナイ		高根沢町 タカネザワマチ		1		0		1		0		0		0		1		0		0		1		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		地元に使える資源がなく苦労した ジモト ツカ シゲン クロウ		0				①医療と福祉の連携ネットワーク②重心の方でも利用できるサービスが増えること③訪問診療医 イリョウ フクシ レンケイ ジュウシン カタ リヨウ フ ホウモン シンリョウ イ

		承諾 ショウダク		障害者相談支援センターフォレスト		0284-91-1816		0284-91-2867		326-0011		足利市大沼田町615		足利市及び近隣市町村 アシカガシ オヨ キンリン シチョウソン		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0				0

		承諾 ショウダク		障がい者相談支援事業所ケアサプライ		0287-73-5312		0287-73-5311		329-3221		栃木県那須郡那須町漆塚762-102 ３２９－３２２１		白河市、那須町、那須塩原市、大田原市 シラカワシ ナスマチ ナスシオバラシ オオタワラシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1				サービスを提供できる事業所の充実を図る テイキョウ ジギョウショ ジュウジツ ハカ

		承諾 ショウダク		南栃木支援センター相談支援		0285-44-6118		0285-44-7215		329-0412		下野市柴1432-105		下野市、小山市、壬生町 シモノ シ オヤマシ ミブマチ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		0		1		介護保険と併用する場合のみ対応する カイゴ ホケン ヘイヨウ バアイ タイオウ		0		1				3		介護保険と併用する場合のみ作成する カイゴ ホケン ヘイヨウ バアイ サクセイ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所とまり木		0287-54-2854		0287-54-2230		324-0231		大田原市北野上3952		大田原市、那須塩原市、那須町 オオタワラシ ナスシオバラシ ナスマチ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1				当事業所の対応範囲は現在、知的障害者特に中・軽度が主だが、精神（高次脳機能障害も含む）分野もやり始めている。今後重症心身障害者もほかの相談支援事業所の助けを得ながら、勉強しながら対応したいと考えている。そのために研修や見学の機会を多く作っていただきたい。今は、当事業所はその程度しか考えられない。 トウ ジギョウショ タイオウ ハンイ ゲンザイ チテキ ショウガイシャ トク チュウ ケイド オモ セイシン コウジ ノウ キノウ ショウガイ フク ブンヤ ハジ コンゴ ジュウショウ シンシン ショウガイシャ ソウダン シエン ジギョウショ タス エ ベンキョウ タイオウ カンガ ケンシュウ ケンガク キカイ オオ ツク イマ トウ ジギョウショ テイド カンガ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所ポンテ		028-652-7288		028-652-6355		321-0341		宇都宮市古賀志町1964-12		宇都宮、鹿沼、日光、壬生 ウツノミヤ カヌマ ニッコウ ミブ		0		1		1		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0				0				未就学児（3～5才）の方の医療型児童発達支援を分離で行う施設が数か所あると良いと思います。 ミシュウガクジ サイ カタ イリョウ ガタ ジドウ ハッタツ シエン ブンリ オコナ シセツ スウ ショ ヨ オモ

		承諾 ショウダク		相談支援センター光輝舎		0285-70-2020		0285-72-8222		321-4105		芳賀郡益子町北中1113-1		芳賀郡、真岡市等 ハガ グン モオカシ ナド		1		0		1		0		1		1		1		1		0		1		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		利用できるサービス事業所が少ない。重心児者に合わせたプログラムが見つからない（近隣で） リヨウ ジギョウショ スク ジュウシン ジ シャ ア ミ キンリン		0				本人の状態にもよるが、重度化する状況に対応できる事業所の確保。家族の負担が大きくなり在宅生活の継続が困難になることが予測されるので、在宅で支援が受けられるような体制の充実と、レスパイトサービスの拡大。 ホンニン ジョウタイ ジュウドカ ジョウキョウ タイオウ ジギョウショ カクホ カゾク フタン オオ ザイタク セイカツ ケイゾク コンナン ヨソク ザイタク シエン ウ タイセイ ジュウジツ カクダイ

		承諾 ショウダク		特定相談支援事業所やすらぎ		028-650-7727		028-650-7728		320-0011		宇都宮市富士見が丘3－19－20		宇都宮市 ウツノミヤシ		0		0		1		0		1		0		0		0		0		1		1		0		0				0		3		対応できるヘルパーがいれば支援する タイオウ シエン		0		0		0		0				0		1				3

		承諾 ショウダク		障がい者支援センターにんべん		028-686-2539		028-686-2584		329-1417		さくら市フィオーレ喜連川5-2-1　フィオーレガーデン1-102		さくら市 シ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1				地域資源アンケートをいただきありがとうございました。設問に対しまして知識不足にこれでいいのかという思いです。相談支援専門員として設問にありました「3」要望がでますれば、先輩相談員・各職種の方々に相談・指導をいただき、相談支援事業を行ってみたいと考えます。大島先生について学ばせて頂きました。 チイキ シゲン セツモン タイ チシキ ブソク オモ ソウダン シエン センモンイン セツモン ヨウボウ センパイ ソウダン イン カクショクシュ カタガタ ソウダン シドウ ソウダン シエン ジギョウ オコナ カンガ オオシマ センセイ マナ イタダ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所おやま		0285-22-1833		0285-228946		323-0014		小山市喜沢660		小山市、下野市 オヤマシ シモノ シ		1		0		1		0		1		1		0		0		0		0		0		1		0				2		3				0		0		0		0				1		0		本人の意思が明確でないので親の意向中心のものになってしまった。 ホンニン イシ メイカク オヤ イコウ チュウシン		0

		承諾 ショウダク		真岡介護センター		0285-80-5200		0285-80-5211		321-4361		真岡市並木町1-8-1　シティ並木102 ナミキ		真岡市、芳賀町南部、市貝町南部、益子町西部、上三川東部 モオカシ ハガマチ ナンブ イチ ガイ チョウ ナンブ マシコ チョウ セイブ カミノカワ トウブ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		0		1				0		1				3		担当者の受け持ちケースの状況など考慮し対応できるか検討したい タントウシャ ウ モ ジョウキョウ コウリョ タイオウ ケントウ

		承諾 ショウダク		さの社協相談支援センターほっぷ		0283-22-8152		0283-22-8199		327-0003		佐野市大橋町3212-27		佐野市全域 サノシ ゼンイキ		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2		現在相談支援専門員1名で行っているため ゲンザイ ソウダン シエン センモンイン メイ オコナ

		承諾 ショウダク		相談支援ウエイブ		0282-23-4465		0282-23-4465		328-0012		栃木市平柳町1-2-7		栃木市、壬生町 トチギシ ミブマチ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		1		0				0		1				2		指定特定相談支援事業で精神に対応しているため シテイ トクテイ ソウダン シエン ジギョウ セイシン タイオウ		ご家族の中だけでは生活がマンネリ化して単調になりかねないので、音楽、体を動かす、読み聞かせ麻痺・拘縮のマッサージなどのリハビリの頻度を高める。ご本人が楽しいと感じることを提供できる。ご家族が疲弊しないよう旅行や趣味などの充実した時間がもてるようサービスを利用していくこと。 カゾク ナカ セイカツ カ タンチョウ オンガク カラダ ウゴ ヨ キ マヒ コウシュク ヒンド タカ ホンニン タノ カン テイキョウ カゾク ヒヘイ リョコウ シュミ ジュウジツ ジカン リヨウ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所わらしべの家		0282-27-1627		0282-27-1675		328-0011		栃木市大宮町2708-3		栃木市 トチギシ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1		専門的な知識が不十分なため行政などの機関と相談しながらの対応となります センモンテキ チシキ フジュウブン ギョウセイ キカン ソウダン タイオウ		短期入所や移動支援などの福祉サービス利用時にお付き合いのある医療機関や訪問看護の看護師が同行でき緊急時の対応が迅速にとれる体制（すでにできていたらすみません） タンキ ニュウショ イドウ シエン フクシ リヨウ ジ ツ ア イリョウ キカン ホウモン カンゴ カンゴシ ドウコウ キンキュウジ タイオウ ジンソク タイセイ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所　空		0287-73-8165		0287-73-8165		329-3157		那須塩原市大原間西1-19-9		那須塩原市、大田原市、那須町 ナスシオバラ シ オオタワラシ ナスマチ		1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		重心のお子様の療育支援をやっていたので、苦労はありませんでしたが、医療（訪問看護）訪問リハ訪問入浴の制度を知らなかったので、その方々との連携が取れて大変勉強になりました。 ジュウシン コサマ リョウイク シエン クロウ イリョウ ホウモン カンゴ ホウモン ホウモン ニュウヨク セイド シ カタガタ レンケイ ト タイヘン ベンキョウ		0				医療的ケアの必要な方には支援スタッフ・必ず看護師の方が不在では双方安心したケアはできません。例）乳幼児の通所事業は保母と看護師さん。小学→高校までは義務教育がありますが事後に生活介護はもちろんですが、本当に重心の方の為の日中活動の場が不足しているとおもいますので重心の方の通所事業は必要と思います。家庭以外で通える場所→一時預かりや療育支援事業→高校卒業後は通所施設（一時預かりも含めて） イリョウテキ ヒツヨウ カタ シエン カナラ カンゴシ カタ フザイ ソウホウ アンシン レイ ニュウヨウジ ツウショ ジギョウ ホボ カンゴシ ショウガク コウコウ ギム キョウイク ジゴ セイカツ カイゴ ホントウ ジュウシン カタ タメ ニッチュウ カツドウ バ フソク ジュウシン カタ ツウショ ジギョウ ヒツヨウ オモ カテイ イガイ カヨ バショ イチジ アズ リョウイク シエン ジギョウ コウコウ ソツギョウゴ ツウショ シセツ イチジ アズ フク

		承諾 ショウダク		相談支援事業所みどり		0285-45-8362		0285-45-8397		329-0214		小山市乙女786-1		小山市、栃木市、古河市、結城市 オヤマシ トチギシ コガシ ユウキシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0		大人は対応可能 オトナ タイオウ カノウ		1		1		大人はあるが、こどもはない。先日訪問介護を事業所にお願いしたところどこの事業所も受けていただけなかった。 オトナ センジツ ホウモン カイゴ ジギョウショ ネガ ジギョウショ ウ		3		成人しか計画相談をしたことがないので不安である。当事業所は相談員が一名なので相談する相手がいない セイジン ケイカク ソウダン フアン トウ ジギョウショ ソウダン イン イチメイ ソウダン アイテ		サービス事業所で受けてもらえないケースがある。特に重心や精神知的等重複して疾患を持っていると問い合わせた時点でお断りされてします。 ジギョウショ ウ トク ジュウシン セイシン チテキ ナド チョウフク シッカン モ ト ア ジテン コトワ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所こころみ		0284-41-5039		0284-43-2665		326-0061		足利市田島町611-2				0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		1		0				0		1				3		これまで前例がなく、またこの障害について熟知した方（機関）があるならそちらでしていただいた方がご本人様にとってよい支援であると考えるから。※現在当法人の入所・通所等サービスを利用されている方の相談支援がほとんどの状況です。 ゼンレイ ショウガイ ジュクチ カタ キカン ホウ ホンニンサマ シエン カンガ ゲンザイ トウホウジン ニュウショ ツウショ ナド リヨウ カタ ソウダン シエン ジョウキョウ

		承諾 ショウダク		相談支援センターのどか　真岡センター		0285-81-5890		0285-85-8452		321-4305		真岡市荒町111-1		真岡市、芳賀町、市貝町、益子町、茂木町 モオカシ ハガマチ イチガイ マチ マシコ チョウ モギ マチ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1				在宅での生活では家族の介護負担の軽減が必要。フォーマルインフォーマルの枠にとらわれない福祉サービス。 ザイタク セイカツ カゾク カイゴ フタン ケイゲン ヒツヨウ ワク フクシ

		承諾 ショウダク		友井タクシー介護ステーションふれあい		0285-30-0840		0285-30-0844		323-0025		小山市城山町2丁目12-25		小山市 オヤマシ		1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		利用するサービスは多様で、施設・病院・学校など医療福祉事業所数も多く連携を図るのが困難。学校行事に参加するための会出自の支援サービスがない。 リヨウ タヨウ シセツ ビョウイン ガッコウ イリョウ フクシ ジギョウショ スウ オオ レンケイ ハカ コンナン ガッコウ ギョウジ サンカ カイ シュツジ シエン		0				ご家族様が安心して預けることができる施設と必要に預けられる施設の数は少ない。片道１時間以上かかるためとても不便に思います。呼吸器の方の預かり先は少ない。 カゾクサマ アンシン アズ シセツ ヒツヨウ アズ シセツ カズ スク カタミチ ジカン イジョウ フベン オモ コキュウキ カタ アズ サキ スク

		承諾 ショウダク		もくせいの里		0282-43-0593		0282-43-1387		329-4405		栃木市大平町西山田1198		栃木市内 トチギシナイ		0		1		1		0		1		0		0		1		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		ニーズにあてはまるサービスがなかった。例）①入浴支援②移送サービス　①自宅の浴槽では支援が入れず訪問入浴を検討。しかし、浴槽を置けるスペースがなく断念。②主たる介護者が入院。学校までの送迎ができず特例で市の移送サービスを利用するもかなり時間を要した。 レイ ニュウヨク シエン イソウ ジタク ヨクソウ シエン ハイ ホウモン ニュウヨク ケントウ ヨクソウ オ ダンネン シュ カイゴシャ ニュウイン ガッコウ ソウゲイ トクレイ シ イソウ リヨウ ジカン ヨウ		0				①地域の理解や協力②受け入れの拡大（重心の通所、24時間看護体制が整った短期入所）③デマンドタクシー等関係者の重心に対する理解（理解附属により資源として存在するが利用しがたい）④児童が入浴支援を受けられる環境（家族の身体的な介護負担軽減） チイキ リカイ キョウリョク ウ イ カクダイ ジュウシン ツウショ ジカン カンゴ タイセイ トトノ タンキ ニュウショ ナド カンケイシャ ジュウシン タイ リカイ リカイ フゾク シゲン ソンザイ リヨウ ジドウ ニュウヨク シエン ウ カンキョウ カゾク シンタイテキ カイゴ フタン ケイゲン

		承諾 ショウダク		足利障害者相談支援センター		0284-44-0307		0284-44-0318		326-0064		足利市東砂原後町1072		足利市、佐野市 アシカガシ サノシ		1		0		1		0		1		0		0		1		0		1		0		1		0				1		0				0		0		0		0				0		1				2		委託相談支援事業所のため イタク ソウダン シエン ジギョウショ		医療的ケアが整った施設のショートステイ充実が必要。また、特に呼吸器をつけた方のショート療養介護の利用とそれらを利用するための送迎体制の充実が必要。 イリョウテキ トトノ シセツ ジュウジツ ヒツヨウ トク コキュウキ カタ リョウヨウ カイゴ リヨウ リヨウ ソウゲイ タイセイ ジュウジツ ヒツヨウ

		承諾 ショウダク		指定障害者相談支援事業所あるしぇん		0282-86-7665		0282-21-7109		321-0201		栃木県下都賀郡壬生町安塚2032 ３２１－０２０１		壬生町 ミブマチ		1		0		1		0		1		0		0		1		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		①相談支援専門員として重症心身障害児（者）の方に対する支援の知識や経験が少ない②医療的ケアが必要となる方に対して対応できる福祉サービス（事業所）が少ない。 ソウダン シエン センモンイン ジュウショウシンシンショウガイジ シャ カタ タイ シエン チシキ ケイケン スク イリョウテキ ヒツヨウ カタ タイ タイオウ フクシ ジギョウショ スク		0				医療的ケアが必要な方に関して、福祉のサービスでは対応しきれない部分が多く、結果として家族が本人を抱え込まざるを得ない現状があるように感じます。家族の介護負担が少しでも軽減できるよう福祉サービスも柔軟な対応が出来るようになるといいなと思います。 イリョウテキ ヒツヨウ カタ カン フクシ タイオウ ブブン オオ ケッカ カゾク ホンニン カカ コ エ ゲンジョウ カン カゾク カイゴ フタン スコ ケイゲン フクシ ジュウナン タイオウ デキ オモ

		承諾 ショウダク		下野市相談支援事業所 こばと		0285-44-6783		0285-44-6783		329-0414		下野市小金井1146-6		下野市、上三川町 シモノ シ カミノカワマチ		1		0		1		0		0		0		1		1		0		1		1		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		医療的ケアが必要な乳幼児に対応できるヘルパー事業所。短期入所・日中一時支援事業所が近くにない（少ない）。 イリョウテキ ヒツヨウ ニュウヨウジ タイオウ ジギョウショ タンキ ニュウショ ニッチュウ イチジ シエン ジギョウショ チカ スク		0				設問5で回答した内容：外出可能な方は児童発達支援を利用可能であるが無理な方は外部との交流をもちにくい。訪問看護・訪問リハビリが入っているケースはいいがない場合母子で孤立しがち。幸いあそびの支援をしてくれるヘルパー事業所があり支援につながっている。ヘルパー利用を希望されない家庭、利用したくてもヘルパー事業所がない等支援に苦慮する。 セツモン カイトウ ナイヨウ ガイシュツ カノウ カタ ジドウ ハッタツ シエン リヨウ カノウ ムリ カタ ガイブ コウリュウ ホウモン カンゴ ホウモン ハイ バアイ ボシ コリツ サイワ シエン ジギョウショ シエン リヨウ キボウ カテイ リヨウ ジギョウショ ナド シエン クリョ

		承諾 ショウダク		相談支援センターぴあん ソウダン シエン		0282-31-1755		0282-31-2919		328-0067		栃木市皆川城内町333-2		栃木市、小山市 トチギシ オヤマシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1				これまで現場で関わったことがなく、事例検討でしか情報を把握しておらず不安はあります。でも関係機関やご家族様からいろいろなことを教えて頂きながら相談支援として専門性を活かせればと思っています。色々な立場の方からお話をお伺いしてもご家族や医療機関専門的な事業所の負担が大きく相談支援があまり役に立つことができていない（場合によっては自ら引いてしまう）今の現状を少しでも変えていければいいと思います。 ゲンバ カカ ジレイ ケントウ ジョウホウ ハアク フアン カンケイ キカン カゾクサマ オシ イタダ ソウダン シエン センモンセイ イ オモ イロイロ タチバ カタ ハナシ ウカガ カゾク イリョウ キカン センモンテキ ジギョウショ フタン オオ ソウダン シエン ヤク タ バアイ ミズカ ヒ イマ ゲンジョウ スコ カ オモ

		承諾 ショウダク		うつのみや		028-632-6074/090-4059-9728		028-632-6075		320-0861		宇都宮市西2-1-7		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				3		専門的な知識を社会資源のアドバイスを他相談支援事業所からいただきながらみずからの事業所で引き受けるという形が望ましい センモンテキ チシキ シャカイ シゲン ホカ ソウダン シエン ジギョウショ ジギョウショ ヒ ウ カタチ ノゾ

		承諾 ショウダク		サポートセンターきりん		028-612-3838		028-678-3257		321-0905		栃木県宇都宮市平出工業団地43-100 ３２１－０９０５		宇都宮市 ウツノミヤシ		0		1		1		0		1		0		0		1		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		療養介護に入所しているので他のサービスの利用が困難。そのための社会資源をつなげたり、活用したりするのが難しい。 リョウヨウ カイゴ ニュウショ ホカ リヨウ コンナン シャカイ シゲン カツヨウ ムズカ		0				今後、市町村などで展開されていく生活拠点に関する事業をうまく活用できればいいなと感じています。入所されている方々については地域とのつながり方が今後は重要になってくると思われますので、広く門扉を開けた活動などが多くなってくるといいなと思っています。 コンゴ シチョウソン テンカイ セイカツ キョテン カン ジギョウ カツヨウ カン ニュウショ カタガタ チイキ カタ コンゴ ジュウヨウ オモ ヒロ モンピ ア カツドウ オオ オモ

		承諾 ショウダク		さわやか相談支援センター		0280-57-4884		0280-57-4994		329-0112		野木町南赤塚1145-1		小山市、野木町、古河市、栃木市 オヤマシ ノギマチ コガシ トチギシ		0		1		1		0		0		0		1		0		0		1		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		現実的な目標の位置づけ ゲンジツテキ モクヒョウ イチ		0

		承諾 ショウダク		相談支援事業所つばさ		0287-53-7393		0287-53-7394		324-0044		大田原市親園824-1		大田原市、那須塩原市、那須烏山市、矢板市、さくら市、那須町、塩谷町、高根沢町 オオタワラシ ナスシオバラシ ナスカラスヤマシ ヤイタシ シ ナスマチ シオ タニ マチ タカネザワマチ		1		0		1		0		1		0		1		1		0		1		0		0		0				1		2		医療的なケアが必要なケース、将来的に短期入所につなげたいケースだった為、専門の事業所に依頼した イリョウテキ ヒツヨウ ショウライテキ タンキ ニュウショ タメ センモン ジギョウショ イライ		1		1		0		0				1		0		使えるサービスの少なさに調整が難しかった ツカ スク チョウセイ ムズカ		1				乳幼児期の受け入れ可能な福祉サービス等の社会資源が必要である。 ニュウヨウジ キ ウ イ カノウ フクシ ナド シャカイシゲン ヒツヨウ

		承諾 ショウダク		特定相談支援センターはじめ		0284-22-4561		0284-22-4562		326-0143		足利市葉鹿町735-1		足利市 アシカガシ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1

		承諾 ショウダク		上三川障がい児・者生活相談支援センター		0285-38-6854		0285-38-6841		329-0611		上三川町上三川5082-15		上三川町 カミノカワマチ		1		0		1		0		1		0		0		1		0		0		0		0		0				1		0				0		0		0		0				1		0				0

		承諾 ショウダク		はつらつサロン南天相談支援事業所		0285-22-4659		0285-38-6529		323-0027		小山市花垣町2-3-19		小山市、栃木市 オヤマシ トチギシ		0		0		1		0		1		1		0		1		1		1		1		1		0				0		0				0		0		0		0				1		0		利用したいサービス事業所が少なく生活改善、家族、支援者の負担軽減に繋がらない（訪問入浴、ショートステイ、生活介護などなど（就労Ａ型））医師によっては連携が困難。何処の精神科がよいかと利用者に問われるが答えは解らない。 リヨウ ジギョウショ スク セイカツ カイゼン カゾク シエンシャ フタン ケイゲン ツナ ホウモン ニュウヨク セイカツ カイゴ シュウロウ ガタ イシ レンケイ コンナン ドコ セイシンカ リヨウシャ ト コタ ワカ		0				本人の選択や受け入れ事業所の間口を広げる。例えば入浴はヘルパーの2人対応で行ているがヘルパー不足や腰痛の悪化などで対応が難しくなってくる。機会浴のできる生活介護を勧めるも本人の選択肢がない。自宅から出かける自由さのようなものが閉ざされているような気がする。反面高齢者のサービスは増加する一方で利用者が不足し閉鎖なども聞かれる。高齢者・障害者がともにデイサービスやショートステイを利用できるようにならないかと思う。障害児については働く両親をサポートすることで生活の安定や療育などへ通園のし易さを図り、送迎サービスの充実など。 ホンニン センタク ウ イ ジギョウショ マグチ ヒロ タト ニュウヨク ニン タイオウ オコナ ブソク ヨウツウ アッカ タイオウ ムズカ キカイ ヨク セイカツ カイゴ スス ホンニン センタクシ ジタク デ ジユウ ト キ ハンメン コウレイシャ ゾウカ イッポウ リヨウシャ フソク ヘイサ キ コウレイシャ ショウガイシャ リヨウ オモ ショウガイジ ハタラ リョウシン セイカツ アンテイ リョウイク ツウエン ヤス ハカ ソウゲイ ジュウジツ

		承諾 ショウダク		障がい者生活支援センターこぶし		028-680-5746		028-688-0214		321-0126		栃木県宇都宮市茂原町837-1		宇都宮市、上三川町 ウツノミヤシ カミノカワマチ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1				①医療機関との細かな連携体制②相談関係者を含め本人に関わり支援をするなかで即座に動きが取れるようなフットワークの軽いチーム作り イリョウ キカン コマ レンケイ タイセイ ソウダン カンケイシャ フク ホンニン カカ シエン ソクザ ウゴ ト カル ヅク

								Ｑ2.重症心身障害児（者）の定義をご存知ですか

				1		知っている シ		40

				2		知らない シ		33

								Ｑ3.重症心身障害児（者）の方（家族・関係機関等）からの相談を受けたことがありますか

						ある		35

						ない		43

										それは誰からの相談でしたか

								ａ.家族 カゾク		27

								ｂ.支援者 シエンシャ		6

								ｃ.関係機関 カンケイ キカン		12

										それはどんな相談でしたか

								生活上の相談 セイカツ ジョウ ソウダン		19

								医療的な相談 イリョウテキ ソウダン		7

								制度に関する相談 セイド カン ソウダン		15

								教育に関する相談 キョウイク カン ソウダン		5

								サービス等利用計画書作成に関する相談 ナド リヨウ ケイカクショ サクセイ カン ソウダン		26

								その他 タ		3

										それらの相談事業所として対応（解決）はできましたか

								ａ.できた		27

								ｂ.できなかった		4

								Ｑ4.Ｑ3-2「ない」→これから重症心身障害児（者）の方（本人・家族等）からの相談があればどのように対応されますか

						自分の事業所で対応する ジブン ジギョウショ タイオウ		17

						ほかの相談支援事業所へ依頼する ソウダン シエン ジギョウショ イライ		15

						行政に依頼する ギョウセイ イライ		8

						その他 タ		9

								Ｑ5.重症心身障害児（者）の方のサービス等利用計画書を作成したことがありますか

						ある		33

						ない		46

						今後依頼があれば作成する コンゴ イライ サクセイ		15

						他の相談支援事業所に依頼する ホカ ソウダン シエン ジギョウショ イライ		18

						作成するかどうかわからない サクセイ		14

										「ない」と回答 カイトウ



重症心身障害児（者）の定義をご存知ですか

Ｑ2.重症心身障害児（者）の定義をご存知ですか	Ｑ3.重症心身障害児（者）の方（家族・関係機関等）からの相談を受けたことがありますか	それは誰からの相談でしたか	それはどんな相談でしたか	それらの相談事業所として対応（解決）はできましたか	Ｑ5.重症心身障害児（者）の方のサービス等利用計画書を作成したことがありますか	Ｑ5.重症心身障害児（者）の方のサービス等利用計画書

　　 を作成したことがありますか

ない
59%



訪問看護事業所

		Ｑ1.貴施設について、お伺いいたします キ シセツ ウカガ

		1		事業所名 ジギョウショ メイ

		2		電話番号 デンワ バンゴウ

		3		FAX番号 バンゴウ

		4		所在地 ショザイチ

		5		職員構成（常勤・非常勤は問いません） ショクイン コウセイ ジョウキン ヒジョウキン ト

						看護師 カンゴシ

						作業療法士 サギョウ リョウホウシ

						准看護師 ジュンカンゴシ

						理学療法士 リガク リョウホウシ

						保健師 ホケンシ

						言語療法士 ゲンゴ リョウホウシ

						その他 タ

		6		訪問可能な主な市町村 ホウモン カノウ オモ シチョウソン

		Q2.いままでに以下の項目を在宅看護で行ったことがありますか（あるものすべてにチェックをしてください） イカ コウモク ザイタク カンゴ オコナ

								成人在宅 セイジン ザイタク				小児在宅 ショウニ ザイタク

				在宅人工呼吸器の管理 ザイタク ジンコウ コキュウキ カンリ

				気管カニューレの交換 キカン コウカン

				気管カニューレ部位のガーゼ交換 キカン ブイ コウカン

				気管内吸引 キカンナイ キュウイン

				食事介助 ショクジ カイジョ

				経鼻チューブの交換 ケイビ コウカン

				胃瘻の管理 イロウ カンリ

				経管栄養の注入 ケイカン エイヨウ チュウニュウ

				ストーマの管理 カンリ

				尿道カテーテルの管理 ニョウドウ カンリ

				導尿 ドウニョウ

				入浴介助 ニュウヨク カイジョ

				看護師によるリハビリテーション カンゴシ

				OTもしくはPTによるリハビリテーション

				中心静脈カテーテル管理 チュウシン ジョウミャク カンリ

				高カロリー輸液の管理 コウ ユエキ カンリ

				薬剤の静注（抗生物質や利尿剤など） ヤクザイ ジョウチュウ コウセイ ブッシツ リニョウザイ

				麻薬による疼痛コントロール マヤク ウズ ツウ

				終末期の医療的ケア シュウマツキ イリョウテキ

				在宅での看取り ザイタク ミト

				24時間対応 ジカン タイオウ

		Q3.現時点で、依頼のあった場合、重症心身障害児（者）の在宅医療を行うことはできますか ゲンジテン イライ バアイ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ ザイタク イリョウ オコナ

		1		できる

		2		できない

		3		要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン

		Q4.依頼があった場合に可能な医療的ケアと身体介護についてお答えください イライ バアイ カノウ イリョウテキ シンタイ カイゴ コタ

		※個別シートにて対応 コベツ タイオウ



				Ｑ1.貴施設について、お伺いいたします キ シセツ ウカガ																										Q2.いままでに以下の項目を在宅看護で行ったことがありますか（あるものすべてにチェックをしてください）【1.ある、0.ない】 イカ コウモク ザイタク カンゴ オコナ																																																																																				Q3		Q4.依頼があった場合に可能な医療的ケアと身体介護についてお答えください【1.できる、2.できない、3.要相談（条件による）】 イライ バアイ カノウ イリョウテキ シンタイ カイゴ コタ ヨウ ソウダン ジョウケン																																																																																																																																																																																																																		Q5.重症心身障害児（者）の方に対する医療、在宅生活等についてお気づきのことなど、ご自由にお書きください ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ カタ タイ イリョウ ザイタク セイカツナド キ ジユウ カ

				事業所名 ジギョウショ メイ		電話番号 デンワ バンゴウ		FAX番号 バンゴウ		郵便番号 ユウビンバンゴウ		所在地 ショザイチ		職員構成（常勤・非常勤は問いません）【人数：名】 ショクイン コウセイ ジョウキン ヒジョウキン ト ニンズウ メイ														訪問可能な主な市町村 ホウモン カノウ オモ シチョウソン		在宅人工呼吸器の管理 ザイタク ジンコウ コキュウキ カンリ				気管カニューレの交換 キカン コウカン				気管カニューレ部位のガーゼ交換 キカン ブイ コウカン				気管内吸引 キカンナイ キュウイン				食事介助 ショクジ カイジョ				経鼻チューブの交換 ケイビ コウカン				胃瘻の管理 イロウ カンリ				経管栄養の注入 ケイカン エイヨウ チュウニュウ				ストーマの管理 カンリ				尿道カテーテルの管理 ニョウドウ カンリ				導尿 ドウニョウ				入浴介助 ニュウヨク カイジョ				看護師によるリハビリテーション カンゴシ				OTもしくはPTによるリハビリテーション				中心静脈カテーテル管理 チュウシン ジョウミャク カンリ				高カロリー輸液の管理 コウ ユエキ カンリ				薬剤の静注（抗生物質や利尿剤など） ヤクザイ ジョウチュウ コウセイ ブッシツ リニョウザイ				麻薬による疼痛コントロール マヤク ウズ ツウ				終末期の医療的ケア シュウマツキ イリョウテキ				在宅での看取り ザイタク ミト				24時間対応 ジカン タイオウ						在宅人工呼吸器の管理 ザイタク ジンコウ コキュウキ カンリ										気管カニューレの交換 キカン コウカン										気管カニューレの管理（日常の交換以外の対応） キカン カンリ ニチジョウ コウカン イガイ タイオウ										気管内吸引 キカンナイ キュウイン										食事介助 ショクジ カイジョ										経鼻チューブの交換 ケイビ コウカン										ストーマの管理 カンリ										尿道カテーテルの管理 ニョウドウ カンリ										導尿 ドウニョウ										入浴介助 ニュウヨク カイジョ										看護師によるリハビリテーション カンゴシ										OTもしくはPTによるリハビリテーション										中心静脈カテーテル管理 チュウシン ジョウミャク カンリ										高カロリー輸液の管理 コウ ユエキ カンリ										薬剤の静注（抗生物質や利尿剤など） ヤクザイ ジョウチュウ コウセイ ブッシツ リニョウザイ										麻薬による疼痛コントロール マヤク トウツウ										終末期の医療的ケア シュウマツキ イリョウテキ										在宅での看取り ザイタク ミト										24時間対応 ジカン タイオウ										外出の介助 ガイシュツ カイジョ										通院の介助 ツウイン カイジョ

		承諾可否 ショウダク カヒ												看護師 カンゴシ		作業療法士 サギョウ リョウホウシ		准看護師 ジュンカンゴシ		理学療法士 リガク リョウホウシ		保健師 ホケンシ		言語療法士 ゲンゴ リョウホウシ		その他 タ				成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ				乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ

		否 ヒ		曙訪問看護ステーション アケボノ ホウモン カンゴ		028-660-7803		028-683-5306		321-0901		宇都宮市平出町413番地		8		3		0		3		0		1				宇都宮、高根沢 ウツノミヤ タカネザワ		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		3		2		2		2		2		3		2		2		2		2		2		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		1		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		1		1		1		3		3		3		1		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		2		2		2		2		2		いつも大変お世話になっております。当STでも数名の小児利用者をNS、PT、OTでサポートしています。又、貴院のショートステイを利用させて頂いております。ご利用者様、家族が安心して過ごせるよう地域でサポートできたらと考えています。どうぞよろしくお願い申し上げます。 タイヘン セワ トウ スウメイ ショウニ リヨウシャ マタ キ イン リヨウ イタダ リヨウシャサマ カゾク アンシン ス チイキ カンガ ネガ モウ ア

		否 ヒ		とちぎメディカルセンター		0282-22-5810		0282-225812		328-0043		栃木市境町27-21		9		0		4		1		0		1		2		栃木市、小山市、壬生町 トチギシ オヤマシ ミブマチ		1		1		1		0		1		1		1		1		1		0		1		0		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		0		1		1		3		2		1		1		1		1		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		2		2		2		1		1		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		1		1		1		1		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		2		2		2		2		2

		否 ヒ		あいケアステーション		0282-23-6221		0282-24-9850		328-0074		栃木市薗部町2-5-9		1		0		2		2		0		0				栃木市 トチギシ		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		3		2		2		2		2		3		2		2		2		2		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		3		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		3		2		2		2		2		3		2		2		2		2		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		2		2		2		2		3

		否 ヒ		訪問看護ステーションこすもす		0285-80-5511		0285-80-5512		321-4337		真岡市上高間木2-24-4		4		2		0		1		0		0						1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		3		2		2		2		3		3		2		2		2		3		3		2		2		2		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		3		3		3		3		3		3		3		2		2		2		3		3		2		2		2		3		3		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		2		2		2		2		3		2		2		2		2		3		2		2		2		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		1		3		3		3		3		3		2		2		2		2		2		緊急時に主治医又はバッックベットのある病院との連携がとれる体制が整っていないと、在宅での対応に不安があります。
現在のところ、小児科、精神科看護を経験したスタッフがいない為、受け入れに不安がありますので今回はガイドマップ等に公表することに同意する事は控えさせていただきたいと思います。 キンキュウジ シュジイ マタ ビョウイン レンケイ タイセイ トトノ ザイタク タイオウ フアン ゲンザイ ショウニカ セイシンカ カンゴ ケイケン タメ ウ イ フアン コンカイ ナド コウヒョウ ドウイ コト ヒカ オモ

		否 ヒ		訪問看護ステーションひばり		0289-64-7226		0289-64-2225		322-8550		鹿沼市下田町1-1033		6		1		0		1		0		0				市内及び近隣市 シナイ オヨ キンリン シ		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		0		1		1		2

chizuru_tanaka: 未記入		1		1		2		2		1		2		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		1		3		3		1		1		1		3		3		3		3		1		3		3		1		1		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		1		3		3		3		1		1		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1

		否 ヒ		訪問看護ステーション那須		0287-73-5048		0287-63-4566		325-0023		那須塩原市豊浦10-706		5		0		2		0		0		0				那須塩原市、大田原市、那須町 ナスシオバラ シ オオタワラシ ナスマチ		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		0		0		1		0		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		2

chizuru_tanaka: 未記入		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1

		承諾 ショウダク		さくら訪問看護ステーション		0287-29-3252		0287-29-3252		324-0058		大田原市紫塚3-2633-10		5		0		0		1		0		0				大田原市、那須塩原市、矢板市 オオタワラシ ナスシオバラ シ ヤイタ シ		1		0		1		1		1		1		1		1		1		0		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		0		1		1		3		3		3		3		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		小児の受入数（実績）が少ないので、実際依頼があった場合、入院中から手技等の指導を受けたいと思います。 ショウニ ウケイレスウ ジッセキ スク ジッサイ イライ バアイ ニュウインチュウ シュギ ナド シドウ ウ オモ

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションたんぽぽ		0280-57-1888		0280-57-3819		329-0101		下都賀郡野木町友沼5119-12		20		3		0		5		0		0		2		野木町、小山市、旧藤岡町 ノギマチ オヤマシ キュウ フジオカマチ		1		1		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		1		1		1		1		1		1		0		0		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		3		1		1		1		1		1		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		3		3		3		3		3		1		1		3		2		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		2		2		2		2		2		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		受け入れてくれる訪問看護Stの数が少ないと思います。研修会の機会を設けてサービス体制が構築できると良いと思います。 ウ イ ホウモン カンゴ カズ スク オモ ケンシュウカイ キカイ モウ タイセイ コウチク ヨ オモ

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションうつのみや		028-612-6103		028-612-6104		320-0852		宇都宮市下砥上町字並塚643番地1		11		0		0		0		0		0		1		宇都宮市、壬生町 ウツノミヤシ ミブマチ		1		1		0		0		1		1		1		1		1		0		0		0		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		2

chizuru_tanaka: 未記入		3		3		3		3		1		2		2		2		2		2		3		3		3		1		1		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		3		3		3		1		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		3		3		3		1		1		3		3		3		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーション石橋		0285-52-2293		0285-52-2268		329-0511		下野市石橋628番地		7		0		0		1		0		0		1		下野市、上三川町、壬生町、宇都宮市（部） シモノ シ カミノカワマチ ミブマチ ウツノミヤシ ブ		1		1		0		0		1		1		1		1		1		0		1		0		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		3		1		1		1		1		1		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		1		3		3		3		3		3		3		3		3		1		1		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		2		2		2		2		2		最近、訪問依頼が増えてきていますが、私たち看護師の力量不足から利用者家族へ満足のいく看護が提供できないように感じています。現在の、利用者家族から教わることが多くあり、私たちが勉強になります。ただ、訪問していて思うことは、ご両親の今までの経験でケアが進み危険であり、指導させていただいても理解が得られないこともあり、ジレンマとなっています。例）誤嚥性肺炎を繰り返している方にヘッドアップして食事を摂るよう説明してもフラットのままであったり、他の方でPEG造設されているので、栄養はPEGからにして経口からは楽しみ程度にしてと言っても、食事を経口から摂るなど。 サイキン ホウモン イライ フ ワタクシ カンゴシ リキリョウ ブソク リヨウシャ カゾク マンゾク カンゴ テイキョウ カン ゲンザイ リヨウシャ カゾク オソ オオ ワタシ ベンキョウ ホウモン オモ リョウシン イマ ケイケン スス キケン シドウ リカイ エ レイ ゴエンセイ ハイエン ク カエ カタ ショクジ ト セツメイ ホカ カタ ゾウ セツ エイヨウ ケイコウ タノ テイド イ ショクジ ケイコウ ト

		承諾 ショウダク		マロニエ訪問看護ステーション		0287-37-6322		0287-39-3305		329-2763		那須塩原市井口537-3 にしなすの総合在宅ｹｱｾﾝﾀｰ内		5		7		0		5		0		2		1		那須塩原市、那須町、大田原市　リハビリのみ→那珂川町訪問可能 ナスシオバラ シ ナスマチ オオタワラシ ナカガワ マチ ホウモン カノウ		1		1		1		0		1		1		1		1		0		0		0		1		1		1		1		1		1		0		1		1		1		1		1		1		0		0		1		1		1		0		1		0		0		0		1		0		1		1		1		1		1		1		3		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーション佐野		0283-86-7013		0283-86-7031		327-0847		佐野市天神町７７４－２２ メープルハイツ１０１号室		3		0		1		0		0		0		1		足利市、佐野市、栃木市（旧岩船市） アシカガシ サノシ トチギシ キュウ イワフネ シ		0		0		0		0		1		0		1		0		1		0		0		0		1		0		0		0		1		0		1		0		0		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		2		2		2		2		2		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1

		承諾 ショウダク		とちぎ訪問看護ステーションくろばね		0287-54-0507		0287-54-0580		324-0241		大田原市黒羽向町142番地		6		0		0		0		1		0		2		大田原市、那須塩原市、那須町、那珂川町 オオタワラシ ナスシオバラ シ ナスマチ ナカガワマチ		1		0		0		0		1		1		1		1		1		0		1		0		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		3		3		3		3		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		1		2		2		2		2		2		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3

		承諾 ショウダク		鹿沼訪問看護ステーション		0289-60-5650		0289-60-1687		322-0021		鹿沼市上野町320-3高橋ビル１階１０３号室		5		0		0		0		0		0				鹿沼市、旧宇都宮市、旧今市市、壬生町、西片町 カヌマシ キュウ ウツノミヤシ キュウ イマイチシ ミブマチ ニシカタマチ		0		0		0		0		0		0		1		0		1		0		0		0		1		0		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		2

chizuru_tanaka: 未記入		2		2		2		2		1		2		2		2		2		3		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションほっと		028-626-5739		028-625-8201		321-0974		宇都宮市竹林町958		11		0		0		2		0		0		0		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2

		承諾 ショウダク		芳賀赤十字訪問看護ステーション		0285-84-8266		0285-84-8266		321-4306		真岡市台町2461		6		0		0		0		0		0		0		芳賀郡全域（真岡市、益子町、芳賀町、茂木町） ハガ グン ゼンイキ モオカシ マシコマチ ハガマチ モギ マチ		1		1		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		3		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		当ステーションは今年度小児在宅医との連携を開始することができました。安心して在宅療養を継続できるよう、多職種と連携し、実施しています。高齢者が介護サービスを選択するように、サービスの充実は得られていません。現実は家族だけで利用者（児）のケアを実施しているケースもあり家族の介護負担は大きいと考えます。負担軽減のためには、スムーズなレスパイト入院や日中の一時お預かり等充実した施設が増えることでさらに安心した療養環境の提供ができると思います。よろしくお願いいたします。 トウ コンネンド ショウニ ザイタク イ レンケイ カイシ アンシン ザイタク リョウヨウ ケイゾク タ ショクシュ レンケイ ジッシ コウレイシャ カイゴ センタク ジュウジツ エ ゲンジツ カゾク リヨウシャ ジ ジッシ カゾク カイゴ フタン オオ カンガ フタン ケイゲン ニュウイン ニッチュウ イチジ アズ ナド ジュウジツ シセツ フ アンシン リョウヨウ カンキョウ テイキョウ オモ ネガ

		承諾 ショウダク		とちぎ訪問看護ステーションみぶ		0282-82-7262		0282-82-7260		321-0218		下都賀郡壬生町落合1-18-12		16		0		0		0		0		0		1		上三川町、下野市、壬生町、宇都宮 カミノカワマチ シモノ シ ミブ チョウ ウツノミヤ		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		1		0		1		1		1		1		1		1		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		病院との連携が大切。在宅生活を支援するためにチームで対応する（介護者の支援） ビョウイン レンケイ タイセツ ザイタク セイカツ シエン タイオウ カイゴシャ シエン

		承諾 ショウダク		ＷＡＤＥＷＡＤＥ訪問看護ステーション		028-666-5420		028-666-5460		321-0923		栃木県宇都宮市下栗町2913-1 ３２１－０９２３		12		0		0		0		0		0				宇都宮市、上三川町、 ウツノミヤシ カミノカワマチ		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		0		0		1		0		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		重心の方を看る側（介護者）の負担軽減の必要性を感じてしまいます。まだまだ「私がやらなければ」という気持ちが強く、様々な資源活用へと動きが進むような発信が大切だと思っています。 ジュウシン カタ ミ ガワ カイゴシャ フタン ケイゲン ヒツヨウセイ カン ワタシ キモ ツヨ サマザマ シゲン カツヨウ ウゴ スス ハッシン タイセツ オモ

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションあい		0287-83-8035		0287-83-8222		321-0628		那須烏山市金井2-5-9 ベンチャープラザ7号室 ゴウシツ		8		0		1		0		0		0		1		那須烏山市、那珂川町、茂木町、一貝町 ナスカラスヤマシ ナカガワマチ モギマチ イチ ガイ マチ		1		1		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		0		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		小児や重心など医療依存度が高い方には家族が安心して預けられる事業所とスタッフが必要です（レスパイトの本当の意味で）訪問看護スタッフが動きやすい仕組みがあればもっと介入できると思います。例えば在宅以外への支援での算定が可能になる。長時間支援が可能になるなど。在宅支援診療所が多ければ助かります。開業医で努力してくださる医師の力で乗り切っている地域は特にそう感じます。後方病院親元病院との連携、地域との調整などスムーズにシームレスに行われるとうれしいです。行政からの介入が少なく、制度のことなど知らないまま苦労されている方が多いので、窓口での丁寧かつタイミングよく助言をしていただくと嬉しいです。 ショウニ ジュウシン イリョウ イゾンド タカ カタ カゾク アンシン アズ ジギョウショ ヒツヨウ ホントウ イミ ホウモン カンゴ ウゴ シク カイニュウ オモ タト ザイタク イガイ シエン サンテイ カノウ チョウジカン シエン カノウ ザイタク シエン シンリョウジョ オオ タス カイギョウイ ドリョク イシ チカラ ノ キ チイキ トク カン コウホウ ビョウイン オヤモト ビョウイン レンケイ チイキ チョウセイ オコナ ギョウセイ カイニュウ スク セイド シ クロウ カタ オオ マドグチ テイネイ ジョゲン ウレ

		承諾 ショウダク		あおい訪問看護ステーション		0284-73-9456		0284-72-7600		326-0831		足利市堀込町2556 セレッソ・コート１階		16		0		0		4		0		0				足利市とその周辺（佐野市、館林市、巴楽町、太田市、桐生市） アシカガシ シュウヘン サノシ タテバヤシシ トモエ ラク マチ オオタシ キリュウシ		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1

		承諾 ショウダク		那須赤十字訪問看護ステーション		0287-23-8866		0287-23-8903		324-8686		大田原市中田原1081-4		8		1		0		0		0		0				大田原市、那須塩原市（一部を除く） オオタワラシ ナスシオバラ シ イチブ ノゾ		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		1		1		0		1		0		1		1		1		0		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションゆりの木		0287-47-5123		0287-47-5124		324-0028		大田原市山の手1-1-7 ヤマ テ		4		0		0		0		0		0				大田原市、那須塩原市、那珂川町 オオタワラシ ナスシオバラ シ ナカガワマチ		1		1		1		0		1		1		1		1		0		0		0		1		1		0		1		1		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		0		0		1		0		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		3		1		1		1		1		2		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		3		1		1		1		1		3		1		1		1		1		1		1		1		1		3		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		3		3		1		3		3		1		1		1		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		重症心身障害児施設で勤務したことのある看護師が2名いますので積極的に依頼があれば支援させていただきたいと思っています。こどもはやはり親元で成長発達できることが何よりも必要なことであると思っています。 ジュウショウ シンシン ショウガイ ジ シセツ キンム カンゴシ メイ セッキョクテキ イライ シエン オモ オヤモト セイチョウ ハッタツ ナニ ヒツヨウ オモ

		承諾 ショウダク		ライフ訪問看護リハビリテーション		0284-64-8799		0284-64-8335		326-0831		足利市堀込町2656-7　ASKビル３０１号		5		0		0		1		0		0		0		足利市、佐野市、館林市、邑楽郡、太田市、桐生市 アシカガシ サノシ タテバヤシシ オウラ グン オオタシ キリュウシ		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		この件に関する研修の案内が少ないため、学ぶ機会をもっと増やしてほしい ケン カン ケンシュウ アンナイ スク マナ キカイ フ

		承諾 ショウダク		わくわく訪問看護ステーションおやま		0285-24-6575		0285-20-0255		323-0022		小山市駅東通り3-9-6		11		0		0		5		0		0		0		小山市、結城市（茨城県）、下野市の一部、栃木市（PTのみ） オヤマシ ユウキシ イバラキケン シモノ シ イチブ トチギシ		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		1		1		1		1		3		3		3		1		1		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		自立支援のケアマネージャーがいるが、医療福祉行政をうまく連携してまとめる役割が果たせていない。それぞれが別々で動いており、介護者が困ったときの相談窓口に迷う。 ジリツ シエン イリョウ フクシ ギョウセイ レンケイ ヤクワリ ハ ベツベツ ウゴ カイゴシャ コマ ソウダン マドグチ マヨ

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーション風		028-612-1333		028-612-1384		321-0117		宇都宮市城南3丁目5-6		3		1		0		1		0		0				宇都宮、鹿沼、下野、壬生 ウツノミヤ カヌマ シモノ ミブ		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		1		1		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1

		承諾 ショウダク		宮の橋訪問看護ステーション		028-635-9839		028-635-9839		321-0963		宇都宮市南大通り1-1-23		7		0		0		1		0		0		0		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		1		1		0		1		1		1		1		1		0		0		0		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		レスパイト等受け入れ先が少ない。市のコーディネーター様がご多忙の様子であり、要望に対しての対応にかなりの時間を要する（対応されないこともある）。年度変わるときなど、担当者（市）の引き継ぎがされず、進んでいた調整も振り出しに戻ってしまうことがある。 トウ ウ イ サキ スク シ サマ タボウ ヨウス ヨウボウ タイ タイオウ ジカン ヨウ タイオウ ネンド カ タントウシャ シ ヒ ツ スス チョウセイ フ ダ モド

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションオリーブ		0282-27-8414		0282-27-8415		328-0027		栃木市今泉町1丁目17番29号		7		0		0		0		0		0				栃木市、小山市、下野市、壬生町 トチギシ オヤマシ シモノ シ ミブ マチ		1		1		1		0		1		1		1		1		0		0		0		0		1		1		1		1		0		0		1		1		1		0		1		1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションマザーの家		0283-85-7771		0283-85-7772		327-0504		佐野市中町942-1		2		0		3		0		0		0				佐野市 サノシ		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーション卯の郷		028-682-7770		028-682-7766		329-1311		さくら市氏家2650番地		3		0		0		0		0		0				さくら市（周辺15ｋｍ以内）、塩谷町、那須烏山市、宇都宮市、高根沢町 シ シュウヘン イナイ シオヤ マチ ナスカラスヤマシ ウツノミヤシ タカネザワ マチ		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		3		3		3		3		3		1		2		2		2		2		2		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		2		2		2		3		3		3		3		1		1		1		3		3		3		3		1		2		2		2		2		2		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		2		2		2		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションたかねざわ		028-680-1701		028-680-1702		329-1233		塩谷郡高根沢町宝積寺2426-8 		16		0		0		0		0		0				高根沢町、さくら市、那須烏山市、芳賀町、市貝町、茂木町、益子町、宇都宮市 タカネザワマチ シ ナスカラスヤマシ ハガ マチ イチ カイ チョウ モギマチ マシコ チョウ ウツノミヤシ		1		1		1		0		1		1		1		1		1		0		1		0		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		2		2		2		2		2

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションみどり		0285-45-8362		0285-45-8397		329-0214		小山市乙女786-1		3		0		1		0		0		0				小山市、栃木市、古河市、結城市 オヤマシ トチギシ コガシ ユウキシ		0		0		1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		1		0		1		0		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		3		2		2		2		3		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		1		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		1		1		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		訪問看護師がもっと社会資源として同行できるとよいと思う。在宅での療養はもっと看護師が活躍できる体制が整うとよいと思った。 ホウモン カンゴシ シャカイ シゲン ドウコウ オモ ザイタク リョウヨウ カンゴシ カツヤク タイセイ トトノ オモ

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションあるく		028-643-5586		028-678-8796		320-0036		宇都宮市小幡2-6-14 		5		0		1		0		0		0		1		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		0		1		0		1		0		1		0		0		1		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3

		承諾 ショウダク		とちぎ訪問看護ステーションおやま		0285-39-8602		0285-39-8607		323-0827		栃木県小山市神鳥谷2251-7 ３２３－０８２７		12		0		0		0		0		0		1		小山市、下野市（南部）、野木町（北部） オヤマシ シモノ シ ナンブ ノギ マチ ホクブ		1		1		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		1		1		1		0		0		1		0		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		3		3		1		1		1		3		1		1		1		1		小児の重症心身障害児の訪問看護を行っていく上で。たびたび感じるのが成長に伴った教育、就学が難しく親御さんの希望通りにいかないことが多く残念に思います。難しいところだと思いますが… ショウニ ジュウショウ シンシン ショウガイジ ホウモン カンゴ オコナ ウエ カン セイチョウ トモナ キョウイク シュウガク ムズカ オヤゴ キボウ ドオ オオ ザンネン オモ ムズカ オモ

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションここあ		028-600-3735		028-600-3736		321-2116		栃木県宇都宮市徳次郎町998-9 ３２１－２１１６		10		1		0		1		0		0		2		宇都宮市、日光市、 ウツノミヤシ ニッコウシ		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2

chizuru_tanaka: 未記入		

chizuru_tanaka: 未記入		

chizuru_tanaka: 未記入		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3







訪問看護事業所 (記述)

		Ｑ1.貴施設について、お伺いいたします キ シセツ ウカガ

		1		事業所名 ジギョウショ メイ

		2		電話番号 デンワ バンゴウ

		3		FAX番号 バンゴウ

		4		所在地 ショザイチ

		5		職員構成（常勤・非常勤は問いません） ショクイン コウセイ ジョウキン ヒジョウキン ト

						看護師 カンゴシ

						作業療法士 サギョウ リョウホウシ

						准看護師 ジュンカンゴシ

						理学療法士 リガク リョウホウシ

						保健師 ホケンシ

						言語療法士 ゲンゴ リョウホウシ

						その他 タ

		6		訪問可能な主な市町村 ホウモン カノウ オモ シチョウソン

		Q2.いままでに以下の項目を在宅看護で行ったことがありますか（あるものすべてにチェックをしてください） イカ コウモク ザイタク カンゴ オコナ

								成人在宅 セイジン ザイタク				小児在宅 ショウニ ザイタク

				在宅人工呼吸器の管理 ザイタク ジンコウ コキュウキ カンリ

				気管カニューレの交換 キカン コウカン

				気管カニューレ部位のガーゼ交換 キカン ブイ コウカン

				気管内吸引 キカンナイ キュウイン

				食事介助 ショクジ カイジョ

				経鼻チューブの交換 ケイビ コウカン

				胃瘻の管理 イロウ カンリ

				経管栄養の注入 ケイカン エイヨウ チュウニュウ

				ストーマの管理 カンリ

				尿道カテーテルの管理 ニョウドウ カンリ

				導尿 ドウニョウ

				入浴介助 ニュウヨク カイジョ

				看護師によるリハビリテーション カンゴシ

				OTもしくはPTによるリハビリテーション

				中心静脈カテーテル管理 チュウシン ジョウミャク カンリ

				高カロリー輸液の管理 コウ ユエキ カンリ

				薬剤の静注（抗生物質や利尿剤など） ヤクザイ ジョウチュウ コウセイ ブッシツ リニョウザイ

				麻薬による疼痛コントロール マヤク ウズ ツウ

				終末期の医療的ケア シュウマツキ イリョウテキ

				在宅での看取り ザイタク ミト

				24時間対応 ジカン タイオウ

		Q3.現時点で、依頼のあった場合、重症心身障害児（者）の在宅医療を行うことはできますか ゲンジテン イライ バアイ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ ザイタク イリョウ オコナ

		1		できる

		2		できない

		3		要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン

		Q4.依頼があった場合に可能な医療的ケアと身体介護についてお答えください イライ バアイ カノウ イリョウテキ シンタイ カイゴ コタ

		※個別シートにて対応 コベツ タイオウ



				Ｑ1.貴施設について、お伺いいたします キ シセツ ウカガ										Q5.重症心身障害児（者）の方に対する医療、在宅生活等についてお気づきのことなど、ご自由にお書きください ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ カタ タイ イリョウ ザイタク セイカツナド キ ジユウ カ

				事業所名 ジギョウショ メイ		電話番号 デンワ バンゴウ		FAX番号 バンゴウ		郵便番号 ユウビンバンゴウ		所在地 ショザイチ

		承諾可否 ショウダク カヒ

		否 ヒ		曙訪問看護ステーション アケボノ ホウモン カンゴ		028-660-7803		028-683-5306		321-0901		宇都宮市平出町413番地		いつも大変お世話になっております。当STでも数名の小児利用者をNS、PT、OTでサポートしています。又、貴院のショートステイを利用させて頂いております。ご利用者様、家族が安心して過ごせるよう地域でサポートできたらと考えています。どうぞよろしくお願い申し上げます。 タイヘン セワ トウ スウメイ ショウニ リヨウシャ マタ キ イン リヨウ イタダ リヨウシャサマ カゾク アンシン ス チイキ カンガ ネガ モウ ア

		否 ヒ		とちぎメディカルセンター		0282-22-5810		0282-225812		328-0043		栃木市境町27-21

		否 ヒ		あいケアステーション		0282-23-6221		0282-24-9850		328-0074		栃木市薗部町2-5-9

		否 ヒ		訪問看護ステーションこすもす		0285-80-5511		0285-80-5512		321-4337		真岡市上高間木2-24-4		緊急時に主治医又はバッックベットのある病院との連携がとれる体制が整っていないと、在宅での対応に不安があります。
現在のところ、小児科、精神科看護を経験したスタッフがいない為、受け入れに不安がありますので今回はガイドマップ等に公表することに同意する事は控えさせていただきたいと思います。 キンキュウジ シュジイ マタ ビョウイン レンケイ タイセイ トトノ ザイタク タイオウ フアン ゲンザイ ショウニカ セイシンカ カンゴ ケイケン タメ ウ イ フアン コンカイ ナド コウヒョウ ドウイ コト ヒカ オモ

		否 ヒ		訪問看護ステーションひばり		0289-64-7226		0289-64-2225		322-8550		鹿沼市下田町1-1033

		否 ヒ		訪問看護ステーション那須		0287-73-5048		0287-63-4566		325-0023		那須塩原市豊浦10-706

		承諾 ショウダク		さくら訪問看護ステーション		0287-29-3252		0287-29-3252		324-0058		大田原市紫塚3-2633-10		小児の受入数（実績）が少ないので、実際依頼があった場合、入院中から手技等の指導を受けたいと思います。 ショウニ ウケイレスウ ジッセキ スク ジッサイ イライ バアイ ニュウインチュウ シュギ ナド シドウ ウ オモ

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションたんぽぽ		0280-57-1888		0280-57-3819		329-0101		下都賀郡野木町友沼5119-12		受け入れてくれる訪問看護Stの数が少ないと思います。研修会の機会を設けてサービス体制が構築できると良いと思います。 ウ イ ホウモン カンゴ カズ スク オモ ケンシュウカイ キカイ モウ タイセイ コウチク ヨ オモ

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションうつのみや		028-612-6103		028-612-6104		320-0852		宇都宮市下砥上町字並塚643番地1

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーション石橋		0285-52-2293		0285-52-2268		329-0511		下野市石橋628番地		最近、訪問依頼が増えてきていますが、私たち看護師の力量不足から利用者家族へ満足のいく看護が提供できないように感じています。現在の、利用者家族から教わることが多くあり、私たちが勉強になります。ただ、訪問していて思うことは、ご両親の今までの経験でケアが進み危険であり、指導させていただいても理解が得られないこともあり、ジレンマとなっています。例）誤嚥性肺炎を繰り返している方にヘッドアップして食事を摂るよう説明してもフラットのままであったり、他の方でPEG造設されているので、栄養はPEGからにして経口からは楽しみ程度にしてと言っても、食事を経口から摂るなど。 サイキン ホウモン イライ フ ワタクシ カンゴシ リキリョウ ブソク リヨウシャ カゾク マンゾク カンゴ テイキョウ カン ゲンザイ リヨウシャ カゾク オソ オオ ワタシ ベンキョウ ホウモン オモ リョウシン イマ ケイケン スス キケン シドウ リカイ エ レイ ゴエンセイ ハイエン ク カエ カタ ショクジ ト セツメイ ホカ カタ ゾウ セツ エイヨウ ケイコウ タノ テイド イ ショクジ ケイコウ ト

		承諾 ショウダク		マロニエ訪問看護ステーション		0287-37-6322		0287-39-3305		329-2763		那須塩原市井口537-3 にしなすの総合在宅ｹｱｾﾝﾀｰ内

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーション佐野		0283-86-7013		0283-86-7031		327-0847		佐野市天神町７７４－２２ メープルハイツ１０１号室

		承諾 ショウダク		とちぎ訪問看護ステーションくろばね		0287-54-0507		0287-54-0580		324-0241		大田原市黒羽向町142番地

		承諾 ショウダク		鹿沼訪問看護ステーション		0289-60-5650		0289-60-1687		322-0021		鹿沼市上野町320-3高橋ビル１階１０３号室

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションほっと		028-626-5739		028-625-8201		321-0974		宇都宮市竹林町958

		承諾 ショウダク		芳賀赤十字訪問看護ステーション		0285-84-8266		0285-84-8266		321-4306		真岡市台町2461		当ステーションは今年度小児在宅医との連携を開始することができました。安心して在宅療養を継続できるよう、多職種と連携し、実施しています。高齢者が介護サービスを選択するように、サービスの充実は得られていません。現実は家族だけで利用者（児）のケアを実施しているケースもあり家族の介護負担は大きいと考えます。負担軽減のためには、スムーズなレスパイト入院や日中の一時お預かり等充実した施設が増えることでさらに安心した療養環境の提供ができると思います。よろしくお願いいたします。 トウ コンネンド ショウニ ザイタク イ レンケイ カイシ アンシン ザイタク リョウヨウ ケイゾク タ ショクシュ レンケイ ジッシ コウレイシャ カイゴ センタク ジュウジツ エ ゲンジツ カゾク リヨウシャ ジ ジッシ カゾク カイゴ フタン オオ カンガ フタン ケイゲン ニュウイン ニッチュウ イチジ アズ ナド ジュウジツ シセツ フ アンシン リョウヨウ カンキョウ テイキョウ オモ ネガ

		承諾 ショウダク		とちぎ訪問看護ステーションみぶ		0282-82-7262		0282-82-7260		321-0218		下都賀郡壬生町落合1-18-12		病院との連携が大切。在宅生活を支援するためにチームで対応する（介護者の支援） ビョウイン レンケイ タイセツ ザイタク セイカツ シエン タイオウ カイゴシャ シエン

		承諾 ショウダク		ＷＡＤＥＷＡＤＥ訪問看護ステーション		028-666-5420		028-666-5460		321-0923		栃木県宇都宮市下栗町2913-1 ３２１－０９２３		重心の方を看る側（介護者）の負担軽減の必要性を感じてしまいます。まだまだ「私がやらなければ」という気持ちが強く、様々な資源活用へと動きが進むような発信が大切だと思っています。 ジュウシン カタ ミ ガワ カイゴシャ フタン ケイゲン ヒツヨウセイ カン ワタシ キモ ツヨ サマザマ シゲン カツヨウ ウゴ スス ハッシン タイセツ オモ

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションあい		0287-83-8035		0287-83-8222		321-0628		那須烏山市金井2-5-9 ベンチャープラザ7号室 ゴウシツ		小児や重心など医療依存度が高い方には家族が安心して預けられる事業所とスタッフが必要です（レスパイトの本当の意味で）訪問看護スタッフが動きやすい仕組みがあればもっと介入できると思います。例えば在宅以外への支援での算定が可能になる。長時間支援が可能になるなど。在宅支援診療所が多ければ助かります。開業医で努力してくださる医師の力で乗り切っている地域は特にそう感じます。後方病院親元病院との連携、地域との調整などスムーズにシームレスに行われるとうれしいです。行政からの介入が少なく、制度のことなど知らないまま苦労されている方が多いので、窓口での丁寧かつタイミングよく助言をしていただくと嬉しいです。 ショウニ ジュウシン イリョウ イゾンド タカ カタ カゾク アンシン アズ ジギョウショ ヒツヨウ ホントウ イミ ホウモン カンゴ ウゴ シク カイニュウ オモ タト ザイタク イガイ シエン サンテイ カノウ チョウジカン シエン カノウ ザイタク シエン シンリョウジョ オオ タス カイギョウイ ドリョク イシ チカラ ノ キ チイキ トク カン コウホウ ビョウイン オヤモト ビョウイン レンケイ チイキ チョウセイ オコナ ギョウセイ カイニュウ スク セイド シ クロウ カタ オオ マドグチ テイネイ ジョゲン ウレ

		承諾 ショウダク		あおい訪問看護ステーション		0284-73-9456		0284-72-7600		326-0831		足利市堀込町2556 セレッソ・コート１階

		承諾 ショウダク		那須赤十字訪問看護ステーション		0287-23-8866		0287-23-8903		324-8686		大田原市中田原1081-4

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションゆりの木		0287-47-5123		0287-47-5124		324-0028		大田原市山の手1-1-7 ヤマ テ		重症心身障害児施設で勤務したことのある看護師が2名いますので積極的に依頼があれば支援させていただきたいと思っています。こどもはやはり親元で成長発達できることが何よりも必要なことであると思っています。 ジュウショウ シンシン ショウガイ ジ シセツ キンム カンゴシ メイ セッキョクテキ イライ シエン オモ オヤモト セイチョウ ハッタツ ナニ ヒツヨウ オモ

		承諾 ショウダク		ライフ訪問看護リハビリテーション		0284-64-8799		0284-64-8335		326-0831		足利市堀込町2656-7　ASKビル３０１号		この件に関する研修の案内が少ないため、学ぶ機会をもっと増やしてほしい ケン カン ケンシュウ アンナイ スク マナ キカイ フ

		承諾 ショウダク		わくわく訪問看護ステーションおやま		0285-24-6575		0285-20-0255		323-0022		小山市駅東通り3-9-6		自立支援のケアマネージャーがいるが、医療福祉行政をうまく連携してまとめる役割が果たせていない。それぞれが別々で動いており、介護者が困ったときの相談窓口に迷う。 ジリツ シエン イリョウ フクシ ギョウセイ レンケイ ヤクワリ ハ ベツベツ ウゴ カイゴシャ コマ ソウダン マドグチ マヨ

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーション風		028-612-1333		028-612-1384		321-0117		宇都宮市城南3丁目5-6

		承諾 ショウダク		宮の橋訪問看護ステーション		028-635-9839		028-635-9839		321-0963		宇都宮市南大通り1-1-23		レスパイト等受け入れ先が少ない。市のコーディネーター様がご多忙の様子であり、要望に対しての対応にかなりの時間を要する（対応されないこともある）。年度変わるときなど、担当者（市）の引き継ぎがされず、進んでいた調整も振り出しに戻ってしまうことがある。 トウ ウ イ サキ スク シ サマ タボウ ヨウス ヨウボウ タイ タイオウ ジカン ヨウ タイオウ ネンド カ タントウシャ シ ヒ ツ スス チョウセイ フ ダ モド

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションオリーブ		0282-27-8414		0282-27-8415		328-0027		栃木市今泉町1丁目17番29号

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションマザーの家		0283-85-7771		0283-85-7772		327-0504		佐野市中町942-1

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーション卯の郷		028-682-7770		028-682-7766		329-1311		さくら市氏家2650番地

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションたかねざわ		028-680-1701		028-680-1702		329-1233		塩谷郡高根沢町宝積寺2426-8 

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションみどり		0285-45-8362		0285-45-8397		329-0214		小山市乙女786-1		訪問看護師がもっと社会資源として同行できるとよいと思う。在宅での療養はもっと看護師が活躍できる体制が整うとよいと思った。 ホウモン カンゴシ シャカイ シゲン ドウコウ オモ ザイタク リョウヨウ カンゴシ カツヤク タイセイ トトノ オモ

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションあるく		028-643-5586		028-678-8796		320-0036		宇都宮市小幡2-6-14 

		承諾 ショウダク		とちぎ訪問看護ステーションおやま		0285-39-8602		0285-39-8607		323-0827		栃木県小山市神鳥谷2251-7 ３２３－０８２７		小児の重症心身障害児の訪問看護を行っていく上で。たびたび感じるのが成長に伴った教育、就学が難しく親御さんの希望通りにいかないことが多く残念に思います。難しいところだと思いますが… ショウニ ジュウショウ シンシン ショウガイジ ホウモン カンゴ オコナ ウエ カン セイチョウ トモナ キョウイク シュウガク ムズカ オヤゴ キボウ ドオ オオ ザンネン オモ ムズカ オモ

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションここあ		028-600-3735		028-600-3736		321-2116		栃木県宇都宮市徳次郎町998-9 ３２１－２１１６







訪問看護事業所 (作業)

		Ｑ1.貴施設について、お伺いいたします キ シセツ ウカガ

		1		事業所名 ジギョウショ メイ

		2		電話番号 デンワ バンゴウ

		3		FAX番号 バンゴウ

		4		所在地 ショザイチ

		5		職員構成（常勤・非常勤は問いません） ショクイン コウセイ ジョウキン ヒジョウキン ト

						看護師 カンゴシ

						作業療法士 サギョウ リョウホウシ

						准看護師 ジュンカンゴシ

						理学療法士 リガク リョウホウシ

						保健師 ホケンシ

						言語療法士 ゲンゴ リョウホウシ

						その他 タ

		6		訪問可能な主な市町村 ホウモン カノウ オモ シチョウソン

		Q2.いままでに以下の項目を在宅看護で行ったことがありますか（あるものすべてにチェックをしてください） イカ コウモク ザイタク カンゴ オコナ

								成人在宅 セイジン ザイタク				小児在宅 ショウニ ザイタク

				在宅人工呼吸器の管理 ザイタク ジンコウ コキュウキ カンリ

				気管カニューレの交換 キカン コウカン

				気管カニューレ部位のガーゼ交換 キカン ブイ コウカン

				気管内吸引 キカンナイ キュウイン

				食事介助 ショクジ カイジョ

				経鼻チューブの交換 ケイビ コウカン

				胃瘻の管理 イロウ カンリ

				経管栄養の注入 ケイカン エイヨウ チュウニュウ

				ストーマの管理 カンリ

				尿道カテーテルの管理 ニョウドウ カンリ

				導尿 ドウニョウ

				入浴介助 ニュウヨク カイジョ

				看護師によるリハビリテーション カンゴシ

				OTもしくはPTによるリハビリテーション

				中心静脈カテーテル管理 チュウシン ジョウミャク カンリ

				高カロリー輸液の管理 コウ ユエキ カンリ

				薬剤の静注（抗生物質や利尿剤など） ヤクザイ ジョウチュウ コウセイ ブッシツ リニョウザイ

				麻薬による疼痛コントロール マヤク ウズ ツウ

				終末期の医療的ケア シュウマツキ イリョウテキ

				在宅での看取り ザイタク ミト

				24時間対応 ジカン タイオウ

		Q3.現時点で、依頼のあった場合、重症心身障害児（者）の在宅医療を行うことはできますか ゲンジテン イライ バアイ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ ザイタク イリョウ オコナ

		1		できる

		2		できない

		3		要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン

		Q4.依頼があった場合に可能な医療的ケアと身体介護についてお答えください イライ バアイ カノウ イリョウテキ シンタイ カイゴ コタ

		※個別シートにて対応 コベツ タイオウ



				Ｑ1.貴施設について、お伺いいたします キ シセツ ウカガ																																												Q2.いままでに以下の項目を在宅看護で行ったことがありますか（あるものすべてにチェックをしてください）【1.ある、0.ない】 イカ コウモク ザイタク カンゴ オコナ																																																																																				Q3		Q4.依頼があった場合に可能な医療的ケアと身体介護についてお答えください【1.できる、2.できない、3.要相談（条件による）】 イライ バアイ カノウ イリョウテキ シンタイ カイゴ コタ ヨウ ソウダン ジョウケン																																																																																																																																																																																																																		Q5.重症心身障害児（者）の方に対する医療、在宅生活等についてお気づきのことなど、ご自由にお書きください ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ カタ タイ イリョウ ザイタク セイカツナド キ ジユウ カ

				事業所名 ジギョウショ メイ		電話番号 デンワ バンゴウ		FAX番号 バンゴウ		郵便番号 ユウビンバンゴウ		所在地 ショザイチ		職員構成（常勤・非常勤は問いません）【人数：名】 ショクイン コウセイ ジョウキン ヒジョウキン ト ニンズウ メイ																																訪問可能な主な市町村 ホウモン カノウ オモ シチョウソン		在宅人工呼吸器の管理 ザイタク ジンコウ コキュウキ カンリ				気管カニューレの交換 キカン コウカン				気管カニューレ部位のガーゼ交換 キカン ブイ コウカン				気管内吸引 キカンナイ キュウイン				食事介助 ショクジ カイジョ				経鼻チューブの交換 ケイビ コウカン				胃瘻の管理 イロウ カンリ				経管栄養の注入 ケイカン エイヨウ チュウニュウ				ストーマの管理 カンリ				尿道カテーテルの管理 ニョウドウ カンリ				導尿 ドウニョウ				入浴介助 ニュウヨク カイジョ				看護師によるリハビリテーション カンゴシ				OTもしくはPTによるリハビリテーション				中心静脈カテーテル管理 チュウシン ジョウミャク カンリ				高カロリー輸液の管理 コウ ユエキ カンリ				薬剤の静注（抗生物質や利尿剤など） ヤクザイ ジョウチュウ コウセイ ブッシツ リニョウザイ				麻薬による疼痛コントロール マヤク ウズ ツウ				終末期の医療的ケア シュウマツキ イリョウテキ				在宅での看取り ザイタク ミト				24時間対応 ジカン タイオウ						在宅人工呼吸器の管理 ザイタク ジンコウ コキュウキ カンリ										気管カニューレの交換 キカン コウカン										気管カニューレの管理（日常の交換以外の対応） キカン カンリ ニチジョウ コウカン イガイ タイオウ										気管内吸引 キカンナイ キュウイン										食事介助 ショクジ カイジョ										経鼻チューブの交換 ケイビ コウカン										ストーマの管理 カンリ										尿道カテーテルの管理 ニョウドウ カンリ										導尿 ドウニョウ										入浴介助 ニュウヨク カイジョ										看護師によるリハビリテーション カンゴシ										OTもしくはPTによるリハビリテーション										中心静脈カテーテル管理 チュウシン ジョウミャク カンリ										高カロリー輸液の管理 コウ ユエキ カンリ										薬剤の静注（抗生物質や利尿剤など） ヤクザイ ジョウチュウ コウセイ ブッシツ リニョウザイ										麻薬による疼痛コントロール マヤク トウツウ										終末期の医療的ケア シュウマツキ イリョウテキ										在宅での看取り ザイタク ミト										24時間対応 ジカン タイオウ										外出の介助 ガイシュツ カイジョ										通院の介助 ツウイン カイジョ

		承諾可否 ショウダク カヒ												看護師 カンゴシ		作業療法士 サギョウ リョウホウシ		准看護師 ジュンカンゴシ		理学療法士 リガク リョウホウシ		保健師 ホケンシ		言語療法士 ゲンゴ リョウホウシ		その他 タ																						成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ				乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ

		否 ヒ		曙訪問看護ステーション アケボノ ホウモン カンゴ		028-660-7803		028-683-5306		321-0901		宇都宮市平出町413番地		8		3		0		3		0		1		0		宇都宮 ウツノミヤ		高根沢 タカネザワ														宇都宮市 ウツノミヤシ		宇都宮、高根沢 ウツノミヤ タカネザワ		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		3		2		2		2		2		3		2		2		2		2		2		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		1		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		1		1		1		3		3		3		1		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		2		2		2		2		2		いつも大変お世話になっております。当STでも数名の小児利用者をNS、PT、OTでサポートしています。又、貴院のショートステイを利用させて頂いております。ご利用者様、家族が安心して過ごせるよう地域でサポートできたらと考えています。どうぞよろしくお願い申し上げます。 タイヘン セワ トウ スウメイ ショウニ リヨウシャ マタ キ イン リヨウ イタダ リヨウシャサマ カゾク アンシン ス チイキ カンガ ネガ モウ ア

		否 ヒ		とちぎメディカルセンター		0282-22-5810		0282-225812		328-0043		栃木市境町27-21		9		0		4		1		0		1		2		栃木市 トチギシ		小山市 オヤマシ		壬生町 ミブマチ												栃木市 トチギシ		栃木市、小山市、壬生町 トチギシ オヤマシ ミブマチ		1		1		1		0		1		1		1		1		1		0		1		0		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		0		1		1		3		2		1		1		1		1		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		2		2		2		1		1		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		1		1		1		1		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		2		2		2		2		2

		否 ヒ		あいケアステーション		0282-23-6221		0282-24-9850		328-0074		栃木市薗部町2-5-9		1		0		2		2		0		0		0		栃木市 トチギシ																栃木市 トチギシ		栃木市 トチギシ		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		3		2		2		2		2		3		2		2		2		2		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		3		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		3		2		2		2		2		3		2		2		2		2		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		2		2		2		2		3

		否 ヒ		訪問看護ステーションこすもす		0285-80-5511		0285-80-5512		321-4337		真岡市上高間木2-24-4		4		2		0		1		0		0		0																		鹿沼市 カヌマシ				1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		3		2		2		2		3		3		2		2		2		3		3		2		2		2		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		3		3		3		3		3		3		3		2		2		2		3		3		2		2		2		3		3		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		2		2		2		2		3		2		2		2		2		3		2		2		2		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		1		3		3		3		3		3		2		2		2		2		2		緊急時に主治医又はバッックベットのある病院との連携がとれる体制が整っていないと、在宅での対応に不安があります。
現在のところ、小児科、精神科看護を経験したスタッフがいない為、受け入れに不安がありますので今回はガイドマップ等に公表することに同意する事は控えさせていただきたいと思います。 キンキュウジ シュジイ マタ ビョウイン レンケイ タイセイ トトノ ザイタク タイオウ フアン ゲンザイ ショウニカ セイシンカ カンゴ ケイケン タメ ウ イ フアン コンカイ ナド コウヒョウ ドウイ コト ヒカ オモ

		否 ヒ		訪問看護ステーションひばり		0289-64-7226		0289-64-2225		322-8550		鹿沼市下田町1-1033		6		1		0		1		0		0		0		鹿沼市 カヌマシ																那須塩原市 ナスシオバラ シ		市内及び近隣市 シナイ オヨ キンリン シ		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		0		1		1		2

chizuru_tanaka: 未記入		1		1		2		2		1		2		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		1		3		3		1		1		1		3		3		3		3		1		3		3		1		1		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		1		3		3		3		1		1		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1

		否 ヒ		訪問看護ステーション那須		0287-73-5048		0287-63-4566		325-0023		那須塩原市豊浦10-706		5		0		2		0		0		0		0		那須塩原市 ナスシオバラ シ		大田原市 オオタワラシ		那須町 ナスマチ												大田原市 オオタワラシ		那須塩原市、大田原市、那須町 ナスシオバラ シ オオタワラシ ナスマチ		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		0		0		1		0		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		2

chizuru_tanaka: 未記入		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1

		承諾 ショウダク		さくら訪問看護ステーション		0287-29-3252		0287-29-3252		324-0058		大田原市紫塚3-2633-10		5		0		0		1		0		0		0		大田原市 オオタワラシ		那須塩原市 ナスシオバラ シ		矢板市 ヤイタシ												野木町 ノギマチ		大田原市、那須塩原市、矢板市 オオタワラシ ナスシオバラ シ ヤイタ シ		1		0		1		1		1		1		1		1		1		0		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		0		1		1		3		3		3		3		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		小児の受入数（実績）が少ないので、実際依頼があった場合、入院中から手技等の指導を受けたいと思います。 ショウニ ウケイレスウ ジッセキ スク ジッサイ イライ バアイ ニュウインチュウ シュギ ナド シドウ ウ オモ

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションたんぽぽ		0280-57-1888		0280-57-3819		329-0101		下都賀郡野木町友沼5119-12		20		3		0		5		0		0		2		野木町 ノギマチ		小山市 オヤマシ		旧藤岡町 キュウ フジオカマチ												宇都宮市 ウツノミヤシ		野木町、小山市、旧藤岡町 ノギマチ オヤマシ キュウ フジオカマチ		1		1		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		1		1		1		1		1		1		0		0		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		3		1		1		1		1		1		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		3		3		3		3		3		1		1		3		2		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		2		2		2		2		2		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		受け入れてくれる訪問看護Stの数が少ないと思います。研修会の機会を設けてサービス体制が構築できると良いと思います。 ウ イ ホウモン カンゴ カズ スク オモ ケンシュウカイ キカイ モウ タイセイ コウチク ヨ オモ

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションうつのみや		028-612-6103		028-612-6104		320-0852		宇都宮市下砥上町字並塚643番地1		11		0		0		0		0		0		1		宇都宮市 ウツノミヤシ		壬生町 ミブマチ														下野市 シモノ シ		宇都宮市、壬生町 ウツノミヤシ ミブマチ		1		1		0		0		1		1		1		1		1		0		0		0		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		2

chizuru_tanaka: 未記入		3		3		3		3		1		2		2		2		2		2		3		3		3		1		1		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		3		3		3		1		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		3		3		3		1		1		3		3		3		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーション石橋		0285-52-2293		0285-52-2268		329-0511		下野市石橋628番地		7		0		0		1		0		0		1		下野市 シモノ シ		上三川町 カミノカワマチ		壬生町 ミブマチ		宇都宮市 ウツノミヤシ										那須塩原市 ナスシオバラ シ		下野市、上三川町、壬生町、宇都宮市（部） シモノ シ カミノカワマチ ミブマチ ウツノミヤシ ブ		1		1		0		0		1		1		1		1		1		0		1		0		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		3		1		1		1		1		1		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		1		3		3		3		3		3		3		3		3		1		1		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		2		2		2		2		2		最近、訪問依頼が増えてきていますが、私たち看護師の力量不足から利用者家族へ満足のいく看護が提供できないように感じています。現在の、利用者家族から教わることが多くあり、私たちが勉強になります。ただ、訪問していて思うことは、ご両親の今までの経験でケアが進み危険であり、指導させていただいても理解が得られないこともあり、ジレンマとなっています。例）誤嚥性肺炎を繰り返している方にヘッドアップして食事を摂るよう説明してもフラットのままであったり、他の方でPEG造設されているので、栄養はPEGからにして経口からは楽しみ程度にしてと言っても、食事を経口から摂るなど。 サイキン ホウモン イライ フ ワタクシ カンゴシ リキリョウ ブソク リヨウシャ カゾク マンゾク カンゴ テイキョウ カン ゲンザイ リヨウシャ カゾク オソ オオ ワタシ ベンキョウ ホウモン オモ リョウシン イマ ケイケン スス キケン シドウ リカイ エ レイ ゴエンセイ ハイエン ク カエ カタ ショクジ ト セツメイ ホカ カタ ゾウ セツ エイヨウ ケイコウ タノ テイド イ ショクジ ケイコウ ト

		承諾 ショウダク		マロニエ訪問看護ステーション		0287-37-6322		0287-39-3305		329-2763		那須塩原市井口537-3 にしなすの総合在宅ｹｱｾﾝﾀｰ内		5		7		0		5		0		2		1		那須塩原市 ナスシオバラ シ		那須町 ナスマチ		大田原市 オオタワラシ												足利市 アシカガシ		那須塩原市、那須町、大田原市　リハビリのみ→那珂川町訪問可能 ナスシオバラ シ ナスマチ オオタワラシ ナカガワ マチ ホウモン カノウ		1		1		1		0		1		1		1		1		0		0		0		1		1		1		1		1		1		0		1		1		1		1		1		1		0		0		1		1		1		0		1		0		0		0		1		0		1		1		1		1		1		1		3		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーション佐野		0283-86-7013		0283-86-7031		327-0847		佐野市天神町７７４－２２ メープルハイツ１０１号室		3		0		1		0		0		0		1		足利市 アシカガシ		佐野市 サノシ		栃木市 トチギシ												大田原市 オオタワラシ		足利市、佐野市、栃木市（旧岩船市） アシカガシ サノシ トチギシ キュウ イワフネ シ		0		0		0		0		1		0		1		0		1		0		0		0		1		0		0		0		1		0		1		0		0		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		2		2		2		2		2		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1

		承諾 ショウダク		とちぎ訪問看護ステーションくろばね		0287-54-0507		0287-54-0580		324-0241		大田原市黒羽向町142番地		6		0		0		0		1		0		2		大田原市 オオタワラシ		那須塩原市 ナスシオバラ シ		那須町 ナスマチ		那珂川町 ナカガワマチ										鹿沼市 カヌマシ		大田原市、那須塩原市、那須町、那珂川町 オオタワラシ ナスシオバラ シ ナスマチ ナカガワマチ		1		0		0		0		1		1		1		1		1		0		1		0		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		3		3		3		3		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		1		2		2		2		2		2		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3

		承諾 ショウダク		鹿沼訪問看護ステーション		0289-60-5650		0289-60-1687		322-0021		鹿沼市上野町320-3高橋ビル１階１０３号室		5		0		0		0		0		0		0		鹿沼市 カヌマシ		旧宇都宮市 キュウ ウツノミヤシ		旧今市市 キュウ イマイチシ		壬生町 ミブマチ		西片町 ニシカタマチ								宇都宮市 ウツノミヤシ		鹿沼市、旧宇都宮市、旧今市市、壬生町、西片町 カヌマシ キュウ ウツノミヤシ キュウ イマイチシ ミブマチ ニシカタマチ		0		0		0		0		0		0		1		0		1		0		0		0		1		0		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		2

chizuru_tanaka: 未記入		2		2		2		2		1		2		2		2		2		3		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションほっと		028-626-5739		028-625-8201		321-0974		宇都宮市竹林町958		11		0		0		2		0		0		0		宇都宮市 ウツノミヤシ																真岡市 モオカシ		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2

		承諾 ショウダク		芳賀赤十字訪問看護ステーション		0285-84-8266		0285-84-8266		321-4306		真岡市台町2461		6		0		0		0		0		0		0		真岡市 モオカシ		益子町 マシコマチ		芳賀町 ハガマチ		茂木町 モギマチ										上三川町 カミノカワマチ		芳賀郡全域（真岡市、益子町、芳賀町、茂木町） ハガ グン ゼンイキ モオカシ マシコマチ ハガマチ モギ マチ		1		1		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		3		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		当ステーションは今年度小児在宅医との連携を開始することができました。安心して在宅療養を継続できるよう、多職種と連携し、実施しています。高齢者が介護サービスを選択するように、サービスの充実は得られていません。現実は家族だけで利用者（児）のケアを実施しているケースもあり家族の介護負担は大きいと考えます。負担軽減のためには、スムーズなレスパイト入院や日中の一時お預かり等充実した施設が増えることでさらに安心した療養環境の提供ができると思います。よろしくお願いいたします。 トウ コンネンド ショウニ ザイタク イ レンケイ カイシ アンシン ザイタク リョウヨウ ケイゾク タ ショクシュ レンケイ ジッシ コウレイシャ カイゴ センタク ジュウジツ エ ゲンジツ カゾク リヨウシャ ジ ジッシ カゾク カイゴ フタン オオ カンガ フタン ケイゲン ニュウイン ニッチュウ イチジ アズ ナド ジュウジツ シセツ フ アンシン リョウヨウ カンキョウ テイキョウ オモ ネガ

		承諾 ショウダク		とちぎ訪問看護ステーションみぶ		0282-82-7262		0282-82-7260		321-0218		下都賀郡壬生町落合1-18-12		16		0		0		0		0		0		1		上三川町 カミノカワマチ		下野市 シモツケシ		壬生町 ミブマチ		宇都宮市 ウツノミヤシ										宇都宮市 ウツノミヤシ		上三川町、下野市、壬生町、宇都宮 カミノカワマチ シモノ シ ミブ チョウ ウツノミヤ		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		1		0		1		1		1		1		1		1		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		病院との連携が大切。在宅生活を支援するためにチームで対応する（介護者の支援） ビョウイン レンケイ タイセツ ザイタク セイカツ シエン タイオウ カイゴシャ シエン

		承諾 ショウダク		ＷＡＤＥＷＡＤＥ訪問看護ステーション		028-666-5420		028-666-5460		321-0923		栃木県宇都宮市下栗町2913-1 ３２１－０９２３		12		0		0		0		0		0		0		宇都宮市 ウツノミヤシ		上三川町 カミノカワマチ														那須烏山市 ナスカラスヤマシ		宇都宮市、上三川町、 ウツノミヤシ カミノカワマチ		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		0		0		1		0		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		重心の方を看る側（介護者）の負担軽減の必要性を感じてしまいます。まだまだ「私がやらなければ」という気持ちが強く、様々な資源活用へと動きが進むような発信が大切だと思っています。 ジュウシン カタ ミ ガワ カイゴシャ フタン ケイゲン ヒツヨウセイ カン ワタシ キモ ツヨ サマザマ シゲン カツヨウ ウゴ スス ハッシン タイセツ オモ

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションあい		0287-83-8035		0287-83-8222		321-0628		那須烏山市金井2-5-9 ベンチャープラザ7号室 ゴウシツ		8		0		1		0		0		0		1		那須烏山市 ナスカラスヤマシ		那珂川町 ナカガワマチ		茂木町 モギマチ		一貝町 イチ ガイ チョウ										足利市 アシカガシ		那須烏山市、那珂川町、茂木町、一貝町 ナスカラスヤマシ ナカガワマチ モギマチ イチ ガイ マチ		1		1		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		0		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		小児や重心など医療依存度が高い方には家族が安心して預けられる事業所とスタッフが必要です（レスパイトの本当の意味で）訪問看護スタッフが動きやすい仕組みがあればもっと介入できると思います。例えば在宅以外への支援での算定が可能になる。長時間支援が可能になるなど。在宅支援診療所が多ければ助かります。開業医で努力してくださる医師の力で乗り切っている地域は特にそう感じます。後方病院親元病院との連携、地域との調整などスムーズにシームレスに行われるとうれしいです。行政からの介入が少なく、制度のことなど知らないまま苦労されている方が多いので、窓口での丁寧かつタイミングよく助言をしていただくと嬉しいです。 ショウニ ジュウシン イリョウ イゾンド タカ カタ カゾク アンシン アズ ジギョウショ ヒツヨウ ホントウ イミ ホウモン カンゴ ウゴ シク カイニュウ オモ タト ザイタク イガイ シエン サンテイ カノウ チョウジカン シエン カノウ ザイタク シエン シンリョウジョ オオ タス カイギョウイ ドリョク イシ チカラ ノ キ チイキ トク カン コウホウ ビョウイン オヤモト ビョウイン レンケイ チイキ チョウセイ オコナ ギョウセイ カイニュウ スク セイド シ クロウ カタ オオ マドグチ テイネイ ジョゲン ウレ

		承諾 ショウダク		あおい訪問看護ステーション		0284-73-9456		0284-72-7600		326-0831		足利市堀込町2556 セレッソ・コート１階		16		0		0		4		0		0		0		足利市 アシカガシ		佐野市 サノシ														大田原市 オオタワラシ		足利市とその周辺（佐野市、館林市、巴楽町、太田市、桐生市） アシカガシ シュウヘン サノシ タテバヤシシ トモエ ラク マチ オオタシ キリュウシ		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1

		承諾 ショウダク		那須赤十字訪問看護ステーション		0287-23-8866		0287-23-8903		324-8686		大田原市中田原1081-4		8		1		0		0		0		0		0		大田原市 オオタワラシ		那須塩原市 ナスシオバラ シ														大田原市 オオタワラシ		大田原市、那須塩原市（一部を除く） オオタワラシ ナスシオバラ シ イチブ ノゾ		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		1		1		0		1		0		1		1		1		0		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションゆりの木		0287-47-5123		0287-47-5124		324-0028		大田原市山の手1-1-7 ヤマ テ		4		0		0		0		0		0		0		大田原市 オオタワラシ		那須塩原市 ナスシオバラ シ		那珂川町 ナカガワマチ												足利市 アシカガシ		大田原市、那須塩原市、那珂川町 オオタワラシ ナスシオバラ シ ナカガワマチ		1		1		1		0		1		1		1		1		0		0		0		1		1		0		1		1		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		0		0		1		0		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		3		1		1		1		1		2		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		3		1		1		1		1		3		1		1		1		1		1		1		1		1		3		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		3		3		1		3		3		1		1		1		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		重症心身障害児施設で勤務したことのある看護師が2名いますので積極的に依頼があれば支援させていただきたいと思っています。こどもはやはり親元で成長発達できることが何よりも必要なことであると思っています。 ジュウショウ シンシン ショウガイ ジ シセツ キンム カンゴシ メイ セッキョクテキ イライ シエン オモ オヤモト セイチョウ ハッタツ ナニ ヒツヨウ オモ

		承諾 ショウダク		ライフ訪問看護リハビリテーション		0284-64-8799		0284-64-8335		326-0831		足利市堀込町2656-7　ASKビル３０１号		5		0		0		1		0		0		0		足利市 アシカガシ		佐野市 サノシ														小山市 オヤマシ		足利市、佐野市、館林市、邑楽郡、太田市、桐生市 アシカガシ サノシ タテバヤシシ オウラ グン オオタシ キリュウシ		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		この件に関する研修の案内が少ないため、学ぶ機会をもっと増やしてほしい ケン カン ケンシュウ アンナイ スク マナ キカイ フ

		承諾 ショウダク		わくわく訪問看護ステーションおやま		0285-24-6575		0285-20-0255		323-0022		小山市駅東通り3-9-6		11		0		0		5		0		0		0		小山市 オヤマシ		下野市 シモツケシ		栃木市 トチギシ												宇都宮市 ウツノミヤシ		小山市、結城市（茨城県）、下野市の一部、栃木市（PTのみ） オヤマシ ユウキシ イバラキケン シモノ シ イチブ トチギシ		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		1		1		1		1		3		3		3		1		1		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		自立支援のケアマネージャーがいるが、医療福祉行政をうまく連携してまとめる役割が果たせていない。それぞれが別々で動いており、介護者が困ったときの相談窓口に迷う。 ジリツ シエン イリョウ フクシ ギョウセイ レンケイ ヤクワリ ハ ベツベツ ウゴ カイゴシャ コマ ソウダン マドグチ マヨ

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーション風		028-612-1333		028-612-1384		321-0117		宇都宮市城南3丁目5-6		3		1		0		1		0		0		0		宇都宮市 ウツノミヤシ		鹿沼市 カヌマシ		下野市 シモツケシ		壬生町 ミブマチ										宇都宮市 ウツノミヤシ		宇都宮、鹿沼、下野、壬生 ウツノミヤ カヌマ シモノ ミブ		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		1		1		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1

		承諾 ショウダク		宮の橋訪問看護ステーション		028-635-9839		028-635-9839		321-0963		宇都宮市南大通り1-1-23		7		0		0		1		0		0		0		宇都宮市 ウツノミヤシ																栃木市 トチギシ		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		1		1		0		1		1		1		1		1		0		0		0		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		レスパイト等受け入れ先が少ない。市のコーディネーター様がご多忙の様子であり、要望に対しての対応にかなりの時間を要する（対応されないこともある）。年度変わるときなど、担当者（市）の引き継ぎがされず、進んでいた調整も振り出しに戻ってしまうことがある。 トウ ウ イ サキ スク シ サマ タボウ ヨウス ヨウボウ タイ タイオウ ジカン ヨウ タイオウ ネンド カ タントウシャ シ ヒ ツ スス チョウセイ フ ダ モド

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションオリーブ		0282-27-8414		0282-27-8415		328-0027		栃木市今泉町1丁目17番29号		7		0		0		0		0		0		0		栃木市 トチギシ		小山市 オヤマシ		下野市 シモツケシ		壬生町 ミブマチ										佐野市 サノシ		栃木市、小山市、下野市、壬生町 トチギシ オヤマシ シモノ シ ミブ マチ		1		1		1		0		1		1		1		1		0		0		0		0		1		1		1		1		0		0		1		1		1		0		1		1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションマザーの家		0283-85-7771		0283-85-7772		327-0504		佐野市中町942-1		2		0		3		0		0		0		0		佐野市 サノシ																さくら市 シ		佐野市 サノシ		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーション卯の郷		028-682-7770		028-682-7766		329-1311		さくら市氏家2650番地		3		0		0		0		0		0		0		さくら市 シ		塩谷町 シオヤ マチ		那須烏山市 ナスカラスヤマシ		宇都宮市 ウツノミヤシ		高根沢町 タカネザワマチ								高根沢町 タカネザワマチ		さくら市（周辺15ｋｍ以内）、塩谷町、那須烏山市、宇都宮市、高根沢町 シ シュウヘン イナイ シオヤ マチ ナスカラスヤマシ ウツノミヤシ タカネザワ マチ		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		3		3		3		3		3		1		2		2		2		2		2		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		2		2		2		3		3		3		3		1		1		1		3		3		3		3		1		2		2		2		2		2		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		2		2		2		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションたかねざわ		028-680-1701		028-680-1702		329-1233		塩谷郡高根沢町宝積寺2426-8 		16		0		0		0		0		0		0		高根沢町 タカネザワマチ		さくら市 シ		那須烏山市 ナスカラスヤマシ		芳賀町 ハガマチ		一貝町 イチ ガイ チョウ		茂木町 モギマチ		益子町 マシコ チョウ		宇都宮市 ウツノミヤシ		小山市 オヤマシ		高根沢町、さくら市、那須烏山市、芳賀町、市貝町、茂木町、益子町、宇都宮市 タカネザワマチ シ ナスカラスヤマシ ハガ マチ イチ カイ チョウ モギマチ マシコ チョウ ウツノミヤシ		1		1		1		0		1		1		1		1		1		0		1		0		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		2		2		2		2		2

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションみどり		0285-45-8362		0285-45-8397		329-0214		小山市乙女786-1		3		0		1		0		0		0		0		小山市 オヤマシ		栃木市 トチギシ		古河市 コガシ												宇都宮市 ウツノミヤシ		小山市、栃木市、古河市、結城市 オヤマシ トチギシ コガシ ユウキシ		0		0		1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		1		0		1		0		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		3		2		2		2		3		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		1		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		1		1		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		訪問看護師がもっと社会資源として同行できるとよいと思う。在宅での療養はもっと看護師が活躍できる体制が整うとよいと思った。 ホウモン カンゴシ シャカイ シゲン ドウコウ オモ ザイタク リョウヨウ カンゴシ カツヤク タイセイ トトノ オモ

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションあるく		028-643-5586		028-678-8796		320-0036		宇都宮市小幡2-6-14 		5		0		1		0		0		0		1		宇都宮市 ウツノミヤシ																小山市 オヤマシ		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		0		1		0		1		0		1		0		0		1		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3

		承諾 ショウダク		とちぎ訪問看護ステーションおやま		0285-39-8602		0285-39-8607		323-0827		栃木県小山市神鳥谷2251-7 ３２３－０８２７		12		0		0		0		0		0		1		小山市 オヤマシ		下野市 シモツケシ		野木町 ノギマチ												宇都宮市 ウツノミヤシ		小山市、下野市（南部）、野木町（北部） オヤマシ シモノ シ ナンブ ノギ マチ ホクブ		1		1		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		1		1		1		0		0		1		0		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		3		3		1		1		1		3		1		1		1		1		小児の重症心身障害児の訪問看護を行っていく上で。たびたび感じるのが成長に伴った教育、就学が難しく親御さんの希望通りにいかないことが多く残念に思います。難しいところだと思いますが… ショウニ ジュウショウ シンシン ショウガイジ ホウモン カンゴ オコナ ウエ カン セイチョウ トモナ キョウイク シュウガク ムズカ オヤゴ キボウ ドオ オオ ザンネン オモ ムズカ オモ

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションここあ		028-600-3735		028-600-3736		321-2116		栃木県宇都宮市徳次郎町998-9 ３２１－２１１６		10		1		0		1		0		0		2		宇都宮市 ウツノミヤシ		日光市 ニッコウシ														高根沢町 タカネザワ マチ		宇都宮市、日光市、 ウツノミヤシ ニッコウシ		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2

chizuru_tanaka: 未記入		

chizuru_tanaka: 未記入		

chizuru_tanaka: 未記入		

chizuru_tanaka: 未記入		

chizuru_tanaka: 未記入		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3

																																												小山市 オヤマシ

																																												大田原市 オオタワラシ				28		21		24		11		30		23		31		24		28		14		22		17		32		21		31		19		32		6		33		7		31		8		33		20		33		18		16		9		29		2		30		4		28		3		30		3		32		6		31		4		33		22

																																												那須塩原市 ナスシオバラ シ				28		21		24		11		30		23		31		24		28		14		22		17		32		21		31		19		32		6		33		7		31		8		33		20		33		18		16		9		29		2		30		4		28		3		30		3		32		6		31		4		33		22

																																												小山市 オヤマシ

																																												壬生町 ミブマチ

																																												上三川町 カミノカワマチ

																																												那須町 ナスマチ

														260		19		15		35		1		4		16																		佐野市 サノシ				Q2.いままでに以下の項目を在宅看護で行ったことがありますか（あるものすべてにチェックをしてください）																																																																																						Q4.依頼があった場合に可能な医療的ケアと身体介護についてお答えください

				事業所名 ジギョウショ メイ		電話番号 デンワ バンゴウ		FAX番号 バンゴウ		郵便番号 ユウビンバンゴウ		所在地 ショザイチ		職員構成（常勤・非常勤は問いません）【人数：名】 ショクイン コウセイ ジョウキン ヒジョウキン ト ニンズウ メイ																														那須塩原市 ナスシオバラ シ		訪問可能な主な市町村 ホウモン カノウ オモ シチョウソン		在宅人工呼吸器の管理 ザイタク ジンコウ コキュウキ カンリ				気管カニューレの交換 キカン コウカン				気管カニューレ部位のガーゼ交換 キカン ブイ コウカン				気管内吸引 キカンナイ キュウイン				食事介助 ショクジ カイジョ				経鼻チューブの交換 ケイビ コウカン				胃瘻の管理 イロウ カンリ				経管栄養の注入 ケイカン エイヨウ チュウニュウ				ストーマの管理 カンリ				尿道カテーテルの管理 ニョウドウ カンリ				導尿 ドウニョウ				入浴介助 ニュウヨク カイジョ				看護師によるリハビリテーション カンゴシ				OTもしくはPTによるリハビリテーション				中心静脈カテーテル管理 チュウシン ジョウミャク カンリ				高カロリー輸液の管理 コウ ユエキ カンリ				薬剤の静注（抗生物質や利尿剤など） ヤクザイ ジョウチュウ コウセイ ブッシツ リニョウザイ				麻薬による疼痛コントロール マヤク ウズ ツウ				終末期の医療的ケア シュウマツキ イリョウテキ				在宅での看取り ザイタク ミト				24時間対応 ジカン タイオウ						在宅人工呼吸器の管理 ザイタク ジンコウ コキュウキ カンリ										気管カニューレの交換 キカン コウカン										気管カニューレの管理（日常の交換以外の対応） キカン カンリ ニチジョウ コウカン イガイ タイオウ										気管内吸引 キカンナイ キュウイン										食事介助 ショクジ カイジョ										経鼻チューブの交換 ケイビ コウカン										ストーマの管理 カンリ										尿道カテーテルの管理 ニョウドウ カンリ										導尿 ドウニョウ										入浴介助 ニュウヨク カイジョ										看護師によるリハビリテーション カンゴシ										OTもしくはPTによるリハビリテーション										中心静脈カテーテル管理 チュウシン ジョウミャク カンリ										高カロリー輸液の管理 コウ ユエキ カンリ										薬剤の静注（抗生物質や利尿剤など） ヤクザイ ジョウチュウ コウセイ ブッシツ リニョウザイ										麻薬による疼痛コントロール マヤク トウツウ										終末期の医療的ケア シュウマツキ イリョウテキ										在宅での看取り ザイタク ミト										24時間対応 ジカン タイオウ										外出の介助 ガイシュツ カイジョ										通院の介助 ツウイン カイジョ

														看護師 カンゴシ		作業療法士 サギョウ リョウホウシ		准看護師 ジュンカンゴシ		理学療法士 リガク リョウホウシ		保健師 ホケンシ		言語療法士 ゲンゴ リョウホウシ		その他 タ																		旧宇都宮市 キュウ ウツノミヤシ				成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ				乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ

																												訪問可能市町村 ホウモン カノウ シチョウソン		事業所数 ジギョウショ スウ														益子町 マシコマチ																																																																																								できる		18		20		19		20		27		9		11		13		13		18		22		22		22		24		30		25		25		26		29		34		25		25		26		27		31		16		17		19		21		27		21		22		23		26		32		16		18		22		25		33		16		18		22		24		32		26		25		29		30		31		18		20		22		23		30		9		10		9		9		12		20		20		23		25		31		21		22		24		27		32		14		14		16		18		27		12		12		13		15		25		18		17		19		20		28		19		18		19		21		29		23		23		24		25		33		7		7		9		10		14		5		6		7		8		11

																				成人 セイジン		小児 ショウニ						足利市 アシカガシ		3														下野市 シモツケシ																																																																																								できない		8		7		8		5		1		18		15		14		12		6		6		6		6		4		1		5		5		5		4		0		6		6		6		5		1		11		11		11		9		3		5		5		5		3		0		8		8		8		5		0		9		8		8		5		0		5		6		5		4		1		8		7		7		6		2		19		18		18		19		17		7		7		7		6		1		6		6		6		5		1		10		10		10		7		2		6		6		6		5		1		6		6		6		5		2		5		5		5		4		1		5		5		5		4		1		11		11		11		10		7		17		17		17		16		13

																		在宅人工呼吸器の管理 ザイタク ジンコウ コキュウキ カンリ		28		21						市貝町 イチ		2														上三川町 カミノカワマチ																																																																																								要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン		8		7		7		9		6		7		8		7		9		10		6		6		6		6		3		4		4		3		1		0		3		3		2		2		2		7		6		4		4		4		8		7		6		5		2		10		8		4		4		1		9		8		4		5		2		3		3		0		0		2		8		7		5		5		2		6		6		7		6		5		7		7		4		3		2		7		6		4		2		1		10		10		8		9		5		16		16		15		14		8		10		11		9		9		4		10		11		10		9		4		6		6		5		5		0		16		16		14		14		13		12		11		10		10		10

																		気管カニューレの交換 キカン コウカン		24		11						宇都宮市		13														那珂川町 ナカガワマチ

																		気管カニューレ部位のガーゼ交換 キカン ブイ コウカン		30		23						大田原市		6														佐野市 サノシ																																																																																								Ｑ4.できる

																		気管内吸引 キカンナイ キュウイン		31		24						小山市		6														那須塩原市 ナスシオバラ シ				看護師 カンゴシ		作業療法士 サギョウ リョウホウシ		准看護師 ジュンカンゴシ		理学療法士 リガク リョウホウシ		保健師 ホケンシ		言語療法士 ゲンゴ リョウホウシ		その他 タ																																																																										在宅人工呼吸器の管理		気管カニューレの交換		気管カニューレの管理
（日常の交換以外の対応）		気管内吸引		食事介助		経鼻チューブの交換		ストーマの管理		尿道カテーテルの管理		導尿		入浴介助		看護師による
リハビリテーション				OTもしくはPTによる
リハビリテーション		中心静脈カテーテル管理 チュウシン ジョウミャク カンリ		高カロリー輸液の管理 コウ ユエキ カンリ		薬剤の静注
（抗生物質や利尿剤など） ヤクザイ ジョウチュウ コウセイ ブッシツ リニョウザイ		麻薬による疼痛コントロール マヤク トウツウ		終末期の医療的ケア シュウマツキ イリョウテキ		在宅での看取り ザイタク ミト		24時間対応 ジカン タイオウ		外出の介助		通院の介助

																		食事介助 ショクジ カイジョ		28		14						鹿沼市		3														那須塩原市 ナスシオバラ シ				260		19		15		35		1		4		16																																																																								乳児～2歳 ニュウジ サイ		18		9		22		25		25		16		21		16		16		26		18		乳児～2歳 ニュウジ サイ		9		20		21		14		12		18		19		23		7		5

																		経鼻チューブの交換 ケイビ コウカン		22		17						上三川町		3														佐野市 サノシ																																																																																								3～6歳 サイ		20		11		22		25		25		17		22		18		18		25		20		3～6歳 サイ		10		20		22		14		12		17		18		23		7		6

																		胃瘻の管理 イロウ カンリ		32		21						さくら市		2														下野市 シモツケシ																																																																																								7歳～12歳 サイ サイ		19		13		22		26		26		19		23		22		22		29		22		7歳～12歳 サイ サイ		9		23		24		16		13		19		19		24		9		7

																		経管栄養の注入 ケイカン エイヨウ チュウニュウ		31		19						佐野市 サノシ		4														鹿沼市 カヌマシ				看護師 カンゴシ		260						できる		できない		要相談 ヨウ ソウダン																																																																								13～17歳 サイ		20		13		24		29		24		21		26		25		24		30		23		13～17歳 サイ		9		25		27		18		15		20		21		25		10		8

																		ストーマの管理 カンリ		32		6						塩谷町 シオヤ マチ		1														小山市 オヤマシ				作業療法士 サギョウ リョウホウシ		19						14		6		14																																																																								18歳以上 サイイジョウ		27		18		30		34		31		27		32		33		32		31		30		18歳以上 サイイジョウ		12		31		32		27		25		28		29		33		14		11













																		尿道カテーテルの管理 ニョウドウ カンリ		33		7						下野市		6														塩谷町 シオヤ マチ				准看護師 ジュンカンゴシ		15

																		導尿 ドウニョウ		31		8						高根沢町		3														さくら市 シ				理学療法士 リガク リョウホウシ		35																																																																																		Ｑ4.できない

																				成人 セイジン		小児 ショウニ

																		入浴介助 ニュウヨク カイジョ		33		20						栃木市 トチギシ		8														栃木市 トチギシ				保健師 ホケンシ		1																																																																																				在宅人工呼吸器の管理		気管カニューレの交換		気管カニューレの管理
（日常の交換以外の対応）		気管内吸引		食事介助		経鼻チューブの交換		ストーマの管理		尿道カテーテルの管理		導尿		入浴介助		看護師による
リハビリテーション				OTもしくはPTによる
リハビリテーション		中心静脈カテーテル管理 チュウシン ジョウミャク カンリ		高カロリー輸液の管理 コウ ユエキ カンリ		薬剤の静注
（抗生物質や利尿剤など） ヤクザイ ジョウチュウ コウセイ ブッシツ リニョウザイ		麻薬による疼痛コントロール マヤク トウツウ		終末期の医療的ケア シュウマツキ イリョウテキ		在宅での看取り ザイタク ミト		24時間対応 ジカン タイオウ		外出の介助		通院の介助

																		看護師によるリハビリテーション カンゴシ		33		18						那珂川町		3														下野市 シモツケシ				言語療法士 ゲンゴ リョウホウシ		4																																																																																		乳児～2歳 ニュウジ サイ		8		18		6		5		6		11		5		8		9		5		8		乳児～2歳 ニュウジ サイ		19		7		6		10		6		6		5		5		11		17

																		OTもしくはPTによるリハビリテーション		16		9						那須烏山市		3														日光市 ニッコウシ				その他 タ		16																																																																																		3～6歳 サイ		7		15		6		5		6		11		5		8		8		6		7		3～6歳 サイ		18		7		6		10		6		6		5		5		11		17

																		中心静脈カテーテル管理 チュウシン ジョウミャク カンリ		29		2						那須塩原市		6														壬生町 ミブマチ																																																																																								7歳～12歳 サイ サイ		8		14		6		5		6		11		5		8		8		5		7		7歳～12歳 サイ サイ		18		7		6		10		6		6		5		5		11		17

																		高カロリー輸液の管理 コウ ユエキ カンリ		30		4						那須町 ナスマチ		3														那須町 ナスマチ																																																																																								13～17歳 サイ		5		12		4		4		5		9		3		5		5		4		6		13～17歳 サイ		19		6		5		7		5		5		4		4		10		16

																		薬剤の静注（抗生物質や利尿剤など） ヤクザイ ジョウチュウ コウセイ ブッシツ リニョウザイ		28		3						日光市 ニッコウシ		2														矢板市 ヤイタシ																																																																																								18歳以上 サイイジョウ		1		6		1		0		1		3		0		0		0		1		2		18歳以上 サイイジョウ		17		1		1		2		1		2		1		1		7		13

																		麻薬による疼痛コントロール マヤク ウズ ツウ		30		3						野木町 ノギマチ		2														旧藤岡町 キュウ フジオカマチ

																		終末期の医療的ケア シュウマツキ イリョウテキ		32		6						芳賀町 ハガマチ		2														壬生町 ミブマチ																																																																																								Ｑ4.要相談 ヨウ ソウダン

																		在宅での看取り ザイタク ミト		31		4						益子町 マシコマチ		2														大田原市 オオタワラシ																																																																																										在宅人工呼吸器の管理		気管カニューレの交換		気管カニューレの管理
（日常の交換以外の対応）		気管内吸引		食事介助		経鼻チューブの交換		ストーマの管理		尿道カテーテルの管理		導尿		入浴介助		看護師による
リハビリテーション				OTもしくはPTによる
リハビリテーション		中心静脈カテーテル管理 チュウシン ジョウミャク カンリ		高カロリー輸液の管理 コウ ユエキ カンリ		薬剤の静注
（抗生物質や利尿剤など） ヤクザイ ジョウチュウ コウセイ ブッシツ リニョウザイ		麻薬による疼痛コントロール マヤク トウツウ		終末期の医療的ケア シュウマツキ イリョウテキ		在宅での看取り ザイタク ミト		24時間対応 ジカン タイオウ		外出の介助		通院の介助

																		24時間対応 ジカン タイオウ		33		22						壬生町 ミブマチ		7														栃木市 トチギシ																																																																																								乳児～2歳 ニュウジ サイ		8		7		6		4		3		7		8		10		9		3		8		乳児～2歳 ニュウジ サイ		6		7		7		10		16		10		10		6		16		12

																												真岡市 モオカシ		1														那須町 ナスマチ																																																																																								3～6歳 サイ		7		8		6		4		3		6		7		8		8		3		7		3～6歳 サイ		6		7		6		10		16		11		11		6		16		11

																												茂木町 モギマチ		3														旧今市市 キュウ イマイチシ																																																																																								7歳～12歳 サイ サイ		7		7		6		3		2		4		6		4		4		0		5		7歳～12歳 サイ サイ		7		4		4		8		15		9		10		5		14		10

																												矢板市 ヤイタシ		1														芳賀町 ハガマチ						Q3.現時点で、依頼のあった場合、重症心身障害児（者）の在宅医療を行うことはできますか ゲンジテン イライ バアイ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ ザイタク イリョウ オコナ																																																																																		13～17歳 サイ		9		9		6		1		2		4		5		4		5		0		5		13～17歳 サイ		6		3		2		9		14		9		9		5		14		10

																																												壬生町 ミブマチ				できる		14																																																																																		18歳以上 サイイジョウ		6		10		3		0		2		4		2		1		2		2		2		18歳以上 サイイジョウ		5		2		1		5		8		4		4		0		13		10

																																												茂木町 モギマチ				できない		6

																																												那珂川町 ナカガワマチ				要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン		14

																																												栃木市 トチギシ

																																												下野市 シモツケシ

																																												下野市 シモツケシ				在宅人工呼吸器の管理 ザイタク ジンコウ コキュウキ カンリ		気管カニューレの交換 キカン コウカン		気管カニューレ部位のガーゼ交換 キカン ブイ コウカン		気管内吸引 キカンナイ キュウイン		食事介助 ショクジ カイジョ		経鼻チューブの交換 ケイビ コウカン		胃瘻の管理 イロウ カンリ		経管栄養の注入 ケイカン エイヨウ チュウニュウ		ストーマの管理 カンリ		尿道カテーテルの管理 ニョウドウ カンリ		導尿 ドウニョウ		入浴介助 ニュウヨク カイジョ		看護師によるリハビリテーション カンゴシ		OTもしくはPTによるリハビリテーション		中心静脈カテーテル管理 チュウシン ジョウミャク カンリ		高カロリー輸液の管理 コウ ユエキ カンリ		薬剤の静注（抗生物質や利尿剤など） ヤクザイ ジョウチュウ コウセイ ブッシツ リニョウザイ		麻薬による疼痛コントロール マヤク ウズ ツウ		終末期の医療的ケア シュウマツキ イリョウテキ		在宅での看取り ザイタク ミト		24時間対応 ジカン タイオウ

																																												那須烏山市 ナスカラスヤマシ		成人 セイジン		28		24		30		31		28		22		32		31		32		33		31		33		33		16		29		30		28		30		32		31		33

																																												那須烏山市 ナスカラスヤマシ		小児 ショウニ		21		11		23		24		14		17		21		19		6		7		8		20		18		9		2		4		3		3		6		4		22

																																												古河市 コガシ

																																												野木町 ノギマチ

																																												宇都宮市 ウツノミヤシ

																																												那珂川町 ナカガワマチ

																																												壬生町 ミブマチ

																																												茂木町 モギマチ

																																												宇都宮市 ウツノミヤシ

																																												一貝町 イチ ガイ チョウ

																																												壬生町 ミブマチ

																																												壬生町 ミブマチ

																																												宇都宮市 ウツノミヤシ

																																												芳賀町 ハガマチ

																																												西片町 ニシカタマチ

																																												高根沢町 タカネザワマチ

																																												一貝町 イチ ガイ チョウ

																																												茂木町 モギマチ

																																												益子町 マシコ チョウ

																																												宇都宮市 ウツノミヤシ



成人	在宅人工呼吸器の管理	気管カニューレの交換	気管カニューレ部位のガーゼ交換	気管内吸引	食事介助	経鼻チューブの交換	胃瘻の管理	経管栄養の注入	ストーマの管理	尿道カテーテルの管理	導尿	入浴介助	看護師によるリハビリテーション	OTもしくはPT	によるリハビリテーション	中心静脈カテーテル管理	高カロリー輸液の管理	薬剤の静注（抗生物質や利尿剤など）	麻薬による疼痛コントロール	終末期の医療的ケア	在宅での看取り	24時間対応	28	24	30	31	28	22	32	31	32	33	31	33	33	16	29	30	28	30	32	31	33	小児	在宅人工呼吸器の管理	気管カニューレの交換	気管カニューレ部位のガーゼ交換	気管内吸引	食事介助	経鼻チューブの交換	胃瘻の管理	経管栄養の注入	ストーマの管理	尿道カテーテルの管理	導尿	入浴介助	看護師によるリハビリテーション	OTもしくはPTによるリハビリテーション	中心静脈カテーテル管理	高カロリー輸液の管理	薬剤の静注（抗生物質や利尿剤など）	麻薬による疼痛コントロール	終末期の医療的ケア	在宅での看取り	24時間対応	21	11	23	24	14	17	21	19	6	7	8	20	18	9	2	4	3	3	6	4	22	Q3.現時点で、依頼のあった場合、重症心身障害児（者）の在宅医療を行うことはできますか

Q3.現時点で、依頼のあった場合、重症心身障害児（者）の在宅医療を行うことはできますか	できる	できない	要相談（条件による）	14	6	14	乳児～2歳	在宅人工呼吸器の管理	気管カニューレの交換	気管カニューレの管理	
（日常の交換以外の対応）	気管内吸引	食事介助	経鼻チューブの交換	ストーマの管理	尿道カテーテルの管理	導尿	入浴介助	看護師による	
リハビリテーション	OTもしくはPTによる	
リハビリテーション	中心静脈カテーテル管理	高カロリー輸液の管理	薬剤の静注	
（抗生物質や利尿剤など）	麻薬による疼痛コントロール	終末期の医療的ケア	在宅での看取り	24時間対応	外出の介助	通院の介助	18	9	22	25	25	16	21	16	16	26	18	0	9	20	21	14	12	18	19	23	7	5	3～6歳	在宅人工呼吸器の管理	気管カニューレの交換	気管カニューレの管理	
（日常の交換以外の対応）	気管内吸引	食事介助	経鼻チューブの交換	ストーマの管理	尿道カテーテルの管理	導尿	入浴介助	看護師による	
リハビリテーション	OTもしくはPTによる	
リハビリテーション	中心静脈カテーテル管理	高カロリー輸液の管理	薬剤の静注	
（抗生物質や利尿剤など）	麻薬による疼痛コントロール	終末期の医療的ケア	在宅での看取り	24時間対応	外出の介助	通院の介助	20	11	22	25	25	17	22	18	18	25	20	0	10	20	22	14	12	17	18	23	7	6	7歳～12歳	在宅人工呼吸器の管理	気管カニューレの交換	気管カニューレの管理	
（日常の交換以外の対応）	気管内吸引	食事介助	経鼻チューブの交換	ストーマの管理	尿道カテーテルの管理	導尿	入浴介助	看護師による	
リハビリテーション	OTもしくはPTによる	
リハビリテーション	中心静脈カテーテル管理	高カロリー輸液の管理	薬剤の静注	
（抗生物質や利尿剤など）	麻薬による疼痛コントロール	終末期の医療的ケア	在宅での看取り	24時間対応	外出の介助	通院の介助	19	13	22	26	26	19	23	22	22	29	22	0	9	23	24	16	13	19	19	24	9	7	13～17歳	在宅人工呼吸器の管理	気管カニューレの交換	気管カニューレの管理	
（日常の交換以外の対応）	気管内吸引	食事介助	経鼻チューブの交換	ストーマの管理	尿道カテーテルの管理	導尿	入浴介助	看護師による	
リハビリテーション	OTもしくはPTによる	
リハビリテーション	中心静脈カテーテル管理	高カロリー輸液の管理	薬剤の静注	
（抗生物質や利尿剤など）	麻薬による疼痛コントロール	終末期の医療的ケア	在宅での看取り	24時間対応	外出の介助	通院の介助	20	13	24	29	24	21	26	25	24	30	23	0	9	25	27	18	15	20	21	25	10	8	18歳以上	在宅人工呼吸器の管理	気管カニューレの交換	気管カニューレの管理	
（日常の交換以外の対応）	気管内吸引	食事介助	経鼻チューブの交換	ストーマの管理	尿道カテーテルの管理	導尿	入浴介助	看護師による	
リハビリテーション	OTもしくはPTによる	
リハビリテーション	中心静脈カテーテル管理	高カロリー輸液の管理	薬剤の静注	
（抗生物質や利尿剤など）	麻薬による疼痛コントロール	終末期の医療的ケア	在宅での看取り	24時間対応	外出の介助	通院の介助	27	18	30	34	31	27	32	33	32	31	30	0	12	31	32	27	25	28	29	33	14	11	乳児～2歳	在宅人工呼吸器の管理	気管カニューレの交換	気管カニューレの管理	
（日常の交換以外の対応）	気管内吸引	食事介助	経鼻チューブの交換	ストーマの管理	尿道カテーテルの管理	導尿	入浴介助	看護師による	
リハビリテーション	OTもしくはPTによる	
リハビリテーション	中心静脈カテーテル管理	高カロリー輸液の管理	薬剤の静注	
（抗生物質や利尿剤など）	麻薬による疼痛コントロール	終末期の医療的ケア	在宅での看取り	24時間対応	外出の介助	通院の介助	8	18	6	5	6	11	5	8	9	5	8	0	19	7	6	10	6	6	5	5	11	17	3～6歳	在宅人工呼吸器の管理	気管カニューレの交換	気管カニューレの管理	
（日常の交換以外の対応）	気管内吸引	食事介助	経鼻チューブの交換	ストーマの管理	尿道カテーテルの管理	導尿	入浴介助	看護師による	
リハビリテーション	OTもしくはPTによる	
リハビリテーション	中心静脈カテーテル管理	高カロリー輸液の管理	薬剤の静注	
（抗生物質や利尿剤など）	麻薬による疼痛コントロール	終末期の医療的ケア	在宅での看取り	24時間対応	外出の介助	通院の介助	7	15	6	5	6	11	5	8	8	6	7	0	18	7	6	10	6	6	5	5	11	17	7歳～12歳	在宅人工呼吸器の管理	気管カニューレの交換	気管カニューレの管理	
（日常の交換以外の対応）	気管内吸引	食事介助	経鼻チューブの交換	ストーマの管理	尿道カテーテルの管理	導尿	入浴介助	看護師による	
リハビリテーション	OTもしくはPTによる	
リハビリテーション	中心静脈カテーテル管理	高カロリー輸液の管理	薬剤の静注	
（抗生物質や利尿剤など）	麻薬による疼痛コントロール	終末期の医療的ケア	在宅での看取り	24時間対応	外出の介助	通院の介助	8	14	6	5	6	11	5	8	8	5	7	0	18	7	6	10	6	6	5	5	11	17	13～17歳	在宅人工呼吸器の管理	気管カニューレの交換	気管カニューレの管理	
（日常の交換以外の対応）	気管内吸引	食事介助	経鼻チューブの交換	ストーマの管理	尿道カテーテルの管理	導尿	入浴介助	看護師による	
リハビリテーション	OTもしくはPTによる	
リハビリテーション	中心静脈カテーテル管理	高カロリー輸液の管理	薬剤の静注	
（抗生物質や利尿剤など）	麻薬による疼痛コントロール	終末期の医療的ケア	在宅での看取り	24	時間対応	外出の介助	通院の介助	5	12	4	4	5	9	3	5	5	4	6	0	19	6	5	7	5	5	4	4	10	16	18歳以上	在宅人工呼吸器の管理	気管カニューレの交換	気管カニューレの管理	
（日常の交換以外の対応）	気管内吸引	食事介助	経鼻チューブの交換	ストーマの管理	尿道カテーテルの管理	導尿	入浴介助	看護師による	
リハ	ビリテーション	OTもしくはPTによる	
リハビリテーション	中心静脈カテーテル管理	高カロリー輸液の管理	薬剤の静注	
（抗生物質や利尿剤など）	麻薬による疼痛コントロール	終末期の医療的ケア	在宅での看取り	24時間対応	外出の介助	通院の介助	1	6	1	0	1	3	0	0	0	1	2	0	17	1	1	2	1	2	1	1	7	13	

乳児～2歳	在宅人工呼吸器の管理	気管カニューレの交換	気管カニューレの管理	
（日常の交換以外の対応）	気管内吸引	食事介助	経鼻チューブの交換	ストーマの管理	尿道カテーテルの管理	導尿	入浴介助	看護師による	
リハビリテーション	OTもしくはPTによる	
リハビリテーション	中心静脈カテーテル管理	高カロリー輸液の管理	薬剤の静注	
（抗生物質や利尿剤など）	麻薬による疼痛コントロール	終末期の医療的ケア	在宅での看取り	24時間対応	外出の介助	通院の介助	8	7	6	4	3	7	8	10	9	3	8	0	6	7	7	10	16	10	10	6	16	12	3～6歳	在宅人工呼吸器の管理	気管カニューレの交換	気管カニューレの管理	
（日常の交換以外の対応）	気管内吸引	食事介助	経鼻チューブの交換	ストーマの管理	尿道カテーテルの管理	導尿	入浴介助	看護師による	
リハビリテーション	OTもしくはPTによる	
リハビリテーション	中心静脈カテーテル管理	高カロリー輸液の管理	薬剤の静注	
（抗生物質や利尿剤など）	麻薬による疼痛コントロール	終末期の医療的ケア	在宅での看取り	24時間対応	外出の介助	通院の介助	7	8	6	4	3	6	7	8	8	3	7	0	6	7	6	10	16	11	11	6	16	11	7歳～12歳	在宅人工呼吸器の管理	気管カニューレの交換	気管カニューレの管理	
（日常の交換以外の対応）	気管内吸引	食事介助	経鼻チューブの交換	ストーマの管理	尿道カテーテルの管理	導尿	入浴介助	看護師による	
リハビリテーション	OTもしくはPTによる	
リハビリテーション	中心静脈カテーテル管理	高カロリー輸液の管理	薬剤の静注	
（抗生物質や利尿剤など）	麻薬による疼痛コントロール	終末期の医療的ケア	在宅での看取り	24時間対応	外出の介助	通院の介助	7	7	6	3	2	4	6	4	4	0	5	0	7	4	4	8	15	9	10	5	14	10	13～17歳	在宅人工呼吸器の管理	気管カニューレの交換	気管カニューレの管理	
（日常の交換以外の対応）	気管内吸引	食事介助	経鼻チューブの交換	ストーマの管理	尿道カテーテルの管理	導尿	入浴介助	看護師による	
リハビリテーション	OTもしくはPTによる	
リハビリテーション	中心静脈カテーテル管理	高カロリー輸液の管理	薬剤の静注	
（抗生物質や利尿剤など）	麻薬による疼痛コントロール	終末期の医療的ケア	在宅での看取り	24時間	対応	外出の介助	通院の介助	9	9	6	1	2	4	5	4	5	0	5	0	6	3	2	9	14	9	9	5	14	10	18歳以上	在宅人工呼吸器の管理	気管カニューレの交換	気管カニューレの管理	
（日常の交換以外の対応）	気管内吸引	食事介助	経鼻チューブの交換	ストーマの管理	尿道カテーテルの管理	導尿	入浴介助	看護師による	
リハビリ	テーション	OTもしくはPTによる	
リハビリテーション	中心静脈カテーテル管理	高カロリー輸液の管理	薬剤の静注	
（抗生物質や利尿剤など）	麻薬による疼痛コントロール	終末期の医療的ケア	在宅での看取り	24時間対応	外出の介助	通院の介助	6	10	3	0	2	4	2	1	2	2	2	0	5	2	1	5	8	4	4	0	13	10	

診療所

		Ｑ１		1.医療ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する外来診療について、以下の医療行為に対応できますか。 イリョウ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ガイライ シンリョウ イカ イリョウ コウイ タイオウ

				Ｑ1-1										予防接種 ヨボウ セッシュ

				Ｑ1-2										一次診療
（経過観察、栄養観察を含む） イチジ シンリョウ ケイカ カンサツ エイヨウ カンサツ フク

				Ｑ1-3										経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ

				Ｑ1-4										経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ

				Ｑ1-5										中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ

				Ｑ1-6										酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ

				Ｑ1-7										気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ

				Ｑ1-8										人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ

				Ｑ1-9										尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ

				Ｑ1-10										人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ

				Ｑ1-11										褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ

		Ｑ２		2.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する往診及び訪問診療について、以下の医療行為に対応できますか イリョウテキ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ オウシン オヨ ホウモン シンリョウ イカ イリョウ コウイ タイオウ

				Ｑ2-1										予防接種 ヨボウ セッシュ

				Ｑ2-2										一次診療
（経過観察、栄養観察を含む） イチジ シンリョウ ケイカ カンサツ エイヨウ カンサツ フク

				Ｑ2-3										経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ

				Ｑ2-4										経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ

				Ｑ2-5										中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ

				Ｑ2-6										酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ

				Ｑ2-7										気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ

				Ｑ2-8										人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ

				Ｑ2-9										尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ

				Ｑ2-10										人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ

				Ｑ2-11										褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ

		Ｑ3		3.24時間、重症心身障害児（18歳未満）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイジ サイ ミマン イリョウ タイオウ

				Ｑ3-1										できる

				Ｑ3-2										できない

				Ｑ3-3										要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン

		Ｑ4		4.24時間、重症心身障害者（18歳以上）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイシャ サイ イジョウ イリョウ タイオウ

				Ｑ4-1										できる

				Ｑ4-2										できない

				Ｑ4-3										要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン

		Ｑ5		5.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する訪問リハビリてーションを提供していますか イリョウテキ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ホウモン テイキョウ

				Ｑ5-1										提供している テイキョウ

				Ｑ5-2										提供していない テイキョウ

				Ｑ5-3										提供していないが対応は可能 テイキョウ タイオウ カノウ

				Ｑ5-4										要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン

		Ｑ6		6.重症心身障害児（者）在宅医療に対応できるようになるための条件はなんですか ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ ザイタク イリョウ タイオウ ジョウケン

				Ｑ6-1										診療報酬の点数が増えること シンリョウ ホウシュウ テンスウ フ

				Ｑ6-2										訪問看護尾の連携 ホウモン カンゴ オ レンケイ

				Ｑ6-3										病院との連携 ビョウイン レンケイ

				Ｑ6-4										在宅療養支援診療所と小児科医とのグループ診療 ザイタク リョウヨウ シエン シンリョウジョ ショウニ カ イ シンリョウ

				Ｑ6-5										在宅療養支援診療所に助言や相談を求めることができること ザイタク リョウヨウ シエン シンリョウジョ ジョゲン ソウダン モト

				Ｑ6-6										小児科医に助言や相談を求めることができること ショウニ カ イ ジョゲン ソウダン モト

				Ｑ6-7										経験のある医師がいること ケイケン イシ

				Ｑ6-8										研修などの自己のスキルアップ ケンシュウ ジコ

				Ｑ6-9										その他 タ

		Ｑ7		7.重症心身障害児（者）の方に対する医療、在宅生活等についてお気づきのことなど、ご自由にお書きください ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ カタ タイ イリョウ ザイタク セイカツ ナド キ ジユウ カ



		承諾可否 ショウダク カヒ		診療所名 シンリョウジョ メイ		電話番号 デンワ バンゴウ		郵便番号 ユウビンバンゴウ		所在地 ショザイチ		電話番号 デンワ バンゴウ		Ｑ１　1.医療ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する外来診療について、以下の医療行為に対応できますか。																								Ｑ２　2.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する往診及び訪問診療について、以下の医療行為に対応できますか																						Ｑ3		Ｑ4		Ｑ5		Ｑ6　6.重症心身障害児（者）在宅医療に対応できるようになるための条件はなんですか																		Ｑ7重症心身障害児（者）の方に対する医療、在宅生活等についてお気づきのことなど、ご自由にお書きください

														Ｑ1-1		Ｑ1-2		Ｑ1-3		Ｑ1-4		Ｑ1-5		Ｑ1-6		Ｑ1-7		Ｑ1-8		Ｑ1-9		Ｑ1-10		Ｑ1-11				Ｑ2-1		Ｑ2-2		Ｑ2-3		Ｑ2-4		Ｑ2-5		Ｑ2-6		Ｑ2-7		Ｑ2-8		Ｑ2-9		Ｑ2-10		Ｑ2-11								Ｑ6-1		Ｑ6-2		Ｑ6-3		Ｑ6-4		Ｑ6-5		Ｑ6-6		Ｑ6-7		Ｑ6-8		Ｑ6-9

		否 ヒ		不明 フメイ						不明 フメイ		不明 フメイ		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		7		0		0

		否 ヒ		不明 フメイ						不明 フメイ		不明 フメイ		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		1		1		0		0		0		1		0

		否 ヒ		不明 フメイ						不明 フメイ		不明 フメイ		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		不明 フメイ						不明 フメイ		不明 フメイ		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		0

		否 ヒ		不明 フメイ						不明 フメイ		不明 フメイ		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		否 ヒ		不明 フメイ						不明 フメイ		不明 フメイ		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		0		1		0

		否 ヒ		不明 フメイ						不明 フメイ		不明 フメイ		1		1		2		2		2		2		2		2		1		2		1				1		1		2		2		2		2		2		2		1		2		1		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		その他：各種の健康的処置の管理ができるかどうか。その訓練を受けているかどうかです。 タ カクシュ ケンコウテキ ショチ カンリ クンレン ウ

		否 ヒ		不明 フメイ						不明 フメイ		不明 フメイ		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		0		0		1		0		0

		否 ヒ		不明 フメイ						不明 フメイ		不明 フメイ		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		その他:スタッフ不足（医師、看護師、介助者）スペース不足 タ フソク イシ カンゴシ カイジョシャ フソク

		否 ヒ		宇都宮市保健所 ウツノミヤシ ホケンジョ				321-0974		宇都宮市竹林町972				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		その他：保健所は直接的な医療サービスを行っていないことから、今後も対応は行わない タ ホケンジョ チョクセツ テキ イリョウ オコナ コンゴ タイオウ オコナ

		承諾 ショウダク		深谷医院 フカヤ イイン		0285-75-0007 		321-4502		真岡市物井1268-7				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		1				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		1		2		2		2		0		0		1		1		0		0		0		0		0

		否 ヒ		こどもクリニックしまむら				326-0822		足利市田中町908-4				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		かしま産婦人科 サンフジンカ		0284-65-0341		326-0844		足利市鹿島町501-1				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		婦人科疾患（不正性器出血/帯下/外陰掻痒等）については外来対応させて頂いております フジンカ シッカン フセイ セイキ シュッケツ タイゲ ガイイン カ カユ ナド ガイライ タイオウ イタダ

		否 ヒ		医療法人雄仁会　奥山医院 イリョウ ホウジン ユウジン カイ オクヤマ イイン				322-0065		鹿沼市上材木町2320				1		3		3		3		3		3		1		3		3		2		2				1		3		2		3		2		3		1		3		3		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		1		1		0		0

		否 ヒ		水沼医院 ミズヌマ イイン				321-0628		那須烏山市金井1-14-8				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		3				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		飯野医院				321-4539		真岡市長沼730-1				3		2		2		2		2		3		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		おおきこどもクリニック		0285-41-0025 		329-0207		小山市美しが丘3-35-3				1		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		宇都宮市子ども発達センター診療所 ウツノミヤシ コ ハッタツ シンリョウジョ		028-647-4720		320-0851		栃木県宇都宮市鶴田町970-1				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		その他：子ども発達センター内の療育を利用する児の診療所であるため タ コ ハッタツ ナイ リョウイク リヨウ ジ シンリョウジョ

		承諾 ショウダク		中川医院 ナカガワ イイン		0287-62-0040		325-0057		那須塩原市黒磯幸町6-27				3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		1		0		1		0

		否 ヒ		ももやこどもクリニック				321-0118		宇都宮市インターパーク3-6-1				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		1		0		0		0		0		0

		否 ヒ		阿久津医院 アクツ イイン				329-1226		高根沢町大谷176-1 タカネザワマチ オオタニ				1		1		2		2		2		3		2		2		3		3		3				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		1		0		0		0		1		0		0

		否 ヒ		伊保内診療所 イホ ナイ シンリョウジョ				327-0034		佐野市伊保内町3841-1				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		1		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		にじいろこども診療所 シンリョウジョ		0285-44-7716		329-0414		下野市小金井4-1-1				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		0		1		1		0

		否 ヒ		戸野塚内科医院 トノヅカ ナイカ イイン				323-0064		小山市下石塚471				3		3		3		3		3		1		1		1		1		3		1				3		3		3		3		3		1		1		1		1		3		1		3		3		4		0		0		1		0		0		1		1		1		0

		否 ヒ		賀川診療所 カガワ シンリョウジョ				326-0843		足利市五十部町1785				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		1		0		1		0		0

		承諾 ショウダク		豊郷台クリニック ユタカ ゴウ ダイ		028-643-8998		320-0003		宇都宮市豊郷台2-21-3		028-643-8998（FAX8999）		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1				1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		2		0		1		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		いとうこどもクリニック		0289-63-5566		322-0025		鹿沼市緑町2-2-29				1		1		3		3		2		2		3		2		2		3		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		0		0		1		1		0

		承諾 ショウダク		清原台こどもクリニック キヨハラ ダイ		028-305-6017		321-3223		宇都宮市清原台2-4-14				1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		その他：医師、看護師の増員 タ イシ カンゴシ ゾウイン

		否 ヒ		阿部医院				324-0032		大田原市佐久山2018 オオタワラシ サクヤマ		0287-28-0053（FAX0287-28-2112）		1		1		2		2		2		2		1		2		1		2		1				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		4		0		1		1		0		1		0		0		1		0

		否 ヒ		中元内科医院 ナカモト ナイカ イイン				328-0027		栃木市今泉町2-10-18				1		3		2		2		2		3		2		2		3		2		3				3		3		2		2		2		3		2		2		3		2		3		2		2		2		0		0		1		0		1		0		0		1		0		①重症心身障害者の重症度の程度問題　②家庭の受け入れ問題、経済的負担 ジュウショウ シンシン ショウガイシャ ジュウショウ ド テイド モンダイ カテイ ウ イ モンダイ ケイザイテキ フタン

		否 ヒ		布川小児科 フカワ ショウニ カ				322-0036		鹿沼市下田町2-1099				1		1		3		3		2		3		2		2		2		3		3				1		1		3		3		2		3		2		2		2		2		3		2		2		2		0		1		1		1		0		0		1		1		0

		否 ヒ		ちづかクリニック				328-0133		栃木市大森町445-4		0282-31-3750		3		3		3		3		2		3		2		2		2		2		3				3		3		3		3		2		3		2		2		2		2		3		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		多島医院 タジマ イイン				321-1524		日光市足尾町赤沢21-28				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		否 ヒ		篠崎内科クリニック シノザキ ナイカ				321-3223		宇都宮市清原台6-1-13				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		否 ヒ		和久医院 ワク イイン				321-3324		芳賀町西水沼119-1				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		否 ヒ		近藤クリニック コンドウ				321-0634		那須烏山市野上町637-2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		0		0		0		0		1		0		0

		否 ヒ		高根沢内科クリニック タカネザワ ナイカ				321-4305		真岡市荒町2-11-1				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		岡田こどもクリニック オカダ				327-0832		佐野市植上町1408-2				1		3		3		3		3		2		3		2		3		3		3				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		0		0		0		0		0		往診医療ができたらと考えていた時もありましたが、現在は物理的に困難で申し訳ありません
重心のお子さんの通院所と個別の相談で応じる可能性はあります オウシン イリョウ カンガ トキ ゲンザイ ブツリテキ コンナン モウ ワケ ジュウシン コ ツウイン ジョ コベツ ソウダン オウ カノウセイ

		否 ヒ		真岡メディカルクリニック モオカ				321-4305		真岡市荒町3-49-6				3		3		3		3		3		3		3		3				3		3				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		0		0		0		1		1		0

		否 ヒ		いしだ整形外科 セイケイ ゲカ				321-0912		宇都宮市石井町3236-1				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		山中クリニック ヤマナカ				327-0835		佐野市植下町2468				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		1		1		0		0		1		0		0

		否 ヒ		医療法人　寿幸会　吉野医院 イリョウ ホウジン コトブキ サチ カイ ヨシノ イイン				320-0014		宇都宮市大曽4-9-11				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		1		1		0		0		1		0		0

		否 ヒ		柳田産婦人科・小児科医院 ヤナギダ サンフジンカ ショウニカ イイン				321-4361		真岡市並木町4-5-3				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		0

		否 ヒ		石田消化器科・内科クリニック イシダ ショウカキ カ ナイカ				321-0216		壬生町壬生丁259-7				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		1		0		0		0		0		0

		否 ヒ		赤羽胃腸科・外科・肛門科医院 アカバネ イチョウカ ゲカ コウモンカ イイン				324-0052		大田原市城山2-5-29				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		医療法人　文仁会　扶桑医院 イリョウ ホウジン ブン ジン カイ フソウ イイン				323-0016		小山市扶桑1-2-1				1		3		3		3		2		2		3		2		3		3		3				3		3		3		2		2		2		3		2		3		2		3		2		2		2		0		0		1		1		0		0		1		1		0

		否 ヒ		馬場医院 ババ イイン				327-0043		佐野市君田町35				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		否 ヒ		井戸川クリニック イドガワ				326-0331		足利市福富町2096-1				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		0		0		1		0		0		0

		否 ヒ		鎌田浅香医院 カマタ アサカ イイン				324-0043		大田原市浅香3-3-9				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		0		1		0		0		0		0		0		0		高額医療はひかえています。悪質ととらえられますので!! コウガク イリョウ アクシツ

		否 ヒ		山門クリニック ヤマカド				328-0031		栃木市日の出町6-35				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		0		0		0		1		0

		否 ヒ		新村ファミリークリニック ニイムラ				328-0011		栃木市大宮町2120-11				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		宇都宮東部クリニック ウツノミヤ トウブ				321-3223		宇都宮市清原台5-14-19				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1

		否 ヒ		車田医院 クルマダ イイン				324-0242		大田原市大豆田457-24				3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3				3		3		3		3		3		0		2		2		3		3		3		2		2		2		0		0		1		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		にがみどう内科クリニック ナイカ				322-0003		鹿沼市仁神堂町351-26				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		松谷内科胃腸科クリニック マツヤ ナイカ イチョウカ				321-3304		芳賀町祖母井1708-17				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		1		0		0

		否 ヒ		まなか医院 イイン				329-1225		高根沢町石末２０９３－１０				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		植木医院 ウエキ イイン				329-2224		塩谷町金枝950				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		1		2		2		2		2		3		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		0		0		0		0		0

		否 ヒ		大岡医院 オオオカ イイン				320-0047		宇都宮市一の沢274-7				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		川野クリニック カワノ				329-1112		宇都宮市上田原町660-6				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		0		1		0

		否 ヒ		陣内医院 ジンナイ イイン				321-0225		壬生町本丸1-7-10		0282-82-0242		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		1		0

		否 ヒ		船越医院 フナコシ イイン				328-0111		栃木市都賀町家中5986-6				1		1		2		2		2		2		2		2		3		2		3				1		1		2		2		2		2		2		2		3		2		3		2		2		2		0		1		1		0		1		1		0		1		0

		否 ヒ		林クリニック ハヤシ				321-0158		宇都宮市西川田本町1-8-29				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		0		0		0		0		0

		否 ヒ		河島医院 カワシマ イイン				329-3436		那須郡那須町伊王野1503				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		松本内科医院 マツモト ナイカ イイン				321-0226		壬生町中央町6-37				3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		否 ヒ		佐藤医院 サトウ イイン				329-2728		栃木県那須塩原市西栄町7-16 ３２９－２７２８		0287-36-0147		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1

		否 ヒ		渡部医院 ワタナベ イイン				329-3153		那須塩原市大原間140-1 ナスシオバラ シ オオハラマ				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		宇都宮市保健センター ウツノミヤシ ホケン				321-0964		宇都宮市駅前通り1-4-6				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		0

		否 ヒ		川村医院 カワムラ イイン				321-2522		日光市鬼怒川温泉大原1396-20				1		1		3		1		3		1		3		2		3		3		3				3		3		3		3		3		3		2		2		3		3		3		2		2		2		0		0		1		0		0		1		1		0		0

		否 ヒ		ほうずみ整形外科内科小児科医院				320-0047		宇都宮市一の沢2-1-43				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		小島内科医院 コジマ ナイカ イイン				321-0168		宇都宮市東原町5-3				3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		1		0		0		0		0

		否 ヒ		那須高原クリニック ナス コウゲン				329-3131		那須塩原市唐杉31-2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		サンフラワークリニック				323-0808		小山市出井1936				3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		昌平町こどもクリニック ショウヘイ マチ				326-0813		足利市昌平町2368				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		①中心となる施設へ患者が訪問するように、移動手段・補助（人、お金）を考えるべき。どうしても動けない、動かせない人のみ専門職（医者以外）が訪問しIT技術等で必要に応じてセンター施設のスペシャリストと連絡し治療（入院‥）の判断をし実行する。
②既存の人・技術・施設を日曜大工的発想で組み合わせて、システムを構築することには賛成できない。現状をどうにかするための方策でなく、医療の公正（正義）を行うためにどうすべきかを考えるべきだと思う チュウシン シセツ カンジャ ホウモン イドウ シュダン ホジョ ヒト カネ カンガ ウゴ ウゴ ヒト センモン ショク イシャ イガイ ホウモン ギジュツナド ヒツヨウ オウ シセツ レンラク チリョウ ニュウイン ハンダン ジッコウ キゾン ヒト ギジュツ シセツ ニチヨウ ダイク テキ ハッソウ ク ア コウチク サンセイ ゲンジョウ ホウサク イリョウ コウセイ セイギ オコナ カンガ オモ

		否 ヒ		赤田診療所 アカダ シンリョウジョ				329-2743		那須塩原市南赤田321-1192				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		手塚内科 テヅカ ナイカ				321-0966		宇都宮市今泉3-12-12				3		3		2		2		2		2		2		2		1		3		3				3		3		2		2		2		2		2		2		3		3		3		2		2		2		0		1		1		0		1		0		1		0		0		今まで具体的な症例に会っていません イマ グタイテキ ショウレイ ア

		否 ヒ		板橋医院 イタバシ イイン				327-0803		佐野市犬伏新町1308-2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		1		1		0

		否 ヒ		倉増医院 クラ マ イイン				320-0856		宇都宮市砥上町675-1				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		その他：人材の確保 タ ジンザイ カクホ

		否 ヒ		もてぎの森メディカルプラザ				321-3541		茂木町烏生田下郷330				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		宮澤クリニック ミヤザワ				329-0412		下野市柴291-2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		金澤医院 カナザワ イイン				325-0052		那須塩原市中央町1-8				1		1		2		2		2		1		2		2		2		2		2				1		1		2		2		2		1		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		つるたfamilyクリニック				320-0857		宇都宮市鶴田1-17-23				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		フォレストサイドクリニック				321-0152		宇都宮市西川田6-6-17		028-684-2775		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		今野内科胃腸科医院 コンノ ナイカ イチョウカ イイン				321-0151		宇都宮市西川田町933-1		028-645-6121		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		1		1		1		0

		否 ヒ		小島原医院 コジマ ハラ イイン				329-1104		宇都宮市下岡本町4075				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		1		0

		否 ヒ		永田内科眼科医院 ナガタ ナイカ ガンカイ イン				321-0982		宇都宮市御幸ヶ原町136-9		028-662-6774		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		1		0

		否 ヒ		大栗医院 オオクリ イイン				320-0034		宇都宮市泉町1-27				3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1

		否 ヒ		星小児科医院 ホシ ショウニカ イイン				321-0346		宇都宮市下荒針町3588-2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		金子内科医院 カネコ ナイカ イイン				320-0032		宇都宮市昭和1-1-31				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		否 ヒ		石川医院 イシカワ イイン				322-0015		栃木県鹿沼市上石川1-319 ３２２－００１５		0289-76-3145		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		当方では特別養護老人ホームの嘱託医を兼ねておりますため、24時間体制での診察となっております。今回のアンケートに対しましては、オーバーワークにつき協力いたしかねます。 トウホウ トクベツ ヨウゴ ロウジン ショクタクイ カ ジカン タイセイ シンサツ コンカイ タイ キョウリョク

		否 ヒ		しみずファミリークリニック				321-0951		宇都宮市越戸3-15-27				1		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		0		0		0		0		0

		否 ヒ		岡医院 オカ イイン				321-1403		日光市下鉢石町997-1				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		1		1		0		そもそも開業の小児科医が少ないうえに、在宅医療をやっている小児科はほとんどいないのが現状。以前、在宅の重症心身障害児の訪問診療を頼まれて行ったことがあるが、大人の訪問診療と勝手が違う為、内科医にはハードルが高いと感じた。是非、近くの小児科の先生に少しでも取り組んでもらうしかないかと思います。 カイギョウ ショウニ カ イ スク ザイタク イリョウ ショウニカ ゲンジョウ イゼン ザイタク ジュウショウ シンシン ショウガイジ ホウモン シンリョウ タノ オコナ オトナ ホウモン シンリョウ カッテ チガ タメ ナイカ イ タカ カン ゼヒ チカ ショウニカ センセイ スコ ト ク オモ

		否 ヒ		風見診療所 カザミ シンリョウジョ				329-2335		塩谷町上平27				3		3		1		3		2		3		3		2		1		3		3				3		1		1		3		2		2		3		3		2		1		3		3		2		2		0		1		1		0		1		0		1		1		0

		否 ヒ		土谷医院 ツチヤ イイン				321-0136		宇都宮市みどり野町14-3				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		1		0

		否 ヒ		遠藤小児科 エンドウ ショウニカ				321-0982		宇都宮市御幸ヶ原町224-10				1		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		1		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		油布医院 ユフ イイン				321-0414		宇都宮市中里町175-8				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		1		0

		承諾 ショウダク		さいとう小児科 ショウニカ		0282-22-0757 		328-0015		栃木市万町30番16号		0282-22-0757		1		1		3		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		1		0

		承諾 ショウダク		冨塚メデｲカルクリニック		028-666-2555		321-2116		宇都宮市徳次郎町888				1		1		2		2		2		2		2		2		1		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0		なるべく協力したいが、現在当院副院長が体調悪く、休養中のため困難となっています。 キョウリョク ゲンザイ トウイン フクインチョウ タイチョウ ワル キュウヨウチュウ コンナン

		承諾 ショウダク		山浦内科医院		0284-21-6653 		326-0843		足利市五十部町1256-5				1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3				1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		4		1		1		1		0		0		0		1		0		0

		承諾 ショウダク		小倉医院		0282-82-0057		321-0227		壬生町通町10-5				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		承諾 ショウダク		飯岡小児科		0289-65-3257		322-0074		鹿沼市日吉町569-2				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		3				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		3		2		2		2		0		0		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		角田内科医院		0285-53-5665 		329-0511		下野市石橋549				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		1		1		1		1		1		0		0

		承諾 ショウダク		おかべこどもクリニック		0285-40-7300 		329-0433		下野市緑5-17-12				3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		くろばね齋藤醫院		0287-54-0031		324-0233		大田原市黒羽田町612				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		1		0

		承諾 ショウダク		立花医院		0287-72-0311		325-0003		那須郡那須町寺子乙3967-190				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		その他：スタッフの充実　　1～9すべて当てはまります タ ジュウジツ ア

		承諾 ショウダク		さいとうハート＆キッズクリニック		0287-53-7979		324-0043		大田原市浅香1-4-3				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		1		0

		承諾 ショウダク		小山すぎの木クリニック		0285-30-3456		323-0806		小山市中久喜1131-1				1		1		1		1		1		1		2		2		2		1		1				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		4		1		1		0		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		有村小児科医院		028-656-7207		321-0912		宇都宮市石井町3128-11		028-656-7207		1		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		1		0		1		1		0		無床の診療所の小児科医としては、急性疾患（特に感染症が多く）への対応が中心です。時間に追われています。予防接種については、時間枠をとって対応できます。一次診療についても、訪問看護との連携等があれば対応可能な場合があります。（例えば点滴投薬等）現時点では往診は無理ですが。 ムショウ シンリョウジョ ショウニ カ イ キュウセイ シッカン トク カンセンショウ オオ タイオウ チュウシン ジカン オ ヨボウ セッシュ ジカンワク タイオウ イチジ シンリョウ ホウモン カンゴ レンケイ トウ タイオウ カノウ バアイ タト テンテキ トウヤク ナド ゲンジテン オウシン ムリ

		承諾 ショウダク		吉永医院		0285-63-2303		321-3564		茂木町増井190-1				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		1		1		0		0		0

		承諾 ショウダク		あさかクリニック		0287-22-2601		324-0043		大田原市浅香3-3711				1		1		2		2		2		2		1		1		2		2		2				1		1		2		2		2		2		1		1		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		坪水医院		0283-62-0265		327-0312		佐野市栃本町2241				1		1		3		3		3		3		3		3		1		3		3				1		1		3		3		3		3		3		3		1		3		3		3		3		3		0		1		1		0		0		0		0		1		0		若い頃、町田市にある重度心身障害者の施設にボランティアで行き、足で書いたお手紙をもらって感動しました。何かのお役にたてればと思いますが、現在実態がよく分かりません。 ワカ コロ マチダシ ジュウド シンシン ショウガイシャ シセツ イ アシ カ テガミ カンドウ ナニ ヤク オモ ゲンザイ ジッタイ ワ

		承諾 ショウダク		こどもヶ丘診療所		028-615-1077		321-0151		宇都宮市西川田町183-21				1		1		3		3		3		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		1		0		1		1		0

		承諾 ショウダク		竹田内科小児科クリニック		0282-29-1233		328-0011		栃木市大宮町52番地		0282-29-1233		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		0		1		1		1		0		0		1		0

		承諾 ショウダク		すながクリニック		0284-44-7211		326-0015		足利市八椚町494-1　				1		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		1		1		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		片山医院		028-661-9764		321-0944		宇都宮市東峰町3008-21				1		1		2		2		2		1		2		2		2		2		2				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		4		0		1		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		稲毛クリニック		0283-25-2566		327-0103		佐野市石塚町893-1				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		1		1		1		1		1		その他：当クリニックでは勤務医での診療のみを行っており、重症心身障害児に対応できるシステムはととのっておらず、申し訳ありません。 タ トウ キンムイ シンリョウ オコナ ジュウショウ シンシン ショウガイジ タイオウ モウ ワケ

		承諾 ショウダク		小川こどもクリニック		0289-74-5421		322-0027		鹿沼市貝島町5006-2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		くさの小児科		0284-73-7000		326-0335		足利市上渋垂町338-3				3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		みやの杜クリニック　		028-683-7811		321-0904		宇都宮市陽東2-4-5				1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1				3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		1		0		0		1		0		0		1		0		0		0		Q2訪問診療のみ対応可 ホウモン シンリョウ タイオウ カ

		承諾 ショウダク		にいたに内科　		028-675-6515		329-1231		塩谷郡高根沢町宝石台 3-3-19				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1

		承諾 ショウダク		よこやま内科小児科クリニック		0282-24-8102		328-0075		栃木市箱森町38-70				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		さいとうクリニック		0287-39-1805		329-2724		那須塩原市西幸町7-13				1		1		3		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		0		0		0		0		1		その他：現在の診療所での診療との兼ね合いが困難であり、複数の医師や看護師が必要 タ ゲンザイ シンリョウジョ シンリョウ カ ア コンナン フクスウ イシ カンゴシ ヒツヨウ

		承諾 ショウダク		桜井消化器科・内科		028-643-0870		320-0073		宇都宮市細谷1-7-38				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		承諾 ショウダク		佐藤医院		0287-96-2841		324-0501		那須郡那珂川町小川2960-1				1		1		3		3		2		3		3		2		1		1		1				1		1		3		3		2		3		3		2		1		1		1		3		3		4		0		1		1		1		0		1		0		0		0

		承諾 ショウダク		大根田内科医院		028-624-6322		320-0072		宇都宮市若草3-4-22				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		0		0		0		0		0		0		0		当方の医師が高齢であり、しかもスタッフがそろっていないので在宅医療は無理なので、ましてや重症心身障害者においておやです。 トウホウ イシ コウレイ ザイタク イリョウ ムリ ジュウショウ シンシン ショウガイシャ

		承諾 ショウダク		医療法人　赤羽病院		028-661-5446		321-0904		宇都宮市陽東7-2-2				1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3				3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		2		2		2		0		1		1		1		0		0		1		0		0

		承諾 ショウダク		田井の里クリニック		0285-81-6502		321-4301		真岡市西田井内外748-2				1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2				3		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		みずぬまクリニック		0287-39-1581		329-2751		那須塩原市東三島2-80-6				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		その他：在宅医療をやっていないので現状は無理である タ ザイタク イリョウ ゲンジョウ ムリ

		承諾 ショウダク		キッズクリニックはせがわ		0283-27-0200		327-0843		佐野市堀米町3946-6				1		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		その他：時間的余裕 タ ジカンテキ ヨユウ

		承諾 ショウダク		小森谷内科医院		0282-43-7327		329-4404		栃木市大平町富田4003-8				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		熊倉医院		0282-55-8425		329-4316		下都賀郡岩舟町新里180-1				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		いちはらファミリークリニック		028-612-8350		321-0414		宇都宮市中里町322				3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3				3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		1		2		0		1		1		1		0		1		0		1		0

		承諾 ショウダク		かとう小児科 ショウニカ		0282-82-7576		321-0218		壬生町落合3-7-30		 		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		福田こどもクリニック		028-659-8850		320-0852		栃木県宇都宮市下砥上町1545-20				1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3				1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		2		2		2		0		1		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		てらもと小児科		028-650-6636		321-0975		宇都宮市関堀町971-6				1		1		3		2		2		3		3		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		0		小児科医としてはもっと積極的に協力しなければいけないと思いますが、現在の我診療所の状態では不可能なことが多く残念です。 ショウニ カ イ セッキョクテキ キョウリョク オモ ゲンザイ ワガ シンリョウジョ ジョウタイ フカノウ オオ ザンネン

		承諾 ショウダク		木村内科医院		0288-22-7880		321-1264		日光市瀬尾497-1				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		承諾 ショウダク		こばやしファミリークリニック		0283-85-9900		327-0311		佐野市多田町566				1		1		1		1		3		1		1		2		1		1		1				1		1		1		1		3		1		1		3		1		1		1		3		3		2		0		1		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		あいファミリィクリニック足利 アシカガ		0284-22-3788		329-4213		足利市寺岡町505-1				1		1		1		1		1		1		1		3		1		1		1				1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		1		0		1		0		0		0		0		1		0

		承諾 ショウダク		腰塚医院		0282-62-2072		323-1104		栃木市藤岡町藤岡1845-10				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		1		1		1		1		0

		承諾 ショウダク		桜井こどもクリニック		0282-24-5987		328-0034		栃木市本町16-9				1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		承諾 ショウダク		神鳥谷クリニック		0285-22-7700		323-0827		小山市神鳥谷1-19-1		 		2		2		2		2		2		2		2		2		1		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		持田医院		0282-67-3661		329-0319		栃木市藤岡町中根115-5				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		4		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		田村医院		0282-43-3368		329-4423		栃木市大平町西水代1835-1				1		1		1		1		1		1		1		2		1		1		1				1		1		1		1		1		1		1		2		1		1		1		3		1		4		1		1		1		1		1		1		1		1		0		Q5.訪問看護、訪問リハビリテーションを利用 ホウモン カンゴ ホウモン リヨウ

		承諾 ショウダク		大橋内科クリニック		0282-82-8522		321-0219		壬生町福和田1003-1				1		1		2		2		2		3		2		2		2		2		3				1		1		2		2		2		3		2		2		2		2		3		3		3		2		0		1		1		0		0		0		0		1		0

		承諾 ショウダク		てらだファミリークリニック		028-654-2188		321-0132		宇都宮市雀の宮5-5-1				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		1		1		1		1		0

		承諾 ショウダク		あおい内科小児科ｸﾘﾆｯｸ		028-663-6000		321-0973		宇都宮市岩曽町1086-1				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		1		1		1		その他：往診時間の確保ができること タ オウシン ジカン カクホ

		承諾 ショウダク		飯塚医院		0287-92-2034		324-0613		那須郡那珂川町馬頭484-3				1		1		2		2		2		2		2		2		1		2		1				1		1		2		2		2		2		2		2		1		2		1		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		0

		承諾 ショウダク		やの小児科医院		0285-56-0280		329-0611		河内郡上三川町上三川3446-3				1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3				1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		2		2		2		0		1		1		1		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		仲嶋医院		028-681-7755		329-1311		さくら市氏家3245-17				3		3		3		3		2		3		3		3		3		2		3				3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		2		3		2		1		1		1		1		1		1		1		0		0		成人（18才以上）を対象に回答しました セイジン サイ イジョウ タイショウ カイトウ

		承諾 ショウダク		小林診療所		0285-82-3873		321-4369		真岡市熊倉3-10-7				1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		1				1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		1		2		2		2		0		1		0		0		0		1		0		0		0

		承諾 ショウダク		西真岡こどもクリニック		0285-81-7900		321-4341		真岡市高勢町3-205-1				1		1		1		3		1		1		1		1		1		3		3				1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		その他：現在おこなっています タ ゲンザイ

		承諾 ショウダク		鈴木医院		0285-72-2032		321-4217		益子町益子1747-2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		承諾 ショウダク		緑の屋根診療所		0283-20-2577		327-0843		佐野市堀米町1348-5				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		0		0		1		0		1		0		1		0		0		地域の社会資源が少ない。マンパワー不足 チイキ シャカイ シゲン スク ブソク

		承諾 ショウダク		ひがのクリニック		0285-74-0051 		321-4521		真岡市久下田941-1				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		豊郷中央渡辺内科　		028-622-8900		320-0004		宇都宮市長岡町1217-5				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		1				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		1		0		0

		承諾 ショウダク		きくちクリニック		028-683-3387		321-0903		宇都宮市下平出町614-2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		0		0

		承諾 ショウダク		サンレディースクリニック		0282-24-3541		328-0024		栃木市樋ノ口町504-1				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		医療法人　亀田内科		028-633-2884		320-0812		宇都宮市一番町1-28				1		1		1		2		2		1		2		2		2		2		1				1		1		1		2		2		1		2		2		2		2		1		3		3		3		0		0		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		越戸クリニック		028-660-6190		321-0951		宇都宮市越戸町139-6				1		1		2		2		2		3		2		2		2		2		3				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		佐藤内科		0285-53-1305		329-0511		下野市石橋839-14				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		承諾 ショウダク		グリムこどもクリニック		0285-51-1515		329-0502		下野市下古山2-6-17				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		事前連絡の上での一次診療、予防接種ですので、申し訳ありません。 ジゼン レンラク ウエ イチジ シンリョウ ヨボウ セッシュ モウ ワケ

		承諾 ショウダク		吉原医院		0288-21-0161		321-1261		日光市今市826-4				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		1		1		1		その他：設備 タ セツビ

		承諾 ショウダク		梅園医院		028-633-2869		320-0035		宇都宮市伝馬町3-28				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		1		0		0

		承諾 ショウダク		森田医院		028-633-1573		320-0861		宇都宮市西3-5-8				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		鈴木内科クリニック		028-655-1229		321-0139		宇都宮市若松原2-4-19				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		その他：24時間対応が必要となると考えますが、当院診療時間内の往診は難しいと考えます。 タ ジカン タイオウ ヒツヨウ カンガ トウイン シンリョウ ジカン ナイ オウシン ムズカ カンガ

		承諾 ショウダク		小松医院		0289-60-5515		322-0064		鹿沼市文化橋町2300-1				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		1		0		0		1		0



														1.医療ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する外来診療について、以下の医療行為に対応できますか。 イリョウ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ガイライ シンリョウ イカ イリョウ コウイ タイオウ																								2.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する往診及び訪問診療について、以下の医療行為に対応できますか イリョウテキ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ オウシン オヨ ホウモン シンリョウ イカ イリョウ コウイ タイオウ

														予防接種 ヨボウ セッシュ		一次診療
（経過観察、栄養観察を含む） イチジ シンリョウ ケイカ カンサツ エイヨウ カンサツ フク		経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ		経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ		中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ		酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ		気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ		人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ		尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ		人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ		褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ				予防接種 ヨボウ セッシュ		一次診療
（経過観察、栄養観察を含む） イチジ シンリョウ ケイカ カンサツ エイヨウ カンサツ フク		経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ		経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ		中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ		酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ		気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ		人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ		尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ		人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ		褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ

										1		できる		83		57		12		9		7		13		11		6		17		8		16		できる		39		29		8		6		5		9		9		6		10		7		12

										2		できない		55		80		127		134		142		130		136		146		131		137		124		できない		102		115		141		143		148		140		144		148		140		145		134

										3		要相談 ヨウ ソウダン		27		28		26		22		16		22		18		13		16		20		25		要相談 ヨウ ソウダン		24		21		16		16		12		15		12		11		15		13		19

																																																														0

														3.24時間、重症心身障害児（18歳未満）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイジ サイ ミマン イリョウ タイオウ

										1		できる		1

										2		できない		150

										3		要相談 ヨウ ソウダン		14

														4.24時間、重症心身障害者（18歳以上）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイシャ サイ イジョウ イリョウ タイオウ

										1		できる		3

										2		できない		150

										3		要相談 ヨウ ソウダン		12

														5.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する訪問リハビリてーションを提供していますか イリョウテキ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ホウモン テイキョウ

										1		提供している テイキョウ		1

										2		提供していない テイキョウ		152

										3		提供していないが対応は可能 テイキョウ タイオウ カノウ		4

										4		要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン		8

														6.重症心身障害児（者）在宅医療に対応できるようになるための条件はなんですか

										1		診療報酬の点数が増えること シンリョウ ホウシュウ テンスウ フ		24

										2		訪問看護尾の連携 ホウモン カンゴ オ レンケイ		73

										3		病院との連携 ビョウイン レンケイ		90

										4		在宅療養支援診療所と小児科医とのグループ診療 ザイタク リョウヨウ シエン シンリョウジョ ショウニ カ イ シンリョウ		43

										5		在宅療養支援診療所に助言や相談を求めることができること ザイタク リョウヨウ シエン シンリョウジョ ジョゲン ソウダン モト		28

										6		小児科医に助言や相談を求めることができること ショウニ カ イ ジョゲン ソウダン モト		26

										7		経験のある医師がいること ケイケン イシ		62

										8		研修などの自己のスキルアップ ケンシュウ ジコ		47

										9		その他 タ		21



できる	予防接種	一次診療	
（経過観察、栄養観察を含む）	経鼻経管栄養の管理	経皮経管栄養の管理	
（胃ろう）	中心静脈栄養の管理	酸素療法の管理	気管切開の管理	人工呼吸器の管理	尿道留置カテーテル	
の管理	人工肛門の管理	褥瘡の管理	83	57	12	9	7	13	11	6	17	8	16	できない	予防接種	一次診療	
（経過観察、栄養観察を含む）	経鼻経管栄養の管理	経皮経管栄養の管理	
（胃ろう）	中心静脈栄養の管理	酸素療法の管理	気管切開の管理	人工呼吸器の管理	尿道留置カテーテル	
の管理	人工肛門の管理	褥瘡の管理	55	80	127	134	142	130	136	146	131	137	124	要相談	予防接種	一次診療	
（経過観察、栄養観察を含む）	経鼻経管栄養の管理	経皮経管栄養の管理	
（胃ろう）	中心静脈栄養の管理	酸素療法の管理	気管切開の管理	人工呼吸器の管理	尿道留置カテーテル	
の管理	人工肛門の管理	褥瘡の管理	27	28	26	22	16	22	18	13	16	20	25	3.24時間、重症心身障害児（18歳未満）の医療に対応ができますか	できる	できない	要相談	1	150	14	4.24時間、重症心身障害者（18歳以上）の医療に対応ができますか	できる	できない	要相談	3	150	12	5.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する訪問リハビリてーションを提供していますか	提供している	提供していない	提供していないが対応は可能	要相談（条件による）	1	152	4	8	6.重症心身障害児（者）在宅医療に対応できるようになるための条件はなんですか	診療報酬の点数が増えること	訪問看護尾の連携	病院との連携	在宅療養支援診療所と小児科医とのグループ診療	在宅療養支援診療所に助言や相談を求めることができること	小児科医に	助言や相談を求めることができること	経験のある医師がいること	研修などの自己のスキルアップ	その他	24	73	90	43	28	26	62	47	21	できる	予防接種	一次診療	
（経過観察、栄養観察を含む）	経鼻経管栄養の管理	経皮経管栄養の管理	
（胃ろう）	中心静脈栄養の管理	酸素療法の管理	気管切開の管理	人工呼吸器の管理	尿道留置カテーテル	
の管理	人工肛門の管理	褥瘡の管理	39	29	8	6	5	9	9	6	10	7	12	できない	予防接種	一次診療	
（経過観察、栄養観察を含む）	経鼻経管栄養の管理	経皮経管栄養の管理	
（胃ろう）	中心静脈栄養の管理	酸素療法の管理	気管切開の管理	人工呼吸器の管理	尿道留置カテーテル	
の管理	人工肛門の管理	褥瘡の管理	102	115	141	143	148	140	144	148	140	145	134	要相談	予防接種	一次診療	
（経過観察、栄養観察を含む）	経鼻経管栄養の管理	経皮経管栄養の管理	
（胃ろう）	中心静脈栄養の管理	酸素療法の管理	気管切開の管理	人工呼吸器の管理	尿道留置カテーテル	
の管理	人工肛門の管理	褥瘡の管理	24	21	16	16	12	15	12	11	15	13	19	

診療所 (作業)

		Ｑ１		1.医療ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する外来診療について、以下の医療行為に対応できますか。 イリョウ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ガイライ シンリョウ イカ イリョウ コウイ タイオウ

				Ｑ1-1										予防接種 ヨボウ セッシュ

				Ｑ1-2										一次診療
（経過観察、栄養観察を含む） イチジ シンリョウ ケイカ カンサツ エイヨウ カンサツ フク

				Ｑ1-3										経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ

				Ｑ1-4										経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ

				Ｑ1-5										中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ

				Ｑ1-6										酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ

				Ｑ1-7										気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ

				Ｑ1-8										人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ

				Ｑ1-9										尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ

				Ｑ1-10										人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ

				Ｑ1-11										褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ

		Ｑ２		2.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する往診及び訪問診療について、以下の医療行為に対応できますか イリョウテキ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ オウシン オヨ ホウモン シンリョウ イカ イリョウ コウイ タイオウ

				Ｑ2-1										予防接種 ヨボウ セッシュ

				Ｑ2-2										一次診療
（経過観察、栄養観察を含む） イチジ シンリョウ ケイカ カンサツ エイヨウ カンサツ フク

				Ｑ2-3										経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ

				Ｑ2-4										経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ

				Ｑ2-5										中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ

				Ｑ2-6										酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ

				Ｑ2-7										気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ

				Ｑ2-8										人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ

				Ｑ2-9										尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ

				Ｑ2-10										人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ

				Ｑ2-11										褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ

		Ｑ3		3.24時間、重症心身障害児（18歳未満）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイジ サイ ミマン イリョウ タイオウ

				Ｑ3-1										できる

				Ｑ3-2										できない

				Ｑ3-3										要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン

		Ｑ4		4.24時間、重症心身障害者（18歳以上）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイシャ サイ イジョウ イリョウ タイオウ

				Ｑ4-1										できる

				Ｑ4-2										できない

				Ｑ4-3										要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン

		Ｑ5		5.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する訪問リハビリてーションを提供していますか イリョウテキ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ホウモン テイキョウ

				Ｑ5-1										提供している テイキョウ

				Ｑ5-2										提供していない テイキョウ

				Ｑ5-3										提供していないが対応は可能 テイキョウ タイオウ カノウ

				Ｑ5-4										要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン

		Ｑ6		6.重症心身障害児（者）在宅医療に対応できるようになるための条件はなんですか ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ ザイタク イリョウ タイオウ ジョウケン

				Ｑ6-1										診療報酬の点数が増えること シンリョウ ホウシュウ テンスウ フ

				Ｑ6-2										訪問看護尾の連携 ホウモン カンゴ オ レンケイ

				Ｑ6-3										病院との連携 ビョウイン レンケイ

				Ｑ6-4										在宅療養支援診療所と小児科医とのグループ診療 ザイタク リョウヨウ シエン シンリョウジョ ショウニ カ イ シンリョウ

				Ｑ6-5										在宅療養支援診療所に助言や相談を求めることができること ザイタク リョウヨウ シエン シンリョウジョ ジョゲン ソウダン モト

				Ｑ6-6										小児科医に助言や相談を求めることができること ショウニ カ イ ジョゲン ソウダン モト

				Ｑ6-7										経験のある医師がいること ケイケン イシ

				Ｑ6-8										研修などの自己のスキルアップ ケンシュウ ジコ

				Ｑ6-9										その他 タ

		Ｑ7		7.重症心身障害児（者）の方に対する医療、在宅生活等についてお気づきのことなど、ご自由にお書きください ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ カタ タイ イリョウ ザイタク セイカツ ナド キ ジユウ カ



		承諾可否 ショウダク カヒ		診療所名 シンリョウジョ メイ		電話番号 デンワ バンゴウ		郵便番号 ユウビンバンゴウ		所在地 ショザイチ		電話番号 デンワ バンゴウ		Ｑ１　1.医療ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する外来診療について、以下の医療行為に対応できますか。																								Ｑ２　2.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する往診及び訪問診療について、以下の医療行為に対応できますか																						Ｑ3		Ｑ4		Ｑ5		Ｑ6　6.重症心身障害児（者）在宅医療に対応できるようになるための条件はなんですか																		Ｑ7重症心身障害児（者）の方に対する医療、在宅生活等についてお気づきのことなど、ご自由にお書きください

														Ｑ1-1		Ｑ1-2		Ｑ1-3		Ｑ1-4		Ｑ1-5		Ｑ1-6		Ｑ1-7		Ｑ1-8		Ｑ1-9		Ｑ1-10		Ｑ1-11				Ｑ2-1		Ｑ2-2		Ｑ2-3		Ｑ2-4		Ｑ2-5		Ｑ2-6		Ｑ2-7		Ｑ2-8		Ｑ2-9		Ｑ2-10		Ｑ2-11								Ｑ6-1		Ｑ6-2		Ｑ6-3		Ｑ6-4		Ｑ6-5		Ｑ6-6		Ｑ6-7		Ｑ6-8		Ｑ6-9

		否 ヒ		不明 フメイ						不明 フメイ		不明 フメイ		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		7		0		0

		否 ヒ		不明 フメイ						不明 フメイ		不明 フメイ		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		1		1		0		0		0		1		0

		否 ヒ		不明 フメイ						不明 フメイ		不明 フメイ		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		不明 フメイ						不明 フメイ		不明 フメイ		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		0

		否 ヒ		不明 フメイ						不明 フメイ		不明 フメイ		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		否 ヒ		不明 フメイ						不明 フメイ		不明 フメイ		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		0		1		0

		否 ヒ		不明 フメイ						不明 フメイ		不明 フメイ		1		1		2		2		2		2		2		2		1		2		1				1		1		2		2		2		2		2		2		1		2		1		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		その他：各種の健康的処置の管理ができるかどうか。その訓練を受けているかどうかです。 タ カクシュ ケンコウテキ ショチ カンリ クンレン ウ

		否 ヒ		不明 フメイ						不明 フメイ		不明 フメイ		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		0		0		1		0		0

		否 ヒ		不明 フメイ						不明 フメイ		不明 フメイ		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		その他:スタッフ不足（医師、看護師、介助者）スペース不足 タ フソク イシ カンゴシ カイジョシャ フソク

		否 ヒ		宇都宮市保健所 ウツノミヤシ ホケンジョ				321-0974		宇都宮市竹林町972				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		その他：保健所は直接的な医療サービスを行っていないことから、今後も対応は行わない タ ホケンジョ チョクセツ テキ イリョウ オコナ コンゴ タイオウ オコナ

		承諾 ショウダク		深谷医院 フカヤ イイン		0285-75-0007 		321-4502		真岡市物井1268-7				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		1				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		1		2		2		2		0		0		1		1		0		0		0		0		0

		否 ヒ		こどもクリニックしまむら				326-0822		足利市田中町908-4				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		かしま産婦人科 サンフジンカ		0284-65-0341		326-0844		足利市鹿島町501-1				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		婦人科疾患（不正性器出血/帯下/外陰掻痒等）については外来対応させて頂いております フジンカ シッカン フセイ セイキ シュッケツ タイゲ ガイイン カ カユ ナド ガイライ タイオウ イタダ

		否 ヒ		医療法人雄仁会　奥山医院 イリョウ ホウジン ユウジン カイ オクヤマ イイン				322-0065		鹿沼市上材木町2320				1		3		3		3		3		3		1		3		3		2		2				1		3		2		3		2		3		1		3		3		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		1		1		0		0

		否 ヒ		水沼医院 ミズヌマ イイン				321-0628		那須烏山市金井1-14-8				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		3				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		飯野医院				321-4539		真岡市長沼730-1				3		2		2		2		2		3		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		おおきこどもクリニック		0285-41-0025 		329-0207		小山市美しが丘3-35-3				1		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		宇都宮市子ども発達センター診療所 ウツノミヤシ コ ハッタツ シンリョウジョ		028-647-4720		320-0851		栃木県宇都宮市鶴田町970-1				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		その他：子ども発達センター内の療育を利用する児の診療所であるため タ コ ハッタツ ナイ リョウイク リヨウ ジ シンリョウジョ

		承諾 ショウダク		中川医院 ナカガワ イイン		0287-62-0040		325-0057		那須塩原市黒磯幸町6-27				3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		1		0		1		0

		否 ヒ		ももやこどもクリニック				321-0118		宇都宮市インターパーク3-6-1				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		1		0		0		0		0		0

		否 ヒ		阿久津医院 アクツ イイン				329-1226		高根沢町大谷176-1 タカネザワマチ オオタニ				1		1		2		2		2		3		2		2		3		3		3				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		1		0		0		0		1		0		0

		否 ヒ		伊保内診療所 イホ ナイ シンリョウジョ				327-0034		佐野市伊保内町3841-1				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		1		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		にじいろこども診療所 シンリョウジョ		0285-44-7716		329-0414		下野市小金井4-1-1				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		0		1		1		0

		否 ヒ		戸野塚内科医院 トノヅカ ナイカ イイン				323-0064		小山市下石塚471				3		3		3		3		3		1		1		1		1		3		1				3		3		3		3		3		1		1		1		1		3		1		3		3		4		0		0		1		0		0		1		1		1		0

		否 ヒ		賀川診療所 カガワ シンリョウジョ				326-0843		足利市五十部町1785				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		1		0		1		0		0

		承諾 ショウダク		豊郷台クリニック ユタカ ゴウ ダイ		028-643-8998		320-0003		宇都宮市豊郷台2-21-3		028-643-8998（FAX8999）		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1				1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		2		0		1		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		いとうこどもクリニック		0289-63-5566		322-0025		鹿沼市緑町2-2-29				1		1		3		3		2		2		3		2		2		3		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		0		0		1		1		0

		承諾 ショウダク		清原台こどもクリニック キヨハラ ダイ		028-305-6017		321-3223		宇都宮市清原台2-4-14				1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		その他：医師、看護師の増員 タ イシ カンゴシ ゾウイン

		否 ヒ		阿部医院				324-0032		大田原市佐久山2018 オオタワラシ サクヤマ		0287-28-0053（FAX0287-28-2112）		1		1		2		2		2		2		1		2		1		2		1				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		4		0		1		1		0		1		0		0		1		0

		否 ヒ		中元内科医院 ナカモト ナイカ イイン				328-0027		栃木市今泉町2-10-18				1		3		2		2		2		3		2		2		3		2		3				3		3		2		2		2		3		2		2		3		2		3		2		2		2		0		0		1		0		1		0		0		1		0		①重症心身障害者の重症度の程度問題　②家庭の受け入れ問題、経済的負担 ジュウショウ シンシン ショウガイシャ ジュウショウ ド テイド モンダイ カテイ ウ イ モンダイ ケイザイテキ フタン

		否 ヒ		布川小児科 フカワ ショウニ カ				322-0036		鹿沼市下田町2-1099				1		1		3		3		2		3		2		2		2		3		3				1		1		3		3		2		3		2		2		2		2		3		2		2		2		0		1		1		1		0		0		1		1		0

		否 ヒ		ちづかクリニック				328-0133		栃木市大森町445-4		0282-31-3750		3		3		3		3		2		3		2		2		2		2		3				3		3		3		3		2		3		2		2		2		2		3		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		多島医院 タジマ イイン				321-1524		日光市足尾町赤沢21-28				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		否 ヒ		篠崎内科クリニック シノザキ ナイカ				321-3223		宇都宮市清原台6-1-13				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		否 ヒ		和久医院 ワク イイン				321-3324		芳賀町西水沼119-1				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		否 ヒ		近藤クリニック コンドウ				321-0634		那須烏山市野上町637-2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		0		0		0		0		1		0		0

		否 ヒ		高根沢内科クリニック タカネザワ ナイカ				321-4305		真岡市荒町2-11-1				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		岡田こどもクリニック オカダ				327-0832		佐野市植上町1408-2				1		3		3		3		3		2		3		2		3		3		3				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		0		0		0		0		0		往診医療ができたらと考えていた時もありましたが、現在は物理的に困難で申し訳ありません
重心のお子さんの通院所と個別の相談で応じる可能性はあります オウシン イリョウ カンガ トキ ゲンザイ ブツリテキ コンナン モウ ワケ ジュウシン コ ツウイン ジョ コベツ ソウダン オウ カノウセイ

		否 ヒ		真岡メディカルクリニック モオカ				321-4305		真岡市荒町3-49-6				3		3		3		3		3		3		3		3				3		3				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		0		0		0		1		1		0

		否 ヒ		いしだ整形外科 セイケイ ゲカ				321-0912		宇都宮市石井町3236-1				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		山中クリニック ヤマナカ				327-0835		佐野市植下町2468				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		1		1		0		0		1		0		0

		否 ヒ		医療法人　寿幸会　吉野医院 イリョウ ホウジン コトブキ サチ カイ ヨシノ イイン				320-0014		宇都宮市大曽4-9-11				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		1		1		0		0		1		0		0

		否 ヒ		柳田産婦人科・小児科医院 ヤナギダ サンフジンカ ショウニカ イイン				321-4361		真岡市並木町4-5-3				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		0

		否 ヒ		石田消化器科・内科クリニック イシダ ショウカキ カ ナイカ				321-0216		壬生町壬生丁259-7				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		1		0		0		0		0		0

		否 ヒ		赤羽胃腸科・外科・肛門科医院 アカバネ イチョウカ ゲカ コウモンカ イイン				324-0052		大田原市城山2-5-29				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		医療法人　文仁会　扶桑医院 イリョウ ホウジン ブン ジン カイ フソウ イイン				323-0016		小山市扶桑1-2-1				1		3		3		3		2		2		3		2		3		3		3				3		3		3		2		2		2		3		2		3		2		3		2		2		2		0		0		1		1		0		0		1		1		0

		否 ヒ		馬場医院 ババ イイン				327-0043		佐野市君田町35				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		否 ヒ		井戸川クリニック イドガワ				326-0331		足利市福富町2096-1				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		0		0		1		0		0		0

		否 ヒ		鎌田浅香医院 カマタ アサカ イイン				324-0043		大田原市浅香3-3-9				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		0		1		0		0		0		0		0		0		高額医療はひかえています。悪質ととらえられますので!! コウガク イリョウ アクシツ

		否 ヒ		山門クリニック ヤマカド				328-0031		栃木市日の出町6-35				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		0		0		0		1		0

		否 ヒ		新村ファミリークリニック ニイムラ				328-0011		栃木市大宮町2120-11				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		宇都宮東部クリニック ウツノミヤ トウブ				321-3223		宇都宮市清原台5-14-19				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1

		否 ヒ		車田医院 クルマダ イイン				324-0242		大田原市大豆田457-24				3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3				3		3		3		3		3		0		2		2		3		3		3		2		2		2		0		0		1		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		にがみどう内科クリニック ナイカ				322-0003		鹿沼市仁神堂町351-26				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		松谷内科胃腸科クリニック マツヤ ナイカ イチョウカ				321-3304		芳賀町祖母井1708-17				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		1		0		0

		否 ヒ		まなか医院 イイン				329-1225		高根沢町石末２０９３－１０				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		植木医院 ウエキ イイン				329-2224		塩谷町金枝950				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		1		2		2		2		2		3		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		0		0		0		0		0

		否 ヒ		大岡医院 オオオカ イイン				320-0047		宇都宮市一の沢274-7				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		川野クリニック カワノ				329-1112		宇都宮市上田原町660-6				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		0		1		0

		否 ヒ		陣内医院 ジンナイ イイン				321-0225		壬生町本丸1-7-10		0282-82-0242		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		1		0

		否 ヒ		船越医院 フナコシ イイン				328-0111		栃木市都賀町家中5986-6				1		1		2		2		2		2		2		2		3		2		3				1		1		2		2		2		2		2		2		3		2		3		2		2		2		0		1		1		0		1		1		0		1		0

		否 ヒ		林クリニック ハヤシ				321-0158		宇都宮市西川田本町1-8-29				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		0		0		0		0		0

		否 ヒ		河島医院 カワシマ イイン				329-3436		那須郡那須町伊王野1503				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		松本内科医院 マツモト ナイカ イイン				321-0226		壬生町中央町6-37				3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		否 ヒ		佐藤医院 サトウ イイン				329-2728		栃木県那須塩原市西栄町7-16 ３２９－２７２８		0287-36-0147		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1

		否 ヒ		渡部医院 ワタナベ イイン				329-3153		那須塩原市大原間140-1 ナスシオバラ シ オオハラマ				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		宇都宮市保健センター ウツノミヤシ ホケン				321-0964		宇都宮市駅前通り1-4-6				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		0

		否 ヒ		川村医院 カワムラ イイン				321-2522		日光市鬼怒川温泉大原1396-20				1		1		3		1		3		1		3		2		3		3		3				3		3		3		3		3		3		2		2		3		3		3		2		2		2		0		0		1		0		0		1		1		0		0

		否 ヒ		ほうずみ整形外科内科小児科医院				320-0047		宇都宮市一の沢2-1-43				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		小島内科医院 コジマ ナイカ イイン				321-0168		宇都宮市東原町5-3				3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		1		0		0		0		0

		否 ヒ		那須高原クリニック ナス コウゲン				329-3131		那須塩原市唐杉31-2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		サンフラワークリニック				323-0808		小山市出井1936				3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		昌平町こどもクリニック ショウヘイ マチ				326-0813		足利市昌平町2368				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		①中心となる施設へ患者が訪問するように、移動手段・補助（人、お金）を考えるべき。どうしても動けない、動かせない人のみ専門職（医者以外）が訪問しIT技術等で必要に応じてセンター施設のスペシャリストと連絡し治療（入院‥）の判断をし実行する。
②既存の人・技術・施設を日曜大工的発想で組み合わせて、システムを構築することには賛成できない。現状をどうにかするための方策でなく、医療の公正（正義）を行うためにどうすべきかを考えるべきだと思う チュウシン シセツ カンジャ ホウモン イドウ シュダン ホジョ ヒト カネ カンガ ウゴ ウゴ ヒト センモン ショク イシャ イガイ ホウモン ギジュツナド ヒツヨウ オウ シセツ レンラク チリョウ ニュウイン ハンダン ジッコウ キゾン ヒト ギジュツ シセツ ニチヨウ ダイク テキ ハッソウ ク ア コウチク サンセイ ゲンジョウ ホウサク イリョウ コウセイ セイギ オコナ カンガ オモ

		否 ヒ		赤田診療所 アカダ シンリョウジョ				329-2743		那須塩原市南赤田321-1192				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		手塚内科 テヅカ ナイカ				321-0966		宇都宮市今泉3-12-12				3		3		2		2		2		2		2		2		1		3		3				3		3		2		2		2		2		2		2		3		3		3		2		2		2		0		1		1		0		1		0		1		0		0		今まで具体的な症例に会っていません イマ グタイテキ ショウレイ ア

		否 ヒ		板橋医院 イタバシ イイン				327-0803		佐野市犬伏新町1308-2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		1		1		0

		否 ヒ		倉増医院 クラ マ イイン				320-0856		宇都宮市砥上町675-1				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		その他：人材の確保 タ ジンザイ カクホ

		否 ヒ		もてぎの森メディカルプラザ				321-3541		茂木町烏生田下郷330				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		宮澤クリニック ミヤザワ				329-0412		下野市柴291-2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		金澤医院 カナザワ イイン				325-0052		那須塩原市中央町1-8				1		1		2		2		2		1		2		2		2		2		2				1		1		2		2		2		1		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		つるたfamilyクリニック				320-0857		宇都宮市鶴田1-17-23				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		フォレストサイドクリニック				321-0152		宇都宮市西川田6-6-17		028-684-2775		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		今野内科胃腸科医院 コンノ ナイカ イチョウカ イイン				321-0151		宇都宮市西川田町933-1		028-645-6121		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		1		1		1		0

		否 ヒ		小島原医院 コジマ ハラ イイン				329-1104		宇都宮市下岡本町4075				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		1		0

		否 ヒ		永田内科眼科医院 ナガタ ナイカ ガンカイ イン				321-0982		宇都宮市御幸ヶ原町136-9		028-662-6774		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		1		0

		否 ヒ		大栗医院 オオクリ イイン				320-0034		宇都宮市泉町1-27				3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1

		否 ヒ		星小児科医院 ホシ ショウニカ イイン				321-0346		宇都宮市下荒針町3588-2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		金子内科医院 カネコ ナイカ イイン				320-0032		宇都宮市昭和1-1-31				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		否 ヒ		石川医院 イシカワ イイン				322-0015		栃木県鹿沼市上石川1-319 ３２２－００１５		0289-76-3145		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		当方では特別養護老人ホームの嘱託医を兼ねておりますため、24時間体制での診察となっております。今回のアンケートに対しましては、オーバーワークにつき協力いたしかねます。 トウホウ トクベツ ヨウゴ ロウジン ショクタクイ カ ジカン タイセイ シンサツ コンカイ タイ キョウリョク

		否 ヒ		しみずファミリークリニック				321-0951		宇都宮市越戸3-15-27				1		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		0		0		0		0		0

		否 ヒ		岡医院 オカ イイン				321-1403		日光市下鉢石町997-1				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		1		1		0		そもそも開業の小児科医が少ないうえに、在宅医療をやっている小児科はほとんどいないのが現状。以前、在宅の重症心身障害児の訪問診療を頼まれて行ったことがあるが、大人の訪問診療と勝手が違う為、内科医にはハードルが高いと感じた。是非、近くの小児科の先生に少しでも取り組んでもらうしかないかと思います。 カイギョウ ショウニ カ イ スク ザイタク イリョウ ショウニカ ゲンジョウ イゼン ザイタク ジュウショウ シンシン ショウガイジ ホウモン シンリョウ タノ オコナ オトナ ホウモン シンリョウ カッテ チガ タメ ナイカ イ タカ カン ゼヒ チカ ショウニカ センセイ スコ ト ク オモ

		否 ヒ		風見診療所 カザミ シンリョウジョ				329-2335		塩谷町上平27				3		3		1		3		2		3		3		2		1		3		3				3		1		1		3		2		2		3		3		2		1		3		3		2		2		0		1		1		0		1		0		1		1		0

		否 ヒ		土谷医院 ツチヤ イイン				321-0136		宇都宮市みどり野町14-3				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		1		0

		否 ヒ		遠藤小児科 エンドウ ショウニカ				321-0982		宇都宮市御幸ヶ原町224-10				1		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		1		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		油布医院 ユフ イイン				321-0414		宇都宮市中里町175-8				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		1		0

		承諾 ショウダク		さいとう小児科 ショウニカ		0282-22-0757 		328-0015		栃木市万町30番16号		0282-22-0757		1		1		3		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		1		0

		承諾 ショウダク		冨塚メデｲカルクリニック		028-666-2555		321-2116		宇都宮市徳次郎町888				1		1		2		2		2		2		2		2		1		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0		なるべく協力したいが、現在当院副院長が体調悪く、休養中のため困難となっています。 キョウリョク ゲンザイ トウイン フクインチョウ タイチョウ ワル キュウヨウチュウ コンナン

		承諾 ショウダク		山浦内科医院		0284-21-6653 		326-0843		足利市五十部町1256-5				1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3				1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		4		1		1		1		0		0		0		1		0		0

		承諾 ショウダク		小倉医院		0282-82-0057		321-0227		壬生町通町10-5				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		承諾 ショウダク		飯岡小児科		0289-65-3257		322-0074		鹿沼市日吉町569-2				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		3				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		3		2		2		2		0		0		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		角田内科医院		0285-53-5665 		329-0511		下野市石橋549				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		1		1		1		1		1		0		0

		承諾 ショウダク		おかべこどもクリニック		0285-40-7300 		329-0433		下野市緑5-17-12				3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		くろばね齋藤醫院		0287-54-0031		324-0233		大田原市黒羽田町612				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		1		0

		承諾 ショウダク		立花医院		0287-72-0311		325-0003		那須郡那須町寺子乙3967-190				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		その他：スタッフの充実　　1～9すべて当てはまります タ ジュウジツ ア

		承諾 ショウダク		さいとうハート＆キッズクリニック		0287-53-7979		324-0043		大田原市浅香1-4-3				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		1		0

		承諾 ショウダク		小山すぎの木クリニック		0285-30-3456		323-0806		小山市中久喜1131-1				1		1		1		1		1		1		2		2		2		1		1				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		4		1		1		0		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		有村小児科医院		028-656-7207		321-0912		宇都宮市石井町3128-11		028-656-7207		1		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		1		0		1		1		0		無床の診療所の小児科医としては、急性疾患（特に感染症が多く）への対応が中心です。時間に追われています。予防接種については、時間枠をとって対応できます。一次診療についても、訪問看護との連携等があれば対応可能な場合があります。（例えば点滴投薬等）現時点では往診は無理ですが。 ムショウ シンリョウジョ ショウニ カ イ キュウセイ シッカン トク カンセンショウ オオ タイオウ チュウシン ジカン オ ヨボウ セッシュ ジカンワク タイオウ イチジ シンリョウ ホウモン カンゴ レンケイ トウ タイオウ カノウ バアイ タト テンテキ トウヤク ナド ゲンジテン オウシン ムリ

		承諾 ショウダク		吉永医院		0285-63-2303		321-3564		茂木町増井190-1				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		1		1		0		0		0

		承諾 ショウダク		あさかクリニック		0287-22-2601		324-0043		大田原市浅香3-3711				1		1		2		2		2		2		1		1		2		2		2				1		1		2		2		2		2		1		1		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		坪水医院		0283-62-0265		327-0312		佐野市栃本町2241				1		1		3		3		3		3		3		3		1		3		3				1		1		3		3		3		3		3		3		1		3		3		3		3		3		0		1		1		0		0		0		0		1		0		若い頃、町田市にある重度心身障害者の施設にボランティアで行き、足で書いたお手紙をもらって感動しました。何かのお役にたてればと思いますが、現在実態がよく分かりません。 ワカ コロ マチダシ ジュウド シンシン ショウガイシャ シセツ イ アシ カ テガミ カンドウ ナニ ヤク オモ ゲンザイ ジッタイ ワ

		承諾 ショウダク		こどもヶ丘診療所		028-615-1077		321-0151		宇都宮市西川田町183-21				1		1		3		3		3		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		1		0		1		1		0

		承諾 ショウダク		竹田内科小児科クリニック		0282-29-1233		328-0011		栃木市大宮町52番地		0282-29-1233		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		0		1		1		1		0		0		1		0

		承諾 ショウダク		すながクリニック		0284-44-7211		326-0015		足利市八椚町494-1　				1		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		1		1		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		片山医院		028-661-9764		321-0944		宇都宮市東峰町3008-21				1		1		2		2		2		1		2		2		2		2		2				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		4		0		1		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		稲毛クリニック		0283-25-2566		327-0103		佐野市石塚町893-1				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		1		1		1		1		1		その他：当クリニックでは勤務医での診療のみを行っており、重症心身障害児に対応できるシステムはととのっておらず、申し訳ありません。 タ トウ キンムイ シンリョウ オコナ ジュウショウ シンシン ショウガイジ タイオウ モウ ワケ

		承諾 ショウダク		小川こどもクリニック		0289-74-5421		322-0027		鹿沼市貝島町5006-2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		くさの小児科		0284-73-7000		326-0335		足利市上渋垂町338-3				3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		みやの杜クリニック　		028-683-7811		321-0904		宇都宮市陽東2-4-5				1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1				3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		1		0		0		1		0		0		1		0		0		0		Q2訪問診療のみ対応可 ホウモン シンリョウ タイオウ カ

		承諾 ショウダク		にいたに内科　		028-675-6515		329-1231		塩谷郡高根沢町宝石台 3-3-19				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1

		承諾 ショウダク		よこやま内科小児科クリニック		0282-24-8102		328-0075		栃木市箱森町38-70				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		さいとうクリニック		0287-39-1805		329-2724		那須塩原市西幸町7-13				1		1		3		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		0		0		0		0		1		その他：現在の診療所での診療との兼ね合いが困難であり、複数の医師や看護師が必要 タ ゲンザイ シンリョウジョ シンリョウ カ ア コンナン フクスウ イシ カンゴシ ヒツヨウ

		承諾 ショウダク		桜井消化器科・内科		028-643-0870		320-0073		宇都宮市細谷1-7-38				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		承諾 ショウダク		佐藤医院		0287-96-2841		324-0501		那須郡那珂川町小川2960-1				1		1		3		3		2		3		3		2		1		1		1				1		1		3		3		2		3		3		2		1		1		1		3		3		4		0		1		1		1		0		1		0		0		0

		承諾 ショウダク		大根田内科医院		028-624-6322		320-0072		宇都宮市若草3-4-22				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		0		0		0		0		0		0		0		当方の医師が高齢であり、しかもスタッフがそろっていないので在宅医療は無理なので、ましてや重症心身障害者においておやです。 トウホウ イシ コウレイ ザイタク イリョウ ムリ ジュウショウ シンシン ショウガイシャ

		承諾 ショウダク		医療法人　赤羽病院		028-661-5446		321-0904		宇都宮市陽東7-2-2				1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3				3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		2		2		2		0		1		1		1		0		0		1		0		0

		承諾 ショウダク		田井の里クリニック		0285-81-6502		321-4301		真岡市西田井内外748-2				1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2				3		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		みずぬまクリニック		0287-39-1581		329-2751		那須塩原市東三島2-80-6				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		その他：在宅医療をやっていないので現状は無理である タ ザイタク イリョウ ゲンジョウ ムリ

		承諾 ショウダク		キッズクリニックはせがわ		0283-27-0200		327-0843		佐野市堀米町3946-6				1		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		その他：時間的余裕 タ ジカンテキ ヨユウ

		承諾 ショウダク		小森谷内科医院		0282-43-7327		329-4404		栃木市大平町富田4003-8				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		熊倉医院		0282-55-8425		329-4316		下都賀郡岩舟町新里180-1				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		いちはらファミリークリニック		028-612-8350		321-0414		宇都宮市中里町322				3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3				3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		1		2		0		1		1		1		0		1		0		1		0

		承諾 ショウダク		かとう小児科 ショウニカ		0282-82-7576		321-0218		壬生町落合3-7-30		 		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		福田こどもクリニック		028-659-8850		320-0852		栃木県宇都宮市下砥上町1545-20				1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3				1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		2		2		2		0		1		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		てらもと小児科		028-650-6636		321-0975		宇都宮市関堀町971-6				1		1		3		2		2		3		3		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		0		小児科医としてはもっと積極的に協力しなければいけないと思いますが、現在の我診療所の状態では不可能なことが多く残念です。 ショウニ カ イ セッキョクテキ キョウリョク オモ ゲンザイ ワガ シンリョウジョ ジョウタイ フカノウ オオ ザンネン

		承諾 ショウダク		木村内科医院		0288-22-7880		321-1264		日光市瀬尾497-1				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		承諾 ショウダク		こばやしファミリークリニック		0283-85-9900		327-0311		佐野市多田町566				1		1		1		1		3		1		1		2		1		1		1				1		1		1		1		3		1		1		3		1		1		1		3		3		2		0		1		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		あいファミリィクリニック足利 アシカガ		0284-22-3788		329-4213		足利市寺岡町505-1				1		1		1		1		1		1		1		3		1		1		1				1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		1		0		1		0		0		0		0		1		0

		承諾 ショウダク		腰塚医院		0282-62-2072		323-1104		栃木市藤岡町藤岡1845-10				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		1		1		1		1		0

		承諾 ショウダク		桜井こどもクリニック		0282-24-5987		328-0034		栃木市本町16-9				1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		承諾 ショウダク		神鳥谷クリニック		0285-22-7700		323-0827		小山市神鳥谷1-19-1		 		2		2		2		2		2		2		2		2		1		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		持田医院		0282-67-3661		329-0319		栃木市藤岡町中根115-5				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		4		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		田村医院		0282-43-3368		329-4423		栃木市大平町西水代1835-1				1		1		1		1		1		1		1		2		1		1		1				1		1		1		1		1		1		1		2		1		1		1		3		1		4		1		1		1		1		1		1		1		1		0		Q5.訪問看護、訪問リハビリテーションを利用 ホウモン カンゴ ホウモン リヨウ

		承諾 ショウダク		大橋内科クリニック		0282-82-8522		321-0219		壬生町福和田1003-1				1		1		2		2		2		3		2		2		2		2		3				1		1		2		2		2		3		2		2		2		2		3		3		3		2		0		1		1		0		0		0		0		1		0

		承諾 ショウダク		てらだファミリークリニック		028-654-2188		321-0132		宇都宮市雀の宮5-5-1				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		1		1		1		1		0

		承諾 ショウダク		あおい内科小児科ｸﾘﾆｯｸ		028-663-6000		321-0973		宇都宮市岩曽町1086-1				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		1		1		1		その他：往診時間の確保ができること タ オウシン ジカン カクホ

		承諾 ショウダク		飯塚医院		0287-92-2034		324-0613		那須郡那珂川町馬頭484-3				1		1		2		2		2		2		2		2		1		2		1				1		1		2		2		2		2		2		2		1		2		1		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		0

		承諾 ショウダク		やの小児科医院		0285-56-0280		329-0611		河内郡上三川町上三川3446-3				1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3				1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		2		2		2		0		1		1		1		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		仲嶋医院		028-681-7755		329-1311		さくら市氏家3245-17				3		3		3		3		2		3		3		3		3		2		3				3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		2		3		2		1		1		1		1		1		1		1		0		0		成人（18才以上）を対象に回答しました セイジン サイ イジョウ タイショウ カイトウ

		承諾 ショウダク		小林診療所		0285-82-3873		321-4369		真岡市熊倉3-10-7				1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		1				1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		1		2		2		2		0		1		0		0		0		1		0		0		0

		承諾 ショウダク		西真岡こどもクリニック		0285-81-7900		321-4341		真岡市高勢町3-205-1				1		1		1		3		1		1		1		1		1		3		3				1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		その他：現在おこなっています タ ゲンザイ

		承諾 ショウダク		鈴木医院		0285-72-2032		321-4217		益子町益子1747-2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		承諾 ショウダク		緑の屋根診療所		0283-20-2577		327-0843		佐野市堀米町1348-5				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		0		0		1		0		1		0		1		0		0		地域の社会資源が少ない。マンパワー不足 チイキ シャカイ シゲン スク ブソク

		承諾 ショウダク		ひがのクリニック		0285-74-0051 		321-4521		真岡市久下田941-1				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		豊郷中央渡辺内科　		028-622-8900		320-0004		宇都宮市長岡町1217-5				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		1				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		1		0		0

		承諾 ショウダク		きくちクリニック		028-683-3387		321-0903		宇都宮市下平出町614-2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		0		0

		承諾 ショウダク		サンレディースクリニック		0282-24-3541		328-0024		栃木市樋ノ口町504-1				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		医療法人　亀田内科		028-633-2884		320-0812		宇都宮市一番町1-28				1		1		1		2		2		1		2		2		2		2		1				1		1		1		2		2		1		2		2		2		2		1		3		3		3		0		0		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		越戸クリニック		028-660-6190		321-0951		宇都宮市越戸町139-6				1		1		2		2		2		3		2		2		2		2		3				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		佐藤内科		0285-53-1305		329-0511		下野市石橋839-14				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		承諾 ショウダク		グリムこどもクリニック		0285-51-1515		329-0502		下野市下古山2-6-17				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		事前連絡の上での一次診療、予防接種ですので、申し訳ありません。 ジゼン レンラク ウエ イチジ シンリョウ ヨボウ セッシュ モウ ワケ

		承諾 ショウダク		吉原医院		0288-21-0161		321-1261		日光市今市826-4				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		1		1		1		その他：設備 タ セツビ

		承諾 ショウダク		梅園医院		028-633-2869		320-0035		宇都宮市伝馬町3-28				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		1		0		0

		承諾 ショウダク		森田医院		028-633-1573		320-0861		宇都宮市西3-5-8				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		鈴木内科クリニック		028-655-1229		321-0139		宇都宮市若松原2-4-19				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		その他：24時間対応が必要となると考えますが、当院診療時間内の往診は難しいと考えます。 タ ジカン タイオウ ヒツヨウ カンガ トウイン シンリョウ ジカン ナイ オウシン ムズカ カンガ

		承諾 ショウダク		小松医院		0289-60-5515		322-0064		鹿沼市文化橋町2300-1				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		1		0		0		1		0



														1.医療ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する外来診療について、以下の医療行為に対応できますか。 イリョウ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ガイライ シンリョウ イカ イリョウ コウイ タイオウ																								2.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する往診及び訪問診療について、以下の医療行為に対応できますか イリョウテキ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ オウシン オヨ ホウモン シンリョウ イカ イリョウ コウイ タイオウ

														予防接種 ヨボウ セッシュ		一次診療
（経過観察、栄養観察を含む） イチジ シンリョウ ケイカ カンサツ エイヨウ カンサツ フク		経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ		経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ		中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ		酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ		気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ		人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ		尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ		人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ		褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ				予防接種 ヨボウ セッシュ		一次診療
（経過観察、栄養観察を含む） イチジ シンリョウ ケイカ カンサツ エイヨウ カンサツ フク		経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ		経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ		中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ		酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ		気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ		人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ		尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ		人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ		褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ

										1		できる		83		57		12		9		7		13		11		6		17		8		16		できる		39		29		8		6		5		9		9		6		10		7		12

										2		できない		55		80		127		134		142		130		136		146		131		137		124		できない		102		115		141		143		148		140		144		148		140		145		134

										3		要相談 ヨウ ソウダン		27		28		26		22		16		22		18		13		16		20		25		要相談 ヨウ ソウダン		24		21		16		16		12		15		12		11		15		13		19

																																																														0

														3.24時間、重症心身障害児（18歳未満）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイジ サイ ミマン イリョウ タイオウ

										1		できる		1

										2		できない		150

										3		要相談 ヨウ ソウダン		14



														4.24時間、重症心身障害者（18歳以上）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイシャ サイ イジョウ イリョウ タイオウ

										1		できる		3

										2		できない		150

										3		要相談 ヨウ ソウダン		12



														5.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する訪問リハビリてーションを提供していますか イリョウテキ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ホウモン テイキョウ

										1		提供している テイキョウ		1

										2		提供していない テイキョウ		152

										3		提供していないが対応は可能 テイキョウ タイオウ カノウ		4

										4		要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン		8



														6.重症心身障害児（者）在宅医療に対応できるようになるための条件はなんですか

										1		診療報酬の点数が増えること シンリョウ ホウシュウ テンスウ フ		24

										2		訪問看護尾の連携 ホウモン カンゴ オ レンケイ		73

										3		病院との連携 ビョウイン レンケイ		90

										4		在宅療養支援診療所と小児科医との
グループ診療 ザイタク リョウヨウ シエン シンリョウジョ ショウニ カ イ シンリョウ		43

										5		在宅療養支援診療所に助言や
相談を求めることができること ザイタク リョウヨウ シエン シンリョウジョ ジョゲン ソウダン モト		28

										6		小児科医に助言や相談を求めることができること ショウニ カ イ ジョゲン ソウダン モト		26

										7		経験のある医師がいること ケイケン イシ		62

										8		研修などの自己のスキルアップ ケンシュウ ジコ		47

										9		その他 タ		21



できる	予防接種	一次診療	
（経過観察、栄養観察を含む）	経鼻経管栄養の管理	経皮経管栄養の管理	
（胃ろう）	中心静脈栄養の管理	酸素療法の管理	気管切開の管理	人工呼吸器の管理	尿道留置カテーテル	
の管理	人工肛門の管理	褥瘡の管理	83	57	12	9	7	13	11	6	17	8	16	できない	予防接種	一次診療	
（経過観察、栄養観察を含む）	経鼻経管栄養の管理	経皮経管栄養の管理	
（胃ろう）	中心静脈栄養の管理	酸素療法の管理	気管切開の管理	人工呼吸器の管理	尿道留置カテーテル	
の管理	人工肛門の管理	褥瘡の管理	55	80	127	134	142	130	136	146	131	137	124	要相談	予防接種	一次診療	
（経過観察、栄養観察を含む）	経鼻経管栄養の管理	経皮経管栄養の管理	
（胃ろう）	中心静脈栄養の管理	酸素療法の管理	気管切開の管理	人工呼吸器の管理	尿道留置カテーテル	
の管理	人工肛門の管理	褥瘡の管理	27	28	26	22	16	22	18	13	16	20	25	3.24時間、重症心身障害児（18歳未満）の医療に対応ができますか	できる	できない	要相談	1	150	14	4.24時間、重症心身障害者（18歳以上）の医療に対応ができますか	できる	できない	要相談	3	150	12	5.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する訪問リハビリてーションを提供していますか	提供している	提供していない	提供していないが対応は可能	要相談（条件による）	1	152	4	8	6.重症心身障害児（者）在宅医療に対応できるようになるための条件はなんですか	診療報酬の点数が増えること	訪問看護尾の連携	病院との連携	在宅療養支援診療所と小児科医との	
グループ診療	在宅療養支援診療所に助言や	
相談を求めることができること	小児科医に助言や相談を求めることができること	経験のある医師がいること	研修などの自己のスキルアップ	その他	24	73	90	43	28	26	62	47	21	できる	予防接種	一次診療	
（経過観察、栄養観察を含む）	経鼻経管栄養の管理	経皮経管栄養の管理	
（胃ろう）	中心静脈栄養の管理	酸素療法の管理	気管切開の管理	人工呼吸器の管理	尿道留置カテーテル	
の管理	人工肛門の管理	褥瘡の管理	39	29	8	6	5	9	9	6	10	7	12	できない	予防接種	一次診療	
（経過観察、栄養観察を含む）	経鼻経管栄養の管理	経皮経管栄養の管理	
（胃ろう）	中心静脈栄養の管理	酸素療法の管理	気管切開の管理	人工呼吸器の管理	尿道留置カテーテル	
の管理	人工肛門の管理	褥瘡の管理	102	115	141	143	148	140	144	148	140	145	134	要相談	予防接種	一次診療	
（経過観察、栄養観察を含む）	経鼻経管栄養の管理	経皮経管栄養の管理	
（胃ろう）	中心静脈栄養の管理	酸素療法の管理	気管切開の管理	人工呼吸器の管理	尿道留置カテーテル	
の管理	人工肛門の管理	褥瘡の管理	24	21	16	16	12	15	12	11	15	13	19	

診療所 (記述)

		Ｑ１		1.医療ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する外来診療について、以下の医療行為に対応できますか。 イリョウ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ガイライ シンリョウ イカ イリョウ コウイ タイオウ

				Ｑ1-1

				Ｑ1-2

				Ｑ1-3

				Ｑ1-4

				Ｑ1-5

				Ｑ1-6

				Ｑ1-7

				Ｑ1-8

				Ｑ1-9

				Ｑ1-10

				Ｑ1-11

		Ｑ２		2.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する往診及び訪問診療について、以下の医療行為に対応できますか イリョウテキ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ オウシン オヨ ホウモン シンリョウ イカ イリョウ コウイ タイオウ

				Ｑ2-1

				Ｑ2-2

				Ｑ2-3

				Ｑ2-4

				Ｑ2-5

				Ｑ2-6

				Ｑ2-7

				Ｑ2-8

				Ｑ2-9

				Ｑ2-10

				Ｑ2-11

		Ｑ3		3.24時間、重症心身障害児（18歳未満）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイジ サイ ミマン イリョウ タイオウ

				Ｑ3-1

				Ｑ3-2

				Ｑ3-3

		Ｑ4		4.24時間、重症心身障害者（18歳以上）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイシャ サイ イジョウ イリョウ タイオウ

				Ｑ4-1

				Ｑ4-2

				Ｑ4-3

		Ｑ5		5.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する訪問リハビリてーションを提供していますか イリョウテキ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ホウモン テイキョウ

				Ｑ5-1

				Ｑ5-2

				Ｑ5-3

				Ｑ5-4

		Ｑ6		6.重症心身障害児（者）在宅医療に対応できるようになるための条件はなんですか ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ ザイタク イリョウ タイオウ ジョウケン

				Ｑ6-1

				Ｑ6-2

				Ｑ6-3

				Ｑ6-4

				Ｑ6-5

				Ｑ6-6

				Ｑ6-7

				Ｑ6-8

				Ｑ6-9

		Ｑ7		7.重症心身障害児（者）の方に対する医療、在宅生活等についてお気づきのことなど、ご自由にお書きください ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ カタ タイ イリョウ ザイタク セイカツ ナド キ ジユウ カ



		承諾可否 ショウダク カヒ		診療所名 シンリョウジョ メイ		電話番号 デンワ バンゴウ		郵便番号 ユウビンバンゴウ		所在地 ショザイチ		電話番号 デンワ バンゴウ		Ｑ7重症心身障害児（者）の方に対する医療、在宅生活等についてお気づきのことなど、ご自由にお書きください

		承諾 ショウダク		深谷医院 フカヤ イイン		0285-75-0007 		321-4502		真岡市物井1268-7

		承諾 ショウダク		かしま産婦人科 サンフジンカ		0284-65-0341		326-0844		足利市鹿島町501-1				婦人科疾患（不正性器出血/帯下/外陰掻痒等）については外来対応させて頂いております フジンカ シッカン フセイ セイキ シュッケツ タイゲ ガイイン カ カユ ナド ガイライ タイオウ イタダ

		承諾 ショウダク		おおきこどもクリニック		0285-41-0025 		329-0207		小山市美しが丘3-35-3

		承諾 ショウダク		宇都宮市子ども発達センター診療所 ウツノミヤシ コ ハッタツ シンリョウジョ		028-647-4720		320-0851		栃木県宇都宮市鶴田町970-1				その他：子ども発達センター内の療育を利用する児の診療所であるため タ コ ハッタツ ナイ リョウイク リヨウ ジ シンリョウジョ

		承諾 ショウダク		中川医院 ナカガワ イイン		0287-62-0040		325-0057		那須塩原市黒磯幸町6-27

		承諾 ショウダク		にじいろこども診療所 シンリョウジョ		0285-44-7716		329-0414		下野市小金井4-1-1

		承諾 ショウダク		豊郷台クリニック ユタカ ゴウ ダイ		028-643-8998		320-0003		宇都宮市豊郷台2-21-3		028-643-8998（FAX8999）

		承諾 ショウダク		いとうこどもクリニック		0289-63-5566		322-0025		鹿沼市緑町2-2-29

		承諾 ショウダク		清原台こどもクリニック キヨハラ ダイ		028-305-6017		321-3223		宇都宮市清原台2-4-14				その他：医師、看護師の増員 タ イシ カンゴシ ゾウイン

		承諾 ショウダク		さいとう小児科 ショウニカ		0282-22-0757 		328-0015		栃木市万町30番16号		0282-22-0757

		承諾 ショウダク		冨塚メデｲカルクリニック		028-666-2555		321-2116		宇都宮市徳次郎町888				なるべく協力したいが、現在当院副院長が体調悪く、休養中のため困難となっています。 キョウリョク ゲンザイ トウイン フクインチョウ タイチョウ ワル キュウヨウチュウ コンナン

		承諾 ショウダク		山浦内科医院		0284-21-6653 		326-0843		足利市五十部町1256-5

		承諾 ショウダク		小倉医院		0282-82-0057		321-0227		壬生町通町10-5

		承諾 ショウダク		飯岡小児科		0289-65-3257		322-0074		鹿沼市日吉町569-2

		承諾 ショウダク		角田内科医院		0285-53-5665 		329-0511		下野市石橋549

		承諾 ショウダク		おかべこどもクリニック		0285-40-7300 		329-0433		下野市緑5-17-12

		承諾 ショウダク		くろばね齋藤醫院		0287-54-0031		324-0233		大田原市黒羽田町612

		承諾 ショウダク		立花医院		0287-72-0311		325-0003		那須郡那須町寺子乙3967-190				その他：スタッフの充実　　1～9すべて当てはまります タ ジュウジツ ア

		承諾 ショウダク		さいとうハート＆キッズクリニック		0287-53-7979		324-0043		大田原市浅香1-4-3

		承諾 ショウダク		小山すぎの木クリニック		0285-30-3456		323-0806		小山市中久喜1131-1

		承諾 ショウダク		有村小児科医院		028-656-7207		321-0912		宇都宮市石井町3128-11		028-656-7207		無床の診療所の小児科医としては、急性疾患（特に感染症が多く）への対応が中心です。時間に追われています。予防接種については、時間枠をとって対応できます。一次診療についても、訪問看護との連携等があれば対応可能な場合があります。（例えば点滴投薬等）現時点では往診は無理ですが。 ムショウ シンリョウジョ ショウニ カ イ キュウセイ シッカン トク カンセンショウ オオ タイオウ チュウシン ジカン オ ヨボウ セッシュ ジカンワク タイオウ イチジ シンリョウ ホウモン カンゴ レンケイ トウ タイオウ カノウ バアイ タト テンテキ トウヤク ナド ゲンジテン オウシン ムリ

		承諾 ショウダク		吉永医院		0285-63-2303		321-3564		茂木町増井190-1

		承諾 ショウダク		あさかクリニック		0287-22-2601		324-0043		大田原市浅香3-3711

		承諾 ショウダク		坪水医院		0283-62-0265		327-0312		佐野市栃本町2241				若い頃、町田市にある重度心身障害者の施設にボランティアで行き、足で書いたお手紙をもらって感動しました。何かのお役にたてればと思いますが、現在実態がよく分かりません。 ワカ コロ マチダシ ジュウド シンシン ショウガイシャ シセツ イ アシ カ テガミ カンドウ ナニ ヤク オモ ゲンザイ ジッタイ ワ

		承諾 ショウダク		こどもヶ丘診療所		028-615-1077		321-0151		宇都宮市西川田町183-21

		承諾 ショウダク		竹田内科小児科クリニック		0282-29-1233		328-0011		栃木市大宮町52番地		0282-29-1233

		承諾 ショウダク		すながクリニック		0284-44-7211		326-0015		足利市八椚町494-1　

		承諾 ショウダク		片山医院		028-661-9764		321-0944		宇都宮市東峰町3008-21

		承諾 ショウダク		稲毛クリニック		0283-25-2566		327-0103		佐野市石塚町893-1				その他：当クリニックでは勤務医での診療のみを行っており、重症心身障害児に対応できるシステムはととのっておらず、申し訳ありません。 タ トウ キンムイ シンリョウ オコナ ジュウショウ シンシン ショウガイジ タイオウ モウ ワケ

		承諾 ショウダク		小川こどもクリニック		0289-74-5421		322-0027		鹿沼市貝島町5006-2

		承諾 ショウダク		くさの小児科		0284-73-7000		326-0335		足利市上渋垂町338-3

		承諾 ショウダク		みやの杜クリニック　		028-683-7811		321-0904		宇都宮市陽東2-4-5				Q2訪問診療のみ対応可 ホウモン シンリョウ タイオウ カ

		承諾 ショウダク		にいたに内科　		028-675-6515		329-1231		塩谷郡高根沢町宝石台 3-3-19

		承諾 ショウダク		よこやま内科小児科クリニック		0282-24-8102		328-0075		栃木市箱森町38-70

		承諾 ショウダク		さいとうクリニック		0287-39-1805		329-2724		那須塩原市西幸町7-13				その他：現在の診療所での診療との兼ね合いが困難であり、複数の医師や看護師が必要 タ ゲンザイ シンリョウジョ シンリョウ カ ア コンナン フクスウ イシ カンゴシ ヒツヨウ

		承諾 ショウダク		桜井消化器科・内科		028-643-0870		320-0073		宇都宮市細谷1-7-38

		承諾 ショウダク		佐藤医院		0287-96-2841		324-0501		那須郡那珂川町小川2960-1

		承諾 ショウダク		大根田内科医院		028-624-6322		320-0072		宇都宮市若草3-4-22				当方の医師が高齢であり、しかもスタッフがそろっていないので在宅医療は無理なので、ましてや重症心身障害者においておやです。 トウホウ イシ コウレイ ザイタク イリョウ ムリ ジュウショウ シンシン ショウガイシャ

		承諾 ショウダク		医療法人　赤羽病院		028-661-5446		321-0904		宇都宮市陽東7-2-2

		承諾 ショウダク		田井の里クリニック		0285-81-6502		321-4301		真岡市西田井内外748-2

		承諾 ショウダク		みずぬまクリニック		0287-39-1581		329-2751		那須塩原市東三島2-80-6				その他：在宅医療をやっていないので現状は無理である タ ザイタク イリョウ ゲンジョウ ムリ

		承諾 ショウダク		キッズクリニックはせがわ		0283-27-0200		327-0843		佐野市堀米町3946-6				その他：時間的余裕 タ ジカンテキ ヨユウ

		承諾 ショウダク		小森谷内科医院		0282-43-7327		329-4404		栃木市大平町富田4003-8

		承諾 ショウダク		熊倉医院		0282-55-8425		329-4316		下都賀郡岩舟町新里180-1

		承諾 ショウダク		いちはらファミリークリニック		028-612-8350		321-0414		宇都宮市中里町322

		承諾 ショウダク		かとう小児科 ショウニカ		0282-82-7576		321-0218		壬生町落合3-7-30		 

		承諾 ショウダク		福田こどもクリニック		028-659-8850		320-0852		栃木県宇都宮市下砥上町1545-20

		承諾 ショウダク		てらもと小児科		028-650-6636		321-0975		宇都宮市関堀町971-6				小児科医としてはもっと積極的に協力しなければいけないと思いますが、現在の我診療所の状態では不可能なことが多く残念です。 ショウニ カ イ セッキョクテキ キョウリョク オモ ゲンザイ ワガ シンリョウジョ ジョウタイ フカノウ オオ ザンネン

		承諾 ショウダク		木村内科医院		0288-22-7880		321-1264		日光市瀬尾497-1

		承諾 ショウダク		こばやしファミリークリニック		0283-85-9900		327-0311		佐野市多田町566

		承諾 ショウダク		あいファミリィクリニック足利 アシカガ		0284-22-3788		329-4213		足利市寺岡町505-1

		承諾 ショウダク		腰塚医院		0282-62-2072		323-1104		栃木市藤岡町藤岡1845-10

		承諾 ショウダク		桜井こどもクリニック		0282-24-5987		328-0034		栃木市本町16-9

		承諾 ショウダク		神鳥谷クリニック		0285-22-7700		323-0827		小山市神鳥谷1-19-1		 

		承諾 ショウダク		持田医院		0282-67-3661		329-0319		栃木市藤岡町中根115-5

		承諾 ショウダク		田村医院		0282-43-3368		329-4423		栃木市大平町西水代1835-1				Q5.訪問看護、訪問リハビリテーションを利用 ホウモン カンゴ ホウモン リヨウ

		承諾 ショウダク		大橋内科クリニック		0282-82-8522		321-0219		壬生町福和田1003-1

		承諾 ショウダク		てらだファミリークリニック		028-654-2188		321-0132		宇都宮市雀の宮5-5-1

		承諾 ショウダク		あおい内科小児科ｸﾘﾆｯｸ		028-663-6000		321-0973		宇都宮市岩曽町1086-1				その他：往診時間の確保ができること タ オウシン ジカン カクホ

		承諾 ショウダク		飯塚医院		0287-92-2034		324-0613		那須郡那珂川町馬頭484-3

		承諾 ショウダク		やの小児科医院		0285-56-0280		329-0611		河内郡上三川町上三川3446-3

		承諾 ショウダク		仲嶋医院		028-681-7755		329-1311		さくら市氏家3245-17				成人（18才以上）を対象に回答しました セイジン サイ イジョウ タイショウ カイトウ

		承諾 ショウダク		小林診療所		0285-82-3873		321-4369		真岡市熊倉3-10-7

		承諾 ショウダク		西真岡こどもクリニック		0285-81-7900		321-4341		真岡市高勢町3-205-1				その他：現在おこなっています タ ゲンザイ

		承諾 ショウダク		鈴木医院		0285-72-2032		321-4217		益子町益子1747-2

		承諾 ショウダク		緑の屋根診療所		0283-20-2577		327-0843		佐野市堀米町1348-5				地域の社会資源が少ない。マンパワー不足 チイキ シャカイ シゲン スク ブソク

		承諾 ショウダク		ひがのクリニック		0285-74-0051 		321-4521		真岡市久下田941-1

		承諾 ショウダク		豊郷中央渡辺内科　		028-622-8900		320-0004		宇都宮市長岡町1217-5

		承諾 ショウダク		きくちクリニック		028-683-3387		321-0903		宇都宮市下平出町614-2

		承諾 ショウダク		サンレディースクリニック		0282-24-3541		328-0024		栃木市樋ノ口町504-1

		承諾 ショウダク		医療法人　亀田内科		028-633-2884		320-0812		宇都宮市一番町1-28

		承諾 ショウダク		越戸クリニック		028-660-6190		321-0951		宇都宮市越戸町139-6

		承諾 ショウダク		佐藤内科		0285-53-1305		329-0511		下野市石橋839-14

		承諾 ショウダク		グリムこどもクリニック		0285-51-1515		329-0502		下野市下古山2-6-17				事前連絡の上での一次診療、予防接種ですので、申し訳ありません。 ジゼン レンラク ウエ イチジ シンリョウ ヨボウ セッシュ モウ ワケ

		承諾 ショウダク		吉原医院		0288-21-0161		321-1261		日光市今市826-4				その他：設備 タ セツビ

		承諾 ショウダク		梅園医院		028-633-2869		320-0035		宇都宮市伝馬町3-28

		承諾 ショウダク		森田医院		028-633-1573		320-0861		宇都宮市西3-5-8

		承諾 ショウダク		鈴木内科クリニック		028-655-1229		321-0139		宇都宮市若松原2-4-19				その他：24時間対応が必要となると考えますが、当院診療時間内の往診は難しいと考えます。 タ ジカン タイオウ ヒツヨウ カンガ トウイン シンリョウ ジカン ナイ オウシン ムズカ カンガ

		承諾 ショウダク		小松医院		0289-60-5515		322-0064		鹿沼市文化橋町2300-1







										1		できる

										2		できない

										3		要相談 ヨウ ソウダン





										1		できる

										2		できない

										3		要相談 ヨウ ソウダン





										1		できる

										2		できない

										3		要相談 ヨウ ソウダン





										1		提供している テイキョウ

										2		提供していない テイキョウ

										3		提供していないが対応は可能 テイキョウ タイオウ カノウ

										4		要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン





										1		診療報酬の点数が増えること シンリョウ ホウシュウ テンスウ フ

										2		訪問看護尾の連携 ホウモン カンゴ オ レンケイ

										3		病院との連携 ビョウイン レンケイ

										4		在宅療養支援診療所と小児科医とのグループ診療 ザイタク リョウヨウ シエン シンリョウジョ ショウニ カ イ シンリョウ

										5		在宅療養支援診療所に助言や相談を求めることができること ザイタク リョウヨウ シエン シンリョウジョ ジョゲン ソウダン モト

										6		小児科医に助言や相談を求めることができること ショウニ カ イ ジョゲン ソウダン モト

										7		経験のある医師がいること ケイケン イシ

										8		研修などの自己のスキルアップ ケンシュウ ジコ

										9		その他 タ



1	#REF!	

病院

		Ｑ１		1.医療ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する外来診療について、以下の医療行為に対応できますか。 イリョウ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ガイライ シンリョウ イカ イリョウ コウイ タイオウ						1.医療ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する外来診療について、以下の医療行為に対応できますか。 イリョウ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ガイライ シンリョウ イカ イリョウ コウイ タイオウ

				Ｑ1-1						Ｑ1-1		予防接種 ヨボウ セッシュ

				Ｑ1-2						Ｑ1-2		一次診療
（経過観察、栄養観察を含む） イチジ シンリョウ ケイカ カンサツ エイヨウ カンサツ フク

				Ｑ1-3						Ｑ1-3		経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ

				Ｑ1-4						Ｑ1-4		経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ

				Ｑ1-5						Ｑ1-5		中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ

				Ｑ1-6						Ｑ1-6		酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ

				Ｑ1-7						Ｑ1-7		気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ

				Ｑ1-8						Ｑ1-8		人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ

				Ｑ1-9						Ｑ1-9		尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ

				Ｑ1-10						Ｑ1-10		人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ

				Ｑ1-11						Ｑ1-11		褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ

		Ｑ２		2.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する往診及び訪問診療について、以下の医療行為に対応できますか イリョウテキ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ オウシン オヨ ホウモン シンリョウ イカ イリョウ コウイ タイオウ						2.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する往診及び訪問診療について、以下の医療行為に対応できますか イリョウテキ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ オウシン オヨ ホウモン シンリョウ イカ イリョウ コウイ タイオウ

				Ｑ2-1						Ｑ2-1		予防接種 ヨボウ セッシュ

				Ｑ2-2						Ｑ2-2		経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ

				Ｑ2-3						Ｑ2-3		経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ

				Ｑ2-4						Ｑ2-4		中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ

				Ｑ2-5						Ｑ2-5		酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ

				Ｑ2-6						Ｑ2-6		気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ

				Ｑ2-7						Ｑ2-7		人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ

				Ｑ2-8						Ｑ2-8		尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ

				Ｑ2-9						Ｑ2-9		人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ

				Ｑ2-10						Ｑ2-10		褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ

		Ｑ3		3.24時間、重症心身障害児（18歳未満）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイジ サイ ミマン イリョウ タイオウ						3.24時間、重症心身障害児（18歳未満）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイジ サイ ミマン イリョウ タイオウ

				Ｑ3-1						Ｑ3-1		できる

				Ｑ3-2						Ｑ3-2		できない

				Ｑ3-3						Ｑ3-3		要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン

		Ｑ4		4.24時間、重症心身障害者（18歳以上）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイシャ サイ イジョウ イリョウ タイオウ						4.24時間、重症心身障害者（18歳以上）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイシャ サイ イジョウ イリョウ タイオウ

				Ｑ4-1						Ｑ4-1		できる

				Ｑ4-2						Ｑ4-2		できない

				Ｑ4-3						Ｑ4-3		要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン

		Ｑ5		5.重症心身障害児（者）のレスパイト入院に対応できますか ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ ニュウイン タイオウ						5.重症心身障害児（者）のレスパイト入院に対応できますか ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ ニュウイン タイオウ

				Ｑ5-1						Ｑ5-1		できる

				Ｑ5-2						Ｑ5-2		できない

				Ｑ5-3						Ｑ5-3		要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン

		Ｑ6		6.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する訪問リハビリテーションを提供していますか イリョウテキ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ホウモン テイキョウ						6.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する訪問リハビリテーションを提供していますか イリョウテキ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ホウモン テイキョウ

				Ｑ6-1						Ｑ6-1		提供している テイキョウ

				Ｑ6-2						Ｑ6-2		提供していない テイキョウ

				Ｑ6-3						Ｑ6-3		提供していないが対応は可能 テイキョウ タイオウ カノウ

				Ｑ6-4						Ｑ6-4		要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン

		Ｑ7		7.平成26年度において、以下における長期入院児（6ヶ月以上）の患者数は何名ですか（「原疾患」及び「長期入院理由」について、複数の理由がある場合は、主な理由を選んでください） ヘイセイ ネンド イカ チョウキ ニュウイン ジ ゲツイジョウ カンジャスウ ナンメイ ゲンシッカン オヨ チョウキ ニュウイン リユウ フクスウ リユウ バアイ オモ リユウ エラ						7.平成26年度において、以下における長期入院児（6ヶ月以上）の患者数は何名ですか（「原疾患」及び「長期入院理由」について、複数の理由がある場合は、主な理由を選んでください） ヘイセイ ネンド イカ チョウキ ニュウイン ジ ゲツイジョウ カンジャスウ ナンメイ ゲンシッカン オヨ チョウキ ニュウイン リユウ フクスウ リユウ バアイ オモ リユウ エラ

				※個別シートにて対応 コベツ タイオウ						※個別シートにて対応 コベツ タイオウ

		Q8		8.重症心身障害児（者）に対する相談窓口はありますか ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ソウダン マドグチ

										1		ある

										2		ない

		Q9		9.重症心身障害児（者）の方に対する医療、在宅生活等についてお気づきのことなど、ご自由にお書きください。 ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ カタ タイ イリョウ ザイタク セイカツ ナド キ ジユウ カ

		承諾可否 ショウダク カヒ		診療所名 シンリョウジョ メイ		電話番号 デンワ バンゴウ		郵便番号 ユウビンバンゴウ		所在地 ショザイチ		Ｑ1.医療ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する外来診療について、以下の医療行為に対応できますか																						Ｑ２医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する往診及び訪問診療について、以下の医療行為に対応できますか																				Ｑ3		Ｑ4		Ｑ5		Q6		Ｑ7		8.重症心身障害児（者）に対する相談窓口はありますか										Q9

												予防接種 ヨボウ セッシュ		一次診療
（経過観察、栄養観察を含む） イチジ シンリョウ ケイカ カンサツ エイヨウ カンサツ フク		経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ		経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ		中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ		酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ		気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ		人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ		尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ		人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ		褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ		予防接種 ヨボウ セッシュ		経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ		経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ		中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ		酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ		気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ		人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ		尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ		人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ		褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ												有無 ウム		部署名・職名 ブショ メイ ショクメイ		ご担当者氏名 タントウシャ シメイ		連絡先TEL レンラクサキ		連絡先MAIL レンラクサキ

		否 イナ		野木病院		0280-57-1011		329-0101		下都賀郡野木町友沼5320-2		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		2

		否 イナ		今市病院		0288-22-2200		321-1261		日光市今市381		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		2

		否 イナ		黒須病院　		028-682-8811		329-1311		さくら市氏家2650		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		2		2		別紙参照 ベッシ サンショウ		1		病診連携室・社会福祉士 ビョウシンレンケイ シツ シャカイ フクシ シ		井上雅晶 イノウエ マサアキ		028-682-8811（代表）
028-681-5551（直通） ダイヒョウ チョクツウ		byo-renkei@kurosu-hospital.jp

		否 イナ		日光市民病院		0288-50-1188		321-1441		日光市清滝安良沢町1752-10		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		2										小児科常務医がいないため、小児科非常勤医師在院時のみ相談可能と考えます ショウニカ ジョウム イ ショウニカ ヒジョウキン イシ ザイイン ジ ソウダン カノウ カンガ

		否 イナ		国際医療福祉大学塩谷病院　		0287-44-1155		329-2145		矢板市富田77		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		2

		否 イナ		那須南病院		0287-84-3911		321-0621		栃木県那須烏山市中央3-2-13		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		2		2		なし		1		医療福祉相談医療連絡室 イリョウ フクシ ソウダン イリョウ レンラク シツ		原健二 ハラ ケンジ		0287-84-3911

		承諾 ショウダク		西方病院		0282-92-2323		322-0601		栃木県上都賀郡西方町金崎273-3		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		1		西方病院地域連携室 ニシカタ ビョウイン チイキ レンケイ シツ				0282-25-7310		nishikata-renkei@cc9.ne.jp

		承諾 ショウダク		新小山市民病院		0285-36-0200		323-0827		栃木県小山市神鳥谷2251-1 ３２３－０８２７		1		1		3		2		2		2		2		2		2		2		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		2		なし		1		医療相談室保健師 イリョウ ソウダンシツ ホケンシ		多賀谷邦子 タガヤ クニコ		0285-36-0256		soudan@hospital.oyama.tochigi.jp		重症心身障害児（者）の方々の外来診察は随時受け入れておりますが、特に障害児の入院についてはまだ十分に対応できる体制になっておりません。そのため、今回のガイドマップの内容で受け入れ可能な項目が少なく申し訳ありません。相談については、幅広く承っております。 ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ カタガタ ガイライ シンサツ ズイジ ウ イ トク ショウガイジ ニュウイン ジュウブン タイオウ タイセイ コンカイ ナイヨウ ウ イ カノウ コウモク スク モウ ワケ ソウダン ハバヒロ ウケタマワ

		承諾 ショウダク		小山厚生病院		0285-22-1105		323-0031		栃木県小山市八幡町2-10-6		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		2		なし		1		看護師長 カンゴシ チョウ		横家よね子 ヨコ イエ コ		0285-22-1105
0285-24-9890				在宅生活困難者につき当院では入院で対応させていただくことが多いです。 ザイタク セイカツ コンナン シャ トウイン ニュウイン タイオウ オオ

		承諾 ショウダク		石橋総合病院		0285-53-1134		329-0511		栃木県下野市石橋628		1		1		1		1		1		1		1		2		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		1		なし		1		地域医療連携部 チイキ イリョウ レンケイ ブ		（部長）岩崎さゆり ブチョウ イワサキ		0285-53-1134		ishibashi-renkei@yushikai.jp

		承諾 ショウダク		下都賀総合病院		0282-22-2551		328-0044		栃木県栃木市富士見町5-32		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		3		なし		1		医療福祉相談室 イリョウ フクシ ソウダンシツ		MSWが3人おります ニン		0282-22-2551

		承諾 ショウダク		とちの木病院		0282-22-7722		328-0071		栃木県栃木市大町39-5		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		2

		承諾 ショウダク		自治医科大学附属病院　		0285-44-2111		329-0498		下野市薬師寺3311-1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		2		3		2		別紙参照 ベッシ サンショウ		1		地域医療連携部（看護師） チイキ イリョウ レンケイ ブ カンゴシ		黒田　光恵 クロダ ミツエ		0285-44-2111		mazuek@jichi.ac.jp		在宅医療を充実させていただくうえで、往診医や地域の開業医の先生方との連携強化やスタッフの充実が望まれると思います。 ザイタク イリョウ ジュウジツ オウシン イ チイキ カイギョウイ センセイガタ レンケイ キョウカ ジュウジツ ノゾ オモ

		承諾 ショウダク		済生会宇都宮病院		028-626-5500		321-0974		宇都宮市竹林町911-1		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		2		別紙参照 ベッシ サンショウ		1		地域連携課 チイキ レンケイ カ		荻津　守 オギツ カミ		028-626-5500

		承諾 ショウダク		足利赤十字病院		0284-21-0121		326-0843		栃木県足利市五十部町284-1		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		3		1		2		別紙参照 ベッシ サンショウ		1		事務部医事課社会福祉士 ジム ブ イジ カ シャカイ フクシ シ		布施　麻由実 フセ マユミ		0284-20-1307				医療依存度の高い患者様が自宅へ退院する場合、利用できる社会資源が限られており、デイサービスやリハビリテーション、ショートステイなどのサービスを本人、ご家族様のニーズに合わせて利用していただくことが困難なケースが多々あります。（例：家族としては週２回以上リハビリに本人を通わせたいと考えているが、リハビリテーション事業所としては利用者数も多いため、週1回の対応が限度と考えている場合など）今回のアンケート調査を機に、各地域の社会資源の情報を整理し、なるべくニーズに合わせて、多くの方に適切にサービスを利用していただける環境を構築できればと思っております。よろしくお願いいたします。 イリョウ イゾンド タカ カンジャサマ ジタク タイイン バアイ リヨウ シャカイ シゲン カギ ホンニン カゾク サマ ア リヨウ コンナン タタ レイ カゾク シュウ カイイジョウ ホンニン カヨ カンガ ジギョウショ リヨウシャ スウ オオ シュウ カイ タイオウ ゲンド カンガ バアイ コンカイ チョウサ キ カクチイキ シャカイ シゲン ジョウホウ セイリ ア オオ カタ テキセツ リヨウ カンキョウ コウチク オモ ネガ

		承諾 ショウダク		獨協医科大学病院		0282-86-1111		321-0293		下都賀郡壬生町大字北小林880		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		3		2		別紙参照 ベッシ サンショウ		1		地域医療連携センター医療福祉相談室 チイキ イリョウ レンケイ イリョウ フクシ ソウダンシツ				0282-87-2185

		承諾 ショウダク		あしかがの森足利病院		0284-91-0611		326-0011		足利市大沼田町615		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		1		2		別紙参照 ベッシ サンショウ		1		メディカルソーシャルワーカー		福地　哲郎 フクチ テツロウ		0284-91-0611		soudan@hshikagu-hospital.or.jp

		承諾 ショウダク		JCHO　うつのみや病院		028-653-1001		321-0143		宇都宮市南高砂町11-17		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		2

		承諾 ショウダク		菅又病院　		028-676-0311		329-1207		塩谷郡高根沢町花岡2351		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		2										要相談の診療項目につきましては、病院にお電話で問い合わせていただければ対応いたします。小児科の入院対応はしておりません。外来診察につきましては、急性期の管理は困難であることもありますが、状態が安定している場合には相談いただければ可能な限り対応いたします。 ヨウ ソウダン シンリョウ コウモク ビョウイン デンワ ト ア タイオウ ショウニカ ニュウイン タイオウ ガイライ シンサツ キュウセイキ カンリ コンナン ジョウタイ アンテイ バアイ ソウダン カノウ カギ タイオウ

		承諾 ショウダク		那須赤十字病院		0287-23-1122		324-8686		栃木県大田原市中田原1081-4		1		1		3		3		3		1		3		1		3		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		1		4		なし		1		地域医療福祉連携課福祉係長 チイキ イリョウ フクシ レンケイ カ フクシ カカリチョウ		野中美希 ノナカ ミキ		0287-23-1122		renkeika@nasu.jrc.or.jp
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病院（作業）

		Ｑ１		1.医療ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する外来診療について、以下の医療行為に対応できますか。 イリョウ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ガイライ シンリョウ イカ イリョウ コウイ タイオウ						1.医療ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する外来診療について、以下の医療行為に対応できますか。 イリョウ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ガイライ シンリョウ イカ イリョウ コウイ タイオウ

				Ｑ1-1						Ｑ1-1		予防接種 ヨボウ セッシュ

				Ｑ1-2						Ｑ1-2		一次診療
（経過観察、栄養観察を含む） イチジ シンリョウ ケイカ カンサツ エイヨウ カンサツ フク

				Ｑ1-3						Ｑ1-3		経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ

				Ｑ1-4						Ｑ1-4		経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ

				Ｑ1-5						Ｑ1-5		中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ

				Ｑ1-6						Ｑ1-6		酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ

				Ｑ1-7						Ｑ1-7		気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ

				Ｑ1-8						Ｑ1-8		人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ

				Ｑ1-9						Ｑ1-9		尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ

				Ｑ1-10						Ｑ1-10		人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ

				Ｑ1-11						Ｑ1-11		褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ

		Ｑ２		2.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する往診及び訪問診療について、以下の医療行為に対応できますか イリョウテキ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ オウシン オヨ ホウモン シンリョウ イカ イリョウ コウイ タイオウ						2.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する往診及び訪問診療について、以下の医療行為に対応できますか イリョウテキ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ オウシン オヨ ホウモン シンリョウ イカ イリョウ コウイ タイオウ

				Ｑ2-1						Ｑ2-1		予防接種 ヨボウ セッシュ

				Ｑ2-2						Ｑ2-2		経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ

				Ｑ2-3						Ｑ2-3		経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ

				Ｑ2-4						Ｑ2-4		中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ

				Ｑ2-5						Ｑ2-5		酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ

				Ｑ2-6						Ｑ2-6		気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ

				Ｑ2-7						Ｑ2-7		人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ

				Ｑ2-8						Ｑ2-8		尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ

				Ｑ2-9						Ｑ2-9		人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ

				Ｑ2-10						Ｑ2-10		褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ

		Ｑ3		3.24時間、重症心身障害児（18歳未満）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイジ サイ ミマン イリョウ タイオウ						3.24時間、重症心身障害児（18歳未満）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイジ サイ ミマン イリョウ タイオウ

				Ｑ3-1						Ｑ3-1		できる

				Ｑ3-2						Ｑ3-2		できない

				Ｑ3-3						Ｑ3-3		要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン

		Ｑ4		4.24時間、重症心身障害者（18歳以上）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイシャ サイ イジョウ イリョウ タイオウ						4.24時間、重症心身障害者（18歳以上）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイシャ サイ イジョウ イリョウ タイオウ

				Ｑ4-1						Ｑ4-1		できる

				Ｑ4-2						Ｑ4-2		できない

				Ｑ4-3						Ｑ4-3		要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン

		Ｑ5		5.重症心身障害児（者）のレスパイト入院に対応できますか ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ ニュウイン タイオウ						5.重症心身障害児（者）のレスパイト入院に対応できますか ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ ニュウイン タイオウ

				Ｑ5-1						Ｑ5-1		できる

				Ｑ5-2						Ｑ5-2		できない

				Ｑ5-3						Ｑ5-3		要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン

		Ｑ6		6.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する訪問リハビリテーションを提供していますか イリョウテキ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ホウモン テイキョウ						6.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する訪問リハビリテーションを提供していますか イリョウテキ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ホウモン テイキョウ

				Ｑ6-1						Ｑ6-1		提供している テイキョウ

				Ｑ6-2						Ｑ6-2		提供していない テイキョウ

				Ｑ6-3						Ｑ6-3		提供していないが対応は可能 テイキョウ タイオウ カノウ

				Ｑ6-4						Ｑ6-4		要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン

		Ｑ7		7.平成26年度において、以下における長期入院児（6ヶ月以上）の患者数は何名ですか（「原疾患」及び「長期入院理由」について、複数の理由がある場合は、主な理由を選んでください） ヘイセイ ネンド イカ チョウキ ニュウイン ジ ゲツイジョウ カンジャスウ ナンメイ ゲンシッカン オヨ チョウキ ニュウイン リユウ フクスウ リユウ バアイ オモ リユウ エラ						7.平成26年度において、以下における長期入院児（6ヶ月以上）の患者数は何名ですか（「原疾患」及び「長期入院理由」について、複数の理由がある場合は、主な理由を選んでください） ヘイセイ ネンド イカ チョウキ ニュウイン ジ ゲツイジョウ カンジャスウ ナンメイ ゲンシッカン オヨ チョウキ ニュウイン リユウ フクスウ リユウ バアイ オモ リユウ エラ

				※個別シートにて対応 コベツ タイオウ						※個別シートにて対応 コベツ タイオウ

		Q8		8.重症心身障害児（者）に対する相談窓口はありますか ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ソウダン マドグチ

										1		ある

										2		ない

		Q9		9.重症心身障害児（者）の方に対する医療、在宅生活等についてお気づきのことなど、ご自由にお書きください。 ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ カタ タイ イリョウ ザイタク セイカツ ナド キ ジユウ カ

		承諾可否 ショウダク カヒ		診療所名 シンリョウジョ メイ		電話番号 デンワ バンゴウ		郵便番号 ユウビンバンゴウ		所在地 ショザイチ		Ｑ1.医療ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する外来診療について、以下の医療行為に対応できますか																						Ｑ２医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する往診及び訪問診療について、以下の医療行為に対応できますか																				Ｑ3		Ｑ4		Ｑ5		Q6		Ｑ7		8.重症心身障害児（者）に対する相談窓口はありますか										Q9

												予防接種 ヨボウ セッシュ		一次診療
（経過観察、栄養観察を含む） イチジ シンリョウ ケイカ カンサツ エイヨウ カンサツ フク		経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ		経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ		中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ		酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ		気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ		人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ		尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ		人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ		褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ		予防接種 ヨボウ セッシュ		経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ		経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ		中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ		酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ		気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ		人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ		尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ		人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ		褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ												有無 ウム		部署名・職名 ブショ メイ ショクメイ		ご担当者氏名 タントウシャ シメイ		連絡先TEL レンラクサキ		連絡先MAIL レンラクサキ

		否 イナ		野木病院		0280-57-1011		329-0101		下都賀郡野木町友沼5320-2		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		2

		否 イナ		今市病院		0288-22-2200		321-1261		日光市今市381		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		2

		否 イナ		黒須病院　		028-682-8811		329-1311		さくら市氏家2650		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		2		2		別紙参照 ベッシ サンショウ		1		病診連携室・社会福祉士 ビョウシンレンケイ シツ シャカイ フクシ シ		井上雅晶 イノウエ マサアキ		028-682-8811（代表）
028-681-5551（直通） ダイヒョウ チョクツウ		byo-renkei@kurosu-hospital.jp

		否 イナ		日光市民病院		0288-50-1188		321-1441		日光市清滝安良沢町1752-10		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		2										小児科常務医がいないため、小児科非常勤医師在院時のみ相談可能と考えます ショウニカ ジョウム イ ショウニカ ヒジョウキン イシ ザイイン ジ ソウダン カノウ カンガ

		否 イナ		国際医療福祉大学塩谷病院　		0287-44-1155		329-2145		矢板市富田77		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		2

		否 イナ		那須南病院		0287-84-3911		321-0621		栃木県那須烏山市中央3-2-13		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		2		2		なし		1		医療福祉相談医療連絡室 イリョウ フクシ ソウダン イリョウ レンラク シツ		原健二 ハラ ケンジ		0287-84-3911

		承諾 ショウダク		西方病院		0282-92-2323		322-0601		栃木県上都賀郡西方町金崎273-3		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		1		西方病院地域連携室 ニシカタ ビョウイン チイキ レンケイ シツ				0282-25-7310		nishikata-renkei@cc9.ne.jp

		承諾 ショウダク		新小山市民病院		0285-36-0200		323-0827		栃木県小山市神鳥谷2251-1 ３２３－０８２７		1		1		3		2		2		2		2		2		2		2		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		2		なし		1		医療相談室保健師 イリョウ ソウダンシツ ホケンシ		多賀谷邦子 タガヤ クニコ		0285-36-0256		soudan@hospital.oyama.tochigi.jp		重症心身障害児（者）の方々の外来診察は随時受け入れておりますが、特に障害児の入院についてはまだ十分に対応できる体制になっておりません。そのため、今回のガイドマップの内容で受け入れ可能な項目が少なく申し訳ありません。相談については、幅広く承っております。 ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ カタガタ ガイライ シンサツ ズイジ ウ イ トク ショウガイジ ニュウイン ジュウブン タイオウ タイセイ コンカイ ナイヨウ ウ イ カノウ コウモク スク モウ ワケ ソウダン ハバヒロ ウケタマワ

		承諾 ショウダク		小山厚生病院		0285-22-1105		323-0031		栃木県小山市八幡町2-10-6		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		2		なし		1		看護師長 カンゴシ チョウ		横家よね子 ヨコ イエ コ		0285-22-1105
0285-24-9890				在宅生活困難者につき当院では入院で対応させていただくことが多いです。 ザイタク セイカツ コンナン シャ トウイン ニュウイン タイオウ オオ

		承諾 ショウダク		石橋総合病院		0285-53-1134		329-0511		栃木県下野市石橋628		1		1		1		1		1		1		1		2		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		1		なし		1		地域医療連携部 チイキ イリョウ レンケイ ブ		（部長）岩崎さゆり ブチョウ イワサキ		0285-53-1134		ishibashi-renkei@yushikai.jp

		承諾 ショウダク		下都賀総合病院		0282-22-2551		328-0044		栃木県栃木市富士見町5-32		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		3		なし		1		医療福祉相談室 イリョウ フクシ ソウダンシツ		MSWが3人おります ニン		0282-22-2551

		承諾 ショウダク		とちの木病院		0282-22-7722		328-0071		栃木県栃木市大町39-5		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		2

		承諾 ショウダク		自治医科大学附属病院　		0285-44-2111		329-0498		下野市薬師寺3311-1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		2		3		2		別紙参照 ベッシ サンショウ		1		地域医療連携部（看護師） チイキ イリョウ レンケイ ブ カンゴシ		黒田　光恵 クロダ ミツエ		0285-44-2111		mazuek@jichi.ac.jp		在宅医療を充実させていただくうえで、往診医や地域の開業医の先生方との連携強化やスタッフの充実が望まれると思います。 ザイタク イリョウ ジュウジツ オウシン イ チイキ カイギョウイ センセイガタ レンケイ キョウカ ジュウジツ ノゾ オモ

		承諾 ショウダク		済生会宇都宮病院		028-626-5500		321-0974		宇都宮市竹林町911-1		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		2		別紙参照 ベッシ サンショウ		1		地域連携課 チイキ レンケイ カ		荻津　守 オギツ カミ		028-626-5500

		承諾 ショウダク		足利赤十字病院		0284-21-0121		326-0843		栃木県足利市五十部町284-1		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		3		1		2		別紙参照 ベッシ サンショウ		1		事務部医事課社会福祉士 ジム ブ イジ カ シャカイ フクシ シ		布施　麻由実 フセ マユミ		0284-20-1307				医療依存度の高い患者様が自宅へ退院する場合、利用できる社会資源が限られており、デイサービスやリハビリテーション、ショートステイなどのサービスを本人、ご家族様のニーズに合わせて利用していただくことが困難なケースが多々あります。（例：家族としては週２回以上リハビリに本人を通わせたいと考えているが、リハビリテーション事業所としては利用者数も多いため、週1回の対応が限度と考えている場合など）今回のアンケート調査を機に、各地域の社会資源の情報を整理し、なるべくニーズに合わせて、多くの方に適切にサービスを利用していただける環境を構築できればと思っております。よろしくお願いいたします。 イリョウ イゾンド タカ カンジャサマ ジタク タイイン バアイ リヨウ シャカイ シゲン カギ ホンニン カゾク サマ ア リヨウ コンナン タタ レイ カゾク シュウ カイイジョウ ホンニン カヨ カンガ ジギョウショ リヨウシャ スウ オオ シュウ カイ タイオウ ゲンド カンガ バアイ コンカイ チョウサ キ カクチイキ シャカイ シゲン ジョウホウ セイリ ア オオ カタ テキセツ リヨウ カンキョウ コウチク オモ ネガ

		承諾 ショウダク		獨協医科大学病院		0282-86-1111		321-0293		下都賀郡壬生町大字北小林880		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		3		2		別紙参照 ベッシ サンショウ		1		地域医療連携センター医療福祉相談室 チイキ イリョウ レンケイ イリョウ フクシ ソウダンシツ				0282-87-2185

		承諾 ショウダク		あしかがの森足利病院		0284-91-0611		326-0011		足利市大沼田町615		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		1		2		別紙参照 ベッシ サンショウ		1		メディカルソーシャルワーカー		福地　哲郎 フクチ テツロウ		0284-91-0611		soudan@hshikagu-hospital.or.jp

		承諾 ショウダク		JCHO　うつのみや病院		028-653-1001		321-0143		宇都宮市南高砂町11-17		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		2

		承諾 ショウダク		菅又病院　		028-676-0311		329-1207		塩谷郡高根沢町花岡2351		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		2										要相談の診療項目につきましては、病院にお電話で問い合わせていただければ対応いたします。小児科の入院対応はしておりません。外来診察につきましては、急性期の管理は困難であることもありますが、状態が安定している場合には相談いただければ可能な限り対応いたします。 ヨウ ソウダン シンリョウ コウモク ビョウイン デンワ ト ア タイオウ ショウニカ ニュウイン タイオウ ガイライ シンサツ キュウセイキ カンリ コンナン ジョウタイ アンテイ バアイ ソウダン カノウ カギ タイオウ

		承諾 ショウダク		那須赤十字病院		0287-23-1122		324-8686		栃木県大田原市中田原1081-4		1		1		3		3		3		1		3		1		3		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		1		4		なし		1		地域医療福祉連携課福祉係長 チイキ イリョウ フクシ レンケイ カ フクシ カカリチョウ		野中美希 ノナカ ミキ		0287-23-1122		renkeika@nasu.jrc.or.jp



												Ｑ1.医療ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する外来診療について、以下の医療行為に対応できますか

												予防接種 ヨボウ セッシュ		一次診療
（経過観察、栄養観察を含む） イチジ シンリョウ ケイカ カンサツ エイヨウ カンサツ フク		経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ		経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ		中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ		酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ		気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ		人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ		尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ		人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ		褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ

										できる		13		13		9		8		7		9		8		8		7		7		7

										できない		3		3		7		8		8		8		8		9		8		8		6

										要相談 ヨウ ソウダン		4		4		4		4		5		3		4		3		5		5		7



												Ｑ２医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する往診及び訪問診療について、以下の医療行為に対応できますか

												予防接種 ヨボウ セッシュ		経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ		経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ		中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ		酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ		気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ		人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ		尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ		人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ		褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ

										できる		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

										できない		19		20		20		20		20		20		20		20		20		20

										要相談 ヨウ ソウダン		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0



										Ｑ3		3.24時間、重症心身障害児（18歳未満）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイジ サイ ミマン イリョウ タイオウ				3.24時間、重症心身障害児（18歳未満）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイジ サイ ミマン イリョウ タイオウ

										できる		4

										できない		14

										要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン		2

										Ｑ4		4.24時間、重症心身障害者（18歳以上）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイシャ サイ イジョウ イリョウ タイオウ				4.24時間、重症心身障害者（18歳以上）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイシャ サイ イジョウ イリョウ タイオウ

										できる		3

										できない		9																																																														事業所名 ジギョウショ メイ		部署名・職名 ブショ メイ ショクメイ		ご担当者氏名 タントウシャ シメイ		連絡先TEL レンラクサキ		Mail

										要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン		8																																																														西方病院		西方病院地域連携室 ニシカタ ビョウイン チイキ レンケイ シツ				0282-25-7310		nishikata-renkei@cc9.ne.jp

										Ｑ5		5.重症心身障害児（者）のレスパイト入院に対応できますか ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ ニュウイン タイオウ				5.重症心身障害児（者）のレスパイト入院に対応できますか ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ ニュウイン タイオウ																																																										新小山市民病院		医療相談室保健師 イリョウ ソウダンシツ ホケンシ		多賀谷邦子 タガヤ クニコ		0285-36-0256		soudan@hospital.oyama.tochigi.jp

										できる		5																																																														小山厚生病院		看護師長 カンゴシ チョウ		横家よね子 ヨコ イエ コ		0285-22-1105
0285-24-9890

										できない		10																																																														石橋総合病院		地域医療連携部 チイキ イリョウ レンケイ ブ		（部長）岩崎さゆり ブチョウ イワサキ		0285-53-1134		ishibashi-renkei@yushikai.jp

										要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン		5																																																														下都賀総合病院		医療福祉相談室 イリョウ フクシ ソウダンシツ		MSWが3人おります ニン		0282-22-2551

										Ｑ6		6.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する訪問リハビリテーションを提供していますか イリョウテキ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ホウモン テイキョウ				6.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する訪問リハビリテーションを提供していますか イリョウテキ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ホウモン テイキョウ																																																										自治医科大学附属病院　		地域医療連携部（看護師） チイキ イリョウ レンケイ ブ カンゴシ		黒田　光恵 クロダ ミツエ		0285-44-2111		mazuek@jichi.ac.jp

										提供している テイキョウ		1																																																														済生会宇都宮病院		地域連携課 チイキ レンケイ カ		荻津　守 オギツ カミ		028-626-5500

										提供していない テイキョウ		17																																																														足利赤十字病院		事務部医事課社会福祉士 ジム ブ イジ カ シャカイ フクシ シ		布施　麻由実 フセ マユミ		0284-20-1307

										提供していないが対応は可能 テイキョウ タイオウ カノウ		1																																																														獨協医科大学病院		地域医療連携センター医療福祉相談室 チイキ イリョウ レンケイ イリョウ フクシ ソウダンシツ				0282-87-2185

										要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン		1																																																														あしかがの森足利病院		メディカルソーシャルワーカー		福地　哲郎 フクチ テツロウ		0284-91-0611		soudan@hshikagu-hospital.or.jp

										Ｑ7		7.平成26年度において、以下における長期入院児（6ヶ月以上）の患者数は何名ですか（「原疾患」及び「長期入院理由」について、複数の理由がある場合は、主な理由を選んでください） ヘイセイ ネンド イカ チョウキ ニュウイン ジ ゲツイジョウ カンジャスウ ナンメイ ゲンシッカン オヨ チョウキ ニュウイン リユウ フクスウ リユウ バアイ オモ リユウ エラ				7.平成26年度において、以下における長期入院児（6ヶ月以上）の患者数は何名ですか（「原疾患」及び「長期入院理由」について、複数の理由がある場合は、主な理由を選んでください） ヘイセイ ネンド イカ チョウキ ニュウイン ジ ゲツイジョウ カンジャスウ ナンメイ ゲンシッカン オヨ チョウキ ニュウイン リユウ フクスウ リユウ バアイ オモ リユウ エラ																																																										那須赤十字病院		地域医療福祉連携課福祉係長 チイキ イリョウ フクシ レンケイ カ フクシ カカリチョウ		野中美希 ノナカ ミキ		0287-23-1122		renkeika@nasu.jrc.or.jp

										Q8		8.重症心身障害児（者）に対する相談窓口はありますか ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ソウダン マドグチ

																1		ある		13

																2		ない		7

																														できる		できない		要相談 ヨウ ソウダン						できる		できない		要相談 ヨウ ソウダン						提供している テイキョウ		提供していない テイキョウ		提供していないが対応は可能 テイキョウ タイオウ カノウ		要相談 ヨウ ソウダン										NICU及びGCU オヨ		PICU		その他小児病棟 タ ショウニ ビョウトウ

																												予防接種 ヨボウ セッシュ		13		3		4				18歳未満 サイ ミマン		4		14		2						5		10		5		5								6ヶ月以上1年未満 ゲツイジョウ ネン ミマン		9		0		11

																												一次診療
（経過観察、栄養観察を含む） イチジ シンリョウ ケイカ カンサツ エイヨウ カンサツ フク		13		3		4				18歳以上 サイ イジョウ		3		9		8																				1年以上2年未満 ネンイジョウ ネン ミマン		1		0		10

																												経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ		9		7		4																提供している テイキョウ		5												2年以上 ネンイジョウ		4		0		154

																												経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ		8		8		4						できる		できない		要相談 ヨウ ソウダン						提供していない テイキョウ		10

																												中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ		7		8		5						5		10		5						提供していないが対応は可能 テイキョウ タイオウ カノウ		5

																												酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ		9		8		3						3		9		8						要相談 ヨウ ソウダン		5														NICU及びGCU オヨ		PICU		その他小児病棟 タ ショウニ ビョウトウ

																												気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ		8		8		4																														新生児仮死 シンセイジ カシ		2		0		38

																												人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ		8		9		3																														仮死以外の神経、筋疾患 カシ イガイ シンケイ キン シッカン		3		0		48

																												尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ		7		8		5						ある		ない										乳児～2歳 ニュウジ サイ		3歳～6歳 サイ サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13歳～17歳 サイ サイ		18歳以上 サイイジョウ				事故 ジコ		0		0		4

																												人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ		7		8		5						13		7								気管切開人工呼吸患者 キカン セッカイ ジンコウ コキュウ カンジャ		11		4		8		5		12				先天異常症候群 センテン イジョウ ショウコウグン		11		0		22

																												褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ		7		6		7																非気管切開人工呼吸患者（NPPV) ヒ キカン セッカイ ジンコウ コキュウ カンジャ		2		0		0		0		1				慢性肺疾患、気道病変 マンセイ ハイ シッカン キドウ ビョウヘン		1		0		0

																																																		気管切開患者 キカン セッカイ カンジャ		2		3		2		0		14				低出生体重児 テイ シュッセイ タイジュウ ジ		5		0		7

																														できる		できない		要相談 ヨウ ソウダン																その他 タ		4		2		2		0		1				社会的事情 シャカイテキ ジジョウ		0		0		2

																												予防接種 ヨボウ セッシュ		0		19		1																														その他 タ		2		0		44

																												経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ		0		20		0

																												経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ		0		20		0																																NICU及びGCU オヨ		PICU		その他小児病棟 タ ショウニ ビョウトウ

																												中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ		0		20		0																														病状が不安定 ビョウジョウ フアンテイ		6		0		30

																												酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ		0		20		0																														療育施設入所待ち リョウイク シセツ ニュウショ マ		0		0		18

																												気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ		0		20		0																														中間施設受入体制の不備 チュウカン シセツ ウケイレ タイセイ フビ		0		0		0

																												人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ		0		20		0																														地域サポートの不備 チイキ フビ		0		0		0

																												尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ		0		20		0																														病院の在宅医療フォロー体制不備 ビョウイン ザイタク イリョウ タイセイ フビ		0		0		0

																												人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ		0		20		0																														家族の受入困難 カゾク ウケイレ コンナン		4		0		127

																												褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ		0		20		0																														家庭環境、経済的理由 カテイ カンキョウ ケイザイテキ リユウ		1		0		5

																																																																在宅準備中 ザイタク ジュンビチュウ		3		0		4

																																																																その他 タ		0		0		1

																												24時間、重症心身障害児の医療に対応ができますか
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病院 (記述)

		承諾可否 ショウダク カヒ		診療所名 シンリョウジョ メイ		電話番号 デンワ バンゴウ		郵便番号 ユウビンバンゴウ		所在地 ショザイチ		9.重症心身障害児（者）の方に対する医療、在宅生活等についてお気づきのことなど、ご自由にお書きください。



		否 イナ		野木病院		0280-57-1011		329-0101		下都賀郡野木町友沼5320-2

		否 イナ		今市病院		0288-22-2200		321-1261		日光市今市381

		否 イナ		黒須病院　		028-682-8811		329-1311		さくら市氏家2650

		否 イナ		日光市民病院		0288-50-1188		321-1441		日光市清滝安良沢町1752-10		小児科常務医がいないため、小児科非常勤医師在院時のみ相談可能と考えます ショウニカ ジョウム イ ショウニカ ヒジョウキン イシ ザイイン ジ ソウダン カノウ カンガ

		否 イナ		国際医療福祉大学塩谷病院　		0287-44-1155		329-2145		矢板市富田77

		否 イナ		那須南病院		0287-84-3911		321-0621		栃木県那須烏山市中央3-2-13

		承諾 ショウダク		西方病院		0282-92-2323		322-0601		栃木県上都賀郡西方町金崎273-3

		承諾 ショウダク		新小山市民病院		0285-36-0200		323-0827		栃木県小山市神鳥谷2251-1 ３２３－０８２７		重症心身障害児（者）の方々の外来診察は随時受け入れておりますが、特に障害児の入院についてはまだ十分に対応できる体制になっておりません。そのため、今回のガイドマップの内容で受け入れ可能な項目が少なく申し訳ありません。相談については、幅広く承っております。 ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ カタガタ ガイライ シンサツ ズイジ ウ イ トク ショウガイジ ニュウイン ジュウブン タイオウ タイセイ コンカイ ナイヨウ ウ イ カノウ コウモク スク モウ ワケ ソウダン ハバヒロ ウケタマワ

		承諾 ショウダク		小山厚生病院		0285-22-1105		323-0031		栃木県小山市八幡町2-10-6		在宅生活困難者につき当院では入院で対応させていただくことが多いです。 ザイタク セイカツ コンナン シャ トウイン ニュウイン タイオウ オオ

		承諾 ショウダク		石橋総合病院		0285-53-1134		329-0511		栃木県下野市石橋628

		承諾 ショウダク		下都賀総合病院		0282-22-2551		328-0044		栃木県栃木市富士見町5-32

		承諾 ショウダク		とちの木病院		0282-22-7722		328-0071		栃木県栃木市大町39-5

		承諾 ショウダク		自治医科大学附属病院　		0285-44-2111		329-0498		下野市薬師寺3311-1		在宅医療を充実させていただくうえで、往診医や地域の開業医の先生方との連携強化やスタッフの充実が望まれると思います。 ザイタク イリョウ ジュウジツ オウシン イ チイキ カイギョウイ センセイガタ レンケイ キョウカ ジュウジツ ノゾ オモ

		承諾 ショウダク		済生会宇都宮病院		028-626-5500		321-0974		宇都宮市竹林町911-1

		承諾 ショウダク		足利赤十字病院		0284-21-0121		326-0843		栃木県足利市五十部町284-1		医療依存度の高い患者様が自宅へ退院する場合、利用できる社会資源が限られており、デイサービスやリハビリテーション、ショートステイなどのサービスを本人、ご家族様のニーズに合わせて利用していただくことが困難なケースが多々あります。（例：家族としては週２回以上リハビリに本人を通わせたいと考えているが、リハビリテーション事業所としては利用者数も多いため、週1回の対応が限度と考えている場合など）今回のアンケート調査を機に、各地域の社会資源の情報を整理し、なるべくニーズに合わせて、多くの方に適切にサービスを利用していただける環境を構築できればと思っております。よろしくお願いいたします。 イリョウ イゾンド タカ カンジャサマ ジタク タイイン バアイ リヨウ シャカイ シゲン カギ ホンニン カゾク サマ ア リヨウ コンナン タタ レイ カゾク シュウ カイイジョウ ホンニン カヨ カンガ ジギョウショ リヨウシャ スウ オオ シュウ カイ タイオウ ゲンド カンガ バアイ コンカイ チョウサ キ カクチイキ シャカイ シゲン ジョウホウ セイリ ア オオ カタ テキセツ リヨウ カンキョウ コウチク オモ ネガ

		承諾 ショウダク		獨協医科大学病院		0282-86-1111		321-0293		下都賀郡壬生町大字北小林880

		承諾 ショウダク		あしかがの森足利病院		0284-91-0611		326-0011		足利市大沼田町615

		承諾 ショウダク		JCHO　うつのみや病院		028-653-1001		321-0143		宇都宮市南高砂町11-17

		承諾 ショウダク		菅又病院　		028-676-0311		329-1207		塩谷郡高根沢町花岡2351		要相談の診療項目につきましては、病院にお電話で問い合わせていただければ対応いたします。小児科の入院対応はしておりません。外来診察につきましては、急性期の管理は困難であることもありますが、状態が安定している場合には相談いただければ可能な限り対応いたします。 ヨウ ソウダン シンリョウ コウモク ビョウイン デンワ ト ア タイオウ ショウニカ ニュウイン タイオウ ガイライ シンサツ キュウセイキ カンリ コンナン ジョウタイ アンテイ バアイ ソウダン カノウ カギ タイオウ

		承諾 ショウダク		那須赤十字病院		0287-23-1122		324-8686		栃木県大田原市中田原1081-4





病院Ｑ7統計



				乳児～2歳 ニュウジ サイ		3歳～6歳 サイ サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13歳～17歳 サイ サイ		18歳以上 サイイジョウ

		気管切開人工呼吸患者 キカン セッカイ ジンコウ コキュウ カンジャ		11		4		8		5		12

		非気管切開人工呼吸患者（NPPV) ヒ キカン セッカイ ジンコウ コキュウ カンジャ		2		0		0		0		1

		気管切開患者 キカン セッカイ カンジャ		2		3		2		0		14

		その他 タ		4		2		2		0		1



		入院期間 ニュウイン キカン		NICU及びGCU オヨ		PICU		その他小児病棟 タ ショウニ ビョウトウ

		6ヶ月以上1年未満 ゲツイジョウ ネン ミマン		9		0		11

		1年以上2年未満 ネンイジョウ ネン ミマン		1		0		10

		2年以上 ネンイジョウ		4		0		154

		原疾患 ゲンシッカン		NICU及びGCU オヨ		PICU		その他小児病棟 タ ショウニ ビョウトウ

		新生児仮死 シンセイジ カシ		2		0		38

		仮死以外の神経、筋疾患 カシ イガイ シンケイ キン シッカン		3		0		48

		事故 ジコ		0		0		4

		先天異常症候群 センテン イジョウ ショウコウグン		11		0		22

		慢性肺疾患、気道病変 マンセイ ハイ シッカン キドウ ビョウヘン		1		0		0

		低出生体重児 テイ シュッセイ タイジュウ ジ		5		0		7

		社会的事情 シャカイテキ ジジョウ		0		0		2

		その他 タ		2		0		44

		長期入院理由 チョウキ ニュウイン リユウ		NICU及びGCU オヨ		PICU		その他小児病棟 タ ショウニ ビョウトウ

		病状が不安定 ビョウジョウ フアンテイ		6		0		30

		療育施設入所待ち リョウイク シセツ ニュウショ マ		0		0		18

		中間施設受入体制の不備 チュウカン シセツ ウケイレ タイセイ フビ		0		0		0

		地域サポートの不備 チイキ フビ		0		0		0

		病院の在宅医療フォロー体制不備 ビョウイン ザイタク イリョウ タイセイ フビ		0		0		0

		家族の受入困難 カゾク ウケイレ コンナン		4		0		127

		家庭環境、経済的理由 カテイ カンキョウ ケイザイテキ リユウ		1		0		5

		在宅準備中 ザイタク ジュンビチュウ		3		0		4

		その他 タ		0		0		1





黒須病院

				乳児～2歳 ニュウジ サイ		3歳～6歳 サイ サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13歳～17歳 サイ サイ		18歳以上 サイイジョウ

		気管切開人工呼吸患者 キカン セッカイ ジンコウ コキュウ カンジャ										1

		非気管切開人工呼吸患者（NPPV) ヒ キカン セッカイ ジンコウ コキュウ カンジャ										0

		気管切開患者 キカン セッカイ カンジャ										3

		その他 タ



		入院期間 ニュウイン キカン		NICU及びGCU オヨ		PICU		その他小児病棟 タ ショウニ ビョウトウ

		6ヶ月以上1年未満 ゲツイジョウ ネン ミマン

		1年以上2年未満 ネンイジョウ ネン ミマン

		2年以上 ネンイジョウ

		原疾患 ゲンシッカン

		新生児仮死 シンセイジ カシ

		仮死以外の神経、筋疾患 カシ イガイ シンケイ キン シッカン

		事故（溺水、交通事故、転落等） ジコ デキスイ コウツウ ジコ テンラク ナド

		先天異常症候群（染色体異常、欠乏奇形症候群、欠乏性代謝異常など） センテン イジョウ ショウコウグン センショクタイ イジョウ ケツボウ キケイ ショウコウグン ケツボウ セイ タイシャ イジョウ

		慢性肺疾患、気道病変 マンセイ ハイ シッカン キドウ ビョウヘン

		低出生体重児 テイ シュッセイ タイジュウ ジ

		社会的事情 シャカイテキ ジジョウ

		その他 タ

		長期入院理由 チョウキ ニュウイン リユウ

		病状が不安定 ビョウジョウ フアンテイ

		療育施設入所待ち リョウイク シセツ ニュウショ マ

		中間施設受入体制の不備 チュウカン シセツ ウケイレ タイセイ フビ

		地域サポートの不備 チイキ フビ

		病院の在宅医療フォロー体制不備 ビョウイン ザイタク イリョウ タイセイ フビ

		家族の受入困難 カゾク ウケイレ コンナン

		家庭環境、経済的理由 カテイ カンキョウ ケイザイテキ リユウ

		在宅準備中 ザイタク ジュンビチュウ

		その他 タ





自治医科大学附属病院

				乳児～2歳 ニュウジ サイ		3歳～6歳 サイ サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13歳～17歳 サイ サイ		18歳以上 サイイジョウ

		気管切開人工呼吸患者 キカン セッカイ ジンコウ コキュウ カンジャ		1

		非気管切開人工呼吸患者（NPPV) ヒ キカン セッカイ ジンコウ コキュウ カンジャ		1

		気管切開患者 キカン セッカイ カンジャ						1				1

		その他 タ		2		1



		入院期間 ニュウイン キカン		NICU及びGCU オヨ		PICU		その他小児病棟 タ ショウニ ビョウトウ

		6ヶ月以上1年未満 ゲツイジョウ ネン ミマン						4

		1年以上2年未満 ネンイジョウ ネン ミマン						2

		2年以上 ネンイジョウ						1

		原疾患 ゲンシッカン

		新生児仮死 シンセイジ カシ

		仮死以外の神経、筋疾患 カシ イガイ シンケイ キン シッカン						3

		事故（溺水、交通事故、転落等） ジコ デキスイ コウツウ ジコ テンラク ナド

		先天異常症候群（染色体異常、欠乏奇形症候群、欠乏性代謝異常など） センテン イジョウ ショウコウグン センショクタイ イジョウ ケツボウ キケイ ショウコウグン ケツボウ セイ タイシャ イジョウ						3

		慢性肺疾患、気道病変 マンセイ ハイ シッカン キドウ ビョウヘン

		低出生体重児 テイ シュッセイ タイジュウ ジ						1

		社会的事情 シャカイテキ ジジョウ

		その他 タ

		長期入院理由 チョウキ ニュウイン リユウ

		病状が不安定 ビョウジョウ フアンテイ						5

		療育施設入所待ち リョウイク シセツ ニュウショ マ						0

		中間施設受入体制の不備 チュウカン シセツ ウケイレ タイセイ フビ						0

		地域サポートの不備 チイキ フビ						0

		病院の在宅医療フォロー体制不備 ビョウイン ザイタク イリョウ タイセイ フビ						0

		家族の受入困難 カゾク ウケイレ コンナン						1

		家庭環境、経済的理由 カテイ カンキョウ ケイザイテキ リユウ						0

		在宅準備中 ザイタク ジュンビチュウ						1

		その他 タ						0





済生会宇都宮病院

				乳児～2歳 ニュウジ サイ		3歳～6歳 サイ サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13歳～17歳 サイ サイ		18歳以上 サイイジョウ

		気管切開人工呼吸患者 キカン セッカイ ジンコウ コキュウ カンジャ						1				2

		非気管切開人工呼吸患者（NPPV) ヒ キカン セッカイ ジンコウ コキュウ カンジャ

		気管切開患者 キカン セッカイ カンジャ

		その他 タ										1



		入院期間 ニュウイン キカン		NICU及びGCU オヨ		PICU		その他小児病棟 タ ショウニ ビョウトウ

		6ヶ月以上1年未満 ゲツイジョウ ネン ミマン						1

		1年以上2年未満 ネンイジョウ ネン ミマン

		2年以上 ネンイジョウ						3

		原疾患 ゲンシッカン

		新生児仮死 シンセイジ カシ						1

		仮死以外の神経、筋疾患 カシ イガイ シンケイ キン シッカン

		事故（溺水、交通事故、転落等） ジコ デキスイ コウツウ ジコ テンラク ナド

		先天異常症候群（染色体異常、欠乏奇形症候群、欠乏性代謝異常など） センテン イジョウ ショウコウグン センショクタイ イジョウ ケツボウ キケイ ショウコウグン ケツボウ セイ タイシャ イジョウ

		慢性肺疾患、気道病変 マンセイ ハイ シッカン キドウ ビョウヘン

		低出生体重児 テイ シュッセイ タイジュウ ジ

		社会的事情 シャカイテキ ジジョウ

		その他 タ						3

		長期入院理由 チョウキ ニュウイン リユウ

		病状が不安定 ビョウジョウ フアンテイ

		療育施設入所待ち リョウイク シセツ ニュウショ マ						3

		中間施設受入体制の不備 チュウカン シセツ ウケイレ タイセイ フビ

		地域サポートの不備 チイキ フビ

		病院の在宅医療フォロー体制不備 ビョウイン ザイタク イリョウ タイセイ フビ

		家族の受入困難 カゾク ウケイレ コンナン

		家庭環境、経済的理由 カテイ カンキョウ ケイザイテキ リユウ

		在宅準備中 ザイタク ジュンビチュウ

		その他 タ						1





足利赤十字病院

				乳児～2歳 ニュウジ サイ		3歳～6歳 サイ サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13歳～17歳 サイ サイ		18歳以上 サイイジョウ

		気管切開人工呼吸患者 キカン セッカイ ジンコウ コキュウ カンジャ

		非気管切開人工呼吸患者（NPPV) ヒ キカン セッカイ ジンコウ コキュウ カンジャ		1

		気管切開患者 キカン セッカイ カンジャ

		その他 タ



		入院期間 ニュウイン キカン		NICU及びGCU オヨ		PICU		その他小児病棟 タ ショウニ ビョウトウ

		6ヶ月以上1年未満 ゲツイジョウ ネン ミマン						1

		1年以上2年未満 ネンイジョウ ネン ミマン

		2年以上 ネンイジョウ

		原疾患 ゲンシッカン

		新生児仮死 シンセイジ カシ

		仮死以外の神経、筋疾患 カシ イガイ シンケイ キン シッカン

		事故（溺水、交通事故、転落等） ジコ デキスイ コウツウ ジコ テンラク ナド

		先天異常症候群（染色体異常、欠乏奇形症候群、欠乏性代謝異常など） センテン イジョウ ショウコウグン センショクタイ イジョウ ケツボウ キケイ ショウコウグン ケツボウ セイ タイシャ イジョウ

		慢性肺疾患、気道病変 マンセイ ハイ シッカン キドウ ビョウヘン

		低出生体重児 テイ シュッセイ タイジュウ ジ

		社会的事情 シャカイテキ ジジョウ

		その他 タ						1

		長期入院理由 チョウキ ニュウイン リユウ

		病状が不安定 ビョウジョウ フアンテイ

		療育施設入所待ち リョウイク シセツ ニュウショ マ

		中間施設受入体制の不備 チュウカン シセツ ウケイレ タイセイ フビ

		地域サポートの不備 チイキ フビ

		病院の在宅医療フォロー体制不備 ビョウイン ザイタク イリョウ タイセイ フビ

		家族の受入困難 カゾク ウケイレ コンナン

		家庭環境、経済的理由 カテイ カンキョウ ケイザイテキ リユウ						1

		在宅準備中 ザイタク ジュンビチュウ

		その他 タ





獨協医科大学病院

				乳児～2歳 ニュウジ サイ		3歳～6歳 サイ サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13歳～17歳 サイ サイ		18歳以上 サイイジョウ

		気管切開人工呼吸患者 キカン セッカイ ジンコウ コキュウ カンジャ		10		1		3

		非気管切開人工呼吸患者（NPPV) ヒ キカン セッカイ ジンコウ コキュウ カンジャ

		気管切開患者 キカン セッカイ カンジャ		2

		その他 タ		2				1



		入院期間 ニュウイン キカン		NICU及びGCU オヨ		PICU		その他小児病棟 タ ショウニ ビョウトウ

		6ヶ月以上1年未満 ゲツイジョウ ネン ミマン		9				4

		1年以上2年未満 ネンイジョウ ネン ミマン						2

		2年以上 ネンイジョウ						4

		原疾患 ゲンシッカン

		新生児仮死 シンセイジ カシ

		仮死以外の神経、筋疾患 カシ イガイ シンケイ キン シッカン		2

		事故（溺水、交通事故、転落等） ジコ デキスイ コウツウ ジコ テンラク ナド

		先天異常症候群（染色体異常、欠乏奇形症候群、欠乏性代謝異常など） センテン イジョウ ショウコウグン センショクタイ イジョウ ケツボウ キケイ ショウコウグン ケツボウ セイ タイシャ イジョウ		10

		慢性肺疾患、気道病変 マンセイ ハイ シッカン キドウ ビョウヘン

		低出生体重児 テイ シュッセイ タイジュウ ジ		5

		社会的事情 シャカイテキ ジジョウ

		その他 タ		2

		長期入院理由 チョウキ ニュウイン リユウ

		病状が不安定 ビョウジョウ フアンテイ		6				2

		療育施設入所待ち リョウイク シセツ ニュウショ マ						15

		中間施設受入体制の不備 チュウカン シセツ ウケイレ タイセイ フビ

		地域サポートの不備 チイキ フビ

		病院の在宅医療フォロー体制不備 ビョウイン ザイタク イリョウ タイセイ フビ

		家族の受入困難 カゾク ウケイレ コンナン

		家庭環境、経済的理由 カテイ カンキョウ ケイザイテキ リユウ		1

		在宅準備中 ザイタク ジュンビチュウ		2				3

		その他 タ





あしかがの森足利病院

				乳児～2歳 ニュウジ サイ		3歳～6歳 サイ サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13歳～17歳 サイ サイ		18歳以上 サイイジョウ

		気管切開人工呼吸患者 キカン セッカイ ジンコウ コキュウ カンジャ				3		4		5		9

		非気管切開人工呼吸患者（NPPV) ヒ キカン セッカイ ジンコウ コキュウ カンジャ										1

		気管切開患者 キカン セッカイ カンジャ				3		1				10

		その他 タ				1		1



		入院期間 ニュウイン キカン		NICU及びGCU オヨ		PICU		その他小児病棟 タ ショウニ ビョウトウ

		6ヶ月以上1年未満 ゲツイジョウ ネン ミマン						1

		1年以上2年未満 ネンイジョウ ネン ミマン		1				6

		2年以上 ネンイジョウ		4				146

		原疾患 ゲンシッカン

		新生児仮死 シンセイジ カシ		2				37

		仮死以外の神経、筋疾患 カシ イガイ シンケイ キン シッカン		1				45

		事故（溺水、交通事故、転落等） ジコ デキスイ コウツウ ジコ テンラク ナド						4

		先天異常症候群（染色体異常、欠乏奇形症候群、欠乏性代謝異常など） センテン イジョウ ショウコウグン センショクタイ イジョウ ケツボウ キケイ ショウコウグン ケツボウ セイ タイシャ イジョウ		1				19

		慢性肺疾患、気道病変 マンセイ ハイ シッカン キドウ ビョウヘン		1

		低出生体重児 テイ シュッセイ タイジュウ ジ						6

		社会的事情 シャカイテキ ジジョウ						2

		その他 タ						40

		長期入院理由 チョウキ ニュウイン リユウ

		病状が不安定 ビョウジョウ フアンテイ						23

		療育施設入所待ち リョウイク シセツ ニュウショ マ

		中間施設受入体制の不備 チュウカン シセツ ウケイレ タイセイ フビ

		地域サポートの不備 チイキ フビ

		病院の在宅医療フォロー体制不備 ビョウイン ザイタク イリョウ タイセイ フビ

		家族の受入困難 カゾク ウケイレ コンナン		4				126

		家庭環境、経済的理由 カテイ カンキョウ ケイザイテキ リユウ						4

		在宅準備中 ザイタク ジュンビチュウ		1

		その他 タ





管理

		1/15/16		09:30～11:30		120

		1/16/16		19:30～22:00		150

		1/19/16		16:20～17：30		70

		1/28/16		17：30～18:30		60

				22:30～23：30		60

				11：30～13:30		120

		1/30/16		12:00～14：30		150

		1/31/16		15：30～17：45		135

		2/1/16		16：00～18：00		120

		2/1/16		23：30～0：40		70
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						17.5833333333












































相談支援事業所一覧表

		市区郡 シク グン		事業所名 ジギョウショ メイ		電話番号 デンワ バンゴウ		FAX番号 バンゴウ		郵便番号 ユウビンバンゴウ		所在地 ショザイチ		訪問可能な主な市町村 ホウモン カノウ オモ シチョウソン

		足利市 アシカガシ		特定相談支援センターはじめ		0284-22-4561		0284-22-4562		326-0143		足利市葉鹿町735-1		足利市 アシカガシ

		足利市 アシカガシ		足利障害者相談支援センター		0284-44-0307		0284-44-0318		326-0064		足利市東砂原後町1072		足利市、佐野市 アシカガシ サノシ

		足利市 アシカガシ		足利ケアサービス		0284-21-7630		0284-21-3109		326-0843		足利市五十部町809-3		足利市、佐野市、太田市 アシカガシ サノシ オオタシ

		足利市 アシカガシ		障害者相談支援センターフォレスト		0284-91-1816		0284-91-2867		326-0011		足利市大沼田町615		足利市及び近隣市町村 アシカガシ オヨ キンリン シチョウソン

		足利市 アシカガシ		相談支援事業所こころみ		0284-41-5039		0284-43-2665		326-0061		足利市田島町611-2

		宇都宮市 ウツノミヤシ		相談支援事業所ポンテ		028-652-7288		028-652-6355		321-0341		宇都宮市古賀志町1964-12		宇都宮、鹿沼、日光、壬生 ウツノミヤ カヌマ ニッコウ ミブ

		宇都宮市 ウツノミヤシ		うつのみや		028-632-6074		028-632-6075		320-0861		宇都宮市西2-1-7		宇都宮市 ウツノミヤシ

		宇都宮市 ウツノミヤシ		サポートセンターきりん		028-612-3838		028-678-3257		321-0905		宇都宮市平出工業団地43-100 ウツノミヤシ ヒライデコウギョウダンチ		宇都宮市 ウツノミヤシ

		宇都宮市 ウツノミヤシ		サポートセンターとみや生活支援センター		028-665-8230		028-665-8230		321-2116		宇都宮市徳次郎町540		宇都宮市 ウツノミヤシ

		宇都宮市 ウツノミヤシ		サポートセンターひばり		028-670-0330		028-667-7315		321-3236		宇都宮市竹下町435-159		宇都宮市 ウツノミヤシ

		宇都宮市 ウツノミヤシ		相談支援センターネクスト		080-8854-9551		028-612-7174		320-0034		宇都宮市泉町6-25		宇都宮市 ウツノミヤシ

		宇都宮市 ウツノミヤシ		特定相談支援事業所やすらぎ		028-650-7727		028-650-7728		320-0011		宇都宮市富士見が丘3－19－20		宇都宮市 ウツノミヤシ

		宇都宮市 ウツノミヤシ		障がい者生活支援センターこぶし		028-680-5746		028-688-0214		321-0126		宇都宮市茂原町837-1		宇都宮市、上三川町 ウツノミヤシ カミノカワマチ

		大田原市 オオタワラシ		相談支援事業所つばさ		0287-53-7393		0287-53-7394		324-0044		大田原市親園824-1		大田原市、那須塩原市、那須烏山市、矢板市、さくら市、那須町、塩谷町、高根沢町 オオタワラシ ナスシオバラシ ナスカラスヤマシ ヤイタシ シ ナスマチ シオ タニ マチ タカネザワマチ

		大田原市 オオタワラシ		相談支援事業所とまり木		0287-54-2854		0287-54-2230		324-0231		大田原市北野上3952		大田原市、那須塩原市、那須町 オオタワラシ ナスシオバラシ ナスマチ

		小山市 オヤマシ		相談支援事業所わくわくおやま		0285-24-6575		0285-20-0255		323-0022		小山市駅東通り3-9-6		小山市 オヤマシ

		小山市 オヤマシ		友井タクシー介護ステーションふれあい		0285-30-0840		0285-30-0844		323-0025		小山市城山町2丁目12-25		小山市 オヤマシ

		小山市 オヤマシ		相談支援事業所おやま		0285-22-1833		0285-22-8946		323-0014		小山市喜沢660		小山市、下野市 オヤマシ シモノ シ

		小山市 オヤマシ		社会就労センターえいぶるの里 シャカイ シュウロウ サト		0285-22-4561		0285-22-4581		323-0003		小山市東島田2403-2		小山市、下野市、上三川町、野木町、結城市、古河市、筑西市 オヤマシ シモノ シ カミノカワマチ ノギマチ ユウキシ コガシ ツク ニシ シ

		小山市 オヤマシ		はつらつサロン南天相談支援事業所		0285-22-4659		0285-38-6529		323-0027		小山市花垣町2-3-19		小山市、栃木市 オヤマシ トチギシ

		小山市 オヤマシ		相談支援事業所みどり		0285-45-8362		0285-45-8397		329-0214		小山市乙女786-1		小山市、栃木市、古河市、結城市 オヤマシ トチギシ コガシ ユウキシ

		上三川町 カミノカワマチ		上三川障がい児・者生活相談支援センター		0285-38-6854		0285-38-6841		329-0611		上三川町上三川5082-15		上三川町 カミノカワマチ

		さくら市 シ		障がい者支援センターにんべん		028-686-2539		028-686-2584		329-1417		さくら市フィオーレ喜連川5-2-1　フィオーレガーデン1-102		さくら市 シ

		佐野市 サノシ		社会福祉法人とちのみ会　こなかの森 シャカイ フクシ ホウジン カイ モリ		0283-24-5757		0283-24-6294		327-0001		佐野市小中町1280		佐野市、足利市 サノシ アシカガシ

		佐野市 サノシ		さの社協相談支援センターほっぷ		0283-22-8152		0283-22-8199		327-0003		佐野市大橋町3212-27		佐野市全域 サノシ ゼンイキ

		下野市 シモノ シ		南栃木支援センター相談支援		0285-44-6118		0285-44-7215		329-0412		下野市柴1432-105		下野市、小山市、壬生町 シモノ シ オヤマシ ミブマチ

		下野市 シモノ シ		下野市相談支援事業所 こばと		0285-44-6783		0285-44-6783		329-0414		下野市小金井1146-6		下野市、上三川町 シモノ シ カミノカワマチ

		高根沢町 タカネザワマチ		高根沢町障害児者生活支援センターすまいる タカネザワマチ		028-612-2751		028-612-2752		329-1225		塩谷郡高根沢町石末1825　福祉センター内 シオヤグン タカネザワマチ イシヅエ フクシ ナイ		高根沢町 タカネザワマチ

		高根沢町 タカネザワマチ		障害者相談支援センターいぶき		028-678-3502		028-676-3501		329-1216		塩谷郡高根沢町桑窪2266-2		高根沢町 タカネザワマチ

		栃木市 トチギシ		相談支援事業所わらしべの家		0282-27-1627		0282-27-1675		328-0011		栃木市大宮町2708-3		栃木市 トチギシ

		栃木市 トチギシ		相談支援センターぴあん ソウダン シエン		0282-31-1755		0282-31-2919		328-0067		栃木市皆川城内町333-2		栃木市、小山市 トチギシ オヤマシ

		栃木市 トチギシ		相談支援事業所「ピュア」		0282-31-3911		0282-31-3912		328-0133		栃木市大森町465		栃木市、鹿沼市、佐野市、小山市、壬生町 トチギシ カヌマシ サノシ オヤマシ ミブマチ

		栃木市 トチギシ		相談支援ウエイブ		0282-23-4465		0282-23-4465		328-0012		栃木市平柳町1-2-7		栃木市、壬生町 トチギシ ミブマチ

		栃木市 トチギシ		もくせいの里		0282-43-0593		0282-43-1387		329-4405		栃木市大平町西山田1198		栃木市内 トチギシナイ

		那須町 ナスマチ		障がい者相談支援事業所ケアサプライ		0287-73-5312		0287-73-5311		329-3221		那須郡那須町漆塚762-102 ナスグン ナスマチ ウルシツカ		白河市、那須町、那須塩原市、大田原市 シラカワシ ナスマチ ナスシオバラシ オオタワラシ

		那須塩原市 ナスシオバラ シ		相談支援事業所テトテ		0287-36-7171		0287-36-7181		329-2732		那須塩原市一区町251-1		那須塩原市（大田原、矢板、那須町、那珂川町、烏山） ナスシオバラ シ オオタワラ ヤイタ ナスマチ ナカガワマチ カラスヤマ

		那須塩原市 ナスシオバラ シ		相談支援事業のぞみ		0287-65-2288		0287-65-2282		329-3152		那須塩原市上中野53		那須塩原市、大田原市、那須町 ナスシオバラ シ オオタワラシ ナスマチ

		那須塩原市 ナスシオバラ シ		相談支援事業所　空		0287-73-8165		0287-73-8165		329-3157		那須塩原市大原間西1-19-9		那須塩原市、大田原市、那須町 ナスシオバラ シ オオタワラシ ナスマチ

		那須塩原市 ナスシオバラ シ		指定特定相談支援事業所あじさい		0287-60-3361		0287-60-3362		325-0034		那須塩原市東原166		那須塩原市、那須町 ナスシオバラ シ ナスマチ

		野木町 ノギマチ		さわやか相談支援センター		0280-57-4884		0280-57-4994		329-0112		野木町南赤塚1145-1		小山市、野木町、古河市、栃木市 オヤマシ ノギマチ コガシ トチギシ

		芳賀郡 ハガ グン		相談支援センター光輝舎		0285-70-2020		0285-72-8222		321-4105		芳賀郡益子町北中1113-1		芳賀郡、真岡市等 ハガ グン モオカシ ナド

		芳賀郡 ハガ グン		相談支援センターみさと		0285-72-9767				321-4104		芳賀郡益子町大沢2800-5		芳賀郡内（真岡市、益子町、市貝町、芳賀町、茂木町） ハガ グンナイ モオカシ マシコ チョウ イチ ガイ マチ ハガマチ モギマチ

		真岡市 モオカシ		相談支援センターのどか　真岡センター		0285-81-5890		0285-85-8452		321-4305		真岡市荒町111-1		真岡市、芳賀町、市貝町、益子町、茂木町 モオカシ ハガマチ イチガイ マチ マシコ チョウ モギ マチ

		真岡市 モオカシ		真岡介護センター		0285-80-5200		0285-80-5211		321-4361		真岡市並木町1-8-1　シティ並木102 ナミキ		真岡市、芳賀町南部、市貝町南部、益子町西部、上三川東部 モオカシ ハガマチ ナンブ イチ ガイ チョウ ナンブ マシコ チョウ セイブ カミノカワ トウブ

		壬生町 ミブマチ		指定障害者相談支援事業所あるしぇん		0282-86-7665		0282-21-7109		321-0201		下都賀郡壬生町安塚2032 シモツガグン ミブマチ ヤスヅカ		壬生町 ミブマチ





訪問看護事業所一覧表

		市区郡 シク グン		事業所名 ジギョウショ メイ		電話番号 デンワ バンゴウ		FAX番号 バンゴウ		郵便番号 ユウビンバンゴウ		所在地 ショザイチ		訪問可能な主な市町村 ホウモン カノウ オモ シチョウソン

		足利市 アシカガシ		あおい訪問看護ステーション		0284-73-9456		0284-72-7600		326-0831		足利市堀込町2556 セレッソ・コート1階		足利市とその周辺（佐野市、館林市、巴楽町、太田市、桐生市） アシカガシ シュウヘン サノシ タテバヤシシ トモエ ラク マチ オオタシ キリュウシ				足利市 アシカガシ		2

		足利市 アシカガシ		ライフ訪問看護リハビリテーション		0284-64-8799		0284-64-8335		326-0831		足利市堀込町2656-7　ASKビル301号		足利市、佐野市、館林市、邑楽郡、太田市、桐生市 アシカガシ サノシ タテバヤシシ オウラ グン オオタシ キリュウシ				宇都宮市 ウツノミヤシ		7

		宇都宮市 ウツノミヤシ		ＷＡＤＥＷＡＤＥ訪問看護ステーション		028-666-5420		028-666-5460		321-0923		宇都宮市下栗町2913-1 ウツノミヤシ シモグリマチ		宇都宮市、上三川町、 ウツノミヤシ カミノカワマチ				大田原市 オオタワラシ		4

		宇都宮市 ウツノミヤシ		訪問看護ステーションここあ		028-600-3735		028-600-3736		321-2116		宇都宮市徳次郎町998-9 ウツノミヤシ トクジロウマチ		宇都宮市、日光市、 ウツノミヤシ ニッコウシ				小山市 オヤマシ		3

		宇都宮市 ウツノミヤシ		訪問看護ステーションうつのみや		028-612-6103		028-612-6104		320-0852		宇都宮市下砥上町字並塚643番地1		宇都宮市、壬生町 ウツノミヤシ ミブマチ				鹿沼市 カヌマシ		1

		宇都宮市 ウツノミヤシ		訪問看護ステーションあるく		028-643-5586		028-678-8796		320-0036		宇都宮市小幡2-6-14 		宇都宮市 ウツノミヤシ				さくら市 シ		1

		宇都宮市 ウツノミヤシ		訪問看護ステーション風		028-612-1333		028-612-1384		321-0117		宇都宮市城南3丁目5-6		宇都宮、鹿沼、下野、壬生 ウツノミヤ カヌマ シモノ ミブ				佐野市 サノシ		2

		宇都宮市 ウツノミヤシ		訪問看護ステーションほっと		028-626-5739		028-625-8201		321-0974		宇都宮市竹林町958		宇都宮市 ウツノミヤシ				下野市 シモツケシ		1

		宇都宮市 ウツノミヤシ		宮の橋訪問看護ステーション		028-635-9839		028-635-9839		321-0963		宇都宮市南大通り1-1-23		宇都宮市 ウツノミヤシ				高根沢町 タカネザワマチ		1

		大田原市 オオタワラシ		訪問看護ステーションゆりの木		0287-47-5123		0287-47-5124		324-0028		大田原市山の手1-1-7 ヤマ テ		大田原市、那須塩原市、那珂川町 オオタワラシ ナスシオバラ シ ナカガワマチ				栃木市 トチギシ		1

		大田原市 オオタワラシ		とちぎ訪問看護ステーションくろばね		0287-54-0507		0287-54-0580		324-0241		大田原市黒羽向町142番地		大田原市、那須塩原市、那須町、那珂川町 オオタワラシ ナスシオバラ シ ナスマチ ナカガワマチ				那須烏山市 ナスカラスヤマシ		1

		大田原市 オオタワラシ		さくら訪問看護ステーション		0287-29-3252		0287-29-3252		324-0058		大田原市紫塚3-2633-10		大田原市、那須塩原市、矢板市 オオタワラシ ナスシオバラ シ ヤイタ シ				那須塩原市 ナスシオバラ シ		1

		大田原市 オオタワラシ		那須赤十字訪問看護ステーション		0287-23-8866		0287-23-8903		324-8686		大田原市中田原1081-4		大田原市、那須塩原市（一部を除く） オオタワラシ ナスシオバラ シ イチブ ノゾ				野木町 ノギマチ		1

		小山市 オヤマシ		とちぎ訪問看護ステーションおやま		0285-39-8602		0285-39-8607		323-0827		小山市神鳥谷2251-7 オヤマシ ヒトトノヤ		小山市、下野市（南部）、野木町（北部） オヤマシ シモノ シ ナンブ ノギ マチ ホクブ				壬生町 ミブマチ		1

		小山市 オヤマシ		わくわく訪問看護ステーションおやま		0285-24-6575		0285-20-0255		323-0022		小山市駅東通り3-9-6		小山市、結城市（茨城県）、下野市の一部、栃木市（PTのみ） オヤマシ ユウキシ イバラキケン シモノ シ イチブ トチギシ				真岡市 モオカシ		1

		小山市 オヤマシ		訪問看護ステーションみどり		0285-45-8362		0285-45-8397		329-0214		小山市乙女786-1		小山市、栃木市、古河市、結城市 オヤマシ トチギシ コガシ ユウキシ						28

		鹿沼市 カヌマシ		鹿沼訪問看護ステーション		0289-60-5650		0289-60-1687		322-0021		鹿沼市上野町320-3高橋ビル1階103号室		鹿沼市、旧宇都宮市、旧今市市、壬生町、西片町 カヌマシ キュウ ウツノミヤシ キュウ イマイチシ ミブマチ ニシカタマチ

		さくら市 シ		訪問看護ステーション卯の郷		028-682-7770		028-682-7766		329-1311		さくら市氏家2650番地		さくら市（周辺15ｋｍ以内）、塩谷町、那須烏山市、宇都宮市、高根沢町 シ シュウヘン イナイ シオヤ マチ ナスカラスヤマシ ウツノミヤシ タカネザワ マチ

		佐野市 サノシ		訪問看護ステーションマザーの家		0283-85-7771		0283-85-7772		327-0504		佐野市中町942-1		佐野市 サノシ

		佐野市 サノシ		訪問看護ステーション佐野		0283-86-7013		0283-86-7031		327-0847		佐野市天神町774-22 メープルハイツ101号室		足利市、佐野市、栃木市（旧岩船市） アシカガシ サノシ トチギシ キュウ イワフネ シ

		下野市 シモツケシ		訪問看護ステーション石橋		0285-52-2293		0285-52-2268		329-0511		下野市石橋628番地		下野市、上三川町、壬生町、宇都宮市（部） シモノ シ カミノカワマチ ミブマチ ウツノミヤシ ブ

		高根沢町 タカネザワ マチ		訪問看護ステーションたかねざわ		028-680-1701		028-680-1702		329-1233		塩谷郡高根沢町宝積寺2426-8 		高根沢町、さくら市、那須烏山市、芳賀町、市貝町、茂木町、益子町、宇都宮市 タカネザワマチ シ ナスカラスヤマシ ハガ マチ イチ カイ チョウ モギマチ マシコ チョウ ウツノミヤシ

		栃木市 トチギシ		訪問看護ステーションオリーブ		0282-27-8414		0282-27-8415		328-0027		栃木市今泉町1丁目17番29号		栃木市、小山市、下野市、壬生町 トチギシ オヤマシ シモノ シ ミブ マチ

		那須烏山市 ナスカラスヤマシ		訪問看護ステーションあい		0287-83-8035		0287-83-8222		321-0628		那須烏山市金井2-5-9 ベンチャープラザ7号室 ゴウシツ		那須烏山市、那珂川町、茂木町、一貝町 ナスカラスヤマシ ナカガワマチ モギマチ イチ ガイ マチ

		那須塩原市 ナスシオバラ シ		マロニエ訪問看護ステーション		0287-37-6322		0287-39-3305		329-2763		那須塩原市井口537-3 にしなすの総合在宅ケアセンター内		那須塩原市、那須町、大田原市　リハビリのみ→那珂川町訪問可能 ナスシオバラ シ ナスマチ オオタワラシ ナカガワ マチ ホウモン カノウ

		野木町 ノギマチ		訪問看護ステーションたんぽぽ		0280-57-1888		0280-57-3819		329-0101		下都賀郡野木町友沼5119-12		野木町、小山市、旧藤岡町 ノギマチ オヤマシ キュウ フジオカマチ

		壬生町 ミブマチ		とちぎ訪問看護ステーションみぶ		0282-82-7262		0282-82-7260		321-0218		下都賀郡壬生町落合1-18-12		上三川町、下野市、壬生町、宇都宮 カミノカワマチ シモノ シ ミブ チョウ ウツノミヤ

		真岡市 モオカシ		芳賀赤十字訪問看護ステーション		0285-84-8266		0285-84-8266		321-4306		真岡市台町2461		芳賀郡全域（真岡市、益子町、芳賀町、茂木町） ハガ グン ゼンイキ モオカシ マシコマチ ハガマチ モギ マチ





診療所一覧表

		市区郡 シク グン		診療所名 シンリョウジョ メイ		電話番号 デンワ バンゴウ		郵便番号 ユウビンバンゴウ		所在地 ショザイチ

		足利市 アシカガシ		山浦内科医院		0284-21-6653 		326-0843		足利市五十部町1256-5

		足利市 アシカガシ		あいファミリィクリニック足利 アシカガ		0284-22-3788		329-4213		足利市寺岡町505-1

		足利市 アシカガシ		かしま産婦人科 サンフジンカ		0284-65-0341		326-0844		足利市鹿島町501-1

		足利市 アシカガシ		くさの小児科		0284-73-7000		326-0335		足利市上渋垂町338-3

		足利市 アシカガシ		すながクリニック		0284-44-7211		326-0015		足利市八椚町494-1　

		宇都宮市 ウツノミヤシ		医療法人　亀田内科		028-633-2884		320-0812		宇都宮市一番町1-28

		宇都宮市 ウツノミヤシ		越戸クリニック		028-660-6190		321-0951		宇都宮市越戸町139-6

		宇都宮市 ウツノミヤシ		福田こどもクリニック		028-659-8850		320-0852		宇都宮市下砥上町1545-20

		宇都宮市 ウツノミヤシ		きくちクリニック		028-683-3387		321-0903		宇都宮市下平出町614-2

		宇都宮市 ウツノミヤシ		てらもと小児科		028-650-6636		321-0975		宇都宮市関堀町971-6

		宇都宮市 ウツノミヤシ		あおい内科小児科ｸﾘﾆｯｸ		028-663-6000		321-0973		宇都宮市岩曽町1086-1

		宇都宮市 ウツノミヤシ		桜井消化器科・内科		028-643-0870		320-0073		宇都宮市細谷1-7-38

		宇都宮市 ウツノミヤシ		鈴木内科クリニック		028-655-1229		321-0139		宇都宮市若松原2-4-19

		宇都宮市 ウツノミヤシ		大根田内科医院		028-624-6322		320-0072		宇都宮市若草3-4-22

		宇都宮市 ウツノミヤシ		てらだファミリークリニック		028-654-2188		321-0132		宇都宮市雀の宮5-5-1

		宇都宮市 ウツノミヤシ		清原台こどもクリニック キヨハラ ダイ		028-305-6017		321-3223		宇都宮市清原台2-4-14

		宇都宮市 ウツノミヤシ		森田医院		028-633-1573		320-0861		宇都宮市西3-5-8

		宇都宮市 ウツノミヤシ		こどもヶ丘診療所		028-615-1077		321-0151		宇都宮市西川田町183-21

		宇都宮市 ウツノミヤシ		有村小児科医院		028-656-7207		321-0912		宇都宮市石井町3128-11

		宇都宮市 ウツノミヤシ		いちはらファミリークリニック		028-612-8350		321-0414		宇都宮市中里町322

		宇都宮市 ウツノミヤシ		豊郷中央渡辺内科　		028-622-8900		320-0004		宇都宮市長岡町1217-5

		宇都宮市 ウツノミヤシ		宇都宮市子ども発達センター診療所 ウツノミヤシ コ ハッタツ シンリョウジョ		028-647-4720		320-0851		宇都宮市鶴田町970-1

		宇都宮市 ウツノミヤシ		梅園医院		028-633-2869		320-0035		宇都宮市伝馬町3-28

		宇都宮市 ウツノミヤシ		片山医院		028-661-9764		321-0944		宇都宮市東峰町3008-21

		宇都宮市 ウツノミヤシ		冨塚メデｲカルクリニック		028-666-2555		321-2116		宇都宮市徳次郎町888

		宇都宮市 ウツノミヤシ		豊郷台クリニック ユタカ ゴウ ダイ		028-643-8998		320-0003		宇都宮市豊郷台2-21-3

		宇都宮市 ウツノミヤシ		みやの杜クリニック　		028-683-7811		321-0904		宇都宮市陽東2-4-5

		宇都宮市 ウツノミヤシ		医療法人　赤羽病院		028-661-5446		321-0904		宇都宮市陽東7-2-2

		大田原市 オオタワラシ		くろばね齋藤醫院		0287-54-0031		324-0233		大田原市黒羽田町612

		大田原市 オオタワラシ		さいとうハート＆キッズクリニック		0287-53-7979		324-0043		大田原市浅香1-4-3

		大田原市 オオタワラシ		あさかクリニック		0287-22-2601		324-0043		大田原市浅香3-3711

		小山市 オヤマシ		神鳥谷クリニック		0285-22-7700		323-0827		小山市神鳥谷1-19-1

		小山市 オヤマシ		小山すぎの木クリニック		0285-30-3456		323-0806		小山市中久喜1131-1

		小山市 オヤマシ		おおきこどもクリニック		0285-41-0025 		329-0207		小山市美しが丘3-35-3

		鹿沼市 カヌマシ		小川こどもクリニック		0289-74-5421		322-0027		鹿沼市貝島町5006-2

		鹿沼市 カヌマシ		飯岡小児科		0289-65-3257		322-0074		鹿沼市日吉町569-2

		鹿沼市 カヌマシ		小松医院		0289-60-5515		322-0064		鹿沼市文化橋町2300-1

		鹿沼市 カヌマシ		いとうこどもクリニック		0289-63-5566		322-0025		鹿沼市緑町2-2-29

		上三川 カミノカワ		やの小児科医院		0285-56-0280		329-0611		河内郡上三川町上三川3446-3

		さくら市 シ		仲嶋医院		028-681-7755		329-1311		さくら市氏家3245-17

		佐野市 サノシ		稲毛クリニック		0283-25-2566		327-0103		佐野市石塚町893-1

		佐野市 サノシ		こばやしファミリークリニック		0283-85-9900		327-0311		佐野市多田町566

		佐野市 サノシ		坪水医院		0283-62-0265		327-0312		佐野市栃本町2241

		佐野市 サノシ		緑の屋根診療所		0283-20-2577		327-0843		佐野市堀米町1348-5

		佐野市 サノシ		キッズクリニックはせがわ		0283-27-0200		327-0843		佐野市堀米町3946-6

		下野市 シモノ シ		グリムこどもクリニック		0285-51-1515		329-0502		下野市下古山2-6-17

		下野市 シモノ シ		にじいろこども診療所 シンリョウジョ		0285-44-7716		329-0414		下野市小金井4-1-1

		下野市 シモノ シ		角田内科医院		0285-53-5665 		329-0511		下野市石橋549

		下野市 シモノ シ		佐藤内科		0285-53-1305		329-0511		下野市石橋839-14

		下野市 シモノ シ		おかべこどもクリニック		0285-40-7300 		329-0433		下野市緑5-17-12

		高根沢町 タカネザワマチ		にいたに内科　		028-675-6515		329-1231		塩谷郡高根沢町宝石台 3-3-19

		栃木市 トチギシ		熊倉医院		0282-55-8425		329-4316		栃木市岩舟町新里180-1 トチギシ

		栃木市 トチギシ		竹田内科小児科クリニック		0282-29-1233		328-0011		栃木市大宮町52番地

		栃木市 トチギシ		田村医院		0282-43-3368		329-4423		栃木市大平町西水代1835-1

		栃木市 トチギシ		小森谷内科医院		0282-43-7327		329-4404		栃木市大平町富田4003-8

		栃木市 トチギシ		持田医院		0282-67-3661		329-0319		栃木市藤岡町中根115-5

		栃木市 トチギシ		腰塚医院		0282-62-2072		323-1104		栃木市藤岡町藤岡1845-10

		栃木市 トチギシ		よこやま内科小児科クリニック		0282-24-8102		328-0075		栃木市箱森町38-70

		栃木市 トチギシ		サンレディースクリニック		0282-24-3541		328-0024		栃木市樋ノ口町504-1

		栃木市 トチギシ		桜井こどもクリニック		0282-24-5987		328-0034		栃木市本町16-9

		栃木市 トチギシ		さいとう小児科 ショウニカ		0282-22-0757 		328-0015		栃木市万町30番16号

		那珂川町 ナカガワマチ		佐藤医院		0287-96-2841		324-0501		那須郡那珂川町小川2960-1

		那珂川町 ナカガワマチ		飯塚医院		0287-92-2034		324-0613		那須郡那珂川町馬頭484-3

		那珂川町 ナカガワマチ		立花医院		0287-72-0311		325-0003		那須郡那須町寺子乙3967-190

		那須塩原市 ナスシオバラ シ		中川医院 ナカガワ イイン		0287-62-0040		325-0057		那須塩原市黒磯幸町6-27

		那須塩原市 ナスシオバラ シ		さいとうクリニック		0287-39-1805		329-2724		那須塩原市西幸町7-13

		那須塩原市 ナスシオバラ シ		みずぬまクリニック		0287-39-1581		329-2751		那須塩原市東三島2-80-6

		日光市 ニッコウシ		吉原医院		0288-21-0161		321-1261		日光市今市826-4

		日光市 ニッコウシ		木村内科医院		0288-22-7880		321-1264		日光市瀬尾497-1

		益子町 マシコマチ		鈴木医院		0285-72-2032		321-4217		益子町益子1747-2

		壬生町 ミブマチ		小倉医院		0282-82-0057		321-0227		壬生町通町10-5

		壬生町 ミブマチ		大橋内科クリニック		0282-82-8522		321-0219		壬生町福和田1003-1

		壬生町 ミブマチ		かとう小児科 ショウニカ		0282-82-7576		321-0218		壬生町落合3-7-30

		真岡市 モオカシ		ひがのクリニック		0285-74-0051 		321-4521		真岡市久下田941-1

		真岡市 モオカシ		小林診療所		0285-82-3873		321-4369		真岡市熊倉3-10-7

		真岡市 モオカシ		西真岡こどもクリニック		0285-81-7900		321-4341		真岡市高勢町3-205-1

		真岡市 モオカシ		田井の里クリニック		0285-81-6502		321-4301		真岡市西田井内外748-2

		真岡市 モオカシ		深谷医院 フカヤ イイン		0285-75-0007 		321-4502		真岡市物井1268-7

		茂木町 モギマチ		吉永医院		0285-63-2303		321-3564		茂木町増井190-1





病院一覧表

		市区郡 シク グン		診療所名 シンリョウジョ メイ		電話番号 デンワ バンゴウ		郵便番号 ユウビンバンゴウ		所在地 ショザイチ																																																						相談窓口 ソウダン マドグチ		部署名・職名 ブショ メイ ショクメイ		ご担当者氏名 タントウシャ シメイ		連絡先TEL レンラクサキ		連絡先MAIL レンラクサキ

		足利市 アシカガシ		あしかがの森足利病院		0284-91-0611		326-0011		足利市大沼田町615		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		1		2		別紙参照 ベッシ サンショウ		有		メディカルソーシャルワーカー		福地　哲郎 フクチ テツロウ		0284-91-0611		soudan@hshikagu-hospital.or.jp

		足利市 アシカガシ		足利赤十字病院		0284-21-0121		326-0843		足利市五十部町284-1		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		3		1		2		別紙参照 ベッシ サンショウ		有		事務部医事課社会福祉士 ジム ブ イジ カ シャカイ フクシ シ		布施　麻由実 フセ マユミ		0284-20-1307

		宇都宮市 ウツノミヤシ		済生会宇都宮病院		028-626-5500		321-0974		宇都宮市竹林町911-1		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		2		別紙参照 ベッシ サンショウ		有		地域連携課 チイキ レンケイ カ		荻津　守 オギツ カミ		028-626-5500

		宇都宮市 ウツノミヤシ		JCHO　うつのみや病院		028-653-1001		321-0143		宇都宮市南高砂町11-17		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		無

		大田原市 オオタワラシ		那須赤十字病院		0287-23-1122		324-8686		大田原市中田原1081-4		1		1		3		3		3		1		3		1		3		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		1		4		なし		有		地域医療福祉連携課福祉係長 チイキ イリョウ フクシ レンケイ カ フクシ カカリチョウ		野中 美希 ノナカ ミキ		0287-23-1122		renkeika@nasu.jrc.or.jp

		小山市 オヤマシ		新小山市民病院		0285-36-0200		323-0827		小山市神鳥谷2251-1 オヤマシ ヒトトノヤ		1		1		3		2		2		2		2		2		2		2		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		2		なし		有		医療相談室保健師 イリョウ ソウダンシツ ホケンシ		多賀谷 邦子 タガヤ クニコ		0285-36-0256		soudan@hospital.oyama.tochigi.jp

		小山市 オヤマシ		小山厚生病院		0285-22-1105		323-0031		小山市八幡町2-10-6		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		2		なし		有		看護師長 カンゴシ チョウ		横家 よね子 ヨコ イエ コ		0285-22-1105
0285-24-9890

		下野市 シモツケシ		自治医科大学附属病院　		0285-44-2111		329-0498		下野市薬師寺3311-1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		2		3		2		別紙参照 ベッシ サンショウ		有		地域医療連携部（看護師） チイキ イリョウ レンケイ ブ カンゴシ		黒田　光恵 クロダ ミツエ		0285-44-2111		mazuek@jichi.ac.jp

		下野市 シモツケシ		石橋総合病院		0285-53-1134		329-0511		下野市石橋628		1		1		1		1		1		1		1		2		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		1		なし		有		地域医療連携部 チイキ イリョウ レンケイ ブ		(部長)岩崎 さゆり ブチョウ イワサキ		0285-53-1134		ishibashi-renkei@yushikai.jp

		高根沢町 タカネザワマチ		菅又病院　		028-676-0311		329-1207		塩谷郡高根沢町花岡2351		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		無

		栃木市 トチギシ		とちの木病院		0282-22-7722		328-0071		栃木市大町39-5		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		無

		栃木市 トチギシ		下都賀総合病院		0282-22-2551		328-0044		栃木市富士見町5-32		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		3		なし		有		医療福祉相談室 イリョウ フクシ ソウダンシツ		MSWが3人おります ニン		0282-22-2551

		栃木市 トチギシ		西方病院		0282-92-2323		322-0601		栃木市西方町金崎273-3 トチギシ		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		有		西方病院地域連携室 ニシカタ ビョウイン チイキ レンケイ シツ				0282-25-7310		nishikata-renkei@cc9.ne.jp

		壬生町 ミブマチ		獨協医科大学病院		0282-86-1111		321-0293		下都賀郡壬生町大字北小林880		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		3		2		別紙参照 ベッシ サンショウ		有		地域医療連携センター医療福祉相談室 チイキ イリョウ レンケイ イリョウ フクシ ソウダンシツ				0282-87-2185



mailto:nishikata-renkei@cc9.ne.jpmailto:soudan@hospital.oyama.tochigi.jpmailto:ishibashi-renkei@yushikai.jpmailto:mazuek@jichi.ac.jpmailto:soudan@hshikagu-hospital.or.jpmailto:renkeika@nasu.jrc.or.jp

相談支援事業所

		Ｑ1.貴施設について、お伺いいたします キ シセツ ウカガ										事業所名とコメントをくっつけるで一表を作る ジギョウショ メイ イッピョウ ツク

		1		事業所名 ジギョウショ メイ								今月中 コンゲツ チュウ

		2		電話番号 デンワ バンゴウ								地図と一覧表をパワーポイント チズ イチラン ヒョウ

		3		FAX番号 バンゴウ								各項目ごとにページを作る カクコウモク ツク

		4		所在地 ショザイチ

		5		訪問可能な主な市町村 ホウモン カノウ オモ シチョウソン

		Ｑ2.重症心身障害児（者）の定義をご存知ですか ジュウショウシンシンショウガイジ シャ テイギ ゾンジ

		Ｑ2-1		知っている シ

		Ｑ2-2		知らない シ

		Ｑ3.重症心身障害児（者）の方（家族・関係機関等）からの相談を受けたことがありますか ジュウショウシンシンショウガイジ シャ カタ カゾク カンケイ キカン ナド ソウダン ウ

		Ｑ3-1		1		ある

		Ｑ3-2		2		ない

		Ｑ3-1-Ａ

				Ａ-1それは誰からの相談でしたか ダレ ソウダン

				1		ａ.家族 カゾク

				2		ｂ.支援者 シエンシャ

				3		ｃ.関係機関 カンケイ キカン

				Ａ-2それはどんな相談でしたか（複数回答可） ソウダン フクスウ カイトウ カ

				1		ａ.生活上の相談 セイカツ ジョウ ソウダン

				2		ｂ.医療的な相談 イリョウテキ ソウダン

				3		ｃ.制度に関する相談 セイド カン ソウダン

				4		ｄ.教育に関する相談 キョウイク カン ソウダン

				5		ｅ.サービス等利用計画書作成に関する相談 ナド リヨウ ケイカクショ サクセイ カン ソウダン

				6		ｆ.その他 タ

				Ａ-3それらの相談事業所として対応（解決）はできましたか ソウダン ジギョウショ タイオウ カイケツ

				1		ａ.できた

				2		ｂ.できなかった

				Ａ-3-1それはどうしてですか

				1		ａ解決手段・方法がなかった カイケツ シュダン ホウホウ

				2		ｂ.ほかの相談支援事業所に依頼した ソウダン シエン ジギョウショ イライ

				3		ｃ.行政に依頼した ギョウセイ イライ

				4		ｄ.その他 タ

		Ｑ4.Ｑ3-2「ない」→これから重症心身障害児（者）の方（本人・家族等）からの相談があればどのように対応されますか ジュウショウシンシンショウガイジ シャ カタ ホンニン カゾク ナド ソウダン タイオウ

				Ｑ4-1		自分の事業所で対応する ジブン ジギョウショ タイオウ

				Ｑ4-2		ほかの相談支援事業所へ依頼する ソウダン シエン ジギョウショ イライ

				Ｑ4-3		行政に依頼する ギョウセイ イライ

				Ｑ4-4		その他 タ

		Ｑ5.重症心身障害児（者）の方のサービス等利用計画書を作成したことがありますか ジュウショウシンシンショウガイジ シャ カタ ナド リヨウ ケイカクショ サクセイ

				Ｑ5-1		ある

				Ｑ5-2		ない

						Ｑ5-1-Ａ		「ある」と回答→作成にあたり、苦労したこと困ったことがありましたか カイトウ サクセイ クロウ コマ

						Ｑ5-2-Ａ		「ない」と回答 カイトウ

						1		ａ.今後依頼があれば作成する コンゴ イライ サクセイ

						2		ｂ.他の相談支援事業所に依頼する ホカ ソウダン シエン ジギョウショ イライ

						3		ｃ.作成するかどうかわからない サクセイ

						Ｑ5-2-Ａ-1		b.cを回答→それはどうしてですか カイトウ

		Q6.重症心身障害児（者）の方がより良い在宅生活をしていく上で何か必要だと思うことがあればご自由にお書きください ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ カタ ヨ ザイタク セイカツ ウエ ナニ ヒツヨウ オモ ジユウ カ



		承諾可否 ショウダク カヒ		Q1												Ｑ2.重症心身障害児（者）の定義をご存知ですか ジュウショウシンシンショウガイジ シャ テイギ ゾンジ				Ｑ3.重症心身障害児（者）の方（家族・関係機関等）からの相談を受けたことがありますか ジュウショウシンシンショウガイジ シャ カタ カゾク カンケイ キカン ナド ソウダン ウ																														Ｑ4.Ｑ3-2「ない」→これから重症心身障害児（者）の方（本人・家族等）からの相談があればどのように対応されますか ジュウショウシンシンショウガイジ シャ カタ ホンニン カゾク ナド ソウダン タイオウ										Ｑ5.重症心身障害児（者）の方のサービス等利用計画書を作成したことがありますか ジュウショウシンシンショウガイジ シャ カタ ナド リヨウ ケイカクショ サクセイ										Q6.重症心身障害児（者）の方がより良い在宅生活をしていく上で何か必要だと思うことがあればご自由にお書きください ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ カタ ヨ ザイタク セイカツ ウエ ナニ ヒツヨウ オモ ジユウ カ

				事業所名 ジギョウショ メイ		電話番号 デンワ バンゴウ		FAX番号 バンゴウ		郵便番号 ユウビンバンゴウ		所在地 ショザイチ		訪問可能な主な市町村 ホウモン カノウ オモ シチョウソン		知っている		知らない シ		ある		ない		それは誰からの相談でしたか						それはどんな相談でしたか														それらの相談事業所として対応（解決）はできましたか						自分の事業所で対応する ジブン ジギョウショ タイオウ		他の相談支援事業所へ依頼する ホカ ソウダン シエン ジギョウショ イライ		行政に依頼する ギョウセイ イライ		その他 タ				ある		ない		「ある」と回答		「ない」
と回答		b.c（23）を回答

																								家族 カゾク		支援者 シエンシャ		関係機関 カンケイ キカン		生活上の相談 セイカツ ジョウ ソウダン		医療的な相談 イリョウテキ ソウダン		制度に関する相談 セイド カン ソウダン		教育に関する相談 キョウイク カン ソウダン		サービス等利用計画書作成に関する相談 ナド リヨウ ケイカクショ サクセイ カン ソウダン		その他 タ		その他回答 タ カイトウ		それらの相談事業所として対応（解決）はできましたか		それはどうしてですか		それはどうしてですか

		否 イナ		手話通訳派遣協会相談支援事業所		0287-73-4422		0287-62-7776		325-0026		栃木県那須塩原市上厚崎431-17 ３２５－００２６				0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		0		1		本事業所と同様の地域で一般相談支援事業所と連携を図り対応する ホン ジギョウショ ドウヨウ チイキ イッパン ソウダン シエン ジギョウショ レンケイ ハカ タイオウ		0		1		0		2		当事業所は手話通訳派遣を主目的とする事業所であるため、聴覚障害に対するノウハウはあるがそれ以外の障害者に対応する専門性を有していない為 トウ ジギョウショ シュワ ツウヤク ハケン シュモクテキ ジギョウショ チョウカク ショウガイ タイ イガイ ショウガイシャ タイオウ センモンセイ ユウ タメ

		否 イナ		相談支援事業所すまいる		0285-45-7199		0285-45-8437		329-0205		小山市間々田750-1		小山市 オヤマシ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		1		0				0		1		0		3		現在担当させていただいているケースの他に受け入れる時間的余裕がないため。また専門的な知識や経験がなく自信がないため。 ゲンザイ タントウ ホカ ウ イ ジカンテキ ヨユウ センモンテキ チシキ ケイケン ジシン

		否 イナ		やまゆりの里		0284-90-2030		0284-90-2031		326-0011		足利市大沼田町525-1		足利市 アシカガシ		0		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		ショートステイの利用が可能かどうか リヨウ カノウ		2		1		ショートの利用を希望していたが、幼児で夜間に吸引が必要とのことだったので職員配置上困難と判断 リヨウ キボウ ヨウジ ヤカン キュウイン ヒツヨウ ショクイン ハイチ ジョウ コンナン ハンダン		0		0		0		0				0		1		0		2		あしかがの森さんが近くにあり専門性もあるため モリ チカ センモンセイ

		否 イナ		相談支援センターひかり		028-612-7717		028-612-7718		320-0072		宇都宮市若草4-20-7		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		0		1		0		1		0		0		1		0		1		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		居宅介護事業所とニーズのマッチング キョタク カイゴ ジギョウショ		0				短期入所事業所（医療的ケア対応型）の整備 タンキ ニュウショ ジギョウショ イリョウテキ タイオウガタ セイビ

		否 イナ		相談支援センター歩み		028-667-5151		028-667-5150		321-3233		宇都宮市上籠谷町3792		真岡市、芳賀町、宇都宮市 モオカシ ハガマチ ウツノミヤシ		0		1		1		0		0		1		0		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		毎日お会いしている方ではないしお話ができる方ではないので、計画書を作ることは少々戸惑いはありましたが、すべて療育指導室の先生にご指導いただき作成することができました。お幸せな時を過ごしてほしいという思いはいっぱいありますが、なにも出来ていない自分が申し訳ないような気持ちです。 マイニチ ア カタ ハナシ カタ ケイカクショ ツク ショウショウ トマド リョウイク シドウシツ センセイ シドウ サクセイ シアワ トキ ス オモ デキ ジブン モウ ワケ キモ		0				すみません。経験不足で在宅の方はよくわかりませんが、独立行政法人国立病院機構宇都宮病院にお伺いし行き届いた介護、職員の先生方の情熱にこういうところで重症心身障害者の方が過ごせることは幸せなのでは…としみじみ思いました。 ケイケン ブソク ザイタク カタ ドクリツ ギョウセイ ホウジン コクリツ ビョウイン キコウ ウツノミヤ ビョウイン ウカガ イ トド カイゴ ショクイン センセイガタ ジョウネツ ジュウショウ シンシン ショウガイシャ カタ ス シアワ オモ

		否 イナ		ワークス共育		0287-39-5593		0287-39-5630		329-2213		那須塩原市上大貫2028-2				1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		0		1		状況に応じて対応する ジョウキョウ オウ タイオウ		0		1				1				相談支援専門員のレベルアップが必要ではないかと思います ソウダン シエン センモンイン ヒツヨウ オモ

		否 イナ		指定特定相談支援センタードリーム		0288-32-2280		0288-32-2281		321-2341		日光市大沢町274		日光市、塩谷町、鹿沼市、宇都宮市 ニッコウシ シオヤ チョウ カヌマシ ウツノミヤ シ		0		1		1		0		1		0		0		1		1		1		0		0		0				1		0				0		0		0		0				1		0		計画を作成するにあたり医療機関との連携方法を具体化していくことに連絡調整に時間を要しました。また医師同士でのやりとりの方が早いように感じました。※解決できたと言っても施設の空き待ちで関係する病院で入院しております。 ケイカク サクセイ イリョウ キカン レンケイ ホウホウ グタイカ レンラク チョウセイ ジカン ヨウ イシ ドウシ ホウ ハヤ カン カイケツ イ シセツ ア マ カンケイ ビョウイン ニュウイン		0				入所ではなく、医療ケアのできる短期入所やグループホーム、日中一時、生活介護の拡充が必要であること。また重症心身障害児（者）への理解を広めていき、理解者を増やすこと、訪問看護、訪問医療、居宅介護も活用しやすい環境づくりを相談支援専門員はネットワークづくりに努めなければんらないと思います。 ニュウショ イリョウ タンキ ニュウショ ニッチュウ イチジ セイカツ カイゴ カクジュウ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ リカイ ヒロ リカイシャ フ ホウモン カンゴ ホウモン イリョウ キョタク カイゴ カツヨウ カンキョウ ソウダン シエン センモンイン ツト オモ

		否 イナ		ユーファーム支援センター		028-689-0070		028-680-0750		321-0972		宇都宮市下川俣町206-127		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2		これまでの実績として主に就労系の利用計画の作成を行っており重症心身障害児の方への支援については経験や人員の不足から対応が困難であると思われるため ジッセキ オモ シュウロウ ケイ リヨウ ケイカク サクセイ オコナ ジュウショウ シンシン ショウガイジ カタ シエン ケイケン ジンイン フソク タイオウ コンナン オモ

		否 イナ		障害者相談支援センターひびき		028-666-7601		028-666-7602		321-0403		宇都宮市下小倉町1536		宇都宮市、さくら市 ウツノミヤシ シ		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2		かつて受け入れたことがなく、またスタッフにも医療的ケアの知識や経験が乏しく、自信をもって迎え入れることができない ウ イ イリョウテキ チシキ ケイケン トボ ジシン ムカ イ		受け入れる施設が近辺にあること ウ イ シセツ キンペン

		否 イナ		相談支援事業ぴゅあ		028-611-1771		028-611-1772		321-0911		宇都宮市問屋町3426-46		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2

		否 イナ		指定特定相談支援事業所すえひろ		0287-23-3962		0287-24-1670		324-0042		大田原市末広1-2-5		大田原市、大田原市以外は交通費を受領 オオタワラシ オオタワラシ イガイ コウツウヒ ジュリョウ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2		事業所の対象を精神障害に限定し、市に申請しているため ジギョウショ タイショウ セイシン ショウガイ ゲンテイ シ シンセイ

		否 イナ		相談支援センターふじみだい		0285-44-0200		0285-44-4255		329-0412		下野市芝1123		下野市 シモノ シ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		0		1		ケースによって検討 ケントウ		0		1				2

		否 イナ		相談支援センターひゅーまにあ宇都宮		028-678-5385		028-678-5395		320-0802		宇都宮市江野町6-15大立ビル4階		宇都宮市（鹿沼市等近隣市町村） ウツノミヤシ カヌマシ ナド キンリン シチョウソン		0		1		1		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		あるではありますが、初めての作成でまた完成はしていない段階です。病院で実施されている活動医療等で自分自身が未熟で理解が足りていない為に苦労しています。 ハジ サクセイ カンセイ ダンカイ ビョウイン ジッシ カツドウ イリョウ ナド ジブン ジシン ミジュク リカイ タ タメ クロウ		0				①医療面での安心②外部と交流する機会③家族の方への支援 イリョウ メン アンシン ガイブ コウリュウ キカイ カゾク カタ シエン

		否 イナ		地域活動支援センターあしかが		0284-41-2643		0284-43-0463		326-0808		足利市本城1-1547		足利市 アシカガシ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0						0		1		0		0				0		1				2		専門外で知識等はなく、計画書の作成は難しいため センモンガイ チシキ トウ ケイカクショ サクセイ ムズカ

		否 イナ		南那須地区障害者相談支援センター		0287-80-1020		0287-80-1027		321-0624		那須烏山市旭1-18-8		那須烏山市、那珂川町 ナスカラスヤマシ ナカガワマチ		1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		アセスメント、院内での面会予定の調整、家族への説明など インナイ メンカイ ヨテイ チョウセイ カゾク セツメイ		0				在宅医療、訪問リハビリなど24時間対応出来る専門家チーム ザイタク イリョウ ホウモン ジカン タイオウ デキ センモンカ

		否 イナ		ワン・ハーモニー		0287-22-8255		0287-48-7225		324-0042		大田原市末広1-3618-13				0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				0

		否 イナ		ひまわり相談支援事業所		0282-20-5006		0282-23-4878		328-0052		栃木市祝町12－9				0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		1		0				0		1				3		意思伝達が自分にとって受け止められるかに不安があるため イシ デンタツ ジブン ウ ト フアン

		否 イナ		サンフラワーライフ		0285-22-1109		0285-22-1345		323-0808		小山市出井1936		小山市内 オヤマシナイ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				3		近隣に受け入れ施設が少なく在宅福祉サービスに向けるのが難しい キンリン ウ イ シセツ スク ザイタク フクシ ム ムズカ

		否 イナ		natu- la(ナチュラ)		0287-67-3115		0287-67-3115		329-3153		那須塩原市大原間239-1		那須塩原市、大田原市、那須町 ナスシオバラ シ オオタワラシ ナスマチ		0		1		1		0		1		0		0		1		1		1		0		0		0				1		0				0		0		0		0				1		0		サービス自体の幅がせまいため、本人が安全に安心した生活をうけられるためにどう組み合わせたら良いか。又、家族によっては苦手な事業所もあり限られた事業所を探すのが難しかった。 ジタイ ハバ ホンニン アンゼン アンシン セイカツ ク ア ヨ マタ カゾク ニガテ ジギョウショ カギ ジギョウショ サガ ムズカ		0				訪問系のサービスがもっと充実して欲しい ホウモン ケイ ジュウジツ ホ

		否 イナ		相談支援事業所ふるさとホーム那須		0287-98-3001		0287-98-8080		324-0414		大田原市片府田1301-59		大田原市、那須町、那須塩原市、周辺 オオタワラシ ナスマチ ナスシオバラ シ シュウヘン		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2		主な精神知的関係なので、今後はできるよう専門的な部分の勉強が必要です。 オモ セイシン チテキ カンケイ コンゴ センモンテキ ブブン ベンキョウ ヒツヨウ		①専門相談②居場所③地域の理解 センモン ソウダン イバショ チイキ リカイ

		否 イナ		特定相談支援事業所きのこ		028-635-8746		028-635-8778		320-0846		栃木県宇都宮市滝の原2-4-42 ３２０－０８４６		宇都宮市 ウツノミヤシ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		1		0				0		1				3		どのように作成したらいいか不安のため サクセイ フアン

		否 イナ		こども発達支援センター鹿沼市あおば園		0289-63-1745		0289-63-1745		322-0074		鹿沼市日吉町320－1				1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		1		0				0		1				2		相談支援専門員の不足、児童発達支援事業所利用のための計画書作成が主な業務になっている ソウダン シエン センモンイン フソク ジドウ ハッタツ シエン ジギョウショ リヨウ ケイカクショ サクセイ オモ ギョウム

		否 イナ		障害者相談支援センターみつか・Ｒｕ		028-648-3971		028-648-3936		321-0347		宇都宮市飯田町261		宇都宮市、鹿沼市 ウツノミヤシ カヌマシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		1		状況に応じして他機関と連携し判断する場合もある ジョウキョウ オウ ホカ キカン レンケイ ハンダン バアイ		0		1				1		計画依頼の状況に応じて対応できない月もある（モニタリング件数） ケイカク イライ ジョウキョウ オウ タイオウ ツキ ケンスウ

		否 イナ		工房つばさ		0285-40-0388		0285-40-6700		329-0401		下野市箕輪425-1		下野市、上三川町、壬生町、ただし状況に応じて対応することが難しい場合もある シモノ シ カミノカワマチ ミブマチ ジョウキョウ オウ タイオウ ムズカ バアイ		1		0		1		0		1		0		0		1		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		短期入所、ヘルパーなどの利用希望があっても受け入れてくれる事業所が見つからない タンキ ニュウショ リヨウ キボウ ウ イ ジギョウショ ミ		3		状況により作成することができない場合がある ジョウキョウ サクセイ バアイ		重心の方の短期入所等の利用ができるところが必要。在宅でのサービスの受入必要だと思われる。 ジュウシン カタ タンキ ニュウショ ナド リヨウ ヒツヨウ ザイタク ウケイレ ヒツヨウ オモ

		否 イナ		相談支援事業所グーフォ		028-673-0002		028-671-0785		329-1105		宇都宮市中岡本町3178-3				1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1				在宅生活を支える家族に負担が重くならないようにする。緊急時に対応してくれる医療ケア付きの宿泊施設を増やしてほしい ザイタク セイカツ ササ カゾク フタン オモ キンキュウジ タイオウ イリョウ ツ シュクハク シセツ フ

		否 イナ		那珂川町社協相談支援事業所		0287-92-1273		0287-92-1295		324-0613		那珂川町馬頭560-1		那珂川町 ナカガワマチ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				0				移動支援サービス イドウ シエン

		否 イナ		相談支援事業所大山田ノンフェール		0287-93-0660		0287-83-8182		324-0602		那珂川町大山田下郷955		那珂川町 ナカガワマチ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		1		0				0		1				2		平成27年度で相談支援事業を終了するため ヘイセイ ネンド ソウダン シエン ジギョウ シュウリョウ

		否 イナ		在宅サポートこころ		028-651-0780		028-651-0781		320-0042		宇都宮市材木町4-24				0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2

		否 イナ		相談支援事業所みらい ソウダン シエン ジギョウショ		0280-57-2673		0280-57-2673		329-0111		野木町丸林371-12		野木町、小山市 ノギマチ オヤマシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		0		1		しかるべき関係機関と連携して対応する カンケイ キカン レンケイ タイオウ		0		1				3		重症心身のノウハウがない ジュウショウ シンシン

		否 イナ		大田原市社会福祉協議会		0287-54-1849		0287-54-2745		324-0233		栃木県大田原市黒羽田町848 ３２４－０２３３		大田原市内 オオタワラシナイ		0		1		1		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0				2		1				0		1		0		0				0		1				2		職員が未熟なため ショクイン ミジュク		在宅医療の充実、居宅介護の２４時間対応（サービス事業所）の充実 ザイタク イリョウ ジュウジツ キョタク カイゴ ジカン タイオウ ジギョウショ ジュウジツ

		否 イナ		障がい者相談支援センターとまつり		028-680-5570		028-680-5271		320-0052		宇都宮市中戸祭町813		宇都宮市、近隣市町村 ウツノミヤシ キンリン シチョウソン		0		1		1		0		1		0		0		1		0		0		0		0		1		親子間の関わり オヤコ カン カカ		0		0		現在対応中 ゲンザイ タイオウチュウ		0		0		0		0				1		0		保護者との連携がとれない ホゴシャ レンケイ		0

		否 イナ		宇都宮市社会福祉協議会		028-636-1536		028-636-1537		320-0806		宇都宮市中央1-1-15		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		0				2		1		医療的ケアが必要な方が長時間外出したい。長時間支援者の拘束、移動手段（車の中での対応）、医療的ケアが必要な方が外出したいときに外出できる環境がすぐに整えられない、医療的けが必要な方で要介助であるが、歩行できる方が利用できる短期入所先はないか（アクセス時間も含む） イリョウテキ ヒツヨウ カタ チョウジカン ガイシュツ チョウジカン シエン シャ コウソク イドウ シュダン クルマ ナカ タイオウ イリョウテキ ヒツヨウ カタ ガイシュツ ガイシュツ カンキョウ トトノ イリョウテキ ヒツヨウ カタ ヨウ カイジョ ホコウ カタ リヨウ タンキ ニュウショ サキ ジカン フク		0		0		0		0				1		0		専門的（医療面）な知識がなく、専門用語が多く調べたり聞いたりしながら支援していくこと。長く関わらないと親の思いまで聞き出せないこと。 センモンテキ イリョウ メン チシキ センモン ヨウゴ オオ シラ キ シエン ナガ カカ オヤ オモ キ ダ		0				当事者が何歳になっても利用できるサービス環境（短期入所、訪問入浴など）。教育もほかのお子さん同様平等に受けられる機会（学校行事も含む）。相談対応できる人材の確保。緊急時でも利用できるサービスの調整・確保。直接支援できるサービス・人材を増やすこと。 トウジシャ ナンサイ リヨウ カンキョウ タンキ ニュウショ ホウモン ニュウヨク キョウイク コ ドウヨウ ビョウドウ ウ キカイ ガッコウ ギョウジ フク ソウダン タイオウ ジンザイ カクホ キンキュウジ リヨウ チョウセイ カクホ チョクセツ シエン ジンザイ フ

		承諾 ショウダク		ライフサポートセンターゆめ		0280-33-3624		0280-57-4624		329-0111		野木町丸林630-4		野木町、その周辺地域 ノギマチ シュウヘン チイキ		1		0		1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		1		福祉サービス利用に関する相談 フクシ リヨウ カン ソウダン		1		0				0		0		0		0				1		0		医療的な情報、知識に乏しくわからない用語などが数多く出てきた。医療的ケアの内容の聞き取り（どの部分を聞いていけばよいのか） イリョウテキ ジョウホウ チシキ トボ ヨウゴ カズオオ デ イリョウテキ ナイヨウ キ ト ブブン キ		0				Ｆａの負担軽減のためのレスパイト先（ＨＰ、ＳＳ機関等）。家族それぞれの訴え、希望を明確にしていく。関係機関がチームになりＦａの支え応援をしていく。 フタン ケイゲン サキ キカンナド カゾク ウッタ キボウ メイカク カンケイ キカン ササ オウエン

		承諾 ショウダク		足利ケアサービス		0284-21-7630		0284-21-3109		326-0843		足利市五十部町809-3		足利市、佐野市、太田市 アシカガシ サノシ オオタシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		0		1		ケースによって対応する タイオウ		0		1				3

		承諾 ショウダク		相談支援センターみさと		0285-72-9767				321-4104		芳賀郡益子町大沢2800-5		芳賀郡内（真岡市、益子町、市貝町、芳賀町、茂木町） ハガ グンナイ モオカシ マシコ チョウ イチ ガイ マチ ハガマチ モギマチ		1		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		資源が少ない、短期入所先の確保が難しかった。計画を作るのには、医療情報が難しく感じられた。 シゲン スク タンキ ニュウショ サキ カクホ ムズカ ケイカク ツク イリョウ ジョウホウ ムズカ カン		0				連携の取れる医療関係者がたくさん地域の中にいてくれると安心して生活できるかな。外出や余暇の充実を図るために医療の必要な人の生活が限られてしまっている（あきらめてしまっている） レンケイ ト イリョウ カンケイシャ チイキ ナカ アンシン セイカツ ガイシュツ ヨカ ジュウジツ ハカ イリョウ ヒツヨウ ヒト セイカツ カギ

		承諾 ショウダク		サポートセンターとみや生活支援センター		028-665-8230		028-665-8230		321-2116		宇都宮市徳次郎町540		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		0		1		0		0		0		0		1		1		1		1		1		0				0		1		医療的なケアが必要な利用者様の日中活動先が限られて利用できない人がいる。学校との連携が取りにくい。通勤手段・行事参加制限があり平等性が保たれない。学校はサービスで対応を望み、福祉行政は教育で何とかするべきとつねに折り合わない。 イリョウテキ ヒツヨウ リヨウシャサマ ニッチュウ カツドウ サキ カギ リヨウ ヒト ガッコウ レンケイ ト ツウキン シュダン ギョウジ サンカ セイゲン ビョウドウセイ タモ ガッコウ タイオウ ノゾ フクシ ギョウセイ キョウイク ナン オ ア		0		0		1		0		協力してほしい キョウリョク		1		0		利用できるサービスが限られている。社会参加できる機会が少なく、場が限られている。介護者の負担軽減が取りにくい。夢や希望を叶えるための資源が少ない。 リヨウ カギ シャカイ サンカ キカイ スク バ カギ カイゴシャ フタン ケイゲン ト ユメ キボウ カナ シゲン スク		0				通勤手段、保護者なくても教育が受けられる環境。常に親同行を求めるのでは、自立につながらず、いつになっても親の負担は軽減されない。親が安心して託せる日中活動の場。社会参加、役割を担える環境作り、職場。地域で生活していくための交流の機会や場があるといい。緊急的にレスパイトを受け入れてくれる場。 ツウキン シュダン ホゴシャ キョウイク ウ カンキョウ ツネ オヤ ドウコウ モト ジリツ オヤ フタン ケイゲン オヤ アンシン タク ニッチュウ カツドウ バ シャカイ サンカ ヤクワリ ニナ カンキョウ ヅク ショクバ チイキ セイカツ コウリュウ キカイ バ キンキュウテキ ウ イ バ

		承諾 ショウダク		社会就労センターえいぶるの里 シャカイ シュウロウ サト		0285-22-4561		0285-224581		323-0003		小山市東島田2403-2		小山市、下野市、上三川町、野木町、結城市、古河市、筑西市 オヤマシ シモノ シ カミノカワマチ ノギマチ ユウキシ コガシ ツク ニシ シ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				1		0		自己決定が難しいため、家族中心の考えになってしまうこと。また、利用できる社会資源が少ない。 ジコ ケッテイ ムズカ カゾク チュウシン カンガ リヨウ シャカイ シゲン スク		1				関係機関との連携、特に在宅が長い方は医療機関とのかかわりが家族も含め、希薄になってしまい、二次障害に対応できない。地域に総合的に支援でき、医療的ケアが受けられる場所、または訪問医療の充実が必要と思います。 カンケイ キカン レンケイ トク ザイタク ナガ カタ イリョウ キカン カゾク フク キハク ニジ ショウガイ タイオウ チイキ ソウゴウテキ シエン イリョウテキ ウ バショ ホウモン イリョウ ジュウジツ ヒツヨウ オモ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所「ピュア」		0282-31-3911		0282-31-3912		328-0133		栃木市大森町465		栃木市、鹿沼市、佐野市、小山市、壬生町 トチギシ カヌマシ サノシ オヤマシ ミブマチ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1

		承諾 ショウダク		社会福祉法人とちのみ会　こなかの森 シャカイ フクシ ホウジン カイ モリ		0283-24-5757		0283-24-6294		327-0001		佐野市小中町1280		佐野市、足利市 サノシ アシカガシ		1		0		1		0		1		0		0		1		0		1		0		0		0				1		2		通所型のため、短期入所の受け入れはサービスとして提供できず、他施設の紹介、相談支援事業につなげている。 ツウショ ガタ タンキ ニュウショ ウ イ テイキョウ タ シセツ ショウカイ ソウダン シエン ジギョウ		0		0		0		0				1		0		療養型短期入所ほかの施設への短期入所の受け入れ状況など、受け入れ場所を見つけるなど。短期入所時の発作発症時医療への繋ぎが困難。問題多（かかりつけ医への搬送） リョウヨウガタ タンキ ニュウショ シセツ タンキ ニュウショ ウ イ ジョウキョウ ウ イ バショ ミ タンキ ニュウショ ジ ホッサ ハッショウ ジ イリョウ ツナ コンナン モンダイ タ イ ハンソウ		0				佐野市には、身障（重心）短期入所施設がなく老人施設に佐野市が委託しているが、利用する人もいなく、サービスが使いづらい状態にある。短期入所受け入れ可能施設が増えることで、家族のほうも使いやすく利便性があがると考えます。 サノシ シンショウ ジュウシン タンキ ニュウショ シセツ ロウジン シセツ サノシ イタク リヨウ ヒト ツカ ジョウタイ タンキ ニュウショ ウ イ カノウ シセツ フ カゾク ツカ リベンセイ カンガ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所テトテ		0287-36-7171		0287-36-7181		329-2732		那須塩原市一区町251-1		那須塩原市（大田原、矢板、那須町、那珂川町、烏山） ナスシオバラ シ オオタワラ ヤイタ ナスマチ ナカガワマチ カラスヤマ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		0		1		委託の相談支援事業所や重心専門の事業所に相談する イタク ソウダン シエン ジギョウショ ジュウシン センモン ジギョウショ ソウダン		0		1				3		その方にとって、より専門性の高い方が対応することが望ましいと思いますので、作成が適するか否か周囲のサービス状況なども考慮して決めたいと思います。適切にアドバイスをいただける地域の環境が整っていれば、スキルアップ、経験の積み重ねのためにも作成したいです。 カタ センモンセイ タカ ホウ タイオウ ノゾ オモ サクセイ テキ イナ シュウイ ジョウキョウ コウリョ キ オモ テキセツ チイキ カンキョウ トトノ ケイケン ツ カサ サクセイ		相談支援専門員のスキルアップ。きめ細かい支援（サービスの充実）本人のニーズを正しく理解できる人材の育成と地域の理解。 ソウダン シエン センモンイン コマ シエン ジュウジツ ホンニン タダ リカイ ジンザイ イクセイ チイキ リカイ

		承諾 ショウダク		指定特定相談支援事業所あじさい		0287-60-3361		0287-60-3362		325-0034		那須塩原市東原166		那須塩原市、那須町 ナスシオバラ シ ナスマチ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2				訪問看護、訪問診療を行う医師が必要だと思います。 ホウモン カンゴ ホウモン シンリョウ オコナ イシ ヒツヨウ オモ

		承諾 ショウダク		障害者相談支援センターいぶき		028-678-3502		028-676-3501		329-1216		高根沢町桑窪2266-2		高根沢町 タカネザワマチ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1				短期入所など受け入れてくれる施設を増やしてほしい。県内で受け入れていただけない為、県外の施設を考えなくてはいけない方がいます。 タンキ ニュウショ ウ イ シセツ フ ケンナイ ウ イ タメ ケンガイ シセツ カンガ カタ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所わくわくおやま		0285-24-6575		0285-20-0255		323-0022		小山市駅東通り3-9-6		小山市 オヤマシ		1		0		1		0		1		1		1		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		関係事業所が多いことで情報収集連携等大変。医療機関とも連携を図る必要あり。レスパイト、ショートステイの受入困難。利用できる事業所が少ない。 カンケイ ジギョウショ オオ ジョウホウ シュウシュウ レンケイ ナド タイヘン イリョウ キカン レンケイ ハカ ヒツヨウ ウケイレ コンナン リヨウ ジギョウショ スク		0				重症心身障害児（者）を受け入れしてくれる事業所、施設がもっと多くあればよいと思われる。通所日中一時短期入所など。相談支援、計画作成についてもほかの事業所が受け入れてくれないとの理由で受け入れ可能事業所へ集中してしまう為、相談員への研修等を増やせばよいが。しかし日々の業務が多忙であるため、難しいのかな？ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ ウ イ ジギョウショ シセツ オオ オモ ツウショ ニッチュウ イチジ タンキ ニュウショ ソウダン シエン ケイカク サクセイ ジギョウショ ウ イ リユウ ウ イ カノウ ジギョウショ シュウチュウ タメ ソウダン イン ケンシュウ ナド フ ヒビ ギョウム タボウ ムズカ

		承諾 ショウダク		相談支援センターネクスト		080-8854-9551		0280-612-1558		320-0034		宇都宮市泉町6-25		宇都宮市 ウツノミヤシ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2

		承諾 ショウダク		相談支援事業のぞみ		0287-65-2288		0287-65-2282		329-3152		那須塩原市上中野53		那須塩原市、大田原市、那須町 ナスシオバラ シ オオタワラシ ナスマチ		1		0		1		0		0		0		1		1		1		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		現サービスでの医療ケアをふまえ、将来にむけて他事業との連携につなげるよう計画作成、調整に苦労した。 ゲン イリョウ ショウライ タ ジギョウ レンケイ ケイカク サクセイ チョウセイ クロウ		0				選択肢が増えるよう受け入れ可能な福祉サービス事業所の増加が必要だと思われます。 センタクシ フ ウ イ カノウ フクシ ジギョウショ ゾウカ ヒツヨウ オモ

		承諾 ショウダク		サポートセンターひばり		028-670-0330		028-667-7315		321-3236		宇都宮市竹下町435-159		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		苦労ではないが、お母様がとても一生懸命ですでにサービスも繋がっていたため、現状を計画にする形となったが、計画作成後のかかわりについて相談員としてどのようにすべきことが望ましいかと考える。 クロウ カアサマ イッショウケンメイ ツナ ゲンジョウ ケイカク カタチ ケイカク サクセイ ゴ ソウダン イン ノゾ カンガ		0				福祉サービスや医療、またボランティアが入室されるととてもよいと思います。また、介助者（家族）のケアも考えると気軽に参加できるようなイベント（医療が整っていたり、介助するボランティアさんがいたり）や、同じ重症心身障害児（者）をもつかたとのネットワークがあるといいのかなと思います。 フクシ イリョウ ニュウシツ オモ カイジョシャ カゾク カンガ キガル サンカ イリョウ トトノ カイジョ オナ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ オモ

		承諾 ショウダク		高根沢町障害児者生活支援センターすまいる タカネザワマチ		028-612-2751		028-612-2752		329-1225		栃木県塩谷郡高根沢町石末1825　福祉センター内 ３２９－１２２５ フクシ ナイ		高根沢町 タカネザワマチ		1		0		1		0		0		0		1		0		0		1		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		地元に使える資源がなく苦労した ジモト ツカ シゲン クロウ		0				①医療と福祉の連携ネットワーク②重心の方でも利用できるサービスが増えること③訪問診療医 イリョウ フクシ レンケイ ジュウシン カタ リヨウ フ ホウモン シンリョウ イ

		承諾 ショウダク		障害者相談支援センターフォレスト		0284-91-1816		0284-91-2867		326-0011		足利市大沼田町615		足利市及び近隣市町村 アシカガシ オヨ キンリン シチョウソン		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0				0

		承諾 ショウダク		障がい者相談支援事業所ケアサプライ		0287-73-5312		0287-73-5311		329-3221		栃木県那須郡那須町漆塚762-102 ３２９－３２２１		白河市、那須町、那須塩原市、大田原市 シラカワシ ナスマチ ナスシオバラシ オオタワラシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1				サービスを提供できる事業所の充実を図る テイキョウ ジギョウショ ジュウジツ ハカ

		承諾 ショウダク		南栃木支援センター相談支援		0285-44-6118		0285-44-7215		329-0412		下野市柴1432-105		下野市、小山市、壬生町 シモノ シ オヤマシ ミブマチ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		0		1		介護保険と併用する場合のみ対応する カイゴ ホケン ヘイヨウ バアイ タイオウ		0		1				3		介護保険と併用する場合のみ作成する カイゴ ホケン ヘイヨウ バアイ サクセイ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所とまり木		0287-54-2854		0287-54-2230		324-0231		大田原市北野上3952		大田原市、那須塩原市、那須町 オオタワラシ ナスシオバラシ ナスマチ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1				当事業所の対応範囲は現在、知的障害者特に中・軽度が主だが、精神（高次脳機能障害も含む）分野もやり始めている。今後重症心身障害者もほかの相談支援事業所の助けを得ながら、勉強しながら対応したいと考えている。そのために研修や見学の機会を多く作っていただきたい。今は、当事業所はその程度しか考えられない。 トウ ジギョウショ タイオウ ハンイ ゲンザイ チテキ ショウガイシャ トク チュウ ケイド オモ セイシン コウジ ノウ キノウ ショウガイ フク ブンヤ ハジ コンゴ ジュウショウ シンシン ショウガイシャ ソウダン シエン ジギョウショ タス エ ベンキョウ タイオウ カンガ ケンシュウ ケンガク キカイ オオ ツク イマ トウ ジギョウショ テイド カンガ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所ポンテ		028-652-7288		028-652-6355		321-0341		宇都宮市古賀志町1964-12		宇都宮、鹿沼、日光、壬生 ウツノミヤ カヌマ ニッコウ ミブ		0		1		1		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0				0				未就学児（3～5才）の方の医療型児童発達支援を分離で行う施設が数か所あると良いと思います。 ミシュウガクジ サイ カタ イリョウ ガタ ジドウ ハッタツ シエン ブンリ オコナ シセツ スウ ショ ヨ オモ

		承諾 ショウダク		相談支援センター光輝舎		0285-70-2020		0285-72-8222		321-4105		芳賀郡益子町北中1113-1		芳賀郡、真岡市等 ハガ グン モオカシ ナド		1		0		1		0		1		1		1		1		0		1		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		利用できるサービス事業所が少ない。重心児者に合わせたプログラムが見つからない（近隣で） リヨウ ジギョウショ スク ジュウシン ジ シャ ア ミ キンリン		0				本人の状態にもよるが、重度化する状況に対応できる事業所の確保。家族の負担が大きくなり在宅生活の継続が困難になることが予測されるので、在宅で支援が受けられるような体制の充実と、レスパイトサービスの拡大。 ホンニン ジョウタイ ジュウドカ ジョウキョウ タイオウ ジギョウショ カクホ カゾク フタン オオ ザイタク セイカツ ケイゾク コンナン ヨソク ザイタク シエン ウ タイセイ ジュウジツ カクダイ

		承諾 ショウダク		特定相談支援事業所やすらぎ		028-650-7727		028-650-7728		320-0011		宇都宮市富士見が丘3－19－20		宇都宮市 ウツノミヤシ		0		0		1		0		1		0		0		0		0		1		1		0		0				0		3		対応できるヘルパーがいれば支援する タイオウ シエン		0		0		0		0				0		1				3

		承諾 ショウダク		障がい者支援センターにんべん		028-686-2539		028-686-2584		329-1417		さくら市フィオーレ喜連川5-2-1　フィオーレガーデン1-102		さくら市 シ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1				地域資源アンケートをいただきありがとうございました。設問に対しまして知識不足にこれでいいのかという思いです。相談支援専門員として設問にありました「3」要望がでますれば、先輩相談員・各職種の方々に相談・指導をいただき、相談支援事業を行ってみたいと考えます。大島先生について学ばせて頂きました。 チイキ シゲン セツモン タイ チシキ ブソク オモ ソウダン シエン センモンイン セツモン ヨウボウ センパイ ソウダン イン カクショクシュ カタガタ ソウダン シドウ ソウダン シエン ジギョウ オコナ カンガ オオシマ センセイ マナ イタダ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所おやま		0285-22-1833		0285-228946		323-0014		小山市喜沢660		小山市、下野市 オヤマシ シモノ シ		1		0		1		0		1		1		0		0		0		0		0		1		0				2		3				0		0		0		0				1		0		本人の意思が明確でないので親の意向中心のものになってしまった。 ホンニン イシ メイカク オヤ イコウ チュウシン		0

		承諾 ショウダク		真岡介護センター		0285-80-5200		0285-80-5211		321-4361		真岡市並木町1-8-1　シティ並木102 ナミキ		真岡市、芳賀町南部、市貝町南部、益子町西部、上三川東部 モオカシ ハガマチ ナンブ イチ ガイ チョウ ナンブ マシコ チョウ セイブ カミノカワ トウブ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		0		1				0		1				3		担当者の受け持ちケースの状況など考慮し対応できるか検討したい タントウシャ ウ モ ジョウキョウ コウリョ タイオウ ケントウ

		承諾 ショウダク		さの社協相談支援センターほっぷ		0283-22-8152		0283-22-8199		327-0003		佐野市大橋町3212-27		佐野市全域 サノシ ゼンイキ		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2		現在相談支援専門員1名で行っているため ゲンザイ ソウダン シエン センモンイン メイ オコナ

		承諾 ショウダク		相談支援ウエイブ		0282-23-4465		0282-23-4465		328-0012		栃木市平柳町1-2-7		栃木市、壬生町 トチギシ ミブマチ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		1		0				0		1				2		指定特定相談支援事業で精神に対応しているため シテイ トクテイ ソウダン シエン ジギョウ セイシン タイオウ		ご家族の中だけでは生活がマンネリ化して単調になりかねないので、音楽、体を動かす、読み聞かせ麻痺・拘縮のマッサージなどのリハビリの頻度を高める。ご本人が楽しいと感じることを提供できる。ご家族が疲弊しないよう旅行や趣味などの充実した時間がもてるようサービスを利用していくこと。 カゾク ナカ セイカツ カ タンチョウ オンガク カラダ ウゴ ヨ キ マヒ コウシュク ヒンド タカ ホンニン タノ カン テイキョウ カゾク ヒヘイ リョコウ シュミ ジュウジツ ジカン リヨウ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所わらしべの家		0282-27-1627		0282-27-1675		328-0011		栃木市大宮町2708-3		栃木市 トチギシ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1		専門的な知識が不十分なため行政などの機関と相談しながらの対応となります センモンテキ チシキ フジュウブン ギョウセイ キカン ソウダン タイオウ		短期入所や移動支援などの福祉サービス利用時にお付き合いのある医療機関や訪問看護の看護師が同行でき緊急時の対応が迅速にとれる体制（すでにできていたらすみません） タンキ ニュウショ イドウ シエン フクシ リヨウ ジ ツ ア イリョウ キカン ホウモン カンゴ カンゴシ ドウコウ キンキュウジ タイオウ ジンソク タイセイ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所　空		0287-73-8165		0287-73-8165		329-3157		那須塩原市大原間西1-19-9		那須塩原市、大田原市、那須町 ナスシオバラ シ オオタワラシ ナスマチ		1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		重心のお子様の療育支援をやっていたので、苦労はありませんでしたが、医療（訪問看護）訪問リハ訪問入浴の制度を知らなかったので、その方々との連携が取れて大変勉強になりました。 ジュウシン コサマ リョウイク シエン クロウ イリョウ ホウモン カンゴ ホウモン ホウモン ニュウヨク セイド シ カタガタ レンケイ ト タイヘン ベンキョウ		0				医療的ケアの必要な方には支援スタッフ・必ず看護師の方が不在では双方安心したケアはできません。例）乳幼児の通所事業は保母と看護師さん。小学→高校までは義務教育がありますが事後に生活介護はもちろんですが、本当に重心の方の為の日中活動の場が不足しているとおもいますので重心の方の通所事業は必要と思います。家庭以外で通える場所→一時預かりや療育支援事業→高校卒業後は通所施設（一時預かりも含めて） イリョウテキ ヒツヨウ カタ シエン カナラ カンゴシ カタ フザイ ソウホウ アンシン レイ ニュウヨウジ ツウショ ジギョウ ホボ カンゴシ ショウガク コウコウ ギム キョウイク ジゴ セイカツ カイゴ ホントウ ジュウシン カタ タメ ニッチュウ カツドウ バ フソク ジュウシン カタ ツウショ ジギョウ ヒツヨウ オモ カテイ イガイ カヨ バショ イチジ アズ リョウイク シエン ジギョウ コウコウ ソツギョウゴ ツウショ シセツ イチジ アズ フク

		承諾 ショウダク		相談支援事業所みどり		0285-45-8362		0285-45-8397		329-0214		小山市乙女786-1		小山市、栃木市、古河市、結城市 オヤマシ トチギシ コガシ ユウキシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0		大人は対応可能 オトナ タイオウ カノウ		1		1		大人はあるが、こどもはない。先日訪問介護を事業所にお願いしたところどこの事業所も受けていただけなかった。 オトナ センジツ ホウモン カイゴ ジギョウショ ネガ ジギョウショ ウ		3		成人しか計画相談をしたことがないので不安である。当事業所は相談員が一名なので相談する相手がいない セイジン ケイカク ソウダン フアン トウ ジギョウショ ソウダン イン イチメイ ソウダン アイテ		サービス事業所で受けてもらえないケースがある。特に重心や精神知的等重複して疾患を持っていると問い合わせた時点でお断りされてします。 ジギョウショ ウ トク ジュウシン セイシン チテキ ナド チョウフク シッカン モ ト ア ジテン コトワ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所こころみ		0284-41-5039		0284-43-2665		326-0061		足利市田島町611-2				0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		1		0				0		1				3		これまで前例がなく、またこの障害について熟知した方（機関）があるならそちらでしていただいた方がご本人様にとってよい支援であると考えるから。※現在当法人の入所・通所等サービスを利用されている方の相談支援がほとんどの状況です。 ゼンレイ ショウガイ ジュクチ カタ キカン ホウ ホンニンサマ シエン カンガ ゲンザイ トウホウジン ニュウショ ツウショ ナド リヨウ カタ ソウダン シエン ジョウキョウ

		承諾 ショウダク		相談支援センターのどか　真岡センター		0285-81-5890		0285-85-8452		321-4305		真岡市荒町111-1		真岡市、芳賀町、市貝町、益子町、茂木町 モオカシ ハガマチ イチガイ マチ マシコ チョウ モギ マチ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1				在宅での生活では家族の介護負担の軽減が必要。フォーマルインフォーマルの枠にとらわれない福祉サービス。 ザイタク セイカツ カゾク カイゴ フタン ケイゲン ヒツヨウ ワク フクシ

		承諾 ショウダク		友井タクシー介護ステーションふれあい		0285-30-0840		0285-30-0844		323-0025		小山市城山町2丁目12-25		小山市 オヤマシ		1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		利用するサービスは多様で、施設・病院・学校など医療福祉事業所数も多く連携を図るのが困難。学校行事に参加するための会出自の支援サービスがない。 リヨウ タヨウ シセツ ビョウイン ガッコウ イリョウ フクシ ジギョウショ スウ オオ レンケイ ハカ コンナン ガッコウ ギョウジ サンカ カイ シュツジ シエン		0				ご家族様が安心して預けることができる施設と必要に預けられる施設の数は少ない。片道１時間以上かかるためとても不便に思います。呼吸器の方の預かり先は少ない。 カゾクサマ アンシン アズ シセツ ヒツヨウ アズ シセツ カズ スク カタミチ ジカン イジョウ フベン オモ コキュウキ カタ アズ サキ スク

		承諾 ショウダク		もくせいの里		0282-43-0593		0282-43-1387		329-4405		栃木市大平町西山田1198		栃木市内 トチギシナイ		0		1		1		0		1		0		0		1		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		ニーズにあてはまるサービスがなかった。例）①入浴支援②移送サービス　①自宅の浴槽では支援が入れず訪問入浴を検討。しかし、浴槽を置けるスペースがなく断念。②主たる介護者が入院。学校までの送迎ができず特例で市の移送サービスを利用するもかなり時間を要した。 レイ ニュウヨク シエン イソウ ジタク ヨクソウ シエン ハイ ホウモン ニュウヨク ケントウ ヨクソウ オ ダンネン シュ カイゴシャ ニュウイン ガッコウ ソウゲイ トクレイ シ イソウ リヨウ ジカン ヨウ		0				①地域の理解や協力②受け入れの拡大（重心の通所、24時間看護体制が整った短期入所）③デマンドタクシー等関係者の重心に対する理解（理解附属により資源として存在するが利用しがたい）④児童が入浴支援を受けられる環境（家族の身体的な介護負担軽減） チイキ リカイ キョウリョク ウ イ カクダイ ジュウシン ツウショ ジカン カンゴ タイセイ トトノ タンキ ニュウショ ナド カンケイシャ ジュウシン タイ リカイ リカイ フゾク シゲン ソンザイ リヨウ ジドウ ニュウヨク シエン ウ カンキョウ カゾク シンタイテキ カイゴ フタン ケイゲン

		承諾 ショウダク		足利障害者相談支援センター		0284-44-0307		0284-44-0318		326-0064		足利市東砂原後町1072		足利市、佐野市 アシカガシ サノシ		1		0		1		0		1		0		0		1		0		1		0		1		0				1		0				0		0		0		0				0		1				2		委託相談支援事業所のため イタク ソウダン シエン ジギョウショ		医療的ケアが整った施設のショートステイ充実が必要。また、特に呼吸器をつけた方のショート療養介護の利用とそれらを利用するための送迎体制の充実が必要。 イリョウテキ トトノ シセツ ジュウジツ ヒツヨウ トク コキュウキ カタ リョウヨウ カイゴ リヨウ リヨウ ソウゲイ タイセイ ジュウジツ ヒツヨウ

		承諾 ショウダク		指定障害者相談支援事業所あるしぇん		0282-86-7665		0282-21-7109		321-0201		栃木県下都賀郡壬生町安塚2032 ３２１－０２０１		壬生町 ミブマチ		1		0		1		0		1		0		0		1		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		①相談支援専門員として重症心身障害児（者）の方に対する支援の知識や経験が少ない②医療的ケアが必要となる方に対して対応できる福祉サービス（事業所）が少ない。 ソウダン シエン センモンイン ジュウショウシンシンショウガイジ シャ カタ タイ シエン チシキ ケイケン スク イリョウテキ ヒツヨウ カタ タイ タイオウ フクシ ジギョウショ スク		0				医療的ケアが必要な方に関して、福祉のサービスでは対応しきれない部分が多く、結果として家族が本人を抱え込まざるを得ない現状があるように感じます。家族の介護負担が少しでも軽減できるよう福祉サービスも柔軟な対応が出来るようになるといいなと思います。 イリョウテキ ヒツヨウ カタ カン フクシ タイオウ ブブン オオ ケッカ カゾク ホンニン カカ コ エ ゲンジョウ カン カゾク カイゴ フタン スコ ケイゲン フクシ ジュウナン タイオウ デキ オモ

		承諾 ショウダク		下野市相談支援事業所 こばと		0285-44-6783		0285-44-6783		329-0414		下野市小金井1146-6		下野市、上三川町 シモノ シ カミノカワマチ		1		0		1		0		0		0		1		1		0		1		1		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		医療的ケアが必要な乳幼児に対応できるヘルパー事業所。短期入所・日中一時支援事業所が近くにない（少ない）。 イリョウテキ ヒツヨウ ニュウヨウジ タイオウ ジギョウショ タンキ ニュウショ ニッチュウ イチジ シエン ジギョウショ チカ スク		0				設問5で回答した内容：外出可能な方は児童発達支援を利用可能であるが無理な方は外部との交流をもちにくい。訪問看護・訪問リハビリが入っているケースはいいがない場合母子で孤立しがち。幸いあそびの支援をしてくれるヘルパー事業所があり支援につながっている。ヘルパー利用を希望されない家庭、利用したくてもヘルパー事業所がない等支援に苦慮する。 セツモン カイトウ ナイヨウ ガイシュツ カノウ カタ ジドウ ハッタツ シエン リヨウ カノウ ムリ カタ ガイブ コウリュウ ホウモン カンゴ ホウモン ハイ バアイ ボシ コリツ サイワ シエン ジギョウショ シエン リヨウ キボウ カテイ リヨウ ジギョウショ ナド シエン クリョ

		承諾 ショウダク		相談支援センターぴあん ソウダン シエン		0282-31-1755		0282-31-2919		328-0067		栃木市皆川城内町333-2		栃木市、小山市 トチギシ オヤマシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1				これまで現場で関わったことがなく、事例検討でしか情報を把握しておらず不安はあります。でも関係機関やご家族様からいろいろなことを教えて頂きながら相談支援として専門性を活かせればと思っています。色々な立場の方からお話をお伺いしてもご家族や医療機関専門的な事業所の負担が大きく相談支援があまり役に立つことができていない（場合によっては自ら引いてしまう）今の現状を少しでも変えていければいいと思います。 ゲンバ カカ ジレイ ケントウ ジョウホウ ハアク フアン カンケイ キカン カゾクサマ オシ イタダ ソウダン シエン センモンセイ イ オモ イロイロ タチバ カタ ハナシ ウカガ カゾク イリョウ キカン センモンテキ ジギョウショ フタン オオ ソウダン シエン ヤク タ バアイ ミズカ ヒ イマ ゲンジョウ スコ カ オモ

		承諾 ショウダク		うつのみや		028-632-6074/090-4059-9728		028-632-6075		320-0861		宇都宮市西2-1-7		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				3		専門的な知識を社会資源のアドバイスを他相談支援事業所からいただきながらみずからの事業所で引き受けるという形が望ましい センモンテキ チシキ シャカイ シゲン ホカ ソウダン シエン ジギョウショ ジギョウショ ヒ ウ カタチ ノゾ

		承諾 ショウダク		サポートセンターきりん		028-612-3838		028-678-3257		321-0905		栃木県宇都宮市平出工業団地43-100 ３２１－０９０５		宇都宮市 ウツノミヤシ		0		1		1		0		1		0		0		1		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		療養介護に入所しているので他のサービスの利用が困難。そのための社会資源をつなげたり、活用したりするのが難しい。 リョウヨウ カイゴ ニュウショ ホカ リヨウ コンナン シャカイ シゲン カツヨウ ムズカ		0				今後、市町村などで展開されていく生活拠点に関する事業をうまく活用できればいいなと感じています。入所されている方々については地域とのつながり方が今後は重要になってくると思われますので、広く門扉を開けた活動などが多くなってくるといいなと思っています。 コンゴ シチョウソン テンカイ セイカツ キョテン カン ジギョウ カツヨウ カン ニュウショ カタガタ チイキ カタ コンゴ ジュウヨウ オモ ヒロ モンピ ア カツドウ オオ オモ

		承諾 ショウダク		さわやか相談支援センター		0280-57-4884		0280-57-4994		329-0112		野木町南赤塚1145-1		小山市、野木町、古河市、栃木市 オヤマシ ノギマチ コガシ トチギシ		0		1		1		0		0		0		1		0		0		1		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		現実的な目標の位置づけ ゲンジツテキ モクヒョウ イチ		0

		承諾 ショウダク		相談支援事業所つばさ		0287-53-7393		0287-53-7394		324-0044		大田原市親園824-1		大田原市、那須塩原市、那須烏山市、矢板市、さくら市、那須町、塩谷町、高根沢町 オオタワラシ ナスシオバラシ ナスカラスヤマシ ヤイタシ シ ナスマチ シオ タニ マチ タカネザワマチ		1		0		1		0		1		0		1		1		0		1		0		0		0				1		2		医療的なケアが必要なケース、将来的に短期入所につなげたいケースだった為、専門の事業所に依頼した イリョウテキ ヒツヨウ ショウライテキ タンキ ニュウショ タメ センモン ジギョウショ イライ		1		1		0		0				1		0		使えるサービスの少なさに調整が難しかった ツカ スク チョウセイ ムズカ		1				乳幼児期の受け入れ可能な福祉サービス等の社会資源が必要である。 ニュウヨウジ キ ウ イ カノウ フクシ ナド シャカイシゲン ヒツヨウ

		承諾 ショウダク		特定相談支援センターはじめ		0284-22-4561		0284-22-4562		326-0143		足利市葉鹿町735-1		足利市 アシカガシ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1

		承諾 ショウダク		上三川障がい児・者生活相談支援センター		0285-38-6854		0285-38-6841		329-0611		上三川町上三川5082-15		上三川町 カミノカワマチ		1		0		1		0		1		0		0		1		0		0		0		0		0				1		0				0		0		0		0				1		0				0

		承諾 ショウダク		はつらつサロン南天相談支援事業所		0285-22-4659		0285-38-6529		323-0027		小山市花垣町2-3-19		小山市、栃木市 オヤマシ トチギシ		0		0		1		0		1		1		0		1		1		1		1		1		0				0		0				0		0		0		0				1		0		利用したいサービス事業所が少なく生活改善、家族、支援者の負担軽減に繋がらない（訪問入浴、ショートステイ、生活介護などなど（就労Ａ型））医師によっては連携が困難。何処の精神科がよいかと利用者に問われるが答えは解らない。 リヨウ ジギョウショ スク セイカツ カイゼン カゾク シエンシャ フタン ケイゲン ツナ ホウモン ニュウヨク セイカツ カイゴ シュウロウ ガタ イシ レンケイ コンナン ドコ セイシンカ リヨウシャ ト コタ ワカ		0				本人の選択や受け入れ事業所の間口を広げる。例えば入浴はヘルパーの2人対応で行ているがヘルパー不足や腰痛の悪化などで対応が難しくなってくる。機会浴のできる生活介護を勧めるも本人の選択肢がない。自宅から出かける自由さのようなものが閉ざされているような気がする。反面高齢者のサービスは増加する一方で利用者が不足し閉鎖なども聞かれる。高齢者・障害者がともにデイサービスやショートステイを利用できるようにならないかと思う。障害児については働く両親をサポートすることで生活の安定や療育などへ通園のし易さを図り、送迎サービスの充実など。 ホンニン センタク ウ イ ジギョウショ マグチ ヒロ タト ニュウヨク ニン タイオウ オコナ ブソク ヨウツウ アッカ タイオウ ムズカ キカイ ヨク セイカツ カイゴ スス ホンニン センタクシ ジタク デ ジユウ ト キ ハンメン コウレイシャ ゾウカ イッポウ リヨウシャ フソク ヘイサ キ コウレイシャ ショウガイシャ リヨウ オモ ショウガイジ ハタラ リョウシン セイカツ アンテイ リョウイク ツウエン ヤス ハカ ソウゲイ ジュウジツ

		承諾 ショウダク		障がい者生活支援センターこぶし		028-680-5746		028-688-0214		321-0126		栃木県宇都宮市茂原町837-1		宇都宮市、上三川町 ウツノミヤシ カミノカワマチ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1				①医療機関との細かな連携体制②相談関係者を含め本人に関わり支援をするなかで即座に動きが取れるようなフットワークの軽いチーム作り イリョウ キカン コマ レンケイ タイセイ ソウダン カンケイシャ フク ホンニン カカ シエン ソクザ ウゴ ト カル ヅク
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		1		事業所名 ジギョウショ メイ								今月中 コンゲツ チュウ

		2		電話番号 デンワ バンゴウ								地図と一覧表をパワーポイント チズ イチラン ヒョウ

		3		FAX番号 バンゴウ								各項目ごとにページを作る カクコウモク ツク

		4		所在地 ショザイチ

		5		訪問可能な主な市町村 ホウモン カノウ オモ シチョウソン

		Ｑ2.重症心身障害児（者）の定義をご存知ですか ジュウショウシンシンショウガイジ シャ テイギ ゾンジ

		Ｑ2-1		知っている シ

		Ｑ2-2		知らない シ

		Ｑ3.重症心身障害児（者）の方（家族・関係機関等）からの相談を受けたことがありますか ジュウショウシンシンショウガイジ シャ カタ カゾク カンケイ キカン ナド ソウダン ウ

		Ｑ3-1		1		ある

		Ｑ3-2		2		ない

		Ｑ3-1-Ａ

				Ａ-1それは誰からの相談でしたか ダレ ソウダン

				1		ａ.家族 カゾク

				2		ｂ.支援者 シエンシャ

				3		ｃ.関係機関 カンケイ キカン

				Ａ-2それはどんな相談でしたか（複数回答可） ソウダン フクスウ カイトウ カ

				1		ａ.生活上の相談 セイカツ ジョウ ソウダン

				2		ｂ.医療的な相談 イリョウテキ ソウダン

				3		ｃ.制度に関する相談 セイド カン ソウダン

				4		ｄ.教育に関する相談 キョウイク カン ソウダン

				5		ｅ.サービス等利用計画書作成に関する相談 ナド リヨウ ケイカクショ サクセイ カン ソウダン

				6		ｆ.その他 タ

				Ａ-3それらの相談事業所として対応（解決）はできましたか ソウダン ジギョウショ タイオウ カイケツ

				1		ａ.できた

				2		ｂ.できなかった

				Ａ-3-1それはどうしてですか

				1		ａ解決手段・方法がなかった カイケツ シュダン ホウホウ

				2		ｂ.ほかの相談支援事業所に依頼した ソウダン シエン ジギョウショ イライ

				3		ｃ.行政に依頼した ギョウセイ イライ

				4		ｄ.その他 タ

		Ｑ4.Ｑ3-2「ない」→これから重症心身障害児（者）の方（本人・家族等）からの相談があればどのように対応されますか ジュウショウシンシンショウガイジ シャ カタ ホンニン カゾク ナド ソウダン タイオウ

				Ｑ4-1		自分の事業所で対応する ジブン ジギョウショ タイオウ

				Ｑ4-2		ほかの相談支援事業所へ依頼する ソウダン シエン ジギョウショ イライ

				Ｑ4-3		行政に依頼する ギョウセイ イライ

				Ｑ4-4		その他 タ

		Ｑ5.重症心身障害児（者）の方のサービス等利用計画書を作成したことがありますか ジュウショウシンシンショウガイジ シャ カタ ナド リヨウ ケイカクショ サクセイ

				Ｑ5-1		ある

				Ｑ5-2		ない

						Ｑ5-1-Ａ		「ある」と回答→作成にあたり、苦労したこと困ったことがありましたか カイトウ サクセイ クロウ コマ

						Ｑ5-2-Ａ		「ない」と回答 カイトウ

						1		ａ.今後依頼があれば作成する コンゴ イライ サクセイ

						2		ｂ.他の相談支援事業所に依頼する ホカ ソウダン シエン ジギョウショ イライ

						3		ｃ.作成するかどうかわからない サクセイ

						Ｑ5-2-Ａ-1		b.cを回答→それはどうしてですか カイトウ

		Q6.重症心身障害児（者）の方がより良い在宅生活をしていく上で何か必要だと思うことがあればご自由にお書きください ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ カタ ヨ ザイタク セイカツ ウエ ナニ ヒツヨウ オモ ジユウ カ



		承諾可否 ショウダク カヒ		Q1												Ｑ2.重症心身障害児（者）の定義をご存知ですか ジュウショウシンシンショウガイジ シャ テイギ ゾンジ				Ｑ3.重症心身障害児（者）の方（家族・関係機関等）からの相談を受けたことがありますか ジュウショウシンシンショウガイジ シャ カタ カゾク カンケイ キカン ナド ソウダン ウ																														Ｑ4.Ｑ3-2「ない」→これから重症心身障害児（者）の方（本人・家族等）からの相談があればどのように対応されますか ジュウショウシンシンショウガイジ シャ カタ ホンニン カゾク ナド ソウダン タイオウ										Ｑ5.重症心身障害児（者）の方のサービス等利用計画書を作成したことがありますか ジュウショウシンシンショウガイジ シャ カタ ナド リヨウ ケイカクショ サクセイ										Q6.重症心身障害児（者）の方がより良い在宅生活をしていく上で何か必要だと思うことがあればご自由にお書きください ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ カタ ヨ ザイタク セイカツ ウエ ナニ ヒツヨウ オモ ジユウ カ

				事業所名 ジギョウショ メイ		電話番号 デンワ バンゴウ		FAX番号 バンゴウ		郵便番号 ユウビンバンゴウ		所在地 ショザイチ		訪問可能な主な市町村 ホウモン カノウ オモ シチョウソン		知っている		知らない シ		ある		ない		それは誰からの相談でしたか						それはどんな相談でしたか														それらの相談事業所として対応（解決）はできましたか						自分の事業所で対応する ジブン ジギョウショ タイオウ		他の相談支援事業所へ依頼する ホカ ソウダン シエン ジギョウショ イライ		行政に依頼する ギョウセイ イライ		その他 タ				ある		ない		「ある」と回答		「ない」
と回答		b.c（23）を回答

																								家族 カゾク		支援者 シエンシャ		関係機関 カンケイ キカン		生活上の相談 セイカツ ジョウ ソウダン		医療的な相談 イリョウテキ ソウダン		制度に関する相談 セイド カン ソウダン		教育に関する相談 キョウイク カン ソウダン		サービス等利用計画書作成に関する相談 ナド リヨウ ケイカクショ サクセイ カン ソウダン		その他 タ		その他回答 タ カイトウ		それらの相談事業所として対応（解決）はできましたか		それはどうしてですか		それはどうしてですか

		否 イナ		手話通訳派遣協会相談支援事業所		0287-73-4422		0287-62-7776		325-0026		栃木県那須塩原市上厚崎431-17 ３２５－００２６				0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		0		1		本事業所と同様の地域で一般相談支援事業所と連携を図り対応する ホン ジギョウショ ドウヨウ チイキ イッパン ソウダン シエン ジギョウショ レンケイ ハカ タイオウ		0		1		0		2		当事業所は手話通訳派遣を主目的とする事業所であるため、聴覚障害に対するノウハウはあるがそれ以外の障害者に対応する専門性を有していない為 トウ ジギョウショ シュワ ツウヤク ハケン シュモクテキ ジギョウショ チョウカク ショウガイ タイ イガイ ショウガイシャ タイオウ センモンセイ ユウ タメ

		否 イナ		相談支援事業所すまいる		0285-45-7199		0285-45-8437		329-0205		小山市間々田750-1		小山市 オヤマシ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		1		0				0		1		0		3		現在担当させていただいているケースの他に受け入れる時間的余裕がないため。また専門的な知識や経験がなく自信がないため。 ゲンザイ タントウ ホカ ウ イ ジカンテキ ヨユウ センモンテキ チシキ ケイケン ジシン

		否 イナ		やまゆりの里		0284-90-2030		0284-90-2031		326-0011		足利市大沼田町525-1		足利市 アシカガシ		0		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		ショートステイの利用が可能かどうか リヨウ カノウ		2		1		ショートの利用を希望していたが、幼児で夜間に吸引が必要とのことだったので職員配置上困難と判断 リヨウ キボウ ヨウジ ヤカン キュウイン ヒツヨウ ショクイン ハイチ ジョウ コンナン ハンダン		0		0		0		0				0		1		0		2		あしかがの森さんが近くにあり専門性もあるため モリ チカ センモンセイ

		否 イナ		相談支援センターひかり		028-612-7717		028-612-7718		320-0072		宇都宮市若草4-20-7		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		0		1		0		1		0		0		1		0		1		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		居宅介護事業所とニーズのマッチング キョタク カイゴ ジギョウショ		0				短期入所事業所（医療的ケア対応型）の整備 タンキ ニュウショ ジギョウショ イリョウテキ タイオウガタ セイビ

		否 イナ		相談支援センター歩み		028-667-5151		028-667-5150		321-3233		宇都宮市上籠谷町3792		真岡市、芳賀町、宇都宮市 モオカシ ハガマチ ウツノミヤシ		0		1		1		0		0		1		0		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		毎日お会いしている方ではないしお話ができる方ではないので、計画書を作ることは少々戸惑いはありましたが、すべて療育指導室の先生にご指導いただき作成することができました。お幸せな時を過ごしてほしいという思いはいっぱいありますが、なにも出来ていない自分が申し訳ないような気持ちです。 マイニチ ア カタ ハナシ カタ ケイカクショ ツク ショウショウ トマド リョウイク シドウシツ センセイ シドウ サクセイ シアワ トキ ス オモ デキ ジブン モウ ワケ キモ		0				すみません。経験不足で在宅の方はよくわかりませんが、独立行政法人国立病院機構宇都宮病院にお伺いし行き届いた介護、職員の先生方の情熱にこういうところで重症心身障害者の方が過ごせることは幸せなのでは…としみじみ思いました。 ケイケン ブソク ザイタク カタ ドクリツ ギョウセイ ホウジン コクリツ ビョウイン キコウ ウツノミヤ ビョウイン ウカガ イ トド カイゴ ショクイン センセイガタ ジョウネツ ジュウショウ シンシン ショウガイシャ カタ ス シアワ オモ

		否 イナ		ワークス共育		0287-39-5593		0287-39-5630		329-2213		那須塩原市上大貫2028-2				1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		0		1		状況に応じて対応する ジョウキョウ オウ タイオウ		0		1				1				相談支援専門員のレベルアップが必要ではないかと思います ソウダン シエン センモンイン ヒツヨウ オモ

		否 イナ		指定特定相談支援センタードリーム		0288-32-2280		0288-32-2281		321-2341		日光市大沢町274		日光市、塩谷町、鹿沼市、宇都宮市 ニッコウシ シオヤ チョウ カヌマシ ウツノミヤ シ		0		1		1		0		1		0		0		1		1		1		0		0		0				1		0				0		0		0		0				1		0		計画を作成するにあたり医療機関との連携方法を具体化していくことに連絡調整に時間を要しました。また医師同士でのやりとりの方が早いように感じました。※解決できたと言っても施設の空き待ちで関係する病院で入院しております。 ケイカク サクセイ イリョウ キカン レンケイ ホウホウ グタイカ レンラク チョウセイ ジカン ヨウ イシ ドウシ ホウ ハヤ カン カイケツ イ シセツ ア マ カンケイ ビョウイン ニュウイン		0				入所ではなく、医療ケアのできる短期入所やグループホーム、日中一時、生活介護の拡充が必要であること。また重症心身障害児（者）への理解を広めていき、理解者を増やすこと、訪問看護、訪問医療、居宅介護も活用しやすい環境づくりを相談支援専門員はネットワークづくりに努めなければんらないと思います。 ニュウショ イリョウ タンキ ニュウショ ニッチュウ イチジ セイカツ カイゴ カクジュウ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ リカイ ヒロ リカイシャ フ ホウモン カンゴ ホウモン イリョウ キョタク カイゴ カツヨウ カンキョウ ソウダン シエン センモンイン ツト オモ

		否 イナ		ユーファーム支援センター		028-689-0070		028-680-0750		321-0972		宇都宮市下川俣町206-127		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2		これまでの実績として主に就労系の利用計画の作成を行っており重症心身障害児の方への支援については経験や人員の不足から対応が困難であると思われるため ジッセキ オモ シュウロウ ケイ リヨウ ケイカク サクセイ オコナ ジュウショウ シンシン ショウガイジ カタ シエン ケイケン ジンイン フソク タイオウ コンナン オモ

		否 イナ		障害者相談支援センターひびき		028-666-7601		028-666-7602		321-0403		宇都宮市下小倉町1536		宇都宮市、さくら市 ウツノミヤシ シ		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2		かつて受け入れたことがなく、またスタッフにも医療的ケアの知識や経験が乏しく、自信をもって迎え入れることができない ウ イ イリョウテキ チシキ ケイケン トボ ジシン ムカ イ		受け入れる施設が近辺にあること ウ イ シセツ キンペン

		否 イナ		相談支援事業ぴゅあ		028-611-1771		028-611-1772		321-0911		宇都宮市問屋町3426-46		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2

		否 イナ		指定特定相談支援事業所すえひろ		0287-23-3962		0287-24-1670		324-0042		大田原市末広1-2-5		大田原市、大田原市以外は交通費を受領 オオタワラシ オオタワラシ イガイ コウツウヒ ジュリョウ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2		事業所の対象を精神障害に限定し、市に申請しているため ジギョウショ タイショウ セイシン ショウガイ ゲンテイ シ シンセイ

		否 イナ		相談支援センターふじみだい		0285-44-0200		0285-44-4255		329-0412		下野市芝1123		下野市 シモノ シ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		0		1		ケースによって検討 ケントウ		0		1				2

		否 イナ		相談支援センターひゅーまにあ宇都宮		028-678-5385		028-678-5395		320-0802		宇都宮市江野町6-15大立ビル4階		宇都宮市（鹿沼市等近隣市町村） ウツノミヤシ カヌマシ ナド キンリン シチョウソン		0		1		1		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		あるではありますが、初めての作成でまた完成はしていない段階です。病院で実施されている活動医療等で自分自身が未熟で理解が足りていない為に苦労しています。 ハジ サクセイ カンセイ ダンカイ ビョウイン ジッシ カツドウ イリョウ ナド ジブン ジシン ミジュク リカイ タ タメ クロウ		0				①医療面での安心②外部と交流する機会③家族の方への支援 イリョウ メン アンシン ガイブ コウリュウ キカイ カゾク カタ シエン

		否 イナ		地域活動支援センターあしかが		0284-41-2643		0284-43-0463		326-0808		足利市本城1-1547		足利市 アシカガシ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0						0		1		0		0				0		1				2		専門外で知識等はなく、計画書の作成は難しいため センモンガイ チシキ トウ ケイカクショ サクセイ ムズカ

		否 イナ		南那須地区障害者相談支援センター		0287-80-1020		0287-80-1027		321-0624		那須烏山市旭1-18-8		那須烏山市、那珂川町 ナスカラスヤマシ ナカガワマチ		1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		アセスメント、院内での面会予定の調整、家族への説明など インナイ メンカイ ヨテイ チョウセイ カゾク セツメイ		0				在宅医療、訪問リハビリなど24時間対応出来る専門家チーム ザイタク イリョウ ホウモン ジカン タイオウ デキ センモンカ

		否 イナ		ワン・ハーモニー		0287-22-8255		0287-48-7225		324-0042		大田原市末広1-3618-13				0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				0

		否 イナ		ひまわり相談支援事業所		0282-20-5006		0282-23-4878		328-0052		栃木市祝町12－9				0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		1		0				0		1				3		意思伝達が自分にとって受け止められるかに不安があるため イシ デンタツ ジブン ウ ト フアン

		否 イナ		サンフラワーライフ		0285-22-1109		0285-22-1345		323-0808		小山市出井1936		小山市内 オヤマシナイ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				3		近隣に受け入れ施設が少なく在宅福祉サービスに向けるのが難しい キンリン ウ イ シセツ スク ザイタク フクシ ム ムズカ

		否 イナ		natu- la(ナチュラ)		0287-67-3115		0287-67-3115		329-3153		那須塩原市大原間239-1		那須塩原市、大田原市、那須町 ナスシオバラ シ オオタワラシ ナスマチ		0		1		1		0		1		0		0		1		1		1		0		0		0				1		0				0		0		0		0				1		0		サービス自体の幅がせまいため、本人が安全に安心した生活をうけられるためにどう組み合わせたら良いか。又、家族によっては苦手な事業所もあり限られた事業所を探すのが難しかった。 ジタイ ハバ ホンニン アンゼン アンシン セイカツ ク ア ヨ マタ カゾク ニガテ ジギョウショ カギ ジギョウショ サガ ムズカ		0				訪問系のサービスがもっと充実して欲しい ホウモン ケイ ジュウジツ ホ

		否 イナ		相談支援事業所ふるさとホーム那須		0287-98-3001		0287-98-8080		324-0414		大田原市片府田1301-59		大田原市、那須町、那須塩原市、周辺 オオタワラシ ナスマチ ナスシオバラ シ シュウヘン		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2		主な精神知的関係なので、今後はできるよう専門的な部分の勉強が必要です。 オモ セイシン チテキ カンケイ コンゴ センモンテキ ブブン ベンキョウ ヒツヨウ		①専門相談②居場所③地域の理解 センモン ソウダン イバショ チイキ リカイ

		否 イナ		特定相談支援事業所きのこ		028-635-8746		028-635-8778		320-0846		栃木県宇都宮市滝の原2-4-42 ３２０－０８４６		宇都宮市 ウツノミヤシ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		1		0				0		1				3		どのように作成したらいいか不安のため サクセイ フアン

		否 イナ		こども発達支援センター鹿沼市あおば園		0289-63-1745		0289-63-1745		322-0074		鹿沼市日吉町320－1				1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		1		0				0		1				2		相談支援専門員の不足、児童発達支援事業所利用のための計画書作成が主な業務になっている ソウダン シエン センモンイン フソク ジドウ ハッタツ シエン ジギョウショ リヨウ ケイカクショ サクセイ オモ ギョウム

		否 イナ		障害者相談支援センターみつか・Ｒｕ		028-648-3971		028-648-3936		321-0347		宇都宮市飯田町261		宇都宮市、鹿沼市 ウツノミヤシ カヌマシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		1		状況に応じして他機関と連携し判断する場合もある ジョウキョウ オウ ホカ キカン レンケイ ハンダン バアイ		0		1				1		計画依頼の状況に応じて対応できない月もある（モニタリング件数） ケイカク イライ ジョウキョウ オウ タイオウ ツキ ケンスウ

		否 イナ		工房つばさ		0285-40-0388		0285-40-6700		329-0401		下野市箕輪425-1		下野市、上三川町、壬生町、ただし状況に応じて対応することが難しい場合もある シモノ シ カミノカワマチ ミブマチ ジョウキョウ オウ タイオウ ムズカ バアイ		1		0		1		0		1		0		0		1		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		短期入所、ヘルパーなどの利用希望があっても受け入れてくれる事業所が見つからない タンキ ニュウショ リヨウ キボウ ウ イ ジギョウショ ミ		3		状況により作成することができない場合がある ジョウキョウ サクセイ バアイ		重心の方の短期入所等の利用ができるところが必要。在宅でのサービスの受入必要だと思われる。 ジュウシン カタ タンキ ニュウショ ナド リヨウ ヒツヨウ ザイタク ウケイレ ヒツヨウ オモ

		否 イナ		相談支援事業所グーフォ		028-673-0002		028-671-0785		329-1105		宇都宮市中岡本町3178-3				1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1				在宅生活を支える家族に負担が重くならないようにする。緊急時に対応してくれる医療ケア付きの宿泊施設を増やしてほしい ザイタク セイカツ ササ カゾク フタン オモ キンキュウジ タイオウ イリョウ ツ シュクハク シセツ フ

		否 イナ		那珂川町社協相談支援事業所		0287-92-1273		0287-92-1295		324-0613		那珂川町馬頭560-1		那珂川町 ナカガワマチ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				0				移動支援サービス イドウ シエン

		否 イナ		相談支援事業所大山田ノンフェール		0287-93-0660		0287-83-8182		324-0602		那珂川町大山田下郷955		那珂川町 ナカガワマチ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		1		0				0		1				2		平成27年度で相談支援事業を終了するため ヘイセイ ネンド ソウダン シエン ジギョウ シュウリョウ

		否 イナ		在宅サポートこころ		028-651-0780		028-651-0781		320-0042		宇都宮市材木町4-24				0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2

		否 イナ		相談支援事業所みらい ソウダン シエン ジギョウショ		0280-57-2673		0280-57-2673		329-0111		野木町丸林371-12		野木町、小山市 ノギマチ オヤマシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		0		1		しかるべき関係機関と連携して対応する カンケイ キカン レンケイ タイオウ		0		1				3		重症心身のノウハウがない ジュウショウ シンシン

		否 イナ		大田原市社会福祉協議会		0287-54-1849		0287-54-2745		324-0233		栃木県大田原市黒羽田町848 ３２４－０２３３		大田原市内 オオタワラシナイ		0		1		1		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0				2		1				0		1		0		0				0		1				2		職員が未熟なため ショクイン ミジュク		在宅医療の充実、居宅介護の２４時間対応（サービス事業所）の充実 ザイタク イリョウ ジュウジツ キョタク カイゴ ジカン タイオウ ジギョウショ ジュウジツ

		否 イナ		障がい者相談支援センターとまつり		028-680-5570		028-680-5271		320-0052		宇都宮市中戸祭町813		宇都宮市、近隣市町村 ウツノミヤシ キンリン シチョウソン		0		1		1		0		1		0		0		1		0		0		0		0		1		親子間の関わり オヤコ カン カカ		0		0		現在対応中 ゲンザイ タイオウチュウ		0		0		0		0				1		0		保護者との連携がとれない ホゴシャ レンケイ		0

		否 イナ		宇都宮市社会福祉協議会		028-636-1536		028-636-1537		320-0806		宇都宮市中央1-1-15		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		0				2		1		医療的ケアが必要な方が長時間外出したい。長時間支援者の拘束、移動手段（車の中での対応）、医療的ケアが必要な方が外出したいときに外出できる環境がすぐに整えられない、医療的けが必要な方で要介助であるが、歩行できる方が利用できる短期入所先はないか（アクセス時間も含む） イリョウテキ ヒツヨウ カタ チョウジカン ガイシュツ チョウジカン シエン シャ コウソク イドウ シュダン クルマ ナカ タイオウ イリョウテキ ヒツヨウ カタ ガイシュツ ガイシュツ カンキョウ トトノ イリョウテキ ヒツヨウ カタ ヨウ カイジョ ホコウ カタ リヨウ タンキ ニュウショ サキ ジカン フク		0		0		0		0				1		0		専門的（医療面）な知識がなく、専門用語が多く調べたり聞いたりしながら支援していくこと。長く関わらないと親の思いまで聞き出せないこと。 センモンテキ イリョウ メン チシキ センモン ヨウゴ オオ シラ キ シエン ナガ カカ オヤ オモ キ ダ		0				当事者が何歳になっても利用できるサービス環境（短期入所、訪問入浴など）。教育もほかのお子さん同様平等に受けられる機会（学校行事も含む）。相談対応できる人材の確保。緊急時でも利用できるサービスの調整・確保。直接支援できるサービス・人材を増やすこと。 トウジシャ ナンサイ リヨウ カンキョウ タンキ ニュウショ ホウモン ニュウヨク キョウイク コ ドウヨウ ビョウドウ ウ キカイ ガッコウ ギョウジ フク ソウダン タイオウ ジンザイ カクホ キンキュウジ リヨウ チョウセイ カクホ チョクセツ シエン ジンザイ フ

		承諾 ショウダク		ライフサポートセンターゆめ		0280-33-3624		0280-57-4624		329-0111		野木町丸林630-4		野木町、その周辺地域 ノギマチ シュウヘン チイキ		1		0		1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		1		福祉サービス利用に関する相談 フクシ リヨウ カン ソウダン		1		0				0		0		0		0				1		0		医療的な情報、知識に乏しくわからない用語などが数多く出てきた。医療的ケアの内容の聞き取り（どの部分を聞いていけばよいのか） イリョウテキ ジョウホウ チシキ トボ ヨウゴ カズオオ デ イリョウテキ ナイヨウ キ ト ブブン キ		0				Ｆａの負担軽減のためのレスパイト先（ＨＰ、ＳＳ機関等）。家族それぞれの訴え、希望を明確にしていく。関係機関がチームになりＦａの支え応援をしていく。 フタン ケイゲン サキ キカンナド カゾク ウッタ キボウ メイカク カンケイ キカン ササ オウエン

		承諾 ショウダク		足利ケアサービス		0284-21-7630		0284-21-3109		326-0843		足利市五十部町809-3		足利市、佐野市、太田市 アシカガシ サノシ オオタシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		0		1		ケースによって対応する タイオウ		0		1				3

		承諾 ショウダク		相談支援センターみさと		0285-72-9767				321-4104		芳賀郡益子町大沢2800-5		芳賀郡内（真岡市、益子町、市貝町、芳賀町、茂木町） ハガ グンナイ モオカシ マシコ チョウ イチ ガイ マチ ハガマチ モギマチ		1		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		資源が少ない、短期入所先の確保が難しかった。計画を作るのには、医療情報が難しく感じられた。 シゲン スク タンキ ニュウショ サキ カクホ ムズカ ケイカク ツク イリョウ ジョウホウ ムズカ カン		0				連携の取れる医療関係者がたくさん地域の中にいてくれると安心して生活できるかな。外出や余暇の充実を図るために医療の必要な人の生活が限られてしまっている（あきらめてしまっている） レンケイ ト イリョウ カンケイシャ チイキ ナカ アンシン セイカツ ガイシュツ ヨカ ジュウジツ ハカ イリョウ ヒツヨウ ヒト セイカツ カギ

		承諾 ショウダク		サポートセンターとみや生活支援センター		028-665-8230		028-665-8230		321-2116		宇都宮市徳次郎町540		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		0		1		0		0		0		0		1		1		1		1		1		0				0		1		医療的なケアが必要な利用者様の日中活動先が限られて利用できない人がいる。学校との連携が取りにくい。通勤手段・行事参加制限があり平等性が保たれない。学校はサービスで対応を望み、福祉行政は教育で何とかするべきとつねに折り合わない。 イリョウテキ ヒツヨウ リヨウシャサマ ニッチュウ カツドウ サキ カギ リヨウ ヒト ガッコウ レンケイ ト ツウキン シュダン ギョウジ サンカ セイゲン ビョウドウセイ タモ ガッコウ タイオウ ノゾ フクシ ギョウセイ キョウイク ナン オ ア		0		0		1		0		協力してほしい キョウリョク		1		0		利用できるサービスが限られている。社会参加できる機会が少なく、場が限られている。介護者の負担軽減が取りにくい。夢や希望を叶えるための資源が少ない。 リヨウ カギ シャカイ サンカ キカイ スク バ カギ カイゴシャ フタン ケイゲン ト ユメ キボウ カナ シゲン スク		0				通勤手段、保護者なくても教育が受けられる環境。常に親同行を求めるのでは、自立につながらず、いつになっても親の負担は軽減されない。親が安心して託せる日中活動の場。社会参加、役割を担える環境作り、職場。地域で生活していくための交流の機会や場があるといい。緊急的にレスパイトを受け入れてくれる場。 ツウキン シュダン ホゴシャ キョウイク ウ カンキョウ ツネ オヤ ドウコウ モト ジリツ オヤ フタン ケイゲン オヤ アンシン タク ニッチュウ カツドウ バ シャカイ サンカ ヤクワリ ニナ カンキョウ ヅク ショクバ チイキ セイカツ コウリュウ キカイ バ キンキュウテキ ウ イ バ

		承諾 ショウダク		社会就労センターえいぶるの里 シャカイ シュウロウ サト		0285-22-4561		0285-224581		323-0003		小山市東島田2403-2		小山市、下野市、上三川町、野木町、結城市、古河市、筑西市 オヤマシ シモノ シ カミノカワマチ ノギマチ ユウキシ コガシ ツク ニシ シ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				1		0		自己決定が難しいため、家族中心の考えになってしまうこと。また、利用できる社会資源が少ない。 ジコ ケッテイ ムズカ カゾク チュウシン カンガ リヨウ シャカイ シゲン スク		1				関係機関との連携、特に在宅が長い方は医療機関とのかかわりが家族も含め、希薄になってしまい、二次障害に対応できない。地域に総合的に支援でき、医療的ケアが受けられる場所、または訪問医療の充実が必要と思います。 カンケイ キカン レンケイ トク ザイタク ナガ カタ イリョウ キカン カゾク フク キハク ニジ ショウガイ タイオウ チイキ ソウゴウテキ シエン イリョウテキ ウ バショ ホウモン イリョウ ジュウジツ ヒツヨウ オモ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所「ピュア」		0282-31-3911		0282-31-3912		328-0133		栃木市大森町465		栃木市、鹿沼市、佐野市、小山市、壬生町 トチギシ カヌマシ サノシ オヤマシ ミブマチ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1

		承諾 ショウダク		社会福祉法人とちのみ会　こなかの森 シャカイ フクシ ホウジン カイ モリ		0283-24-5757		0283-24-6294		327-0001		佐野市小中町1280		佐野市、足利市 サノシ アシカガシ		1		0		1		0		1		0		0		1		0		1		0		0		0				1		2		通所型のため、短期入所の受け入れはサービスとして提供できず、他施設の紹介、相談支援事業につなげている。 ツウショ ガタ タンキ ニュウショ ウ イ テイキョウ タ シセツ ショウカイ ソウダン シエン ジギョウ		0		0		0		0				1		0		療養型短期入所ほかの施設への短期入所の受け入れ状況など、受け入れ場所を見つけるなど。短期入所時の発作発症時医療への繋ぎが困難。問題多（かかりつけ医への搬送） リョウヨウガタ タンキ ニュウショ シセツ タンキ ニュウショ ウ イ ジョウキョウ ウ イ バショ ミ タンキ ニュウショ ジ ホッサ ハッショウ ジ イリョウ ツナ コンナン モンダイ タ イ ハンソウ		0				佐野市には、身障（重心）短期入所施設がなく老人施設に佐野市が委託しているが、利用する人もいなく、サービスが使いづらい状態にある。短期入所受け入れ可能施設が増えることで、家族のほうも使いやすく利便性があがると考えます。 サノシ シンショウ ジュウシン タンキ ニュウショ シセツ ロウジン シセツ サノシ イタク リヨウ ヒト ツカ ジョウタイ タンキ ニュウショ ウ イ カノウ シセツ フ カゾク ツカ リベンセイ カンガ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所テトテ		0287-36-7171		0287-36-7181		329-2732		那須塩原市一区町251-1		那須塩原市（大田原、矢板、那須町、那珂川町、烏山） ナスシオバラ シ オオタワラ ヤイタ ナスマチ ナカガワマチ カラスヤマ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		0		1		委託の相談支援事業所や重心専門の事業所に相談する イタク ソウダン シエン ジギョウショ ジュウシン センモン ジギョウショ ソウダン		0		1				3		その方にとって、より専門性の高い方が対応することが望ましいと思いますので、作成が適するか否か周囲のサービス状況なども考慮して決めたいと思います。適切にアドバイスをいただける地域の環境が整っていれば、スキルアップ、経験の積み重ねのためにも作成したいです。 カタ センモンセイ タカ ホウ タイオウ ノゾ オモ サクセイ テキ イナ シュウイ ジョウキョウ コウリョ キ オモ テキセツ チイキ カンキョウ トトノ ケイケン ツ カサ サクセイ		相談支援専門員のスキルアップ。きめ細かい支援（サービスの充実）本人のニーズを正しく理解できる人材の育成と地域の理解。 ソウダン シエン センモンイン コマ シエン ジュウジツ ホンニン タダ リカイ ジンザイ イクセイ チイキ リカイ

		承諾 ショウダク		指定特定相談支援事業所あじさい		0287-60-3361		0287-60-3362		325-0034		那須塩原市東原166		那須塩原市、那須町 ナスシオバラ シ ナスマチ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2				訪問看護、訪問診療を行う医師が必要だと思います。 ホウモン カンゴ ホウモン シンリョウ オコナ イシ ヒツヨウ オモ

		承諾 ショウダク		障害者相談支援センターいぶき		028-678-3502		028-676-3501		329-1216		高根沢町桑窪2266-2		高根沢町 タカネザワマチ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1				短期入所など受け入れてくれる施設を増やしてほしい。県内で受け入れていただけない為、県外の施設を考えなくてはいけない方がいます。 タンキ ニュウショ ウ イ シセツ フ ケンナイ ウ イ タメ ケンガイ シセツ カンガ カタ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所わくわくおやま		0285-24-6575		0285-20-0255		323-0022		小山市駅東通り3-9-6		小山市 オヤマシ		1		0		1		0		1		1		1		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		関係事業所が多いことで情報収集連携等大変。医療機関とも連携を図る必要あり。レスパイト、ショートステイの受入困難。利用できる事業所が少ない。 カンケイ ジギョウショ オオ ジョウホウ シュウシュウ レンケイ ナド タイヘン イリョウ キカン レンケイ ハカ ヒツヨウ ウケイレ コンナン リヨウ ジギョウショ スク		0				重症心身障害児（者）を受け入れしてくれる事業所、施設がもっと多くあればよいと思われる。通所日中一時短期入所など。相談支援、計画作成についてもほかの事業所が受け入れてくれないとの理由で受け入れ可能事業所へ集中してしまう為、相談員への研修等を増やせばよいが。しかし日々の業務が多忙であるため、難しいのかな？ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ ウ イ ジギョウショ シセツ オオ オモ ツウショ ニッチュウ イチジ タンキ ニュウショ ソウダン シエン ケイカク サクセイ ジギョウショ ウ イ リユウ ウ イ カノウ ジギョウショ シュウチュウ タメ ソウダン イン ケンシュウ ナド フ ヒビ ギョウム タボウ ムズカ

		承諾 ショウダク		相談支援センターネクスト		080-8854-9551		0280-612-1558		320-0034		宇都宮市泉町6-25		宇都宮市 ウツノミヤシ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2

		承諾 ショウダク		相談支援事業のぞみ		0287-65-2288		0287-65-2282		329-3152		那須塩原市上中野53		那須塩原市、大田原市、那須町 ナスシオバラ シ オオタワラシ ナスマチ		1		0		1		0		0		0		1		1		1		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		現サービスでの医療ケアをふまえ、将来にむけて他事業との連携につなげるよう計画作成、調整に苦労した。 ゲン イリョウ ショウライ タ ジギョウ レンケイ ケイカク サクセイ チョウセイ クロウ		0				選択肢が増えるよう受け入れ可能な福祉サービス事業所の増加が必要だと思われます。 センタクシ フ ウ イ カノウ フクシ ジギョウショ ゾウカ ヒツヨウ オモ

		承諾 ショウダク		サポートセンターひばり		028-670-0330		028-667-7315		321-3236		宇都宮市竹下町435-159		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		苦労ではないが、お母様がとても一生懸命ですでにサービスも繋がっていたため、現状を計画にする形となったが、計画作成後のかかわりについて相談員としてどのようにすべきことが望ましいかと考える。 クロウ カアサマ イッショウケンメイ ツナ ゲンジョウ ケイカク カタチ ケイカク サクセイ ゴ ソウダン イン ノゾ カンガ		0				福祉サービスや医療、またボランティアが入室されるととてもよいと思います。また、介助者（家族）のケアも考えると気軽に参加できるようなイベント（医療が整っていたり、介助するボランティアさんがいたり）や、同じ重症心身障害児（者）をもつかたとのネットワークがあるといいのかなと思います。 フクシ イリョウ ニュウシツ オモ カイジョシャ カゾク カンガ キガル サンカ イリョウ トトノ カイジョ オナ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ オモ

		承諾 ショウダク		高根沢町障害児者生活支援センターすまいる タカネザワマチ		028-612-2751		028-612-2752		329-1225		栃木県塩谷郡高根沢町石末1825　福祉センター内 ３２９－１２２５ フクシ ナイ		高根沢町 タカネザワマチ		1		0		1		0		0		0		1		0		0		1		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		地元に使える資源がなく苦労した ジモト ツカ シゲン クロウ		0				①医療と福祉の連携ネットワーク②重心の方でも利用できるサービスが増えること③訪問診療医 イリョウ フクシ レンケイ ジュウシン カタ リヨウ フ ホウモン シンリョウ イ

		承諾 ショウダク		障害者相談支援センターフォレスト		0284-91-1816		0284-91-2867		326-0011		足利市大沼田町615		足利市及び近隣市町村 アシカガシ オヨ キンリン シチョウソン		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0				0

		承諾 ショウダク		障がい者相談支援事業所ケアサプライ		0287-73-5312		0287-73-5311		329-3221		栃木県那須郡那須町漆塚762-102 ３２９－３２２１		白河市、那須町、那須塩原市、大田原市 シラカワシ ナスマチ ナスシオバラシ オオタワラシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1				サービスを提供できる事業所の充実を図る テイキョウ ジギョウショ ジュウジツ ハカ

		承諾 ショウダク		南栃木支援センター相談支援		0285-44-6118		0285-44-7215		329-0412		下野市柴1432-105		下野市、小山市、壬生町 シモノ シ オヤマシ ミブマチ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		0		1		介護保険と併用する場合のみ対応する カイゴ ホケン ヘイヨウ バアイ タイオウ		0		1				3		介護保険と併用する場合のみ作成する カイゴ ホケン ヘイヨウ バアイ サクセイ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所とまり木		0287-54-2854		0287-54-2230		324-0231		大田原市北野上3952		大田原市、那須塩原市、那須町 オオタワラシ ナスシオバラシ ナスマチ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1				当事業所の対応範囲は現在、知的障害者特に中・軽度が主だが、精神（高次脳機能障害も含む）分野もやり始めている。今後重症心身障害者もほかの相談支援事業所の助けを得ながら、勉強しながら対応したいと考えている。そのために研修や見学の機会を多く作っていただきたい。今は、当事業所はその程度しか考えられない。 トウ ジギョウショ タイオウ ハンイ ゲンザイ チテキ ショウガイシャ トク チュウ ケイド オモ セイシン コウジ ノウ キノウ ショウガイ フク ブンヤ ハジ コンゴ ジュウショウ シンシン ショウガイシャ ソウダン シエン ジギョウショ タス エ ベンキョウ タイオウ カンガ ケンシュウ ケンガク キカイ オオ ツク イマ トウ ジギョウショ テイド カンガ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所ポンテ		028-652-7288		028-652-6355		321-0341		宇都宮市古賀志町1964-12		宇都宮、鹿沼、日光、壬生 ウツノミヤ カヌマ ニッコウ ミブ		0		1		1		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0				0				未就学児（3～5才）の方の医療型児童発達支援を分離で行う施設が数か所あると良いと思います。 ミシュウガクジ サイ カタ イリョウ ガタ ジドウ ハッタツ シエン ブンリ オコナ シセツ スウ ショ ヨ オモ

		承諾 ショウダク		相談支援センター光輝舎		0285-70-2020		0285-72-8222		321-4105		芳賀郡益子町北中1113-1		芳賀郡、真岡市等 ハガ グン モオカシ ナド		1		0		1		0		1		1		1		1		0		1		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		利用できるサービス事業所が少ない。重心児者に合わせたプログラムが見つからない（近隣で） リヨウ ジギョウショ スク ジュウシン ジ シャ ア ミ キンリン		0				本人の状態にもよるが、重度化する状況に対応できる事業所の確保。家族の負担が大きくなり在宅生活の継続が困難になることが予測されるので、在宅で支援が受けられるような体制の充実と、レスパイトサービスの拡大。 ホンニン ジョウタイ ジュウドカ ジョウキョウ タイオウ ジギョウショ カクホ カゾク フタン オオ ザイタク セイカツ ケイゾク コンナン ヨソク ザイタク シエン ウ タイセイ ジュウジツ カクダイ

		承諾 ショウダク		特定相談支援事業所やすらぎ		028-650-7727		028-650-7728		320-0011		宇都宮市富士見が丘3－19－20		宇都宮市 ウツノミヤシ		0		0		1		0		1		0		0		0		0		1		1		0		0				0		3		対応できるヘルパーがいれば支援する タイオウ シエン		0		0		0		0				0		1				3

		承諾 ショウダク		障がい者支援センターにんべん		028-686-2539		028-686-2584		329-1417		さくら市フィオーレ喜連川5-2-1　フィオーレガーデン1-102		さくら市 シ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1				地域資源アンケートをいただきありがとうございました。設問に対しまして知識不足にこれでいいのかという思いです。相談支援専門員として設問にありました「3」要望がでますれば、先輩相談員・各職種の方々に相談・指導をいただき、相談支援事業を行ってみたいと考えます。大島先生について学ばせて頂きました。 チイキ シゲン セツモン タイ チシキ ブソク オモ ソウダン シエン センモンイン セツモン ヨウボウ センパイ ソウダン イン カクショクシュ カタガタ ソウダン シドウ ソウダン シエン ジギョウ オコナ カンガ オオシマ センセイ マナ イタダ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所おやま		0285-22-1833		0285-228946		323-0014		小山市喜沢660		小山市、下野市 オヤマシ シモノ シ		1		0		1		0		1		1		0		0		0		0		0		1		0				2		3				0		0		0		0				1		0		本人の意思が明確でないので親の意向中心のものになってしまった。 ホンニン イシ メイカク オヤ イコウ チュウシン		0

		承諾 ショウダク		真岡介護センター		0285-80-5200		0285-80-5211		321-4361		真岡市並木町1-8-1　シティ並木102 ナミキ		真岡市、芳賀町南部、市貝町南部、益子町西部、上三川東部 モオカシ ハガマチ ナンブ イチ ガイ チョウ ナンブ マシコ チョウ セイブ カミノカワ トウブ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		0		1				0		1				3		担当者の受け持ちケースの状況など考慮し対応できるか検討したい タントウシャ ウ モ ジョウキョウ コウリョ タイオウ ケントウ

		承諾 ショウダク		さの社協相談支援センターほっぷ		0283-22-8152		0283-22-8199		327-0003		佐野市大橋町3212-27		佐野市全域 サノシ ゼンイキ		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2		現在相談支援専門員1名で行っているため ゲンザイ ソウダン シエン センモンイン メイ オコナ

		承諾 ショウダク		相談支援ウエイブ		0282-23-4465		0282-23-4465		328-0012		栃木市平柳町1-2-7		栃木市、壬生町 トチギシ ミブマチ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		1		0				0		1				2		指定特定相談支援事業で精神に対応しているため シテイ トクテイ ソウダン シエン ジギョウ セイシン タイオウ		ご家族の中だけでは生活がマンネリ化して単調になりかねないので、音楽、体を動かす、読み聞かせ麻痺・拘縮のマッサージなどのリハビリの頻度を高める。ご本人が楽しいと感じることを提供できる。ご家族が疲弊しないよう旅行や趣味などの充実した時間がもてるようサービスを利用していくこと。 カゾク ナカ セイカツ カ タンチョウ オンガク カラダ ウゴ ヨ キ マヒ コウシュク ヒンド タカ ホンニン タノ カン テイキョウ カゾク ヒヘイ リョコウ シュミ ジュウジツ ジカン リヨウ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所わらしべの家		0282-27-1627		0282-27-1675		328-0011		栃木市大宮町2708-3		栃木市 トチギシ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1		専門的な知識が不十分なため行政などの機関と相談しながらの対応となります センモンテキ チシキ フジュウブン ギョウセイ キカン ソウダン タイオウ		短期入所や移動支援などの福祉サービス利用時にお付き合いのある医療機関や訪問看護の看護師が同行でき緊急時の対応が迅速にとれる体制（すでにできていたらすみません） タンキ ニュウショ イドウ シエン フクシ リヨウ ジ ツ ア イリョウ キカン ホウモン カンゴ カンゴシ ドウコウ キンキュウジ タイオウ ジンソク タイセイ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所　空		0287-73-8165		0287-73-8165		329-3157		那須塩原市大原間西1-19-9		那須塩原市、大田原市、那須町 ナスシオバラ シ オオタワラシ ナスマチ		1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		重心のお子様の療育支援をやっていたので、苦労はありませんでしたが、医療（訪問看護）訪問リハ訪問入浴の制度を知らなかったので、その方々との連携が取れて大変勉強になりました。 ジュウシン コサマ リョウイク シエン クロウ イリョウ ホウモン カンゴ ホウモン ホウモン ニュウヨク セイド シ カタガタ レンケイ ト タイヘン ベンキョウ		0				医療的ケアの必要な方には支援スタッフ・必ず看護師の方が不在では双方安心したケアはできません。例）乳幼児の通所事業は保母と看護師さん。小学→高校までは義務教育がありますが事後に生活介護はもちろんですが、本当に重心の方の為の日中活動の場が不足しているとおもいますので重心の方の通所事業は必要と思います。家庭以外で通える場所→一時預かりや療育支援事業→高校卒業後は通所施設（一時預かりも含めて） イリョウテキ ヒツヨウ カタ シエン カナラ カンゴシ カタ フザイ ソウホウ アンシン レイ ニュウヨウジ ツウショ ジギョウ ホボ カンゴシ ショウガク コウコウ ギム キョウイク ジゴ セイカツ カイゴ ホントウ ジュウシン カタ タメ ニッチュウ カツドウ バ フソク ジュウシン カタ ツウショ ジギョウ ヒツヨウ オモ カテイ イガイ カヨ バショ イチジ アズ リョウイク シエン ジギョウ コウコウ ソツギョウゴ ツウショ シセツ イチジ アズ フク

		承諾 ショウダク		相談支援事業所みどり		0285-45-8362		0285-45-8397		329-0214		小山市乙女786-1		小山市、栃木市、古河市、結城市 オヤマシ トチギシ コガシ ユウキシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0		大人は対応可能 オトナ タイオウ カノウ		1		1		大人はあるが、こどもはない。先日訪問介護を事業所にお願いしたところどこの事業所も受けていただけなかった。 オトナ センジツ ホウモン カイゴ ジギョウショ ネガ ジギョウショ ウ		3		成人しか計画相談をしたことがないので不安である。当事業所は相談員が一名なので相談する相手がいない セイジン ケイカク ソウダン フアン トウ ジギョウショ ソウダン イン イチメイ ソウダン アイテ		サービス事業所で受けてもらえないケースがある。特に重心や精神知的等重複して疾患を持っていると問い合わせた時点でお断りされてします。 ジギョウショ ウ トク ジュウシン セイシン チテキ ナド チョウフク シッカン モ ト ア ジテン コトワ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所こころみ		0284-41-5039		0284-43-2665		326-0061		足利市田島町611-2				0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		1		0				0		1				3		これまで前例がなく、またこの障害について熟知した方（機関）があるならそちらでしていただいた方がご本人様にとってよい支援であると考えるから。※現在当法人の入所・通所等サービスを利用されている方の相談支援がほとんどの状況です。 ゼンレイ ショウガイ ジュクチ カタ キカン ホウ ホンニンサマ シエン カンガ ゲンザイ トウホウジン ニュウショ ツウショ ナド リヨウ カタ ソウダン シエン ジョウキョウ

		承諾 ショウダク		相談支援センターのどか　真岡センター		0285-81-5890		0285-85-8452		321-4305		真岡市荒町111-1		真岡市、芳賀町、市貝町、益子町、茂木町 モオカシ ハガマチ イチガイ マチ マシコ チョウ モギ マチ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1				在宅での生活では家族の介護負担の軽減が必要。フォーマルインフォーマルの枠にとらわれない福祉サービス。 ザイタク セイカツ カゾク カイゴ フタン ケイゲン ヒツヨウ ワク フクシ

		承諾 ショウダク		友井タクシー介護ステーションふれあい		0285-30-0840		0285-30-0844		323-0025		小山市城山町2丁目12-25		小山市 オヤマシ		1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		利用するサービスは多様で、施設・病院・学校など医療福祉事業所数も多く連携を図るのが困難。学校行事に参加するための会出自の支援サービスがない。 リヨウ タヨウ シセツ ビョウイン ガッコウ イリョウ フクシ ジギョウショ スウ オオ レンケイ ハカ コンナン ガッコウ ギョウジ サンカ カイ シュツジ シエン		0				ご家族様が安心して預けることができる施設と必要に預けられる施設の数は少ない。片道１時間以上かかるためとても不便に思います。呼吸器の方の預かり先は少ない。 カゾクサマ アンシン アズ シセツ ヒツヨウ アズ シセツ カズ スク カタミチ ジカン イジョウ フベン オモ コキュウキ カタ アズ サキ スク

		承諾 ショウダク		もくせいの里		0282-43-0593		0282-43-1387		329-4405		栃木市大平町西山田1198		栃木市内 トチギシナイ		0		1		1		0		1		0		0		1		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		ニーズにあてはまるサービスがなかった。例）①入浴支援②移送サービス　①自宅の浴槽では支援が入れず訪問入浴を検討。しかし、浴槽を置けるスペースがなく断念。②主たる介護者が入院。学校までの送迎ができず特例で市の移送サービスを利用するもかなり時間を要した。 レイ ニュウヨク シエン イソウ ジタク ヨクソウ シエン ハイ ホウモン ニュウヨク ケントウ ヨクソウ オ ダンネン シュ カイゴシャ ニュウイン ガッコウ ソウゲイ トクレイ シ イソウ リヨウ ジカン ヨウ		0				①地域の理解や協力②受け入れの拡大（重心の通所、24時間看護体制が整った短期入所）③デマンドタクシー等関係者の重心に対する理解（理解附属により資源として存在するが利用しがたい）④児童が入浴支援を受けられる環境（家族の身体的な介護負担軽減） チイキ リカイ キョウリョク ウ イ カクダイ ジュウシン ツウショ ジカン カンゴ タイセイ トトノ タンキ ニュウショ ナド カンケイシャ ジュウシン タイ リカイ リカイ フゾク シゲン ソンザイ リヨウ ジドウ ニュウヨク シエン ウ カンキョウ カゾク シンタイテキ カイゴ フタン ケイゲン

		承諾 ショウダク		足利障害者相談支援センター		0284-44-0307		0284-44-0318		326-0064		足利市東砂原後町1072		足利市、佐野市 アシカガシ サノシ		1		0		1		0		1		0		0		1		0		1		0		1		0				1		0				0		0		0		0				0		1				2		委託相談支援事業所のため イタク ソウダン シエン ジギョウショ		医療的ケアが整った施設のショートステイ充実が必要。また、特に呼吸器をつけた方のショート療養介護の利用とそれらを利用するための送迎体制の充実が必要。 イリョウテキ トトノ シセツ ジュウジツ ヒツヨウ トク コキュウキ カタ リョウヨウ カイゴ リヨウ リヨウ ソウゲイ タイセイ ジュウジツ ヒツヨウ

		承諾 ショウダク		指定障害者相談支援事業所あるしぇん		0282-86-7665		0282-21-7109		321-0201		栃木県下都賀郡壬生町安塚2032 ３２１－０２０１		壬生町 ミブマチ		1		0		1		0		1		0		0		1		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		①相談支援専門員として重症心身障害児（者）の方に対する支援の知識や経験が少ない②医療的ケアが必要となる方に対して対応できる福祉サービス（事業所）が少ない。 ソウダン シエン センモンイン ジュウショウシンシンショウガイジ シャ カタ タイ シエン チシキ ケイケン スク イリョウテキ ヒツヨウ カタ タイ タイオウ フクシ ジギョウショ スク		0				医療的ケアが必要な方に関して、福祉のサービスでは対応しきれない部分が多く、結果として家族が本人を抱え込まざるを得ない現状があるように感じます。家族の介護負担が少しでも軽減できるよう福祉サービスも柔軟な対応が出来るようになるといいなと思います。 イリョウテキ ヒツヨウ カタ カン フクシ タイオウ ブブン オオ ケッカ カゾク ホンニン カカ コ エ ゲンジョウ カン カゾク カイゴ フタン スコ ケイゲン フクシ ジュウナン タイオウ デキ オモ

		承諾 ショウダク		下野市相談支援事業所 こばと		0285-44-6783		0285-44-6783		329-0414		下野市小金井1146-6		下野市、上三川町 シモノ シ カミノカワマチ		1		0		1		0		0		0		1		1		0		1		1		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		医療的ケアが必要な乳幼児に対応できるヘルパー事業所。短期入所・日中一時支援事業所が近くにない（少ない）。 イリョウテキ ヒツヨウ ニュウヨウジ タイオウ ジギョウショ タンキ ニュウショ ニッチュウ イチジ シエン ジギョウショ チカ スク		0				設問5で回答した内容：外出可能な方は児童発達支援を利用可能であるが無理な方は外部との交流をもちにくい。訪問看護・訪問リハビリが入っているケースはいいがない場合母子で孤立しがち。幸いあそびの支援をしてくれるヘルパー事業所があり支援につながっている。ヘルパー利用を希望されない家庭、利用したくてもヘルパー事業所がない等支援に苦慮する。 セツモン カイトウ ナイヨウ ガイシュツ カノウ カタ ジドウ ハッタツ シエン リヨウ カノウ ムリ カタ ガイブ コウリュウ ホウモン カンゴ ホウモン ハイ バアイ ボシ コリツ サイワ シエン ジギョウショ シエン リヨウ キボウ カテイ リヨウ ジギョウショ ナド シエン クリョ

		承諾 ショウダク		相談支援センターぴあん ソウダン シエン		0282-31-1755		0282-31-2919		328-0067		栃木市皆川城内町333-2		栃木市、小山市 トチギシ オヤマシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1				これまで現場で関わったことがなく、事例検討でしか情報を把握しておらず不安はあります。でも関係機関やご家族様からいろいろなことを教えて頂きながら相談支援として専門性を活かせればと思っています。色々な立場の方からお話をお伺いしてもご家族や医療機関専門的な事業所の負担が大きく相談支援があまり役に立つことができていない（場合によっては自ら引いてしまう）今の現状を少しでも変えていければいいと思います。 ゲンバ カカ ジレイ ケントウ ジョウホウ ハアク フアン カンケイ キカン カゾクサマ オシ イタダ ソウダン シエン センモンセイ イ オモ イロイロ タチバ カタ ハナシ ウカガ カゾク イリョウ キカン センモンテキ ジギョウショ フタン オオ ソウダン シエン ヤク タ バアイ ミズカ ヒ イマ ゲンジョウ スコ カ オモ

		承諾 ショウダク		うつのみや		028-632-6074/090-4059-9728		028-632-6075		320-0861		宇都宮市西2-1-7		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				3		専門的な知識を社会資源のアドバイスを他相談支援事業所からいただきながらみずからの事業所で引き受けるという形が望ましい センモンテキ チシキ シャカイ シゲン ホカ ソウダン シエン ジギョウショ ジギョウショ ヒ ウ カタチ ノゾ

		承諾 ショウダク		サポートセンターきりん		028-612-3838		028-678-3257		321-0905		栃木県宇都宮市平出工業団地43-100 ３２１－０９０５		宇都宮市 ウツノミヤシ		0		1		1		0		1		0		0		1		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		療養介護に入所しているので他のサービスの利用が困難。そのための社会資源をつなげたり、活用したりするのが難しい。 リョウヨウ カイゴ ニュウショ ホカ リヨウ コンナン シャカイ シゲン カツヨウ ムズカ		0				今後、市町村などで展開されていく生活拠点に関する事業をうまく活用できればいいなと感じています。入所されている方々については地域とのつながり方が今後は重要になってくると思われますので、広く門扉を開けた活動などが多くなってくるといいなと思っています。 コンゴ シチョウソン テンカイ セイカツ キョテン カン ジギョウ カツヨウ カン ニュウショ カタガタ チイキ カタ コンゴ ジュウヨウ オモ ヒロ モンピ ア カツドウ オオ オモ

		承諾 ショウダク		さわやか相談支援センター		0280-57-4884		0280-57-4994		329-0112		野木町南赤塚1145-1		小山市、野木町、古河市、栃木市 オヤマシ ノギマチ コガシ トチギシ		0		1		1		0		0		0		1		0		0		1		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		現実的な目標の位置づけ ゲンジツテキ モクヒョウ イチ		0

		承諾 ショウダク		相談支援事業所つばさ		0287-53-7393		0287-53-7394		324-0044		大田原市親園824-1		大田原市、那須塩原市、那須烏山市、矢板市、さくら市、那須町、塩谷町、高根沢町 オオタワラシ ナスシオバラシ ナスカラスヤマシ ヤイタシ シ ナスマチ シオ タニ マチ タカネザワマチ		1		0		1		0		1		0		1		1		0		1		0		0		0				1		2		医療的なケアが必要なケース、将来的に短期入所につなげたいケースだった為、専門の事業所に依頼した イリョウテキ ヒツヨウ ショウライテキ タンキ ニュウショ タメ センモン ジギョウショ イライ		1		1		0		0				1		0		使えるサービスの少なさに調整が難しかった ツカ スク チョウセイ ムズカ		1				乳幼児期の受け入れ可能な福祉サービス等の社会資源が必要である。 ニュウヨウジ キ ウ イ カノウ フクシ ナド シャカイシゲン ヒツヨウ

		承諾 ショウダク		特定相談支援センターはじめ		0284-22-4561		0284-22-4562		326-0143		足利市葉鹿町735-1		足利市 アシカガシ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1

		承諾 ショウダク		上三川障がい児・者生活相談支援センター		0285-38-6854		0285-38-6841		329-0611		上三川町上三川5082-15		上三川町 カミノカワマチ		1		0		1		0		1		0		0		1		0		0		0		0		0				1		0				0		0		0		0				1		0				0

		承諾 ショウダク		はつらつサロン南天相談支援事業所		0285-22-4659		0285-38-6529		323-0027		小山市花垣町2-3-19		小山市、栃木市 オヤマシ トチギシ		0		0		1		0		1		1		0		1		1		1		1		1		0				0		0				0		0		0		0				1		0		利用したいサービス事業所が少なく生活改善、家族、支援者の負担軽減に繋がらない（訪問入浴、ショートステイ、生活介護などなど（就労Ａ型））医師によっては連携が困難。何処の精神科がよいかと利用者に問われるが答えは解らない。 リヨウ ジギョウショ スク セイカツ カイゼン カゾク シエンシャ フタン ケイゲン ツナ ホウモン ニュウヨク セイカツ カイゴ シュウロウ ガタ イシ レンケイ コンナン ドコ セイシンカ リヨウシャ ト コタ ワカ		0				本人の選択や受け入れ事業所の間口を広げる。例えば入浴はヘルパーの2人対応で行ているがヘルパー不足や腰痛の悪化などで対応が難しくなってくる。機会浴のできる生活介護を勧めるも本人の選択肢がない。自宅から出かける自由さのようなものが閉ざされているような気がする。反面高齢者のサービスは増加する一方で利用者が不足し閉鎖なども聞かれる。高齢者・障害者がともにデイサービスやショートステイを利用できるようにならないかと思う。障害児については働く両親をサポートすることで生活の安定や療育などへ通園のし易さを図り、送迎サービスの充実など。 ホンニン センタク ウ イ ジギョウショ マグチ ヒロ タト ニュウヨク ニン タイオウ オコナ ブソク ヨウツウ アッカ タイオウ ムズカ キカイ ヨク セイカツ カイゴ スス ホンニン センタクシ ジタク デ ジユウ ト キ ハンメン コウレイシャ ゾウカ イッポウ リヨウシャ フソク ヘイサ キ コウレイシャ ショウガイシャ リヨウ オモ ショウガイジ ハタラ リョウシン セイカツ アンテイ リョウイク ツウエン ヤス ハカ ソウゲイ ジュウジツ
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ない
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ある	今後依頼があれば作成する	他の相談支援事業所に依頼する	作成するかどうかわからない	33	15	18	14	

相談支援事業所 (記述)

		Ｑ1.貴施設について、お伺いいたします キ シセツ ウカガ										事業所名とコメントをくっつけるで一表を作る ジギョウショ メイ イッピョウ ツク

		1		事業所名 ジギョウショ メイ								今月中 コンゲツ チュウ

		2		電話番号 デンワ バンゴウ								地図と一覧表をパワーポイント チズ イチラン ヒョウ

		3		FAX番号 バンゴウ								各項目ごとにページを作る カクコウモク ツク

		4		所在地 ショザイチ

		5		訪問可能な主な市町村 ホウモン カノウ オモ シチョウソン

		Ｑ2.重症心身障害児（者）の定義をご存知ですか ジュウショウシンシンショウガイジ シャ テイギ ゾンジ

		Ｑ2-1		知っている シ

		Ｑ2-2		知らない シ

		Ｑ3.重症心身障害児（者）の方（家族・関係機関等）からの相談を受けたことがありますか ジュウショウシンシンショウガイジ シャ カタ カゾク カンケイ キカン ナド ソウダン ウ

		Ｑ3-1		1		ある

		Ｑ3-2		2		ない

		Ｑ3-1-Ａ

				Ａ-1それは誰からの相談でしたか ダレ ソウダン

				1		ａ.家族 カゾク

				2		ｂ.支援者 シエンシャ

				3		ｃ.関係機関 カンケイ キカン

				Ａ-2それはどんな相談でしたか（複数回答可） ソウダン フクスウ カイトウ カ

				1		ａ.生活上の相談 セイカツ ジョウ ソウダン

				2		ｂ.医療的な相談 イリョウテキ ソウダン

				3		ｃ.制度に関する相談 セイド カン ソウダン

				4		ｄ.教育に関する相談 キョウイク カン ソウダン

				5		ｅ.サービス等利用計画書作成に関する相談 ナド リヨウ ケイカクショ サクセイ カン ソウダン

				6		ｆ.その他 タ

				Ａ-3それらの相談事業所として対応（解決）はできましたか ソウダン ジギョウショ タイオウ カイケツ

				1		ａ.できた

				2		ｂ.できなかった

				Ａ-3-1それはどうしてですか

				1		ａ解決手段・方法がなかった カイケツ シュダン ホウホウ

				2		ｂ.ほかの相談支援事業所に依頼した ソウダン シエン ジギョウショ イライ

				3		ｃ.行政に依頼した ギョウセイ イライ

				4		ｄ.その他 タ

		Ｑ4.Ｑ3-2「ない」→これから重症心身障害児（者）の方（本人・家族等）からの相談があればどのように対応されますか ジュウショウシンシンショウガイジ シャ カタ ホンニン カゾク ナド ソウダン タイオウ

				Ｑ4-1		自分の事業所で対応する ジブン ジギョウショ タイオウ

				Ｑ4-2		ほかの相談支援事業所へ依頼する ソウダン シエン ジギョウショ イライ

				Ｑ4-3		行政に依頼する ギョウセイ イライ

				Ｑ4-4		その他 タ

		Ｑ5.重症心身障害児（者）の方のサービス等利用計画書を作成したことがありますか ジュウショウシンシンショウガイジ シャ カタ ナド リヨウ ケイカクショ サクセイ

				Ｑ5-1		ある

				Ｑ5-2		ない

						Ｑ5-1-Ａ		「ある」と回答→作成にあたり、苦労したこと困ったことがありましたか カイトウ サクセイ クロウ コマ

						Ｑ5-2-Ａ		「ない」と回答 カイトウ

						1		ａ.今後依頼があれば作成する コンゴ イライ サクセイ

						2		ｂ.他の相談支援事業所に依頼する ホカ ソウダン シエン ジギョウショ イライ

						3		ｃ.作成するかどうかわからない サクセイ

						Ｑ5-2-Ａ-1		b.cを回答→それはどうしてですか カイトウ

		Q6.重症心身障害児（者）の方がより良い在宅生活をしていく上で何か必要だと思うことがあればご自由にお書きください ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ カタ ヨ ザイタク セイカツ ウエ ナニ ヒツヨウ オモ ジユウ カ



		承諾可否 ショウダク カヒ		Q1												Ｑ2.重症心身障害児（者）の定義をご存知ですか ジュウショウシンシンショウガイジ シャ テイギ ゾンジ				Ｑ3.重症心身障害児（者）の方（家族・関係機関等）からの相談を受けたことがありますか ジュウショウシンシンショウガイジ シャ カタ カゾク カンケイ キカン ナド ソウダン ウ																														Ｑ4.Ｑ3-2「ない」→これから重症心身障害児（者）の方（本人・家族等）からの相談があればどのように対応されますか ジュウショウシンシンショウガイジ シャ カタ ホンニン カゾク ナド ソウダン タイオウ										Ｑ5.重症心身障害児（者）の方のサービス等利用計画書を作成したことがありますか ジュウショウシンシンショウガイジ シャ カタ ナド リヨウ ケイカクショ サクセイ										Q6.重症心身障害児（者）の方がより良い在宅生活をしていく上で何か必要だと思うことがあればご自由にお書きください ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ カタ ヨ ザイタク セイカツ ウエ ナニ ヒツヨウ オモ ジユウ カ

				事業所名 ジギョウショ メイ		電話番号 デンワ バンゴウ		FAX番号 バンゴウ		郵便番号 ユウビンバンゴウ		所在地 ショザイチ		訪問可能な主な市町村 ホウモン カノウ オモ シチョウソン		知っている		知らない シ		ある		ない		それは誰からの相談でしたか						それはどんな相談でしたか														それらの相談事業所として対応（解決）はできましたか						自分の事業所で対応する ジブン ジギョウショ タイオウ		他の相談支援事業所へ依頼する ホカ ソウダン シエン ジギョウショ イライ		行政に依頼する ギョウセイ イライ		その他 タ				ある		ない		「ある」と回答		「ない」
と回答		b.c（23）を回答

																								家族 カゾク		支援者 シエンシャ		関係機関 カンケイ キカン		生活上の相談 セイカツ ジョウ ソウダン		医療的な相談 イリョウテキ ソウダン		制度に関する相談 セイド カン ソウダン		教育に関する相談 キョウイク カン ソウダン		サービス等利用計画書作成に関する相談 ナド リヨウ ケイカクショ サクセイ カン ソウダン		その他 タ		その他回答 タ カイトウ		それらの相談事業所として対応（解決）はできましたか		それはどうしてですか		それはどうしてですか

		否 イナ		手話通訳派遣協会相談支援事業所		0287-73-4422		0287-62-7776		325-0026		栃木県那須塩原市上厚崎431-17 ３２５－００２６				0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		0		1		本事業所と同様の地域で一般相談支援事業所と連携を図り対応する ホン ジギョウショ ドウヨウ チイキ イッパン ソウダン シエン ジギョウショ レンケイ ハカ タイオウ		0		1		0		2		当事業所は手話通訳派遣を主目的とする事業所であるため、聴覚障害に対するノウハウはあるがそれ以外の障害者に対応する専門性を有していない為 トウ ジギョウショ シュワ ツウヤク ハケン シュモクテキ ジギョウショ チョウカク ショウガイ タイ イガイ ショウガイシャ タイオウ センモンセイ ユウ タメ

		否 イナ		相談支援事業所すまいる		0285-45-7199		0285-45-8437		329-0205		小山市間々田750-1		小山市 オヤマシ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		1		0				0		1		0		3		現在担当させていただいているケースの他に受け入れる時間的余裕がないため。また専門的な知識や経験がなく自信がないため。 ゲンザイ タントウ ホカ ウ イ ジカンテキ ヨユウ センモンテキ チシキ ケイケン ジシン

		否 イナ		やまゆりの里		0284-90-2030		0284-90-2031		326-0011		足利市大沼田町525-1		足利市 アシカガシ		0		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		ショートステイの利用が可能かどうか リヨウ カノウ		2		1		ショートの利用を希望していたが、幼児で夜間に吸引が必要とのことだったので職員配置上困難と判断 リヨウ キボウ ヨウジ ヤカン キュウイン ヒツヨウ ショクイン ハイチ ジョウ コンナン ハンダン		0		0		0		0				0		1		0		2		あしかがの森さんが近くにあり専門性もあるため モリ チカ センモンセイ

		否 イナ		相談支援センターひかり		028-612-7717		028-612-7718		320-0072		宇都宮市若草4-20-7		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		0		1		0		1		0		0		1		0		1		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		居宅介護事業所とニーズのマッチング キョタク カイゴ ジギョウショ		0				短期入所事業所（医療的ケア対応型）の整備 タンキ ニュウショ ジギョウショ イリョウテキ タイオウガタ セイビ

		否 イナ		相談支援センター歩み		028-667-5151		028-667-5150		321-3233		宇都宮市上籠谷町3792		真岡市、芳賀町、宇都宮市 モオカシ ハガマチ ウツノミヤシ		0		1		1		0		0		1		0		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		毎日お会いしている方ではないしお話ができる方ではないので、計画書を作ることは少々戸惑いはありましたが、すべて療育指導室の先生にご指導いただき作成することができました。お幸せな時を過ごしてほしいという思いはいっぱいありますが、なにも出来ていない自分が申し訳ないような気持ちです。 マイニチ ア カタ ハナシ カタ ケイカクショ ツク ショウショウ トマド リョウイク シドウシツ センセイ シドウ サクセイ シアワ トキ ス オモ デキ ジブン モウ ワケ キモ		0				すみません。経験不足で在宅の方はよくわかりませんが、独立行政法人国立病院機構宇都宮病院にお伺いし行き届いた介護、職員の先生方の情熱にこういうところで重症心身障害者の方が過ごせることは幸せなのでは…としみじみ思いました。 ケイケン ブソク ザイタク カタ ドクリツ ギョウセイ ホウジン コクリツ ビョウイン キコウ ウツノミヤ ビョウイン ウカガ イ トド カイゴ ショクイン センセイガタ ジョウネツ ジュウショウ シンシン ショウガイシャ カタ ス シアワ オモ

		否 イナ		ワークス共育		0287-39-5593		0287-39-5630		329-2213		那須塩原市上大貫2028-2				1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		0		1		状況に応じて対応する ジョウキョウ オウ タイオウ		0		1				1				相談支援専門員のレベルアップが必要ではないかと思います ソウダン シエン センモンイン ヒツヨウ オモ

		否 イナ		指定特定相談支援センタードリーム		0288-32-2280		0288-32-2281		321-2341		日光市大沢町274		日光市、塩谷町、鹿沼市、宇都宮市 ニッコウシ シオヤ チョウ カヌマシ ウツノミヤ シ		0		1		1		0		1		0		0		1		1		1		0		0		0				1		0				0		0		0		0				1		0		計画を作成するにあたり医療機関との連携方法を具体化していくことに連絡調整に時間を要しました。また医師同士でのやりとりの方が早いように感じました。※解決できたと言っても施設の空き待ちで関係する病院で入院しております。 ケイカク サクセイ イリョウ キカン レンケイ ホウホウ グタイカ レンラク チョウセイ ジカン ヨウ イシ ドウシ ホウ ハヤ カン カイケツ イ シセツ ア マ カンケイ ビョウイン ニュウイン		0				入所ではなく、医療ケアのできる短期入所やグループホーム、日中一時、生活介護の拡充が必要であること。また重症心身障害児（者）への理解を広めていき、理解者を増やすこと、訪問看護、訪問医療、居宅介護も活用しやすい環境づくりを相談支援専門員はネットワークづくりに努めなければんらないと思います。 ニュウショ イリョウ タンキ ニュウショ ニッチュウ イチジ セイカツ カイゴ カクジュウ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ リカイ ヒロ リカイシャ フ ホウモン カンゴ ホウモン イリョウ キョタク カイゴ カツヨウ カンキョウ ソウダン シエン センモンイン ツト オモ

		否 イナ		ユーファーム支援センター		028-689-0070		028-680-0750		321-0972		宇都宮市下川俣町206-127		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2		これまでの実績として主に就労系の利用計画の作成を行っており重症心身障害児の方への支援については経験や人員の不足から対応が困難であると思われるため ジッセキ オモ シュウロウ ケイ リヨウ ケイカク サクセイ オコナ ジュウショウ シンシン ショウガイジ カタ シエン ケイケン ジンイン フソク タイオウ コンナン オモ

		否 イナ		障害者相談支援センターひびき		028-666-7601		028-666-7602		321-0403		宇都宮市下小倉町1536		宇都宮市、さくら市 ウツノミヤシ シ		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2		かつて受け入れたことがなく、またスタッフにも医療的ケアの知識や経験が乏しく、自信をもって迎え入れることができない ウ イ イリョウテキ チシキ ケイケン トボ ジシン ムカ イ		受け入れる施設が近辺にあること ウ イ シセツ キンペン

		否 イナ		相談支援事業ぴゅあ		028-611-1771		028-611-1772		321-0911		宇都宮市問屋町3426-46		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2

		否 イナ		指定特定相談支援事業所すえひろ		0287-23-3962		0287-24-1670		324-0042		大田原市末広1-2-5		大田原市、大田原市以外は交通費を受領 オオタワラシ オオタワラシ イガイ コウツウヒ ジュリョウ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2		事業所の対象を精神障害に限定し、市に申請しているため ジギョウショ タイショウ セイシン ショウガイ ゲンテイ シ シンセイ

		否 イナ		相談支援センターふじみだい		0285-44-0200		0285-44-4255		329-0412		下野市芝1123		下野市 シモノ シ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		0		1		ケースによって検討 ケントウ		0		1				2

		否 イナ		相談支援センターひゅーまにあ宇都宮		028-678-5385		028-678-5395		320-0802		宇都宮市江野町6-15大立ビル4階		宇都宮市（鹿沼市等近隣市町村） ウツノミヤシ カヌマシ ナド キンリン シチョウソン		0		1		1		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		あるではありますが、初めての作成でまた完成はしていない段階です。病院で実施されている活動医療等で自分自身が未熟で理解が足りていない為に苦労しています。 ハジ サクセイ カンセイ ダンカイ ビョウイン ジッシ カツドウ イリョウ ナド ジブン ジシン ミジュク リカイ タ タメ クロウ		0				①医療面での安心②外部と交流する機会③家族の方への支援 イリョウ メン アンシン ガイブ コウリュウ キカイ カゾク カタ シエン

		否 イナ		地域活動支援センターあしかが		0284-41-2643		0284-43-0463		326-0808		足利市本城1-1547		足利市 アシカガシ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0						0		1		0		0				0		1				2		専門外で知識等はなく、計画書の作成は難しいため センモンガイ チシキ トウ ケイカクショ サクセイ ムズカ

		否 イナ		南那須地区障害者相談支援センター		0287-80-1020		0287-80-1027		321-0624		那須烏山市旭1-18-8		那須烏山市、那珂川町 ナスカラスヤマシ ナカガワマチ		1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		アセスメント、院内での面会予定の調整、家族への説明など インナイ メンカイ ヨテイ チョウセイ カゾク セツメイ		0				在宅医療、訪問リハビリなど24時間対応出来る専門家チーム ザイタク イリョウ ホウモン ジカン タイオウ デキ センモンカ

		否 イナ		ワン・ハーモニー		0287-22-8255		0287-48-7225		324-0042		大田原市末広1-3618-13				0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				0

		否 イナ		ひまわり相談支援事業所		0282-20-5006		0282-23-4878		328-0052		栃木市祝町12－9				0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		1		0				0		1				3		意思伝達が自分にとって受け止められるかに不安があるため イシ デンタツ ジブン ウ ト フアン

		否 イナ		サンフラワーライフ		0285-22-1109		0285-22-1345		323-0808		小山市出井1936		小山市内 オヤマシナイ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				3		近隣に受け入れ施設が少なく在宅福祉サービスに向けるのが難しい キンリン ウ イ シセツ スク ザイタク フクシ ム ムズカ

		否 イナ		natu- la(ナチュラ)		0287-67-3115		0287-67-3115		329-3153		那須塩原市大原間239-1		那須塩原市、大田原市、那須町 ナスシオバラ シ オオタワラシ ナスマチ		0		1		1		0		1		0		0		1		1		1		0		0		0				1		0				0		0		0		0				1		0		サービス自体の幅がせまいため、本人が安全に安心した生活をうけられるためにどう組み合わせたら良いか。又、家族によっては苦手な事業所もあり限られた事業所を探すのが難しかった。 ジタイ ハバ ホンニン アンゼン アンシン セイカツ ク ア ヨ マタ カゾク ニガテ ジギョウショ カギ ジギョウショ サガ ムズカ		0				訪問系のサービスがもっと充実して欲しい ホウモン ケイ ジュウジツ ホ

		否 イナ		相談支援事業所ふるさとホーム那須		0287-98-3001		0287-98-8080		324-0414		大田原市片府田1301-59		大田原市、那須町、那須塩原市、周辺 オオタワラシ ナスマチ ナスシオバラ シ シュウヘン		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2		主な精神知的関係なので、今後はできるよう専門的な部分の勉強が必要です。 オモ セイシン チテキ カンケイ コンゴ センモンテキ ブブン ベンキョウ ヒツヨウ		①専門相談②居場所③地域の理解 センモン ソウダン イバショ チイキ リカイ

		否 イナ		特定相談支援事業所きのこ		028-635-8746		028-635-8778		320-0846		栃木県宇都宮市滝の原2-4-42 ３２０－０８４６		宇都宮市 ウツノミヤシ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		1		0				0		1				3		どのように作成したらいいか不安のため サクセイ フアン

		否 イナ		こども発達支援センター鹿沼市あおば園		0289-63-1745		0289-63-1745		322-0074		鹿沼市日吉町320－1				1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		1		0				0		1				2		相談支援専門員の不足、児童発達支援事業所利用のための計画書作成が主な業務になっている ソウダン シエン センモンイン フソク ジドウ ハッタツ シエン ジギョウショ リヨウ ケイカクショ サクセイ オモ ギョウム

		否 イナ		障害者相談支援センターみつか・Ｒｕ		028-648-3971		028-648-3936		321-0347		宇都宮市飯田町261		宇都宮市、鹿沼市 ウツノミヤシ カヌマシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		1		状況に応じして他機関と連携し判断する場合もある ジョウキョウ オウ ホカ キカン レンケイ ハンダン バアイ		0		1				1		計画依頼の状況に応じて対応できない月もある（モニタリング件数） ケイカク イライ ジョウキョウ オウ タイオウ ツキ ケンスウ

		否 イナ		工房つばさ		0285-40-0388		0285-40-6700		329-0401		下野市箕輪425-1		下野市、上三川町、壬生町、ただし状況に応じて対応することが難しい場合もある シモノ シ カミノカワマチ ミブマチ ジョウキョウ オウ タイオウ ムズカ バアイ		1		0		1		0		1		0		0		1		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		短期入所、ヘルパーなどの利用希望があっても受け入れてくれる事業所が見つからない タンキ ニュウショ リヨウ キボウ ウ イ ジギョウショ ミ		3		状況により作成することができない場合がある ジョウキョウ サクセイ バアイ		重心の方の短期入所等の利用ができるところが必要。在宅でのサービスの受入必要だと思われる。 ジュウシン カタ タンキ ニュウショ ナド リヨウ ヒツヨウ ザイタク ウケイレ ヒツヨウ オモ

		否 イナ		相談支援事業所グーフォ		028-673-0002		028-671-0785		329-1105		宇都宮市中岡本町3178-3				1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1				在宅生活を支える家族に負担が重くならないようにする。緊急時に対応してくれる医療ケア付きの宿泊施設を増やしてほしい ザイタク セイカツ ササ カゾク フタン オモ キンキュウジ タイオウ イリョウ ツ シュクハク シセツ フ

		否 イナ		那珂川町社協相談支援事業所		0287-92-1273		0287-92-1295		324-0613		那珂川町馬頭560-1		那珂川町 ナカガワマチ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				0				移動支援サービス イドウ シエン

		否 イナ		相談支援事業所大山田ノンフェール		0287-93-0660		0287-83-8182		324-0602		那珂川町大山田下郷955		那珂川町 ナカガワマチ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		1		0				0		1				2		平成27年度で相談支援事業を終了するため ヘイセイ ネンド ソウダン シエン ジギョウ シュウリョウ

		否 イナ		在宅サポートこころ		028-651-0780		028-651-0781		320-0042		宇都宮市材木町4-24				0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2

		否 イナ		相談支援事業所みらい ソウダン シエン ジギョウショ		0280-57-2673		0280-57-2673		329-0111		野木町丸林371-12		野木町、小山市 ノギマチ オヤマシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		0		1		しかるべき関係機関と連携して対応する カンケイ キカン レンケイ タイオウ		0		1				3		重症心身のノウハウがない ジュウショウ シンシン

		否 イナ		大田原市社会福祉協議会		0287-54-1849		0287-54-2745		324-0233		栃木県大田原市黒羽田町848 ３２４－０２３３		大田原市内 オオタワラシナイ		0		1		1		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0				2		1				0		1		0		0				0		1				2		職員が未熟なため ショクイン ミジュク		在宅医療の充実、居宅介護の２４時間対応（サービス事業所）の充実 ザイタク イリョウ ジュウジツ キョタク カイゴ ジカン タイオウ ジギョウショ ジュウジツ

		否 イナ		障がい者相談支援センターとまつり		028-680-5570		028-680-5271		320-0052		宇都宮市中戸祭町813		宇都宮市、近隣市町村 ウツノミヤシ キンリン シチョウソン		0		1		1		0		1		0		0		1		0		0		0		0		1		親子間の関わり オヤコ カン カカ		0		0		現在対応中 ゲンザイ タイオウチュウ		0		0		0		0				1		0		保護者との連携がとれない ホゴシャ レンケイ		0

		否 イナ		宇都宮市社会福祉協議会		028-636-1536		028-636-1537		320-0806		宇都宮市中央1-1-15		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		0				2		1		医療的ケアが必要な方が長時間外出したい。長時間支援者の拘束、移動手段（車の中での対応）、医療的ケアが必要な方が外出したいときに外出できる環境がすぐに整えられない、医療的けが必要な方で要介助であるが、歩行できる方が利用できる短期入所先はないか（アクセス時間も含む） イリョウテキ ヒツヨウ カタ チョウジカン ガイシュツ チョウジカン シエン シャ コウソク イドウ シュダン クルマ ナカ タイオウ イリョウテキ ヒツヨウ カタ ガイシュツ ガイシュツ カンキョウ トトノ イリョウテキ ヒツヨウ カタ ヨウ カイジョ ホコウ カタ リヨウ タンキ ニュウショ サキ ジカン フク		0		0		0		0				1		0		専門的（医療面）な知識がなく、専門用語が多く調べたり聞いたりしながら支援していくこと。長く関わらないと親の思いまで聞き出せないこと。 センモンテキ イリョウ メン チシキ センモン ヨウゴ オオ シラ キ シエン ナガ カカ オヤ オモ キ ダ		0				当事者が何歳になっても利用できるサービス環境（短期入所、訪問入浴など）。教育もほかのお子さん同様平等に受けられる機会（学校行事も含む）。相談対応できる人材の確保。緊急時でも利用できるサービスの調整・確保。直接支援できるサービス・人材を増やすこと。 トウジシャ ナンサイ リヨウ カンキョウ タンキ ニュウショ ホウモン ニュウヨク キョウイク コ ドウヨウ ビョウドウ ウ キカイ ガッコウ ギョウジ フク ソウダン タイオウ ジンザイ カクホ キンキュウジ リヨウ チョウセイ カクホ チョクセツ シエン ジンザイ フ

		承諾 ショウダク		ライフサポートセンターゆめ		0280-33-3624		0280-57-4624		329-0111		野木町丸林630-4		野木町、その周辺地域 ノギマチ シュウヘン チイキ		1		0		1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		1		福祉サービス利用に関する相談 フクシ リヨウ カン ソウダン		1		0				0		0		0		0				1		0		医療的な情報、知識に乏しくわからない用語などが数多く出てきた。医療的ケアの内容の聞き取り（どの部分を聞いていけばよいのか） イリョウテキ ジョウホウ チシキ トボ ヨウゴ カズオオ デ イリョウテキ ナイヨウ キ ト ブブン キ		0				Ｆａの負担軽減のためのレスパイト先（ＨＰ、ＳＳ機関等）。家族それぞれの訴え、希望を明確にしていく。関係機関がチームになりＦａの支え応援をしていく。 フタン ケイゲン サキ キカンナド カゾク ウッタ キボウ メイカク カンケイ キカン ササ オウエン

		承諾 ショウダク		足利ケアサービス		0284-21-7630		0284-21-3109		326-0843		足利市五十部町809-3		足利市、佐野市、太田市 アシカガシ サノシ オオタシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		0		1		ケースによって対応する タイオウ		0		1				3

		承諾 ショウダク		相談支援センターみさと		0285-72-9767				321-4104		芳賀郡益子町大沢2800-5		芳賀郡内（真岡市、益子町、市貝町、芳賀町、茂木町） ハガ グンナイ モオカシ マシコ チョウ イチ ガイ マチ ハガマチ モギマチ		1		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		資源が少ない、短期入所先の確保が難しかった。計画を作るのには、医療情報が難しく感じられた。 シゲン スク タンキ ニュウショ サキ カクホ ムズカ ケイカク ツク イリョウ ジョウホウ ムズカ カン		0				連携の取れる医療関係者がたくさん地域の中にいてくれると安心して生活できるかな。外出や余暇の充実を図るために医療の必要な人の生活が限られてしまっている（あきらめてしまっている） レンケイ ト イリョウ カンケイシャ チイキ ナカ アンシン セイカツ ガイシュツ ヨカ ジュウジツ ハカ イリョウ ヒツヨウ ヒト セイカツ カギ

		承諾 ショウダク		サポートセンターとみや生活支援センター		028-665-8230		028-665-8230		321-2116		宇都宮市徳次郎町540		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		0		1		0		0		0		0		1		1		1		1		1		0				0		1		医療的なケアが必要な利用者様の日中活動先が限られて利用できない人がいる。学校との連携が取りにくい。通勤手段・行事参加制限があり平等性が保たれない。学校はサービスで対応を望み、福祉行政は教育で何とかするべきとつねに折り合わない。 イリョウテキ ヒツヨウ リヨウシャサマ ニッチュウ カツドウ サキ カギ リヨウ ヒト ガッコウ レンケイ ト ツウキン シュダン ギョウジ サンカ セイゲン ビョウドウセイ タモ ガッコウ タイオウ ノゾ フクシ ギョウセイ キョウイク ナン オ ア		0		0		1		0		協力してほしい キョウリョク		1		0		利用できるサービスが限られている。社会参加できる機会が少なく、場が限られている。介護者の負担軽減が取りにくい。夢や希望を叶えるための資源が少ない。 リヨウ カギ シャカイ サンカ キカイ スク バ カギ カイゴシャ フタン ケイゲン ト ユメ キボウ カナ シゲン スク		0				通勤手段、保護者なくても教育が受けられる環境。常に親同行を求めるのでは、自立につながらず、いつになっても親の負担は軽減されない。親が安心して託せる日中活動の場。社会参加、役割を担える環境作り、職場。地域で生活していくための交流の機会や場があるといい。緊急的にレスパイトを受け入れてくれる場。 ツウキン シュダン ホゴシャ キョウイク ウ カンキョウ ツネ オヤ ドウコウ モト ジリツ オヤ フタン ケイゲン オヤ アンシン タク ニッチュウ カツドウ バ シャカイ サンカ ヤクワリ ニナ カンキョウ ヅク ショクバ チイキ セイカツ コウリュウ キカイ バ キンキュウテキ ウ イ バ

		承諾 ショウダク		社会就労センターえいぶるの里 シャカイ シュウロウ サト		0285-22-4561		0285-224581		323-0003		小山市東島田2403-2		小山市、下野市、上三川町、野木町、結城市、古河市、筑西市 オヤマシ シモノ シ カミノカワマチ ノギマチ ユウキシ コガシ ツク ニシ シ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				1		0		自己決定が難しいため、家族中心の考えになってしまうこと。また、利用できる社会資源が少ない。 ジコ ケッテイ ムズカ カゾク チュウシン カンガ リヨウ シャカイ シゲン スク		1				関係機関との連携、特に在宅が長い方は医療機関とのかかわりが家族も含め、希薄になってしまい、二次障害に対応できない。地域に総合的に支援でき、医療的ケアが受けられる場所、または訪問医療の充実が必要と思います。 カンケイ キカン レンケイ トク ザイタク ナガ カタ イリョウ キカン カゾク フク キハク ニジ ショウガイ タイオウ チイキ ソウゴウテキ シエン イリョウテキ ウ バショ ホウモン イリョウ ジュウジツ ヒツヨウ オモ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所「ピュア」		0282-31-3911		0282-31-3912		328-0133		栃木市大森町465		栃木市、鹿沼市、佐野市、小山市、壬生町 トチギシ カヌマシ サノシ オヤマシ ミブマチ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1

		承諾 ショウダク		社会福祉法人とちのみ会　こなかの森 シャカイ フクシ ホウジン カイ モリ		0283-24-5757		0283-24-6294		327-0001		佐野市小中町1280		佐野市、足利市 サノシ アシカガシ		1		0		1		0		1		0		0		1		0		1		0		0		0				1		2		通所型のため、短期入所の受け入れはサービスとして提供できず、他施設の紹介、相談支援事業につなげている。 ツウショ ガタ タンキ ニュウショ ウ イ テイキョウ タ シセツ ショウカイ ソウダン シエン ジギョウ		0		0		0		0				1		0		療養型短期入所ほかの施設への短期入所の受け入れ状況など、受け入れ場所を見つけるなど。短期入所時の発作発症時医療への繋ぎが困難。問題多（かかりつけ医への搬送） リョウヨウガタ タンキ ニュウショ シセツ タンキ ニュウショ ウ イ ジョウキョウ ウ イ バショ ミ タンキ ニュウショ ジ ホッサ ハッショウ ジ イリョウ ツナ コンナン モンダイ タ イ ハンソウ		0				佐野市には、身障（重心）短期入所施設がなく老人施設に佐野市が委託しているが、利用する人もいなく、サービスが使いづらい状態にある。短期入所受け入れ可能施設が増えることで、家族のほうも使いやすく利便性があがると考えます。 サノシ シンショウ ジュウシン タンキ ニュウショ シセツ ロウジン シセツ サノシ イタク リヨウ ヒト ツカ ジョウタイ タンキ ニュウショ ウ イ カノウ シセツ フ カゾク ツカ リベンセイ カンガ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所テトテ		0287-36-7171		0287-36-7181		329-2732		那須塩原市一区町251-1		那須塩原市（大田原、矢板、那須町、那珂川町、烏山） ナスシオバラ シ オオタワラ ヤイタ ナスマチ ナカガワマチ カラスヤマ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		0		1		委託の相談支援事業所や重心専門の事業所に相談する イタク ソウダン シエン ジギョウショ ジュウシン センモン ジギョウショ ソウダン		0		1				3		その方にとって、より専門性の高い方が対応することが望ましいと思いますので、作成が適するか否か周囲のサービス状況なども考慮して決めたいと思います。適切にアドバイスをいただける地域の環境が整っていれば、スキルアップ、経験の積み重ねのためにも作成したいです。 カタ センモンセイ タカ ホウ タイオウ ノゾ オモ サクセイ テキ イナ シュウイ ジョウキョウ コウリョ キ オモ テキセツ チイキ カンキョウ トトノ ケイケン ツ カサ サクセイ		相談支援専門員のスキルアップ。きめ細かい支援（サービスの充実）本人のニーズを正しく理解できる人材の育成と地域の理解。 ソウダン シエン センモンイン コマ シエン ジュウジツ ホンニン タダ リカイ ジンザイ イクセイ チイキ リカイ

		承諾 ショウダク		指定特定相談支援事業所あじさい		0287-60-3361		0287-60-3362		325-0034		那須塩原市東原166		那須塩原市、那須町 ナスシオバラ シ ナスマチ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2				訪問看護、訪問診療を行う医師が必要だと思います。 ホウモン カンゴ ホウモン シンリョウ オコナ イシ ヒツヨウ オモ

		承諾 ショウダク		障害者相談支援センターいぶき		028-678-3502		028-676-3501		329-1216		高根沢町桑窪2266-2		高根沢町 タカネザワマチ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1				短期入所など受け入れてくれる施設を増やしてほしい。県内で受け入れていただけない為、県外の施設を考えなくてはいけない方がいます。 タンキ ニュウショ ウ イ シセツ フ ケンナイ ウ イ タメ ケンガイ シセツ カンガ カタ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所わくわくおやま		0285-24-6575		0285-20-0255		323-0022		小山市駅東通り3-9-6		小山市 オヤマシ		1		0		1		0		1		1		1		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		関係事業所が多いことで情報収集連携等大変。医療機関とも連携を図る必要あり。レスパイト、ショートステイの受入困難。利用できる事業所が少ない。 カンケイ ジギョウショ オオ ジョウホウ シュウシュウ レンケイ ナド タイヘン イリョウ キカン レンケイ ハカ ヒツヨウ ウケイレ コンナン リヨウ ジギョウショ スク		0				重症心身障害児（者）を受け入れしてくれる事業所、施設がもっと多くあればよいと思われる。通所日中一時短期入所など。相談支援、計画作成についてもほかの事業所が受け入れてくれないとの理由で受け入れ可能事業所へ集中してしまう為、相談員への研修等を増やせばよいが。しかし日々の業務が多忙であるため、難しいのかな？ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ ウ イ ジギョウショ シセツ オオ オモ ツウショ ニッチュウ イチジ タンキ ニュウショ ソウダン シエン ケイカク サクセイ ジギョウショ ウ イ リユウ ウ イ カノウ ジギョウショ シュウチュウ タメ ソウダン イン ケンシュウ ナド フ ヒビ ギョウム タボウ ムズカ

		承諾 ショウダク		相談支援センターネクスト		080-8854-9551		0280-612-1558		320-0034		宇都宮市泉町6-25		宇都宮市 ウツノミヤシ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2

		承諾 ショウダク		相談支援事業のぞみ		0287-65-2288		0287-65-2282		329-3152		那須塩原市上中野53		那須塩原市、大田原市、那須町 ナスシオバラ シ オオタワラシ ナスマチ		1		0		1		0		0		0		1		1		1		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		現サービスでの医療ケアをふまえ、将来にむけて他事業との連携につなげるよう計画作成、調整に苦労した。 ゲン イリョウ ショウライ タ ジギョウ レンケイ ケイカク サクセイ チョウセイ クロウ		0				選択肢が増えるよう受け入れ可能な福祉サービス事業所の増加が必要だと思われます。 センタクシ フ ウ イ カノウ フクシ ジギョウショ ゾウカ ヒツヨウ オモ

		承諾 ショウダク		サポートセンターひばり		028-670-0330		028-667-7315		321-3236		宇都宮市竹下町435-159		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		苦労ではないが、お母様がとても一生懸命ですでにサービスも繋がっていたため、現状を計画にする形となったが、計画作成後のかかわりについて相談員としてどのようにすべきことが望ましいかと考える。 クロウ カアサマ イッショウケンメイ ツナ ゲンジョウ ケイカク カタチ ケイカク サクセイ ゴ ソウダン イン ノゾ カンガ		0				福祉サービスや医療、またボランティアが入室されるととてもよいと思います。また、介助者（家族）のケアも考えると気軽に参加できるようなイベント（医療が整っていたり、介助するボランティアさんがいたり）や、同じ重症心身障害児（者）をもつかたとのネットワークがあるといいのかなと思います。 フクシ イリョウ ニュウシツ オモ カイジョシャ カゾク カンガ キガル サンカ イリョウ トトノ カイジョ オナ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ オモ

		承諾 ショウダク		高根沢町障害児者生活支援センターすまいる タカネザワマチ		028-612-2751		028-612-2752		329-1225		栃木県塩谷郡高根沢町石末1825　福祉センター内 ３２９－１２２５ フクシ ナイ		高根沢町 タカネザワマチ		1		0		1		0		0		0		1		0		0		1		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		地元に使える資源がなく苦労した ジモト ツカ シゲン クロウ		0				①医療と福祉の連携ネットワーク②重心の方でも利用できるサービスが増えること③訪問診療医 イリョウ フクシ レンケイ ジュウシン カタ リヨウ フ ホウモン シンリョウ イ

		承諾 ショウダク		障害者相談支援センターフォレスト		0284-91-1816		0284-91-2867		326-0011		足利市大沼田町615		足利市及び近隣市町村 アシカガシ オヨ キンリン シチョウソン		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0				0

		承諾 ショウダク		障がい者相談支援事業所ケアサプライ		0287-73-5312		0287-73-5311		329-3221		栃木県那須郡那須町漆塚762-102 ３２９－３２２１		白河市、那須町、那須塩原市、大田原市 シラカワシ ナスマチ ナスシオバラシ オオタワラシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1				サービスを提供できる事業所の充実を図る テイキョウ ジギョウショ ジュウジツ ハカ

		承諾 ショウダク		南栃木支援センター相談支援		0285-44-6118		0285-44-7215		329-0412		下野市柴1432-105		下野市、小山市、壬生町 シモノ シ オヤマシ ミブマチ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		0		1		介護保険と併用する場合のみ対応する カイゴ ホケン ヘイヨウ バアイ タイオウ		0		1				3		介護保険と併用する場合のみ作成する カイゴ ホケン ヘイヨウ バアイ サクセイ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所とまり木		0287-54-2854		0287-54-2230		324-0231		大田原市北野上3952		大田原市、那須塩原市、那須町 オオタワラシ ナスシオバラシ ナスマチ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1				当事業所の対応範囲は現在、知的障害者特に中・軽度が主だが、精神（高次脳機能障害も含む）分野もやり始めている。今後重症心身障害者もほかの相談支援事業所の助けを得ながら、勉強しながら対応したいと考えている。そのために研修や見学の機会を多く作っていただきたい。今は、当事業所はその程度しか考えられない。 トウ ジギョウショ タイオウ ハンイ ゲンザイ チテキ ショウガイシャ トク チュウ ケイド オモ セイシン コウジ ノウ キノウ ショウガイ フク ブンヤ ハジ コンゴ ジュウショウ シンシン ショウガイシャ ソウダン シエン ジギョウショ タス エ ベンキョウ タイオウ カンガ ケンシュウ ケンガク キカイ オオ ツク イマ トウ ジギョウショ テイド カンガ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所ポンテ		028-652-7288		028-652-6355		321-0341		宇都宮市古賀志町1964-12		宇都宮、鹿沼、日光、壬生 ウツノミヤ カヌマ ニッコウ ミブ		0		1		1		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0				0				未就学児（3～5才）の方の医療型児童発達支援を分離で行う施設が数か所あると良いと思います。 ミシュウガクジ サイ カタ イリョウ ガタ ジドウ ハッタツ シエン ブンリ オコナ シセツ スウ ショ ヨ オモ

		承諾 ショウダク		相談支援センター光輝舎		0285-70-2020		0285-72-8222		321-4105		芳賀郡益子町北中1113-1		芳賀郡、真岡市等 ハガ グン モオカシ ナド		1		0		1		0		1		1		1		1		0		1		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		利用できるサービス事業所が少ない。重心児者に合わせたプログラムが見つからない（近隣で） リヨウ ジギョウショ スク ジュウシン ジ シャ ア ミ キンリン		0				本人の状態にもよるが、重度化する状況に対応できる事業所の確保。家族の負担が大きくなり在宅生活の継続が困難になることが予測されるので、在宅で支援が受けられるような体制の充実と、レスパイトサービスの拡大。 ホンニン ジョウタイ ジュウドカ ジョウキョウ タイオウ ジギョウショ カクホ カゾク フタン オオ ザイタク セイカツ ケイゾク コンナン ヨソク ザイタク シエン ウ タイセイ ジュウジツ カクダイ

		承諾 ショウダク		特定相談支援事業所やすらぎ		028-650-7727		028-650-7728		320-0011		宇都宮市富士見が丘3－19－20		宇都宮市 ウツノミヤシ		0		0		1		0		1		0		0		0		0		1		1		0		0				0		3		対応できるヘルパーがいれば支援する タイオウ シエン		0		0		0		0				0		1				3

		承諾 ショウダク		障がい者支援センターにんべん		028-686-2539		028-686-2584		329-1417		さくら市フィオーレ喜連川5-2-1　フィオーレガーデン1-102		さくら市 シ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1				地域資源アンケートをいただきありがとうございました。設問に対しまして知識不足にこれでいいのかという思いです。相談支援専門員として設問にありました「3」要望がでますれば、先輩相談員・各職種の方々に相談・指導をいただき、相談支援事業を行ってみたいと考えます。大島先生について学ばせて頂きました。 チイキ シゲン セツモン タイ チシキ ブソク オモ ソウダン シエン センモンイン セツモン ヨウボウ センパイ ソウダン イン カクショクシュ カタガタ ソウダン シドウ ソウダン シエン ジギョウ オコナ カンガ オオシマ センセイ マナ イタダ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所おやま		0285-22-1833		0285-228946		323-0014		小山市喜沢660		小山市、下野市 オヤマシ シモノ シ		1		0		1		0		1		1		0		0		0		0		0		1		0				2		3				0		0		0		0				1		0		本人の意思が明確でないので親の意向中心のものになってしまった。 ホンニン イシ メイカク オヤ イコウ チュウシン		0

		承諾 ショウダク		真岡介護センター		0285-80-5200		0285-80-5211		321-4361		真岡市並木町1-8-1　シティ並木102 ナミキ		真岡市、芳賀町南部、市貝町南部、益子町西部、上三川東部 モオカシ ハガマチ ナンブ イチ ガイ チョウ ナンブ マシコ チョウ セイブ カミノカワ トウブ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		0		1				0		1				3		担当者の受け持ちケースの状況など考慮し対応できるか検討したい タントウシャ ウ モ ジョウキョウ コウリョ タイオウ ケントウ

		承諾 ショウダク		さの社協相談支援センターほっぷ		0283-22-8152		0283-22-8199		327-0003		佐野市大橋町3212-27		佐野市全域 サノシ ゼンイキ		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2		現在相談支援専門員1名で行っているため ゲンザイ ソウダン シエン センモンイン メイ オコナ

		承諾 ショウダク		相談支援ウエイブ		0282-23-4465		0282-23-4465		328-0012		栃木市平柳町1-2-7		栃木市、壬生町 トチギシ ミブマチ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		1		0				0		1				2		指定特定相談支援事業で精神に対応しているため シテイ トクテイ ソウダン シエン ジギョウ セイシン タイオウ		ご家族の中だけでは生活がマンネリ化して単調になりかねないので、音楽、体を動かす、読み聞かせ麻痺・拘縮のマッサージなどのリハビリの頻度を高める。ご本人が楽しいと感じることを提供できる。ご家族が疲弊しないよう旅行や趣味などの充実した時間がもてるようサービスを利用していくこと。 カゾク ナカ セイカツ カ タンチョウ オンガク カラダ ウゴ ヨ キ マヒ コウシュク ヒンド タカ ホンニン タノ カン テイキョウ カゾク ヒヘイ リョコウ シュミ ジュウジツ ジカン リヨウ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所わらしべの家		0282-27-1627		0282-27-1675		328-0011		栃木市大宮町2708-3		栃木市 トチギシ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1		専門的な知識が不十分なため行政などの機関と相談しながらの対応となります センモンテキ チシキ フジュウブン ギョウセイ キカン ソウダン タイオウ		短期入所や移動支援などの福祉サービス利用時にお付き合いのある医療機関や訪問看護の看護師が同行でき緊急時の対応が迅速にとれる体制（すでにできていたらすみません） タンキ ニュウショ イドウ シエン フクシ リヨウ ジ ツ ア イリョウ キカン ホウモン カンゴ カンゴシ ドウコウ キンキュウジ タイオウ ジンソク タイセイ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所　空		0287-73-8165		0287-73-8165		329-3157		那須塩原市大原間西1-19-9		那須塩原市、大田原市、那須町 ナスシオバラ シ オオタワラシ ナスマチ		1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		重心のお子様の療育支援をやっていたので、苦労はありませんでしたが、医療（訪問看護）訪問リハ訪問入浴の制度を知らなかったので、その方々との連携が取れて大変勉強になりました。 ジュウシン コサマ リョウイク シエン クロウ イリョウ ホウモン カンゴ ホウモン ホウモン ニュウヨク セイド シ カタガタ レンケイ ト タイヘン ベンキョウ		0				医療的ケアの必要な方には支援スタッフ・必ず看護師の方が不在では双方安心したケアはできません。例）乳幼児の通所事業は保母と看護師さん。小学→高校までは義務教育がありますが事後に生活介護はもちろんですが、本当に重心の方の為の日中活動の場が不足しているとおもいますので重心の方の通所事業は必要と思います。家庭以外で通える場所→一時預かりや療育支援事業→高校卒業後は通所施設（一時預かりも含めて） イリョウテキ ヒツヨウ カタ シエン カナラ カンゴシ カタ フザイ ソウホウ アンシン レイ ニュウヨウジ ツウショ ジギョウ ホボ カンゴシ ショウガク コウコウ ギム キョウイク ジゴ セイカツ カイゴ ホントウ ジュウシン カタ タメ ニッチュウ カツドウ バ フソク ジュウシン カタ ツウショ ジギョウ ヒツヨウ オモ カテイ イガイ カヨ バショ イチジ アズ リョウイク シエン ジギョウ コウコウ ソツギョウゴ ツウショ シセツ イチジ アズ フク

		承諾 ショウダク		相談支援事業所みどり		0285-45-8362		0285-45-8397		329-0214		小山市乙女786-1		小山市、栃木市、古河市、結城市 オヤマシ トチギシ コガシ ユウキシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0		大人は対応可能 オトナ タイオウ カノウ		1		1		大人はあるが、こどもはない。先日訪問介護を事業所にお願いしたところどこの事業所も受けていただけなかった。 オトナ センジツ ホウモン カイゴ ジギョウショ ネガ ジギョウショ ウ		3		成人しか計画相談をしたことがないので不安である。当事業所は相談員が一名なので相談する相手がいない セイジン ケイカク ソウダン フアン トウ ジギョウショ ソウダン イン イチメイ ソウダン アイテ		サービス事業所で受けてもらえないケースがある。特に重心や精神知的等重複して疾患を持っていると問い合わせた時点でお断りされてします。 ジギョウショ ウ トク ジュウシン セイシン チテキ ナド チョウフク シッカン モ ト ア ジテン コトワ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所こころみ		0284-41-5039		0284-43-2665		326-0061		足利市田島町611-2				0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		1		0				0		1				3		これまで前例がなく、またこの障害について熟知した方（機関）があるならそちらでしていただいた方がご本人様にとってよい支援であると考えるから。※現在当法人の入所・通所等サービスを利用されている方の相談支援がほとんどの状況です。 ゼンレイ ショウガイ ジュクチ カタ キカン ホウ ホンニンサマ シエン カンガ ゲンザイ トウホウジン ニュウショ ツウショ ナド リヨウ カタ ソウダン シエン ジョウキョウ

		承諾 ショウダク		相談支援センターのどか　真岡センター		0285-81-5890		0285-85-8452		321-4305		真岡市荒町111-1		真岡市、芳賀町、市貝町、益子町、茂木町 モオカシ ハガマチ イチガイ マチ マシコ チョウ モギ マチ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1				在宅での生活では家族の介護負担の軽減が必要。フォーマルインフォーマルの枠にとらわれない福祉サービス。 ザイタク セイカツ カゾク カイゴ フタン ケイゲン ヒツヨウ ワク フクシ

		承諾 ショウダク		友井タクシー介護ステーションふれあい		0285-30-0840		0285-30-0844		323-0025		小山市城山町2丁目12-25		小山市 オヤマシ		1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		利用するサービスは多様で、施設・病院・学校など医療福祉事業所数も多く連携を図るのが困難。学校行事に参加するための会出自の支援サービスがない。 リヨウ タヨウ シセツ ビョウイン ガッコウ イリョウ フクシ ジギョウショ スウ オオ レンケイ ハカ コンナン ガッコウ ギョウジ サンカ カイ シュツジ シエン		0				ご家族様が安心して預けることができる施設と必要に預けられる施設の数は少ない。片道１時間以上かかるためとても不便に思います。呼吸器の方の預かり先は少ない。 カゾクサマ アンシン アズ シセツ ヒツヨウ アズ シセツ カズ スク カタミチ ジカン イジョウ フベン オモ コキュウキ カタ アズ サキ スク

		承諾 ショウダク		もくせいの里		0282-43-0593		0282-43-1387		329-4405		栃木市大平町西山田1198		栃木市内 トチギシナイ		0		1		1		0		1		0		0		1		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		ニーズにあてはまるサービスがなかった。例）①入浴支援②移送サービス　①自宅の浴槽では支援が入れず訪問入浴を検討。しかし、浴槽を置けるスペースがなく断念。②主たる介護者が入院。学校までの送迎ができず特例で市の移送サービスを利用するもかなり時間を要した。 レイ ニュウヨク シエン イソウ ジタク ヨクソウ シエン ハイ ホウモン ニュウヨク ケントウ ヨクソウ オ ダンネン シュ カイゴシャ ニュウイン ガッコウ ソウゲイ トクレイ シ イソウ リヨウ ジカン ヨウ		0				①地域の理解や協力②受け入れの拡大（重心の通所、24時間看護体制が整った短期入所）③デマンドタクシー等関係者の重心に対する理解（理解附属により資源として存在するが利用しがたい）④児童が入浴支援を受けられる環境（家族の身体的な介護負担軽減） チイキ リカイ キョウリョク ウ イ カクダイ ジュウシン ツウショ ジカン カンゴ タイセイ トトノ タンキ ニュウショ ナド カンケイシャ ジュウシン タイ リカイ リカイ フゾク シゲン ソンザイ リヨウ ジドウ ニュウヨク シエン ウ カンキョウ カゾク シンタイテキ カイゴ フタン ケイゲン

		承諾 ショウダク		足利障害者相談支援センター		0284-44-0307		0284-44-0318		326-0064		足利市東砂原後町1072		足利市、佐野市 アシカガシ サノシ		1		0		1		0		1		0		0		1		0		1		0		1		0				1		0				0		0		0		0				0		1				2		委託相談支援事業所のため イタク ソウダン シエン ジギョウショ		医療的ケアが整った施設のショートステイ充実が必要。また、特に呼吸器をつけた方のショート療養介護の利用とそれらを利用するための送迎体制の充実が必要。 イリョウテキ トトノ シセツ ジュウジツ ヒツヨウ トク コキュウキ カタ リョウヨウ カイゴ リヨウ リヨウ ソウゲイ タイセイ ジュウジツ ヒツヨウ

		承諾 ショウダク		指定障害者相談支援事業所あるしぇん		0282-86-7665		0282-21-7109		321-0201		栃木県下都賀郡壬生町安塚2032 ３２１－０２０１		壬生町 ミブマチ		1		0		1		0		1		0		0		1		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		①相談支援専門員として重症心身障害児（者）の方に対する支援の知識や経験が少ない②医療的ケアが必要となる方に対して対応できる福祉サービス（事業所）が少ない。 ソウダン シエン センモンイン ジュウショウシンシンショウガイジ シャ カタ タイ シエン チシキ ケイケン スク イリョウテキ ヒツヨウ カタ タイ タイオウ フクシ ジギョウショ スク		0				医療的ケアが必要な方に関して、福祉のサービスでは対応しきれない部分が多く、結果として家族が本人を抱え込まざるを得ない現状があるように感じます。家族の介護負担が少しでも軽減できるよう福祉サービスも柔軟な対応が出来るようになるといいなと思います。 イリョウテキ ヒツヨウ カタ カン フクシ タイオウ ブブン オオ ケッカ カゾク ホンニン カカ コ エ ゲンジョウ カン カゾク カイゴ フタン スコ ケイゲン フクシ ジュウナン タイオウ デキ オモ

		承諾 ショウダク		下野市相談支援事業所 こばと		0285-44-6783		0285-44-6783		329-0414		下野市小金井1146-6		下野市、上三川町 シモノ シ カミノカワマチ		1		0		1		0		0		0		1		1		0		1		1		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		医療的ケアが必要な乳幼児に対応できるヘルパー事業所。短期入所・日中一時支援事業所が近くにない（少ない）。 イリョウテキ ヒツヨウ ニュウヨウジ タイオウ ジギョウショ タンキ ニュウショ ニッチュウ イチジ シエン ジギョウショ チカ スク		0				設問5で回答した内容：外出可能な方は児童発達支援を利用可能であるが無理な方は外部との交流をもちにくい。訪問看護・訪問リハビリが入っているケースはいいがない場合母子で孤立しがち。幸いあそびの支援をしてくれるヘルパー事業所があり支援につながっている。ヘルパー利用を希望されない家庭、利用したくてもヘルパー事業所がない等支援に苦慮する。 セツモン カイトウ ナイヨウ ガイシュツ カノウ カタ ジドウ ハッタツ シエン リヨウ カノウ ムリ カタ ガイブ コウリュウ ホウモン カンゴ ホウモン ハイ バアイ ボシ コリツ サイワ シエン ジギョウショ シエン リヨウ キボウ カテイ リヨウ ジギョウショ ナド シエン クリョ

		承諾 ショウダク		相談支援センターぴあん ソウダン シエン		0282-31-1755		0282-31-2919		328-0067		栃木市皆川城内町333-2		栃木市、小山市 トチギシ オヤマシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1				これまで現場で関わったことがなく、事例検討でしか情報を把握しておらず不安はあります。でも関係機関やご家族様からいろいろなことを教えて頂きながら相談支援として専門性を活かせればと思っています。色々な立場の方からお話をお伺いしてもご家族や医療機関専門的な事業所の負担が大きく相談支援があまり役に立つことができていない（場合によっては自ら引いてしまう）今の現状を少しでも変えていければいいと思います。 ゲンバ カカ ジレイ ケントウ ジョウホウ ハアク フアン カンケイ キカン カゾクサマ オシ イタダ ソウダン シエン センモンセイ イ オモ イロイロ タチバ カタ ハナシ ウカガ カゾク イリョウ キカン センモンテキ ジギョウショ フタン オオ ソウダン シエン ヤク タ バアイ ミズカ ヒ イマ ゲンジョウ スコ カ オモ

		承諾 ショウダク		うつのみや		028-632-6074/090-4059-9728		028-632-6075		320-0861		宇都宮市西2-1-7		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				3		専門的な知識を社会資源のアドバイスを他相談支援事業所からいただきながらみずからの事業所で引き受けるという形が望ましい センモンテキ チシキ シャカイ シゲン ホカ ソウダン シエン ジギョウショ ジギョウショ ヒ ウ カタチ ノゾ

		承諾 ショウダク		サポートセンターきりん		028-612-3838		028-678-3257		321-0905		栃木県宇都宮市平出工業団地43-100 ３２１－０９０５		宇都宮市 ウツノミヤシ		0		1		1		0		1		0		0		1		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		療養介護に入所しているので他のサービスの利用が困難。そのための社会資源をつなげたり、活用したりするのが難しい。 リョウヨウ カイゴ ニュウショ ホカ リヨウ コンナン シャカイ シゲン カツヨウ ムズカ		0				今後、市町村などで展開されていく生活拠点に関する事業をうまく活用できればいいなと感じています。入所されている方々については地域とのつながり方が今後は重要になってくると思われますので、広く門扉を開けた活動などが多くなってくるといいなと思っています。 コンゴ シチョウソン テンカイ セイカツ キョテン カン ジギョウ カツヨウ カン ニュウショ カタガタ チイキ カタ コンゴ ジュウヨウ オモ ヒロ モンピ ア カツドウ オオ オモ

		承諾 ショウダク		さわやか相談支援センター		0280-57-4884		0280-57-4994		329-0112		野木町南赤塚1145-1		小山市、野木町、古河市、栃木市 オヤマシ ノギマチ コガシ トチギシ		0		1		1		0		0		0		1		0		0		1		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		現実的な目標の位置づけ ゲンジツテキ モクヒョウ イチ		0

		承諾 ショウダク		相談支援事業所つばさ		0287-53-7393		0287-53-7394		324-0044		大田原市親園824-1		大田原市、那須塩原市、那須烏山市、矢板市、さくら市、那須町、塩谷町、高根沢町 オオタワラシ ナスシオバラシ ナスカラスヤマシ ヤイタシ シ ナスマチ シオ タニ マチ タカネザワマチ		1		0		1		0		1		0		1		1		0		1		0		0		0				1		2		医療的なケアが必要なケース、将来的に短期入所につなげたいケースだった為、専門の事業所に依頼した イリョウテキ ヒツヨウ ショウライテキ タンキ ニュウショ タメ センモン ジギョウショ イライ		1		1		0		0				1		0		使えるサービスの少なさに調整が難しかった ツカ スク チョウセイ ムズカ		1				乳幼児期の受け入れ可能な福祉サービス等の社会資源が必要である。 ニュウヨウジ キ ウ イ カノウ フクシ ナド シャカイシゲン ヒツヨウ

		承諾 ショウダク		特定相談支援センターはじめ		0284-22-4561		0284-22-4562		326-0143		足利市葉鹿町735-1		足利市 アシカガシ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1

		承諾 ショウダク		上三川障がい児・者生活相談支援センター		0285-38-6854		0285-38-6841		329-0611		上三川町上三川5082-15		上三川町 カミノカワマチ		1		0		1		0		1		0		0		1		0		0		0		0		0				1		0				0		0		0		0				1		0				0

		承諾 ショウダク		はつらつサロン南天相談支援事業所		0285-22-4659		0285-38-6529		323-0027		小山市花垣町2-3-19		小山市、栃木市 オヤマシ トチギシ		0		0		1		0		1		1		0		1		1		1		1		1		0				0		0				0		0		0		0				1		0		利用したいサービス事業所が少なく生活改善、家族、支援者の負担軽減に繋がらない（訪問入浴、ショートステイ、生活介護などなど（就労Ａ型））医師によっては連携が困難。何処の精神科がよいかと利用者に問われるが答えは解らない。 リヨウ ジギョウショ スク セイカツ カイゼン カゾク シエンシャ フタン ケイゲン ツナ ホウモン ニュウヨク セイカツ カイゴ シュウロウ ガタ イシ レンケイ コンナン ドコ セイシンカ リヨウシャ ト コタ ワカ		0				本人の選択や受け入れ事業所の間口を広げる。例えば入浴はヘルパーの2人対応で行ているがヘルパー不足や腰痛の悪化などで対応が難しくなってくる。機会浴のできる生活介護を勧めるも本人の選択肢がない。自宅から出かける自由さのようなものが閉ざされているような気がする。反面高齢者のサービスは増加する一方で利用者が不足し閉鎖なども聞かれる。高齢者・障害者がともにデイサービスやショートステイを利用できるようにならないかと思う。障害児については働く両親をサポートすることで生活の安定や療育などへ通園のし易さを図り、送迎サービスの充実など。 ホンニン センタク ウ イ ジギョウショ マグチ ヒロ タト ニュウヨク ニン タイオウ オコナ ブソク ヨウツウ アッカ タイオウ ムズカ キカイ ヨク セイカツ カイゴ スス ホンニン センタクシ ジタク デ ジユウ ト キ ハンメン コウレイシャ ゾウカ イッポウ リヨウシャ フソク ヘイサ キ コウレイシャ ショウガイシャ リヨウ オモ ショウガイジ ハタラ リョウシン セイカツ アンテイ リョウイク ツウエン ヤス ハカ ソウゲイ ジュウジツ

		承諾 ショウダク		障がい者生活支援センターこぶし		028-680-5746		028-688-0214		321-0126		栃木県宇都宮市茂原町837-1		宇都宮市、上三川町 ウツノミヤシ カミノカワマチ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1				①医療機関との細かな連携体制②相談関係者を含め本人に関わり支援をするなかで即座に動きが取れるようなフットワークの軽いチーム作り イリョウ キカン コマ レンケイ タイセイ ソウダン カンケイシャ フク ホンニン カカ シエン ソクザ ウゴ ト カル ヅク

								Ｑ2.重症心身障害児（者）の定義をご存知ですか

				1		知っている シ		40

				2		知らない シ		33

								Ｑ3.重症心身障害児（者）の方（家族・関係機関等）からの相談を受けたことがありますか

						ある		35

						ない		43

										それは誰からの相談でしたか

								ａ.家族 カゾク		27

								ｂ.支援者 シエンシャ		6

								ｃ.関係機関 カンケイ キカン		12

										それはどんな相談でしたか

								生活上の相談 セイカツ ジョウ ソウダン		19

								医療的な相談 イリョウテキ ソウダン		7

								制度に関する相談 セイド カン ソウダン		15

								教育に関する相談 キョウイク カン ソウダン		5

								サービス等利用計画書作成に関する相談 ナド リヨウ ケイカクショ サクセイ カン ソウダン		26

								その他 タ		3

										それらの相談事業所として対応（解決）はできましたか

								ａ.できた		27

								ｂ.できなかった		4

								Ｑ4.Ｑ3-2「ない」→これから重症心身障害児（者）の方（本人・家族等）からの相談があればどのように対応されますか

						自分の事業所で対応する ジブン ジギョウショ タイオウ		17

						ほかの相談支援事業所へ依頼する ソウダン シエン ジギョウショ イライ		15

						行政に依頼する ギョウセイ イライ		8

						その他 タ		9

								Ｑ5.重症心身障害児（者）の方のサービス等利用計画書を作成したことがありますか

						ある		33

						ない		46

						今後依頼があれば作成する コンゴ イライ サクセイ		15

						他の相談支援事業所に依頼する ホカ ソウダン シエン ジギョウショ イライ		18

						作成するかどうかわからない サクセイ		14

										「ない」と回答 カイトウ



重症心身障害児（者）の定義をご存知ですか

Ｑ2.重症心身障害児（者）の定義をご存知ですか	Ｑ3.重症心身障害児（者）の方（家族・関係機関等）からの相談を受けたことがありますか	それは誰からの相談でしたか	それはどんな相談でしたか	それらの相談事業所として対応（解決）はできましたか	Ｑ5.重症心身障害児（者）の方のサービス等利用計画書を作成したことがありますか	Ｑ5.重症心身障害児（者）の方のサービス等利用計画書

　　 を作成したことがありますか

ない
59%



訪問看護事業所

		Ｑ1.貴施設について、お伺いいたします キ シセツ ウカガ

		1		事業所名 ジギョウショ メイ

		2		電話番号 デンワ バンゴウ

		3		FAX番号 バンゴウ

		4		所在地 ショザイチ

		5		職員構成（常勤・非常勤は問いません） ショクイン コウセイ ジョウキン ヒジョウキン ト

						看護師 カンゴシ

						作業療法士 サギョウ リョウホウシ

						准看護師 ジュンカンゴシ

						理学療法士 リガク リョウホウシ

						保健師 ホケンシ

						言語療法士 ゲンゴ リョウホウシ

						その他 タ

		6		訪問可能な主な市町村 ホウモン カノウ オモ シチョウソン

		Q2.いままでに以下の項目を在宅看護で行ったことがありますか（あるものすべてにチェックをしてください） イカ コウモク ザイタク カンゴ オコナ

								成人在宅 セイジン ザイタク				小児在宅 ショウニ ザイタク

				在宅人工呼吸器の管理 ザイタク ジンコウ コキュウキ カンリ

				気管カニューレの交換 キカン コウカン

				気管カニューレ部位のガーゼ交換 キカン ブイ コウカン

				気管内吸引 キカンナイ キュウイン

				食事介助 ショクジ カイジョ

				経鼻チューブの交換 ケイビ コウカン

				胃瘻の管理 イロウ カンリ

				経管栄養の注入 ケイカン エイヨウ チュウニュウ

				ストーマの管理 カンリ

				尿道カテーテルの管理 ニョウドウ カンリ

				導尿 ドウニョウ

				入浴介助 ニュウヨク カイジョ

				看護師によるリハビリテーション カンゴシ

				OTもしくはPTによるリハビリテーション

				中心静脈カテーテル管理 チュウシン ジョウミャク カンリ

				高カロリー輸液の管理 コウ ユエキ カンリ

				薬剤の静注（抗生物質や利尿剤など） ヤクザイ ジョウチュウ コウセイ ブッシツ リニョウザイ

				麻薬による疼痛コントロール マヤク ウズ ツウ

				終末期の医療的ケア シュウマツキ イリョウテキ

				在宅での看取り ザイタク ミト

				24時間対応 ジカン タイオウ

		Q3.現時点で、依頼のあった場合、重症心身障害児（者）の在宅医療を行うことはできますか ゲンジテン イライ バアイ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ ザイタク イリョウ オコナ

		1		できる

		2		できない

		3		要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン

		Q4.依頼があった場合に可能な医療的ケアと身体介護についてお答えください イライ バアイ カノウ イリョウテキ シンタイ カイゴ コタ

		※個別シートにて対応 コベツ タイオウ



				Ｑ1.貴施設について、お伺いいたします キ シセツ ウカガ																										Q2.いままでに以下の項目を在宅看護で行ったことがありますか（あるものすべてにチェックをしてください）【1.ある、0.ない】 イカ コウモク ザイタク カンゴ オコナ																																																																																				Q3		Q4.依頼があった場合に可能な医療的ケアと身体介護についてお答えください【1.できる、2.できない、3.要相談（条件による）】 イライ バアイ カノウ イリョウテキ シンタイ カイゴ コタ ヨウ ソウダン ジョウケン																																																																																																																																																																																																																		Q5.重症心身障害児（者）の方に対する医療、在宅生活等についてお気づきのことなど、ご自由にお書きください ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ カタ タイ イリョウ ザイタク セイカツナド キ ジユウ カ

				事業所名 ジギョウショ メイ		電話番号 デンワ バンゴウ		FAX番号 バンゴウ		郵便番号 ユウビンバンゴウ		所在地 ショザイチ		職員構成（常勤・非常勤は問いません）【人数：名】 ショクイン コウセイ ジョウキン ヒジョウキン ト ニンズウ メイ														訪問可能な主な市町村 ホウモン カノウ オモ シチョウソン		在宅人工呼吸器の管理 ザイタク ジンコウ コキュウキ カンリ				気管カニューレの交換 キカン コウカン				気管カニューレ部位のガーゼ交換 キカン ブイ コウカン				気管内吸引 キカンナイ キュウイン				食事介助 ショクジ カイジョ				経鼻チューブの交換 ケイビ コウカン				胃瘻の管理 イロウ カンリ				経管栄養の注入 ケイカン エイヨウ チュウニュウ				ストーマの管理 カンリ				尿道カテーテルの管理 ニョウドウ カンリ				導尿 ドウニョウ				入浴介助 ニュウヨク カイジョ				看護師によるリハビリテーション カンゴシ				OTもしくはPTによるリハビリテーション				中心静脈カテーテル管理 チュウシン ジョウミャク カンリ				高カロリー輸液の管理 コウ ユエキ カンリ				薬剤の静注（抗生物質や利尿剤など） ヤクザイ ジョウチュウ コウセイ ブッシツ リニョウザイ				麻薬による疼痛コントロール マヤク ウズ ツウ				終末期の医療的ケア シュウマツキ イリョウテキ				在宅での看取り ザイタク ミト				24時間対応 ジカン タイオウ						在宅人工呼吸器の管理 ザイタク ジンコウ コキュウキ カンリ										気管カニューレの交換 キカン コウカン										気管カニューレの管理（日常の交換以外の対応） キカン カンリ ニチジョウ コウカン イガイ タイオウ										気管内吸引 キカンナイ キュウイン										食事介助 ショクジ カイジョ										経鼻チューブの交換 ケイビ コウカン										ストーマの管理 カンリ										尿道カテーテルの管理 ニョウドウ カンリ										導尿 ドウニョウ										入浴介助 ニュウヨク カイジョ										看護師によるリハビリテーション カンゴシ										OTもしくはPTによるリハビリテーション										中心静脈カテーテル管理 チュウシン ジョウミャク カンリ										高カロリー輸液の管理 コウ ユエキ カンリ										薬剤の静注（抗生物質や利尿剤など） ヤクザイ ジョウチュウ コウセイ ブッシツ リニョウザイ										麻薬による疼痛コントロール マヤク トウツウ										終末期の医療的ケア シュウマツキ イリョウテキ										在宅での看取り ザイタク ミト										24時間対応 ジカン タイオウ										外出の介助 ガイシュツ カイジョ										通院の介助 ツウイン カイジョ

		承諾可否 ショウダク カヒ												看護師 カンゴシ		作業療法士 サギョウ リョウホウシ		准看護師 ジュンカンゴシ		理学療法士 リガク リョウホウシ		保健師 ホケンシ		言語療法士 ゲンゴ リョウホウシ		その他 タ				成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ				乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ

		否 ヒ		曙訪問看護ステーション アケボノ ホウモン カンゴ		028-660-7803		028-683-5306		321-0901		宇都宮市平出町413番地		8		3		0		3		0		1				宇都宮、高根沢 ウツノミヤ タカネザワ		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		3		2		2		2		2		3		2		2		2		2		2		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		1		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		1		1		1		3		3		3		1		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		2		2		2		2		2		いつも大変お世話になっております。当STでも数名の小児利用者をNS、PT、OTでサポートしています。又、貴院のショートステイを利用させて頂いております。ご利用者様、家族が安心して過ごせるよう地域でサポートできたらと考えています。どうぞよろしくお願い申し上げます。 タイヘン セワ トウ スウメイ ショウニ リヨウシャ マタ キ イン リヨウ イタダ リヨウシャサマ カゾク アンシン ス チイキ カンガ ネガ モウ ア

		否 ヒ		とちぎメディカルセンター		0282-22-5810		0282-225812		328-0043		栃木市境町27-21		9		0		4		1		0		1		2		栃木市、小山市、壬生町 トチギシ オヤマシ ミブマチ		1		1		1		0		1		1		1		1		1		0		1		0		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		0		1		1		3		2		1		1		1		1		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		2		2		2		1		1		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		1		1		1		1		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		2		2		2		2		2

		否 ヒ		あいケアステーション		0282-23-6221		0282-24-9850		328-0074		栃木市薗部町2-5-9		1		0		2		2		0		0				栃木市 トチギシ		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		3		2		2		2		2		3		2		2		2		2		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		3		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		3		2		2		2		2		3		2		2		2		2		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		2		2		2		2		3

		否 ヒ		訪問看護ステーションこすもす		0285-80-5511		0285-80-5512		321-4337		真岡市上高間木2-24-4		4		2		0		1		0		0						1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		3		2		2		2		3		3		2		2		2		3		3		2		2		2		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		3		3		3		3		3		3		3		2		2		2		3		3		2		2		2		3		3		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		2		2		2		2		3		2		2		2		2		3		2		2		2		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		1		3		3		3		3		3		2		2		2		2		2		緊急時に主治医又はバッックベットのある病院との連携がとれる体制が整っていないと、在宅での対応に不安があります。
現在のところ、小児科、精神科看護を経験したスタッフがいない為、受け入れに不安がありますので今回はガイドマップ等に公表することに同意する事は控えさせていただきたいと思います。 キンキュウジ シュジイ マタ ビョウイン レンケイ タイセイ トトノ ザイタク タイオウ フアン ゲンザイ ショウニカ セイシンカ カンゴ ケイケン タメ ウ イ フアン コンカイ ナド コウヒョウ ドウイ コト ヒカ オモ

		否 ヒ		訪問看護ステーションひばり		0289-64-7226		0289-64-2225		322-8550		鹿沼市下田町1-1033		6		1		0		1		0		0				市内及び近隣市 シナイ オヨ キンリン シ		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		0		1		1		2

chizuru_tanaka: 未記入		1		1		2		2		1		2		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		1		3		3		1		1		1		3		3		3		3		1		3		3		1		1		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		1		3		3		3		1		1		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1

		否 ヒ		訪問看護ステーション那須		0287-73-5048		0287-63-4566		325-0023		那須塩原市豊浦10-706		5		0		2		0		0		0				那須塩原市、大田原市、那須町 ナスシオバラ シ オオタワラシ ナスマチ		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		0		0		1		0		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		2

chizuru_tanaka: 未記入		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1

		承諾 ショウダク		さくら訪問看護ステーション		0287-29-3252		0287-29-3252		324-0058		大田原市紫塚3-2633-10		5		0		0		1		0		0				大田原市、那須塩原市、矢板市 オオタワラシ ナスシオバラ シ ヤイタ シ		1		0		1		1		1		1		1		1		1		0		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		0		1		1		3		3		3		3		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		小児の受入数（実績）が少ないので、実際依頼があった場合、入院中から手技等の指導を受けたいと思います。 ショウニ ウケイレスウ ジッセキ スク ジッサイ イライ バアイ ニュウインチュウ シュギ ナド シドウ ウ オモ

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションたんぽぽ		0280-57-1888		0280-57-3819		329-0101		下都賀郡野木町友沼5119-12		20		3		0		5		0		0		2		野木町、小山市、旧藤岡町 ノギマチ オヤマシ キュウ フジオカマチ		1		1		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		1		1		1		1		1		1		0		0		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		3		1		1		1		1		1		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		3		3		3		3		3		1		1		3		2		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		2		2		2		2		2		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		受け入れてくれる訪問看護Stの数が少ないと思います。研修会の機会を設けてサービス体制が構築できると良いと思います。 ウ イ ホウモン カンゴ カズ スク オモ ケンシュウカイ キカイ モウ タイセイ コウチク ヨ オモ

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションうつのみや		028-612-6103		028-612-6104		320-0852		宇都宮市下砥上町字並塚643番地1		11		0		0		0		0		0		1		宇都宮市、壬生町 ウツノミヤシ ミブマチ		1		1		0		0		1		1		1		1		1		0		0		0		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		2

chizuru_tanaka: 未記入		3		3		3		3		1		2		2		2		2		2		3		3		3		1		1		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		3		3		3		1		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		3		3		3		1		1		3		3		3		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーション石橋		0285-52-2293		0285-52-2268		329-0511		下野市石橋628番地		7		0		0		1		0		0		1		下野市、上三川町、壬生町、宇都宮市（部） シモノ シ カミノカワマチ ミブマチ ウツノミヤシ ブ		1		1		0		0		1		1		1		1		1		0		1		0		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		3		1		1		1		1		1		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		1		3		3		3		3		3		3		3		3		1		1		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		2		2		2		2		2		最近、訪問依頼が増えてきていますが、私たち看護師の力量不足から利用者家族へ満足のいく看護が提供できないように感じています。現在の、利用者家族から教わることが多くあり、私たちが勉強になります。ただ、訪問していて思うことは、ご両親の今までの経験でケアが進み危険であり、指導させていただいても理解が得られないこともあり、ジレンマとなっています。例）誤嚥性肺炎を繰り返している方にヘッドアップして食事を摂るよう説明してもフラットのままであったり、他の方でPEG造設されているので、栄養はPEGからにして経口からは楽しみ程度にしてと言っても、食事を経口から摂るなど。 サイキン ホウモン イライ フ ワタクシ カンゴシ リキリョウ ブソク リヨウシャ カゾク マンゾク カンゴ テイキョウ カン ゲンザイ リヨウシャ カゾク オソ オオ ワタシ ベンキョウ ホウモン オモ リョウシン イマ ケイケン スス キケン シドウ リカイ エ レイ ゴエンセイ ハイエン ク カエ カタ ショクジ ト セツメイ ホカ カタ ゾウ セツ エイヨウ ケイコウ タノ テイド イ ショクジ ケイコウ ト

		承諾 ショウダク		マロニエ訪問看護ステーション		0287-37-6322		0287-39-3305		329-2763		那須塩原市井口537-3 にしなすの総合在宅ｹｱｾﾝﾀｰ内		5		7		0		5		0		2		1		那須塩原市、那須町、大田原市　リハビリのみ→那珂川町訪問可能 ナスシオバラ シ ナスマチ オオタワラシ ナカガワ マチ ホウモン カノウ		1		1		1		0		1		1		1		1		0		0		0		1		1		1		1		1		1		0		1		1		1		1		1		1		0		0		1		1		1		0		1		0		0		0		1		0		1		1		1		1		1		1		3		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーション佐野		0283-86-7013		0283-86-7031		327-0847		佐野市天神町７７４－２２ メープルハイツ１０１号室		3		0		1		0		0		0		1		足利市、佐野市、栃木市（旧岩船市） アシカガシ サノシ トチギシ キュウ イワフネ シ		0		0		0		0		1		0		1		0		1		0		0		0		1		0		0		0		1		0		1		0		0		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		2		2		2		2		2		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1

		承諾 ショウダク		とちぎ訪問看護ステーションくろばね		0287-54-0507		0287-54-0580		324-0241		大田原市黒羽向町142番地		6		0		0		0		1		0		2		大田原市、那須塩原市、那須町、那珂川町 オオタワラシ ナスシオバラ シ ナスマチ ナカガワマチ		1		0		0		0		1		1		1		1		1		0		1		0		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		3		3		3		3		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		1		2		2		2		2		2		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3

		承諾 ショウダク		鹿沼訪問看護ステーション		0289-60-5650		0289-60-1687		322-0021		鹿沼市上野町320-3高橋ビル１階１０３号室		5		0		0		0		0		0				鹿沼市、旧宇都宮市、旧今市市、壬生町、西片町 カヌマシ キュウ ウツノミヤシ キュウ イマイチシ ミブマチ ニシカタマチ		0		0		0		0		0		0		1		0		1		0		0		0		1		0		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		2

chizuru_tanaka: 未記入		2		2		2		2		1		2		2		2		2		3		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションほっと		028-626-5739		028-625-8201		321-0974		宇都宮市竹林町958		11		0		0		2		0		0		0		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2

		承諾 ショウダク		芳賀赤十字訪問看護ステーション		0285-84-8266		0285-84-8266		321-4306		真岡市台町2461		6		0		0		0		0		0		0		芳賀郡全域（真岡市、益子町、芳賀町、茂木町） ハガ グン ゼンイキ モオカシ マシコマチ ハガマチ モギ マチ		1		1		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		3		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		当ステーションは今年度小児在宅医との連携を開始することができました。安心して在宅療養を継続できるよう、多職種と連携し、実施しています。高齢者が介護サービスを選択するように、サービスの充実は得られていません。現実は家族だけで利用者（児）のケアを実施しているケースもあり家族の介護負担は大きいと考えます。負担軽減のためには、スムーズなレスパイト入院や日中の一時お預かり等充実した施設が増えることでさらに安心した療養環境の提供ができると思います。よろしくお願いいたします。 トウ コンネンド ショウニ ザイタク イ レンケイ カイシ アンシン ザイタク リョウヨウ ケイゾク タ ショクシュ レンケイ ジッシ コウレイシャ カイゴ センタク ジュウジツ エ ゲンジツ カゾク リヨウシャ ジ ジッシ カゾク カイゴ フタン オオ カンガ フタン ケイゲン ニュウイン ニッチュウ イチジ アズ ナド ジュウジツ シセツ フ アンシン リョウヨウ カンキョウ テイキョウ オモ ネガ

		承諾 ショウダク		とちぎ訪問看護ステーションみぶ		0282-82-7262		0282-82-7260		321-0218		下都賀郡壬生町落合1-18-12		16		0		0		0		0		0		1		上三川町、下野市、壬生町、宇都宮 カミノカワマチ シモノ シ ミブ チョウ ウツノミヤ		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		1		0		1		1		1		1		1		1		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		病院との連携が大切。在宅生活を支援するためにチームで対応する（介護者の支援） ビョウイン レンケイ タイセツ ザイタク セイカツ シエン タイオウ カイゴシャ シエン

		承諾 ショウダク		ＷＡＤＥＷＡＤＥ訪問看護ステーション		028-666-5420		028-666-5460		321-0923		栃木県宇都宮市下栗町2913-1 ３２１－０９２３		12		0		0		0		0		0				宇都宮市、上三川町、 ウツノミヤシ カミノカワマチ		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		0		0		1		0		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		重心の方を看る側（介護者）の負担軽減の必要性を感じてしまいます。まだまだ「私がやらなければ」という気持ちが強く、様々な資源活用へと動きが進むような発信が大切だと思っています。 ジュウシン カタ ミ ガワ カイゴシャ フタン ケイゲン ヒツヨウセイ カン ワタシ キモ ツヨ サマザマ シゲン カツヨウ ウゴ スス ハッシン タイセツ オモ

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションあい		0287-83-8035		0287-83-8222		321-0628		那須烏山市金井2-5-9 ベンチャープラザ7号室 ゴウシツ		8		0		1		0		0		0		1		那須烏山市、那珂川町、茂木町、一貝町 ナスカラスヤマシ ナカガワマチ モギマチ イチ ガイ マチ		1		1		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		0		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		小児や重心など医療依存度が高い方には家族が安心して預けられる事業所とスタッフが必要です（レスパイトの本当の意味で）訪問看護スタッフが動きやすい仕組みがあればもっと介入できると思います。例えば在宅以外への支援での算定が可能になる。長時間支援が可能になるなど。在宅支援診療所が多ければ助かります。開業医で努力してくださる医師の力で乗り切っている地域は特にそう感じます。後方病院親元病院との連携、地域との調整などスムーズにシームレスに行われるとうれしいです。行政からの介入が少なく、制度のことなど知らないまま苦労されている方が多いので、窓口での丁寧かつタイミングよく助言をしていただくと嬉しいです。 ショウニ ジュウシン イリョウ イゾンド タカ カタ カゾク アンシン アズ ジギョウショ ヒツヨウ ホントウ イミ ホウモン カンゴ ウゴ シク カイニュウ オモ タト ザイタク イガイ シエン サンテイ カノウ チョウジカン シエン カノウ ザイタク シエン シンリョウジョ オオ タス カイギョウイ ドリョク イシ チカラ ノ キ チイキ トク カン コウホウ ビョウイン オヤモト ビョウイン レンケイ チイキ チョウセイ オコナ ギョウセイ カイニュウ スク セイド シ クロウ カタ オオ マドグチ テイネイ ジョゲン ウレ

		承諾 ショウダク		あおい訪問看護ステーション		0284-73-9456		0284-72-7600		326-0831		足利市堀込町2556 セレッソ・コート１階		16		0		0		4		0		0				足利市とその周辺（佐野市、館林市、巴楽町、太田市、桐生市） アシカガシ シュウヘン サノシ タテバヤシシ トモエ ラク マチ オオタシ キリュウシ		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1

		承諾 ショウダク		那須赤十字訪問看護ステーション		0287-23-8866		0287-23-8903		324-8686		大田原市中田原1081-4		8		1		0		0		0		0				大田原市、那須塩原市（一部を除く） オオタワラシ ナスシオバラ シ イチブ ノゾ		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		1		1		0		1		0		1		1		1		0		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションゆりの木		0287-47-5123		0287-47-5124		324-0028		大田原市山の手1-1-7 ヤマ テ		4		0		0		0		0		0				大田原市、那須塩原市、那珂川町 オオタワラシ ナスシオバラ シ ナカガワマチ		1		1		1		0		1		1		1		1		0		0		0		1		1		0		1		1		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		0		0		1		0		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		3		1		1		1		1		2		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		3		1		1		1		1		3		1		1		1		1		1		1		1		1		3		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		3		3		1		3		3		1		1		1		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		重症心身障害児施設で勤務したことのある看護師が2名いますので積極的に依頼があれば支援させていただきたいと思っています。こどもはやはり親元で成長発達できることが何よりも必要なことであると思っています。 ジュウショウ シンシン ショウガイ ジ シセツ キンム カンゴシ メイ セッキョクテキ イライ シエン オモ オヤモト セイチョウ ハッタツ ナニ ヒツヨウ オモ

		承諾 ショウダク		ライフ訪問看護リハビリテーション		0284-64-8799		0284-64-8335		326-0831		足利市堀込町2656-7　ASKビル３０１号		5		0		0		1		0		0		0		足利市、佐野市、館林市、邑楽郡、太田市、桐生市 アシカガシ サノシ タテバヤシシ オウラ グン オオタシ キリュウシ		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		この件に関する研修の案内が少ないため、学ぶ機会をもっと増やしてほしい ケン カン ケンシュウ アンナイ スク マナ キカイ フ

		承諾 ショウダク		わくわく訪問看護ステーションおやま		0285-24-6575		0285-20-0255		323-0022		小山市駅東通り3-9-6		11		0		0		5		0		0		0		小山市、結城市（茨城県）、下野市の一部、栃木市（PTのみ） オヤマシ ユウキシ イバラキケン シモノ シ イチブ トチギシ		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		1		1		1		1		3		3		3		1		1		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		自立支援のケアマネージャーがいるが、医療福祉行政をうまく連携してまとめる役割が果たせていない。それぞれが別々で動いており、介護者が困ったときの相談窓口に迷う。 ジリツ シエン イリョウ フクシ ギョウセイ レンケイ ヤクワリ ハ ベツベツ ウゴ カイゴシャ コマ ソウダン マドグチ マヨ

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーション風		028-612-1333		028-612-1384		321-0117		宇都宮市城南3丁目5-6		3		1		0		1		0		0				宇都宮、鹿沼、下野、壬生 ウツノミヤ カヌマ シモノ ミブ		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		1		1		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1

		承諾 ショウダク		宮の橋訪問看護ステーション		028-635-9839		028-635-9839		321-0963		宇都宮市南大通り1-1-23		7		0		0		1		0		0		0		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		1		1		0		1		1		1		1		1		0		0		0		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		レスパイト等受け入れ先が少ない。市のコーディネーター様がご多忙の様子であり、要望に対しての対応にかなりの時間を要する（対応されないこともある）。年度変わるときなど、担当者（市）の引き継ぎがされず、進んでいた調整も振り出しに戻ってしまうことがある。 トウ ウ イ サキ スク シ サマ タボウ ヨウス ヨウボウ タイ タイオウ ジカン ヨウ タイオウ ネンド カ タントウシャ シ ヒ ツ スス チョウセイ フ ダ モド

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションオリーブ		0282-27-8414		0282-27-8415		328-0027		栃木市今泉町1丁目17番29号		7		0		0		0		0		0				栃木市、小山市、下野市、壬生町 トチギシ オヤマシ シモノ シ ミブ マチ		1		1		1		0		1		1		1		1		0		0		0		0		1		1		1		1		0		0		1		1		1		0		1		1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションマザーの家		0283-85-7771		0283-85-7772		327-0504		佐野市中町942-1		2		0		3		0		0		0				佐野市 サノシ		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーション卯の郷		028-682-7770		028-682-7766		329-1311		さくら市氏家2650番地		3		0		0		0		0		0				さくら市（周辺15ｋｍ以内）、塩谷町、那須烏山市、宇都宮市、高根沢町 シ シュウヘン イナイ シオヤ マチ ナスカラスヤマシ ウツノミヤシ タカネザワ マチ		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		3		3		3		3		3		1		2		2		2		2		2		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		2		2		2		3		3		3		3		1		1		1		3		3		3		3		1		2		2		2		2		2		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		2		2		2		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションたかねざわ		028-680-1701		028-680-1702		329-1233		塩谷郡高根沢町宝積寺2426-8 		16		0		0		0		0		0				高根沢町、さくら市、那須烏山市、芳賀町、市貝町、茂木町、益子町、宇都宮市 タカネザワマチ シ ナスカラスヤマシ ハガ マチ イチ カイ チョウ モギマチ マシコ チョウ ウツノミヤシ		1		1		1		0		1		1		1		1		1		0		1		0		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		2		2		2		2		2

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションみどり		0285-45-8362		0285-45-8397		329-0214		小山市乙女786-1		3		0		1		0		0		0				小山市、栃木市、古河市、結城市 オヤマシ トチギシ コガシ ユウキシ		0		0		1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		1		0		1		0		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		3		2		2		2		3		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		1		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		1		1		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		訪問看護師がもっと社会資源として同行できるとよいと思う。在宅での療養はもっと看護師が活躍できる体制が整うとよいと思った。 ホウモン カンゴシ シャカイ シゲン ドウコウ オモ ザイタク リョウヨウ カンゴシ カツヤク タイセイ トトノ オモ

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションあるく		028-643-5586		028-678-8796		320-0036		宇都宮市小幡2-6-14 		5		0		1		0		0		0		1		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		0		1		0		1		0		1		0		0		1		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3

		承諾 ショウダク		とちぎ訪問看護ステーションおやま		0285-39-8602		0285-39-8607		323-0827		栃木県小山市神鳥谷2251-7 ３２３－０８２７		12		0		0		0		0		0		1		小山市、下野市（南部）、野木町（北部） オヤマシ シモノ シ ナンブ ノギ マチ ホクブ		1		1		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		1		1		1		0		0		1		0		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		3		3		1		1		1		3		1		1		1		1		小児の重症心身障害児の訪問看護を行っていく上で。たびたび感じるのが成長に伴った教育、就学が難しく親御さんの希望通りにいかないことが多く残念に思います。難しいところだと思いますが… ショウニ ジュウショウ シンシン ショウガイジ ホウモン カンゴ オコナ ウエ カン セイチョウ トモナ キョウイク シュウガク ムズカ オヤゴ キボウ ドオ オオ ザンネン オモ ムズカ オモ

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションここあ		028-600-3735		028-600-3736		321-2116		栃木県宇都宮市徳次郎町998-9 ３２１－２１１６		10		1		0		1		0		0		2		宇都宮市、日光市、 ウツノミヤシ ニッコウシ		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2

chizuru_tanaka: 未記入		

chizuru_tanaka: 未記入		

chizuru_tanaka: 未記入		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3







訪問看護事業所 (記述)

		Ｑ1.貴施設について、お伺いいたします キ シセツ ウカガ

		1		事業所名 ジギョウショ メイ

		2		電話番号 デンワ バンゴウ

		3		FAX番号 バンゴウ

		4		所在地 ショザイチ

		5		職員構成（常勤・非常勤は問いません） ショクイン コウセイ ジョウキン ヒジョウキン ト

						看護師 カンゴシ

						作業療法士 サギョウ リョウホウシ

						准看護師 ジュンカンゴシ

						理学療法士 リガク リョウホウシ

						保健師 ホケンシ

						言語療法士 ゲンゴ リョウホウシ

						その他 タ

		6		訪問可能な主な市町村 ホウモン カノウ オモ シチョウソン

		Q2.いままでに以下の項目を在宅看護で行ったことがありますか（あるものすべてにチェックをしてください） イカ コウモク ザイタク カンゴ オコナ

								成人在宅 セイジン ザイタク				小児在宅 ショウニ ザイタク

				在宅人工呼吸器の管理 ザイタク ジンコウ コキュウキ カンリ

				気管カニューレの交換 キカン コウカン

				気管カニューレ部位のガーゼ交換 キカン ブイ コウカン

				気管内吸引 キカンナイ キュウイン

				食事介助 ショクジ カイジョ

				経鼻チューブの交換 ケイビ コウカン

				胃瘻の管理 イロウ カンリ

				経管栄養の注入 ケイカン エイヨウ チュウニュウ

				ストーマの管理 カンリ

				尿道カテーテルの管理 ニョウドウ カンリ

				導尿 ドウニョウ

				入浴介助 ニュウヨク カイジョ

				看護師によるリハビリテーション カンゴシ

				OTもしくはPTによるリハビリテーション

				中心静脈カテーテル管理 チュウシン ジョウミャク カンリ

				高カロリー輸液の管理 コウ ユエキ カンリ

				薬剤の静注（抗生物質や利尿剤など） ヤクザイ ジョウチュウ コウセイ ブッシツ リニョウザイ

				麻薬による疼痛コントロール マヤク ウズ ツウ

				終末期の医療的ケア シュウマツキ イリョウテキ

				在宅での看取り ザイタク ミト

				24時間対応 ジカン タイオウ

		Q3.現時点で、依頼のあった場合、重症心身障害児（者）の在宅医療を行うことはできますか ゲンジテン イライ バアイ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ ザイタク イリョウ オコナ

		1		できる

		2		できない

		3		要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン

		Q4.依頼があった場合に可能な医療的ケアと身体介護についてお答えください イライ バアイ カノウ イリョウテキ シンタイ カイゴ コタ

		※個別シートにて対応 コベツ タイオウ



				Ｑ1.貴施設について、お伺いいたします キ シセツ ウカガ										Q5.重症心身障害児（者）の方に対する医療、在宅生活等についてお気づきのことなど、ご自由にお書きください ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ カタ タイ イリョウ ザイタク セイカツナド キ ジユウ カ

				事業所名 ジギョウショ メイ		電話番号 デンワ バンゴウ		FAX番号 バンゴウ		郵便番号 ユウビンバンゴウ		所在地 ショザイチ

		承諾可否 ショウダク カヒ

		否 ヒ		曙訪問看護ステーション アケボノ ホウモン カンゴ		028-660-7803		028-683-5306		321-0901		宇都宮市平出町413番地		いつも大変お世話になっております。当STでも数名の小児利用者をNS、PT、OTでサポートしています。又、貴院のショートステイを利用させて頂いております。ご利用者様、家族が安心して過ごせるよう地域でサポートできたらと考えています。どうぞよろしくお願い申し上げます。 タイヘン セワ トウ スウメイ ショウニ リヨウシャ マタ キ イン リヨウ イタダ リヨウシャサマ カゾク アンシン ス チイキ カンガ ネガ モウ ア

		否 ヒ		とちぎメディカルセンター		0282-22-5810		0282-225812		328-0043		栃木市境町27-21

		否 ヒ		あいケアステーション		0282-23-6221		0282-24-9850		328-0074		栃木市薗部町2-5-9

		否 ヒ		訪問看護ステーションこすもす		0285-80-5511		0285-80-5512		321-4337		真岡市上高間木2-24-4		緊急時に主治医又はバッックベットのある病院との連携がとれる体制が整っていないと、在宅での対応に不安があります。
現在のところ、小児科、精神科看護を経験したスタッフがいない為、受け入れに不安がありますので今回はガイドマップ等に公表することに同意する事は控えさせていただきたいと思います。 キンキュウジ シュジイ マタ ビョウイン レンケイ タイセイ トトノ ザイタク タイオウ フアン ゲンザイ ショウニカ セイシンカ カンゴ ケイケン タメ ウ イ フアン コンカイ ナド コウヒョウ ドウイ コト ヒカ オモ

		否 ヒ		訪問看護ステーションひばり		0289-64-7226		0289-64-2225		322-8550		鹿沼市下田町1-1033

		否 ヒ		訪問看護ステーション那須		0287-73-5048		0287-63-4566		325-0023		那須塩原市豊浦10-706

		承諾 ショウダク		さくら訪問看護ステーション		0287-29-3252		0287-29-3252		324-0058		大田原市紫塚3-2633-10		小児の受入数（実績）が少ないので、実際依頼があった場合、入院中から手技等の指導を受けたいと思います。 ショウニ ウケイレスウ ジッセキ スク ジッサイ イライ バアイ ニュウインチュウ シュギ ナド シドウ ウ オモ

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションたんぽぽ		0280-57-1888		0280-57-3819		329-0101		下都賀郡野木町友沼5119-12		受け入れてくれる訪問看護Stの数が少ないと思います。研修会の機会を設けてサービス体制が構築できると良いと思います。 ウ イ ホウモン カンゴ カズ スク オモ ケンシュウカイ キカイ モウ タイセイ コウチク ヨ オモ

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションうつのみや		028-612-6103		028-612-6104		320-0852		宇都宮市下砥上町字並塚643番地1

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーション石橋		0285-52-2293		0285-52-2268		329-0511		下野市石橋628番地		最近、訪問依頼が増えてきていますが、私たち看護師の力量不足から利用者家族へ満足のいく看護が提供できないように感じています。現在の、利用者家族から教わることが多くあり、私たちが勉強になります。ただ、訪問していて思うことは、ご両親の今までの経験でケアが進み危険であり、指導させていただいても理解が得られないこともあり、ジレンマとなっています。例）誤嚥性肺炎を繰り返している方にヘッドアップして食事を摂るよう説明してもフラットのままであったり、他の方でPEG造設されているので、栄養はPEGからにして経口からは楽しみ程度にしてと言っても、食事を経口から摂るなど。 サイキン ホウモン イライ フ ワタクシ カンゴシ リキリョウ ブソク リヨウシャ カゾク マンゾク カンゴ テイキョウ カン ゲンザイ リヨウシャ カゾク オソ オオ ワタシ ベンキョウ ホウモン オモ リョウシン イマ ケイケン スス キケン シドウ リカイ エ レイ ゴエンセイ ハイエン ク カエ カタ ショクジ ト セツメイ ホカ カタ ゾウ セツ エイヨウ ケイコウ タノ テイド イ ショクジ ケイコウ ト

		承諾 ショウダク		マロニエ訪問看護ステーション		0287-37-6322		0287-39-3305		329-2763		那須塩原市井口537-3 にしなすの総合在宅ｹｱｾﾝﾀｰ内

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーション佐野		0283-86-7013		0283-86-7031		327-0847		佐野市天神町７７４－２２ メープルハイツ１０１号室

		承諾 ショウダク		とちぎ訪問看護ステーションくろばね		0287-54-0507		0287-54-0580		324-0241		大田原市黒羽向町142番地

		承諾 ショウダク		鹿沼訪問看護ステーション		0289-60-5650		0289-60-1687		322-0021		鹿沼市上野町320-3高橋ビル１階１０３号室

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションほっと		028-626-5739		028-625-8201		321-0974		宇都宮市竹林町958

		承諾 ショウダク		芳賀赤十字訪問看護ステーション		0285-84-8266		0285-84-8266		321-4306		真岡市台町2461		当ステーションは今年度小児在宅医との連携を開始することができました。安心して在宅療養を継続できるよう、多職種と連携し、実施しています。高齢者が介護サービスを選択するように、サービスの充実は得られていません。現実は家族だけで利用者（児）のケアを実施しているケースもあり家族の介護負担は大きいと考えます。負担軽減のためには、スムーズなレスパイト入院や日中の一時お預かり等充実した施設が増えることでさらに安心した療養環境の提供ができると思います。よろしくお願いいたします。 トウ コンネンド ショウニ ザイタク イ レンケイ カイシ アンシン ザイタク リョウヨウ ケイゾク タ ショクシュ レンケイ ジッシ コウレイシャ カイゴ センタク ジュウジツ エ ゲンジツ カゾク リヨウシャ ジ ジッシ カゾク カイゴ フタン オオ カンガ フタン ケイゲン ニュウイン ニッチュウ イチジ アズ ナド ジュウジツ シセツ フ アンシン リョウヨウ カンキョウ テイキョウ オモ ネガ

		承諾 ショウダク		とちぎ訪問看護ステーションみぶ		0282-82-7262		0282-82-7260		321-0218		下都賀郡壬生町落合1-18-12		病院との連携が大切。在宅生活を支援するためにチームで対応する（介護者の支援） ビョウイン レンケイ タイセツ ザイタク セイカツ シエン タイオウ カイゴシャ シエン

		承諾 ショウダク		ＷＡＤＥＷＡＤＥ訪問看護ステーション		028-666-5420		028-666-5460		321-0923		栃木県宇都宮市下栗町2913-1 ３２１－０９２３		重心の方を看る側（介護者）の負担軽減の必要性を感じてしまいます。まだまだ「私がやらなければ」という気持ちが強く、様々な資源活用へと動きが進むような発信が大切だと思っています。 ジュウシン カタ ミ ガワ カイゴシャ フタン ケイゲン ヒツヨウセイ カン ワタシ キモ ツヨ サマザマ シゲン カツヨウ ウゴ スス ハッシン タイセツ オモ

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションあい		0287-83-8035		0287-83-8222		321-0628		那須烏山市金井2-5-9 ベンチャープラザ7号室 ゴウシツ		小児や重心など医療依存度が高い方には家族が安心して預けられる事業所とスタッフが必要です（レスパイトの本当の意味で）訪問看護スタッフが動きやすい仕組みがあればもっと介入できると思います。例えば在宅以外への支援での算定が可能になる。長時間支援が可能になるなど。在宅支援診療所が多ければ助かります。開業医で努力してくださる医師の力で乗り切っている地域は特にそう感じます。後方病院親元病院との連携、地域との調整などスムーズにシームレスに行われるとうれしいです。行政からの介入が少なく、制度のことなど知らないまま苦労されている方が多いので、窓口での丁寧かつタイミングよく助言をしていただくと嬉しいです。 ショウニ ジュウシン イリョウ イゾンド タカ カタ カゾク アンシン アズ ジギョウショ ヒツヨウ ホントウ イミ ホウモン カンゴ ウゴ シク カイニュウ オモ タト ザイタク イガイ シエン サンテイ カノウ チョウジカン シエン カノウ ザイタク シエン シンリョウジョ オオ タス カイギョウイ ドリョク イシ チカラ ノ キ チイキ トク カン コウホウ ビョウイン オヤモト ビョウイン レンケイ チイキ チョウセイ オコナ ギョウセイ カイニュウ スク セイド シ クロウ カタ オオ マドグチ テイネイ ジョゲン ウレ

		承諾 ショウダク		あおい訪問看護ステーション		0284-73-9456		0284-72-7600		326-0831		足利市堀込町2556 セレッソ・コート１階

		承諾 ショウダク		那須赤十字訪問看護ステーション		0287-23-8866		0287-23-8903		324-8686		大田原市中田原1081-4

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションゆりの木		0287-47-5123		0287-47-5124		324-0028		大田原市山の手1-1-7 ヤマ テ		重症心身障害児施設で勤務したことのある看護師が2名いますので積極的に依頼があれば支援させていただきたいと思っています。こどもはやはり親元で成長発達できることが何よりも必要なことであると思っています。 ジュウショウ シンシン ショウガイ ジ シセツ キンム カンゴシ メイ セッキョクテキ イライ シエン オモ オヤモト セイチョウ ハッタツ ナニ ヒツヨウ オモ

		承諾 ショウダク		ライフ訪問看護リハビリテーション		0284-64-8799		0284-64-8335		326-0831		足利市堀込町2656-7　ASKビル３０１号		この件に関する研修の案内が少ないため、学ぶ機会をもっと増やしてほしい ケン カン ケンシュウ アンナイ スク マナ キカイ フ

		承諾 ショウダク		わくわく訪問看護ステーションおやま		0285-24-6575		0285-20-0255		323-0022		小山市駅東通り3-9-6		自立支援のケアマネージャーがいるが、医療福祉行政をうまく連携してまとめる役割が果たせていない。それぞれが別々で動いており、介護者が困ったときの相談窓口に迷う。 ジリツ シエン イリョウ フクシ ギョウセイ レンケイ ヤクワリ ハ ベツベツ ウゴ カイゴシャ コマ ソウダン マドグチ マヨ

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーション風		028-612-1333		028-612-1384		321-0117		宇都宮市城南3丁目5-6

		承諾 ショウダク		宮の橋訪問看護ステーション		028-635-9839		028-635-9839		321-0963		宇都宮市南大通り1-1-23		レスパイト等受け入れ先が少ない。市のコーディネーター様がご多忙の様子であり、要望に対しての対応にかなりの時間を要する（対応されないこともある）。年度変わるときなど、担当者（市）の引き継ぎがされず、進んでいた調整も振り出しに戻ってしまうことがある。 トウ ウ イ サキ スク シ サマ タボウ ヨウス ヨウボウ タイ タイオウ ジカン ヨウ タイオウ ネンド カ タントウシャ シ ヒ ツ スス チョウセイ フ ダ モド

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションオリーブ		0282-27-8414		0282-27-8415		328-0027		栃木市今泉町1丁目17番29号

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションマザーの家		0283-85-7771		0283-85-7772		327-0504		佐野市中町942-1

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーション卯の郷		028-682-7770		028-682-7766		329-1311		さくら市氏家2650番地

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションたかねざわ		028-680-1701		028-680-1702		329-1233		塩谷郡高根沢町宝積寺2426-8 

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションみどり		0285-45-8362		0285-45-8397		329-0214		小山市乙女786-1		訪問看護師がもっと社会資源として同行できるとよいと思う。在宅での療養はもっと看護師が活躍できる体制が整うとよいと思った。 ホウモン カンゴシ シャカイ シゲン ドウコウ オモ ザイタク リョウヨウ カンゴシ カツヤク タイセイ トトノ オモ

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションあるく		028-643-5586		028-678-8796		320-0036		宇都宮市小幡2-6-14 

		承諾 ショウダク		とちぎ訪問看護ステーションおやま		0285-39-8602		0285-39-8607		323-0827		栃木県小山市神鳥谷2251-7 ３２３－０８２７		小児の重症心身障害児の訪問看護を行っていく上で。たびたび感じるのが成長に伴った教育、就学が難しく親御さんの希望通りにいかないことが多く残念に思います。難しいところだと思いますが… ショウニ ジュウショウ シンシン ショウガイジ ホウモン カンゴ オコナ ウエ カン セイチョウ トモナ キョウイク シュウガク ムズカ オヤゴ キボウ ドオ オオ ザンネン オモ ムズカ オモ

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションここあ		028-600-3735		028-600-3736		321-2116		栃木県宇都宮市徳次郎町998-9 ３２１－２１１６







訪問看護事業所 (作業)

		Ｑ1.貴施設について、お伺いいたします キ シセツ ウカガ

		1		事業所名 ジギョウショ メイ

		2		電話番号 デンワ バンゴウ

		3		FAX番号 バンゴウ

		4		所在地 ショザイチ

		5		職員構成（常勤・非常勤は問いません） ショクイン コウセイ ジョウキン ヒジョウキン ト

						看護師 カンゴシ

						作業療法士 サギョウ リョウホウシ

						准看護師 ジュンカンゴシ

						理学療法士 リガク リョウホウシ

						保健師 ホケンシ

						言語療法士 ゲンゴ リョウホウシ

						その他 タ

		6		訪問可能な主な市町村 ホウモン カノウ オモ シチョウソン

		Q2.いままでに以下の項目を在宅看護で行ったことがありますか（あるものすべてにチェックをしてください） イカ コウモク ザイタク カンゴ オコナ

								成人在宅 セイジン ザイタク				小児在宅 ショウニ ザイタク

				在宅人工呼吸器の管理 ザイタク ジンコウ コキュウキ カンリ

				気管カニューレの交換 キカン コウカン

				気管カニューレ部位のガーゼ交換 キカン ブイ コウカン

				気管内吸引 キカンナイ キュウイン

				食事介助 ショクジ カイジョ

				経鼻チューブの交換 ケイビ コウカン

				胃瘻の管理 イロウ カンリ

				経管栄養の注入 ケイカン エイヨウ チュウニュウ

				ストーマの管理 カンリ

				尿道カテーテルの管理 ニョウドウ カンリ

				導尿 ドウニョウ

				入浴介助 ニュウヨク カイジョ

				看護師によるリハビリテーション カンゴシ

				OTもしくはPTによるリハビリテーション

				中心静脈カテーテル管理 チュウシン ジョウミャク カンリ

				高カロリー輸液の管理 コウ ユエキ カンリ

				薬剤の静注（抗生物質や利尿剤など） ヤクザイ ジョウチュウ コウセイ ブッシツ リニョウザイ

				麻薬による疼痛コントロール マヤク ウズ ツウ

				終末期の医療的ケア シュウマツキ イリョウテキ

				在宅での看取り ザイタク ミト

				24時間対応 ジカン タイオウ

		Q3.現時点で、依頼のあった場合、重症心身障害児（者）の在宅医療を行うことはできますか ゲンジテン イライ バアイ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ ザイタク イリョウ オコナ

		1		できる

		2		できない

		3		要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン

		Q4.依頼があった場合に可能な医療的ケアと身体介護についてお答えください イライ バアイ カノウ イリョウテキ シンタイ カイゴ コタ

		※個別シートにて対応 コベツ タイオウ



				Ｑ1.貴施設について、お伺いいたします キ シセツ ウカガ																																												Q2.いままでに以下の項目を在宅看護で行ったことがありますか（あるものすべてにチェックをしてください）【1.ある、0.ない】 イカ コウモク ザイタク カンゴ オコナ																																																																																				Q3		Q4.依頼があった場合に可能な医療的ケアと身体介護についてお答えください【1.できる、2.できない、3.要相談（条件による）】 イライ バアイ カノウ イリョウテキ シンタイ カイゴ コタ ヨウ ソウダン ジョウケン																																																																																																																																																																																																																		Q5.重症心身障害児（者）の方に対する医療、在宅生活等についてお気づきのことなど、ご自由にお書きください ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ カタ タイ イリョウ ザイタク セイカツナド キ ジユウ カ

				事業所名 ジギョウショ メイ		電話番号 デンワ バンゴウ		FAX番号 バンゴウ		郵便番号 ユウビンバンゴウ		所在地 ショザイチ		職員構成（常勤・非常勤は問いません）【人数：名】 ショクイン コウセイ ジョウキン ヒジョウキン ト ニンズウ メイ																																訪問可能な主な市町村 ホウモン カノウ オモ シチョウソン		在宅人工呼吸器の管理 ザイタク ジンコウ コキュウキ カンリ				気管カニューレの交換 キカン コウカン				気管カニューレ部位のガーゼ交換 キカン ブイ コウカン				気管内吸引 キカンナイ キュウイン				食事介助 ショクジ カイジョ				経鼻チューブの交換 ケイビ コウカン				胃瘻の管理 イロウ カンリ				経管栄養の注入 ケイカン エイヨウ チュウニュウ				ストーマの管理 カンリ				尿道カテーテルの管理 ニョウドウ カンリ				導尿 ドウニョウ				入浴介助 ニュウヨク カイジョ				看護師によるリハビリテーション カンゴシ				OTもしくはPTによるリハビリテーション				中心静脈カテーテル管理 チュウシン ジョウミャク カンリ				高カロリー輸液の管理 コウ ユエキ カンリ				薬剤の静注（抗生物質や利尿剤など） ヤクザイ ジョウチュウ コウセイ ブッシツ リニョウザイ				麻薬による疼痛コントロール マヤク ウズ ツウ				終末期の医療的ケア シュウマツキ イリョウテキ				在宅での看取り ザイタク ミト				24時間対応 ジカン タイオウ						在宅人工呼吸器の管理 ザイタク ジンコウ コキュウキ カンリ										気管カニューレの交換 キカン コウカン										気管カニューレの管理（日常の交換以外の対応） キカン カンリ ニチジョウ コウカン イガイ タイオウ										気管内吸引 キカンナイ キュウイン										食事介助 ショクジ カイジョ										経鼻チューブの交換 ケイビ コウカン										ストーマの管理 カンリ										尿道カテーテルの管理 ニョウドウ カンリ										導尿 ドウニョウ										入浴介助 ニュウヨク カイジョ										看護師によるリハビリテーション カンゴシ										OTもしくはPTによるリハビリテーション										中心静脈カテーテル管理 チュウシン ジョウミャク カンリ										高カロリー輸液の管理 コウ ユエキ カンリ										薬剤の静注（抗生物質や利尿剤など） ヤクザイ ジョウチュウ コウセイ ブッシツ リニョウザイ										麻薬による疼痛コントロール マヤク トウツウ										終末期の医療的ケア シュウマツキ イリョウテキ										在宅での看取り ザイタク ミト										24時間対応 ジカン タイオウ										外出の介助 ガイシュツ カイジョ										通院の介助 ツウイン カイジョ

		承諾可否 ショウダク カヒ												看護師 カンゴシ		作業療法士 サギョウ リョウホウシ		准看護師 ジュンカンゴシ		理学療法士 リガク リョウホウシ		保健師 ホケンシ		言語療法士 ゲンゴ リョウホウシ		その他 タ																						成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ				乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ

		否 ヒ		曙訪問看護ステーション アケボノ ホウモン カンゴ		028-660-7803		028-683-5306		321-0901		宇都宮市平出町413番地		8		3		0		3		0		1		0		宇都宮 ウツノミヤ		高根沢 タカネザワ														宇都宮市 ウツノミヤシ		宇都宮、高根沢 ウツノミヤ タカネザワ		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		3		2		2		2		2		3		2		2		2		2		2		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		1		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		1		1		1		3		3		3		1		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		2		2		2		2		2		いつも大変お世話になっております。当STでも数名の小児利用者をNS、PT、OTでサポートしています。又、貴院のショートステイを利用させて頂いております。ご利用者様、家族が安心して過ごせるよう地域でサポートできたらと考えています。どうぞよろしくお願い申し上げます。 タイヘン セワ トウ スウメイ ショウニ リヨウシャ マタ キ イン リヨウ イタダ リヨウシャサマ カゾク アンシン ス チイキ カンガ ネガ モウ ア

		否 ヒ		とちぎメディカルセンター		0282-22-5810		0282-225812		328-0043		栃木市境町27-21		9		0		4		1		0		1		2		栃木市 トチギシ		小山市 オヤマシ		壬生町 ミブマチ												栃木市 トチギシ		栃木市、小山市、壬生町 トチギシ オヤマシ ミブマチ		1		1		1		0		1		1		1		1		1		0		1		0		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		0		1		1		3		2		1		1		1		1		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		2		2		2		1		1		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		1		1		1		1		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		2		2		2		2		2

		否 ヒ		あいケアステーション		0282-23-6221		0282-24-9850		328-0074		栃木市薗部町2-5-9		1		0		2		2		0		0		0		栃木市 トチギシ																栃木市 トチギシ		栃木市 トチギシ		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		3		2		2		2		2		3		2		2		2		2		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		3		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		3		2		2		2		2		3		2		2		2		2		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		2		2		2		2		3

		否 ヒ		訪問看護ステーションこすもす		0285-80-5511		0285-80-5512		321-4337		真岡市上高間木2-24-4		4		2		0		1		0		0		0																		鹿沼市 カヌマシ				1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		3		2		2		2		3		3		2		2		2		3		3		2		2		2		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		3		3		3		3		3		3		3		2		2		2		3		3		2		2		2		3		3		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		2		2		2		2		3		2		2		2		2		3		2		2		2		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		1		3		3		3		3		3		2		2		2		2		2		緊急時に主治医又はバッックベットのある病院との連携がとれる体制が整っていないと、在宅での対応に不安があります。
現在のところ、小児科、精神科看護を経験したスタッフがいない為、受け入れに不安がありますので今回はガイドマップ等に公表することに同意する事は控えさせていただきたいと思います。 キンキュウジ シュジイ マタ ビョウイン レンケイ タイセイ トトノ ザイタク タイオウ フアン ゲンザイ ショウニカ セイシンカ カンゴ ケイケン タメ ウ イ フアン コンカイ ナド コウヒョウ ドウイ コト ヒカ オモ

		否 ヒ		訪問看護ステーションひばり		0289-64-7226		0289-64-2225		322-8550		鹿沼市下田町1-1033		6		1		0		1		0		0		0		鹿沼市 カヌマシ																那須塩原市 ナスシオバラ シ		市内及び近隣市 シナイ オヨ キンリン シ		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		0		1		1		2

chizuru_tanaka: 未記入		1		1		2		2		1		2		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		1		3		3		1		1		1		3		3		3		3		1		3		3		1		1		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		1		3		3		3		1		1		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1

		否 ヒ		訪問看護ステーション那須		0287-73-5048		0287-63-4566		325-0023		那須塩原市豊浦10-706		5		0		2		0		0		0		0		那須塩原市 ナスシオバラ シ		大田原市 オオタワラシ		那須町 ナスマチ												大田原市 オオタワラシ		那須塩原市、大田原市、那須町 ナスシオバラ シ オオタワラシ ナスマチ		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		0		0		1		0		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		2

chizuru_tanaka: 未記入		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1

		承諾 ショウダク		さくら訪問看護ステーション		0287-29-3252		0287-29-3252		324-0058		大田原市紫塚3-2633-10		5		0		0		1		0		0		0		大田原市 オオタワラシ		那須塩原市 ナスシオバラ シ		矢板市 ヤイタシ												野木町 ノギマチ		大田原市、那須塩原市、矢板市 オオタワラシ ナスシオバラ シ ヤイタ シ		1		0		1		1		1		1		1		1		1		0		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		0		1		1		3		3		3		3		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		小児の受入数（実績）が少ないので、実際依頼があった場合、入院中から手技等の指導を受けたいと思います。 ショウニ ウケイレスウ ジッセキ スク ジッサイ イライ バアイ ニュウインチュウ シュギ ナド シドウ ウ オモ

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションたんぽぽ		0280-57-1888		0280-57-3819		329-0101		下都賀郡野木町友沼5119-12		20		3		0		5		0		0		2		野木町 ノギマチ		小山市 オヤマシ		旧藤岡町 キュウ フジオカマチ												宇都宮市 ウツノミヤシ		野木町、小山市、旧藤岡町 ノギマチ オヤマシ キュウ フジオカマチ		1		1		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		1		1		1		1		1		1		0		0		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		3		1		1		1		1		1		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		3		3		3		3		3		1		1		3		2		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		2		2		2		2		2		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		受け入れてくれる訪問看護Stの数が少ないと思います。研修会の機会を設けてサービス体制が構築できると良いと思います。 ウ イ ホウモン カンゴ カズ スク オモ ケンシュウカイ キカイ モウ タイセイ コウチク ヨ オモ

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションうつのみや		028-612-6103		028-612-6104		320-0852		宇都宮市下砥上町字並塚643番地1		11		0		0		0		0		0		1		宇都宮市 ウツノミヤシ		壬生町 ミブマチ														下野市 シモノ シ		宇都宮市、壬生町 ウツノミヤシ ミブマチ		1		1		0		0		1		1		1		1		1		0		0		0		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		2

chizuru_tanaka: 未記入		3		3		3		3		1		2		2		2		2		2		3		3		3		1		1		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		3		3		3		1		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		3		3		3		1		1		3		3		3		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーション石橋		0285-52-2293		0285-52-2268		329-0511		下野市石橋628番地		7		0		0		1		0		0		1		下野市 シモノ シ		上三川町 カミノカワマチ		壬生町 ミブマチ		宇都宮市 ウツノミヤシ										那須塩原市 ナスシオバラ シ		下野市、上三川町、壬生町、宇都宮市（部） シモノ シ カミノカワマチ ミブマチ ウツノミヤシ ブ		1		1		0		0		1		1		1		1		1		0		1		0		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		3		1		1		1		1		1		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		1		3		3		3		3		3		3		3		3		1		1		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		2		2		2		2		2		最近、訪問依頼が増えてきていますが、私たち看護師の力量不足から利用者家族へ満足のいく看護が提供できないように感じています。現在の、利用者家族から教わることが多くあり、私たちが勉強になります。ただ、訪問していて思うことは、ご両親の今までの経験でケアが進み危険であり、指導させていただいても理解が得られないこともあり、ジレンマとなっています。例）誤嚥性肺炎を繰り返している方にヘッドアップして食事を摂るよう説明してもフラットのままであったり、他の方でPEG造設されているので、栄養はPEGからにして経口からは楽しみ程度にしてと言っても、食事を経口から摂るなど。 サイキン ホウモン イライ フ ワタクシ カンゴシ リキリョウ ブソク リヨウシャ カゾク マンゾク カンゴ テイキョウ カン ゲンザイ リヨウシャ カゾク オソ オオ ワタシ ベンキョウ ホウモン オモ リョウシン イマ ケイケン スス キケン シドウ リカイ エ レイ ゴエンセイ ハイエン ク カエ カタ ショクジ ト セツメイ ホカ カタ ゾウ セツ エイヨウ ケイコウ タノ テイド イ ショクジ ケイコウ ト

		承諾 ショウダク		マロニエ訪問看護ステーション		0287-37-6322		0287-39-3305		329-2763		那須塩原市井口537-3 にしなすの総合在宅ｹｱｾﾝﾀｰ内		5		7		0		5		0		2		1		那須塩原市 ナスシオバラ シ		那須町 ナスマチ		大田原市 オオタワラシ												足利市 アシカガシ		那須塩原市、那須町、大田原市　リハビリのみ→那珂川町訪問可能 ナスシオバラ シ ナスマチ オオタワラシ ナカガワ マチ ホウモン カノウ		1		1		1		0		1		1		1		1		0		0		0		1		1		1		1		1		1		0		1		1		1		1		1		1		0		0		1		1		1		0		1		0		0		0		1		0		1		1		1		1		1		1		3		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーション佐野		0283-86-7013		0283-86-7031		327-0847		佐野市天神町７７４－２２ メープルハイツ１０１号室		3		0		1		0		0		0		1		足利市 アシカガシ		佐野市 サノシ		栃木市 トチギシ												大田原市 オオタワラシ		足利市、佐野市、栃木市（旧岩船市） アシカガシ サノシ トチギシ キュウ イワフネ シ		0		0		0		0		1		0		1		0		1		0		0		0		1		0		0		0		1		0		1		0		0		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		2		2		2		2		2		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1

		承諾 ショウダク		とちぎ訪問看護ステーションくろばね		0287-54-0507		0287-54-0580		324-0241		大田原市黒羽向町142番地		6		0		0		0		1		0		2		大田原市 オオタワラシ		那須塩原市 ナスシオバラ シ		那須町 ナスマチ		那珂川町 ナカガワマチ										鹿沼市 カヌマシ		大田原市、那須塩原市、那須町、那珂川町 オオタワラシ ナスシオバラ シ ナスマチ ナカガワマチ		1		0		0		0		1		1		1		1		1		0		1		0		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		3		3		3		3		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		1		2		2		2		2		2		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3

		承諾 ショウダク		鹿沼訪問看護ステーション		0289-60-5650		0289-60-1687		322-0021		鹿沼市上野町320-3高橋ビル１階１０３号室		5		0		0		0		0		0		0		鹿沼市 カヌマシ		旧宇都宮市 キュウ ウツノミヤシ		旧今市市 キュウ イマイチシ		壬生町 ミブマチ		西片町 ニシカタマチ								宇都宮市 ウツノミヤシ		鹿沼市、旧宇都宮市、旧今市市、壬生町、西片町 カヌマシ キュウ ウツノミヤシ キュウ イマイチシ ミブマチ ニシカタマチ		0		0		0		0		0		0		1		0		1		0		0		0		1		0		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		2

chizuru_tanaka: 未記入		2		2		2		2		1		2		2		2		2		3		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションほっと		028-626-5739		028-625-8201		321-0974		宇都宮市竹林町958		11		0		0		2		0		0		0		宇都宮市 ウツノミヤシ																真岡市 モオカシ		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2

		承諾 ショウダク		芳賀赤十字訪問看護ステーション		0285-84-8266		0285-84-8266		321-4306		真岡市台町2461		6		0		0		0		0		0		0		真岡市 モオカシ		益子町 マシコマチ		芳賀町 ハガマチ		茂木町 モギマチ										上三川町 カミノカワマチ		芳賀郡全域（真岡市、益子町、芳賀町、茂木町） ハガ グン ゼンイキ モオカシ マシコマチ ハガマチ モギ マチ		1		1		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		3		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		当ステーションは今年度小児在宅医との連携を開始することができました。安心して在宅療養を継続できるよう、多職種と連携し、実施しています。高齢者が介護サービスを選択するように、サービスの充実は得られていません。現実は家族だけで利用者（児）のケアを実施しているケースもあり家族の介護負担は大きいと考えます。負担軽減のためには、スムーズなレスパイト入院や日中の一時お預かり等充実した施設が増えることでさらに安心した療養環境の提供ができると思います。よろしくお願いいたします。 トウ コンネンド ショウニ ザイタク イ レンケイ カイシ アンシン ザイタク リョウヨウ ケイゾク タ ショクシュ レンケイ ジッシ コウレイシャ カイゴ センタク ジュウジツ エ ゲンジツ カゾク リヨウシャ ジ ジッシ カゾク カイゴ フタン オオ カンガ フタン ケイゲン ニュウイン ニッチュウ イチジ アズ ナド ジュウジツ シセツ フ アンシン リョウヨウ カンキョウ テイキョウ オモ ネガ

		承諾 ショウダク		とちぎ訪問看護ステーションみぶ		0282-82-7262		0282-82-7260		321-0218		下都賀郡壬生町落合1-18-12		16		0		0		0		0		0		1		上三川町 カミノカワマチ		下野市 シモツケシ		壬生町 ミブマチ		宇都宮市 ウツノミヤシ										宇都宮市 ウツノミヤシ		上三川町、下野市、壬生町、宇都宮 カミノカワマチ シモノ シ ミブ チョウ ウツノミヤ		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		1		0		1		1		1		1		1		1		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		病院との連携が大切。在宅生活を支援するためにチームで対応する（介護者の支援） ビョウイン レンケイ タイセツ ザイタク セイカツ シエン タイオウ カイゴシャ シエン

		承諾 ショウダク		ＷＡＤＥＷＡＤＥ訪問看護ステーション		028-666-5420		028-666-5460		321-0923		栃木県宇都宮市下栗町2913-1 ３２１－０９２３		12		0		0		0		0		0		0		宇都宮市 ウツノミヤシ		上三川町 カミノカワマチ														那須烏山市 ナスカラスヤマシ		宇都宮市、上三川町、 ウツノミヤシ カミノカワマチ		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		0		0		1		0		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		重心の方を看る側（介護者）の負担軽減の必要性を感じてしまいます。まだまだ「私がやらなければ」という気持ちが強く、様々な資源活用へと動きが進むような発信が大切だと思っています。 ジュウシン カタ ミ ガワ カイゴシャ フタン ケイゲン ヒツヨウセイ カン ワタシ キモ ツヨ サマザマ シゲン カツヨウ ウゴ スス ハッシン タイセツ オモ

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションあい		0287-83-8035		0287-83-8222		321-0628		那須烏山市金井2-5-9 ベンチャープラザ7号室 ゴウシツ		8		0		1		0		0		0		1		那須烏山市 ナスカラスヤマシ		那珂川町 ナカガワマチ		茂木町 モギマチ		一貝町 イチ ガイ チョウ										足利市 アシカガシ		那須烏山市、那珂川町、茂木町、一貝町 ナスカラスヤマシ ナカガワマチ モギマチ イチ ガイ マチ		1		1		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		0		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		小児や重心など医療依存度が高い方には家族が安心して預けられる事業所とスタッフが必要です（レスパイトの本当の意味で）訪問看護スタッフが動きやすい仕組みがあればもっと介入できると思います。例えば在宅以外への支援での算定が可能になる。長時間支援が可能になるなど。在宅支援診療所が多ければ助かります。開業医で努力してくださる医師の力で乗り切っている地域は特にそう感じます。後方病院親元病院との連携、地域との調整などスムーズにシームレスに行われるとうれしいです。行政からの介入が少なく、制度のことなど知らないまま苦労されている方が多いので、窓口での丁寧かつタイミングよく助言をしていただくと嬉しいです。 ショウニ ジュウシン イリョウ イゾンド タカ カタ カゾク アンシン アズ ジギョウショ ヒツヨウ ホントウ イミ ホウモン カンゴ ウゴ シク カイニュウ オモ タト ザイタク イガイ シエン サンテイ カノウ チョウジカン シエン カノウ ザイタク シエン シンリョウジョ オオ タス カイギョウイ ドリョク イシ チカラ ノ キ チイキ トク カン コウホウ ビョウイン オヤモト ビョウイン レンケイ チイキ チョウセイ オコナ ギョウセイ カイニュウ スク セイド シ クロウ カタ オオ マドグチ テイネイ ジョゲン ウレ

		承諾 ショウダク		あおい訪問看護ステーション		0284-73-9456		0284-72-7600		326-0831		足利市堀込町2556 セレッソ・コート１階		16		0		0		4		0		0		0		足利市 アシカガシ		佐野市 サノシ														大田原市 オオタワラシ		足利市とその周辺（佐野市、館林市、巴楽町、太田市、桐生市） アシカガシ シュウヘン サノシ タテバヤシシ トモエ ラク マチ オオタシ キリュウシ		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1

		承諾 ショウダク		那須赤十字訪問看護ステーション		0287-23-8866		0287-23-8903		324-8686		大田原市中田原1081-4		8		1		0		0		0		0		0		大田原市 オオタワラシ		那須塩原市 ナスシオバラ シ														大田原市 オオタワラシ		大田原市、那須塩原市（一部を除く） オオタワラシ ナスシオバラ シ イチブ ノゾ		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		1		1		0		1		0		1		1		1		0		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションゆりの木		0287-47-5123		0287-47-5124		324-0028		大田原市山の手1-1-7 ヤマ テ		4		0		0		0		0		0		0		大田原市 オオタワラシ		那須塩原市 ナスシオバラ シ		那珂川町 ナカガワマチ												足利市 アシカガシ		大田原市、那須塩原市、那珂川町 オオタワラシ ナスシオバラ シ ナカガワマチ		1		1		1		0		1		1		1		1		0		0		0		1		1		0		1		1		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		0		0		1		0		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		3		1		1		1		1		2		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		3		1		1		1		1		3		1		1		1		1		1		1		1		1		3		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		3		3		1		3		3		1		1		1		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		重症心身障害児施設で勤務したことのある看護師が2名いますので積極的に依頼があれば支援させていただきたいと思っています。こどもはやはり親元で成長発達できることが何よりも必要なことであると思っています。 ジュウショウ シンシン ショウガイ ジ シセツ キンム カンゴシ メイ セッキョクテキ イライ シエン オモ オヤモト セイチョウ ハッタツ ナニ ヒツヨウ オモ

		承諾 ショウダク		ライフ訪問看護リハビリテーション		0284-64-8799		0284-64-8335		326-0831		足利市堀込町2656-7　ASKビル３０１号		5		0		0		1		0		0		0		足利市 アシカガシ		佐野市 サノシ														小山市 オヤマシ		足利市、佐野市、館林市、邑楽郡、太田市、桐生市 アシカガシ サノシ タテバヤシシ オウラ グン オオタシ キリュウシ		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		この件に関する研修の案内が少ないため、学ぶ機会をもっと増やしてほしい ケン カン ケンシュウ アンナイ スク マナ キカイ フ

		承諾 ショウダク		わくわく訪問看護ステーションおやま		0285-24-6575		0285-20-0255		323-0022		小山市駅東通り3-9-6		11		0		0		5		0		0		0		小山市 オヤマシ		下野市 シモツケシ		栃木市 トチギシ												宇都宮市 ウツノミヤシ		小山市、結城市（茨城県）、下野市の一部、栃木市（PTのみ） オヤマシ ユウキシ イバラキケン シモノ シ イチブ トチギシ		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		1		1		1		1		3		3		3		1		1		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		自立支援のケアマネージャーがいるが、医療福祉行政をうまく連携してまとめる役割が果たせていない。それぞれが別々で動いており、介護者が困ったときの相談窓口に迷う。 ジリツ シエン イリョウ フクシ ギョウセイ レンケイ ヤクワリ ハ ベツベツ ウゴ カイゴシャ コマ ソウダン マドグチ マヨ

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーション風		028-612-1333		028-612-1384		321-0117		宇都宮市城南3丁目5-6		3		1		0		1		0		0		0		宇都宮市 ウツノミヤシ		鹿沼市 カヌマシ		下野市 シモツケシ		壬生町 ミブマチ										宇都宮市 ウツノミヤシ		宇都宮、鹿沼、下野、壬生 ウツノミヤ カヌマ シモノ ミブ		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		1		1		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1

		承諾 ショウダク		宮の橋訪問看護ステーション		028-635-9839		028-635-9839		321-0963		宇都宮市南大通り1-1-23		7		0		0		1		0		0		0		宇都宮市 ウツノミヤシ																栃木市 トチギシ		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		1		1		0		1		1		1		1		1		0		0		0		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		レスパイト等受け入れ先が少ない。市のコーディネーター様がご多忙の様子であり、要望に対しての対応にかなりの時間を要する（対応されないこともある）。年度変わるときなど、担当者（市）の引き継ぎがされず、進んでいた調整も振り出しに戻ってしまうことがある。 トウ ウ イ サキ スク シ サマ タボウ ヨウス ヨウボウ タイ タイオウ ジカン ヨウ タイオウ ネンド カ タントウシャ シ ヒ ツ スス チョウセイ フ ダ モド

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションオリーブ		0282-27-8414		0282-27-8415		328-0027		栃木市今泉町1丁目17番29号		7		0		0		0		0		0		0		栃木市 トチギシ		小山市 オヤマシ		下野市 シモツケシ		壬生町 ミブマチ										佐野市 サノシ		栃木市、小山市、下野市、壬生町 トチギシ オヤマシ シモノ シ ミブ マチ		1		1		1		0		1		1		1		1		0		0		0		0		1		1		1		1		0		0		1		1		1		0		1		1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションマザーの家		0283-85-7771		0283-85-7772		327-0504		佐野市中町942-1		2		0		3		0		0		0		0		佐野市 サノシ																さくら市 シ		佐野市 サノシ		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーション卯の郷		028-682-7770		028-682-7766		329-1311		さくら市氏家2650番地		3		0		0		0		0		0		0		さくら市 シ		塩谷町 シオヤ マチ		那須烏山市 ナスカラスヤマシ		宇都宮市 ウツノミヤシ		高根沢町 タカネザワマチ								高根沢町 タカネザワマチ		さくら市（周辺15ｋｍ以内）、塩谷町、那須烏山市、宇都宮市、高根沢町 シ シュウヘン イナイ シオヤ マチ ナスカラスヤマシ ウツノミヤシ タカネザワ マチ		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		3		3		3		3		3		1		2		2		2		2		2		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		2		2		2		3		3		3		3		1		1		1		3		3		3		3		1		2		2		2		2		2		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		2		2		2		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションたかねざわ		028-680-1701		028-680-1702		329-1233		塩谷郡高根沢町宝積寺2426-8 		16		0		0		0		0		0		0		高根沢町 タカネザワマチ		さくら市 シ		那須烏山市 ナスカラスヤマシ		芳賀町 ハガマチ		一貝町 イチ ガイ チョウ		茂木町 モギマチ		益子町 マシコ チョウ		宇都宮市 ウツノミヤシ		小山市 オヤマシ		高根沢町、さくら市、那須烏山市、芳賀町、市貝町、茂木町、益子町、宇都宮市 タカネザワマチ シ ナスカラスヤマシ ハガ マチ イチ カイ チョウ モギマチ マシコ チョウ ウツノミヤシ		1		1		1		0		1		1		1		1		1		0		1		0		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		2		2		2		2		2

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションみどり		0285-45-8362		0285-45-8397		329-0214		小山市乙女786-1		3		0		1		0		0		0		0		小山市 オヤマシ		栃木市 トチギシ		古河市 コガシ												宇都宮市 ウツノミヤシ		小山市、栃木市、古河市、結城市 オヤマシ トチギシ コガシ ユウキシ		0		0		1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		1		0		1		0		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		3		2		2		2		3		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		1		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		1		1		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		訪問看護師がもっと社会資源として同行できるとよいと思う。在宅での療養はもっと看護師が活躍できる体制が整うとよいと思った。 ホウモン カンゴシ シャカイ シゲン ドウコウ オモ ザイタク リョウヨウ カンゴシ カツヤク タイセイ トトノ オモ

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションあるく		028-643-5586		028-678-8796		320-0036		宇都宮市小幡2-6-14 		5		0		1		0		0		0		1		宇都宮市 ウツノミヤシ																小山市 オヤマシ		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		0		1		0		1		0		1		0		0		1		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3

		承諾 ショウダク		とちぎ訪問看護ステーションおやま		0285-39-8602		0285-39-8607		323-0827		栃木県小山市神鳥谷2251-7 ３２３－０８２７		12		0		0		0		0		0		1		小山市 オヤマシ		下野市 シモツケシ		野木町 ノギマチ												宇都宮市 ウツノミヤシ		小山市、下野市（南部）、野木町（北部） オヤマシ シモノ シ ナンブ ノギ マチ ホクブ		1		1		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		1		1		1		0		0		1		0		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		3		3		1		1		1		3		1		1		1		1		小児の重症心身障害児の訪問看護を行っていく上で。たびたび感じるのが成長に伴った教育、就学が難しく親御さんの希望通りにいかないことが多く残念に思います。難しいところだと思いますが… ショウニ ジュウショウ シンシン ショウガイジ ホウモン カンゴ オコナ ウエ カン セイチョウ トモナ キョウイク シュウガク ムズカ オヤゴ キボウ ドオ オオ ザンネン オモ ムズカ オモ

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションここあ		028-600-3735		028-600-3736		321-2116		栃木県宇都宮市徳次郎町998-9 ３２１－２１１６		10		1		0		1		0		0		2		宇都宮市 ウツノミヤシ		日光市 ニッコウシ														高根沢町 タカネザワ マチ		宇都宮市、日光市、 ウツノミヤシ ニッコウシ		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2

chizuru_tanaka: 未記入		

chizuru_tanaka: 未記入		

chizuru_tanaka: 未記入		

chizuru_tanaka: 未記入		

chizuru_tanaka: 未記入		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3

																																												小山市 オヤマシ

																																												大田原市 オオタワラシ				28		21		24		11		30		23		31		24		28		14		22		17		32		21		31		19		32		6		33		7		31		8		33		20		33		18		16		9		29		2		30		4		28		3		30		3		32		6		31		4		33		22

																																												那須塩原市 ナスシオバラ シ				28		21		24		11		30		23		31		24		28		14		22		17		32		21		31		19		32		6		33		7		31		8		33		20		33		18		16		9		29		2		30		4		28		3		30		3		32		6		31		4		33		22

																																												小山市 オヤマシ

																																												壬生町 ミブマチ

																																												上三川町 カミノカワマチ

																																												那須町 ナスマチ

														260		19		15		35		1		4		16																		佐野市 サノシ				Q2.いままでに以下の項目を在宅看護で行ったことがありますか（あるものすべてにチェックをしてください）																																																																																						Q4.依頼があった場合に可能な医療的ケアと身体介護についてお答えください

				事業所名 ジギョウショ メイ		電話番号 デンワ バンゴウ		FAX番号 バンゴウ		郵便番号 ユウビンバンゴウ		所在地 ショザイチ		職員構成（常勤・非常勤は問いません）【人数：名】 ショクイン コウセイ ジョウキン ヒジョウキン ト ニンズウ メイ																														那須塩原市 ナスシオバラ シ		訪問可能な主な市町村 ホウモン カノウ オモ シチョウソン		在宅人工呼吸器の管理 ザイタク ジンコウ コキュウキ カンリ				気管カニューレの交換 キカン コウカン				気管カニューレ部位のガーゼ交換 キカン ブイ コウカン				気管内吸引 キカンナイ キュウイン				食事介助 ショクジ カイジョ				経鼻チューブの交換 ケイビ コウカン				胃瘻の管理 イロウ カンリ				経管栄養の注入 ケイカン エイヨウ チュウニュウ				ストーマの管理 カンリ				尿道カテーテルの管理 ニョウドウ カンリ				導尿 ドウニョウ				入浴介助 ニュウヨク カイジョ				看護師によるリハビリテーション カンゴシ				OTもしくはPTによるリハビリテーション				中心静脈カテーテル管理 チュウシン ジョウミャク カンリ				高カロリー輸液の管理 コウ ユエキ カンリ				薬剤の静注（抗生物質や利尿剤など） ヤクザイ ジョウチュウ コウセイ ブッシツ リニョウザイ				麻薬による疼痛コントロール マヤク ウズ ツウ				終末期の医療的ケア シュウマツキ イリョウテキ				在宅での看取り ザイタク ミト				24時間対応 ジカン タイオウ						在宅人工呼吸器の管理 ザイタク ジンコウ コキュウキ カンリ										気管カニューレの交換 キカン コウカン										気管カニューレの管理（日常の交換以外の対応） キカン カンリ ニチジョウ コウカン イガイ タイオウ										気管内吸引 キカンナイ キュウイン										食事介助 ショクジ カイジョ										経鼻チューブの交換 ケイビ コウカン										ストーマの管理 カンリ										尿道カテーテルの管理 ニョウドウ カンリ										導尿 ドウニョウ										入浴介助 ニュウヨク カイジョ										看護師によるリハビリテーション カンゴシ										OTもしくはPTによるリハビリテーション										中心静脈カテーテル管理 チュウシン ジョウミャク カンリ										高カロリー輸液の管理 コウ ユエキ カンリ										薬剤の静注（抗生物質や利尿剤など） ヤクザイ ジョウチュウ コウセイ ブッシツ リニョウザイ										麻薬による疼痛コントロール マヤク トウツウ										終末期の医療的ケア シュウマツキ イリョウテキ										在宅での看取り ザイタク ミト										24時間対応 ジカン タイオウ										外出の介助 ガイシュツ カイジョ										通院の介助 ツウイン カイジョ

														看護師 カンゴシ		作業療法士 サギョウ リョウホウシ		准看護師 ジュンカンゴシ		理学療法士 リガク リョウホウシ		保健師 ホケンシ		言語療法士 ゲンゴ リョウホウシ		その他 タ																		旧宇都宮市 キュウ ウツノミヤシ				成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ				乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ

																												訪問可能市町村 ホウモン カノウ シチョウソン		事業所数 ジギョウショ スウ														益子町 マシコマチ																																																																																								できる		18		20		19		20		27		9		11		13		13		18		22		22		22		24		30		25		25		26		29		34		25		25		26		27		31		16		17		19		21		27		21		22		23		26		32		16		18		22		25		33		16		18		22		24		32		26		25		29		30		31		18		20		22		23		30		9		10		9		9		12		20		20		23		25		31		21		22		24		27		32		14		14		16		18		27		12		12		13		15		25		18		17		19		20		28		19		18		19		21		29		23		23		24		25		33		7		7		9		10		14		5		6		7		8		11

																				成人 セイジン		小児 ショウニ						足利市 アシカガシ		3														下野市 シモツケシ																																																																																								できない		8		7		8		5		1		18		15		14		12		6		6		6		6		4		1		5		5		5		4		0		6		6		6		5		1		11		11		11		9		3		5		5		5		3		0		8		8		8		5		0		9		8		8		5		0		5		6		5		4		1		8		7		7		6		2		19		18		18		19		17		7		7		7		6		1		6		6		6		5		1		10		10		10		7		2		6		6		6		5		1		6		6		6		5		2		5		5		5		4		1		5		5		5		4		1		11		11		11		10		7		17		17		17		16		13

																		在宅人工呼吸器の管理 ザイタク ジンコウ コキュウキ カンリ		28		21						市貝町 イチ		2														上三川町 カミノカワマチ																																																																																								要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン		8		7		7		9		6		7		8		7		9		10		6		6		6		6		3		4		4		3		1		0		3		3		2		2		2		7		6		4		4		4		8		7		6		5		2		10		8		4		4		1		9		8		4		5		2		3		3		0		0		2		8		7		5		5		2		6		6		7		6		5		7		7		4		3		2		7		6		4		2		1		10		10		8		9		5		16		16		15		14		8		10		11		9		9		4		10		11		10		9		4		6		6		5		5		0		16		16		14		14		13		12		11		10		10		10

																		気管カニューレの交換 キカン コウカン		24		11						宇都宮市		13														那珂川町 ナカガワマチ

																		気管カニューレ部位のガーゼ交換 キカン ブイ コウカン		30		23						大田原市		6														佐野市 サノシ																																																																																								Ｑ4.できる

																		気管内吸引 キカンナイ キュウイン		31		24						小山市		6														那須塩原市 ナスシオバラ シ				看護師 カンゴシ		作業療法士 サギョウ リョウホウシ		准看護師 ジュンカンゴシ		理学療法士 リガク リョウホウシ		保健師 ホケンシ		言語療法士 ゲンゴ リョウホウシ		その他 タ																																																																										在宅人工呼吸器の管理		気管カニューレの交換		気管カニューレの管理
（日常の交換以外の対応）		気管内吸引		食事介助		経鼻チューブの交換		ストーマの管理		尿道カテーテルの管理		導尿		入浴介助		看護師による
リハビリテーション				OTもしくはPTによる
リハビリテーション		中心静脈カテーテル管理 チュウシン ジョウミャク カンリ		高カロリー輸液の管理 コウ ユエキ カンリ		薬剤の静注
（抗生物質や利尿剤など） ヤクザイ ジョウチュウ コウセイ ブッシツ リニョウザイ		麻薬による疼痛コントロール マヤク トウツウ		終末期の医療的ケア シュウマツキ イリョウテキ		在宅での看取り ザイタク ミト		24時間対応 ジカン タイオウ		外出の介助		通院の介助

																		食事介助 ショクジ カイジョ		28		14						鹿沼市		3														那須塩原市 ナスシオバラ シ				260		19		15		35		1		4		16																																																																								乳児～2歳 ニュウジ サイ		18		9		22		25		25		16		21		16		16		26		18		乳児～2歳 ニュウジ サイ		9		20		21		14		12		18		19		23		7		5

																		経鼻チューブの交換 ケイビ コウカン		22		17						上三川町		3														佐野市 サノシ																																																																																								3～6歳 サイ		20		11		22		25		25		17		22		18		18		25		20		3～6歳 サイ		10		20		22		14		12		17		18		23		7		6

																		胃瘻の管理 イロウ カンリ		32		21						さくら市		2														下野市 シモツケシ																																																																																								7歳～12歳 サイ サイ		19		13		22		26		26		19		23		22		22		29		22		7歳～12歳 サイ サイ		9		23		24		16		13		19		19		24		9		7

																		経管栄養の注入 ケイカン エイヨウ チュウニュウ		31		19						佐野市 サノシ		4														鹿沼市 カヌマシ				看護師 カンゴシ		260						できる		できない		要相談 ヨウ ソウダン																																																																								13～17歳 サイ		20		13		24		29		24		21		26		25		24		30		23		13～17歳 サイ		9		25		27		18		15		20		21		25		10		8

																		ストーマの管理 カンリ		32		6						塩谷町 シオヤ マチ		1														小山市 オヤマシ				作業療法士 サギョウ リョウホウシ		19						14		6		14																																																																								18歳以上 サイイジョウ		27		18		30		34		31		27		32		33		32		31		30		18歳以上 サイイジョウ		12		31		32		27		25		28		29		33		14		11













																		尿道カテーテルの管理 ニョウドウ カンリ		33		7						下野市		6														塩谷町 シオヤ マチ				准看護師 ジュンカンゴシ		15

																		導尿 ドウニョウ		31		8						高根沢町		3														さくら市 シ				理学療法士 リガク リョウホウシ		35																																																																																		Ｑ4.できない

																				成人 セイジン		小児 ショウニ

																		入浴介助 ニュウヨク カイジョ		33		20						栃木市 トチギシ		8														栃木市 トチギシ				保健師 ホケンシ		1																																																																																				在宅人工呼吸器の管理		気管カニューレの交換		気管カニューレの管理
（日常の交換以外の対応）		気管内吸引		食事介助		経鼻チューブの交換		ストーマの管理		尿道カテーテルの管理		導尿		入浴介助		看護師による
リハビリテーション				OTもしくはPTによる
リハビリテーション		中心静脈カテーテル管理 チュウシン ジョウミャク カンリ		高カロリー輸液の管理 コウ ユエキ カンリ		薬剤の静注
（抗生物質や利尿剤など） ヤクザイ ジョウチュウ コウセイ ブッシツ リニョウザイ		麻薬による疼痛コントロール マヤク トウツウ		終末期の医療的ケア シュウマツキ イリョウテキ		在宅での看取り ザイタク ミト		24時間対応 ジカン タイオウ		外出の介助		通院の介助

																		看護師によるリハビリテーション カンゴシ		33		18						那珂川町		3														下野市 シモツケシ				言語療法士 ゲンゴ リョウホウシ		4																																																																																		乳児～2歳 ニュウジ サイ		8		18		6		5		6		11		5		8		9		5		8		乳児～2歳 ニュウジ サイ		19		7		6		10		6		6		5		5		11		17

																		OTもしくはPTによるリハビリテーション		16		9						那須烏山市		3														日光市 ニッコウシ				その他 タ		16																																																																																		3～6歳 サイ		7		15		6		5		6		11		5		8		8		6		7		3～6歳 サイ		18		7		6		10		6		6		5		5		11		17

																		中心静脈カテーテル管理 チュウシン ジョウミャク カンリ		29		2						那須塩原市		6														壬生町 ミブマチ																																																																																								7歳～12歳 サイ サイ		8		14		6		5		6		11		5		8		8		5		7		7歳～12歳 サイ サイ		18		7		6		10		6		6		5		5		11		17

																		高カロリー輸液の管理 コウ ユエキ カンリ		30		4						那須町 ナスマチ		3														那須町 ナスマチ																																																																																								13～17歳 サイ		5		12		4		4		5		9		3		5		5		4		6		13～17歳 サイ		19		6		5		7		5		5		4		4		10		16

																		薬剤の静注（抗生物質や利尿剤など） ヤクザイ ジョウチュウ コウセイ ブッシツ リニョウザイ		28		3						日光市 ニッコウシ		2														矢板市 ヤイタシ																																																																																								18歳以上 サイイジョウ		1		6		1		0		1		3		0		0		0		1		2		18歳以上 サイイジョウ		17		1		1		2		1		2		1		1		7		13

																		麻薬による疼痛コントロール マヤク ウズ ツウ		30		3						野木町 ノギマチ		2														旧藤岡町 キュウ フジオカマチ

																		終末期の医療的ケア シュウマツキ イリョウテキ		32		6						芳賀町 ハガマチ		2														壬生町 ミブマチ																																																																																								Ｑ4.要相談 ヨウ ソウダン

																		在宅での看取り ザイタク ミト		31		4						益子町 マシコマチ		2														大田原市 オオタワラシ																																																																																										在宅人工呼吸器の管理		気管カニューレの交換		気管カニューレの管理
（日常の交換以外の対応）		気管内吸引		食事介助		経鼻チューブの交換		ストーマの管理		尿道カテーテルの管理		導尿		入浴介助		看護師による
リハビリテーション				OTもしくはPTによる
リハビリテーション		中心静脈カテーテル管理 チュウシン ジョウミャク カンリ		高カロリー輸液の管理 コウ ユエキ カンリ		薬剤の静注
（抗生物質や利尿剤など） ヤクザイ ジョウチュウ コウセイ ブッシツ リニョウザイ		麻薬による疼痛コントロール マヤク トウツウ		終末期の医療的ケア シュウマツキ イリョウテキ		在宅での看取り ザイタク ミト		24時間対応 ジカン タイオウ		外出の介助		通院の介助

																		24時間対応 ジカン タイオウ		33		22						壬生町 ミブマチ		7														栃木市 トチギシ																																																																																								乳児～2歳 ニュウジ サイ		8		7		6		4		3		7		8		10		9		3		8		乳児～2歳 ニュウジ サイ		6		7		7		10		16		10		10		6		16		12

																												真岡市 モオカシ		1														那須町 ナスマチ																																																																																								3～6歳 サイ		7		8		6		4		3		6		7		8		8		3		7		3～6歳 サイ		6		7		6		10		16		11		11		6		16		11

																												茂木町 モギマチ		3														旧今市市 キュウ イマイチシ																																																																																								7歳～12歳 サイ サイ		7		7		6		3		2		4		6		4		4		0		5		7歳～12歳 サイ サイ		7		4		4		8		15		9		10		5		14		10

																												矢板市 ヤイタシ		1														芳賀町 ハガマチ						Q3.現時点で、依頼のあった場合、重症心身障害児（者）の在宅医療を行うことはできますか ゲンジテン イライ バアイ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ ザイタク イリョウ オコナ																																																																																		13～17歳 サイ		9		9		6		1		2		4		5		4		5		0		5		13～17歳 サイ		6		3		2		9		14		9		9		5		14		10

																																												壬生町 ミブマチ				できる		14																																																																																		18歳以上 サイイジョウ		6		10		3		0		2		4		2		1		2		2		2		18歳以上 サイイジョウ		5		2		1		5		8		4		4		0		13		10

																																												茂木町 モギマチ				できない		6

																																												那珂川町 ナカガワマチ				要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン		14

																																												栃木市 トチギシ

																																												下野市 シモツケシ

																																												下野市 シモツケシ				在宅人工呼吸器の管理 ザイタク ジンコウ コキュウキ カンリ		気管カニューレの交換 キカン コウカン		気管カニューレ部位のガーゼ交換 キカン ブイ コウカン		気管内吸引 キカンナイ キュウイン		食事介助 ショクジ カイジョ		経鼻チューブの交換 ケイビ コウカン		胃瘻の管理 イロウ カンリ		経管栄養の注入 ケイカン エイヨウ チュウニュウ		ストーマの管理 カンリ		尿道カテーテルの管理 ニョウドウ カンリ		導尿 ドウニョウ		入浴介助 ニュウヨク カイジョ		看護師によるリハビリテーション カンゴシ		OTもしくはPTによるリハビリテーション		中心静脈カテーテル管理 チュウシン ジョウミャク カンリ		高カロリー輸液の管理 コウ ユエキ カンリ		薬剤の静注（抗生物質や利尿剤など） ヤクザイ ジョウチュウ コウセイ ブッシツ リニョウザイ		麻薬による疼痛コントロール マヤク ウズ ツウ		終末期の医療的ケア シュウマツキ イリョウテキ		在宅での看取り ザイタク ミト		24時間対応 ジカン タイオウ

																																												那須烏山市 ナスカラスヤマシ		成人 セイジン		28		24		30		31		28		22		32		31		32		33		31		33		33		16		29		30		28		30		32		31		33

																																												那須烏山市 ナスカラスヤマシ		小児 ショウニ		21		11		23		24		14		17		21		19		6		7		8		20		18		9		2		4		3		3		6		4		22

																																												古河市 コガシ

																																												野木町 ノギマチ

																																												宇都宮市 ウツノミヤシ

																																												那珂川町 ナカガワマチ

																																												壬生町 ミブマチ

																																												茂木町 モギマチ

																																												宇都宮市 ウツノミヤシ

																																												一貝町 イチ ガイ チョウ

																																												壬生町 ミブマチ

																																												壬生町 ミブマチ

																																												宇都宮市 ウツノミヤシ

																																												芳賀町 ハガマチ

																																												西片町 ニシカタマチ

																																												高根沢町 タカネザワマチ

																																												一貝町 イチ ガイ チョウ

																																												茂木町 モギマチ

																																												益子町 マシコ チョウ

																																												宇都宮市 ウツノミヤシ



成人	在宅人工呼吸器の管理	気管カニューレの交換	気管カニューレ部位のガーゼ交換	気管内吸引	食事介助	経鼻チューブの交換	胃瘻の管理	経管栄養の注入	ストーマの管理	尿道カテーテルの管理	導尿	入浴介助	看護師によるリハビリテーション	OTもしくはPT	によるリハビリテーション	中心静脈カテーテル管理	高カロリー輸液の管理	薬剤の静注（抗生物質や利尿剤など）	麻薬による疼痛コントロール	終末期の医療的ケア	在宅での看取り	24時間対応	28	24	30	31	28	22	32	31	32	33	31	33	33	16	29	30	28	30	32	31	33	小児	在宅人工呼吸器の管理	気管カニューレの交換	気管カニューレ部位のガーゼ交換	気管内吸引	食事介助	経鼻チューブの交換	胃瘻の管理	経管栄養の注入	ストーマの管理	尿道カテーテルの管理	導尿	入浴介助	看護師によるリハビリテーション	OTもしくはPTによるリハビリテーション	中心静脈カテーテル管理	高カロリー輸液の管理	薬剤の静注（抗生物質や利尿剤など）	麻薬による疼痛コントロール	終末期の医療的ケア	在宅での看取り	24時間対応	21	11	23	24	14	17	21	19	6	7	8	20	18	9	2	4	3	3	6	4	22	Q3.現時点で、依頼のあった場合、重症心身障害児（者）の在宅医療を行うことはできますか

Q3.現時点で、依頼のあった場合、重症心身障害児（者）の在宅医療を行うことはできますか	できる	できない	要相談（条件による）	14	6	14	乳児～2歳	在宅人工呼吸器の管理	気管カニューレの交換	気管カニューレの管理	
（日常の交換以外の対応）	気管内吸引	食事介助	経鼻チューブの交換	ストーマの管理	尿道カテーテルの管理	導尿	入浴介助	看護師による	
リハビリテーション	OTもしくはPTによる	
リハビリテーション	中心静脈カテーテル管理	高カロリー輸液の管理	薬剤の静注	
（抗生物質や利尿剤など）	麻薬による疼痛コントロール	終末期の医療的ケア	在宅での看取り	24時間対応	外出の介助	通院の介助	18	9	22	25	25	16	21	16	16	26	18	0	9	20	21	14	12	18	19	23	7	5	3～6歳	在宅人工呼吸器の管理	気管カニューレの交換	気管カニューレの管理	
（日常の交換以外の対応）	気管内吸引	食事介助	経鼻チューブの交換	ストーマの管理	尿道カテーテルの管理	導尿	入浴介助	看護師による	
リハビリテーション	OTもしくはPTによる	
リハビリテーション	中心静脈カテーテル管理	高カロリー輸液の管理	薬剤の静注	
（抗生物質や利尿剤など）	麻薬による疼痛コントロール	終末期の医療的ケア	在宅での看取り	24時間対応	外出の介助	通院の介助	20	11	22	25	25	17	22	18	18	25	20	0	10	20	22	14	12	17	18	23	7	6	7歳～12歳	在宅人工呼吸器の管理	気管カニューレの交換	気管カニューレの管理	
（日常の交換以外の対応）	気管内吸引	食事介助	経鼻チューブの交換	ストーマの管理	尿道カテーテルの管理	導尿	入浴介助	看護師による	
リハビリテーション	OTもしくはPTによる	
リハビリテーション	中心静脈カテーテル管理	高カロリー輸液の管理	薬剤の静注	
（抗生物質や利尿剤など）	麻薬による疼痛コントロール	終末期の医療的ケア	在宅での看取り	24時間対応	外出の介助	通院の介助	19	13	22	26	26	19	23	22	22	29	22	0	9	23	24	16	13	19	19	24	9	7	13～17歳	在宅人工呼吸器の管理	気管カニューレの交換	気管カニューレの管理	
（日常の交換以外の対応）	気管内吸引	食事介助	経鼻チューブの交換	ストーマの管理	尿道カテーテルの管理	導尿	入浴介助	看護師による	
リハビリテーション	OTもしくはPTによる	
リハビリテーション	中心静脈カテーテル管理	高カロリー輸液の管理	薬剤の静注	
（抗生物質や利尿剤など）	麻薬による疼痛コントロール	終末期の医療的ケア	在宅での看取り	24時間対応	外出の介助	通院の介助	20	13	24	29	24	21	26	25	24	30	23	0	9	25	27	18	15	20	21	25	10	8	18歳以上	在宅人工呼吸器の管理	気管カニューレの交換	気管カニューレの管理	
（日常の交換以外の対応）	気管内吸引	食事介助	経鼻チューブの交換	ストーマの管理	尿道カテーテルの管理	導尿	入浴介助	看護師による	
リハビリテーション	OTもしくはPTによる	
リハビリテーション	中心静脈カテーテル管理	高カロリー輸液の管理	薬剤の静注	
（抗生物質や利尿剤など）	麻薬による疼痛コントロール	終末期の医療的ケア	在宅での看取り	24時間対応	外出の介助	通院の介助	27	18	30	34	31	27	32	33	32	31	30	0	12	31	32	27	25	28	29	33	14	11	乳児～2歳	在宅人工呼吸器の管理	気管カニューレの交換	気管カニューレの管理	
（日常の交換以外の対応）	気管内吸引	食事介助	経鼻チューブの交換	ストーマの管理	尿道カテーテルの管理	導尿	入浴介助	看護師による	
リハビリテーション	OTもしくはPTによる	
リハビリテーション	中心静脈カテーテル管理	高カロリー輸液の管理	薬剤の静注	
（抗生物質や利尿剤など）	麻薬による疼痛コントロール	終末期の医療的ケア	在宅での看取り	24時間対応	外出の介助	通院の介助	8	18	6	5	6	11	5	8	9	5	8	0	19	7	6	10	6	6	5	5	11	17	3～6歳	在宅人工呼吸器の管理	気管カニューレの交換	気管カニューレの管理	
（日常の交換以外の対応）	気管内吸引	食事介助	経鼻チューブの交換	ストーマの管理	尿道カテーテルの管理	導尿	入浴介助	看護師による	
リハビリテーション	OTもしくはPTによる	
リハビリテーション	中心静脈カテーテル管理	高カロリー輸液の管理	薬剤の静注	
（抗生物質や利尿剤など）	麻薬による疼痛コントロール	終末期の医療的ケア	在宅での看取り	24時間対応	外出の介助	通院の介助	7	15	6	5	6	11	5	8	8	6	7	0	18	7	6	10	6	6	5	5	11	17	7歳～12歳	在宅人工呼吸器の管理	気管カニューレの交換	気管カニューレの管理	
（日常の交換以外の対応）	気管内吸引	食事介助	経鼻チューブの交換	ストーマの管理	尿道カテーテルの管理	導尿	入浴介助	看護師による	
リハビリテーション	OTもしくはPTによる	
リハビリテーション	中心静脈カテーテル管理	高カロリー輸液の管理	薬剤の静注	
（抗生物質や利尿剤など）	麻薬による疼痛コントロール	終末期の医療的ケア	在宅での看取り	24時間対応	外出の介助	通院の介助	8	14	6	5	6	11	5	8	8	5	7	0	18	7	6	10	6	6	5	5	11	17	13～17歳	在宅人工呼吸器の管理	気管カニューレの交換	気管カニューレの管理	
（日常の交換以外の対応）	気管内吸引	食事介助	経鼻チューブの交換	ストーマの管理	尿道カテーテルの管理	導尿	入浴介助	看護師による	
リハビリテーション	OTもしくはPTによる	
リハビリテーション	中心静脈カテーテル管理	高カロリー輸液の管理	薬剤の静注	
（抗生物質や利尿剤など）	麻薬による疼痛コントロール	終末期の医療的ケア	在宅での看取り	24	時間対応	外出の介助	通院の介助	5	12	4	4	5	9	3	5	5	4	6	0	19	6	5	7	5	5	4	4	10	16	18歳以上	在宅人工呼吸器の管理	気管カニューレの交換	気管カニューレの管理	
（日常の交換以外の対応）	気管内吸引	食事介助	経鼻チューブの交換	ストーマの管理	尿道カテーテルの管理	導尿	入浴介助	看護師による	
リハ	ビリテーション	OTもしくはPTによる	
リハビリテーション	中心静脈カテーテル管理	高カロリー輸液の管理	薬剤の静注	
（抗生物質や利尿剤など）	麻薬による疼痛コントロール	終末期の医療的ケア	在宅での看取り	24時間対応	外出の介助	通院の介助	1	6	1	0	1	3	0	0	0	1	2	0	17	1	1	2	1	2	1	1	7	13	

乳児～2歳	在宅人工呼吸器の管理	気管カニューレの交換	気管カニューレの管理	
（日常の交換以外の対応）	気管内吸引	食事介助	経鼻チューブの交換	ストーマの管理	尿道カテーテルの管理	導尿	入浴介助	看護師による	
リハビリテーション	OTもしくはPTによる	
リハビリテーション	中心静脈カテーテル管理	高カロリー輸液の管理	薬剤の静注	
（抗生物質や利尿剤など）	麻薬による疼痛コントロール	終末期の医療的ケア	在宅での看取り	24時間対応	外出の介助	通院の介助	8	7	6	4	3	7	8	10	9	3	8	0	6	7	7	10	16	10	10	6	16	12	3～6歳	在宅人工呼吸器の管理	気管カニューレの交換	気管カニューレの管理	
（日常の交換以外の対応）	気管内吸引	食事介助	経鼻チューブの交換	ストーマの管理	尿道カテーテルの管理	導尿	入浴介助	看護師による	
リハビリテーション	OTもしくはPTによる	
リハビリテーション	中心静脈カテーテル管理	高カロリー輸液の管理	薬剤の静注	
（抗生物質や利尿剤など）	麻薬による疼痛コントロール	終末期の医療的ケア	在宅での看取り	24時間対応	外出の介助	通院の介助	7	8	6	4	3	6	7	8	8	3	7	0	6	7	6	10	16	11	11	6	16	11	7歳～12歳	在宅人工呼吸器の管理	気管カニューレの交換	気管カニューレの管理	
（日常の交換以外の対応）	気管内吸引	食事介助	経鼻チューブの交換	ストーマの管理	尿道カテーテルの管理	導尿	入浴介助	看護師による	
リハビリテーション	OTもしくはPTによる	
リハビリテーション	中心静脈カテーテル管理	高カロリー輸液の管理	薬剤の静注	
（抗生物質や利尿剤など）	麻薬による疼痛コントロール	終末期の医療的ケア	在宅での看取り	24時間対応	外出の介助	通院の介助	7	7	6	3	2	4	6	4	4	0	5	0	7	4	4	8	15	9	10	5	14	10	13～17歳	在宅人工呼吸器の管理	気管カニューレの交換	気管カニューレの管理	
（日常の交換以外の対応）	気管内吸引	食事介助	経鼻チューブの交換	ストーマの管理	尿道カテーテルの管理	導尿	入浴介助	看護師による	
リハビリテーション	OTもしくはPTによる	
リハビリテーション	中心静脈カテーテル管理	高カロリー輸液の管理	薬剤の静注	
（抗生物質や利尿剤など）	麻薬による疼痛コントロール	終末期の医療的ケア	在宅での看取り	24時間	対応	外出の介助	通院の介助	9	9	6	1	2	4	5	4	5	0	5	0	6	3	2	9	14	9	9	5	14	10	18歳以上	在宅人工呼吸器の管理	気管カニューレの交換	気管カニューレの管理	
（日常の交換以外の対応）	気管内吸引	食事介助	経鼻チューブの交換	ストーマの管理	尿道カテーテルの管理	導尿	入浴介助	看護師による	
リハビリ	テーション	OTもしくはPTによる	
リハビリテーション	中心静脈カテーテル管理	高カロリー輸液の管理	薬剤の静注	
（抗生物質や利尿剤など）	麻薬による疼痛コントロール	終末期の医療的ケア	在宅での看取り	24時間対応	外出の介助	通院の介助	6	10	3	0	2	4	2	1	2	2	2	0	5	2	1	5	8	4	4	0	13	10	

診療所

		Ｑ１		1.医療ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する外来診療について、以下の医療行為に対応できますか。 イリョウ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ガイライ シンリョウ イカ イリョウ コウイ タイオウ

				Ｑ1-1										予防接種 ヨボウ セッシュ

				Ｑ1-2										一次診療
（経過観察、栄養観察を含む） イチジ シンリョウ ケイカ カンサツ エイヨウ カンサツ フク

				Ｑ1-3										経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ

				Ｑ1-4										経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ

				Ｑ1-5										中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ

				Ｑ1-6										酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ

				Ｑ1-7										気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ

				Ｑ1-8										人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ

				Ｑ1-9										尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ

				Ｑ1-10										人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ

				Ｑ1-11										褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ

		Ｑ２		2.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する往診及び訪問診療について、以下の医療行為に対応できますか イリョウテキ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ オウシン オヨ ホウモン シンリョウ イカ イリョウ コウイ タイオウ

				Ｑ2-1										予防接種 ヨボウ セッシュ

				Ｑ2-2										一次診療
（経過観察、栄養観察を含む） イチジ シンリョウ ケイカ カンサツ エイヨウ カンサツ フク

				Ｑ2-3										経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ

				Ｑ2-4										経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ

				Ｑ2-5										中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ

				Ｑ2-6										酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ

				Ｑ2-7										気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ

				Ｑ2-8										人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ

				Ｑ2-9										尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ

				Ｑ2-10										人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ

				Ｑ2-11										褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ

		Ｑ3		3.24時間、重症心身障害児（18歳未満）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイジ サイ ミマン イリョウ タイオウ

				Ｑ3-1										できる

				Ｑ3-2										できない

				Ｑ3-3										要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン

		Ｑ4		4.24時間、重症心身障害者（18歳以上）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイシャ サイ イジョウ イリョウ タイオウ

				Ｑ4-1										できる

				Ｑ4-2										できない

				Ｑ4-3										要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン

		Ｑ5		5.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する訪問リハビリてーションを提供していますか イリョウテキ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ホウモン テイキョウ

				Ｑ5-1										提供している テイキョウ

				Ｑ5-2										提供していない テイキョウ

				Ｑ5-3										提供していないが対応は可能 テイキョウ タイオウ カノウ

				Ｑ5-4										要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン

		Ｑ6		6.重症心身障害児（者）在宅医療に対応できるようになるための条件はなんですか ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ ザイタク イリョウ タイオウ ジョウケン

				Ｑ6-1										診療報酬の点数が増えること シンリョウ ホウシュウ テンスウ フ

				Ｑ6-2										訪問看護尾の連携 ホウモン カンゴ オ レンケイ

				Ｑ6-3										病院との連携 ビョウイン レンケイ

				Ｑ6-4										在宅療養支援診療所と小児科医とのグループ診療 ザイタク リョウヨウ シエン シンリョウジョ ショウニ カ イ シンリョウ

				Ｑ6-5										在宅療養支援診療所に助言や相談を求めることができること ザイタク リョウヨウ シエン シンリョウジョ ジョゲン ソウダン モト

				Ｑ6-6										小児科医に助言や相談を求めることができること ショウニ カ イ ジョゲン ソウダン モト

				Ｑ6-7										経験のある医師がいること ケイケン イシ

				Ｑ6-8										研修などの自己のスキルアップ ケンシュウ ジコ

				Ｑ6-9										その他 タ

		Ｑ7		7.重症心身障害児（者）の方に対する医療、在宅生活等についてお気づきのことなど、ご自由にお書きください ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ カタ タイ イリョウ ザイタク セイカツ ナド キ ジユウ カ



		承諾可否 ショウダク カヒ		診療所名 シンリョウジョ メイ		電話番号 デンワ バンゴウ		郵便番号 ユウビンバンゴウ		所在地 ショザイチ		電話番号 デンワ バンゴウ		Ｑ１　1.医療ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する外来診療について、以下の医療行為に対応できますか。																								Ｑ２　2.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する往診及び訪問診療について、以下の医療行為に対応できますか																						Ｑ3		Ｑ4		Ｑ5		Ｑ6　6.重症心身障害児（者）在宅医療に対応できるようになるための条件はなんですか																		Ｑ7重症心身障害児（者）の方に対する医療、在宅生活等についてお気づきのことなど、ご自由にお書きください

														Ｑ1-1		Ｑ1-2		Ｑ1-3		Ｑ1-4		Ｑ1-5		Ｑ1-6		Ｑ1-7		Ｑ1-8		Ｑ1-9		Ｑ1-10		Ｑ1-11				Ｑ2-1		Ｑ2-2		Ｑ2-3		Ｑ2-4		Ｑ2-5		Ｑ2-6		Ｑ2-7		Ｑ2-8		Ｑ2-9		Ｑ2-10		Ｑ2-11								Ｑ6-1		Ｑ6-2		Ｑ6-3		Ｑ6-4		Ｑ6-5		Ｑ6-6		Ｑ6-7		Ｑ6-8		Ｑ6-9

		否 ヒ		不明 フメイ						不明 フメイ		不明 フメイ		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		7		0		0

		否 ヒ		不明 フメイ						不明 フメイ		不明 フメイ		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		1		1		0		0		0		1		0

		否 ヒ		不明 フメイ						不明 フメイ		不明 フメイ		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		不明 フメイ						不明 フメイ		不明 フメイ		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		0

		否 ヒ		不明 フメイ						不明 フメイ		不明 フメイ		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		否 ヒ		不明 フメイ						不明 フメイ		不明 フメイ		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		0		1		0

		否 ヒ		不明 フメイ						不明 フメイ		不明 フメイ		1		1		2		2		2		2		2		2		1		2		1				1		1		2		2		2		2		2		2		1		2		1		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		その他：各種の健康的処置の管理ができるかどうか。その訓練を受けているかどうかです。 タ カクシュ ケンコウテキ ショチ カンリ クンレン ウ

		否 ヒ		不明 フメイ						不明 フメイ		不明 フメイ		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		0		0		1		0		0

		否 ヒ		不明 フメイ						不明 フメイ		不明 フメイ		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		その他:スタッフ不足（医師、看護師、介助者）スペース不足 タ フソク イシ カンゴシ カイジョシャ フソク

		否 ヒ		宇都宮市保健所 ウツノミヤシ ホケンジョ				321-0974		宇都宮市竹林町972				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		その他：保健所は直接的な医療サービスを行っていないことから、今後も対応は行わない タ ホケンジョ チョクセツ テキ イリョウ オコナ コンゴ タイオウ オコナ

		承諾 ショウダク		深谷医院 フカヤ イイン		0285-75-0007 		321-4502		真岡市物井1268-7				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		1				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		1		2		2		2		0		0		1		1		0		0		0		0		0

		否 ヒ		こどもクリニックしまむら				326-0822		足利市田中町908-4				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		かしま産婦人科 サンフジンカ		0284-65-0341		326-0844		足利市鹿島町501-1				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		婦人科疾患（不正性器出血/帯下/外陰掻痒等）については外来対応させて頂いております フジンカ シッカン フセイ セイキ シュッケツ タイゲ ガイイン カ カユ ナド ガイライ タイオウ イタダ

		否 ヒ		医療法人雄仁会　奥山医院 イリョウ ホウジン ユウジン カイ オクヤマ イイン				322-0065		鹿沼市上材木町2320				1		3		3		3		3		3		1		3		3		2		2				1		3		2		3		2		3		1		3		3		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		1		1		0		0

		否 ヒ		水沼医院 ミズヌマ イイン				321-0628		那須烏山市金井1-14-8				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		3				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		飯野医院				321-4539		真岡市長沼730-1				3		2		2		2		2		3		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		おおきこどもクリニック		0285-41-0025 		329-0207		小山市美しが丘3-35-3				1		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		宇都宮市子ども発達センター診療所 ウツノミヤシ コ ハッタツ シンリョウジョ		028-647-4720		320-0851		栃木県宇都宮市鶴田町970-1				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		その他：子ども発達センター内の療育を利用する児の診療所であるため タ コ ハッタツ ナイ リョウイク リヨウ ジ シンリョウジョ

		承諾 ショウダク		中川医院 ナカガワ イイン		0287-62-0040		325-0057		那須塩原市黒磯幸町6-27				3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		1		0		1		0

		否 ヒ		ももやこどもクリニック				321-0118		宇都宮市インターパーク3-6-1				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		1		0		0		0		0		0

		否 ヒ		阿久津医院 アクツ イイン				329-1226		高根沢町大谷176-1 タカネザワマチ オオタニ				1		1		2		2		2		3		2		2		3		3		3				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		1		0		0		0		1		0		0

		否 ヒ		伊保内診療所 イホ ナイ シンリョウジョ				327-0034		佐野市伊保内町3841-1				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		1		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		にじいろこども診療所 シンリョウジョ		0285-44-7716		329-0414		下野市小金井4-1-1				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		0		1		1		0

		否 ヒ		戸野塚内科医院 トノヅカ ナイカ イイン				323-0064		小山市下石塚471				3		3		3		3		3		1		1		1		1		3		1				3		3		3		3		3		1		1		1		1		3		1		3		3		4		0		0		1		0		0		1		1		1		0

		否 ヒ		賀川診療所 カガワ シンリョウジョ				326-0843		足利市五十部町1785				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		1		0		1		0		0

		承諾 ショウダク		豊郷台クリニック ユタカ ゴウ ダイ		028-643-8998		320-0003		宇都宮市豊郷台2-21-3		028-643-8998（FAX8999）		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1				1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		2		0		1		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		いとうこどもクリニック		0289-63-5566		322-0025		鹿沼市緑町2-2-29				1		1		3		3		2		2		3		2		2		3		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		0		0		1		1		0

		承諾 ショウダク		清原台こどもクリニック キヨハラ ダイ		028-305-6017		321-3223		宇都宮市清原台2-4-14				1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		その他：医師、看護師の増員 タ イシ カンゴシ ゾウイン

		否 ヒ		阿部医院				324-0032		大田原市佐久山2018 オオタワラシ サクヤマ		0287-28-0053（FAX0287-28-2112）		1		1		2		2		2		2		1		2		1		2		1				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		4		0		1		1		0		1		0		0		1		0

		否 ヒ		中元内科医院 ナカモト ナイカ イイン				328-0027		栃木市今泉町2-10-18				1		3		2		2		2		3		2		2		3		2		3				3		3		2		2		2		3		2		2		3		2		3		2		2		2		0		0		1		0		1		0		0		1		0		①重症心身障害者の重症度の程度問題　②家庭の受け入れ問題、経済的負担 ジュウショウ シンシン ショウガイシャ ジュウショウ ド テイド モンダイ カテイ ウ イ モンダイ ケイザイテキ フタン

		否 ヒ		布川小児科 フカワ ショウニ カ				322-0036		鹿沼市下田町2-1099				1		1		3		3		2		3		2		2		2		3		3				1		1		3		3		2		3		2		2		2		2		3		2		2		2		0		1		1		1		0		0		1		1		0

		否 ヒ		ちづかクリニック				328-0133		栃木市大森町445-4		0282-31-3750		3		3		3		3		2		3		2		2		2		2		3				3		3		3		3		2		3		2		2		2		2		3		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		多島医院 タジマ イイン				321-1524		日光市足尾町赤沢21-28				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		否 ヒ		篠崎内科クリニック シノザキ ナイカ				321-3223		宇都宮市清原台6-1-13				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		否 ヒ		和久医院 ワク イイン				321-3324		芳賀町西水沼119-1				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		否 ヒ		近藤クリニック コンドウ				321-0634		那須烏山市野上町637-2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		0		0		0		0		1		0		0

		否 ヒ		高根沢内科クリニック タカネザワ ナイカ				321-4305		真岡市荒町2-11-1				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		岡田こどもクリニック オカダ				327-0832		佐野市植上町1408-2				1		3		3		3		3		2		3		2		3		3		3				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		0		0		0		0		0		往診医療ができたらと考えていた時もありましたが、現在は物理的に困難で申し訳ありません
重心のお子さんの通院所と個別の相談で応じる可能性はあります オウシン イリョウ カンガ トキ ゲンザイ ブツリテキ コンナン モウ ワケ ジュウシン コ ツウイン ジョ コベツ ソウダン オウ カノウセイ

		否 ヒ		真岡メディカルクリニック モオカ				321-4305		真岡市荒町3-49-6				3		3		3		3		3		3		3		3				3		3				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		0		0		0		1		1		0

		否 ヒ		いしだ整形外科 セイケイ ゲカ				321-0912		宇都宮市石井町3236-1				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		山中クリニック ヤマナカ				327-0835		佐野市植下町2468				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		1		1		0		0		1		0		0

		否 ヒ		医療法人　寿幸会　吉野医院 イリョウ ホウジン コトブキ サチ カイ ヨシノ イイン				320-0014		宇都宮市大曽4-9-11				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		1		1		0		0		1		0		0

		否 ヒ		柳田産婦人科・小児科医院 ヤナギダ サンフジンカ ショウニカ イイン				321-4361		真岡市並木町4-5-3				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		0

		否 ヒ		石田消化器科・内科クリニック イシダ ショウカキ カ ナイカ				321-0216		壬生町壬生丁259-7				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		1		0		0		0		0		0

		否 ヒ		赤羽胃腸科・外科・肛門科医院 アカバネ イチョウカ ゲカ コウモンカ イイン				324-0052		大田原市城山2-5-29				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		医療法人　文仁会　扶桑医院 イリョウ ホウジン ブン ジン カイ フソウ イイン				323-0016		小山市扶桑1-2-1				1		3		3		3		2		2		3		2		3		3		3				3		3		3		2		2		2		3		2		3		2		3		2		2		2		0		0		1		1		0		0		1		1		0

		否 ヒ		馬場医院 ババ イイン				327-0043		佐野市君田町35				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		否 ヒ		井戸川クリニック イドガワ				326-0331		足利市福富町2096-1				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		0		0		1		0		0		0

		否 ヒ		鎌田浅香医院 カマタ アサカ イイン				324-0043		大田原市浅香3-3-9				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		0		1		0		0		0		0		0		0		高額医療はひかえています。悪質ととらえられますので!! コウガク イリョウ アクシツ

		否 ヒ		山門クリニック ヤマカド				328-0031		栃木市日の出町6-35				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		0		0		0		1		0

		否 ヒ		新村ファミリークリニック ニイムラ				328-0011		栃木市大宮町2120-11				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		宇都宮東部クリニック ウツノミヤ トウブ				321-3223		宇都宮市清原台5-14-19				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1

		否 ヒ		車田医院 クルマダ イイン				324-0242		大田原市大豆田457-24				3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3				3		3		3		3		3		0		2		2		3		3		3		2		2		2		0		0		1		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		にがみどう内科クリニック ナイカ				322-0003		鹿沼市仁神堂町351-26				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		松谷内科胃腸科クリニック マツヤ ナイカ イチョウカ				321-3304		芳賀町祖母井1708-17				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		1		0		0

		否 ヒ		まなか医院 イイン				329-1225		高根沢町石末２０９３－１０				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		植木医院 ウエキ イイン				329-2224		塩谷町金枝950				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		1		2		2		2		2		3		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		0		0		0		0		0

		否 ヒ		大岡医院 オオオカ イイン				320-0047		宇都宮市一の沢274-7				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		川野クリニック カワノ				329-1112		宇都宮市上田原町660-6				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		0		1		0

		否 ヒ		陣内医院 ジンナイ イイン				321-0225		壬生町本丸1-7-10		0282-82-0242		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		1		0

		否 ヒ		船越医院 フナコシ イイン				328-0111		栃木市都賀町家中5986-6				1		1		2		2		2		2		2		2		3		2		3				1		1		2		2		2		2		2		2		3		2		3		2		2		2		0		1		1		0		1		1		0		1		0

		否 ヒ		林クリニック ハヤシ				321-0158		宇都宮市西川田本町1-8-29				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		0		0		0		0		0

		否 ヒ		河島医院 カワシマ イイン				329-3436		那須郡那須町伊王野1503				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		松本内科医院 マツモト ナイカ イイン				321-0226		壬生町中央町6-37				3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		否 ヒ		佐藤医院 サトウ イイン				329-2728		栃木県那須塩原市西栄町7-16 ３２９－２７２８		0287-36-0147		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1

		否 ヒ		渡部医院 ワタナベ イイン				329-3153		那須塩原市大原間140-1 ナスシオバラ シ オオハラマ				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		宇都宮市保健センター ウツノミヤシ ホケン				321-0964		宇都宮市駅前通り1-4-6				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		0

		否 ヒ		川村医院 カワムラ イイン				321-2522		日光市鬼怒川温泉大原1396-20				1		1		3		1		3		1		3		2		3		3		3				3		3		3		3		3		3		2		2		3		3		3		2		2		2		0		0		1		0		0		1		1		0		0

		否 ヒ		ほうずみ整形外科内科小児科医院				320-0047		宇都宮市一の沢2-1-43				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		小島内科医院 コジマ ナイカ イイン				321-0168		宇都宮市東原町5-3				3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		1		0		0		0		0

		否 ヒ		那須高原クリニック ナス コウゲン				329-3131		那須塩原市唐杉31-2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		サンフラワークリニック				323-0808		小山市出井1936				3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		昌平町こどもクリニック ショウヘイ マチ				326-0813		足利市昌平町2368				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		①中心となる施設へ患者が訪問するように、移動手段・補助（人、お金）を考えるべき。どうしても動けない、動かせない人のみ専門職（医者以外）が訪問しIT技術等で必要に応じてセンター施設のスペシャリストと連絡し治療（入院‥）の判断をし実行する。
②既存の人・技術・施設を日曜大工的発想で組み合わせて、システムを構築することには賛成できない。現状をどうにかするための方策でなく、医療の公正（正義）を行うためにどうすべきかを考えるべきだと思う チュウシン シセツ カンジャ ホウモン イドウ シュダン ホジョ ヒト カネ カンガ ウゴ ウゴ ヒト センモン ショク イシャ イガイ ホウモン ギジュツナド ヒツヨウ オウ シセツ レンラク チリョウ ニュウイン ハンダン ジッコウ キゾン ヒト ギジュツ シセツ ニチヨウ ダイク テキ ハッソウ ク ア コウチク サンセイ ゲンジョウ ホウサク イリョウ コウセイ セイギ オコナ カンガ オモ

		否 ヒ		赤田診療所 アカダ シンリョウジョ				329-2743		那須塩原市南赤田321-1192				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		手塚内科 テヅカ ナイカ				321-0966		宇都宮市今泉3-12-12				3		3		2		2		2		2		2		2		1		3		3				3		3		2		2		2		2		2		2		3		3		3		2		2		2		0		1		1		0		1		0		1		0		0		今まで具体的な症例に会っていません イマ グタイテキ ショウレイ ア

		否 ヒ		板橋医院 イタバシ イイン				327-0803		佐野市犬伏新町1308-2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		1		1		0

		否 ヒ		倉増医院 クラ マ イイン				320-0856		宇都宮市砥上町675-1				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		その他：人材の確保 タ ジンザイ カクホ

		否 ヒ		もてぎの森メディカルプラザ				321-3541		茂木町烏生田下郷330				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		宮澤クリニック ミヤザワ				329-0412		下野市柴291-2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		金澤医院 カナザワ イイン				325-0052		那須塩原市中央町1-8				1		1		2		2		2		1		2		2		2		2		2				1		1		2		2		2		1		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		つるたfamilyクリニック				320-0857		宇都宮市鶴田1-17-23				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		フォレストサイドクリニック				321-0152		宇都宮市西川田6-6-17		028-684-2775		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		今野内科胃腸科医院 コンノ ナイカ イチョウカ イイン				321-0151		宇都宮市西川田町933-1		028-645-6121		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		1		1		1		0

		否 ヒ		小島原医院 コジマ ハラ イイン				329-1104		宇都宮市下岡本町4075				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		1		0

		否 ヒ		永田内科眼科医院 ナガタ ナイカ ガンカイ イン				321-0982		宇都宮市御幸ヶ原町136-9		028-662-6774		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		1		0

		否 ヒ		大栗医院 オオクリ イイン				320-0034		宇都宮市泉町1-27				3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1

		否 ヒ		星小児科医院 ホシ ショウニカ イイン				321-0346		宇都宮市下荒針町3588-2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		金子内科医院 カネコ ナイカ イイン				320-0032		宇都宮市昭和1-1-31				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		否 ヒ		石川医院 イシカワ イイン				322-0015		栃木県鹿沼市上石川1-319 ３２２－００１５		0289-76-3145		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		当方では特別養護老人ホームの嘱託医を兼ねておりますため、24時間体制での診察となっております。今回のアンケートに対しましては、オーバーワークにつき協力いたしかねます。 トウホウ トクベツ ヨウゴ ロウジン ショクタクイ カ ジカン タイセイ シンサツ コンカイ タイ キョウリョク

		否 ヒ		しみずファミリークリニック				321-0951		宇都宮市越戸3-15-27				1		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		0		0		0		0		0

		否 ヒ		岡医院 オカ イイン				321-1403		日光市下鉢石町997-1				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		1		1		0		そもそも開業の小児科医が少ないうえに、在宅医療をやっている小児科はほとんどいないのが現状。以前、在宅の重症心身障害児の訪問診療を頼まれて行ったことがあるが、大人の訪問診療と勝手が違う為、内科医にはハードルが高いと感じた。是非、近くの小児科の先生に少しでも取り組んでもらうしかないかと思います。 カイギョウ ショウニ カ イ スク ザイタク イリョウ ショウニカ ゲンジョウ イゼン ザイタク ジュウショウ シンシン ショウガイジ ホウモン シンリョウ タノ オコナ オトナ ホウモン シンリョウ カッテ チガ タメ ナイカ イ タカ カン ゼヒ チカ ショウニカ センセイ スコ ト ク オモ

		否 ヒ		風見診療所 カザミ シンリョウジョ				329-2335		塩谷町上平27				3		3		1		3		2		3		3		2		1		3		3				3		1		1		3		2		2		3		3		2		1		3		3		2		2		0		1		1		0		1		0		1		1		0

		否 ヒ		土谷医院 ツチヤ イイン				321-0136		宇都宮市みどり野町14-3				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		1		0

		否 ヒ		遠藤小児科 エンドウ ショウニカ				321-0982		宇都宮市御幸ヶ原町224-10				1		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		1		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		油布医院 ユフ イイン				321-0414		宇都宮市中里町175-8				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		1		0

		承諾 ショウダク		さいとう小児科 ショウニカ		0282-22-0757 		328-0015		栃木市万町30番16号		0282-22-0757		1		1		3		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		1		0

		承諾 ショウダク		冨塚メデｲカルクリニック		028-666-2555		321-2116		宇都宮市徳次郎町888				1		1		2		2		2		2		2		2		1		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0		なるべく協力したいが、現在当院副院長が体調悪く、休養中のため困難となっています。 キョウリョク ゲンザイ トウイン フクインチョウ タイチョウ ワル キュウヨウチュウ コンナン

		承諾 ショウダク		山浦内科医院		0284-21-6653 		326-0843		足利市五十部町1256-5				1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3				1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		4		1		1		1		0		0		0		1		0		0

		承諾 ショウダク		小倉医院		0282-82-0057		321-0227		壬生町通町10-5				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		承諾 ショウダク		飯岡小児科		0289-65-3257		322-0074		鹿沼市日吉町569-2				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		3				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		3		2		2		2		0		0		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		角田内科医院		0285-53-5665 		329-0511		下野市石橋549				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		1		1		1		1		1		0		0

		承諾 ショウダク		おかべこどもクリニック		0285-40-7300 		329-0433		下野市緑5-17-12				3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		くろばね齋藤醫院		0287-54-0031		324-0233		大田原市黒羽田町612				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		1		0

		承諾 ショウダク		立花医院		0287-72-0311		325-0003		那須郡那須町寺子乙3967-190				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		その他：スタッフの充実　　1～9すべて当てはまります タ ジュウジツ ア

		承諾 ショウダク		さいとうハート＆キッズクリニック		0287-53-7979		324-0043		大田原市浅香1-4-3				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		1		0

		承諾 ショウダク		小山すぎの木クリニック		0285-30-3456		323-0806		小山市中久喜1131-1				1		1		1		1		1		1		2		2		2		1		1				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		4		1		1		0		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		有村小児科医院		028-656-7207		321-0912		宇都宮市石井町3128-11		028-656-7207		1		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		1		0		1		1		0		無床の診療所の小児科医としては、急性疾患（特に感染症が多く）への対応が中心です。時間に追われています。予防接種については、時間枠をとって対応できます。一次診療についても、訪問看護との連携等があれば対応可能な場合があります。（例えば点滴投薬等）現時点では往診は無理ですが。 ムショウ シンリョウジョ ショウニ カ イ キュウセイ シッカン トク カンセンショウ オオ タイオウ チュウシン ジカン オ ヨボウ セッシュ ジカンワク タイオウ イチジ シンリョウ ホウモン カンゴ レンケイ トウ タイオウ カノウ バアイ タト テンテキ トウヤク ナド ゲンジテン オウシン ムリ

		承諾 ショウダク		吉永医院		0285-63-2303		321-3564		茂木町増井190-1				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		1		1		0		0		0

		承諾 ショウダク		あさかクリニック		0287-22-2601		324-0043		大田原市浅香3-3711				1		1		2		2		2		2		1		1		2		2		2				1		1		2		2		2		2		1		1		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		坪水医院		0283-62-0265		327-0312		佐野市栃本町2241				1		1		3		3		3		3		3		3		1		3		3				1		1		3		3		3		3		3		3		1		3		3		3		3		3		0		1		1		0		0		0		0		1		0		若い頃、町田市にある重度心身障害者の施設にボランティアで行き、足で書いたお手紙をもらって感動しました。何かのお役にたてればと思いますが、現在実態がよく分かりません。 ワカ コロ マチダシ ジュウド シンシン ショウガイシャ シセツ イ アシ カ テガミ カンドウ ナニ ヤク オモ ゲンザイ ジッタイ ワ

		承諾 ショウダク		こどもヶ丘診療所		028-615-1077		321-0151		宇都宮市西川田町183-21				1		1		3		3		3		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		1		0		1		1		0

		承諾 ショウダク		竹田内科小児科クリニック		0282-29-1233		328-0011		栃木市大宮町52番地		0282-29-1233		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		0		1		1		1		0		0		1		0

		承諾 ショウダク		すながクリニック		0284-44-7211		326-0015		足利市八椚町494-1　				1		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		1		1		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		片山医院		028-661-9764		321-0944		宇都宮市東峰町3008-21				1		1		2		2		2		1		2		2		2		2		2				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		4		0		1		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		稲毛クリニック		0283-25-2566		327-0103		佐野市石塚町893-1				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		1		1		1		1		1		その他：当クリニックでは勤務医での診療のみを行っており、重症心身障害児に対応できるシステムはととのっておらず、申し訳ありません。 タ トウ キンムイ シンリョウ オコナ ジュウショウ シンシン ショウガイジ タイオウ モウ ワケ

		承諾 ショウダク		小川こどもクリニック		0289-74-5421		322-0027		鹿沼市貝島町5006-2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		くさの小児科		0284-73-7000		326-0335		足利市上渋垂町338-3				3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		みやの杜クリニック　		028-683-7811		321-0904		宇都宮市陽東2-4-5				1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1				3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		1		0		0		1		0		0		1		0		0		0		Q2訪問診療のみ対応可 ホウモン シンリョウ タイオウ カ

		承諾 ショウダク		にいたに内科　		028-675-6515		329-1231		塩谷郡高根沢町宝石台 3-3-19				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1

		承諾 ショウダク		よこやま内科小児科クリニック		0282-24-8102		328-0075		栃木市箱森町38-70				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		さいとうクリニック		0287-39-1805		329-2724		那須塩原市西幸町7-13				1		1		3		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		0		0		0		0		1		その他：現在の診療所での診療との兼ね合いが困難であり、複数の医師や看護師が必要 タ ゲンザイ シンリョウジョ シンリョウ カ ア コンナン フクスウ イシ カンゴシ ヒツヨウ

		承諾 ショウダク		桜井消化器科・内科		028-643-0870		320-0073		宇都宮市細谷1-7-38				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		承諾 ショウダク		佐藤医院		0287-96-2841		324-0501		那須郡那珂川町小川2960-1				1		1		3		3		2		3		3		2		1		1		1				1		1		3		3		2		3		3		2		1		1		1		3		3		4		0		1		1		1		0		1		0		0		0

		承諾 ショウダク		大根田内科医院		028-624-6322		320-0072		宇都宮市若草3-4-22				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		0		0		0		0		0		0		0		当方の医師が高齢であり、しかもスタッフがそろっていないので在宅医療は無理なので、ましてや重症心身障害者においておやです。 トウホウ イシ コウレイ ザイタク イリョウ ムリ ジュウショウ シンシン ショウガイシャ

		承諾 ショウダク		医療法人　赤羽病院		028-661-5446		321-0904		宇都宮市陽東7-2-2				1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3				3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		2		2		2		0		1		1		1		0		0		1		0		0

		承諾 ショウダク		田井の里クリニック		0285-81-6502		321-4301		真岡市西田井内外748-2				1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2				3		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		みずぬまクリニック		0287-39-1581		329-2751		那須塩原市東三島2-80-6				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		その他：在宅医療をやっていないので現状は無理である タ ザイタク イリョウ ゲンジョウ ムリ

		承諾 ショウダク		キッズクリニックはせがわ		0283-27-0200		327-0843		佐野市堀米町3946-6				1		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		その他：時間的余裕 タ ジカンテキ ヨユウ

		承諾 ショウダク		小森谷内科医院		0282-43-7327		329-4404		栃木市大平町富田4003-8				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		熊倉医院		0282-55-8425		329-4316		下都賀郡岩舟町新里180-1				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		いちはらファミリークリニック		028-612-8350		321-0414		宇都宮市中里町322				3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3				3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		1		2		0		1		1		1		0		1		0		1		0

		承諾 ショウダク		かとう小児科 ショウニカ		0282-82-7576		321-0218		壬生町落合3-7-30		 		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		福田こどもクリニック		028-659-8850		320-0852		栃木県宇都宮市下砥上町1545-20				1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3				1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		2		2		2		0		1		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		てらもと小児科		028-650-6636		321-0975		宇都宮市関堀町971-6				1		1		3		2		2		3		3		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		0		小児科医としてはもっと積極的に協力しなければいけないと思いますが、現在の我診療所の状態では不可能なことが多く残念です。 ショウニ カ イ セッキョクテキ キョウリョク オモ ゲンザイ ワガ シンリョウジョ ジョウタイ フカノウ オオ ザンネン

		承諾 ショウダク		木村内科医院		0288-22-7880		321-1264		日光市瀬尾497-1				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		承諾 ショウダク		こばやしファミリークリニック		0283-85-9900		327-0311		佐野市多田町566				1		1		1		1		3		1		1		2		1		1		1				1		1		1		1		3		1		1		3		1		1		1		3		3		2		0		1		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		あいファミリィクリニック足利 アシカガ		0284-22-3788		329-4213		足利市寺岡町505-1				1		1		1		1		1		1		1		3		1		1		1				1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		1		0		1		0		0		0		0		1		0

		承諾 ショウダク		腰塚医院		0282-62-2072		323-1104		栃木市藤岡町藤岡1845-10				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		1		1		1		1		0

		承諾 ショウダク		桜井こどもクリニック		0282-24-5987		328-0034		栃木市本町16-9				1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		承諾 ショウダク		神鳥谷クリニック		0285-22-7700		323-0827		小山市神鳥谷1-19-1		 		2		2		2		2		2		2		2		2		1		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		持田医院		0282-67-3661		329-0319		栃木市藤岡町中根115-5				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		4		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		田村医院		0282-43-3368		329-4423		栃木市大平町西水代1835-1				1		1		1		1		1		1		1		2		1		1		1				1		1		1		1		1		1		1		2		1		1		1		3		1		4		1		1		1		1		1		1		1		1		0		Q5.訪問看護、訪問リハビリテーションを利用 ホウモン カンゴ ホウモン リヨウ

		承諾 ショウダク		大橋内科クリニック		0282-82-8522		321-0219		壬生町福和田1003-1				1		1		2		2		2		3		2		2		2		2		3				1		1		2		2		2		3		2		2		2		2		3		3		3		2		0		1		1		0		0		0		0		1		0

		承諾 ショウダク		てらだファミリークリニック		028-654-2188		321-0132		宇都宮市雀の宮5-5-1				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		1		1		1		1		0

		承諾 ショウダク		あおい内科小児科ｸﾘﾆｯｸ		028-663-6000		321-0973		宇都宮市岩曽町1086-1				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		1		1		1		その他：往診時間の確保ができること タ オウシン ジカン カクホ

		承諾 ショウダク		飯塚医院		0287-92-2034		324-0613		那須郡那珂川町馬頭484-3				1		1		2		2		2		2		2		2		1		2		1				1		1		2		2		2		2		2		2		1		2		1		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		0

		承諾 ショウダク		やの小児科医院		0285-56-0280		329-0611		河内郡上三川町上三川3446-3				1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3				1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		2		2		2		0		1		1		1		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		仲嶋医院		028-681-7755		329-1311		さくら市氏家3245-17				3		3		3		3		2		3		3		3		3		2		3				3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		2		3		2		1		1		1		1		1		1		1		0		0		成人（18才以上）を対象に回答しました セイジン サイ イジョウ タイショウ カイトウ

		承諾 ショウダク		小林診療所		0285-82-3873		321-4369		真岡市熊倉3-10-7				1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		1				1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		1		2		2		2		0		1		0		0		0		1		0		0		0

		承諾 ショウダク		西真岡こどもクリニック		0285-81-7900		321-4341		真岡市高勢町3-205-1				1		1		1		3		1		1		1		1		1		3		3				1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		その他：現在おこなっています タ ゲンザイ

		承諾 ショウダク		鈴木医院		0285-72-2032		321-4217		益子町益子1747-2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		承諾 ショウダク		緑の屋根診療所		0283-20-2577		327-0843		佐野市堀米町1348-5				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		0		0		1		0		1		0		1		0		0		地域の社会資源が少ない。マンパワー不足 チイキ シャカイ シゲン スク ブソク

		承諾 ショウダク		ひがのクリニック		0285-74-0051 		321-4521		真岡市久下田941-1				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		豊郷中央渡辺内科　		028-622-8900		320-0004		宇都宮市長岡町1217-5				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		1				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		1		0		0

		承諾 ショウダク		きくちクリニック		028-683-3387		321-0903		宇都宮市下平出町614-2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		0		0

		承諾 ショウダク		サンレディースクリニック		0282-24-3541		328-0024		栃木市樋ノ口町504-1				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		医療法人　亀田内科		028-633-2884		320-0812		宇都宮市一番町1-28				1		1		1		2		2		1		2		2		2		2		1				1		1		1		2		2		1		2		2		2		2		1		3		3		3		0		0		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		越戸クリニック		028-660-6190		321-0951		宇都宮市越戸町139-6				1		1		2		2		2		3		2		2		2		2		3				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		佐藤内科		0285-53-1305		329-0511		下野市石橋839-14				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		承諾 ショウダク		グリムこどもクリニック		0285-51-1515		329-0502		下野市下古山2-6-17				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		事前連絡の上での一次診療、予防接種ですので、申し訳ありません。 ジゼン レンラク ウエ イチジ シンリョウ ヨボウ セッシュ モウ ワケ

		承諾 ショウダク		吉原医院		0288-21-0161		321-1261		日光市今市826-4				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		1		1		1		その他：設備 タ セツビ

		承諾 ショウダク		梅園医院		028-633-2869		320-0035		宇都宮市伝馬町3-28				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		1		0		0

		承諾 ショウダク		森田医院		028-633-1573		320-0861		宇都宮市西3-5-8				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		鈴木内科クリニック		028-655-1229		321-0139		宇都宮市若松原2-4-19				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		その他：24時間対応が必要となると考えますが、当院診療時間内の往診は難しいと考えます。 タ ジカン タイオウ ヒツヨウ カンガ トウイン シンリョウ ジカン ナイ オウシン ムズカ カンガ

		承諾 ショウダク		小松医院		0289-60-5515		322-0064		鹿沼市文化橋町2300-1				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		1		0		0		1		0



														1.医療ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する外来診療について、以下の医療行為に対応できますか。 イリョウ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ガイライ シンリョウ イカ イリョウ コウイ タイオウ																								2.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する往診及び訪問診療について、以下の医療行為に対応できますか イリョウテキ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ オウシン オヨ ホウモン シンリョウ イカ イリョウ コウイ タイオウ

														予防接種 ヨボウ セッシュ		一次診療
（経過観察、栄養観察を含む） イチジ シンリョウ ケイカ カンサツ エイヨウ カンサツ フク		経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ		経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ		中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ		酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ		気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ		人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ		尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ		人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ		褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ				予防接種 ヨボウ セッシュ		一次診療
（経過観察、栄養観察を含む） イチジ シンリョウ ケイカ カンサツ エイヨウ カンサツ フク		経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ		経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ		中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ		酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ		気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ		人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ		尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ		人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ		褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ

										1		できる		83		57		12		9		7		13		11		6		17		8		16		できる		39		29		8		6		5		9		9		6		10		7		12

										2		できない		55		80		127		134		142		130		136		146		131		137		124		できない		102		115		141		143		148		140		144		148		140		145		134

										3		要相談 ヨウ ソウダン		27		28		26		22		16		22		18		13		16		20		25		要相談 ヨウ ソウダン		24		21		16		16		12		15		12		11		15		13		19

																																																														0

														3.24時間、重症心身障害児（18歳未満）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイジ サイ ミマン イリョウ タイオウ

										1		できる		1

										2		できない		150

										3		要相談 ヨウ ソウダン		14

														4.24時間、重症心身障害者（18歳以上）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイシャ サイ イジョウ イリョウ タイオウ

										1		できる		3

										2		できない		150

										3		要相談 ヨウ ソウダン		12

														5.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する訪問リハビリてーションを提供していますか イリョウテキ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ホウモン テイキョウ

										1		提供している テイキョウ		1

										2		提供していない テイキョウ		152

										3		提供していないが対応は可能 テイキョウ タイオウ カノウ		4

										4		要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン		8

														6.重症心身障害児（者）在宅医療に対応できるようになるための条件はなんですか

										1		診療報酬の点数が増えること シンリョウ ホウシュウ テンスウ フ		24

										2		訪問看護尾の連携 ホウモン カンゴ オ レンケイ		73

										3		病院との連携 ビョウイン レンケイ		90

										4		在宅療養支援診療所と小児科医とのグループ診療 ザイタク リョウヨウ シエン シンリョウジョ ショウニ カ イ シンリョウ		43

										5		在宅療養支援診療所に助言や相談を求めることができること ザイタク リョウヨウ シエン シンリョウジョ ジョゲン ソウダン モト		28

										6		小児科医に助言や相談を求めることができること ショウニ カ イ ジョゲン ソウダン モト		26

										7		経験のある医師がいること ケイケン イシ		62

										8		研修などの自己のスキルアップ ケンシュウ ジコ		47

										9		その他 タ		21



できる	予防接種	一次診療	
（経過観察、栄養観察を含む）	経鼻経管栄養の管理	経皮経管栄養の管理	
（胃ろう）	中心静脈栄養の管理	酸素療法の管理	気管切開の管理	人工呼吸器の管理	尿道留置カテーテル	
の管理	人工肛門の管理	褥瘡の管理	83	57	12	9	7	13	11	6	17	8	16	できない	予防接種	一次診療	
（経過観察、栄養観察を含む）	経鼻経管栄養の管理	経皮経管栄養の管理	
（胃ろう）	中心静脈栄養の管理	酸素療法の管理	気管切開の管理	人工呼吸器の管理	尿道留置カテーテル	
の管理	人工肛門の管理	褥瘡の管理	55	80	127	134	142	130	136	146	131	137	124	要相談	予防接種	一次診療	
（経過観察、栄養観察を含む）	経鼻経管栄養の管理	経皮経管栄養の管理	
（胃ろう）	中心静脈栄養の管理	酸素療法の管理	気管切開の管理	人工呼吸器の管理	尿道留置カテーテル	
の管理	人工肛門の管理	褥瘡の管理	27	28	26	22	16	22	18	13	16	20	25	3.24時間、重症心身障害児（18歳未満）の医療に対応ができますか	できる	できない	要相談	1	150	14	4.24時間、重症心身障害者（18歳以上）の医療に対応ができますか	できる	できない	要相談	3	150	12	5.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する訪問リハビリてーションを提供していますか	提供している	提供していない	提供していないが対応は可能	要相談（条件による）	1	152	4	8	6.重症心身障害児（者）在宅医療に対応できるようになるための条件はなんですか	診療報酬の点数が増えること	訪問看護尾の連携	病院との連携	在宅療養支援診療所と小児科医とのグループ診療	在宅療養支援診療所に助言や相談を求めることができること	小児科医に	助言や相談を求めることができること	経験のある医師がいること	研修などの自己のスキルアップ	その他	24	73	90	43	28	26	62	47	21	できる	予防接種	一次診療	
（経過観察、栄養観察を含む）	経鼻経管栄養の管理	経皮経管栄養の管理	
（胃ろう）	中心静脈栄養の管理	酸素療法の管理	気管切開の管理	人工呼吸器の管理	尿道留置カテーテル	
の管理	人工肛門の管理	褥瘡の管理	39	29	8	6	5	9	9	6	10	7	12	できない	予防接種	一次診療	
（経過観察、栄養観察を含む）	経鼻経管栄養の管理	経皮経管栄養の管理	
（胃ろう）	中心静脈栄養の管理	酸素療法の管理	気管切開の管理	人工呼吸器の管理	尿道留置カテーテル	
の管理	人工肛門の管理	褥瘡の管理	102	115	141	143	148	140	144	148	140	145	134	要相談	予防接種	一次診療	
（経過観察、栄養観察を含む）	経鼻経管栄養の管理	経皮経管栄養の管理	
（胃ろう）	中心静脈栄養の管理	酸素療法の管理	気管切開の管理	人工呼吸器の管理	尿道留置カテーテル	
の管理	人工肛門の管理	褥瘡の管理	24	21	16	16	12	15	12	11	15	13	19	

診療所 (作業)

		Ｑ１		1.医療ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する外来診療について、以下の医療行為に対応できますか。 イリョウ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ガイライ シンリョウ イカ イリョウ コウイ タイオウ

				Ｑ1-1										予防接種 ヨボウ セッシュ

				Ｑ1-2										一次診療
（経過観察、栄養観察を含む） イチジ シンリョウ ケイカ カンサツ エイヨウ カンサツ フク

				Ｑ1-3										経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ

				Ｑ1-4										経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ

				Ｑ1-5										中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ

				Ｑ1-6										酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ

				Ｑ1-7										気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ

				Ｑ1-8										人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ

				Ｑ1-9										尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ

				Ｑ1-10										人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ

				Ｑ1-11										褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ

		Ｑ２		2.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する往診及び訪問診療について、以下の医療行為に対応できますか イリョウテキ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ オウシン オヨ ホウモン シンリョウ イカ イリョウ コウイ タイオウ

				Ｑ2-1										予防接種 ヨボウ セッシュ

				Ｑ2-2										一次診療
（経過観察、栄養観察を含む） イチジ シンリョウ ケイカ カンサツ エイヨウ カンサツ フク

				Ｑ2-3										経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ

				Ｑ2-4										経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ

				Ｑ2-5										中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ

				Ｑ2-6										酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ

				Ｑ2-7										気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ

				Ｑ2-8										人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ

				Ｑ2-9										尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ

				Ｑ2-10										人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ

				Ｑ2-11										褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ

		Ｑ3		3.24時間、重症心身障害児（18歳未満）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイジ サイ ミマン イリョウ タイオウ

				Ｑ3-1										できる

				Ｑ3-2										できない

				Ｑ3-3										要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン

		Ｑ4		4.24時間、重症心身障害者（18歳以上）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイシャ サイ イジョウ イリョウ タイオウ

				Ｑ4-1										できる

				Ｑ4-2										できない

				Ｑ4-3										要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン

		Ｑ5		5.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する訪問リハビリてーションを提供していますか イリョウテキ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ホウモン テイキョウ

				Ｑ5-1										提供している テイキョウ

				Ｑ5-2										提供していない テイキョウ

				Ｑ5-3										提供していないが対応は可能 テイキョウ タイオウ カノウ

				Ｑ5-4										要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン

		Ｑ6		6.重症心身障害児（者）在宅医療に対応できるようになるための条件はなんですか ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ ザイタク イリョウ タイオウ ジョウケン

				Ｑ6-1										診療報酬の点数が増えること シンリョウ ホウシュウ テンスウ フ

				Ｑ6-2										訪問看護尾の連携 ホウモン カンゴ オ レンケイ

				Ｑ6-3										病院との連携 ビョウイン レンケイ

				Ｑ6-4										在宅療養支援診療所と小児科医とのグループ診療 ザイタク リョウヨウ シエン シンリョウジョ ショウニ カ イ シンリョウ

				Ｑ6-5										在宅療養支援診療所に助言や相談を求めることができること ザイタク リョウヨウ シエン シンリョウジョ ジョゲン ソウダン モト

				Ｑ6-6										小児科医に助言や相談を求めることができること ショウニ カ イ ジョゲン ソウダン モト

				Ｑ6-7										経験のある医師がいること ケイケン イシ

				Ｑ6-8										研修などの自己のスキルアップ ケンシュウ ジコ

				Ｑ6-9										その他 タ

		Ｑ7		7.重症心身障害児（者）の方に対する医療、在宅生活等についてお気づきのことなど、ご自由にお書きください ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ カタ タイ イリョウ ザイタク セイカツ ナド キ ジユウ カ



		承諾可否 ショウダク カヒ		診療所名 シンリョウジョ メイ		電話番号 デンワ バンゴウ		郵便番号 ユウビンバンゴウ		所在地 ショザイチ		電話番号 デンワ バンゴウ		Ｑ１　1.医療ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する外来診療について、以下の医療行為に対応できますか。																								Ｑ２　2.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する往診及び訪問診療について、以下の医療行為に対応できますか																						Ｑ3		Ｑ4		Ｑ5		Ｑ6　6.重症心身障害児（者）在宅医療に対応できるようになるための条件はなんですか																		Ｑ7重症心身障害児（者）の方に対する医療、在宅生活等についてお気づきのことなど、ご自由にお書きください

														Ｑ1-1		Ｑ1-2		Ｑ1-3		Ｑ1-4		Ｑ1-5		Ｑ1-6		Ｑ1-7		Ｑ1-8		Ｑ1-9		Ｑ1-10		Ｑ1-11				Ｑ2-1		Ｑ2-2		Ｑ2-3		Ｑ2-4		Ｑ2-5		Ｑ2-6		Ｑ2-7		Ｑ2-8		Ｑ2-9		Ｑ2-10		Ｑ2-11								Ｑ6-1		Ｑ6-2		Ｑ6-3		Ｑ6-4		Ｑ6-5		Ｑ6-6		Ｑ6-7		Ｑ6-8		Ｑ6-9

		否 ヒ		不明 フメイ						不明 フメイ		不明 フメイ		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		7		0		0

		否 ヒ		不明 フメイ						不明 フメイ		不明 フメイ		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		1		1		0		0		0		1		0

		否 ヒ		不明 フメイ						不明 フメイ		不明 フメイ		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		不明 フメイ						不明 フメイ		不明 フメイ		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		0

		否 ヒ		不明 フメイ						不明 フメイ		不明 フメイ		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		否 ヒ		不明 フメイ						不明 フメイ		不明 フメイ		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		0		1		0

		否 ヒ		不明 フメイ						不明 フメイ		不明 フメイ		1		1		2		2		2		2		2		2		1		2		1				1		1		2		2		2		2		2		2		1		2		1		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		その他：各種の健康的処置の管理ができるかどうか。その訓練を受けているかどうかです。 タ カクシュ ケンコウテキ ショチ カンリ クンレン ウ

		否 ヒ		不明 フメイ						不明 フメイ		不明 フメイ		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		0		0		1		0		0

		否 ヒ		不明 フメイ						不明 フメイ		不明 フメイ		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		その他:スタッフ不足（医師、看護師、介助者）スペース不足 タ フソク イシ カンゴシ カイジョシャ フソク

		否 ヒ		宇都宮市保健所 ウツノミヤシ ホケンジョ				321-0974		宇都宮市竹林町972				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		その他：保健所は直接的な医療サービスを行っていないことから、今後も対応は行わない タ ホケンジョ チョクセツ テキ イリョウ オコナ コンゴ タイオウ オコナ

		承諾 ショウダク		深谷医院 フカヤ イイン		0285-75-0007 		321-4502		真岡市物井1268-7				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		1				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		1		2		2		2		0		0		1		1		0		0		0		0		0

		否 ヒ		こどもクリニックしまむら				326-0822		足利市田中町908-4				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		かしま産婦人科 サンフジンカ		0284-65-0341		326-0844		足利市鹿島町501-1				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		婦人科疾患（不正性器出血/帯下/外陰掻痒等）については外来対応させて頂いております フジンカ シッカン フセイ セイキ シュッケツ タイゲ ガイイン カ カユ ナド ガイライ タイオウ イタダ

		否 ヒ		医療法人雄仁会　奥山医院 イリョウ ホウジン ユウジン カイ オクヤマ イイン				322-0065		鹿沼市上材木町2320				1		3		3		3		3		3		1		3		3		2		2				1		3		2		3		2		3		1		3		3		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		1		1		0		0

		否 ヒ		水沼医院 ミズヌマ イイン				321-0628		那須烏山市金井1-14-8				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		3				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		飯野医院				321-4539		真岡市長沼730-1				3		2		2		2		2		3		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		おおきこどもクリニック		0285-41-0025 		329-0207		小山市美しが丘3-35-3				1		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		宇都宮市子ども発達センター診療所 ウツノミヤシ コ ハッタツ シンリョウジョ		028-647-4720		320-0851		栃木県宇都宮市鶴田町970-1				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		その他：子ども発達センター内の療育を利用する児の診療所であるため タ コ ハッタツ ナイ リョウイク リヨウ ジ シンリョウジョ

		承諾 ショウダク		中川医院 ナカガワ イイン		0287-62-0040		325-0057		那須塩原市黒磯幸町6-27				3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		1		0		1		0

		否 ヒ		ももやこどもクリニック				321-0118		宇都宮市インターパーク3-6-1				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		1		0		0		0		0		0

		否 ヒ		阿久津医院 アクツ イイン				329-1226		高根沢町大谷176-1 タカネザワマチ オオタニ				1		1		2		2		2		3		2		2		3		3		3				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		1		0		0		0		1		0		0

		否 ヒ		伊保内診療所 イホ ナイ シンリョウジョ				327-0034		佐野市伊保内町3841-1				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		1		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		にじいろこども診療所 シンリョウジョ		0285-44-7716		329-0414		下野市小金井4-1-1				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		0		1		1		0

		否 ヒ		戸野塚内科医院 トノヅカ ナイカ イイン				323-0064		小山市下石塚471				3		3		3		3		3		1		1		1		1		3		1				3		3		3		3		3		1		1		1		1		3		1		3		3		4		0		0		1		0		0		1		1		1		0

		否 ヒ		賀川診療所 カガワ シンリョウジョ				326-0843		足利市五十部町1785				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		1		0		1		0		0

		承諾 ショウダク		豊郷台クリニック ユタカ ゴウ ダイ		028-643-8998		320-0003		宇都宮市豊郷台2-21-3		028-643-8998（FAX8999）		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1				1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		2		0		1		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		いとうこどもクリニック		0289-63-5566		322-0025		鹿沼市緑町2-2-29				1		1		3		3		2		2		3		2		2		3		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		0		0		1		1		0

		承諾 ショウダク		清原台こどもクリニック キヨハラ ダイ		028-305-6017		321-3223		宇都宮市清原台2-4-14				1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		その他：医師、看護師の増員 タ イシ カンゴシ ゾウイン

		否 ヒ		阿部医院				324-0032		大田原市佐久山2018 オオタワラシ サクヤマ		0287-28-0053（FAX0287-28-2112）		1		1		2		2		2		2		1		2		1		2		1				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		4		0		1		1		0		1		0		0		1		0

		否 ヒ		中元内科医院 ナカモト ナイカ イイン				328-0027		栃木市今泉町2-10-18				1		3		2		2		2		3		2		2		3		2		3				3		3		2		2		2		3		2		2		3		2		3		2		2		2		0		0		1		0		1		0		0		1		0		①重症心身障害者の重症度の程度問題　②家庭の受け入れ問題、経済的負担 ジュウショウ シンシン ショウガイシャ ジュウショウ ド テイド モンダイ カテイ ウ イ モンダイ ケイザイテキ フタン

		否 ヒ		布川小児科 フカワ ショウニ カ				322-0036		鹿沼市下田町2-1099				1		1		3		3		2		3		2		2		2		3		3				1		1		3		3		2		3		2		2		2		2		3		2		2		2		0		1		1		1		0		0		1		1		0

		否 ヒ		ちづかクリニック				328-0133		栃木市大森町445-4		0282-31-3750		3		3		3		3		2		3		2		2		2		2		3				3		3		3		3		2		3		2		2		2		2		3		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		多島医院 タジマ イイン				321-1524		日光市足尾町赤沢21-28				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		否 ヒ		篠崎内科クリニック シノザキ ナイカ				321-3223		宇都宮市清原台6-1-13				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		否 ヒ		和久医院 ワク イイン				321-3324		芳賀町西水沼119-1				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		否 ヒ		近藤クリニック コンドウ				321-0634		那須烏山市野上町637-2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		0		0		0		0		1		0		0

		否 ヒ		高根沢内科クリニック タカネザワ ナイカ				321-4305		真岡市荒町2-11-1				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		岡田こどもクリニック オカダ				327-0832		佐野市植上町1408-2				1		3		3		3		3		2		3		2		3		3		3				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		0		0		0		0		0		往診医療ができたらと考えていた時もありましたが、現在は物理的に困難で申し訳ありません
重心のお子さんの通院所と個別の相談で応じる可能性はあります オウシン イリョウ カンガ トキ ゲンザイ ブツリテキ コンナン モウ ワケ ジュウシン コ ツウイン ジョ コベツ ソウダン オウ カノウセイ

		否 ヒ		真岡メディカルクリニック モオカ				321-4305		真岡市荒町3-49-6				3		3		3		3		3		3		3		3				3		3				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		0		0		0		1		1		0

		否 ヒ		いしだ整形外科 セイケイ ゲカ				321-0912		宇都宮市石井町3236-1				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		山中クリニック ヤマナカ				327-0835		佐野市植下町2468				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		1		1		0		0		1		0		0

		否 ヒ		医療法人　寿幸会　吉野医院 イリョウ ホウジン コトブキ サチ カイ ヨシノ イイン				320-0014		宇都宮市大曽4-9-11				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		1		1		0		0		1		0		0

		否 ヒ		柳田産婦人科・小児科医院 ヤナギダ サンフジンカ ショウニカ イイン				321-4361		真岡市並木町4-5-3				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		0

		否 ヒ		石田消化器科・内科クリニック イシダ ショウカキ カ ナイカ				321-0216		壬生町壬生丁259-7				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		1		0		0		0		0		0

		否 ヒ		赤羽胃腸科・外科・肛門科医院 アカバネ イチョウカ ゲカ コウモンカ イイン				324-0052		大田原市城山2-5-29				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		医療法人　文仁会　扶桑医院 イリョウ ホウジン ブン ジン カイ フソウ イイン				323-0016		小山市扶桑1-2-1				1		3		3		3		2		2		3		2		3		3		3				3		3		3		2		2		2		3		2		3		2		3		2		2		2		0		0		1		1		0		0		1		1		0

		否 ヒ		馬場医院 ババ イイン				327-0043		佐野市君田町35				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		否 ヒ		井戸川クリニック イドガワ				326-0331		足利市福富町2096-1				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		0		0		1		0		0		0

		否 ヒ		鎌田浅香医院 カマタ アサカ イイン				324-0043		大田原市浅香3-3-9				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		0		1		0		0		0		0		0		0		高額医療はひかえています。悪質ととらえられますので!! コウガク イリョウ アクシツ

		否 ヒ		山門クリニック ヤマカド				328-0031		栃木市日の出町6-35				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		0		0		0		1		0

		否 ヒ		新村ファミリークリニック ニイムラ				328-0011		栃木市大宮町2120-11				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		宇都宮東部クリニック ウツノミヤ トウブ				321-3223		宇都宮市清原台5-14-19				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1

		否 ヒ		車田医院 クルマダ イイン				324-0242		大田原市大豆田457-24				3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3				3		3		3		3		3		0		2		2		3		3		3		2		2		2		0		0		1		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		にがみどう内科クリニック ナイカ				322-0003		鹿沼市仁神堂町351-26				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		松谷内科胃腸科クリニック マツヤ ナイカ イチョウカ				321-3304		芳賀町祖母井1708-17				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		1		0		0

		否 ヒ		まなか医院 イイン				329-1225		高根沢町石末２０９３－１０				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		植木医院 ウエキ イイン				329-2224		塩谷町金枝950				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		1		2		2		2		2		3		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		0		0		0		0		0

		否 ヒ		大岡医院 オオオカ イイン				320-0047		宇都宮市一の沢274-7				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		川野クリニック カワノ				329-1112		宇都宮市上田原町660-6				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		0		1		0

		否 ヒ		陣内医院 ジンナイ イイン				321-0225		壬生町本丸1-7-10		0282-82-0242		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		1		0

		否 ヒ		船越医院 フナコシ イイン				328-0111		栃木市都賀町家中5986-6				1		1		2		2		2		2		2		2		3		2		3				1		1		2		2		2		2		2		2		3		2		3		2		2		2		0		1		1		0		1		1		0		1		0

		否 ヒ		林クリニック ハヤシ				321-0158		宇都宮市西川田本町1-8-29				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		0		0		0		0		0

		否 ヒ		河島医院 カワシマ イイン				329-3436		那須郡那須町伊王野1503				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		松本内科医院 マツモト ナイカ イイン				321-0226		壬生町中央町6-37				3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		否 ヒ		佐藤医院 サトウ イイン				329-2728		栃木県那須塩原市西栄町7-16 ３２９－２７２８		0287-36-0147		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1

		否 ヒ		渡部医院 ワタナベ イイン				329-3153		那須塩原市大原間140-1 ナスシオバラ シ オオハラマ				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		宇都宮市保健センター ウツノミヤシ ホケン				321-0964		宇都宮市駅前通り1-4-6				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		0

		否 ヒ		川村医院 カワムラ イイン				321-2522		日光市鬼怒川温泉大原1396-20				1		1		3		1		3		1		3		2		3		3		3				3		3		3		3		3		3		2		2		3		3		3		2		2		2		0		0		1		0		0		1		1		0		0

		否 ヒ		ほうずみ整形外科内科小児科医院				320-0047		宇都宮市一の沢2-1-43				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		小島内科医院 コジマ ナイカ イイン				321-0168		宇都宮市東原町5-3				3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		1		0		0		0		0

		否 ヒ		那須高原クリニック ナス コウゲン				329-3131		那須塩原市唐杉31-2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		サンフラワークリニック				323-0808		小山市出井1936				3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		昌平町こどもクリニック ショウヘイ マチ				326-0813		足利市昌平町2368				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		①中心となる施設へ患者が訪問するように、移動手段・補助（人、お金）を考えるべき。どうしても動けない、動かせない人のみ専門職（医者以外）が訪問しIT技術等で必要に応じてセンター施設のスペシャリストと連絡し治療（入院‥）の判断をし実行する。
②既存の人・技術・施設を日曜大工的発想で組み合わせて、システムを構築することには賛成できない。現状をどうにかするための方策でなく、医療の公正（正義）を行うためにどうすべきかを考えるべきだと思う チュウシン シセツ カンジャ ホウモン イドウ シュダン ホジョ ヒト カネ カンガ ウゴ ウゴ ヒト センモン ショク イシャ イガイ ホウモン ギジュツナド ヒツヨウ オウ シセツ レンラク チリョウ ニュウイン ハンダン ジッコウ キゾン ヒト ギジュツ シセツ ニチヨウ ダイク テキ ハッソウ ク ア コウチク サンセイ ゲンジョウ ホウサク イリョウ コウセイ セイギ オコナ カンガ オモ

		否 ヒ		赤田診療所 アカダ シンリョウジョ				329-2743		那須塩原市南赤田321-1192				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		手塚内科 テヅカ ナイカ				321-0966		宇都宮市今泉3-12-12				3		3		2		2		2		2		2		2		1		3		3				3		3		2		2		2		2		2		2		3		3		3		2		2		2		0		1		1		0		1		0		1		0		0		今まで具体的な症例に会っていません イマ グタイテキ ショウレイ ア

		否 ヒ		板橋医院 イタバシ イイン				327-0803		佐野市犬伏新町1308-2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		1		1		0

		否 ヒ		倉増医院 クラ マ イイン				320-0856		宇都宮市砥上町675-1				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		その他：人材の確保 タ ジンザイ カクホ

		否 ヒ		もてぎの森メディカルプラザ				321-3541		茂木町烏生田下郷330				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		宮澤クリニック ミヤザワ				329-0412		下野市柴291-2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		金澤医院 カナザワ イイン				325-0052		那須塩原市中央町1-8				1		1		2		2		2		1		2		2		2		2		2				1		1		2		2		2		1		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		つるたfamilyクリニック				320-0857		宇都宮市鶴田1-17-23				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		フォレストサイドクリニック				321-0152		宇都宮市西川田6-6-17		028-684-2775		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		今野内科胃腸科医院 コンノ ナイカ イチョウカ イイン				321-0151		宇都宮市西川田町933-1		028-645-6121		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		1		1		1		0

		否 ヒ		小島原医院 コジマ ハラ イイン				329-1104		宇都宮市下岡本町4075				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		1		0

		否 ヒ		永田内科眼科医院 ナガタ ナイカ ガンカイ イン				321-0982		宇都宮市御幸ヶ原町136-9		028-662-6774		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		1		0

		否 ヒ		大栗医院 オオクリ イイン				320-0034		宇都宮市泉町1-27				3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1

		否 ヒ		星小児科医院 ホシ ショウニカ イイン				321-0346		宇都宮市下荒針町3588-2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		金子内科医院 カネコ ナイカ イイン				320-0032		宇都宮市昭和1-1-31				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		否 ヒ		石川医院 イシカワ イイン				322-0015		栃木県鹿沼市上石川1-319 ３２２－００１５		0289-76-3145		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		当方では特別養護老人ホームの嘱託医を兼ねておりますため、24時間体制での診察となっております。今回のアンケートに対しましては、オーバーワークにつき協力いたしかねます。 トウホウ トクベツ ヨウゴ ロウジン ショクタクイ カ ジカン タイセイ シンサツ コンカイ タイ キョウリョク

		否 ヒ		しみずファミリークリニック				321-0951		宇都宮市越戸3-15-27				1		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		0		0		0		0		0

		否 ヒ		岡医院 オカ イイン				321-1403		日光市下鉢石町997-1				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		1		1		0		そもそも開業の小児科医が少ないうえに、在宅医療をやっている小児科はほとんどいないのが現状。以前、在宅の重症心身障害児の訪問診療を頼まれて行ったことがあるが、大人の訪問診療と勝手が違う為、内科医にはハードルが高いと感じた。是非、近くの小児科の先生に少しでも取り組んでもらうしかないかと思います。 カイギョウ ショウニ カ イ スク ザイタク イリョウ ショウニカ ゲンジョウ イゼン ザイタク ジュウショウ シンシン ショウガイジ ホウモン シンリョウ タノ オコナ オトナ ホウモン シンリョウ カッテ チガ タメ ナイカ イ タカ カン ゼヒ チカ ショウニカ センセイ スコ ト ク オモ

		否 ヒ		風見診療所 カザミ シンリョウジョ				329-2335		塩谷町上平27				3		3		1		3		2		3		3		2		1		3		3				3		1		1		3		2		2		3		3		2		1		3		3		2		2		0		1		1		0		1		0		1		1		0

		否 ヒ		土谷医院 ツチヤ イイン				321-0136		宇都宮市みどり野町14-3				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		1		0

		否 ヒ		遠藤小児科 エンドウ ショウニカ				321-0982		宇都宮市御幸ヶ原町224-10				1		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		1		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		油布医院 ユフ イイン				321-0414		宇都宮市中里町175-8				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		1		0

		承諾 ショウダク		さいとう小児科 ショウニカ		0282-22-0757 		328-0015		栃木市万町30番16号		0282-22-0757		1		1		3		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		1		0

		承諾 ショウダク		冨塚メデｲカルクリニック		028-666-2555		321-2116		宇都宮市徳次郎町888				1		1		2		2		2		2		2		2		1		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0		なるべく協力したいが、現在当院副院長が体調悪く、休養中のため困難となっています。 キョウリョク ゲンザイ トウイン フクインチョウ タイチョウ ワル キュウヨウチュウ コンナン

		承諾 ショウダク		山浦内科医院		0284-21-6653 		326-0843		足利市五十部町1256-5				1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3				1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		4		1		1		1		0		0		0		1		0		0

		承諾 ショウダク		小倉医院		0282-82-0057		321-0227		壬生町通町10-5				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		承諾 ショウダク		飯岡小児科		0289-65-3257		322-0074		鹿沼市日吉町569-2				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		3				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		3		2		2		2		0		0		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		角田内科医院		0285-53-5665 		329-0511		下野市石橋549				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		1		1		1		1		1		0		0

		承諾 ショウダク		おかべこどもクリニック		0285-40-7300 		329-0433		下野市緑5-17-12				3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		くろばね齋藤醫院		0287-54-0031		324-0233		大田原市黒羽田町612				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		1		0

		承諾 ショウダク		立花医院		0287-72-0311		325-0003		那須郡那須町寺子乙3967-190				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		その他：スタッフの充実　　1～9すべて当てはまります タ ジュウジツ ア

		承諾 ショウダク		さいとうハート＆キッズクリニック		0287-53-7979		324-0043		大田原市浅香1-4-3				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		1		0

		承諾 ショウダク		小山すぎの木クリニック		0285-30-3456		323-0806		小山市中久喜1131-1				1		1		1		1		1		1		2		2		2		1		1				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		4		1		1		0		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		有村小児科医院		028-656-7207		321-0912		宇都宮市石井町3128-11		028-656-7207		1		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		1		0		1		1		0		無床の診療所の小児科医としては、急性疾患（特に感染症が多く）への対応が中心です。時間に追われています。予防接種については、時間枠をとって対応できます。一次診療についても、訪問看護との連携等があれば対応可能な場合があります。（例えば点滴投薬等）現時点では往診は無理ですが。 ムショウ シンリョウジョ ショウニ カ イ キュウセイ シッカン トク カンセンショウ オオ タイオウ チュウシン ジカン オ ヨボウ セッシュ ジカンワク タイオウ イチジ シンリョウ ホウモン カンゴ レンケイ トウ タイオウ カノウ バアイ タト テンテキ トウヤク ナド ゲンジテン オウシン ムリ

		承諾 ショウダク		吉永医院		0285-63-2303		321-3564		茂木町増井190-1				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		1		1		0		0		0

		承諾 ショウダク		あさかクリニック		0287-22-2601		324-0043		大田原市浅香3-3711				1		1		2		2		2		2		1		1		2		2		2				1		1		2		2		2		2		1		1		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		坪水医院		0283-62-0265		327-0312		佐野市栃本町2241				1		1		3		3		3		3		3		3		1		3		3				1		1		3		3		3		3		3		3		1		3		3		3		3		3		0		1		1		0		0		0		0		1		0		若い頃、町田市にある重度心身障害者の施設にボランティアで行き、足で書いたお手紙をもらって感動しました。何かのお役にたてればと思いますが、現在実態がよく分かりません。 ワカ コロ マチダシ ジュウド シンシン ショウガイシャ シセツ イ アシ カ テガミ カンドウ ナニ ヤク オモ ゲンザイ ジッタイ ワ

		承諾 ショウダク		こどもヶ丘診療所		028-615-1077		321-0151		宇都宮市西川田町183-21				1		1		3		3		3		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		1		0		1		1		0

		承諾 ショウダク		竹田内科小児科クリニック		0282-29-1233		328-0011		栃木市大宮町52番地		0282-29-1233		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		0		1		1		1		0		0		1		0

		承諾 ショウダク		すながクリニック		0284-44-7211		326-0015		足利市八椚町494-1　				1		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		1		1		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		片山医院		028-661-9764		321-0944		宇都宮市東峰町3008-21				1		1		2		2		2		1		2		2		2		2		2				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		4		0		1		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		稲毛クリニック		0283-25-2566		327-0103		佐野市石塚町893-1				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		1		1		1		1		1		その他：当クリニックでは勤務医での診療のみを行っており、重症心身障害児に対応できるシステムはととのっておらず、申し訳ありません。 タ トウ キンムイ シンリョウ オコナ ジュウショウ シンシン ショウガイジ タイオウ モウ ワケ

		承諾 ショウダク		小川こどもクリニック		0289-74-5421		322-0027		鹿沼市貝島町5006-2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		くさの小児科		0284-73-7000		326-0335		足利市上渋垂町338-3				3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		みやの杜クリニック　		028-683-7811		321-0904		宇都宮市陽東2-4-5				1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1				3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		1		0		0		1		0		0		1		0		0		0		Q2訪問診療のみ対応可 ホウモン シンリョウ タイオウ カ

		承諾 ショウダク		にいたに内科　		028-675-6515		329-1231		塩谷郡高根沢町宝石台 3-3-19				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1

		承諾 ショウダク		よこやま内科小児科クリニック		0282-24-8102		328-0075		栃木市箱森町38-70				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		さいとうクリニック		0287-39-1805		329-2724		那須塩原市西幸町7-13				1		1		3		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		0		0		0		0		1		その他：現在の診療所での診療との兼ね合いが困難であり、複数の医師や看護師が必要 タ ゲンザイ シンリョウジョ シンリョウ カ ア コンナン フクスウ イシ カンゴシ ヒツヨウ

		承諾 ショウダク		桜井消化器科・内科		028-643-0870		320-0073		宇都宮市細谷1-7-38				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		承諾 ショウダク		佐藤医院		0287-96-2841		324-0501		那須郡那珂川町小川2960-1				1		1		3		3		2		3		3		2		1		1		1				1		1		3		3		2		3		3		2		1		1		1		3		3		4		0		1		1		1		0		1		0		0		0

		承諾 ショウダク		大根田内科医院		028-624-6322		320-0072		宇都宮市若草3-4-22				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		0		0		0		0		0		0		0		当方の医師が高齢であり、しかもスタッフがそろっていないので在宅医療は無理なので、ましてや重症心身障害者においておやです。 トウホウ イシ コウレイ ザイタク イリョウ ムリ ジュウショウ シンシン ショウガイシャ

		承諾 ショウダク		医療法人　赤羽病院		028-661-5446		321-0904		宇都宮市陽東7-2-2				1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3				3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		2		2		2		0		1		1		1		0		0		1		0		0

		承諾 ショウダク		田井の里クリニック		0285-81-6502		321-4301		真岡市西田井内外748-2				1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2				3		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		みずぬまクリニック		0287-39-1581		329-2751		那須塩原市東三島2-80-6				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		その他：在宅医療をやっていないので現状は無理である タ ザイタク イリョウ ゲンジョウ ムリ

		承諾 ショウダク		キッズクリニックはせがわ		0283-27-0200		327-0843		佐野市堀米町3946-6				1		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		その他：時間的余裕 タ ジカンテキ ヨユウ

		承諾 ショウダク		小森谷内科医院		0282-43-7327		329-4404		栃木市大平町富田4003-8				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		熊倉医院		0282-55-8425		329-4316		下都賀郡岩舟町新里180-1				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		いちはらファミリークリニック		028-612-8350		321-0414		宇都宮市中里町322				3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3				3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		1		2		0		1		1		1		0		1		0		1		0

		承諾 ショウダク		かとう小児科 ショウニカ		0282-82-7576		321-0218		壬生町落合3-7-30		 		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		福田こどもクリニック		028-659-8850		320-0852		栃木県宇都宮市下砥上町1545-20				1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3				1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		2		2		2		0		1		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		てらもと小児科		028-650-6636		321-0975		宇都宮市関堀町971-6				1		1		3		2		2		3		3		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		0		小児科医としてはもっと積極的に協力しなければいけないと思いますが、現在の我診療所の状態では不可能なことが多く残念です。 ショウニ カ イ セッキョクテキ キョウリョク オモ ゲンザイ ワガ シンリョウジョ ジョウタイ フカノウ オオ ザンネン

		承諾 ショウダク		木村内科医院		0288-22-7880		321-1264		日光市瀬尾497-1				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		承諾 ショウダク		こばやしファミリークリニック		0283-85-9900		327-0311		佐野市多田町566				1		1		1		1		3		1		1		2		1		1		1				1		1		1		1		3		1		1		3		1		1		1		3		3		2		0		1		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		あいファミリィクリニック足利 アシカガ		0284-22-3788		329-4213		足利市寺岡町505-1				1		1		1		1		1		1		1		3		1		1		1				1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		1		0		1		0		0		0		0		1		0

		承諾 ショウダク		腰塚医院		0282-62-2072		323-1104		栃木市藤岡町藤岡1845-10				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		1		1		1		1		0

		承諾 ショウダク		桜井こどもクリニック		0282-24-5987		328-0034		栃木市本町16-9				1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		承諾 ショウダク		神鳥谷クリニック		0285-22-7700		323-0827		小山市神鳥谷1-19-1		 		2		2		2		2		2		2		2		2		1		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		持田医院		0282-67-3661		329-0319		栃木市藤岡町中根115-5				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		4		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		田村医院		0282-43-3368		329-4423		栃木市大平町西水代1835-1				1		1		1		1		1		1		1		2		1		1		1				1		1		1		1		1		1		1		2		1		1		1		3		1		4		1		1		1		1		1		1		1		1		0		Q5.訪問看護、訪問リハビリテーションを利用 ホウモン カンゴ ホウモン リヨウ

		承諾 ショウダク		大橋内科クリニック		0282-82-8522		321-0219		壬生町福和田1003-1				1		1		2		2		2		3		2		2		2		2		3				1		1		2		2		2		3		2		2		2		2		3		3		3		2		0		1		1		0		0		0		0		1		0

		承諾 ショウダク		てらだファミリークリニック		028-654-2188		321-0132		宇都宮市雀の宮5-5-1				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		1		1		1		1		0

		承諾 ショウダク		あおい内科小児科ｸﾘﾆｯｸ		028-663-6000		321-0973		宇都宮市岩曽町1086-1				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		1		1		1		その他：往診時間の確保ができること タ オウシン ジカン カクホ

		承諾 ショウダク		飯塚医院		0287-92-2034		324-0613		那須郡那珂川町馬頭484-3				1		1		2		2		2		2		2		2		1		2		1				1		1		2		2		2		2		2		2		1		2		1		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		0

		承諾 ショウダク		やの小児科医院		0285-56-0280		329-0611		河内郡上三川町上三川3446-3				1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3				1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		2		2		2		0		1		1		1		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		仲嶋医院		028-681-7755		329-1311		さくら市氏家3245-17				3		3		3		3		2		3		3		3		3		2		3				3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		2		3		2		1		1		1		1		1		1		1		0		0		成人（18才以上）を対象に回答しました セイジン サイ イジョウ タイショウ カイトウ

		承諾 ショウダク		小林診療所		0285-82-3873		321-4369		真岡市熊倉3-10-7				1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		1				1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		1		2		2		2		0		1		0		0		0		1		0		0		0

		承諾 ショウダク		西真岡こどもクリニック		0285-81-7900		321-4341		真岡市高勢町3-205-1				1		1		1		3		1		1		1		1		1		3		3				1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		その他：現在おこなっています タ ゲンザイ

		承諾 ショウダク		鈴木医院		0285-72-2032		321-4217		益子町益子1747-2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		承諾 ショウダク		緑の屋根診療所		0283-20-2577		327-0843		佐野市堀米町1348-5				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		0		0		1		0		1		0		1		0		0		地域の社会資源が少ない。マンパワー不足 チイキ シャカイ シゲン スク ブソク

		承諾 ショウダク		ひがのクリニック		0285-74-0051 		321-4521		真岡市久下田941-1				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		豊郷中央渡辺内科　		028-622-8900		320-0004		宇都宮市長岡町1217-5				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		1				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		1		0		0

		承諾 ショウダク		きくちクリニック		028-683-3387		321-0903		宇都宮市下平出町614-2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		0		0

		承諾 ショウダク		サンレディースクリニック		0282-24-3541		328-0024		栃木市樋ノ口町504-1				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		医療法人　亀田内科		028-633-2884		320-0812		宇都宮市一番町1-28				1		1		1		2		2		1		2		2		2		2		1				1		1		1		2		2		1		2		2		2		2		1		3		3		3		0		0		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		越戸クリニック		028-660-6190		321-0951		宇都宮市越戸町139-6				1		1		2		2		2		3		2		2		2		2		3				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		佐藤内科		0285-53-1305		329-0511		下野市石橋839-14				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		承諾 ショウダク		グリムこどもクリニック		0285-51-1515		329-0502		下野市下古山2-6-17				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		事前連絡の上での一次診療、予防接種ですので、申し訳ありません。 ジゼン レンラク ウエ イチジ シンリョウ ヨボウ セッシュ モウ ワケ

		承諾 ショウダク		吉原医院		0288-21-0161		321-1261		日光市今市826-4				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		1		1		1		その他：設備 タ セツビ

		承諾 ショウダク		梅園医院		028-633-2869		320-0035		宇都宮市伝馬町3-28				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		1		0		0

		承諾 ショウダク		森田医院		028-633-1573		320-0861		宇都宮市西3-5-8				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		鈴木内科クリニック		028-655-1229		321-0139		宇都宮市若松原2-4-19				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		その他：24時間対応が必要となると考えますが、当院診療時間内の往診は難しいと考えます。 タ ジカン タイオウ ヒツヨウ カンガ トウイン シンリョウ ジカン ナイ オウシン ムズカ カンガ

		承諾 ショウダク		小松医院		0289-60-5515		322-0064		鹿沼市文化橋町2300-1				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		1		0		0		1		0



														1.医療ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する外来診療について、以下の医療行為に対応できますか。 イリョウ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ガイライ シンリョウ イカ イリョウ コウイ タイオウ																								2.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する往診及び訪問診療について、以下の医療行為に対応できますか イリョウテキ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ オウシン オヨ ホウモン シンリョウ イカ イリョウ コウイ タイオウ

														予防接種 ヨボウ セッシュ		一次診療
（経過観察、栄養観察を含む） イチジ シンリョウ ケイカ カンサツ エイヨウ カンサツ フク		経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ		経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ		中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ		酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ		気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ		人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ		尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ		人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ		褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ				予防接種 ヨボウ セッシュ		一次診療
（経過観察、栄養観察を含む） イチジ シンリョウ ケイカ カンサツ エイヨウ カンサツ フク		経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ		経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ		中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ		酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ		気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ		人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ		尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ		人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ		褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ

										1		できる		83		57		12		9		7		13		11		6		17		8		16		できる		39		29		8		6		5		9		9		6		10		7		12

										2		できない		55		80		127		134		142		130		136		146		131		137		124		できない		102		115		141		143		148		140		144		148		140		145		134

										3		要相談 ヨウ ソウダン		27		28		26		22		16		22		18		13		16		20		25		要相談 ヨウ ソウダン		24		21		16		16		12		15		12		11		15		13		19

																																																														0

														3.24時間、重症心身障害児（18歳未満）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイジ サイ ミマン イリョウ タイオウ

										1		できる		1

										2		できない		150

										3		要相談 ヨウ ソウダン		14



														4.24時間、重症心身障害者（18歳以上）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイシャ サイ イジョウ イリョウ タイオウ

										1		できる		3

										2		できない		150

										3		要相談 ヨウ ソウダン		12



														5.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する訪問リハビリてーションを提供していますか イリョウテキ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ホウモン テイキョウ

										1		提供している テイキョウ		1

										2		提供していない テイキョウ		152

										3		提供していないが対応は可能 テイキョウ タイオウ カノウ		4

										4		要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン		8



														6.重症心身障害児（者）在宅医療に対応できるようになるための条件はなんですか

										1		診療報酬の点数が増えること シンリョウ ホウシュウ テンスウ フ		24

										2		訪問看護尾の連携 ホウモン カンゴ オ レンケイ		73

										3		病院との連携 ビョウイン レンケイ		90

										4		在宅療養支援診療所と小児科医との
グループ診療 ザイタク リョウヨウ シエン シンリョウジョ ショウニ カ イ シンリョウ		43

										5		在宅療養支援診療所に助言や
相談を求めることができること ザイタク リョウヨウ シエン シンリョウジョ ジョゲン ソウダン モト		28

										6		小児科医に助言や相談を求めることができること ショウニ カ イ ジョゲン ソウダン モト		26

										7		経験のある医師がいること ケイケン イシ		62

										8		研修などの自己のスキルアップ ケンシュウ ジコ		47

										9		その他 タ		21



できる	予防接種	一次診療	
（経過観察、栄養観察を含む）	経鼻経管栄養の管理	経皮経管栄養の管理	
（胃ろう）	中心静脈栄養の管理	酸素療法の管理	気管切開の管理	人工呼吸器の管理	尿道留置カテーテル	
の管理	人工肛門の管理	褥瘡の管理	83	57	12	9	7	13	11	6	17	8	16	できない	予防接種	一次診療	
（経過観察、栄養観察を含む）	経鼻経管栄養の管理	経皮経管栄養の管理	
（胃ろう）	中心静脈栄養の管理	酸素療法の管理	気管切開の管理	人工呼吸器の管理	尿道留置カテーテル	
の管理	人工肛門の管理	褥瘡の管理	55	80	127	134	142	130	136	146	131	137	124	要相談	予防接種	一次診療	
（経過観察、栄養観察を含む）	経鼻経管栄養の管理	経皮経管栄養の管理	
（胃ろう）	中心静脈栄養の管理	酸素療法の管理	気管切開の管理	人工呼吸器の管理	尿道留置カテーテル	
の管理	人工肛門の管理	褥瘡の管理	27	28	26	22	16	22	18	13	16	20	25	3.24時間、重症心身障害児（18歳未満）の医療に対応ができますか	できる	できない	要相談	1	150	14	4.24時間、重症心身障害者（18歳以上）の医療に対応ができますか	できる	できない	要相談	3	150	12	5.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する訪問リハビリてーションを提供していますか	提供している	提供していない	提供していないが対応は可能	要相談（条件による）	1	152	4	8	6.重症心身障害児（者）在宅医療に対応できるようになるための条件はなんですか	診療報酬の点数が増えること	訪問看護尾の連携	病院との連携	在宅療養支援診療所と小児科医との	
グループ診療	在宅療養支援診療所に助言や	
相談を求めることができること	小児科医に助言や相談を求めることができること	経験のある医師がいること	研修などの自己のスキルアップ	その他	24	73	90	43	28	26	62	47	21	できる	予防接種	一次診療	
（経過観察、栄養観察を含む）	経鼻経管栄養の管理	経皮経管栄養の管理	
（胃ろう）	中心静脈栄養の管理	酸素療法の管理	気管切開の管理	人工呼吸器の管理	尿道留置カテーテル	
の管理	人工肛門の管理	褥瘡の管理	39	29	8	6	5	9	9	6	10	7	12	できない	予防接種	一次診療	
（経過観察、栄養観察を含む）	経鼻経管栄養の管理	経皮経管栄養の管理	
（胃ろう）	中心静脈栄養の管理	酸素療法の管理	気管切開の管理	人工呼吸器の管理	尿道留置カテーテル	
の管理	人工肛門の管理	褥瘡の管理	102	115	141	143	148	140	144	148	140	145	134	要相談	予防接種	一次診療	
（経過観察、栄養観察を含む）	経鼻経管栄養の管理	経皮経管栄養の管理	
（胃ろう）	中心静脈栄養の管理	酸素療法の管理	気管切開の管理	人工呼吸器の管理	尿道留置カテーテル	
の管理	人工肛門の管理	褥瘡の管理	24	21	16	16	12	15	12	11	15	13	19	

診療所 (記述)

		Ｑ１		1.医療ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する外来診療について、以下の医療行為に対応できますか。 イリョウ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ガイライ シンリョウ イカ イリョウ コウイ タイオウ

				Ｑ1-1

				Ｑ1-2

				Ｑ1-3

				Ｑ1-4

				Ｑ1-5

				Ｑ1-6

				Ｑ1-7

				Ｑ1-8

				Ｑ1-9

				Ｑ1-10

				Ｑ1-11

		Ｑ２		2.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する往診及び訪問診療について、以下の医療行為に対応できますか イリョウテキ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ オウシン オヨ ホウモン シンリョウ イカ イリョウ コウイ タイオウ

				Ｑ2-1

				Ｑ2-2

				Ｑ2-3

				Ｑ2-4

				Ｑ2-5

				Ｑ2-6

				Ｑ2-7

				Ｑ2-8

				Ｑ2-9

				Ｑ2-10

				Ｑ2-11

		Ｑ3		3.24時間、重症心身障害児（18歳未満）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイジ サイ ミマン イリョウ タイオウ

				Ｑ3-1

				Ｑ3-2

				Ｑ3-3

		Ｑ4		4.24時間、重症心身障害者（18歳以上）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイシャ サイ イジョウ イリョウ タイオウ

				Ｑ4-1

				Ｑ4-2

				Ｑ4-3

		Ｑ5		5.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する訪問リハビリてーションを提供していますか イリョウテキ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ホウモン テイキョウ

				Ｑ5-1

				Ｑ5-2

				Ｑ5-3

				Ｑ5-4

		Ｑ6		6.重症心身障害児（者）在宅医療に対応できるようになるための条件はなんですか ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ ザイタク イリョウ タイオウ ジョウケン

				Ｑ6-1

				Ｑ6-2

				Ｑ6-3

				Ｑ6-4

				Ｑ6-5

				Ｑ6-6

				Ｑ6-7

				Ｑ6-8

				Ｑ6-9

		Ｑ7		7.重症心身障害児（者）の方に対する医療、在宅生活等についてお気づきのことなど、ご自由にお書きください ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ カタ タイ イリョウ ザイタク セイカツ ナド キ ジユウ カ



		承諾可否 ショウダク カヒ		診療所名 シンリョウジョ メイ		電話番号 デンワ バンゴウ		郵便番号 ユウビンバンゴウ		所在地 ショザイチ		電話番号 デンワ バンゴウ		Ｑ7重症心身障害児（者）の方に対する医療、在宅生活等についてお気づきのことなど、ご自由にお書きください

		承諾 ショウダク		深谷医院 フカヤ イイン		0285-75-0007 		321-4502		真岡市物井1268-7

		承諾 ショウダク		かしま産婦人科 サンフジンカ		0284-65-0341		326-0844		足利市鹿島町501-1				婦人科疾患（不正性器出血/帯下/外陰掻痒等）については外来対応させて頂いております フジンカ シッカン フセイ セイキ シュッケツ タイゲ ガイイン カ カユ ナド ガイライ タイオウ イタダ

		承諾 ショウダク		おおきこどもクリニック		0285-41-0025 		329-0207		小山市美しが丘3-35-3

		承諾 ショウダク		宇都宮市子ども発達センター診療所 ウツノミヤシ コ ハッタツ シンリョウジョ		028-647-4720		320-0851		栃木県宇都宮市鶴田町970-1				その他：子ども発達センター内の療育を利用する児の診療所であるため タ コ ハッタツ ナイ リョウイク リヨウ ジ シンリョウジョ

		承諾 ショウダク		中川医院 ナカガワ イイン		0287-62-0040		325-0057		那須塩原市黒磯幸町6-27

		承諾 ショウダク		にじいろこども診療所 シンリョウジョ		0285-44-7716		329-0414		下野市小金井4-1-1

		承諾 ショウダク		豊郷台クリニック ユタカ ゴウ ダイ		028-643-8998		320-0003		宇都宮市豊郷台2-21-3		028-643-8998（FAX8999）

		承諾 ショウダク		いとうこどもクリニック		0289-63-5566		322-0025		鹿沼市緑町2-2-29

		承諾 ショウダク		清原台こどもクリニック キヨハラ ダイ		028-305-6017		321-3223		宇都宮市清原台2-4-14				その他：医師、看護師の増員 タ イシ カンゴシ ゾウイン

		承諾 ショウダク		さいとう小児科 ショウニカ		0282-22-0757 		328-0015		栃木市万町30番16号		0282-22-0757

		承諾 ショウダク		冨塚メデｲカルクリニック		028-666-2555		321-2116		宇都宮市徳次郎町888				なるべく協力したいが、現在当院副院長が体調悪く、休養中のため困難となっています。 キョウリョク ゲンザイ トウイン フクインチョウ タイチョウ ワル キュウヨウチュウ コンナン

		承諾 ショウダク		山浦内科医院		0284-21-6653 		326-0843		足利市五十部町1256-5

		承諾 ショウダク		小倉医院		0282-82-0057		321-0227		壬生町通町10-5

		承諾 ショウダク		飯岡小児科		0289-65-3257		322-0074		鹿沼市日吉町569-2

		承諾 ショウダク		角田内科医院		0285-53-5665 		329-0511		下野市石橋549

		承諾 ショウダク		おかべこどもクリニック		0285-40-7300 		329-0433		下野市緑5-17-12

		承諾 ショウダク		くろばね齋藤醫院		0287-54-0031		324-0233		大田原市黒羽田町612

		承諾 ショウダク		立花医院		0287-72-0311		325-0003		那須郡那須町寺子乙3967-190				その他：スタッフの充実　　1～9すべて当てはまります タ ジュウジツ ア

		承諾 ショウダク		さいとうハート＆キッズクリニック		0287-53-7979		324-0043		大田原市浅香1-4-3

		承諾 ショウダク		小山すぎの木クリニック		0285-30-3456		323-0806		小山市中久喜1131-1

		承諾 ショウダク		有村小児科医院		028-656-7207		321-0912		宇都宮市石井町3128-11		028-656-7207		無床の診療所の小児科医としては、急性疾患（特に感染症が多く）への対応が中心です。時間に追われています。予防接種については、時間枠をとって対応できます。一次診療についても、訪問看護との連携等があれば対応可能な場合があります。（例えば点滴投薬等）現時点では往診は無理ですが。 ムショウ シンリョウジョ ショウニ カ イ キュウセイ シッカン トク カンセンショウ オオ タイオウ チュウシン ジカン オ ヨボウ セッシュ ジカンワク タイオウ イチジ シンリョウ ホウモン カンゴ レンケイ トウ タイオウ カノウ バアイ タト テンテキ トウヤク ナド ゲンジテン オウシン ムリ

		承諾 ショウダク		吉永医院		0285-63-2303		321-3564		茂木町増井190-1

		承諾 ショウダク		あさかクリニック		0287-22-2601		324-0043		大田原市浅香3-3711

		承諾 ショウダク		坪水医院		0283-62-0265		327-0312		佐野市栃本町2241				若い頃、町田市にある重度心身障害者の施設にボランティアで行き、足で書いたお手紙をもらって感動しました。何かのお役にたてればと思いますが、現在実態がよく分かりません。 ワカ コロ マチダシ ジュウド シンシン ショウガイシャ シセツ イ アシ カ テガミ カンドウ ナニ ヤク オモ ゲンザイ ジッタイ ワ

		承諾 ショウダク		こどもヶ丘診療所		028-615-1077		321-0151		宇都宮市西川田町183-21

		承諾 ショウダク		竹田内科小児科クリニック		0282-29-1233		328-0011		栃木市大宮町52番地		0282-29-1233

		承諾 ショウダク		すながクリニック		0284-44-7211		326-0015		足利市八椚町494-1　

		承諾 ショウダク		片山医院		028-661-9764		321-0944		宇都宮市東峰町3008-21

		承諾 ショウダク		稲毛クリニック		0283-25-2566		327-0103		佐野市石塚町893-1				その他：当クリニックでは勤務医での診療のみを行っており、重症心身障害児に対応できるシステムはととのっておらず、申し訳ありません。 タ トウ キンムイ シンリョウ オコナ ジュウショウ シンシン ショウガイジ タイオウ モウ ワケ

		承諾 ショウダク		小川こどもクリニック		0289-74-5421		322-0027		鹿沼市貝島町5006-2

		承諾 ショウダク		くさの小児科		0284-73-7000		326-0335		足利市上渋垂町338-3

		承諾 ショウダク		みやの杜クリニック　		028-683-7811		321-0904		宇都宮市陽東2-4-5				Q2訪問診療のみ対応可 ホウモン シンリョウ タイオウ カ

		承諾 ショウダク		にいたに内科　		028-675-6515		329-1231		塩谷郡高根沢町宝石台 3-3-19

		承諾 ショウダク		よこやま内科小児科クリニック		0282-24-8102		328-0075		栃木市箱森町38-70

		承諾 ショウダク		さいとうクリニック		0287-39-1805		329-2724		那須塩原市西幸町7-13				その他：現在の診療所での診療との兼ね合いが困難であり、複数の医師や看護師が必要 タ ゲンザイ シンリョウジョ シンリョウ カ ア コンナン フクスウ イシ カンゴシ ヒツヨウ

		承諾 ショウダク		桜井消化器科・内科		028-643-0870		320-0073		宇都宮市細谷1-7-38

		承諾 ショウダク		佐藤医院		0287-96-2841		324-0501		那須郡那珂川町小川2960-1

		承諾 ショウダク		大根田内科医院		028-624-6322		320-0072		宇都宮市若草3-4-22				当方の医師が高齢であり、しかもスタッフがそろっていないので在宅医療は無理なので、ましてや重症心身障害者においておやです。 トウホウ イシ コウレイ ザイタク イリョウ ムリ ジュウショウ シンシン ショウガイシャ

		承諾 ショウダク		医療法人　赤羽病院		028-661-5446		321-0904		宇都宮市陽東7-2-2

		承諾 ショウダク		田井の里クリニック		0285-81-6502		321-4301		真岡市西田井内外748-2

		承諾 ショウダク		みずぬまクリニック		0287-39-1581		329-2751		那須塩原市東三島2-80-6				その他：在宅医療をやっていないので現状は無理である タ ザイタク イリョウ ゲンジョウ ムリ

		承諾 ショウダク		キッズクリニックはせがわ		0283-27-0200		327-0843		佐野市堀米町3946-6				その他：時間的余裕 タ ジカンテキ ヨユウ

		承諾 ショウダク		小森谷内科医院		0282-43-7327		329-4404		栃木市大平町富田4003-8

		承諾 ショウダク		熊倉医院		0282-55-8425		329-4316		下都賀郡岩舟町新里180-1

		承諾 ショウダク		いちはらファミリークリニック		028-612-8350		321-0414		宇都宮市中里町322

		承諾 ショウダク		かとう小児科 ショウニカ		0282-82-7576		321-0218		壬生町落合3-7-30		 

		承諾 ショウダク		福田こどもクリニック		028-659-8850		320-0852		栃木県宇都宮市下砥上町1545-20

		承諾 ショウダク		てらもと小児科		028-650-6636		321-0975		宇都宮市関堀町971-6				小児科医としてはもっと積極的に協力しなければいけないと思いますが、現在の我診療所の状態では不可能なことが多く残念です。 ショウニ カ イ セッキョクテキ キョウリョク オモ ゲンザイ ワガ シンリョウジョ ジョウタイ フカノウ オオ ザンネン

		承諾 ショウダク		木村内科医院		0288-22-7880		321-1264		日光市瀬尾497-1

		承諾 ショウダク		こばやしファミリークリニック		0283-85-9900		327-0311		佐野市多田町566

		承諾 ショウダク		あいファミリィクリニック足利 アシカガ		0284-22-3788		329-4213		足利市寺岡町505-1

		承諾 ショウダク		腰塚医院		0282-62-2072		323-1104		栃木市藤岡町藤岡1845-10

		承諾 ショウダク		桜井こどもクリニック		0282-24-5987		328-0034		栃木市本町16-9

		承諾 ショウダク		神鳥谷クリニック		0285-22-7700		323-0827		小山市神鳥谷1-19-1		 

		承諾 ショウダク		持田医院		0282-67-3661		329-0319		栃木市藤岡町中根115-5

		承諾 ショウダク		田村医院		0282-43-3368		329-4423		栃木市大平町西水代1835-1				Q5.訪問看護、訪問リハビリテーションを利用 ホウモン カンゴ ホウモン リヨウ

		承諾 ショウダク		大橋内科クリニック		0282-82-8522		321-0219		壬生町福和田1003-1

		承諾 ショウダク		てらだファミリークリニック		028-654-2188		321-0132		宇都宮市雀の宮5-5-1

		承諾 ショウダク		あおい内科小児科ｸﾘﾆｯｸ		028-663-6000		321-0973		宇都宮市岩曽町1086-1				その他：往診時間の確保ができること タ オウシン ジカン カクホ

		承諾 ショウダク		飯塚医院		0287-92-2034		324-0613		那須郡那珂川町馬頭484-3

		承諾 ショウダク		やの小児科医院		0285-56-0280		329-0611		河内郡上三川町上三川3446-3

		承諾 ショウダク		仲嶋医院		028-681-7755		329-1311		さくら市氏家3245-17				成人（18才以上）を対象に回答しました セイジン サイ イジョウ タイショウ カイトウ

		承諾 ショウダク		小林診療所		0285-82-3873		321-4369		真岡市熊倉3-10-7

		承諾 ショウダク		西真岡こどもクリニック		0285-81-7900		321-4341		真岡市高勢町3-205-1				その他：現在おこなっています タ ゲンザイ

		承諾 ショウダク		鈴木医院		0285-72-2032		321-4217		益子町益子1747-2

		承諾 ショウダク		緑の屋根診療所		0283-20-2577		327-0843		佐野市堀米町1348-5				地域の社会資源が少ない。マンパワー不足 チイキ シャカイ シゲン スク ブソク

		承諾 ショウダク		ひがのクリニック		0285-74-0051 		321-4521		真岡市久下田941-1

		承諾 ショウダク		豊郷中央渡辺内科　		028-622-8900		320-0004		宇都宮市長岡町1217-5

		承諾 ショウダク		きくちクリニック		028-683-3387		321-0903		宇都宮市下平出町614-2

		承諾 ショウダク		サンレディースクリニック		0282-24-3541		328-0024		栃木市樋ノ口町504-1

		承諾 ショウダク		医療法人　亀田内科		028-633-2884		320-0812		宇都宮市一番町1-28

		承諾 ショウダク		越戸クリニック		028-660-6190		321-0951		宇都宮市越戸町139-6

		承諾 ショウダク		佐藤内科		0285-53-1305		329-0511		下野市石橋839-14

		承諾 ショウダク		グリムこどもクリニック		0285-51-1515		329-0502		下野市下古山2-6-17				事前連絡の上での一次診療、予防接種ですので、申し訳ありません。 ジゼン レンラク ウエ イチジ シンリョウ ヨボウ セッシュ モウ ワケ

		承諾 ショウダク		吉原医院		0288-21-0161		321-1261		日光市今市826-4				その他：設備 タ セツビ

		承諾 ショウダク		梅園医院		028-633-2869		320-0035		宇都宮市伝馬町3-28

		承諾 ショウダク		森田医院		028-633-1573		320-0861		宇都宮市西3-5-8

		承諾 ショウダク		鈴木内科クリニック		028-655-1229		321-0139		宇都宮市若松原2-4-19				その他：24時間対応が必要となると考えますが、当院診療時間内の往診は難しいと考えます。 タ ジカン タイオウ ヒツヨウ カンガ トウイン シンリョウ ジカン ナイ オウシン ムズカ カンガ

		承諾 ショウダク		小松医院		0289-60-5515		322-0064		鹿沼市文化橋町2300-1







										1		できる

										2		できない

										3		要相談 ヨウ ソウダン





										1		できる

										2		できない

										3		要相談 ヨウ ソウダン





										1		できる

										2		できない

										3		要相談 ヨウ ソウダン





										1		提供している テイキョウ

										2		提供していない テイキョウ

										3		提供していないが対応は可能 テイキョウ タイオウ カノウ

										4		要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン





										1		診療報酬の点数が増えること シンリョウ ホウシュウ テンスウ フ

										2		訪問看護尾の連携 ホウモン カンゴ オ レンケイ

										3		病院との連携 ビョウイン レンケイ

										4		在宅療養支援診療所と小児科医とのグループ診療 ザイタク リョウヨウ シエン シンリョウジョ ショウニ カ イ シンリョウ

										5		在宅療養支援診療所に助言や相談を求めることができること ザイタク リョウヨウ シエン シンリョウジョ ジョゲン ソウダン モト

										6		小児科医に助言や相談を求めることができること ショウニ カ イ ジョゲン ソウダン モト

										7		経験のある医師がいること ケイケン イシ

										8		研修などの自己のスキルアップ ケンシュウ ジコ

										9		その他 タ



1	#REF!	

病院

		Ｑ１		1.医療ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する外来診療について、以下の医療行為に対応できますか。 イリョウ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ガイライ シンリョウ イカ イリョウ コウイ タイオウ						1.医療ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する外来診療について、以下の医療行為に対応できますか。 イリョウ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ガイライ シンリョウ イカ イリョウ コウイ タイオウ

				Ｑ1-1						Ｑ1-1		予防接種 ヨボウ セッシュ

				Ｑ1-2						Ｑ1-2		一次診療
（経過観察、栄養観察を含む） イチジ シンリョウ ケイカ カンサツ エイヨウ カンサツ フク

				Ｑ1-3						Ｑ1-3		経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ

				Ｑ1-4						Ｑ1-4		経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ

				Ｑ1-5						Ｑ1-5		中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ

				Ｑ1-6						Ｑ1-6		酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ

				Ｑ1-7						Ｑ1-7		気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ

				Ｑ1-8						Ｑ1-8		人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ

				Ｑ1-9						Ｑ1-9		尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ

				Ｑ1-10						Ｑ1-10		人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ

				Ｑ1-11						Ｑ1-11		褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ

		Ｑ２		2.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する往診及び訪問診療について、以下の医療行為に対応できますか イリョウテキ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ オウシン オヨ ホウモン シンリョウ イカ イリョウ コウイ タイオウ						2.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する往診及び訪問診療について、以下の医療行為に対応できますか イリョウテキ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ オウシン オヨ ホウモン シンリョウ イカ イリョウ コウイ タイオウ

				Ｑ2-1						Ｑ2-1		予防接種 ヨボウ セッシュ

				Ｑ2-2						Ｑ2-2		経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ

				Ｑ2-3						Ｑ2-3		経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ

				Ｑ2-4						Ｑ2-4		中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ

				Ｑ2-5						Ｑ2-5		酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ

				Ｑ2-6						Ｑ2-6		気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ

				Ｑ2-7						Ｑ2-7		人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ

				Ｑ2-8						Ｑ2-8		尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ

				Ｑ2-9						Ｑ2-9		人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ

				Ｑ2-10						Ｑ2-10		褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ

		Ｑ3		3.24時間、重症心身障害児（18歳未満）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイジ サイ ミマン イリョウ タイオウ						3.24時間、重症心身障害児（18歳未満）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイジ サイ ミマン イリョウ タイオウ

				Ｑ3-1						Ｑ3-1		できる

				Ｑ3-2						Ｑ3-2		できない

				Ｑ3-3						Ｑ3-3		要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン

		Ｑ4		4.24時間、重症心身障害者（18歳以上）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイシャ サイ イジョウ イリョウ タイオウ						4.24時間、重症心身障害者（18歳以上）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイシャ サイ イジョウ イリョウ タイオウ

				Ｑ4-1						Ｑ4-1		できる

				Ｑ4-2						Ｑ4-2		できない

				Ｑ4-3						Ｑ4-3		要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン

		Ｑ5		5.重症心身障害児（者）のレスパイト入院に対応できますか ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ ニュウイン タイオウ						5.重症心身障害児（者）のレスパイト入院に対応できますか ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ ニュウイン タイオウ

				Ｑ5-1						Ｑ5-1		できる

				Ｑ5-2						Ｑ5-2		できない

				Ｑ5-3						Ｑ5-3		要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン

		Ｑ6		6.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する訪問リハビリテーションを提供していますか イリョウテキ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ホウモン テイキョウ						6.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する訪問リハビリテーションを提供していますか イリョウテキ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ホウモン テイキョウ

				Ｑ6-1						Ｑ6-1		提供している テイキョウ

				Ｑ6-2						Ｑ6-2		提供していない テイキョウ

				Ｑ6-3						Ｑ6-3		提供していないが対応は可能 テイキョウ タイオウ カノウ

				Ｑ6-4						Ｑ6-4		要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン

		Ｑ7		7.平成26年度において、以下における長期入院児（6ヶ月以上）の患者数は何名ですか（「原疾患」及び「長期入院理由」について、複数の理由がある場合は、主な理由を選んでください） ヘイセイ ネンド イカ チョウキ ニュウイン ジ ゲツイジョウ カンジャスウ ナンメイ ゲンシッカン オヨ チョウキ ニュウイン リユウ フクスウ リユウ バアイ オモ リユウ エラ						7.平成26年度において、以下における長期入院児（6ヶ月以上）の患者数は何名ですか（「原疾患」及び「長期入院理由」について、複数の理由がある場合は、主な理由を選んでください） ヘイセイ ネンド イカ チョウキ ニュウイン ジ ゲツイジョウ カンジャスウ ナンメイ ゲンシッカン オヨ チョウキ ニュウイン リユウ フクスウ リユウ バアイ オモ リユウ エラ

				※個別シートにて対応 コベツ タイオウ						※個別シートにて対応 コベツ タイオウ

		Q8		8.重症心身障害児（者）に対する相談窓口はありますか ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ソウダン マドグチ

										1		ある

										2		ない

		Q9		9.重症心身障害児（者）の方に対する医療、在宅生活等についてお気づきのことなど、ご自由にお書きください。 ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ カタ タイ イリョウ ザイタク セイカツ ナド キ ジユウ カ

		承諾可否 ショウダク カヒ		診療所名 シンリョウジョ メイ		電話番号 デンワ バンゴウ		郵便番号 ユウビンバンゴウ		所在地 ショザイチ		Ｑ1.医療ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する外来診療について、以下の医療行為に対応できますか																						Ｑ２医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する往診及び訪問診療について、以下の医療行為に対応できますか																				Ｑ3		Ｑ4		Ｑ5		Q6		Ｑ7		8.重症心身障害児（者）に対する相談窓口はありますか										Q9

												予防接種 ヨボウ セッシュ		一次診療
（経過観察、栄養観察を含む） イチジ シンリョウ ケイカ カンサツ エイヨウ カンサツ フク		経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ		経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ		中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ		酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ		気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ		人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ		尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ		人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ		褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ		予防接種 ヨボウ セッシュ		経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ		経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ		中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ		酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ		気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ		人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ		尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ		人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ		褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ												有無 ウム		部署名・職名 ブショ メイ ショクメイ		ご担当者氏名 タントウシャ シメイ		連絡先TEL レンラクサキ		連絡先MAIL レンラクサキ

		否 イナ		野木病院		0280-57-1011		329-0101		下都賀郡野木町友沼5320-2		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		2

		否 イナ		今市病院		0288-22-2200		321-1261		日光市今市381		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		2

		否 イナ		黒須病院　		028-682-8811		329-1311		さくら市氏家2650		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		2		2		別紙参照 ベッシ サンショウ		1		病診連携室・社会福祉士 ビョウシンレンケイ シツ シャカイ フクシ シ		井上雅晶 イノウエ マサアキ		028-682-8811（代表）
028-681-5551（直通） ダイヒョウ チョクツウ		byo-renkei@kurosu-hospital.jp

		否 イナ		日光市民病院		0288-50-1188		321-1441		日光市清滝安良沢町1752-10		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		2										小児科常務医がいないため、小児科非常勤医師在院時のみ相談可能と考えます ショウニカ ジョウム イ ショウニカ ヒジョウキン イシ ザイイン ジ ソウダン カノウ カンガ

		否 イナ		国際医療福祉大学塩谷病院　		0287-44-1155		329-2145		矢板市富田77		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		2

		否 イナ		那須南病院		0287-84-3911		321-0621		栃木県那須烏山市中央3-2-13		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		2		2		なし		1		医療福祉相談医療連絡室 イリョウ フクシ ソウダン イリョウ レンラク シツ		原健二 ハラ ケンジ		0287-84-3911

		承諾 ショウダク		西方病院		0282-92-2323		322-0601		栃木県上都賀郡西方町金崎273-3		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		1		西方病院地域連携室 ニシカタ ビョウイン チイキ レンケイ シツ				0282-25-7310		nishikata-renkei@cc9.ne.jp

		承諾 ショウダク		新小山市民病院		0285-36-0200		323-0827		栃木県小山市神鳥谷2251-1 ３２３－０８２７		1		1		3		2		2		2		2		2		2		2		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		2		なし		1		医療相談室保健師 イリョウ ソウダンシツ ホケンシ		多賀谷邦子 タガヤ クニコ		0285-36-0256		soudan@hospital.oyama.tochigi.jp		重症心身障害児（者）の方々の外来診察は随時受け入れておりますが、特に障害児の入院についてはまだ十分に対応できる体制になっておりません。そのため、今回のガイドマップの内容で受け入れ可能な項目が少なく申し訳ありません。相談については、幅広く承っております。 ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ カタガタ ガイライ シンサツ ズイジ ウ イ トク ショウガイジ ニュウイン ジュウブン タイオウ タイセイ コンカイ ナイヨウ ウ イ カノウ コウモク スク モウ ワケ ソウダン ハバヒロ ウケタマワ

		承諾 ショウダク		小山厚生病院		0285-22-1105		323-0031		栃木県小山市八幡町2-10-6		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		2		なし		1		看護師長 カンゴシ チョウ		横家よね子 ヨコ イエ コ		0285-22-1105
0285-24-9890				在宅生活困難者につき当院では入院で対応させていただくことが多いです。 ザイタク セイカツ コンナン シャ トウイン ニュウイン タイオウ オオ

		承諾 ショウダク		石橋総合病院		0285-53-1134		329-0511		栃木県下野市石橋628		1		1		1		1		1		1		1		2		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		1		なし		1		地域医療連携部 チイキ イリョウ レンケイ ブ		（部長）岩崎さゆり ブチョウ イワサキ		0285-53-1134		ishibashi-renkei@yushikai.jp

		承諾 ショウダク		下都賀総合病院		0282-22-2551		328-0044		栃木県栃木市富士見町5-32		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		3		なし		1		医療福祉相談室 イリョウ フクシ ソウダンシツ		MSWが3人おります ニン		0282-22-2551

		承諾 ショウダク		とちの木病院		0282-22-7722		328-0071		栃木県栃木市大町39-5		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		2

		承諾 ショウダク		自治医科大学附属病院　		0285-44-2111		329-0498		下野市薬師寺3311-1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		2		3		2		別紙参照 ベッシ サンショウ		1		地域医療連携部（看護師） チイキ イリョウ レンケイ ブ カンゴシ		黒田　光恵 クロダ ミツエ		0285-44-2111		mazuek@jichi.ac.jp		在宅医療を充実させていただくうえで、往診医や地域の開業医の先生方との連携強化やスタッフの充実が望まれると思います。 ザイタク イリョウ ジュウジツ オウシン イ チイキ カイギョウイ センセイガタ レンケイ キョウカ ジュウジツ ノゾ オモ

		承諾 ショウダク		済生会宇都宮病院		028-626-5500		321-0974		宇都宮市竹林町911-1		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		2		別紙参照 ベッシ サンショウ		1		地域連携課 チイキ レンケイ カ		荻津　守 オギツ カミ		028-626-5500

		承諾 ショウダク		足利赤十字病院		0284-21-0121		326-0843		栃木県足利市五十部町284-1		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		3		1		2		別紙参照 ベッシ サンショウ		1		事務部医事課社会福祉士 ジム ブ イジ カ シャカイ フクシ シ		布施　麻由実 フセ マユミ		0284-20-1307				医療依存度の高い患者様が自宅へ退院する場合、利用できる社会資源が限られており、デイサービスやリハビリテーション、ショートステイなどのサービスを本人、ご家族様のニーズに合わせて利用していただくことが困難なケースが多々あります。（例：家族としては週２回以上リハビリに本人を通わせたいと考えているが、リハビリテーション事業所としては利用者数も多いため、週1回の対応が限度と考えている場合など）今回のアンケート調査を機に、各地域の社会資源の情報を整理し、なるべくニーズに合わせて、多くの方に適切にサービスを利用していただける環境を構築できればと思っております。よろしくお願いいたします。 イリョウ イゾンド タカ カンジャサマ ジタク タイイン バアイ リヨウ シャカイ シゲン カギ ホンニン カゾク サマ ア リヨウ コンナン タタ レイ カゾク シュウ カイイジョウ ホンニン カヨ カンガ ジギョウショ リヨウシャ スウ オオ シュウ カイ タイオウ ゲンド カンガ バアイ コンカイ チョウサ キ カクチイキ シャカイ シゲン ジョウホウ セイリ ア オオ カタ テキセツ リヨウ カンキョウ コウチク オモ ネガ

		承諾 ショウダク		獨協医科大学病院		0282-86-1111		321-0293		下都賀郡壬生町大字北小林880		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		3		2		別紙参照 ベッシ サンショウ		1		地域医療連携センター医療福祉相談室 チイキ イリョウ レンケイ イリョウ フクシ ソウダンシツ				0282-87-2185

		承諾 ショウダク		あしかがの森足利病院		0284-91-0611		326-0011		足利市大沼田町615		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		1		2		別紙参照 ベッシ サンショウ		1		メディカルソーシャルワーカー		福地　哲郎 フクチ テツロウ		0284-91-0611		soudan@hshikagu-hospital.or.jp

		承諾 ショウダク		JCHO　うつのみや病院		028-653-1001		321-0143		宇都宮市南高砂町11-17		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		2

		承諾 ショウダク		菅又病院　		028-676-0311		329-1207		塩谷郡高根沢町花岡2351		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		2										要相談の診療項目につきましては、病院にお電話で問い合わせていただければ対応いたします。小児科の入院対応はしておりません。外来診察につきましては、急性期の管理は困難であることもありますが、状態が安定している場合には相談いただければ可能な限り対応いたします。 ヨウ ソウダン シンリョウ コウモク ビョウイン デンワ ト ア タイオウ ショウニカ ニュウイン タイオウ ガイライ シンサツ キュウセイキ カンリ コンナン ジョウタイ アンテイ バアイ ソウダン カノウ カギ タイオウ

		承諾 ショウダク		那須赤十字病院		0287-23-1122		324-8686		栃木県大田原市中田原1081-4		1		1		3		3		3		1		3		1		3		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		1		4		なし		1		地域医療福祉連携課福祉係長 チイキ イリョウ フクシ レンケイ カ フクシ カカリチョウ		野中美希 ノナカ ミキ		0287-23-1122		renkeika@nasu.jrc.or.jp
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病院（作業）

		Ｑ１		1.医療ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する外来診療について、以下の医療行為に対応できますか。 イリョウ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ガイライ シンリョウ イカ イリョウ コウイ タイオウ						1.医療ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する外来診療について、以下の医療行為に対応できますか。 イリョウ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ガイライ シンリョウ イカ イリョウ コウイ タイオウ

				Ｑ1-1						Ｑ1-1		予防接種 ヨボウ セッシュ

				Ｑ1-2						Ｑ1-2		一次診療
（経過観察、栄養観察を含む） イチジ シンリョウ ケイカ カンサツ エイヨウ カンサツ フク

				Ｑ1-3						Ｑ1-3		経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ

				Ｑ1-4						Ｑ1-4		経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ

				Ｑ1-5						Ｑ1-5		中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ

				Ｑ1-6						Ｑ1-6		酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ

				Ｑ1-7						Ｑ1-7		気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ

				Ｑ1-8						Ｑ1-8		人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ

				Ｑ1-9						Ｑ1-9		尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ

				Ｑ1-10						Ｑ1-10		人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ

				Ｑ1-11						Ｑ1-11		褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ

		Ｑ２		2.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する往診及び訪問診療について、以下の医療行為に対応できますか イリョウテキ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ オウシン オヨ ホウモン シンリョウ イカ イリョウ コウイ タイオウ						2.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する往診及び訪問診療について、以下の医療行為に対応できますか イリョウテキ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ オウシン オヨ ホウモン シンリョウ イカ イリョウ コウイ タイオウ

				Ｑ2-1						Ｑ2-1		予防接種 ヨボウ セッシュ

				Ｑ2-2						Ｑ2-2		経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ

				Ｑ2-3						Ｑ2-3		経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ

				Ｑ2-4						Ｑ2-4		中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ

				Ｑ2-5						Ｑ2-5		酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ

				Ｑ2-6						Ｑ2-6		気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ

				Ｑ2-7						Ｑ2-7		人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ

				Ｑ2-8						Ｑ2-8		尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ

				Ｑ2-9						Ｑ2-9		人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ

				Ｑ2-10						Ｑ2-10		褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ

		Ｑ3		3.24時間、重症心身障害児（18歳未満）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイジ サイ ミマン イリョウ タイオウ						3.24時間、重症心身障害児（18歳未満）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイジ サイ ミマン イリョウ タイオウ

				Ｑ3-1						Ｑ3-1		できる

				Ｑ3-2						Ｑ3-2		できない

				Ｑ3-3						Ｑ3-3		要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン

		Ｑ4		4.24時間、重症心身障害者（18歳以上）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイシャ サイ イジョウ イリョウ タイオウ						4.24時間、重症心身障害者（18歳以上）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイシャ サイ イジョウ イリョウ タイオウ

				Ｑ4-1						Ｑ4-1		できる

				Ｑ4-2						Ｑ4-2		できない

				Ｑ4-3						Ｑ4-3		要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン

		Ｑ5		5.重症心身障害児（者）のレスパイト入院に対応できますか ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ ニュウイン タイオウ						5.重症心身障害児（者）のレスパイト入院に対応できますか ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ ニュウイン タイオウ

				Ｑ5-1						Ｑ5-1		できる

				Ｑ5-2						Ｑ5-2		できない

				Ｑ5-3						Ｑ5-3		要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン

		Ｑ6		6.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する訪問リハビリテーションを提供していますか イリョウテキ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ホウモン テイキョウ						6.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する訪問リハビリテーションを提供していますか イリョウテキ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ホウモン テイキョウ

				Ｑ6-1						Ｑ6-1		提供している テイキョウ

				Ｑ6-2						Ｑ6-2		提供していない テイキョウ

				Ｑ6-3						Ｑ6-3		提供していないが対応は可能 テイキョウ タイオウ カノウ

				Ｑ6-4						Ｑ6-4		要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン

		Ｑ7		7.平成26年度において、以下における長期入院児（6ヶ月以上）の患者数は何名ですか（「原疾患」及び「長期入院理由」について、複数の理由がある場合は、主な理由を選んでください） ヘイセイ ネンド イカ チョウキ ニュウイン ジ ゲツイジョウ カンジャスウ ナンメイ ゲンシッカン オヨ チョウキ ニュウイン リユウ フクスウ リユウ バアイ オモ リユウ エラ						7.平成26年度において、以下における長期入院児（6ヶ月以上）の患者数は何名ですか（「原疾患」及び「長期入院理由」について、複数の理由がある場合は、主な理由を選んでください） ヘイセイ ネンド イカ チョウキ ニュウイン ジ ゲツイジョウ カンジャスウ ナンメイ ゲンシッカン オヨ チョウキ ニュウイン リユウ フクスウ リユウ バアイ オモ リユウ エラ

				※個別シートにて対応 コベツ タイオウ						※個別シートにて対応 コベツ タイオウ

		Q8		8.重症心身障害児（者）に対する相談窓口はありますか ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ソウダン マドグチ

										1		ある

										2		ない

		Q9		9.重症心身障害児（者）の方に対する医療、在宅生活等についてお気づきのことなど、ご自由にお書きください。 ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ カタ タイ イリョウ ザイタク セイカツ ナド キ ジユウ カ

		承諾可否 ショウダク カヒ		診療所名 シンリョウジョ メイ		電話番号 デンワ バンゴウ		郵便番号 ユウビンバンゴウ		所在地 ショザイチ		Ｑ1.医療ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する外来診療について、以下の医療行為に対応できますか																						Ｑ２医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する往診及び訪問診療について、以下の医療行為に対応できますか																				Ｑ3		Ｑ4		Ｑ5		Q6		Ｑ7		8.重症心身障害児（者）に対する相談窓口はありますか										Q9

												予防接種 ヨボウ セッシュ		一次診療
（経過観察、栄養観察を含む） イチジ シンリョウ ケイカ カンサツ エイヨウ カンサツ フク		経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ		経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ		中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ		酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ		気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ		人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ		尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ		人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ		褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ		予防接種 ヨボウ セッシュ		経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ		経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ		中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ		酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ		気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ		人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ		尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ		人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ		褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ												有無 ウム		部署名・職名 ブショ メイ ショクメイ		ご担当者氏名 タントウシャ シメイ		連絡先TEL レンラクサキ		連絡先MAIL レンラクサキ

		否 イナ		野木病院		0280-57-1011		329-0101		下都賀郡野木町友沼5320-2		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		2

		否 イナ		今市病院		0288-22-2200		321-1261		日光市今市381		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		2

		否 イナ		黒須病院　		028-682-8811		329-1311		さくら市氏家2650		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		2		2		別紙参照 ベッシ サンショウ		1		病診連携室・社会福祉士 ビョウシンレンケイ シツ シャカイ フクシ シ		井上雅晶 イノウエ マサアキ		028-682-8811（代表）
028-681-5551（直通） ダイヒョウ チョクツウ		byo-renkei@kurosu-hospital.jp

		否 イナ		日光市民病院		0288-50-1188		321-1441		日光市清滝安良沢町1752-10		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		2										小児科常務医がいないため、小児科非常勤医師在院時のみ相談可能と考えます ショウニカ ジョウム イ ショウニカ ヒジョウキン イシ ザイイン ジ ソウダン カノウ カンガ

		否 イナ		国際医療福祉大学塩谷病院　		0287-44-1155		329-2145		矢板市富田77		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		2

		否 イナ		那須南病院		0287-84-3911		321-0621		栃木県那須烏山市中央3-2-13		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		2		2		なし		1		医療福祉相談医療連絡室 イリョウ フクシ ソウダン イリョウ レンラク シツ		原健二 ハラ ケンジ		0287-84-3911

		承諾 ショウダク		西方病院		0282-92-2323		322-0601		栃木県上都賀郡西方町金崎273-3		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		1		西方病院地域連携室 ニシカタ ビョウイン チイキ レンケイ シツ				0282-25-7310		nishikata-renkei@cc9.ne.jp

		承諾 ショウダク		新小山市民病院		0285-36-0200		323-0827		栃木県小山市神鳥谷2251-1 ３２３－０８２７		1		1		3		2		2		2		2		2		2		2		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		2		なし		1		医療相談室保健師 イリョウ ソウダンシツ ホケンシ		多賀谷邦子 タガヤ クニコ		0285-36-0256		soudan@hospital.oyama.tochigi.jp		重症心身障害児（者）の方々の外来診察は随時受け入れておりますが、特に障害児の入院についてはまだ十分に対応できる体制になっておりません。そのため、今回のガイドマップの内容で受け入れ可能な項目が少なく申し訳ありません。相談については、幅広く承っております。 ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ カタガタ ガイライ シンサツ ズイジ ウ イ トク ショウガイジ ニュウイン ジュウブン タイオウ タイセイ コンカイ ナイヨウ ウ イ カノウ コウモク スク モウ ワケ ソウダン ハバヒロ ウケタマワ

		承諾 ショウダク		小山厚生病院		0285-22-1105		323-0031		栃木県小山市八幡町2-10-6		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		2		なし		1		看護師長 カンゴシ チョウ		横家よね子 ヨコ イエ コ		0285-22-1105
0285-24-9890				在宅生活困難者につき当院では入院で対応させていただくことが多いです。 ザイタク セイカツ コンナン シャ トウイン ニュウイン タイオウ オオ

		承諾 ショウダク		石橋総合病院		0285-53-1134		329-0511		栃木県下野市石橋628		1		1		1		1		1		1		1		2		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		1		なし		1		地域医療連携部 チイキ イリョウ レンケイ ブ		（部長）岩崎さゆり ブチョウ イワサキ		0285-53-1134		ishibashi-renkei@yushikai.jp

		承諾 ショウダク		下都賀総合病院		0282-22-2551		328-0044		栃木県栃木市富士見町5-32		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		3		なし		1		医療福祉相談室 イリョウ フクシ ソウダンシツ		MSWが3人おります ニン		0282-22-2551

		承諾 ショウダク		とちの木病院		0282-22-7722		328-0071		栃木県栃木市大町39-5		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		2

		承諾 ショウダク		自治医科大学附属病院　		0285-44-2111		329-0498		下野市薬師寺3311-1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		2		3		2		別紙参照 ベッシ サンショウ		1		地域医療連携部（看護師） チイキ イリョウ レンケイ ブ カンゴシ		黒田　光恵 クロダ ミツエ		0285-44-2111		mazuek@jichi.ac.jp		在宅医療を充実させていただくうえで、往診医や地域の開業医の先生方との連携強化やスタッフの充実が望まれると思います。 ザイタク イリョウ ジュウジツ オウシン イ チイキ カイギョウイ センセイガタ レンケイ キョウカ ジュウジツ ノゾ オモ

		承諾 ショウダク		済生会宇都宮病院		028-626-5500		321-0974		宇都宮市竹林町911-1		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		2		別紙参照 ベッシ サンショウ		1		地域連携課 チイキ レンケイ カ		荻津　守 オギツ カミ		028-626-5500

		承諾 ショウダク		足利赤十字病院		0284-21-0121		326-0843		栃木県足利市五十部町284-1		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		3		1		2		別紙参照 ベッシ サンショウ		1		事務部医事課社会福祉士 ジム ブ イジ カ シャカイ フクシ シ		布施　麻由実 フセ マユミ		0284-20-1307				医療依存度の高い患者様が自宅へ退院する場合、利用できる社会資源が限られており、デイサービスやリハビリテーション、ショートステイなどのサービスを本人、ご家族様のニーズに合わせて利用していただくことが困難なケースが多々あります。（例：家族としては週２回以上リハビリに本人を通わせたいと考えているが、リハビリテーション事業所としては利用者数も多いため、週1回の対応が限度と考えている場合など）今回のアンケート調査を機に、各地域の社会資源の情報を整理し、なるべくニーズに合わせて、多くの方に適切にサービスを利用していただける環境を構築できればと思っております。よろしくお願いいたします。 イリョウ イゾンド タカ カンジャサマ ジタク タイイン バアイ リヨウ シャカイ シゲン カギ ホンニン カゾク サマ ア リヨウ コンナン タタ レイ カゾク シュウ カイイジョウ ホンニン カヨ カンガ ジギョウショ リヨウシャ スウ オオ シュウ カイ タイオウ ゲンド カンガ バアイ コンカイ チョウサ キ カクチイキ シャカイ シゲン ジョウホウ セイリ ア オオ カタ テキセツ リヨウ カンキョウ コウチク オモ ネガ

		承諾 ショウダク		獨協医科大学病院		0282-86-1111		321-0293		下都賀郡壬生町大字北小林880		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		3		2		別紙参照 ベッシ サンショウ		1		地域医療連携センター医療福祉相談室 チイキ イリョウ レンケイ イリョウ フクシ ソウダンシツ				0282-87-2185

		承諾 ショウダク		あしかがの森足利病院		0284-91-0611		326-0011		足利市大沼田町615		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		1		2		別紙参照 ベッシ サンショウ		1		メディカルソーシャルワーカー		福地　哲郎 フクチ テツロウ		0284-91-0611		soudan@hshikagu-hospital.or.jp

		承諾 ショウダク		JCHO　うつのみや病院		028-653-1001		321-0143		宇都宮市南高砂町11-17		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		2

		承諾 ショウダク		菅又病院　		028-676-0311		329-1207		塩谷郡高根沢町花岡2351		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		2										要相談の診療項目につきましては、病院にお電話で問い合わせていただければ対応いたします。小児科の入院対応はしておりません。外来診察につきましては、急性期の管理は困難であることもありますが、状態が安定している場合には相談いただければ可能な限り対応いたします。 ヨウ ソウダン シンリョウ コウモク ビョウイン デンワ ト ア タイオウ ショウニカ ニュウイン タイオウ ガイライ シンサツ キュウセイキ カンリ コンナン ジョウタイ アンテイ バアイ ソウダン カノウ カギ タイオウ

		承諾 ショウダク		那須赤十字病院		0287-23-1122		324-8686		栃木県大田原市中田原1081-4		1		1		3		3		3		1		3		1		3		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		1		4		なし		1		地域医療福祉連携課福祉係長 チイキ イリョウ フクシ レンケイ カ フクシ カカリチョウ		野中美希 ノナカ ミキ		0287-23-1122		renkeika@nasu.jrc.or.jp



												Ｑ1.医療ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する外来診療について、以下の医療行為に対応できますか

												予防接種 ヨボウ セッシュ		一次診療
（経過観察、栄養観察を含む） イチジ シンリョウ ケイカ カンサツ エイヨウ カンサツ フク		経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ		経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ		中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ		酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ		気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ		人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ		尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ		人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ		褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ

										できる		13		13		9		8		7		9		8		8		7		7		7

										できない		3		3		7		8		8		8		8		9		8		8		6

										要相談 ヨウ ソウダン		4		4		4		4		5		3		4		3		5		5		7



												Ｑ２医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する往診及び訪問診療について、以下の医療行為に対応できますか

												予防接種 ヨボウ セッシュ		経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ		経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ		中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ		酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ		気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ		人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ		尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ		人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ		褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ

										できる		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

										できない		19		20		20		20		20		20		20		20		20		20

										要相談 ヨウ ソウダン		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0



										Ｑ3		3.24時間、重症心身障害児（18歳未満）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイジ サイ ミマン イリョウ タイオウ				3.24時間、重症心身障害児（18歳未満）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイジ サイ ミマン イリョウ タイオウ

										できる		4

										できない		14

										要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン		2

										Ｑ4		4.24時間、重症心身障害者（18歳以上）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイシャ サイ イジョウ イリョウ タイオウ				4.24時間、重症心身障害者（18歳以上）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイシャ サイ イジョウ イリョウ タイオウ

										できる		3

										できない		9																																																														事業所名 ジギョウショ メイ		部署名・職名 ブショ メイ ショクメイ		ご担当者氏名 タントウシャ シメイ		連絡先TEL レンラクサキ		Mail

										要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン		8																																																														西方病院		西方病院地域連携室 ニシカタ ビョウイン チイキ レンケイ シツ				0282-25-7310		nishikata-renkei@cc9.ne.jp

										Ｑ5		5.重症心身障害児（者）のレスパイト入院に対応できますか ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ ニュウイン タイオウ				5.重症心身障害児（者）のレスパイト入院に対応できますか ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ ニュウイン タイオウ																																																										新小山市民病院		医療相談室保健師 イリョウ ソウダンシツ ホケンシ		多賀谷邦子 タガヤ クニコ		0285-36-0256		soudan@hospital.oyama.tochigi.jp

										できる		5																																																														小山厚生病院		看護師長 カンゴシ チョウ		横家よね子 ヨコ イエ コ		0285-22-1105
0285-24-9890

										できない		10																																																														石橋総合病院		地域医療連携部 チイキ イリョウ レンケイ ブ		（部長）岩崎さゆり ブチョウ イワサキ		0285-53-1134		ishibashi-renkei@yushikai.jp

										要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン		5																																																														下都賀総合病院		医療福祉相談室 イリョウ フクシ ソウダンシツ		MSWが3人おります ニン		0282-22-2551

										Ｑ6		6.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する訪問リハビリテーションを提供していますか イリョウテキ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ホウモン テイキョウ				6.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する訪問リハビリテーションを提供していますか イリョウテキ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ホウモン テイキョウ																																																										自治医科大学附属病院　		地域医療連携部（看護師） チイキ イリョウ レンケイ ブ カンゴシ		黒田　光恵 クロダ ミツエ		0285-44-2111		mazuek@jichi.ac.jp

										提供している テイキョウ		1																																																														済生会宇都宮病院		地域連携課 チイキ レンケイ カ		荻津　守 オギツ カミ		028-626-5500

										提供していない テイキョウ		17																																																														足利赤十字病院		事務部医事課社会福祉士 ジム ブ イジ カ シャカイ フクシ シ		布施　麻由実 フセ マユミ		0284-20-1307

										提供していないが対応は可能 テイキョウ タイオウ カノウ		1																																																														獨協医科大学病院		地域医療連携センター医療福祉相談室 チイキ イリョウ レンケイ イリョウ フクシ ソウダンシツ				0282-87-2185

										要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン		1																																																														あしかがの森足利病院		メディカルソーシャルワーカー		福地　哲郎 フクチ テツロウ		0284-91-0611		soudan@hshikagu-hospital.or.jp

										Ｑ7		7.平成26年度において、以下における長期入院児（6ヶ月以上）の患者数は何名ですか（「原疾患」及び「長期入院理由」について、複数の理由がある場合は、主な理由を選んでください） ヘイセイ ネンド イカ チョウキ ニュウイン ジ ゲツイジョウ カンジャスウ ナンメイ ゲンシッカン オヨ チョウキ ニュウイン リユウ フクスウ リユウ バアイ オモ リユウ エラ				7.平成26年度において、以下における長期入院児（6ヶ月以上）の患者数は何名ですか（「原疾患」及び「長期入院理由」について、複数の理由がある場合は、主な理由を選んでください） ヘイセイ ネンド イカ チョウキ ニュウイン ジ ゲツイジョウ カンジャスウ ナンメイ ゲンシッカン オヨ チョウキ ニュウイン リユウ フクスウ リユウ バアイ オモ リユウ エラ																																																										那須赤十字病院		地域医療福祉連携課福祉係長 チイキ イリョウ フクシ レンケイ カ フクシ カカリチョウ		野中美希 ノナカ ミキ		0287-23-1122		renkeika@nasu.jrc.or.jp

										Q8		8.重症心身障害児（者）に対する相談窓口はありますか ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ソウダン マドグチ

																1		ある		13

																2		ない		7

																														できる		できない		要相談 ヨウ ソウダン						できる		できない		要相談 ヨウ ソウダン						提供している テイキョウ		提供していない テイキョウ		提供していないが対応は可能 テイキョウ タイオウ カノウ		要相談 ヨウ ソウダン										NICU及びGCU オヨ		PICU		その他小児病棟 タ ショウニ ビョウトウ

																												予防接種 ヨボウ セッシュ		13		3		4				18歳未満 サイ ミマン		4		14		2						5		10		5		5								6ヶ月以上1年未満 ゲツイジョウ ネン ミマン		9		0		11

																												一次診療
（経過観察、栄養観察を含む） イチジ シンリョウ ケイカ カンサツ エイヨウ カンサツ フク		13		3		4				18歳以上 サイ イジョウ		3		9		8																				1年以上2年未満 ネンイジョウ ネン ミマン		1		0		10

																												経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ		9		7		4																提供している テイキョウ		5												2年以上 ネンイジョウ		4		0		154

																												経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ		8		8		4						できる		できない		要相談 ヨウ ソウダン						提供していない テイキョウ		10

																												中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ		7		8		5						5		10		5						提供していないが対応は可能 テイキョウ タイオウ カノウ		5

																												酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ		9		8		3						3		9		8						要相談 ヨウ ソウダン		5														NICU及びGCU オヨ		PICU		その他小児病棟 タ ショウニ ビョウトウ

																												気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ		8		8		4																														新生児仮死 シンセイジ カシ		2		0		38

																												人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ		8		9		3																														仮死以外の神経、筋疾患 カシ イガイ シンケイ キン シッカン		3		0		48

																												尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ		7		8		5						ある		ない										乳児～2歳 ニュウジ サイ		3歳～6歳 サイ サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13歳～17歳 サイ サイ		18歳以上 サイイジョウ				事故 ジコ		0		0		4

																												人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ		7		8		5						13		7								気管切開人工呼吸患者 キカン セッカイ ジンコウ コキュウ カンジャ		11		4		8		5		12				先天異常症候群 センテン イジョウ ショウコウグン		11		0		22

																												褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ		7		6		7																非気管切開人工呼吸患者（NPPV) ヒ キカン セッカイ ジンコウ コキュウ カンジャ		2		0		0		0		1				慢性肺疾患、気道病変 マンセイ ハイ シッカン キドウ ビョウヘン		1		0		0

																																																		気管切開患者 キカン セッカイ カンジャ		2		3		2		0		14				低出生体重児 テイ シュッセイ タイジュウ ジ		5		0		7

																														できる		できない		要相談 ヨウ ソウダン																その他 タ		4		2		2		0		1				社会的事情 シャカイテキ ジジョウ		0		0		2

																												予防接種 ヨボウ セッシュ		0		19		1																														その他 タ		2		0		44

																												経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ		0		20		0

																												経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ		0		20		0																																NICU及びGCU オヨ		PICU		その他小児病棟 タ ショウニ ビョウトウ

																												中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ		0		20		0																														病状が不安定 ビョウジョウ フアンテイ		6		0		30

																												酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ		0		20		0																														療育施設入所待ち リョウイク シセツ ニュウショ マ		0		0		18

																												気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ		0		20		0																														中間施設受入体制の不備 チュウカン シセツ ウケイレ タイセイ フビ		0		0		0

																												人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ		0		20		0																														地域サポートの不備 チイキ フビ		0		0		0

																												尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ		0		20		0																														病院の在宅医療フォロー体制不備 ビョウイン ザイタク イリョウ タイセイ フビ		0		0		0

																												人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ		0		20		0																														家族の受入困難 カゾク ウケイレ コンナン		4		0		127

																												褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ		0		20		0																														家庭環境、経済的理由 カテイ カンキョウ ケイザイテキ リユウ		1		0		5

																																																																在宅準備中 ザイタク ジュンビチュウ		3		0		4

																																																																その他 タ		0		0		1

																												24時間、重症心身障害児の医療に対応ができますか
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病院 (記述)

		承諾可否 ショウダク カヒ		診療所名 シンリョウジョ メイ		電話番号 デンワ バンゴウ		郵便番号 ユウビンバンゴウ		所在地 ショザイチ		9.重症心身障害児（者）の方に対する医療、在宅生活等についてお気づきのことなど、ご自由にお書きください。



		否 イナ		野木病院		0280-57-1011		329-0101		下都賀郡野木町友沼5320-2

		否 イナ		今市病院		0288-22-2200		321-1261		日光市今市381

		否 イナ		黒須病院　		028-682-8811		329-1311		さくら市氏家2650

		否 イナ		日光市民病院		0288-50-1188		321-1441		日光市清滝安良沢町1752-10		小児科常務医がいないため、小児科非常勤医師在院時のみ相談可能と考えます ショウニカ ジョウム イ ショウニカ ヒジョウキン イシ ザイイン ジ ソウダン カノウ カンガ

		否 イナ		国際医療福祉大学塩谷病院　		0287-44-1155		329-2145		矢板市富田77

		否 イナ		那須南病院		0287-84-3911		321-0621		栃木県那須烏山市中央3-2-13

		承諾 ショウダク		西方病院		0282-92-2323		322-0601		栃木県上都賀郡西方町金崎273-3

		承諾 ショウダク		新小山市民病院		0285-36-0200		323-0827		栃木県小山市神鳥谷2251-1 ３２３－０８２７		重症心身障害児（者）の方々の外来診察は随時受け入れておりますが、特に障害児の入院についてはまだ十分に対応できる体制になっておりません。そのため、今回のガイドマップの内容で受け入れ可能な項目が少なく申し訳ありません。相談については、幅広く承っております。 ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ カタガタ ガイライ シンサツ ズイジ ウ イ トク ショウガイジ ニュウイン ジュウブン タイオウ タイセイ コンカイ ナイヨウ ウ イ カノウ コウモク スク モウ ワケ ソウダン ハバヒロ ウケタマワ

		承諾 ショウダク		小山厚生病院		0285-22-1105		323-0031		栃木県小山市八幡町2-10-6		在宅生活困難者につき当院では入院で対応させていただくことが多いです。 ザイタク セイカツ コンナン シャ トウイン ニュウイン タイオウ オオ

		承諾 ショウダク		石橋総合病院		0285-53-1134		329-0511		栃木県下野市石橋628

		承諾 ショウダク		下都賀総合病院		0282-22-2551		328-0044		栃木県栃木市富士見町5-32

		承諾 ショウダク		とちの木病院		0282-22-7722		328-0071		栃木県栃木市大町39-5

		承諾 ショウダク		自治医科大学附属病院　		0285-44-2111		329-0498		下野市薬師寺3311-1		在宅医療を充実させていただくうえで、往診医や地域の開業医の先生方との連携強化やスタッフの充実が望まれると思います。 ザイタク イリョウ ジュウジツ オウシン イ チイキ カイギョウイ センセイガタ レンケイ キョウカ ジュウジツ ノゾ オモ

		承諾 ショウダク		済生会宇都宮病院		028-626-5500		321-0974		宇都宮市竹林町911-1

		承諾 ショウダク		足利赤十字病院		0284-21-0121		326-0843		栃木県足利市五十部町284-1		医療依存度の高い患者様が自宅へ退院する場合、利用できる社会資源が限られており、デイサービスやリハビリテーション、ショートステイなどのサービスを本人、ご家族様のニーズに合わせて利用していただくことが困難なケースが多々あります。（例：家族としては週２回以上リハビリに本人を通わせたいと考えているが、リハビリテーション事業所としては利用者数も多いため、週1回の対応が限度と考えている場合など）今回のアンケート調査を機に、各地域の社会資源の情報を整理し、なるべくニーズに合わせて、多くの方に適切にサービスを利用していただける環境を構築できればと思っております。よろしくお願いいたします。 イリョウ イゾンド タカ カンジャサマ ジタク タイイン バアイ リヨウ シャカイ シゲン カギ ホンニン カゾク サマ ア リヨウ コンナン タタ レイ カゾク シュウ カイイジョウ ホンニン カヨ カンガ ジギョウショ リヨウシャ スウ オオ シュウ カイ タイオウ ゲンド カンガ バアイ コンカイ チョウサ キ カクチイキ シャカイ シゲン ジョウホウ セイリ ア オオ カタ テキセツ リヨウ カンキョウ コウチク オモ ネガ

		承諾 ショウダク		獨協医科大学病院		0282-86-1111		321-0293		下都賀郡壬生町大字北小林880

		承諾 ショウダク		あしかがの森足利病院		0284-91-0611		326-0011		足利市大沼田町615

		承諾 ショウダク		JCHO　うつのみや病院		028-653-1001		321-0143		宇都宮市南高砂町11-17

		承諾 ショウダク		菅又病院　		028-676-0311		329-1207		塩谷郡高根沢町花岡2351		要相談の診療項目につきましては、病院にお電話で問い合わせていただければ対応いたします。小児科の入院対応はしておりません。外来診察につきましては、急性期の管理は困難であることもありますが、状態が安定している場合には相談いただければ可能な限り対応いたします。 ヨウ ソウダン シンリョウ コウモク ビョウイン デンワ ト ア タイオウ ショウニカ ニュウイン タイオウ ガイライ シンサツ キュウセイキ カンリ コンナン ジョウタイ アンテイ バアイ ソウダン カノウ カギ タイオウ

		承諾 ショウダク		那須赤十字病院		0287-23-1122		324-8686		栃木県大田原市中田原1081-4





病院Ｑ7統計



				乳児～2歳 ニュウジ サイ		3歳～6歳 サイ サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13歳～17歳 サイ サイ		18歳以上 サイイジョウ

		気管切開人工呼吸患者 キカン セッカイ ジンコウ コキュウ カンジャ		11		4		8		5		12

		非気管切開人工呼吸患者（NPPV) ヒ キカン セッカイ ジンコウ コキュウ カンジャ		2		0		0		0		1

		気管切開患者 キカン セッカイ カンジャ		2		3		2		0		14

		その他 タ		4		2		2		0		1



		入院期間 ニュウイン キカン		NICU及びGCU オヨ		PICU		その他小児病棟 タ ショウニ ビョウトウ

		6ヶ月以上1年未満 ゲツイジョウ ネン ミマン		9		0		11

		1年以上2年未満 ネンイジョウ ネン ミマン		1		0		10

		2年以上 ネンイジョウ		4		0		154

		原疾患 ゲンシッカン		NICU及びGCU オヨ		PICU		その他小児病棟 タ ショウニ ビョウトウ

		新生児仮死 シンセイジ カシ		2		0		38

		仮死以外の神経、筋疾患 カシ イガイ シンケイ キン シッカン		3		0		48

		事故 ジコ		0		0		4

		先天異常症候群 センテン イジョウ ショウコウグン		11		0		22

		慢性肺疾患、気道病変 マンセイ ハイ シッカン キドウ ビョウヘン		1		0		0

		低出生体重児 テイ シュッセイ タイジュウ ジ		5		0		7

		社会的事情 シャカイテキ ジジョウ		0		0		2

		その他 タ		2		0		44

		長期入院理由 チョウキ ニュウイン リユウ		NICU及びGCU オヨ		PICU		その他小児病棟 タ ショウニ ビョウトウ

		病状が不安定 ビョウジョウ フアンテイ		6		0		30

		療育施設入所待ち リョウイク シセツ ニュウショ マ		0		0		18

		中間施設受入体制の不備 チュウカン シセツ ウケイレ タイセイ フビ		0		0		0

		地域サポートの不備 チイキ フビ		0		0		0

		病院の在宅医療フォロー体制不備 ビョウイン ザイタク イリョウ タイセイ フビ		0		0		0

		家族の受入困難 カゾク ウケイレ コンナン		4		0		127

		家庭環境、経済的理由 カテイ カンキョウ ケイザイテキ リユウ		1		0		5

		在宅準備中 ザイタク ジュンビチュウ		3		0		4

		その他 タ		0		0		1





黒須病院

				乳児～2歳 ニュウジ サイ		3歳～6歳 サイ サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13歳～17歳 サイ サイ		18歳以上 サイイジョウ

		気管切開人工呼吸患者 キカン セッカイ ジンコウ コキュウ カンジャ										1

		非気管切開人工呼吸患者（NPPV) ヒ キカン セッカイ ジンコウ コキュウ カンジャ										0

		気管切開患者 キカン セッカイ カンジャ										3

		その他 タ



		入院期間 ニュウイン キカン		NICU及びGCU オヨ		PICU		その他小児病棟 タ ショウニ ビョウトウ

		6ヶ月以上1年未満 ゲツイジョウ ネン ミマン

		1年以上2年未満 ネンイジョウ ネン ミマン

		2年以上 ネンイジョウ

		原疾患 ゲンシッカン

		新生児仮死 シンセイジ カシ

		仮死以外の神経、筋疾患 カシ イガイ シンケイ キン シッカン

		事故（溺水、交通事故、転落等） ジコ デキスイ コウツウ ジコ テンラク ナド

		先天異常症候群（染色体異常、欠乏奇形症候群、欠乏性代謝異常など） センテン イジョウ ショウコウグン センショクタイ イジョウ ケツボウ キケイ ショウコウグン ケツボウ セイ タイシャ イジョウ

		慢性肺疾患、気道病変 マンセイ ハイ シッカン キドウ ビョウヘン

		低出生体重児 テイ シュッセイ タイジュウ ジ

		社会的事情 シャカイテキ ジジョウ

		その他 タ

		長期入院理由 チョウキ ニュウイン リユウ

		病状が不安定 ビョウジョウ フアンテイ

		療育施設入所待ち リョウイク シセツ ニュウショ マ

		中間施設受入体制の不備 チュウカン シセツ ウケイレ タイセイ フビ

		地域サポートの不備 チイキ フビ

		病院の在宅医療フォロー体制不備 ビョウイン ザイタク イリョウ タイセイ フビ

		家族の受入困難 カゾク ウケイレ コンナン

		家庭環境、経済的理由 カテイ カンキョウ ケイザイテキ リユウ

		在宅準備中 ザイタク ジュンビチュウ

		その他 タ





自治医科大学附属病院

				乳児～2歳 ニュウジ サイ		3歳～6歳 サイ サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13歳～17歳 サイ サイ		18歳以上 サイイジョウ

		気管切開人工呼吸患者 キカン セッカイ ジンコウ コキュウ カンジャ		1

		非気管切開人工呼吸患者（NPPV) ヒ キカン セッカイ ジンコウ コキュウ カンジャ		1

		気管切開患者 キカン セッカイ カンジャ						1				1

		その他 タ		2		1



		入院期間 ニュウイン キカン		NICU及びGCU オヨ		PICU		その他小児病棟 タ ショウニ ビョウトウ

		6ヶ月以上1年未満 ゲツイジョウ ネン ミマン						4

		1年以上2年未満 ネンイジョウ ネン ミマン						2

		2年以上 ネンイジョウ						1

		原疾患 ゲンシッカン

		新生児仮死 シンセイジ カシ

		仮死以外の神経、筋疾患 カシ イガイ シンケイ キン シッカン						3

		事故（溺水、交通事故、転落等） ジコ デキスイ コウツウ ジコ テンラク ナド

		先天異常症候群（染色体異常、欠乏奇形症候群、欠乏性代謝異常など） センテン イジョウ ショウコウグン センショクタイ イジョウ ケツボウ キケイ ショウコウグン ケツボウ セイ タイシャ イジョウ						3

		慢性肺疾患、気道病変 マンセイ ハイ シッカン キドウ ビョウヘン

		低出生体重児 テイ シュッセイ タイジュウ ジ						1

		社会的事情 シャカイテキ ジジョウ

		その他 タ

		長期入院理由 チョウキ ニュウイン リユウ

		病状が不安定 ビョウジョウ フアンテイ						5

		療育施設入所待ち リョウイク シセツ ニュウショ マ						0

		中間施設受入体制の不備 チュウカン シセツ ウケイレ タイセイ フビ						0

		地域サポートの不備 チイキ フビ						0

		病院の在宅医療フォロー体制不備 ビョウイン ザイタク イリョウ タイセイ フビ						0

		家族の受入困難 カゾク ウケイレ コンナン						1

		家庭環境、経済的理由 カテイ カンキョウ ケイザイテキ リユウ						0

		在宅準備中 ザイタク ジュンビチュウ						1

		その他 タ						0





済生会宇都宮病院

				乳児～2歳 ニュウジ サイ		3歳～6歳 サイ サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13歳～17歳 サイ サイ		18歳以上 サイイジョウ

		気管切開人工呼吸患者 キカン セッカイ ジンコウ コキュウ カンジャ						1				2

		非気管切開人工呼吸患者（NPPV) ヒ キカン セッカイ ジンコウ コキュウ カンジャ

		気管切開患者 キカン セッカイ カンジャ

		その他 タ										1



		入院期間 ニュウイン キカン		NICU及びGCU オヨ		PICU		その他小児病棟 タ ショウニ ビョウトウ

		6ヶ月以上1年未満 ゲツイジョウ ネン ミマン						1

		1年以上2年未満 ネンイジョウ ネン ミマン

		2年以上 ネンイジョウ						3

		原疾患 ゲンシッカン

		新生児仮死 シンセイジ カシ						1

		仮死以外の神経、筋疾患 カシ イガイ シンケイ キン シッカン

		事故（溺水、交通事故、転落等） ジコ デキスイ コウツウ ジコ テンラク ナド

		先天異常症候群（染色体異常、欠乏奇形症候群、欠乏性代謝異常など） センテン イジョウ ショウコウグン センショクタイ イジョウ ケツボウ キケイ ショウコウグン ケツボウ セイ タイシャ イジョウ

		慢性肺疾患、気道病変 マンセイ ハイ シッカン キドウ ビョウヘン

		低出生体重児 テイ シュッセイ タイジュウ ジ

		社会的事情 シャカイテキ ジジョウ

		その他 タ						3

		長期入院理由 チョウキ ニュウイン リユウ

		病状が不安定 ビョウジョウ フアンテイ

		療育施設入所待ち リョウイク シセツ ニュウショ マ						3

		中間施設受入体制の不備 チュウカン シセツ ウケイレ タイセイ フビ

		地域サポートの不備 チイキ フビ

		病院の在宅医療フォロー体制不備 ビョウイン ザイタク イリョウ タイセイ フビ

		家族の受入困難 カゾク ウケイレ コンナン

		家庭環境、経済的理由 カテイ カンキョウ ケイザイテキ リユウ

		在宅準備中 ザイタク ジュンビチュウ

		その他 タ						1





足利赤十字病院

				乳児～2歳 ニュウジ サイ		3歳～6歳 サイ サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13歳～17歳 サイ サイ		18歳以上 サイイジョウ

		気管切開人工呼吸患者 キカン セッカイ ジンコウ コキュウ カンジャ

		非気管切開人工呼吸患者（NPPV) ヒ キカン セッカイ ジンコウ コキュウ カンジャ		1

		気管切開患者 キカン セッカイ カンジャ

		その他 タ



		入院期間 ニュウイン キカン		NICU及びGCU オヨ		PICU		その他小児病棟 タ ショウニ ビョウトウ

		6ヶ月以上1年未満 ゲツイジョウ ネン ミマン						1

		1年以上2年未満 ネンイジョウ ネン ミマン

		2年以上 ネンイジョウ

		原疾患 ゲンシッカン

		新生児仮死 シンセイジ カシ

		仮死以外の神経、筋疾患 カシ イガイ シンケイ キン シッカン

		事故（溺水、交通事故、転落等） ジコ デキスイ コウツウ ジコ テンラク ナド

		先天異常症候群（染色体異常、欠乏奇形症候群、欠乏性代謝異常など） センテン イジョウ ショウコウグン センショクタイ イジョウ ケツボウ キケイ ショウコウグン ケツボウ セイ タイシャ イジョウ

		慢性肺疾患、気道病変 マンセイ ハイ シッカン キドウ ビョウヘン

		低出生体重児 テイ シュッセイ タイジュウ ジ

		社会的事情 シャカイテキ ジジョウ

		その他 タ						1

		長期入院理由 チョウキ ニュウイン リユウ

		病状が不安定 ビョウジョウ フアンテイ

		療育施設入所待ち リョウイク シセツ ニュウショ マ

		中間施設受入体制の不備 チュウカン シセツ ウケイレ タイセイ フビ

		地域サポートの不備 チイキ フビ

		病院の在宅医療フォロー体制不備 ビョウイン ザイタク イリョウ タイセイ フビ

		家族の受入困難 カゾク ウケイレ コンナン

		家庭環境、経済的理由 カテイ カンキョウ ケイザイテキ リユウ						1

		在宅準備中 ザイタク ジュンビチュウ

		その他 タ





獨協医科大学病院

				乳児～2歳 ニュウジ サイ		3歳～6歳 サイ サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13歳～17歳 サイ サイ		18歳以上 サイイジョウ

		気管切開人工呼吸患者 キカン セッカイ ジンコウ コキュウ カンジャ		10		1		3

		非気管切開人工呼吸患者（NPPV) ヒ キカン セッカイ ジンコウ コキュウ カンジャ

		気管切開患者 キカン セッカイ カンジャ		2

		その他 タ		2				1



		入院期間 ニュウイン キカン		NICU及びGCU オヨ		PICU		その他小児病棟 タ ショウニ ビョウトウ

		6ヶ月以上1年未満 ゲツイジョウ ネン ミマン		9				4

		1年以上2年未満 ネンイジョウ ネン ミマン						2

		2年以上 ネンイジョウ						4

		原疾患 ゲンシッカン

		新生児仮死 シンセイジ カシ

		仮死以外の神経、筋疾患 カシ イガイ シンケイ キン シッカン		2

		事故（溺水、交通事故、転落等） ジコ デキスイ コウツウ ジコ テンラク ナド

		先天異常症候群（染色体異常、欠乏奇形症候群、欠乏性代謝異常など） センテン イジョウ ショウコウグン センショクタイ イジョウ ケツボウ キケイ ショウコウグン ケツボウ セイ タイシャ イジョウ		10

		慢性肺疾患、気道病変 マンセイ ハイ シッカン キドウ ビョウヘン

		低出生体重児 テイ シュッセイ タイジュウ ジ		5

		社会的事情 シャカイテキ ジジョウ

		その他 タ		2

		長期入院理由 チョウキ ニュウイン リユウ

		病状が不安定 ビョウジョウ フアンテイ		6				2

		療育施設入所待ち リョウイク シセツ ニュウショ マ						15

		中間施設受入体制の不備 チュウカン シセツ ウケイレ タイセイ フビ

		地域サポートの不備 チイキ フビ

		病院の在宅医療フォロー体制不備 ビョウイン ザイタク イリョウ タイセイ フビ

		家族の受入困難 カゾク ウケイレ コンナン

		家庭環境、経済的理由 カテイ カンキョウ ケイザイテキ リユウ		1

		在宅準備中 ザイタク ジュンビチュウ		2				3

		その他 タ





あしかがの森足利病院

				乳児～2歳 ニュウジ サイ		3歳～6歳 サイ サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13歳～17歳 サイ サイ		18歳以上 サイイジョウ

		気管切開人工呼吸患者 キカン セッカイ ジンコウ コキュウ カンジャ				3		4		5		9

		非気管切開人工呼吸患者（NPPV) ヒ キカン セッカイ ジンコウ コキュウ カンジャ										1

		気管切開患者 キカン セッカイ カンジャ				3		1				10

		その他 タ				1		1



		入院期間 ニュウイン キカン		NICU及びGCU オヨ		PICU		その他小児病棟 タ ショウニ ビョウトウ

		6ヶ月以上1年未満 ゲツイジョウ ネン ミマン						1

		1年以上2年未満 ネンイジョウ ネン ミマン		1				6

		2年以上 ネンイジョウ		4				146

		原疾患 ゲンシッカン

		新生児仮死 シンセイジ カシ		2				37

		仮死以外の神経、筋疾患 カシ イガイ シンケイ キン シッカン		1				45

		事故（溺水、交通事故、転落等） ジコ デキスイ コウツウ ジコ テンラク ナド						4

		先天異常症候群（染色体異常、欠乏奇形症候群、欠乏性代謝異常など） センテン イジョウ ショウコウグン センショクタイ イジョウ ケツボウ キケイ ショウコウグン ケツボウ セイ タイシャ イジョウ		1				19

		慢性肺疾患、気道病変 マンセイ ハイ シッカン キドウ ビョウヘン		1

		低出生体重児 テイ シュッセイ タイジュウ ジ						6

		社会的事情 シャカイテキ ジジョウ						2

		その他 タ						40

		長期入院理由 チョウキ ニュウイン リユウ

		病状が不安定 ビョウジョウ フアンテイ						23

		療育施設入所待ち リョウイク シセツ ニュウショ マ

		中間施設受入体制の不備 チュウカン シセツ ウケイレ タイセイ フビ

		地域サポートの不備 チイキ フビ

		病院の在宅医療フォロー体制不備 ビョウイン ザイタク イリョウ タイセイ フビ

		家族の受入困難 カゾク ウケイレ コンナン		4				126

		家庭環境、経済的理由 カテイ カンキョウ ケイザイテキ リユウ						4

		在宅準備中 ザイタク ジュンビチュウ		1

		その他 タ





管理

		1/15/16		09:30～11:30		120

		1/16/16		19:30～22:00		150

		1/19/16		16:20～17：30		70

		1/28/16		17：30～18:30		60

				22:30～23：30		60

				11：30～13:30		120

		1/30/16		12:00～14：30		150

		1/31/16		15：30～17：45		135

		2/1/16		16：00～18：00		120

		2/1/16		23：30～0：40		70
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作成に関す

る相談
35%

その他
4%

家族 27
支援者 6
関係機関 12

２.重症心身障害児（者）の方（家族・関係機関等）からの相談を受けたことがありますか

【それは誰からの相談でしたか】

【それはどんな相談でしたか】

生活上の相談 19
医療的な相談 7
制度に関する相談 15
教育に関する相談 5
サービス等利用計画書

作成に関する相談 26

その他 3

できた
87%

できなかっ

た
13%

【それらの相談事業所として対応（解決）はできましたか】

できた 27
できなかった 4

■できなかった理由
・ショートの利用を希望していたが、幼児で夜間に吸引が必要
とのことだったので職員配置上困難と判断

・医療的なケアが必要なケース、将来的に短期入所につなげたい
ケースだった為、専門の事業所に依頼した

・医療的なケアが必要な利用者様の日中活動先が限られて利用
できない人がいる。学校との連携が取りにくい。通勤手段・行事
参加制限があり平等性が保たれない。学校はサービスで対応
を望み、福祉行政は教育で何とかするべきとつねに折り合わない。

■その他回答
・ショートステイの利用が可能かどうか
・福祉サービス利用に関する相談
・親子間の関わり

Ⅳ．相談支援事業所


相談支援事業所一覧表

		市区郡 シク グン		事業所名 ジギョウショ メイ		電話番号 デンワ バンゴウ		FAX番号 バンゴウ		郵便番号 ユウビンバンゴウ		所在地 ショザイチ		訪問可能な主な市町村 ホウモン カノウ オモ シチョウソン

		足利市 アシカガシ		特定相談支援センターはじめ		0284-22-4561		0284-22-4562		326-0143		足利市葉鹿町735-1		足利市 アシカガシ

		足利市 アシカガシ		足利障害者相談支援センター		0284-44-0307		0284-44-0318		326-0064		足利市東砂原後町1072		足利市、佐野市 アシカガシ サノシ

		足利市 アシカガシ		足利ケアサービス		0284-21-7630		0284-21-3109		326-0843		足利市五十部町809-3		足利市、佐野市、太田市 アシカガシ サノシ オオタシ

		足利市 アシカガシ		障害者相談支援センターフォレスト		0284-91-1816		0284-91-2867		326-0011		足利市大沼田町615		足利市及び近隣市町村 アシカガシ オヨ キンリン シチョウソン

		足利市 アシカガシ		相談支援事業所こころみ		0284-41-5039		0284-43-2665		326-0061		足利市田島町611-2

		宇都宮市 ウツノミヤシ		相談支援事業所ポンテ		028-652-7288		028-652-6355		321-0341		宇都宮市古賀志町1964-12		宇都宮、鹿沼、日光、壬生 ウツノミヤ カヌマ ニッコウ ミブ

		宇都宮市 ウツノミヤシ		うつのみや		028-632-6074		028-632-6075		320-0861		宇都宮市西2-1-7		宇都宮市 ウツノミヤシ

		宇都宮市 ウツノミヤシ		サポートセンターきりん		028-612-3838		028-678-3257		321-0905		宇都宮市平出工業団地43-100 ウツノミヤシ ヒライデコウギョウダンチ		宇都宮市 ウツノミヤシ

		宇都宮市 ウツノミヤシ		サポートセンターとみや生活支援センター		028-665-8230		028-665-8230		321-2116		宇都宮市徳次郎町540		宇都宮市 ウツノミヤシ

		宇都宮市 ウツノミヤシ		サポートセンターひばり		028-670-0330		028-667-7315		321-3236		宇都宮市竹下町435-159		宇都宮市 ウツノミヤシ

		宇都宮市 ウツノミヤシ		相談支援センターネクスト		080-8854-9551		028-612-7174		320-0034		宇都宮市泉町6-25		宇都宮市 ウツノミヤシ

		宇都宮市 ウツノミヤシ		特定相談支援事業所やすらぎ		028-650-7727		028-650-7728		320-0011		宇都宮市富士見が丘3－19－20		宇都宮市 ウツノミヤシ

		宇都宮市 ウツノミヤシ		障がい者生活支援センターこぶし		028-680-5746		028-688-0214		321-0126		宇都宮市茂原町837-1		宇都宮市、上三川町 ウツノミヤシ カミノカワマチ

		大田原市 オオタワラシ		相談支援事業所つばさ		0287-53-7393		0287-53-7394		324-0044		大田原市親園824-1		大田原市、那須塩原市、那須烏山市、矢板市、さくら市、那須町、塩谷町、高根沢町 オオタワラシ ナスシオバラシ ナスカラスヤマシ ヤイタシ シ ナスマチ シオ タニ マチ タカネザワマチ

		大田原市 オオタワラシ		相談支援事業所とまり木		0287-54-2854		0287-54-2230		324-0231		大田原市北野上3952		大田原市、那須塩原市、那須町 オオタワラシ ナスシオバラシ ナスマチ

		小山市 オヤマシ		相談支援事業所わくわくおやま		0285-24-6575		0285-20-0255		323-0022		小山市駅東通り3-9-6		小山市 オヤマシ

		小山市 オヤマシ		友井タクシー介護ステーションふれあい		0285-30-0840		0285-30-0844		323-0025		小山市城山町2丁目12-25		小山市 オヤマシ

		小山市 オヤマシ		相談支援事業所おやま		0285-22-1833		0285-22-8946		323-0014		小山市喜沢660		小山市、下野市 オヤマシ シモノ シ

		小山市 オヤマシ		社会就労センターえいぶるの里 シャカイ シュウロウ サト		0285-22-4561		0285-22-4581		323-0003		小山市東島田2403-2		小山市、下野市、上三川町、野木町、結城市、古河市、筑西市 オヤマシ シモノ シ カミノカワマチ ノギマチ ユウキシ コガシ ツク ニシ シ

		小山市 オヤマシ		はつらつサロン南天相談支援事業所		0285-22-4659		0285-38-6529		323-0027		小山市花垣町2-3-19		小山市、栃木市 オヤマシ トチギシ

		小山市 オヤマシ		相談支援事業所みどり		0285-45-8362		0285-45-8397		329-0214		小山市乙女786-1		小山市、栃木市、古河市、結城市 オヤマシ トチギシ コガシ ユウキシ

		上三川町 カミノカワマチ		上三川障がい児・者生活相談支援センター		0285-38-6854		0285-38-6841		329-0611		上三川町上三川5082-15		上三川町 カミノカワマチ

		さくら市 シ		障がい者支援センターにんべん		028-686-2539		028-686-2584		329-1417		さくら市フィオーレ喜連川5-2-1　フィオーレガーデン1-102		さくら市 シ

		佐野市 サノシ		社会福祉法人とちのみ会　こなかの森 シャカイ フクシ ホウジン カイ モリ		0283-24-5757		0283-24-6294		327-0001		佐野市小中町1280		佐野市、足利市 サノシ アシカガシ

		佐野市 サノシ		さの社協相談支援センターほっぷ		0283-22-8152		0283-22-8199		327-0003		佐野市大橋町3212-27		佐野市全域 サノシ ゼンイキ

		下野市 シモノ シ		南栃木支援センター相談支援		0285-44-6118		0285-44-7215		329-0412		下野市柴1432-105		下野市、小山市、壬生町 シモノ シ オヤマシ ミブマチ

		下野市 シモノ シ		下野市相談支援事業所 こばと		0285-44-6783		0285-44-6783		329-0414		下野市小金井1146-6		下野市、上三川町 シモノ シ カミノカワマチ

		高根沢町 タカネザワマチ		高根沢町障害児者生活支援センターすまいる タカネザワマチ		028-612-2751		028-612-2752		329-1225		塩谷郡高根沢町石末1825　福祉センター内 シオヤグン タカネザワマチ イシヅエ フクシ ナイ		高根沢町 タカネザワマチ

		高根沢町 タカネザワマチ		障害者相談支援センターいぶき		028-678-3502		028-676-3501		329-1216		塩谷郡高根沢町桑窪2266-2		高根沢町 タカネザワマチ

		栃木市 トチギシ		相談支援事業所わらしべの家		0282-27-1627		0282-27-1675		328-0011		栃木市大宮町2708-3		栃木市 トチギシ

		栃木市 トチギシ		相談支援センターぴあん ソウダン シエン		0282-31-1755		0282-31-2919		328-0067		栃木市皆川城内町333-2		栃木市、小山市 トチギシ オヤマシ

		栃木市 トチギシ		相談支援事業所「ピュア」		0282-31-3911		0282-31-3912		328-0133		栃木市大森町465		栃木市、鹿沼市、佐野市、小山市、壬生町 トチギシ カヌマシ サノシ オヤマシ ミブマチ

		栃木市 トチギシ		相談支援ウエイブ		0282-23-4465		0282-23-4465		328-0012		栃木市平柳町1-2-7		栃木市、壬生町 トチギシ ミブマチ

		栃木市 トチギシ		もくせいの里		0282-43-0593		0282-43-1387		329-4405		栃木市大平町西山田1198		栃木市内 トチギシナイ

		那須町 ナスマチ		障がい者相談支援事業所ケアサプライ		0287-73-5312		0287-73-5311		329-3221		那須郡那須町漆塚762-102 ナスグン ナスマチ ウルシツカ		白河市、那須町、那須塩原市、大田原市 シラカワシ ナスマチ ナスシオバラシ オオタワラシ

		那須塩原市 ナスシオバラ シ		相談支援事業所テトテ		0287-36-7171		0287-36-7181		329-2732		那須塩原市一区町251-1		那須塩原市（大田原、矢板、那須町、那珂川町、烏山） ナスシオバラ シ オオタワラ ヤイタ ナスマチ ナカガワマチ カラスヤマ

		那須塩原市 ナスシオバラ シ		相談支援事業のぞみ		0287-65-2288		0287-65-2282		329-3152		那須塩原市上中野53		那須塩原市、大田原市、那須町 ナスシオバラ シ オオタワラシ ナスマチ

		那須塩原市 ナスシオバラ シ		相談支援事業所　空		0287-73-8165		0287-73-8165		329-3157		那須塩原市大原間西1-19-9		那須塩原市、大田原市、那須町 ナスシオバラ シ オオタワラシ ナスマチ

		那須塩原市 ナスシオバラ シ		指定特定相談支援事業所あじさい		0287-60-3361		0287-60-3362		325-0034		那須塩原市東原166		那須塩原市、那須町 ナスシオバラ シ ナスマチ

		野木町 ノギマチ		さわやか相談支援センター		0280-57-4884		0280-57-4994		329-0112		野木町南赤塚1145-1		小山市、野木町、古河市、栃木市 オヤマシ ノギマチ コガシ トチギシ

		芳賀郡 ハガ グン		相談支援センター光輝舎		0285-70-2020		0285-72-8222		321-4105		芳賀郡益子町北中1113-1		芳賀郡、真岡市等 ハガ グン モオカシ ナド

		芳賀郡 ハガ グン		相談支援センターみさと		0285-72-9767				321-4104		芳賀郡益子町大沢2800-5		芳賀郡内（真岡市、益子町、市貝町、芳賀町、茂木町） ハガ グンナイ モオカシ マシコ チョウ イチ ガイ マチ ハガマチ モギマチ

		真岡市 モオカシ		相談支援センターのどか　真岡センター		0285-81-5890		0285-85-8452		321-4305		真岡市荒町111-1		真岡市、芳賀町、市貝町、益子町、茂木町 モオカシ ハガマチ イチガイ マチ マシコ チョウ モギ マチ

		真岡市 モオカシ		真岡介護センター		0285-80-5200		0285-80-5211		321-4361		真岡市並木町1-8-1　シティ並木102 ナミキ		真岡市、芳賀町南部、市貝町南部、益子町西部、上三川東部 モオカシ ハガマチ ナンブ イチ ガイ チョウ ナンブ マシコ チョウ セイブ カミノカワ トウブ

		壬生町 ミブマチ		指定障害者相談支援事業所あるしぇん		0282-86-7665		0282-21-7109		321-0201		下都賀郡壬生町安塚2032 シモツガグン ミブマチ ヤスヅカ		壬生町 ミブマチ





訪問看護事業所一覧表

		市区郡 シク グン		事業所名 ジギョウショ メイ		電話番号 デンワ バンゴウ		FAX番号 バンゴウ		郵便番号 ユウビンバンゴウ		所在地 ショザイチ		訪問可能な主な市町村 ホウモン カノウ オモ シチョウソン

		足利市 アシカガシ		あおい訪問看護ステーション		0284-73-9456		0284-72-7600		326-0831		足利市堀込町2556 セレッソ・コート1階		足利市とその周辺（佐野市、館林市、巴楽町、太田市、桐生市） アシカガシ シュウヘン サノシ タテバヤシシ トモエ ラク マチ オオタシ キリュウシ				足利市 アシカガシ		2

		足利市 アシカガシ		ライフ訪問看護リハビリテーション		0284-64-8799		0284-64-8335		326-0831		足利市堀込町2656-7　ASKビル301号		足利市、佐野市、館林市、邑楽郡、太田市、桐生市 アシカガシ サノシ タテバヤシシ オウラ グン オオタシ キリュウシ				宇都宮市 ウツノミヤシ		7

		宇都宮市 ウツノミヤシ		ＷＡＤＥＷＡＤＥ訪問看護ステーション		028-666-5420		028-666-5460		321-0923		宇都宮市下栗町2913-1 ウツノミヤシ シモグリマチ		宇都宮市、上三川町、 ウツノミヤシ カミノカワマチ				大田原市 オオタワラシ		4

		宇都宮市 ウツノミヤシ		訪問看護ステーションここあ		028-600-3735		028-600-3736		321-2116		宇都宮市徳次郎町998-9 ウツノミヤシ トクジロウマチ		宇都宮市、日光市、 ウツノミヤシ ニッコウシ				小山市 オヤマシ		3

		宇都宮市 ウツノミヤシ		訪問看護ステーションうつのみや		028-612-6103		028-612-6104		320-0852		宇都宮市下砥上町字並塚643番地1		宇都宮市、壬生町 ウツノミヤシ ミブマチ				鹿沼市 カヌマシ		1

		宇都宮市 ウツノミヤシ		訪問看護ステーションあるく		028-643-5586		028-678-8796		320-0036		宇都宮市小幡2-6-14 		宇都宮市 ウツノミヤシ				さくら市 シ		1

		宇都宮市 ウツノミヤシ		訪問看護ステーション風		028-612-1333		028-612-1384		321-0117		宇都宮市城南3丁目5-6		宇都宮、鹿沼、下野、壬生 ウツノミヤ カヌマ シモノ ミブ				佐野市 サノシ		2

		宇都宮市 ウツノミヤシ		訪問看護ステーションほっと		028-626-5739		028-625-8201		321-0974		宇都宮市竹林町958		宇都宮市 ウツノミヤシ				下野市 シモツケシ		1

		宇都宮市 ウツノミヤシ		宮の橋訪問看護ステーション		028-635-9839		028-635-9839		321-0963		宇都宮市南大通り1-1-23		宇都宮市 ウツノミヤシ				高根沢町 タカネザワマチ		1

		大田原市 オオタワラシ		訪問看護ステーションゆりの木		0287-47-5123		0287-47-5124		324-0028		大田原市山の手1-1-7 ヤマ テ		大田原市、那須塩原市、那珂川町 オオタワラシ ナスシオバラ シ ナカガワマチ				栃木市 トチギシ		1

		大田原市 オオタワラシ		とちぎ訪問看護ステーションくろばね		0287-54-0507		0287-54-0580		324-0241		大田原市黒羽向町142番地		大田原市、那須塩原市、那須町、那珂川町 オオタワラシ ナスシオバラ シ ナスマチ ナカガワマチ				那須烏山市 ナスカラスヤマシ		1

		大田原市 オオタワラシ		さくら訪問看護ステーション		0287-29-3252		0287-29-3252		324-0058		大田原市紫塚3-2633-10		大田原市、那須塩原市、矢板市 オオタワラシ ナスシオバラ シ ヤイタ シ				那須塩原市 ナスシオバラ シ		1

		大田原市 オオタワラシ		那須赤十字訪問看護ステーション		0287-23-8866		0287-23-8903		324-8686		大田原市中田原1081-4		大田原市、那須塩原市（一部を除く） オオタワラシ ナスシオバラ シ イチブ ノゾ				野木町 ノギマチ		1

		小山市 オヤマシ		とちぎ訪問看護ステーションおやま		0285-39-8602		0285-39-8607		323-0827		小山市神鳥谷2251-7 オヤマシ ヒトトノヤ		小山市、下野市（南部）、野木町（北部） オヤマシ シモノ シ ナンブ ノギ マチ ホクブ				壬生町 ミブマチ		1

		小山市 オヤマシ		わくわく訪問看護ステーションおやま		0285-24-6575		0285-20-0255		323-0022		小山市駅東通り3-9-6		小山市、結城市（茨城県）、下野市の一部、栃木市（PTのみ） オヤマシ ユウキシ イバラキケン シモノ シ イチブ トチギシ				真岡市 モオカシ		1

		小山市 オヤマシ		訪問看護ステーションみどり		0285-45-8362		0285-45-8397		329-0214		小山市乙女786-1		小山市、栃木市、古河市、結城市 オヤマシ トチギシ コガシ ユウキシ						28

		鹿沼市 カヌマシ		鹿沼訪問看護ステーション		0289-60-5650		0289-60-1687		322-0021		鹿沼市上野町320-3高橋ビル1階103号室		鹿沼市、旧宇都宮市、旧今市市、壬生町、西片町 カヌマシ キュウ ウツノミヤシ キュウ イマイチシ ミブマチ ニシカタマチ

		さくら市 シ		訪問看護ステーション卯の郷		028-682-7770		028-682-7766		329-1311		さくら市氏家2650番地		さくら市（周辺15ｋｍ以内）、塩谷町、那須烏山市、宇都宮市、高根沢町 シ シュウヘン イナイ シオヤ マチ ナスカラスヤマシ ウツノミヤシ タカネザワ マチ

		佐野市 サノシ		訪問看護ステーションマザーの家		0283-85-7771		0283-85-7772		327-0504		佐野市中町942-1		佐野市 サノシ

		佐野市 サノシ		訪問看護ステーション佐野		0283-86-7013		0283-86-7031		327-0847		佐野市天神町774-22 メープルハイツ101号室		足利市、佐野市、栃木市（旧岩船市） アシカガシ サノシ トチギシ キュウ イワフネ シ

		下野市 シモツケシ		訪問看護ステーション石橋		0285-52-2293		0285-52-2268		329-0511		下野市石橋628番地		下野市、上三川町、壬生町、宇都宮市（部） シモノ シ カミノカワマチ ミブマチ ウツノミヤシ ブ

		高根沢町 タカネザワ マチ		訪問看護ステーションたかねざわ		028-680-1701		028-680-1702		329-1233		塩谷郡高根沢町宝積寺2426-8 		高根沢町、さくら市、那須烏山市、芳賀町、市貝町、茂木町、益子町、宇都宮市 タカネザワマチ シ ナスカラスヤマシ ハガ マチ イチ カイ チョウ モギマチ マシコ チョウ ウツノミヤシ

		栃木市 トチギシ		訪問看護ステーションオリーブ		0282-27-8414		0282-27-8415		328-0027		栃木市今泉町1丁目17番29号		栃木市、小山市、下野市、壬生町 トチギシ オヤマシ シモノ シ ミブ マチ

		那須烏山市 ナスカラスヤマシ		訪問看護ステーションあい		0287-83-8035		0287-83-8222		321-0628		那須烏山市金井2-5-9 ベンチャープラザ7号室 ゴウシツ		那須烏山市、那珂川町、茂木町、一貝町 ナスカラスヤマシ ナカガワマチ モギマチ イチ ガイ マチ

		那須塩原市 ナスシオバラ シ		マロニエ訪問看護ステーション		0287-37-6322		0287-39-3305		329-2763		那須塩原市井口537-3 にしなすの総合在宅ケアセンター内		那須塩原市、那須町、大田原市　リハビリのみ→那珂川町訪問可能 ナスシオバラ シ ナスマチ オオタワラシ ナカガワ マチ ホウモン カノウ

		野木町 ノギマチ		訪問看護ステーションたんぽぽ		0280-57-1888		0280-57-3819		329-0101		下都賀郡野木町友沼5119-12		野木町、小山市、旧藤岡町 ノギマチ オヤマシ キュウ フジオカマチ

		壬生町 ミブマチ		とちぎ訪問看護ステーションみぶ		0282-82-7262		0282-82-7260		321-0218		下都賀郡壬生町落合1-18-12		上三川町、下野市、壬生町、宇都宮 カミノカワマチ シモノ シ ミブ チョウ ウツノミヤ

		真岡市 モオカシ		芳賀赤十字訪問看護ステーション		0285-84-8266		0285-84-8266		321-4306		真岡市台町2461		芳賀郡全域（真岡市、益子町、芳賀町、茂木町） ハガ グン ゼンイキ モオカシ マシコマチ ハガマチ モギ マチ





診療所一覧表

		市区郡 シク グン		診療所名 シンリョウジョ メイ		電話番号 デンワ バンゴウ		郵便番号 ユウビンバンゴウ		所在地 ショザイチ

		足利市 アシカガシ		山浦内科医院		0284-21-6653 		326-0843		足利市五十部町1256-5

		足利市 アシカガシ		あいファミリィクリニック足利 アシカガ		0284-22-3788		329-4213		足利市寺岡町505-1

		足利市 アシカガシ		かしま産婦人科 サンフジンカ		0284-65-0341		326-0844		足利市鹿島町501-1

		足利市 アシカガシ		くさの小児科		0284-73-7000		326-0335		足利市上渋垂町338-3

		足利市 アシカガシ		すながクリニック		0284-44-7211		326-0015		足利市八椚町494-1　

		宇都宮市 ウツノミヤシ		医療法人　亀田内科		028-633-2884		320-0812		宇都宮市一番町1-28

		宇都宮市 ウツノミヤシ		越戸クリニック		028-660-6190		321-0951		宇都宮市越戸町139-6

		宇都宮市 ウツノミヤシ		福田こどもクリニック		028-659-8850		320-0852		宇都宮市下砥上町1545-20

		宇都宮市 ウツノミヤシ		きくちクリニック		028-683-3387		321-0903		宇都宮市下平出町614-2

		宇都宮市 ウツノミヤシ		てらもと小児科		028-650-6636		321-0975		宇都宮市関堀町971-6

		宇都宮市 ウツノミヤシ		あおい内科小児科ｸﾘﾆｯｸ		028-663-6000		321-0973		宇都宮市岩曽町1086-1

		宇都宮市 ウツノミヤシ		桜井消化器科・内科		028-643-0870		320-0073		宇都宮市細谷1-7-38

		宇都宮市 ウツノミヤシ		鈴木内科クリニック		028-655-1229		321-0139		宇都宮市若松原2-4-19

		宇都宮市 ウツノミヤシ		大根田内科医院		028-624-6322		320-0072		宇都宮市若草3-4-22

		宇都宮市 ウツノミヤシ		てらだファミリークリニック		028-654-2188		321-0132		宇都宮市雀の宮5-5-1

		宇都宮市 ウツノミヤシ		清原台こどもクリニック キヨハラ ダイ		028-305-6017		321-3223		宇都宮市清原台2-4-14

		宇都宮市 ウツノミヤシ		森田医院		028-633-1573		320-0861		宇都宮市西3-5-8

		宇都宮市 ウツノミヤシ		こどもヶ丘診療所		028-615-1077		321-0151		宇都宮市西川田町183-21

		宇都宮市 ウツノミヤシ		有村小児科医院		028-656-7207		321-0912		宇都宮市石井町3128-11

		宇都宮市 ウツノミヤシ		いちはらファミリークリニック		028-612-8350		321-0414		宇都宮市中里町322

		宇都宮市 ウツノミヤシ		豊郷中央渡辺内科　		028-622-8900		320-0004		宇都宮市長岡町1217-5

		宇都宮市 ウツノミヤシ		宇都宮市子ども発達センター診療所 ウツノミヤシ コ ハッタツ シンリョウジョ		028-647-4720		320-0851		宇都宮市鶴田町970-1

		宇都宮市 ウツノミヤシ		梅園医院		028-633-2869		320-0035		宇都宮市伝馬町3-28

		宇都宮市 ウツノミヤシ		片山医院		028-661-9764		321-0944		宇都宮市東峰町3008-21

		宇都宮市 ウツノミヤシ		冨塚メデｲカルクリニック		028-666-2555		321-2116		宇都宮市徳次郎町888

		宇都宮市 ウツノミヤシ		豊郷台クリニック ユタカ ゴウ ダイ		028-643-8998		320-0003		宇都宮市豊郷台2-21-3

		宇都宮市 ウツノミヤシ		みやの杜クリニック　		028-683-7811		321-0904		宇都宮市陽東2-4-5

		宇都宮市 ウツノミヤシ		医療法人　赤羽病院		028-661-5446		321-0904		宇都宮市陽東7-2-2

		大田原市 オオタワラシ		くろばね齋藤醫院		0287-54-0031		324-0233		大田原市黒羽田町612

		大田原市 オオタワラシ		さいとうハート＆キッズクリニック		0287-53-7979		324-0043		大田原市浅香1-4-3

		大田原市 オオタワラシ		あさかクリニック		0287-22-2601		324-0043		大田原市浅香3-3711

		小山市 オヤマシ		神鳥谷クリニック		0285-22-7700		323-0827		小山市神鳥谷1-19-1

		小山市 オヤマシ		小山すぎの木クリニック		0285-30-3456		323-0806		小山市中久喜1131-1

		小山市 オヤマシ		おおきこどもクリニック		0285-41-0025 		329-0207		小山市美しが丘3-35-3

		鹿沼市 カヌマシ		小川こどもクリニック		0289-74-5421		322-0027		鹿沼市貝島町5006-2

		鹿沼市 カヌマシ		飯岡小児科		0289-65-3257		322-0074		鹿沼市日吉町569-2

		鹿沼市 カヌマシ		小松医院		0289-60-5515		322-0064		鹿沼市文化橋町2300-1

		鹿沼市 カヌマシ		いとうこどもクリニック		0289-63-5566		322-0025		鹿沼市緑町2-2-29

		上三川 カミノカワ		やの小児科医院		0285-56-0280		329-0611		河内郡上三川町上三川3446-3

		さくら市 シ		仲嶋医院		028-681-7755		329-1311		さくら市氏家3245-17

		佐野市 サノシ		稲毛クリニック		0283-25-2566		327-0103		佐野市石塚町893-1

		佐野市 サノシ		こばやしファミリークリニック		0283-85-9900		327-0311		佐野市多田町566

		佐野市 サノシ		坪水医院		0283-62-0265		327-0312		佐野市栃本町2241

		佐野市 サノシ		緑の屋根診療所		0283-20-2577		327-0843		佐野市堀米町1348-5

		佐野市 サノシ		キッズクリニックはせがわ		0283-27-0200		327-0843		佐野市堀米町3946-6

		下野市 シモノ シ		グリムこどもクリニック		0285-51-1515		329-0502		下野市下古山2-6-17

		下野市 シモノ シ		にじいろこども診療所 シンリョウジョ		0285-44-7716		329-0414		下野市小金井4-1-1

		下野市 シモノ シ		角田内科医院		0285-53-5665 		329-0511		下野市石橋549

		下野市 シモノ シ		佐藤内科		0285-53-1305		329-0511		下野市石橋839-14

		下野市 シモノ シ		おかべこどもクリニック		0285-40-7300 		329-0433		下野市緑5-17-12

		高根沢町 タカネザワマチ		にいたに内科　		028-675-6515		329-1231		塩谷郡高根沢町宝石台 3-3-19

		栃木市 トチギシ		熊倉医院		0282-55-8425		329-4316		栃木市岩舟町新里180-1 トチギシ

		栃木市 トチギシ		竹田内科小児科クリニック		0282-29-1233		328-0011		栃木市大宮町52番地

		栃木市 トチギシ		田村医院		0282-43-3368		329-4423		栃木市大平町西水代1835-1

		栃木市 トチギシ		小森谷内科医院		0282-43-7327		329-4404		栃木市大平町富田4003-8

		栃木市 トチギシ		持田医院		0282-67-3661		329-0319		栃木市藤岡町中根115-5

		栃木市 トチギシ		腰塚医院		0282-62-2072		323-1104		栃木市藤岡町藤岡1845-10

		栃木市 トチギシ		よこやま内科小児科クリニック		0282-24-8102		328-0075		栃木市箱森町38-70

		栃木市 トチギシ		サンレディースクリニック		0282-24-3541		328-0024		栃木市樋ノ口町504-1

		栃木市 トチギシ		桜井こどもクリニック		0282-24-5987		328-0034		栃木市本町16-9

		栃木市 トチギシ		さいとう小児科 ショウニカ		0282-22-0757 		328-0015		栃木市万町30番16号

		那珂川町 ナカガワマチ		佐藤医院		0287-96-2841		324-0501		那須郡那珂川町小川2960-1

		那珂川町 ナカガワマチ		飯塚医院		0287-92-2034		324-0613		那須郡那珂川町馬頭484-3

		那珂川町 ナカガワマチ		立花医院		0287-72-0311		325-0003		那須郡那須町寺子乙3967-190

		那須塩原市 ナスシオバラ シ		中川医院 ナカガワ イイン		0287-62-0040		325-0057		那須塩原市黒磯幸町6-27

		那須塩原市 ナスシオバラ シ		さいとうクリニック		0287-39-1805		329-2724		那須塩原市西幸町7-13

		那須塩原市 ナスシオバラ シ		みずぬまクリニック		0287-39-1581		329-2751		那須塩原市東三島2-80-6

		日光市 ニッコウシ		吉原医院		0288-21-0161		321-1261		日光市今市826-4

		日光市 ニッコウシ		木村内科医院		0288-22-7880		321-1264		日光市瀬尾497-1

		益子町 マシコマチ		鈴木医院		0285-72-2032		321-4217		益子町益子1747-2

		壬生町 ミブマチ		小倉医院		0282-82-0057		321-0227		壬生町通町10-5

		壬生町 ミブマチ		大橋内科クリニック		0282-82-8522		321-0219		壬生町福和田1003-1

		壬生町 ミブマチ		かとう小児科 ショウニカ		0282-82-7576		321-0218		壬生町落合3-7-30

		真岡市 モオカシ		ひがのクリニック		0285-74-0051 		321-4521		真岡市久下田941-1

		真岡市 モオカシ		小林診療所		0285-82-3873		321-4369		真岡市熊倉3-10-7

		真岡市 モオカシ		西真岡こどもクリニック		0285-81-7900		321-4341		真岡市高勢町3-205-1

		真岡市 モオカシ		田井の里クリニック		0285-81-6502		321-4301		真岡市西田井内外748-2

		真岡市 モオカシ		深谷医院 フカヤ イイン		0285-75-0007 		321-4502		真岡市物井1268-7

		茂木町 モギマチ		吉永医院		0285-63-2303		321-3564		茂木町増井190-1





病院一覧表

		市区郡 シク グン		診療所名 シンリョウジョ メイ		電話番号 デンワ バンゴウ		郵便番号 ユウビンバンゴウ		所在地 ショザイチ																																																						相談窓口 ソウダン マドグチ		部署名・職名 ブショ メイ ショクメイ		ご担当者氏名 タントウシャ シメイ		連絡先TEL レンラクサキ		連絡先MAIL レンラクサキ

		足利市 アシカガシ		あしかがの森足利病院		0284-91-0611		326-0011		足利市大沼田町615		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		1		2		別紙参照 ベッシ サンショウ		有		メディカルソーシャルワーカー		福地　哲郎 フクチ テツロウ		0284-91-0611		soudan@hshikagu-hospital.or.jp

		足利市 アシカガシ		足利赤十字病院		0284-21-0121		326-0843		足利市五十部町284-1		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		3		1		2		別紙参照 ベッシ サンショウ		有		事務部医事課社会福祉士 ジム ブ イジ カ シャカイ フクシ シ		布施　麻由実 フセ マユミ		0284-20-1307

		宇都宮市 ウツノミヤシ		済生会宇都宮病院		028-626-5500		321-0974		宇都宮市竹林町911-1		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		2		別紙参照 ベッシ サンショウ		有		地域連携課 チイキ レンケイ カ		荻津　守 オギツ カミ		028-626-5500

		宇都宮市 ウツノミヤシ		JCHO　うつのみや病院		028-653-1001		321-0143		宇都宮市南高砂町11-17		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		無

		大田原市 オオタワラシ		那須赤十字病院		0287-23-1122		324-8686		大田原市中田原1081-4		1		1		3		3		3		1		3		1		3		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		1		4		なし		有		地域医療福祉連携課福祉係長 チイキ イリョウ フクシ レンケイ カ フクシ カカリチョウ		野中 美希 ノナカ ミキ		0287-23-1122		renkeika@nasu.jrc.or.jp

		小山市 オヤマシ		新小山市民病院		0285-36-0200		323-0827		小山市神鳥谷2251-1 オヤマシ ヒトトノヤ		1		1		3		2		2		2		2		2		2		2		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		2		なし		有		医療相談室保健師 イリョウ ソウダンシツ ホケンシ		多賀谷 邦子 タガヤ クニコ		0285-36-0256		soudan@hospital.oyama.tochigi.jp

		小山市 オヤマシ		小山厚生病院		0285-22-1105		323-0031		小山市八幡町2-10-6		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		2		なし		有		看護師長 カンゴシ チョウ		横家 よね子 ヨコ イエ コ		0285-22-1105
0285-24-9890

		下野市 シモツケシ		自治医科大学附属病院　		0285-44-2111		329-0498		下野市薬師寺3311-1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		2		3		2		別紙参照 ベッシ サンショウ		有		地域医療連携部（看護師） チイキ イリョウ レンケイ ブ カンゴシ		黒田　光恵 クロダ ミツエ		0285-44-2111		mazuek@jichi.ac.jp

		下野市 シモツケシ		石橋総合病院		0285-53-1134		329-0511		下野市石橋628		1		1		1		1		1		1		1		2		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		1		なし		有		地域医療連携部 チイキ イリョウ レンケイ ブ		(部長)岩崎 さゆり ブチョウ イワサキ		0285-53-1134		ishibashi-renkei@yushikai.jp

		高根沢町 タカネザワマチ		菅又病院　		028-676-0311		329-1207		塩谷郡高根沢町花岡2351		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		無

		栃木市 トチギシ		とちの木病院		0282-22-7722		328-0071		栃木市大町39-5		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		無

		栃木市 トチギシ		下都賀総合病院		0282-22-2551		328-0044		栃木市富士見町5-32		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		3		なし		有		医療福祉相談室 イリョウ フクシ ソウダンシツ		MSWが3人おります ニン		0282-22-2551

		栃木市 トチギシ		西方病院		0282-92-2323		322-0601		栃木市西方町金崎273-3 トチギシ		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		有		西方病院地域連携室 ニシカタ ビョウイン チイキ レンケイ シツ				0282-25-7310		nishikata-renkei@cc9.ne.jp

		壬生町 ミブマチ		獨協医科大学病院		0282-86-1111		321-0293		下都賀郡壬生町大字北小林880		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		3		2		別紙参照 ベッシ サンショウ		有		地域医療連携センター医療福祉相談室 チイキ イリョウ レンケイ イリョウ フクシ ソウダンシツ				0282-87-2185
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相談支援事業所

		Ｑ1.貴施設について、お伺いいたします キ シセツ ウカガ										事業所名とコメントをくっつけるで一表を作る ジギョウショ メイ イッピョウ ツク

		1		事業所名 ジギョウショ メイ								今月中 コンゲツ チュウ

		2		電話番号 デンワ バンゴウ								地図と一覧表をパワーポイント チズ イチラン ヒョウ

		3		FAX番号 バンゴウ								各項目ごとにページを作る カクコウモク ツク

		4		所在地 ショザイチ

		5		訪問可能な主な市町村 ホウモン カノウ オモ シチョウソン

		Ｑ2.重症心身障害児（者）の定義をご存知ですか ジュウショウシンシンショウガイジ シャ テイギ ゾンジ

		Ｑ2-1		知っている シ

		Ｑ2-2		知らない シ

		Ｑ3.重症心身障害児（者）の方（家族・関係機関等）からの相談を受けたことがありますか ジュウショウシンシンショウガイジ シャ カタ カゾク カンケイ キカン ナド ソウダン ウ

		Ｑ3-1		1		ある

		Ｑ3-2		2		ない

		Ｑ3-1-Ａ

				Ａ-1それは誰からの相談でしたか ダレ ソウダン

				1		ａ.家族 カゾク

				2		ｂ.支援者 シエンシャ

				3		ｃ.関係機関 カンケイ キカン

				Ａ-2それはどんな相談でしたか（複数回答可） ソウダン フクスウ カイトウ カ

				1		ａ.生活上の相談 セイカツ ジョウ ソウダン

				2		ｂ.医療的な相談 イリョウテキ ソウダン

				3		ｃ.制度に関する相談 セイド カン ソウダン

				4		ｄ.教育に関する相談 キョウイク カン ソウダン

				5		ｅ.サービス等利用計画書作成に関する相談 ナド リヨウ ケイカクショ サクセイ カン ソウダン

				6		ｆ.その他 タ

				Ａ-3それらの相談事業所として対応（解決）はできましたか ソウダン ジギョウショ タイオウ カイケツ

				1		ａ.できた

				2		ｂ.できなかった

				Ａ-3-1それはどうしてですか

				1		ａ解決手段・方法がなかった カイケツ シュダン ホウホウ

				2		ｂ.ほかの相談支援事業所に依頼した ソウダン シエン ジギョウショ イライ

				3		ｃ.行政に依頼した ギョウセイ イライ

				4		ｄ.その他 タ

		Ｑ4.Ｑ3-2「ない」→これから重症心身障害児（者）の方（本人・家族等）からの相談があればどのように対応されますか ジュウショウシンシンショウガイジ シャ カタ ホンニン カゾク ナド ソウダン タイオウ

				Ｑ4-1		自分の事業所で対応する ジブン ジギョウショ タイオウ

				Ｑ4-2		ほかの相談支援事業所へ依頼する ソウダン シエン ジギョウショ イライ

				Ｑ4-3		行政に依頼する ギョウセイ イライ

				Ｑ4-4		その他 タ

		Ｑ5.重症心身障害児（者）の方のサービス等利用計画書を作成したことがありますか ジュウショウシンシンショウガイジ シャ カタ ナド リヨウ ケイカクショ サクセイ

				Ｑ5-1		ある

				Ｑ5-2		ない

						Ｑ5-1-Ａ		「ある」と回答→作成にあたり、苦労したこと困ったことがありましたか カイトウ サクセイ クロウ コマ

						Ｑ5-2-Ａ		「ない」と回答 カイトウ

						1		ａ.今後依頼があれば作成する コンゴ イライ サクセイ

						2		ｂ.他の相談支援事業所に依頼する ホカ ソウダン シエン ジギョウショ イライ

						3		ｃ.作成するかどうかわからない サクセイ

						Ｑ5-2-Ａ-1		b.cを回答→それはどうしてですか カイトウ

		Q6.重症心身障害児（者）の方がより良い在宅生活をしていく上で何か必要だと思うことがあればご自由にお書きください ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ カタ ヨ ザイタク セイカツ ウエ ナニ ヒツヨウ オモ ジユウ カ



		承諾可否 ショウダク カヒ		Q1												Ｑ2.重症心身障害児（者）の定義をご存知ですか ジュウショウシンシンショウガイジ シャ テイギ ゾンジ				Ｑ3.重症心身障害児（者）の方（家族・関係機関等）からの相談を受けたことがありますか ジュウショウシンシンショウガイジ シャ カタ カゾク カンケイ キカン ナド ソウダン ウ																														Ｑ4.Ｑ3-2「ない」→これから重症心身障害児（者）の方（本人・家族等）からの相談があればどのように対応されますか ジュウショウシンシンショウガイジ シャ カタ ホンニン カゾク ナド ソウダン タイオウ										Ｑ5.重症心身障害児（者）の方のサービス等利用計画書を作成したことがありますか ジュウショウシンシンショウガイジ シャ カタ ナド リヨウ ケイカクショ サクセイ										Q6.重症心身障害児（者）の方がより良い在宅生活をしていく上で何か必要だと思うことがあればご自由にお書きください ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ カタ ヨ ザイタク セイカツ ウエ ナニ ヒツヨウ オモ ジユウ カ

				事業所名 ジギョウショ メイ		電話番号 デンワ バンゴウ		FAX番号 バンゴウ		郵便番号 ユウビンバンゴウ		所在地 ショザイチ		訪問可能な主な市町村 ホウモン カノウ オモ シチョウソン		知っている		知らない シ		ある		ない		それは誰からの相談でしたか						それはどんな相談でしたか														それらの相談事業所として対応（解決）はできましたか						自分の事業所で対応する ジブン ジギョウショ タイオウ		他の相談支援事業所へ依頼する ホカ ソウダン シエン ジギョウショ イライ		行政に依頼する ギョウセイ イライ		その他 タ				ある		ない		「ある」と回答		「ない」
と回答		b.c（23）を回答

																								家族 カゾク		支援者 シエンシャ		関係機関 カンケイ キカン		生活上の相談 セイカツ ジョウ ソウダン		医療的な相談 イリョウテキ ソウダン		制度に関する相談 セイド カン ソウダン		教育に関する相談 キョウイク カン ソウダン		サービス等利用計画書作成に関する相談 ナド リヨウ ケイカクショ サクセイ カン ソウダン		その他 タ		その他回答 タ カイトウ		それらの相談事業所として対応（解決）はできましたか		それはどうしてですか		それはどうしてですか

		否 イナ		手話通訳派遣協会相談支援事業所		0287-73-4422		0287-62-7776		325-0026		栃木県那須塩原市上厚崎431-17 ３２５－００２６				0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		0		1		本事業所と同様の地域で一般相談支援事業所と連携を図り対応する ホン ジギョウショ ドウヨウ チイキ イッパン ソウダン シエン ジギョウショ レンケイ ハカ タイオウ		0		1		0		2		当事業所は手話通訳派遣を主目的とする事業所であるため、聴覚障害に対するノウハウはあるがそれ以外の障害者に対応する専門性を有していない為 トウ ジギョウショ シュワ ツウヤク ハケン シュモクテキ ジギョウショ チョウカク ショウガイ タイ イガイ ショウガイシャ タイオウ センモンセイ ユウ タメ

		否 イナ		相談支援事業所すまいる		0285-45-7199		0285-45-8437		329-0205		小山市間々田750-1		小山市 オヤマシ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		1		0				0		1		0		3		現在担当させていただいているケースの他に受け入れる時間的余裕がないため。また専門的な知識や経験がなく自信がないため。 ゲンザイ タントウ ホカ ウ イ ジカンテキ ヨユウ センモンテキ チシキ ケイケン ジシン

		否 イナ		やまゆりの里		0284-90-2030		0284-90-2031		326-0011		足利市大沼田町525-1		足利市 アシカガシ		0		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		ショートステイの利用が可能かどうか リヨウ カノウ		2		1		ショートの利用を希望していたが、幼児で夜間に吸引が必要とのことだったので職員配置上困難と判断 リヨウ キボウ ヨウジ ヤカン キュウイン ヒツヨウ ショクイン ハイチ ジョウ コンナン ハンダン		0		0		0		0				0		1		0		2		あしかがの森さんが近くにあり専門性もあるため モリ チカ センモンセイ

		否 イナ		相談支援センターひかり		028-612-7717		028-612-7718		320-0072		宇都宮市若草4-20-7		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		0		1		0		1		0		0		1		0		1		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		居宅介護事業所とニーズのマッチング キョタク カイゴ ジギョウショ		0				短期入所事業所（医療的ケア対応型）の整備 タンキ ニュウショ ジギョウショ イリョウテキ タイオウガタ セイビ

		否 イナ		相談支援センター歩み		028-667-5151		028-667-5150		321-3233		宇都宮市上籠谷町3792		真岡市、芳賀町、宇都宮市 モオカシ ハガマチ ウツノミヤシ		0		1		1		0		0		1		0		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		毎日お会いしている方ではないしお話ができる方ではないので、計画書を作ることは少々戸惑いはありましたが、すべて療育指導室の先生にご指導いただき作成することができました。お幸せな時を過ごしてほしいという思いはいっぱいありますが、なにも出来ていない自分が申し訳ないような気持ちです。 マイニチ ア カタ ハナシ カタ ケイカクショ ツク ショウショウ トマド リョウイク シドウシツ センセイ シドウ サクセイ シアワ トキ ス オモ デキ ジブン モウ ワケ キモ		0				すみません。経験不足で在宅の方はよくわかりませんが、独立行政法人国立病院機構宇都宮病院にお伺いし行き届いた介護、職員の先生方の情熱にこういうところで重症心身障害者の方が過ごせることは幸せなのでは…としみじみ思いました。 ケイケン ブソク ザイタク カタ ドクリツ ギョウセイ ホウジン コクリツ ビョウイン キコウ ウツノミヤ ビョウイン ウカガ イ トド カイゴ ショクイン センセイガタ ジョウネツ ジュウショウ シンシン ショウガイシャ カタ ス シアワ オモ

		否 イナ		ワークス共育		0287-39-5593		0287-39-5630		329-2213		那須塩原市上大貫2028-2				1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		0		1		状況に応じて対応する ジョウキョウ オウ タイオウ		0		1				1				相談支援専門員のレベルアップが必要ではないかと思います ソウダン シエン センモンイン ヒツヨウ オモ

		否 イナ		指定特定相談支援センタードリーム		0288-32-2280		0288-32-2281		321-2341		日光市大沢町274		日光市、塩谷町、鹿沼市、宇都宮市 ニッコウシ シオヤ チョウ カヌマシ ウツノミヤ シ		0		1		1		0		1		0		0		1		1		1		0		0		0				1		0				0		0		0		0				1		0		計画を作成するにあたり医療機関との連携方法を具体化していくことに連絡調整に時間を要しました。また医師同士でのやりとりの方が早いように感じました。※解決できたと言っても施設の空き待ちで関係する病院で入院しております。 ケイカク サクセイ イリョウ キカン レンケイ ホウホウ グタイカ レンラク チョウセイ ジカン ヨウ イシ ドウシ ホウ ハヤ カン カイケツ イ シセツ ア マ カンケイ ビョウイン ニュウイン		0				入所ではなく、医療ケアのできる短期入所やグループホーム、日中一時、生活介護の拡充が必要であること。また重症心身障害児（者）への理解を広めていき、理解者を増やすこと、訪問看護、訪問医療、居宅介護も活用しやすい環境づくりを相談支援専門員はネットワークづくりに努めなければんらないと思います。 ニュウショ イリョウ タンキ ニュウショ ニッチュウ イチジ セイカツ カイゴ カクジュウ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ リカイ ヒロ リカイシャ フ ホウモン カンゴ ホウモン イリョウ キョタク カイゴ カツヨウ カンキョウ ソウダン シエン センモンイン ツト オモ

		否 イナ		ユーファーム支援センター		028-689-0070		028-680-0750		321-0972		宇都宮市下川俣町206-127		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2		これまでの実績として主に就労系の利用計画の作成を行っており重症心身障害児の方への支援については経験や人員の不足から対応が困難であると思われるため ジッセキ オモ シュウロウ ケイ リヨウ ケイカク サクセイ オコナ ジュウショウ シンシン ショウガイジ カタ シエン ケイケン ジンイン フソク タイオウ コンナン オモ

		否 イナ		障害者相談支援センターひびき		028-666-7601		028-666-7602		321-0403		宇都宮市下小倉町1536		宇都宮市、さくら市 ウツノミヤシ シ		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2		かつて受け入れたことがなく、またスタッフにも医療的ケアの知識や経験が乏しく、自信をもって迎え入れることができない ウ イ イリョウテキ チシキ ケイケン トボ ジシン ムカ イ		受け入れる施設が近辺にあること ウ イ シセツ キンペン

		否 イナ		相談支援事業ぴゅあ		028-611-1771		028-611-1772		321-0911		宇都宮市問屋町3426-46		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2

		否 イナ		指定特定相談支援事業所すえひろ		0287-23-3962		0287-24-1670		324-0042		大田原市末広1-2-5		大田原市、大田原市以外は交通費を受領 オオタワラシ オオタワラシ イガイ コウツウヒ ジュリョウ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2		事業所の対象を精神障害に限定し、市に申請しているため ジギョウショ タイショウ セイシン ショウガイ ゲンテイ シ シンセイ

		否 イナ		相談支援センターふじみだい		0285-44-0200		0285-44-4255		329-0412		下野市芝1123		下野市 シモノ シ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		0		1		ケースによって検討 ケントウ		0		1				2

		否 イナ		相談支援センターひゅーまにあ宇都宮		028-678-5385		028-678-5395		320-0802		宇都宮市江野町6-15大立ビル4階		宇都宮市（鹿沼市等近隣市町村） ウツノミヤシ カヌマシ ナド キンリン シチョウソン		0		1		1		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		あるではありますが、初めての作成でまた完成はしていない段階です。病院で実施されている活動医療等で自分自身が未熟で理解が足りていない為に苦労しています。 ハジ サクセイ カンセイ ダンカイ ビョウイン ジッシ カツドウ イリョウ ナド ジブン ジシン ミジュク リカイ タ タメ クロウ		0				①医療面での安心②外部と交流する機会③家族の方への支援 イリョウ メン アンシン ガイブ コウリュウ キカイ カゾク カタ シエン

		否 イナ		地域活動支援センターあしかが		0284-41-2643		0284-43-0463		326-0808		足利市本城1-1547		足利市 アシカガシ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0						0		1		0		0				0		1				2		専門外で知識等はなく、計画書の作成は難しいため センモンガイ チシキ トウ ケイカクショ サクセイ ムズカ

		否 イナ		南那須地区障害者相談支援センター		0287-80-1020		0287-80-1027		321-0624		那須烏山市旭1-18-8		那須烏山市、那珂川町 ナスカラスヤマシ ナカガワマチ		1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		アセスメント、院内での面会予定の調整、家族への説明など インナイ メンカイ ヨテイ チョウセイ カゾク セツメイ		0				在宅医療、訪問リハビリなど24時間対応出来る専門家チーム ザイタク イリョウ ホウモン ジカン タイオウ デキ センモンカ

		否 イナ		ワン・ハーモニー		0287-22-8255		0287-48-7225		324-0042		大田原市末広1-3618-13				0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				0

		否 イナ		ひまわり相談支援事業所		0282-20-5006		0282-23-4878		328-0052		栃木市祝町12－9				0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		1		0				0		1				3		意思伝達が自分にとって受け止められるかに不安があるため イシ デンタツ ジブン ウ ト フアン

		否 イナ		サンフラワーライフ		0285-22-1109		0285-22-1345		323-0808		小山市出井1936		小山市内 オヤマシナイ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				3		近隣に受け入れ施設が少なく在宅福祉サービスに向けるのが難しい キンリン ウ イ シセツ スク ザイタク フクシ ム ムズカ

		否 イナ		natu- la(ナチュラ)		0287-67-3115		0287-67-3115		329-3153		那須塩原市大原間239-1		那須塩原市、大田原市、那須町 ナスシオバラ シ オオタワラシ ナスマチ		0		1		1		0		1		0		0		1		1		1		0		0		0				1		0				0		0		0		0				1		0		サービス自体の幅がせまいため、本人が安全に安心した生活をうけられるためにどう組み合わせたら良いか。又、家族によっては苦手な事業所もあり限られた事業所を探すのが難しかった。 ジタイ ハバ ホンニン アンゼン アンシン セイカツ ク ア ヨ マタ カゾク ニガテ ジギョウショ カギ ジギョウショ サガ ムズカ		0				訪問系のサービスがもっと充実して欲しい ホウモン ケイ ジュウジツ ホ

		否 イナ		相談支援事業所ふるさとホーム那須		0287-98-3001		0287-98-8080		324-0414		大田原市片府田1301-59		大田原市、那須町、那須塩原市、周辺 オオタワラシ ナスマチ ナスシオバラ シ シュウヘン		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2		主な精神知的関係なので、今後はできるよう専門的な部分の勉強が必要です。 オモ セイシン チテキ カンケイ コンゴ センモンテキ ブブン ベンキョウ ヒツヨウ		①専門相談②居場所③地域の理解 センモン ソウダン イバショ チイキ リカイ

		否 イナ		特定相談支援事業所きのこ		028-635-8746		028-635-8778		320-0846		栃木県宇都宮市滝の原2-4-42 ３２０－０８４６		宇都宮市 ウツノミヤシ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		1		0				0		1				3		どのように作成したらいいか不安のため サクセイ フアン

		否 イナ		こども発達支援センター鹿沼市あおば園		0289-63-1745		0289-63-1745		322-0074		鹿沼市日吉町320－1				1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		1		0				0		1				2		相談支援専門員の不足、児童発達支援事業所利用のための計画書作成が主な業務になっている ソウダン シエン センモンイン フソク ジドウ ハッタツ シエン ジギョウショ リヨウ ケイカクショ サクセイ オモ ギョウム

		否 イナ		障害者相談支援センターみつか・Ｒｕ		028-648-3971		028-648-3936		321-0347		宇都宮市飯田町261		宇都宮市、鹿沼市 ウツノミヤシ カヌマシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		1		状況に応じして他機関と連携し判断する場合もある ジョウキョウ オウ ホカ キカン レンケイ ハンダン バアイ		0		1				1		計画依頼の状況に応じて対応できない月もある（モニタリング件数） ケイカク イライ ジョウキョウ オウ タイオウ ツキ ケンスウ

		否 イナ		工房つばさ		0285-40-0388		0285-40-6700		329-0401		下野市箕輪425-1		下野市、上三川町、壬生町、ただし状況に応じて対応することが難しい場合もある シモノ シ カミノカワマチ ミブマチ ジョウキョウ オウ タイオウ ムズカ バアイ		1		0		1		0		1		0		0		1		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		短期入所、ヘルパーなどの利用希望があっても受け入れてくれる事業所が見つからない タンキ ニュウショ リヨウ キボウ ウ イ ジギョウショ ミ		3		状況により作成することができない場合がある ジョウキョウ サクセイ バアイ		重心の方の短期入所等の利用ができるところが必要。在宅でのサービスの受入必要だと思われる。 ジュウシン カタ タンキ ニュウショ ナド リヨウ ヒツヨウ ザイタク ウケイレ ヒツヨウ オモ

		否 イナ		相談支援事業所グーフォ		028-673-0002		028-671-0785		329-1105		宇都宮市中岡本町3178-3				1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1				在宅生活を支える家族に負担が重くならないようにする。緊急時に対応してくれる医療ケア付きの宿泊施設を増やしてほしい ザイタク セイカツ ササ カゾク フタン オモ キンキュウジ タイオウ イリョウ ツ シュクハク シセツ フ

		否 イナ		那珂川町社協相談支援事業所		0287-92-1273		0287-92-1295		324-0613		那珂川町馬頭560-1		那珂川町 ナカガワマチ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				0				移動支援サービス イドウ シエン

		否 イナ		相談支援事業所大山田ノンフェール		0287-93-0660		0287-83-8182		324-0602		那珂川町大山田下郷955		那珂川町 ナカガワマチ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		1		0				0		1				2		平成27年度で相談支援事業を終了するため ヘイセイ ネンド ソウダン シエン ジギョウ シュウリョウ

		否 イナ		在宅サポートこころ		028-651-0780		028-651-0781		320-0042		宇都宮市材木町4-24				0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2

		否 イナ		相談支援事業所みらい ソウダン シエン ジギョウショ		0280-57-2673		0280-57-2673		329-0111		野木町丸林371-12		野木町、小山市 ノギマチ オヤマシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		0		1		しかるべき関係機関と連携して対応する カンケイ キカン レンケイ タイオウ		0		1				3		重症心身のノウハウがない ジュウショウ シンシン

		否 イナ		大田原市社会福祉協議会		0287-54-1849		0287-54-2745		324-0233		栃木県大田原市黒羽田町848 ３２４－０２３３		大田原市内 オオタワラシナイ		0		1		1		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0				2		1				0		1		0		0				0		1				2		職員が未熟なため ショクイン ミジュク		在宅医療の充実、居宅介護の２４時間対応（サービス事業所）の充実 ザイタク イリョウ ジュウジツ キョタク カイゴ ジカン タイオウ ジギョウショ ジュウジツ

		否 イナ		障がい者相談支援センターとまつり		028-680-5570		028-680-5271		320-0052		宇都宮市中戸祭町813		宇都宮市、近隣市町村 ウツノミヤシ キンリン シチョウソン		0		1		1		0		1		0		0		1		0		0		0		0		1		親子間の関わり オヤコ カン カカ		0		0		現在対応中 ゲンザイ タイオウチュウ		0		0		0		0				1		0		保護者との連携がとれない ホゴシャ レンケイ		0

		否 イナ		宇都宮市社会福祉協議会		028-636-1536		028-636-1537		320-0806		宇都宮市中央1-1-15		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		0				2		1		医療的ケアが必要な方が長時間外出したい。長時間支援者の拘束、移動手段（車の中での対応）、医療的ケアが必要な方が外出したいときに外出できる環境がすぐに整えられない、医療的けが必要な方で要介助であるが、歩行できる方が利用できる短期入所先はないか（アクセス時間も含む） イリョウテキ ヒツヨウ カタ チョウジカン ガイシュツ チョウジカン シエン シャ コウソク イドウ シュダン クルマ ナカ タイオウ イリョウテキ ヒツヨウ カタ ガイシュツ ガイシュツ カンキョウ トトノ イリョウテキ ヒツヨウ カタ ヨウ カイジョ ホコウ カタ リヨウ タンキ ニュウショ サキ ジカン フク		0		0		0		0				1		0		専門的（医療面）な知識がなく、専門用語が多く調べたり聞いたりしながら支援していくこと。長く関わらないと親の思いまで聞き出せないこと。 センモンテキ イリョウ メン チシキ センモン ヨウゴ オオ シラ キ シエン ナガ カカ オヤ オモ キ ダ		0				当事者が何歳になっても利用できるサービス環境（短期入所、訪問入浴など）。教育もほかのお子さん同様平等に受けられる機会（学校行事も含む）。相談対応できる人材の確保。緊急時でも利用できるサービスの調整・確保。直接支援できるサービス・人材を増やすこと。 トウジシャ ナンサイ リヨウ カンキョウ タンキ ニュウショ ホウモン ニュウヨク キョウイク コ ドウヨウ ビョウドウ ウ キカイ ガッコウ ギョウジ フク ソウダン タイオウ ジンザイ カクホ キンキュウジ リヨウ チョウセイ カクホ チョクセツ シエン ジンザイ フ

		承諾 ショウダク		ライフサポートセンターゆめ		0280-33-3624		0280-57-4624		329-0111		野木町丸林630-4		野木町、その周辺地域 ノギマチ シュウヘン チイキ		1		0		1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		1		福祉サービス利用に関する相談 フクシ リヨウ カン ソウダン		1		0				0		0		0		0				1		0		医療的な情報、知識に乏しくわからない用語などが数多く出てきた。医療的ケアの内容の聞き取り（どの部分を聞いていけばよいのか） イリョウテキ ジョウホウ チシキ トボ ヨウゴ カズオオ デ イリョウテキ ナイヨウ キ ト ブブン キ		0				Ｆａの負担軽減のためのレスパイト先（ＨＰ、ＳＳ機関等）。家族それぞれの訴え、希望を明確にしていく。関係機関がチームになりＦａの支え応援をしていく。 フタン ケイゲン サキ キカンナド カゾク ウッタ キボウ メイカク カンケイ キカン ササ オウエン

		承諾 ショウダク		足利ケアサービス		0284-21-7630		0284-21-3109		326-0843		足利市五十部町809-3		足利市、佐野市、太田市 アシカガシ サノシ オオタシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		0		1		ケースによって対応する タイオウ		0		1				3

		承諾 ショウダク		相談支援センターみさと		0285-72-9767				321-4104		芳賀郡益子町大沢2800-5		芳賀郡内（真岡市、益子町、市貝町、芳賀町、茂木町） ハガ グンナイ モオカシ マシコ チョウ イチ ガイ マチ ハガマチ モギマチ		1		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		資源が少ない、短期入所先の確保が難しかった。計画を作るのには、医療情報が難しく感じられた。 シゲン スク タンキ ニュウショ サキ カクホ ムズカ ケイカク ツク イリョウ ジョウホウ ムズカ カン		0				連携の取れる医療関係者がたくさん地域の中にいてくれると安心して生活できるかな。外出や余暇の充実を図るために医療の必要な人の生活が限られてしまっている（あきらめてしまっている） レンケイ ト イリョウ カンケイシャ チイキ ナカ アンシン セイカツ ガイシュツ ヨカ ジュウジツ ハカ イリョウ ヒツヨウ ヒト セイカツ カギ

		承諾 ショウダク		サポートセンターとみや生活支援センター		028-665-8230		028-665-8230		321-2116		宇都宮市徳次郎町540		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		0		1		0		0		0		0		1		1		1		1		1		0				0		1		医療的なケアが必要な利用者様の日中活動先が限られて利用できない人がいる。学校との連携が取りにくい。通勤手段・行事参加制限があり平等性が保たれない。学校はサービスで対応を望み、福祉行政は教育で何とかするべきとつねに折り合わない。 イリョウテキ ヒツヨウ リヨウシャサマ ニッチュウ カツドウ サキ カギ リヨウ ヒト ガッコウ レンケイ ト ツウキン シュダン ギョウジ サンカ セイゲン ビョウドウセイ タモ ガッコウ タイオウ ノゾ フクシ ギョウセイ キョウイク ナン オ ア		0		0		1		0		協力してほしい キョウリョク		1		0		利用できるサービスが限られている。社会参加できる機会が少なく、場が限られている。介護者の負担軽減が取りにくい。夢や希望を叶えるための資源が少ない。 リヨウ カギ シャカイ サンカ キカイ スク バ カギ カイゴシャ フタン ケイゲン ト ユメ キボウ カナ シゲン スク		0				通勤手段、保護者なくても教育が受けられる環境。常に親同行を求めるのでは、自立につながらず、いつになっても親の負担は軽減されない。親が安心して託せる日中活動の場。社会参加、役割を担える環境作り、職場。地域で生活していくための交流の機会や場があるといい。緊急的にレスパイトを受け入れてくれる場。 ツウキン シュダン ホゴシャ キョウイク ウ カンキョウ ツネ オヤ ドウコウ モト ジリツ オヤ フタン ケイゲン オヤ アンシン タク ニッチュウ カツドウ バ シャカイ サンカ ヤクワリ ニナ カンキョウ ヅク ショクバ チイキ セイカツ コウリュウ キカイ バ キンキュウテキ ウ イ バ

		承諾 ショウダク		社会就労センターえいぶるの里 シャカイ シュウロウ サト		0285-22-4561		0285-224581		323-0003		小山市東島田2403-2		小山市、下野市、上三川町、野木町、結城市、古河市、筑西市 オヤマシ シモノ シ カミノカワマチ ノギマチ ユウキシ コガシ ツク ニシ シ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				1		0		自己決定が難しいため、家族中心の考えになってしまうこと。また、利用できる社会資源が少ない。 ジコ ケッテイ ムズカ カゾク チュウシン カンガ リヨウ シャカイ シゲン スク		1				関係機関との連携、特に在宅が長い方は医療機関とのかかわりが家族も含め、希薄になってしまい、二次障害に対応できない。地域に総合的に支援でき、医療的ケアが受けられる場所、または訪問医療の充実が必要と思います。 カンケイ キカン レンケイ トク ザイタク ナガ カタ イリョウ キカン カゾク フク キハク ニジ ショウガイ タイオウ チイキ ソウゴウテキ シエン イリョウテキ ウ バショ ホウモン イリョウ ジュウジツ ヒツヨウ オモ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所「ピュア」		0282-31-3911		0282-31-3912		328-0133		栃木市大森町465		栃木市、鹿沼市、佐野市、小山市、壬生町 トチギシ カヌマシ サノシ オヤマシ ミブマチ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1

		承諾 ショウダク		社会福祉法人とちのみ会　こなかの森 シャカイ フクシ ホウジン カイ モリ		0283-24-5757		0283-24-6294		327-0001		佐野市小中町1280		佐野市、足利市 サノシ アシカガシ		1		0		1		0		1		0		0		1		0		1		0		0		0				1		2		通所型のため、短期入所の受け入れはサービスとして提供できず、他施設の紹介、相談支援事業につなげている。 ツウショ ガタ タンキ ニュウショ ウ イ テイキョウ タ シセツ ショウカイ ソウダン シエン ジギョウ		0		0		0		0				1		0		療養型短期入所ほかの施設への短期入所の受け入れ状況など、受け入れ場所を見つけるなど。短期入所時の発作発症時医療への繋ぎが困難。問題多（かかりつけ医への搬送） リョウヨウガタ タンキ ニュウショ シセツ タンキ ニュウショ ウ イ ジョウキョウ ウ イ バショ ミ タンキ ニュウショ ジ ホッサ ハッショウ ジ イリョウ ツナ コンナン モンダイ タ イ ハンソウ		0				佐野市には、身障（重心）短期入所施設がなく老人施設に佐野市が委託しているが、利用する人もいなく、サービスが使いづらい状態にある。短期入所受け入れ可能施設が増えることで、家族のほうも使いやすく利便性があがると考えます。 サノシ シンショウ ジュウシン タンキ ニュウショ シセツ ロウジン シセツ サノシ イタク リヨウ ヒト ツカ ジョウタイ タンキ ニュウショ ウ イ カノウ シセツ フ カゾク ツカ リベンセイ カンガ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所テトテ		0287-36-7171		0287-36-7181		329-2732		那須塩原市一区町251-1		那須塩原市（大田原、矢板、那須町、那珂川町、烏山） ナスシオバラ シ オオタワラ ヤイタ ナスマチ ナカガワマチ カラスヤマ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		0		1		委託の相談支援事業所や重心専門の事業所に相談する イタク ソウダン シエン ジギョウショ ジュウシン センモン ジギョウショ ソウダン		0		1				3		その方にとって、より専門性の高い方が対応することが望ましいと思いますので、作成が適するか否か周囲のサービス状況なども考慮して決めたいと思います。適切にアドバイスをいただける地域の環境が整っていれば、スキルアップ、経験の積み重ねのためにも作成したいです。 カタ センモンセイ タカ ホウ タイオウ ノゾ オモ サクセイ テキ イナ シュウイ ジョウキョウ コウリョ キ オモ テキセツ チイキ カンキョウ トトノ ケイケン ツ カサ サクセイ		相談支援専門員のスキルアップ。きめ細かい支援（サービスの充実）本人のニーズを正しく理解できる人材の育成と地域の理解。 ソウダン シエン センモンイン コマ シエン ジュウジツ ホンニン タダ リカイ ジンザイ イクセイ チイキ リカイ

		承諾 ショウダク		指定特定相談支援事業所あじさい		0287-60-3361		0287-60-3362		325-0034		那須塩原市東原166		那須塩原市、那須町 ナスシオバラ シ ナスマチ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2				訪問看護、訪問診療を行う医師が必要だと思います。 ホウモン カンゴ ホウモン シンリョウ オコナ イシ ヒツヨウ オモ

		承諾 ショウダク		障害者相談支援センターいぶき		028-678-3502		028-676-3501		329-1216		高根沢町桑窪2266-2		高根沢町 タカネザワマチ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1				短期入所など受け入れてくれる施設を増やしてほしい。県内で受け入れていただけない為、県外の施設を考えなくてはいけない方がいます。 タンキ ニュウショ ウ イ シセツ フ ケンナイ ウ イ タメ ケンガイ シセツ カンガ カタ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所わくわくおやま		0285-24-6575		0285-20-0255		323-0022		小山市駅東通り3-9-6		小山市 オヤマシ		1		0		1		0		1		1		1		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		関係事業所が多いことで情報収集連携等大変。医療機関とも連携を図る必要あり。レスパイト、ショートステイの受入困難。利用できる事業所が少ない。 カンケイ ジギョウショ オオ ジョウホウ シュウシュウ レンケイ ナド タイヘン イリョウ キカン レンケイ ハカ ヒツヨウ ウケイレ コンナン リヨウ ジギョウショ スク		0				重症心身障害児（者）を受け入れしてくれる事業所、施設がもっと多くあればよいと思われる。通所日中一時短期入所など。相談支援、計画作成についてもほかの事業所が受け入れてくれないとの理由で受け入れ可能事業所へ集中してしまう為、相談員への研修等を増やせばよいが。しかし日々の業務が多忙であるため、難しいのかな？ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ ウ イ ジギョウショ シセツ オオ オモ ツウショ ニッチュウ イチジ タンキ ニュウショ ソウダン シエン ケイカク サクセイ ジギョウショ ウ イ リユウ ウ イ カノウ ジギョウショ シュウチュウ タメ ソウダン イン ケンシュウ ナド フ ヒビ ギョウム タボウ ムズカ

		承諾 ショウダク		相談支援センターネクスト		080-8854-9551		0280-612-1558		320-0034		宇都宮市泉町6-25		宇都宮市 ウツノミヤシ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2

		承諾 ショウダク		相談支援事業のぞみ		0287-65-2288		0287-65-2282		329-3152		那須塩原市上中野53		那須塩原市、大田原市、那須町 ナスシオバラ シ オオタワラシ ナスマチ		1		0		1		0		0		0		1		1		1		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		現サービスでの医療ケアをふまえ、将来にむけて他事業との連携につなげるよう計画作成、調整に苦労した。 ゲン イリョウ ショウライ タ ジギョウ レンケイ ケイカク サクセイ チョウセイ クロウ		0				選択肢が増えるよう受け入れ可能な福祉サービス事業所の増加が必要だと思われます。 センタクシ フ ウ イ カノウ フクシ ジギョウショ ゾウカ ヒツヨウ オモ

		承諾 ショウダク		サポートセンターひばり		028-670-0330		028-667-7315		321-3236		宇都宮市竹下町435-159		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		苦労ではないが、お母様がとても一生懸命ですでにサービスも繋がっていたため、現状を計画にする形となったが、計画作成後のかかわりについて相談員としてどのようにすべきことが望ましいかと考える。 クロウ カアサマ イッショウケンメイ ツナ ゲンジョウ ケイカク カタチ ケイカク サクセイ ゴ ソウダン イン ノゾ カンガ		0				福祉サービスや医療、またボランティアが入室されるととてもよいと思います。また、介助者（家族）のケアも考えると気軽に参加できるようなイベント（医療が整っていたり、介助するボランティアさんがいたり）や、同じ重症心身障害児（者）をもつかたとのネットワークがあるといいのかなと思います。 フクシ イリョウ ニュウシツ オモ カイジョシャ カゾク カンガ キガル サンカ イリョウ トトノ カイジョ オナ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ オモ

		承諾 ショウダク		高根沢町障害児者生活支援センターすまいる タカネザワマチ		028-612-2751		028-612-2752		329-1225		栃木県塩谷郡高根沢町石末1825　福祉センター内 ３２９－１２２５ フクシ ナイ		高根沢町 タカネザワマチ		1		0		1		0		0		0		1		0		0		1		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		地元に使える資源がなく苦労した ジモト ツカ シゲン クロウ		0				①医療と福祉の連携ネットワーク②重心の方でも利用できるサービスが増えること③訪問診療医 イリョウ フクシ レンケイ ジュウシン カタ リヨウ フ ホウモン シンリョウ イ

		承諾 ショウダク		障害者相談支援センターフォレスト		0284-91-1816		0284-91-2867		326-0011		足利市大沼田町615		足利市及び近隣市町村 アシカガシ オヨ キンリン シチョウソン		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0				0

		承諾 ショウダク		障がい者相談支援事業所ケアサプライ		0287-73-5312		0287-73-5311		329-3221		栃木県那須郡那須町漆塚762-102 ３２９－３２２１		白河市、那須町、那須塩原市、大田原市 シラカワシ ナスマチ ナスシオバラシ オオタワラシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1				サービスを提供できる事業所の充実を図る テイキョウ ジギョウショ ジュウジツ ハカ

		承諾 ショウダク		南栃木支援センター相談支援		0285-44-6118		0285-44-7215		329-0412		下野市柴1432-105		下野市、小山市、壬生町 シモノ シ オヤマシ ミブマチ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		0		1		介護保険と併用する場合のみ対応する カイゴ ホケン ヘイヨウ バアイ タイオウ		0		1				3		介護保険と併用する場合のみ作成する カイゴ ホケン ヘイヨウ バアイ サクセイ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所とまり木		0287-54-2854		0287-54-2230		324-0231		大田原市北野上3952		大田原市、那須塩原市、那須町 オオタワラシ ナスシオバラシ ナスマチ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1				当事業所の対応範囲は現在、知的障害者特に中・軽度が主だが、精神（高次脳機能障害も含む）分野もやり始めている。今後重症心身障害者もほかの相談支援事業所の助けを得ながら、勉強しながら対応したいと考えている。そのために研修や見学の機会を多く作っていただきたい。今は、当事業所はその程度しか考えられない。 トウ ジギョウショ タイオウ ハンイ ゲンザイ チテキ ショウガイシャ トク チュウ ケイド オモ セイシン コウジ ノウ キノウ ショウガイ フク ブンヤ ハジ コンゴ ジュウショウ シンシン ショウガイシャ ソウダン シエン ジギョウショ タス エ ベンキョウ タイオウ カンガ ケンシュウ ケンガク キカイ オオ ツク イマ トウ ジギョウショ テイド カンガ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所ポンテ		028-652-7288		028-652-6355		321-0341		宇都宮市古賀志町1964-12		宇都宮、鹿沼、日光、壬生 ウツノミヤ カヌマ ニッコウ ミブ		0		1		1		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0				0				未就学児（3～5才）の方の医療型児童発達支援を分離で行う施設が数か所あると良いと思います。 ミシュウガクジ サイ カタ イリョウ ガタ ジドウ ハッタツ シエン ブンリ オコナ シセツ スウ ショ ヨ オモ

		承諾 ショウダク		相談支援センター光輝舎		0285-70-2020		0285-72-8222		321-4105		芳賀郡益子町北中1113-1		芳賀郡、真岡市等 ハガ グン モオカシ ナド		1		0		1		0		1		1		1		1		0		1		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		利用できるサービス事業所が少ない。重心児者に合わせたプログラムが見つからない（近隣で） リヨウ ジギョウショ スク ジュウシン ジ シャ ア ミ キンリン		0				本人の状態にもよるが、重度化する状況に対応できる事業所の確保。家族の負担が大きくなり在宅生活の継続が困難になることが予測されるので、在宅で支援が受けられるような体制の充実と、レスパイトサービスの拡大。 ホンニン ジョウタイ ジュウドカ ジョウキョウ タイオウ ジギョウショ カクホ カゾク フタン オオ ザイタク セイカツ ケイゾク コンナン ヨソク ザイタク シエン ウ タイセイ ジュウジツ カクダイ

		承諾 ショウダク		特定相談支援事業所やすらぎ		028-650-7727		028-650-7728		320-0011		宇都宮市富士見が丘3－19－20		宇都宮市 ウツノミヤシ		0		0		1		0		1		0		0		0		0		1		1		0		0				0		3		対応できるヘルパーがいれば支援する タイオウ シエン		0		0		0		0				0		1				3

		承諾 ショウダク		障がい者支援センターにんべん		028-686-2539		028-686-2584		329-1417		さくら市フィオーレ喜連川5-2-1　フィオーレガーデン1-102		さくら市 シ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1				地域資源アンケートをいただきありがとうございました。設問に対しまして知識不足にこれでいいのかという思いです。相談支援専門員として設問にありました「3」要望がでますれば、先輩相談員・各職種の方々に相談・指導をいただき、相談支援事業を行ってみたいと考えます。大島先生について学ばせて頂きました。 チイキ シゲン セツモン タイ チシキ ブソク オモ ソウダン シエン センモンイン セツモン ヨウボウ センパイ ソウダン イン カクショクシュ カタガタ ソウダン シドウ ソウダン シエン ジギョウ オコナ カンガ オオシマ センセイ マナ イタダ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所おやま		0285-22-1833		0285-228946		323-0014		小山市喜沢660		小山市、下野市 オヤマシ シモノ シ		1		0		1		0		1		1		0		0		0		0		0		1		0				2		3				0		0		0		0				1		0		本人の意思が明確でないので親の意向中心のものになってしまった。 ホンニン イシ メイカク オヤ イコウ チュウシン		0

		承諾 ショウダク		真岡介護センター		0285-80-5200		0285-80-5211		321-4361		真岡市並木町1-8-1　シティ並木102 ナミキ		真岡市、芳賀町南部、市貝町南部、益子町西部、上三川東部 モオカシ ハガマチ ナンブ イチ ガイ チョウ ナンブ マシコ チョウ セイブ カミノカワ トウブ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		0		1				0		1				3		担当者の受け持ちケースの状況など考慮し対応できるか検討したい タントウシャ ウ モ ジョウキョウ コウリョ タイオウ ケントウ

		承諾 ショウダク		さの社協相談支援センターほっぷ		0283-22-8152		0283-22-8199		327-0003		佐野市大橋町3212-27		佐野市全域 サノシ ゼンイキ		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2		現在相談支援専門員1名で行っているため ゲンザイ ソウダン シエン センモンイン メイ オコナ

		承諾 ショウダク		相談支援ウエイブ		0282-23-4465		0282-23-4465		328-0012		栃木市平柳町1-2-7		栃木市、壬生町 トチギシ ミブマチ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		1		0				0		1				2		指定特定相談支援事業で精神に対応しているため シテイ トクテイ ソウダン シエン ジギョウ セイシン タイオウ		ご家族の中だけでは生活がマンネリ化して単調になりかねないので、音楽、体を動かす、読み聞かせ麻痺・拘縮のマッサージなどのリハビリの頻度を高める。ご本人が楽しいと感じることを提供できる。ご家族が疲弊しないよう旅行や趣味などの充実した時間がもてるようサービスを利用していくこと。 カゾク ナカ セイカツ カ タンチョウ オンガク カラダ ウゴ ヨ キ マヒ コウシュク ヒンド タカ ホンニン タノ カン テイキョウ カゾク ヒヘイ リョコウ シュミ ジュウジツ ジカン リヨウ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所わらしべの家		0282-27-1627		0282-27-1675		328-0011		栃木市大宮町2708-3		栃木市 トチギシ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1		専門的な知識が不十分なため行政などの機関と相談しながらの対応となります センモンテキ チシキ フジュウブン ギョウセイ キカン ソウダン タイオウ		短期入所や移動支援などの福祉サービス利用時にお付き合いのある医療機関や訪問看護の看護師が同行でき緊急時の対応が迅速にとれる体制（すでにできていたらすみません） タンキ ニュウショ イドウ シエン フクシ リヨウ ジ ツ ア イリョウ キカン ホウモン カンゴ カンゴシ ドウコウ キンキュウジ タイオウ ジンソク タイセイ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所　空		0287-73-8165		0287-73-8165		329-3157		那須塩原市大原間西1-19-9		那須塩原市、大田原市、那須町 ナスシオバラ シ オオタワラシ ナスマチ		1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		重心のお子様の療育支援をやっていたので、苦労はありませんでしたが、医療（訪問看護）訪問リハ訪問入浴の制度を知らなかったので、その方々との連携が取れて大変勉強になりました。 ジュウシン コサマ リョウイク シエン クロウ イリョウ ホウモン カンゴ ホウモン ホウモン ニュウヨク セイド シ カタガタ レンケイ ト タイヘン ベンキョウ		0				医療的ケアの必要な方には支援スタッフ・必ず看護師の方が不在では双方安心したケアはできません。例）乳幼児の通所事業は保母と看護師さん。小学→高校までは義務教育がありますが事後に生活介護はもちろんですが、本当に重心の方の為の日中活動の場が不足しているとおもいますので重心の方の通所事業は必要と思います。家庭以外で通える場所→一時預かりや療育支援事業→高校卒業後は通所施設（一時預かりも含めて） イリョウテキ ヒツヨウ カタ シエン カナラ カンゴシ カタ フザイ ソウホウ アンシン レイ ニュウヨウジ ツウショ ジギョウ ホボ カンゴシ ショウガク コウコウ ギム キョウイク ジゴ セイカツ カイゴ ホントウ ジュウシン カタ タメ ニッチュウ カツドウ バ フソク ジュウシン カタ ツウショ ジギョウ ヒツヨウ オモ カテイ イガイ カヨ バショ イチジ アズ リョウイク シエン ジギョウ コウコウ ソツギョウゴ ツウショ シセツ イチジ アズ フク

		承諾 ショウダク		相談支援事業所みどり		0285-45-8362		0285-45-8397		329-0214		小山市乙女786-1		小山市、栃木市、古河市、結城市 オヤマシ トチギシ コガシ ユウキシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0		大人は対応可能 オトナ タイオウ カノウ		1		1		大人はあるが、こどもはない。先日訪問介護を事業所にお願いしたところどこの事業所も受けていただけなかった。 オトナ センジツ ホウモン カイゴ ジギョウショ ネガ ジギョウショ ウ		3		成人しか計画相談をしたことがないので不安である。当事業所は相談員が一名なので相談する相手がいない セイジン ケイカク ソウダン フアン トウ ジギョウショ ソウダン イン イチメイ ソウダン アイテ		サービス事業所で受けてもらえないケースがある。特に重心や精神知的等重複して疾患を持っていると問い合わせた時点でお断りされてします。 ジギョウショ ウ トク ジュウシン セイシン チテキ ナド チョウフク シッカン モ ト ア ジテン コトワ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所こころみ		0284-41-5039		0284-43-2665		326-0061		足利市田島町611-2				0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		1		0				0		1				3		これまで前例がなく、またこの障害について熟知した方（機関）があるならそちらでしていただいた方がご本人様にとってよい支援であると考えるから。※現在当法人の入所・通所等サービスを利用されている方の相談支援がほとんどの状況です。 ゼンレイ ショウガイ ジュクチ カタ キカン ホウ ホンニンサマ シエン カンガ ゲンザイ トウホウジン ニュウショ ツウショ ナド リヨウ カタ ソウダン シエン ジョウキョウ

		承諾 ショウダク		相談支援センターのどか　真岡センター		0285-81-5890		0285-85-8452		321-4305		真岡市荒町111-1		真岡市、芳賀町、市貝町、益子町、茂木町 モオカシ ハガマチ イチガイ マチ マシコ チョウ モギ マチ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1				在宅での生活では家族の介護負担の軽減が必要。フォーマルインフォーマルの枠にとらわれない福祉サービス。 ザイタク セイカツ カゾク カイゴ フタン ケイゲン ヒツヨウ ワク フクシ

		承諾 ショウダク		友井タクシー介護ステーションふれあい		0285-30-0840		0285-30-0844		323-0025		小山市城山町2丁目12-25		小山市 オヤマシ		1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		利用するサービスは多様で、施設・病院・学校など医療福祉事業所数も多く連携を図るのが困難。学校行事に参加するための会出自の支援サービスがない。 リヨウ タヨウ シセツ ビョウイン ガッコウ イリョウ フクシ ジギョウショ スウ オオ レンケイ ハカ コンナン ガッコウ ギョウジ サンカ カイ シュツジ シエン		0				ご家族様が安心して預けることができる施設と必要に預けられる施設の数は少ない。片道１時間以上かかるためとても不便に思います。呼吸器の方の預かり先は少ない。 カゾクサマ アンシン アズ シセツ ヒツヨウ アズ シセツ カズ スク カタミチ ジカン イジョウ フベン オモ コキュウキ カタ アズ サキ スク

		承諾 ショウダク		もくせいの里		0282-43-0593		0282-43-1387		329-4405		栃木市大平町西山田1198		栃木市内 トチギシナイ		0		1		1		0		1		0		0		1		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		ニーズにあてはまるサービスがなかった。例）①入浴支援②移送サービス　①自宅の浴槽では支援が入れず訪問入浴を検討。しかし、浴槽を置けるスペースがなく断念。②主たる介護者が入院。学校までの送迎ができず特例で市の移送サービスを利用するもかなり時間を要した。 レイ ニュウヨク シエン イソウ ジタク ヨクソウ シエン ハイ ホウモン ニュウヨク ケントウ ヨクソウ オ ダンネン シュ カイゴシャ ニュウイン ガッコウ ソウゲイ トクレイ シ イソウ リヨウ ジカン ヨウ		0				①地域の理解や協力②受け入れの拡大（重心の通所、24時間看護体制が整った短期入所）③デマンドタクシー等関係者の重心に対する理解（理解附属により資源として存在するが利用しがたい）④児童が入浴支援を受けられる環境（家族の身体的な介護負担軽減） チイキ リカイ キョウリョク ウ イ カクダイ ジュウシン ツウショ ジカン カンゴ タイセイ トトノ タンキ ニュウショ ナド カンケイシャ ジュウシン タイ リカイ リカイ フゾク シゲン ソンザイ リヨウ ジドウ ニュウヨク シエン ウ カンキョウ カゾク シンタイテキ カイゴ フタン ケイゲン

		承諾 ショウダク		足利障害者相談支援センター		0284-44-0307		0284-44-0318		326-0064		足利市東砂原後町1072		足利市、佐野市 アシカガシ サノシ		1		0		1		0		1		0		0		1		0		1		0		1		0				1		0				0		0		0		0				0		1				2		委託相談支援事業所のため イタク ソウダン シエン ジギョウショ		医療的ケアが整った施設のショートステイ充実が必要。また、特に呼吸器をつけた方のショート療養介護の利用とそれらを利用するための送迎体制の充実が必要。 イリョウテキ トトノ シセツ ジュウジツ ヒツヨウ トク コキュウキ カタ リョウヨウ カイゴ リヨウ リヨウ ソウゲイ タイセイ ジュウジツ ヒツヨウ

		承諾 ショウダク		指定障害者相談支援事業所あるしぇん		0282-86-7665		0282-21-7109		321-0201		栃木県下都賀郡壬生町安塚2032 ３２１－０２０１		壬生町 ミブマチ		1		0		1		0		1		0		0		1		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		①相談支援専門員として重症心身障害児（者）の方に対する支援の知識や経験が少ない②医療的ケアが必要となる方に対して対応できる福祉サービス（事業所）が少ない。 ソウダン シエン センモンイン ジュウショウシンシンショウガイジ シャ カタ タイ シエン チシキ ケイケン スク イリョウテキ ヒツヨウ カタ タイ タイオウ フクシ ジギョウショ スク		0				医療的ケアが必要な方に関して、福祉のサービスでは対応しきれない部分が多く、結果として家族が本人を抱え込まざるを得ない現状があるように感じます。家族の介護負担が少しでも軽減できるよう福祉サービスも柔軟な対応が出来るようになるといいなと思います。 イリョウテキ ヒツヨウ カタ カン フクシ タイオウ ブブン オオ ケッカ カゾク ホンニン カカ コ エ ゲンジョウ カン カゾク カイゴ フタン スコ ケイゲン フクシ ジュウナン タイオウ デキ オモ

		承諾 ショウダク		下野市相談支援事業所 こばと		0285-44-6783		0285-44-6783		329-0414		下野市小金井1146-6		下野市、上三川町 シモノ シ カミノカワマチ		1		0		1		0		0		0		1		1		0		1		1		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		医療的ケアが必要な乳幼児に対応できるヘルパー事業所。短期入所・日中一時支援事業所が近くにない（少ない）。 イリョウテキ ヒツヨウ ニュウヨウジ タイオウ ジギョウショ タンキ ニュウショ ニッチュウ イチジ シエン ジギョウショ チカ スク		0				設問5で回答した内容：外出可能な方は児童発達支援を利用可能であるが無理な方は外部との交流をもちにくい。訪問看護・訪問リハビリが入っているケースはいいがない場合母子で孤立しがち。幸いあそびの支援をしてくれるヘルパー事業所があり支援につながっている。ヘルパー利用を希望されない家庭、利用したくてもヘルパー事業所がない等支援に苦慮する。 セツモン カイトウ ナイヨウ ガイシュツ カノウ カタ ジドウ ハッタツ シエン リヨウ カノウ ムリ カタ ガイブ コウリュウ ホウモン カンゴ ホウモン ハイ バアイ ボシ コリツ サイワ シエン ジギョウショ シエン リヨウ キボウ カテイ リヨウ ジギョウショ ナド シエン クリョ

		承諾 ショウダク		相談支援センターぴあん ソウダン シエン		0282-31-1755		0282-31-2919		328-0067		栃木市皆川城内町333-2		栃木市、小山市 トチギシ オヤマシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1				これまで現場で関わったことがなく、事例検討でしか情報を把握しておらず不安はあります。でも関係機関やご家族様からいろいろなことを教えて頂きながら相談支援として専門性を活かせればと思っています。色々な立場の方からお話をお伺いしてもご家族や医療機関専門的な事業所の負担が大きく相談支援があまり役に立つことができていない（場合によっては自ら引いてしまう）今の現状を少しでも変えていければいいと思います。 ゲンバ カカ ジレイ ケントウ ジョウホウ ハアク フアン カンケイ キカン カゾクサマ オシ イタダ ソウダン シエン センモンセイ イ オモ イロイロ タチバ カタ ハナシ ウカガ カゾク イリョウ キカン センモンテキ ジギョウショ フタン オオ ソウダン シエン ヤク タ バアイ ミズカ ヒ イマ ゲンジョウ スコ カ オモ

		承諾 ショウダク		うつのみや		028-632-6074/090-4059-9728		028-632-6075		320-0861		宇都宮市西2-1-7		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				3		専門的な知識を社会資源のアドバイスを他相談支援事業所からいただきながらみずからの事業所で引き受けるという形が望ましい センモンテキ チシキ シャカイ シゲン ホカ ソウダン シエン ジギョウショ ジギョウショ ヒ ウ カタチ ノゾ

		承諾 ショウダク		サポートセンターきりん		028-612-3838		028-678-3257		321-0905		栃木県宇都宮市平出工業団地43-100 ３２１－０９０５		宇都宮市 ウツノミヤシ		0		1		1		0		1		0		0		1		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		療養介護に入所しているので他のサービスの利用が困難。そのための社会資源をつなげたり、活用したりするのが難しい。 リョウヨウ カイゴ ニュウショ ホカ リヨウ コンナン シャカイ シゲン カツヨウ ムズカ		0				今後、市町村などで展開されていく生活拠点に関する事業をうまく活用できればいいなと感じています。入所されている方々については地域とのつながり方が今後は重要になってくると思われますので、広く門扉を開けた活動などが多くなってくるといいなと思っています。 コンゴ シチョウソン テンカイ セイカツ キョテン カン ジギョウ カツヨウ カン ニュウショ カタガタ チイキ カタ コンゴ ジュウヨウ オモ ヒロ モンピ ア カツドウ オオ オモ

		承諾 ショウダク		さわやか相談支援センター		0280-57-4884		0280-57-4994		329-0112		野木町南赤塚1145-1		小山市、野木町、古河市、栃木市 オヤマシ ノギマチ コガシ トチギシ		0		1		1		0		0		0		1		0		0		1		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		現実的な目標の位置づけ ゲンジツテキ モクヒョウ イチ		0

		承諾 ショウダク		相談支援事業所つばさ		0287-53-7393		0287-53-7394		324-0044		大田原市親園824-1		大田原市、那須塩原市、那須烏山市、矢板市、さくら市、那須町、塩谷町、高根沢町 オオタワラシ ナスシオバラシ ナスカラスヤマシ ヤイタシ シ ナスマチ シオ タニ マチ タカネザワマチ		1		0		1		0		1		0		1		1		0		1		0		0		0				1		2		医療的なケアが必要なケース、将来的に短期入所につなげたいケースだった為、専門の事業所に依頼した イリョウテキ ヒツヨウ ショウライテキ タンキ ニュウショ タメ センモン ジギョウショ イライ		1		1		0		0				1		0		使えるサービスの少なさに調整が難しかった ツカ スク チョウセイ ムズカ		1				乳幼児期の受け入れ可能な福祉サービス等の社会資源が必要である。 ニュウヨウジ キ ウ イ カノウ フクシ ナド シャカイシゲン ヒツヨウ

		承諾 ショウダク		特定相談支援センターはじめ		0284-22-4561		0284-22-4562		326-0143		足利市葉鹿町735-1		足利市 アシカガシ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1

		承諾 ショウダク		上三川障がい児・者生活相談支援センター		0285-38-6854		0285-38-6841		329-0611		上三川町上三川5082-15		上三川町 カミノカワマチ		1		0		1		0		1		0		0		1		0		0		0		0		0				1		0				0		0		0		0				1		0				0

		承諾 ショウダク		はつらつサロン南天相談支援事業所		0285-22-4659		0285-38-6529		323-0027		小山市花垣町2-3-19		小山市、栃木市 オヤマシ トチギシ		0		0		1		0		1		1		0		1		1		1		1		1		0				0		0				0		0		0		0				1		0		利用したいサービス事業所が少なく生活改善、家族、支援者の負担軽減に繋がらない（訪問入浴、ショートステイ、生活介護などなど（就労Ａ型））医師によっては連携が困難。何処の精神科がよいかと利用者に問われるが答えは解らない。 リヨウ ジギョウショ スク セイカツ カイゼン カゾク シエンシャ フタン ケイゲン ツナ ホウモン ニュウヨク セイカツ カイゴ シュウロウ ガタ イシ レンケイ コンナン ドコ セイシンカ リヨウシャ ト コタ ワカ		0				本人の選択や受け入れ事業所の間口を広げる。例えば入浴はヘルパーの2人対応で行ているがヘルパー不足や腰痛の悪化などで対応が難しくなってくる。機会浴のできる生活介護を勧めるも本人の選択肢がない。自宅から出かける自由さのようなものが閉ざされているような気がする。反面高齢者のサービスは増加する一方で利用者が不足し閉鎖なども聞かれる。高齢者・障害者がともにデイサービスやショートステイを利用できるようにならないかと思う。障害児については働く両親をサポートすることで生活の安定や療育などへ通園のし易さを図り、送迎サービスの充実など。 ホンニン センタク ウ イ ジギョウショ マグチ ヒロ タト ニュウヨク ニン タイオウ オコナ ブソク ヨウツウ アッカ タイオウ ムズカ キカイ ヨク セイカツ カイゴ スス ホンニン センタクシ ジタク デ ジユウ ト キ ハンメン コウレイシャ ゾウカ イッポウ リヨウシャ フソク ヘイサ キ コウレイシャ ショウガイシャ リヨウ オモ ショウガイジ ハタラ リョウシン セイカツ アンテイ リョウイク ツウエン ヤス ハカ ソウゲイ ジュウジツ

		承諾 ショウダク		障がい者生活支援センターこぶし		028-680-5746		028-688-0214		321-0126		栃木県宇都宮市茂原町837-1		宇都宮市、上三川町 ウツノミヤシ カミノカワマチ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1				①医療機関との細かな連携体制②相談関係者を含め本人に関わり支援をするなかで即座に動きが取れるようなフットワークの軽いチーム作り イリョウ キカン コマ レンケイ タイセイ ソウダン カンケイシャ フク ホンニン カカ シエン ソクザ ウゴ ト カル ヅク





相談支援事業所 (作業)

		Ｑ1.貴施設について、お伺いいたします キ シセツ ウカガ										事業所名とコメントをくっつけるで一表を作る ジギョウショ メイ イッピョウ ツク

		1		事業所名 ジギョウショ メイ								今月中 コンゲツ チュウ

		2		電話番号 デンワ バンゴウ								地図と一覧表をパワーポイント チズ イチラン ヒョウ

		3		FAX番号 バンゴウ								各項目ごとにページを作る カクコウモク ツク

		4		所在地 ショザイチ

		5		訪問可能な主な市町村 ホウモン カノウ オモ シチョウソン

		Ｑ2.重症心身障害児（者）の定義をご存知ですか ジュウショウシンシンショウガイジ シャ テイギ ゾンジ

		Ｑ2-1		知っている シ

		Ｑ2-2		知らない シ

		Ｑ3.重症心身障害児（者）の方（家族・関係機関等）からの相談を受けたことがありますか ジュウショウシンシンショウガイジ シャ カタ カゾク カンケイ キカン ナド ソウダン ウ

		Ｑ3-1		1		ある

		Ｑ3-2		2		ない

		Ｑ3-1-Ａ

				Ａ-1それは誰からの相談でしたか ダレ ソウダン

				1		ａ.家族 カゾク

				2		ｂ.支援者 シエンシャ

				3		ｃ.関係機関 カンケイ キカン

				Ａ-2それはどんな相談でしたか（複数回答可） ソウダン フクスウ カイトウ カ

				1		ａ.生活上の相談 セイカツ ジョウ ソウダン

				2		ｂ.医療的な相談 イリョウテキ ソウダン

				3		ｃ.制度に関する相談 セイド カン ソウダン

				4		ｄ.教育に関する相談 キョウイク カン ソウダン

				5		ｅ.サービス等利用計画書作成に関する相談 ナド リヨウ ケイカクショ サクセイ カン ソウダン

				6		ｆ.その他 タ

				Ａ-3それらの相談事業所として対応（解決）はできましたか ソウダン ジギョウショ タイオウ カイケツ

				1		ａ.できた

				2		ｂ.できなかった

				Ａ-3-1それはどうしてですか

				1		ａ解決手段・方法がなかった カイケツ シュダン ホウホウ

				2		ｂ.ほかの相談支援事業所に依頼した ソウダン シエン ジギョウショ イライ

				3		ｃ.行政に依頼した ギョウセイ イライ

				4		ｄ.その他 タ

		Ｑ4.Ｑ3-2「ない」→これから重症心身障害児（者）の方（本人・家族等）からの相談があればどのように対応されますか ジュウショウシンシンショウガイジ シャ カタ ホンニン カゾク ナド ソウダン タイオウ

				Ｑ4-1		自分の事業所で対応する ジブン ジギョウショ タイオウ

				Ｑ4-2		ほかの相談支援事業所へ依頼する ソウダン シエン ジギョウショ イライ

				Ｑ4-3		行政に依頼する ギョウセイ イライ

				Ｑ4-4		その他 タ

		Ｑ5.重症心身障害児（者）の方のサービス等利用計画書を作成したことがありますか ジュウショウシンシンショウガイジ シャ カタ ナド リヨウ ケイカクショ サクセイ

				Ｑ5-1		ある

				Ｑ5-2		ない

						Ｑ5-1-Ａ		「ある」と回答→作成にあたり、苦労したこと困ったことがありましたか カイトウ サクセイ クロウ コマ

						Ｑ5-2-Ａ		「ない」と回答 カイトウ

						1		ａ.今後依頼があれば作成する コンゴ イライ サクセイ

						2		ｂ.他の相談支援事業所に依頼する ホカ ソウダン シエン ジギョウショ イライ

						3		ｃ.作成するかどうかわからない サクセイ

						Ｑ5-2-Ａ-1		b.cを回答→それはどうしてですか カイトウ

		Q6.重症心身障害児（者）の方がより良い在宅生活をしていく上で何か必要だと思うことがあればご自由にお書きください ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ カタ ヨ ザイタク セイカツ ウエ ナニ ヒツヨウ オモ ジユウ カ



		承諾可否 ショウダク カヒ		Q1												Ｑ2.重症心身障害児（者）の定義をご存知ですか ジュウショウシンシンショウガイジ シャ テイギ ゾンジ				Ｑ3.重症心身障害児（者）の方（家族・関係機関等）からの相談を受けたことがありますか ジュウショウシンシンショウガイジ シャ カタ カゾク カンケイ キカン ナド ソウダン ウ																														Ｑ4.Ｑ3-2「ない」→これから重症心身障害児（者）の方（本人・家族等）からの相談があればどのように対応されますか ジュウショウシンシンショウガイジ シャ カタ ホンニン カゾク ナド ソウダン タイオウ										Ｑ5.重症心身障害児（者）の方のサービス等利用計画書を作成したことがありますか ジュウショウシンシンショウガイジ シャ カタ ナド リヨウ ケイカクショ サクセイ										Q6.重症心身障害児（者）の方がより良い在宅生活をしていく上で何か必要だと思うことがあればご自由にお書きください ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ カタ ヨ ザイタク セイカツ ウエ ナニ ヒツヨウ オモ ジユウ カ

				事業所名 ジギョウショ メイ		電話番号 デンワ バンゴウ		FAX番号 バンゴウ		郵便番号 ユウビンバンゴウ		所在地 ショザイチ		訪問可能な主な市町村 ホウモン カノウ オモ シチョウソン		知っている		知らない シ		ある		ない		それは誰からの相談でしたか						それはどんな相談でしたか														それらの相談事業所として対応（解決）はできましたか						自分の事業所で対応する ジブン ジギョウショ タイオウ		他の相談支援事業所へ依頼する ホカ ソウダン シエン ジギョウショ イライ		行政に依頼する ギョウセイ イライ		その他 タ				ある		ない		「ある」と回答		「ない」
と回答		b.c（23）を回答

																								家族 カゾク		支援者 シエンシャ		関係機関 カンケイ キカン		生活上の相談 セイカツ ジョウ ソウダン		医療的な相談 イリョウテキ ソウダン		制度に関する相談 セイド カン ソウダン		教育に関する相談 キョウイク カン ソウダン		サービス等利用計画書作成に関する相談 ナド リヨウ ケイカクショ サクセイ カン ソウダン		その他 タ		その他回答 タ カイトウ		それらの相談事業所として対応（解決）はできましたか		それはどうしてですか		それはどうしてですか

		否 イナ		手話通訳派遣協会相談支援事業所		0287-73-4422		0287-62-7776		325-0026		栃木県那須塩原市上厚崎431-17 ３２５－００２６				0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		0		1		本事業所と同様の地域で一般相談支援事業所と連携を図り対応する ホン ジギョウショ ドウヨウ チイキ イッパン ソウダン シエン ジギョウショ レンケイ ハカ タイオウ		0		1		0		2		当事業所は手話通訳派遣を主目的とする事業所であるため、聴覚障害に対するノウハウはあるがそれ以外の障害者に対応する専門性を有していない為 トウ ジギョウショ シュワ ツウヤク ハケン シュモクテキ ジギョウショ チョウカク ショウガイ タイ イガイ ショウガイシャ タイオウ センモンセイ ユウ タメ

		否 イナ		相談支援事業所すまいる		0285-45-7199		0285-45-8437		329-0205		小山市間々田750-1		小山市 オヤマシ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		1		0				0		1		0		3		現在担当させていただいているケースの他に受け入れる時間的余裕がないため。また専門的な知識や経験がなく自信がないため。 ゲンザイ タントウ ホカ ウ イ ジカンテキ ヨユウ センモンテキ チシキ ケイケン ジシン

		否 イナ		やまゆりの里		0284-90-2030		0284-90-2031		326-0011		足利市大沼田町525-1		足利市 アシカガシ		0		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		ショートステイの利用が可能かどうか リヨウ カノウ		2		1		ショートの利用を希望していたが、幼児で夜間に吸引が必要とのことだったので職員配置上困難と判断 リヨウ キボウ ヨウジ ヤカン キュウイン ヒツヨウ ショクイン ハイチ ジョウ コンナン ハンダン		0		0		0		0				0		1		0		2		あしかがの森さんが近くにあり専門性もあるため モリ チカ センモンセイ

		否 イナ		相談支援センターひかり		028-612-7717		028-612-7718		320-0072		宇都宮市若草4-20-7		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		0		1		0		1		0		0		1		0		1		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		居宅介護事業所とニーズのマッチング キョタク カイゴ ジギョウショ		0				短期入所事業所（医療的ケア対応型）の整備 タンキ ニュウショ ジギョウショ イリョウテキ タイオウガタ セイビ

		否 イナ		相談支援センター歩み		028-667-5151		028-667-5150		321-3233		宇都宮市上籠谷町3792		真岡市、芳賀町、宇都宮市 モオカシ ハガマチ ウツノミヤシ		0		1		1		0		0		1		0		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		毎日お会いしている方ではないしお話ができる方ではないので、計画書を作ることは少々戸惑いはありましたが、すべて療育指導室の先生にご指導いただき作成することができました。お幸せな時を過ごしてほしいという思いはいっぱいありますが、なにも出来ていない自分が申し訳ないような気持ちです。 マイニチ ア カタ ハナシ カタ ケイカクショ ツク ショウショウ トマド リョウイク シドウシツ センセイ シドウ サクセイ シアワ トキ ス オモ デキ ジブン モウ ワケ キモ		0				すみません。経験不足で在宅の方はよくわかりませんが、独立行政法人国立病院機構宇都宮病院にお伺いし行き届いた介護、職員の先生方の情熱にこういうところで重症心身障害者の方が過ごせることは幸せなのでは…としみじみ思いました。 ケイケン ブソク ザイタク カタ ドクリツ ギョウセイ ホウジン コクリツ ビョウイン キコウ ウツノミヤ ビョウイン ウカガ イ トド カイゴ ショクイン センセイガタ ジョウネツ ジュウショウ シンシン ショウガイシャ カタ ス シアワ オモ

		否 イナ		ワークス共育		0287-39-5593		0287-39-5630		329-2213		那須塩原市上大貫2028-2				1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		0		1		状況に応じて対応する ジョウキョウ オウ タイオウ		0		1				1				相談支援専門員のレベルアップが必要ではないかと思います ソウダン シエン センモンイン ヒツヨウ オモ

		否 イナ		指定特定相談支援センタードリーム		0288-32-2280		0288-32-2281		321-2341		日光市大沢町274		日光市、塩谷町、鹿沼市、宇都宮市 ニッコウシ シオヤ チョウ カヌマシ ウツノミヤ シ		0		1		1		0		1		0		0		1		1		1		0		0		0				1		0				0		0		0		0				1		0		計画を作成するにあたり医療機関との連携方法を具体化していくことに連絡調整に時間を要しました。また医師同士でのやりとりの方が早いように感じました。※解決できたと言っても施設の空き待ちで関係する病院で入院しております。 ケイカク サクセイ イリョウ キカン レンケイ ホウホウ グタイカ レンラク チョウセイ ジカン ヨウ イシ ドウシ ホウ ハヤ カン カイケツ イ シセツ ア マ カンケイ ビョウイン ニュウイン		0				入所ではなく、医療ケアのできる短期入所やグループホーム、日中一時、生活介護の拡充が必要であること。また重症心身障害児（者）への理解を広めていき、理解者を増やすこと、訪問看護、訪問医療、居宅介護も活用しやすい環境づくりを相談支援専門員はネットワークづくりに努めなければんらないと思います。 ニュウショ イリョウ タンキ ニュウショ ニッチュウ イチジ セイカツ カイゴ カクジュウ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ リカイ ヒロ リカイシャ フ ホウモン カンゴ ホウモン イリョウ キョタク カイゴ カツヨウ カンキョウ ソウダン シエン センモンイン ツト オモ

		否 イナ		ユーファーム支援センター		028-689-0070		028-680-0750		321-0972		宇都宮市下川俣町206-127		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2		これまでの実績として主に就労系の利用計画の作成を行っており重症心身障害児の方への支援については経験や人員の不足から対応が困難であると思われるため ジッセキ オモ シュウロウ ケイ リヨウ ケイカク サクセイ オコナ ジュウショウ シンシン ショウガイジ カタ シエン ケイケン ジンイン フソク タイオウ コンナン オモ

		否 イナ		障害者相談支援センターひびき		028-666-7601		028-666-7602		321-0403		宇都宮市下小倉町1536		宇都宮市、さくら市 ウツノミヤシ シ		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2		かつて受け入れたことがなく、またスタッフにも医療的ケアの知識や経験が乏しく、自信をもって迎え入れることができない ウ イ イリョウテキ チシキ ケイケン トボ ジシン ムカ イ		受け入れる施設が近辺にあること ウ イ シセツ キンペン

		否 イナ		相談支援事業ぴゅあ		028-611-1771		028-611-1772		321-0911		宇都宮市問屋町3426-46		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2

		否 イナ		指定特定相談支援事業所すえひろ		0287-23-3962		0287-24-1670		324-0042		大田原市末広1-2-5		大田原市、大田原市以外は交通費を受領 オオタワラシ オオタワラシ イガイ コウツウヒ ジュリョウ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2		事業所の対象を精神障害に限定し、市に申請しているため ジギョウショ タイショウ セイシン ショウガイ ゲンテイ シ シンセイ

		否 イナ		相談支援センターふじみだい		0285-44-0200		0285-44-4255		329-0412		下野市芝1123		下野市 シモノ シ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		0		1		ケースによって検討 ケントウ		0		1				2

		否 イナ		相談支援センターひゅーまにあ宇都宮		028-678-5385		028-678-5395		320-0802		宇都宮市江野町6-15大立ビル4階		宇都宮市（鹿沼市等近隣市町村） ウツノミヤシ カヌマシ ナド キンリン シチョウソン		0		1		1		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		あるではありますが、初めての作成でまた完成はしていない段階です。病院で実施されている活動医療等で自分自身が未熟で理解が足りていない為に苦労しています。 ハジ サクセイ カンセイ ダンカイ ビョウイン ジッシ カツドウ イリョウ ナド ジブン ジシン ミジュク リカイ タ タメ クロウ		0				①医療面での安心②外部と交流する機会③家族の方への支援 イリョウ メン アンシン ガイブ コウリュウ キカイ カゾク カタ シエン

		否 イナ		地域活動支援センターあしかが		0284-41-2643		0284-43-0463		326-0808		足利市本城1-1547		足利市 アシカガシ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0						0		1		0		0				0		1				2		専門外で知識等はなく、計画書の作成は難しいため センモンガイ チシキ トウ ケイカクショ サクセイ ムズカ

		否 イナ		南那須地区障害者相談支援センター		0287-80-1020		0287-80-1027		321-0624		那須烏山市旭1-18-8		那須烏山市、那珂川町 ナスカラスヤマシ ナカガワマチ		1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		アセスメント、院内での面会予定の調整、家族への説明など インナイ メンカイ ヨテイ チョウセイ カゾク セツメイ		0				在宅医療、訪問リハビリなど24時間対応出来る専門家チーム ザイタク イリョウ ホウモン ジカン タイオウ デキ センモンカ

		否 イナ		ワン・ハーモニー		0287-22-8255		0287-48-7225		324-0042		大田原市末広1-3618-13				0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				0

		否 イナ		ひまわり相談支援事業所		0282-20-5006		0282-23-4878		328-0052		栃木市祝町12－9				0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		1		0				0		1				3		意思伝達が自分にとって受け止められるかに不安があるため イシ デンタツ ジブン ウ ト フアン

		否 イナ		サンフラワーライフ		0285-22-1109		0285-22-1345		323-0808		小山市出井1936		小山市内 オヤマシナイ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				3		近隣に受け入れ施設が少なく在宅福祉サービスに向けるのが難しい キンリン ウ イ シセツ スク ザイタク フクシ ム ムズカ

		否 イナ		natu- la(ナチュラ)		0287-67-3115		0287-67-3115		329-3153		那須塩原市大原間239-1		那須塩原市、大田原市、那須町 ナスシオバラ シ オオタワラシ ナスマチ		0		1		1		0		1		0		0		1		1		1		0		0		0				1		0				0		0		0		0				1		0		サービス自体の幅がせまいため、本人が安全に安心した生活をうけられるためにどう組み合わせたら良いか。又、家族によっては苦手な事業所もあり限られた事業所を探すのが難しかった。 ジタイ ハバ ホンニン アンゼン アンシン セイカツ ク ア ヨ マタ カゾク ニガテ ジギョウショ カギ ジギョウショ サガ ムズカ		0				訪問系のサービスがもっと充実して欲しい ホウモン ケイ ジュウジツ ホ

		否 イナ		相談支援事業所ふるさとホーム那須		0287-98-3001		0287-98-8080		324-0414		大田原市片府田1301-59		大田原市、那須町、那須塩原市、周辺 オオタワラシ ナスマチ ナスシオバラ シ シュウヘン		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2		主な精神知的関係なので、今後はできるよう専門的な部分の勉強が必要です。 オモ セイシン チテキ カンケイ コンゴ センモンテキ ブブン ベンキョウ ヒツヨウ		①専門相談②居場所③地域の理解 センモン ソウダン イバショ チイキ リカイ

		否 イナ		特定相談支援事業所きのこ		028-635-8746		028-635-8778		320-0846		栃木県宇都宮市滝の原2-4-42 ３２０－０８４６		宇都宮市 ウツノミヤシ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		1		0				0		1				3		どのように作成したらいいか不安のため サクセイ フアン

		否 イナ		こども発達支援センター鹿沼市あおば園		0289-63-1745		0289-63-1745		322-0074		鹿沼市日吉町320－1				1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		1		0				0		1				2		相談支援専門員の不足、児童発達支援事業所利用のための計画書作成が主な業務になっている ソウダン シエン センモンイン フソク ジドウ ハッタツ シエン ジギョウショ リヨウ ケイカクショ サクセイ オモ ギョウム

		否 イナ		障害者相談支援センターみつか・Ｒｕ		028-648-3971		028-648-3936		321-0347		宇都宮市飯田町261		宇都宮市、鹿沼市 ウツノミヤシ カヌマシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		1		状況に応じして他機関と連携し判断する場合もある ジョウキョウ オウ ホカ キカン レンケイ ハンダン バアイ		0		1				1		計画依頼の状況に応じて対応できない月もある（モニタリング件数） ケイカク イライ ジョウキョウ オウ タイオウ ツキ ケンスウ

		否 イナ		工房つばさ		0285-40-0388		0285-40-6700		329-0401		下野市箕輪425-1		下野市、上三川町、壬生町、ただし状況に応じて対応することが難しい場合もある シモノ シ カミノカワマチ ミブマチ ジョウキョウ オウ タイオウ ムズカ バアイ		1		0		1		0		1		0		0		1		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		短期入所、ヘルパーなどの利用希望があっても受け入れてくれる事業所が見つからない タンキ ニュウショ リヨウ キボウ ウ イ ジギョウショ ミ		3		状況により作成することができない場合がある ジョウキョウ サクセイ バアイ		重心の方の短期入所等の利用ができるところが必要。在宅でのサービスの受入必要だと思われる。 ジュウシン カタ タンキ ニュウショ ナド リヨウ ヒツヨウ ザイタク ウケイレ ヒツヨウ オモ

		否 イナ		相談支援事業所グーフォ		028-673-0002		028-671-0785		329-1105		宇都宮市中岡本町3178-3				1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1				在宅生活を支える家族に負担が重くならないようにする。緊急時に対応してくれる医療ケア付きの宿泊施設を増やしてほしい ザイタク セイカツ ササ カゾク フタン オモ キンキュウジ タイオウ イリョウ ツ シュクハク シセツ フ

		否 イナ		那珂川町社協相談支援事業所		0287-92-1273		0287-92-1295		324-0613		那珂川町馬頭560-1		那珂川町 ナカガワマチ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				0				移動支援サービス イドウ シエン

		否 イナ		相談支援事業所大山田ノンフェール		0287-93-0660		0287-83-8182		324-0602		那珂川町大山田下郷955		那珂川町 ナカガワマチ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		1		0				0		1				2		平成27年度で相談支援事業を終了するため ヘイセイ ネンド ソウダン シエン ジギョウ シュウリョウ

		否 イナ		在宅サポートこころ		028-651-0780		028-651-0781		320-0042		宇都宮市材木町4-24				0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2

		否 イナ		相談支援事業所みらい ソウダン シエン ジギョウショ		0280-57-2673		0280-57-2673		329-0111		野木町丸林371-12		野木町、小山市 ノギマチ オヤマシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		0		1		しかるべき関係機関と連携して対応する カンケイ キカン レンケイ タイオウ		0		1				3		重症心身のノウハウがない ジュウショウ シンシン

		否 イナ		大田原市社会福祉協議会		0287-54-1849		0287-54-2745		324-0233		栃木県大田原市黒羽田町848 ３２４－０２３３		大田原市内 オオタワラシナイ		0		1		1		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0				2		1				0		1		0		0				0		1				2		職員が未熟なため ショクイン ミジュク		在宅医療の充実、居宅介護の２４時間対応（サービス事業所）の充実 ザイタク イリョウ ジュウジツ キョタク カイゴ ジカン タイオウ ジギョウショ ジュウジツ

		否 イナ		障がい者相談支援センターとまつり		028-680-5570		028-680-5271		320-0052		宇都宮市中戸祭町813		宇都宮市、近隣市町村 ウツノミヤシ キンリン シチョウソン		0		1		1		0		1		0		0		1		0		0		0		0		1		親子間の関わり オヤコ カン カカ		0		0		現在対応中 ゲンザイ タイオウチュウ		0		0		0		0				1		0		保護者との連携がとれない ホゴシャ レンケイ		0

		否 イナ		宇都宮市社会福祉協議会		028-636-1536		028-636-1537		320-0806		宇都宮市中央1-1-15		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		0				2		1		医療的ケアが必要な方が長時間外出したい。長時間支援者の拘束、移動手段（車の中での対応）、医療的ケアが必要な方が外出したいときに外出できる環境がすぐに整えられない、医療的けが必要な方で要介助であるが、歩行できる方が利用できる短期入所先はないか（アクセス時間も含む） イリョウテキ ヒツヨウ カタ チョウジカン ガイシュツ チョウジカン シエン シャ コウソク イドウ シュダン クルマ ナカ タイオウ イリョウテキ ヒツヨウ カタ ガイシュツ ガイシュツ カンキョウ トトノ イリョウテキ ヒツヨウ カタ ヨウ カイジョ ホコウ カタ リヨウ タンキ ニュウショ サキ ジカン フク		0		0		0		0				1		0		専門的（医療面）な知識がなく、専門用語が多く調べたり聞いたりしながら支援していくこと。長く関わらないと親の思いまで聞き出せないこと。 センモンテキ イリョウ メン チシキ センモン ヨウゴ オオ シラ キ シエン ナガ カカ オヤ オモ キ ダ		0				当事者が何歳になっても利用できるサービス環境（短期入所、訪問入浴など）。教育もほかのお子さん同様平等に受けられる機会（学校行事も含む）。相談対応できる人材の確保。緊急時でも利用できるサービスの調整・確保。直接支援できるサービス・人材を増やすこと。 トウジシャ ナンサイ リヨウ カンキョウ タンキ ニュウショ ホウモン ニュウヨク キョウイク コ ドウヨウ ビョウドウ ウ キカイ ガッコウ ギョウジ フク ソウダン タイオウ ジンザイ カクホ キンキュウジ リヨウ チョウセイ カクホ チョクセツ シエン ジンザイ フ

		承諾 ショウダク		ライフサポートセンターゆめ		0280-33-3624		0280-57-4624		329-0111		野木町丸林630-4		野木町、その周辺地域 ノギマチ シュウヘン チイキ		1		0		1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		1		福祉サービス利用に関する相談 フクシ リヨウ カン ソウダン		1		0				0		0		0		0				1		0		医療的な情報、知識に乏しくわからない用語などが数多く出てきた。医療的ケアの内容の聞き取り（どの部分を聞いていけばよいのか） イリョウテキ ジョウホウ チシキ トボ ヨウゴ カズオオ デ イリョウテキ ナイヨウ キ ト ブブン キ		0				Ｆａの負担軽減のためのレスパイト先（ＨＰ、ＳＳ機関等）。家族それぞれの訴え、希望を明確にしていく。関係機関がチームになりＦａの支え応援をしていく。 フタン ケイゲン サキ キカンナド カゾク ウッタ キボウ メイカク カンケイ キカン ササ オウエン

		承諾 ショウダク		足利ケアサービス		0284-21-7630		0284-21-3109		326-0843		足利市五十部町809-3		足利市、佐野市、太田市 アシカガシ サノシ オオタシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		0		1		ケースによって対応する タイオウ		0		1				3

		承諾 ショウダク		相談支援センターみさと		0285-72-9767				321-4104		芳賀郡益子町大沢2800-5		芳賀郡内（真岡市、益子町、市貝町、芳賀町、茂木町） ハガ グンナイ モオカシ マシコ チョウ イチ ガイ マチ ハガマチ モギマチ		1		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		資源が少ない、短期入所先の確保が難しかった。計画を作るのには、医療情報が難しく感じられた。 シゲン スク タンキ ニュウショ サキ カクホ ムズカ ケイカク ツク イリョウ ジョウホウ ムズカ カン		0				連携の取れる医療関係者がたくさん地域の中にいてくれると安心して生活できるかな。外出や余暇の充実を図るために医療の必要な人の生活が限られてしまっている（あきらめてしまっている） レンケイ ト イリョウ カンケイシャ チイキ ナカ アンシン セイカツ ガイシュツ ヨカ ジュウジツ ハカ イリョウ ヒツヨウ ヒト セイカツ カギ

		承諾 ショウダク		サポートセンターとみや生活支援センター		028-665-8230		028-665-8230		321-2116		宇都宮市徳次郎町540		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		0		1		0		0		0		0		1		1		1		1		1		0				0		1		医療的なケアが必要な利用者様の日中活動先が限られて利用できない人がいる。学校との連携が取りにくい。通勤手段・行事参加制限があり平等性が保たれない。学校はサービスで対応を望み、福祉行政は教育で何とかするべきとつねに折り合わない。 イリョウテキ ヒツヨウ リヨウシャサマ ニッチュウ カツドウ サキ カギ リヨウ ヒト ガッコウ レンケイ ト ツウキン シュダン ギョウジ サンカ セイゲン ビョウドウセイ タモ ガッコウ タイオウ ノゾ フクシ ギョウセイ キョウイク ナン オ ア		0		0		1		0		協力してほしい キョウリョク		1		0		利用できるサービスが限られている。社会参加できる機会が少なく、場が限られている。介護者の負担軽減が取りにくい。夢や希望を叶えるための資源が少ない。 リヨウ カギ シャカイ サンカ キカイ スク バ カギ カイゴシャ フタン ケイゲン ト ユメ キボウ カナ シゲン スク		0				通勤手段、保護者なくても教育が受けられる環境。常に親同行を求めるのでは、自立につながらず、いつになっても親の負担は軽減されない。親が安心して託せる日中活動の場。社会参加、役割を担える環境作り、職場。地域で生活していくための交流の機会や場があるといい。緊急的にレスパイトを受け入れてくれる場。 ツウキン シュダン ホゴシャ キョウイク ウ カンキョウ ツネ オヤ ドウコウ モト ジリツ オヤ フタン ケイゲン オヤ アンシン タク ニッチュウ カツドウ バ シャカイ サンカ ヤクワリ ニナ カンキョウ ヅク ショクバ チイキ セイカツ コウリュウ キカイ バ キンキュウテキ ウ イ バ

		承諾 ショウダク		社会就労センターえいぶるの里 シャカイ シュウロウ サト		0285-22-4561		0285-224581		323-0003		小山市東島田2403-2		小山市、下野市、上三川町、野木町、結城市、古河市、筑西市 オヤマシ シモノ シ カミノカワマチ ノギマチ ユウキシ コガシ ツク ニシ シ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				1		0		自己決定が難しいため、家族中心の考えになってしまうこと。また、利用できる社会資源が少ない。 ジコ ケッテイ ムズカ カゾク チュウシン カンガ リヨウ シャカイ シゲン スク		1				関係機関との連携、特に在宅が長い方は医療機関とのかかわりが家族も含め、希薄になってしまい、二次障害に対応できない。地域に総合的に支援でき、医療的ケアが受けられる場所、または訪問医療の充実が必要と思います。 カンケイ キカン レンケイ トク ザイタク ナガ カタ イリョウ キカン カゾク フク キハク ニジ ショウガイ タイオウ チイキ ソウゴウテキ シエン イリョウテキ ウ バショ ホウモン イリョウ ジュウジツ ヒツヨウ オモ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所「ピュア」		0282-31-3911		0282-31-3912		328-0133		栃木市大森町465		栃木市、鹿沼市、佐野市、小山市、壬生町 トチギシ カヌマシ サノシ オヤマシ ミブマチ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1

		承諾 ショウダク		社会福祉法人とちのみ会　こなかの森 シャカイ フクシ ホウジン カイ モリ		0283-24-5757		0283-24-6294		327-0001		佐野市小中町1280		佐野市、足利市 サノシ アシカガシ		1		0		1		0		1		0		0		1		0		1		0		0		0				1		2		通所型のため、短期入所の受け入れはサービスとして提供できず、他施設の紹介、相談支援事業につなげている。 ツウショ ガタ タンキ ニュウショ ウ イ テイキョウ タ シセツ ショウカイ ソウダン シエン ジギョウ		0		0		0		0				1		0		療養型短期入所ほかの施設への短期入所の受け入れ状況など、受け入れ場所を見つけるなど。短期入所時の発作発症時医療への繋ぎが困難。問題多（かかりつけ医への搬送） リョウヨウガタ タンキ ニュウショ シセツ タンキ ニュウショ ウ イ ジョウキョウ ウ イ バショ ミ タンキ ニュウショ ジ ホッサ ハッショウ ジ イリョウ ツナ コンナン モンダイ タ イ ハンソウ		0				佐野市には、身障（重心）短期入所施設がなく老人施設に佐野市が委託しているが、利用する人もいなく、サービスが使いづらい状態にある。短期入所受け入れ可能施設が増えることで、家族のほうも使いやすく利便性があがると考えます。 サノシ シンショウ ジュウシン タンキ ニュウショ シセツ ロウジン シセツ サノシ イタク リヨウ ヒト ツカ ジョウタイ タンキ ニュウショ ウ イ カノウ シセツ フ カゾク ツカ リベンセイ カンガ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所テトテ		0287-36-7171		0287-36-7181		329-2732		那須塩原市一区町251-1		那須塩原市（大田原、矢板、那須町、那珂川町、烏山） ナスシオバラ シ オオタワラ ヤイタ ナスマチ ナカガワマチ カラスヤマ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		0		1		委託の相談支援事業所や重心専門の事業所に相談する イタク ソウダン シエン ジギョウショ ジュウシン センモン ジギョウショ ソウダン		0		1				3		その方にとって、より専門性の高い方が対応することが望ましいと思いますので、作成が適するか否か周囲のサービス状況なども考慮して決めたいと思います。適切にアドバイスをいただける地域の環境が整っていれば、スキルアップ、経験の積み重ねのためにも作成したいです。 カタ センモンセイ タカ ホウ タイオウ ノゾ オモ サクセイ テキ イナ シュウイ ジョウキョウ コウリョ キ オモ テキセツ チイキ カンキョウ トトノ ケイケン ツ カサ サクセイ		相談支援専門員のスキルアップ。きめ細かい支援（サービスの充実）本人のニーズを正しく理解できる人材の育成と地域の理解。 ソウダン シエン センモンイン コマ シエン ジュウジツ ホンニン タダ リカイ ジンザイ イクセイ チイキ リカイ

		承諾 ショウダク		指定特定相談支援事業所あじさい		0287-60-3361		0287-60-3362		325-0034		那須塩原市東原166		那須塩原市、那須町 ナスシオバラ シ ナスマチ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2				訪問看護、訪問診療を行う医師が必要だと思います。 ホウモン カンゴ ホウモン シンリョウ オコナ イシ ヒツヨウ オモ

		承諾 ショウダク		障害者相談支援センターいぶき		028-678-3502		028-676-3501		329-1216		高根沢町桑窪2266-2		高根沢町 タカネザワマチ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1				短期入所など受け入れてくれる施設を増やしてほしい。県内で受け入れていただけない為、県外の施設を考えなくてはいけない方がいます。 タンキ ニュウショ ウ イ シセツ フ ケンナイ ウ イ タメ ケンガイ シセツ カンガ カタ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所わくわくおやま		0285-24-6575		0285-20-0255		323-0022		小山市駅東通り3-9-6		小山市 オヤマシ		1		0		1		0		1		1		1		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		関係事業所が多いことで情報収集連携等大変。医療機関とも連携を図る必要あり。レスパイト、ショートステイの受入困難。利用できる事業所が少ない。 カンケイ ジギョウショ オオ ジョウホウ シュウシュウ レンケイ ナド タイヘン イリョウ キカン レンケイ ハカ ヒツヨウ ウケイレ コンナン リヨウ ジギョウショ スク		0				重症心身障害児（者）を受け入れしてくれる事業所、施設がもっと多くあればよいと思われる。通所日中一時短期入所など。相談支援、計画作成についてもほかの事業所が受け入れてくれないとの理由で受け入れ可能事業所へ集中してしまう為、相談員への研修等を増やせばよいが。しかし日々の業務が多忙であるため、難しいのかな？ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ ウ イ ジギョウショ シセツ オオ オモ ツウショ ニッチュウ イチジ タンキ ニュウショ ソウダン シエン ケイカク サクセイ ジギョウショ ウ イ リユウ ウ イ カノウ ジギョウショ シュウチュウ タメ ソウダン イン ケンシュウ ナド フ ヒビ ギョウム タボウ ムズカ

		承諾 ショウダク		相談支援センターネクスト		080-8854-9551		0280-612-1558		320-0034		宇都宮市泉町6-25		宇都宮市 ウツノミヤシ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2

		承諾 ショウダク		相談支援事業のぞみ		0287-65-2288		0287-65-2282		329-3152		那須塩原市上中野53		那須塩原市、大田原市、那須町 ナスシオバラ シ オオタワラシ ナスマチ		1		0		1		0		0		0		1		1		1		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		現サービスでの医療ケアをふまえ、将来にむけて他事業との連携につなげるよう計画作成、調整に苦労した。 ゲン イリョウ ショウライ タ ジギョウ レンケイ ケイカク サクセイ チョウセイ クロウ		0				選択肢が増えるよう受け入れ可能な福祉サービス事業所の増加が必要だと思われます。 センタクシ フ ウ イ カノウ フクシ ジギョウショ ゾウカ ヒツヨウ オモ

		承諾 ショウダク		サポートセンターひばり		028-670-0330		028-667-7315		321-3236		宇都宮市竹下町435-159		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		苦労ではないが、お母様がとても一生懸命ですでにサービスも繋がっていたため、現状を計画にする形となったが、計画作成後のかかわりについて相談員としてどのようにすべきことが望ましいかと考える。 クロウ カアサマ イッショウケンメイ ツナ ゲンジョウ ケイカク カタチ ケイカク サクセイ ゴ ソウダン イン ノゾ カンガ		0				福祉サービスや医療、またボランティアが入室されるととてもよいと思います。また、介助者（家族）のケアも考えると気軽に参加できるようなイベント（医療が整っていたり、介助するボランティアさんがいたり）や、同じ重症心身障害児（者）をもつかたとのネットワークがあるといいのかなと思います。 フクシ イリョウ ニュウシツ オモ カイジョシャ カゾク カンガ キガル サンカ イリョウ トトノ カイジョ オナ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ オモ

		承諾 ショウダク		高根沢町障害児者生活支援センターすまいる タカネザワマチ		028-612-2751		028-612-2752		329-1225		栃木県塩谷郡高根沢町石末1825　福祉センター内 ３２９－１２２５ フクシ ナイ		高根沢町 タカネザワマチ		1		0		1		0		0		0		1		0		0		1		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		地元に使える資源がなく苦労した ジモト ツカ シゲン クロウ		0				①医療と福祉の連携ネットワーク②重心の方でも利用できるサービスが増えること③訪問診療医 イリョウ フクシ レンケイ ジュウシン カタ リヨウ フ ホウモン シンリョウ イ

		承諾 ショウダク		障害者相談支援センターフォレスト		0284-91-1816		0284-91-2867		326-0011		足利市大沼田町615		足利市及び近隣市町村 アシカガシ オヨ キンリン シチョウソン		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0				0

		承諾 ショウダク		障がい者相談支援事業所ケアサプライ		0287-73-5312		0287-73-5311		329-3221		栃木県那須郡那須町漆塚762-102 ３２９－３２２１		白河市、那須町、那須塩原市、大田原市 シラカワシ ナスマチ ナスシオバラシ オオタワラシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1				サービスを提供できる事業所の充実を図る テイキョウ ジギョウショ ジュウジツ ハカ

		承諾 ショウダク		南栃木支援センター相談支援		0285-44-6118		0285-44-7215		329-0412		下野市柴1432-105		下野市、小山市、壬生町 シモノ シ オヤマシ ミブマチ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		0		1		介護保険と併用する場合のみ対応する カイゴ ホケン ヘイヨウ バアイ タイオウ		0		1				3		介護保険と併用する場合のみ作成する カイゴ ホケン ヘイヨウ バアイ サクセイ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所とまり木		0287-54-2854		0287-54-2230		324-0231		大田原市北野上3952		大田原市、那須塩原市、那須町 オオタワラシ ナスシオバラシ ナスマチ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1				当事業所の対応範囲は現在、知的障害者特に中・軽度が主だが、精神（高次脳機能障害も含む）分野もやり始めている。今後重症心身障害者もほかの相談支援事業所の助けを得ながら、勉強しながら対応したいと考えている。そのために研修や見学の機会を多く作っていただきたい。今は、当事業所はその程度しか考えられない。 トウ ジギョウショ タイオウ ハンイ ゲンザイ チテキ ショウガイシャ トク チュウ ケイド オモ セイシン コウジ ノウ キノウ ショウガイ フク ブンヤ ハジ コンゴ ジュウショウ シンシン ショウガイシャ ソウダン シエン ジギョウショ タス エ ベンキョウ タイオウ カンガ ケンシュウ ケンガク キカイ オオ ツク イマ トウ ジギョウショ テイド カンガ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所ポンテ		028-652-7288		028-652-6355		321-0341		宇都宮市古賀志町1964-12		宇都宮、鹿沼、日光、壬生 ウツノミヤ カヌマ ニッコウ ミブ		0		1		1		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0				0				未就学児（3～5才）の方の医療型児童発達支援を分離で行う施設が数か所あると良いと思います。 ミシュウガクジ サイ カタ イリョウ ガタ ジドウ ハッタツ シエン ブンリ オコナ シセツ スウ ショ ヨ オモ

		承諾 ショウダク		相談支援センター光輝舎		0285-70-2020		0285-72-8222		321-4105		芳賀郡益子町北中1113-1		芳賀郡、真岡市等 ハガ グン モオカシ ナド		1		0		1		0		1		1		1		1		0		1		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		利用できるサービス事業所が少ない。重心児者に合わせたプログラムが見つからない（近隣で） リヨウ ジギョウショ スク ジュウシン ジ シャ ア ミ キンリン		0				本人の状態にもよるが、重度化する状況に対応できる事業所の確保。家族の負担が大きくなり在宅生活の継続が困難になることが予測されるので、在宅で支援が受けられるような体制の充実と、レスパイトサービスの拡大。 ホンニン ジョウタイ ジュウドカ ジョウキョウ タイオウ ジギョウショ カクホ カゾク フタン オオ ザイタク セイカツ ケイゾク コンナン ヨソク ザイタク シエン ウ タイセイ ジュウジツ カクダイ

		承諾 ショウダク		特定相談支援事業所やすらぎ		028-650-7727		028-650-7728		320-0011		宇都宮市富士見が丘3－19－20		宇都宮市 ウツノミヤシ		0		0		1		0		1		0		0		0		0		1		1		0		0				0		3		対応できるヘルパーがいれば支援する タイオウ シエン		0		0		0		0				0		1				3

		承諾 ショウダク		障がい者支援センターにんべん		028-686-2539		028-686-2584		329-1417		さくら市フィオーレ喜連川5-2-1　フィオーレガーデン1-102		さくら市 シ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1				地域資源アンケートをいただきありがとうございました。設問に対しまして知識不足にこれでいいのかという思いです。相談支援専門員として設問にありました「3」要望がでますれば、先輩相談員・各職種の方々に相談・指導をいただき、相談支援事業を行ってみたいと考えます。大島先生について学ばせて頂きました。 チイキ シゲン セツモン タイ チシキ ブソク オモ ソウダン シエン センモンイン セツモン ヨウボウ センパイ ソウダン イン カクショクシュ カタガタ ソウダン シドウ ソウダン シエン ジギョウ オコナ カンガ オオシマ センセイ マナ イタダ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所おやま		0285-22-1833		0285-228946		323-0014		小山市喜沢660		小山市、下野市 オヤマシ シモノ シ		1		0		1		0		1		1		0		0		0		0		0		1		0				2		3				0		0		0		0				1		0		本人の意思が明確でないので親の意向中心のものになってしまった。 ホンニン イシ メイカク オヤ イコウ チュウシン		0

		承諾 ショウダク		真岡介護センター		0285-80-5200		0285-80-5211		321-4361		真岡市並木町1-8-1　シティ並木102 ナミキ		真岡市、芳賀町南部、市貝町南部、益子町西部、上三川東部 モオカシ ハガマチ ナンブ イチ ガイ チョウ ナンブ マシコ チョウ セイブ カミノカワ トウブ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		0		1				0		1				3		担当者の受け持ちケースの状況など考慮し対応できるか検討したい タントウシャ ウ モ ジョウキョウ コウリョ タイオウ ケントウ

		承諾 ショウダク		さの社協相談支援センターほっぷ		0283-22-8152		0283-22-8199		327-0003		佐野市大橋町3212-27		佐野市全域 サノシ ゼンイキ		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2		現在相談支援専門員1名で行っているため ゲンザイ ソウダン シエン センモンイン メイ オコナ

		承諾 ショウダク		相談支援ウエイブ		0282-23-4465		0282-23-4465		328-0012		栃木市平柳町1-2-7		栃木市、壬生町 トチギシ ミブマチ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		1		0				0		1				2		指定特定相談支援事業で精神に対応しているため シテイ トクテイ ソウダン シエン ジギョウ セイシン タイオウ		ご家族の中だけでは生活がマンネリ化して単調になりかねないので、音楽、体を動かす、読み聞かせ麻痺・拘縮のマッサージなどのリハビリの頻度を高める。ご本人が楽しいと感じることを提供できる。ご家族が疲弊しないよう旅行や趣味などの充実した時間がもてるようサービスを利用していくこと。 カゾク ナカ セイカツ カ タンチョウ オンガク カラダ ウゴ ヨ キ マヒ コウシュク ヒンド タカ ホンニン タノ カン テイキョウ カゾク ヒヘイ リョコウ シュミ ジュウジツ ジカン リヨウ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所わらしべの家		0282-27-1627		0282-27-1675		328-0011		栃木市大宮町2708-3		栃木市 トチギシ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1		専門的な知識が不十分なため行政などの機関と相談しながらの対応となります センモンテキ チシキ フジュウブン ギョウセイ キカン ソウダン タイオウ		短期入所や移動支援などの福祉サービス利用時にお付き合いのある医療機関や訪問看護の看護師が同行でき緊急時の対応が迅速にとれる体制（すでにできていたらすみません） タンキ ニュウショ イドウ シエン フクシ リヨウ ジ ツ ア イリョウ キカン ホウモン カンゴ カンゴシ ドウコウ キンキュウジ タイオウ ジンソク タイセイ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所　空		0287-73-8165		0287-73-8165		329-3157		那須塩原市大原間西1-19-9		那須塩原市、大田原市、那須町 ナスシオバラ シ オオタワラシ ナスマチ		1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		重心のお子様の療育支援をやっていたので、苦労はありませんでしたが、医療（訪問看護）訪問リハ訪問入浴の制度を知らなかったので、その方々との連携が取れて大変勉強になりました。 ジュウシン コサマ リョウイク シエン クロウ イリョウ ホウモン カンゴ ホウモン ホウモン ニュウヨク セイド シ カタガタ レンケイ ト タイヘン ベンキョウ		0				医療的ケアの必要な方には支援スタッフ・必ず看護師の方が不在では双方安心したケアはできません。例）乳幼児の通所事業は保母と看護師さん。小学→高校までは義務教育がありますが事後に生活介護はもちろんですが、本当に重心の方の為の日中活動の場が不足しているとおもいますので重心の方の通所事業は必要と思います。家庭以外で通える場所→一時預かりや療育支援事業→高校卒業後は通所施設（一時預かりも含めて） イリョウテキ ヒツヨウ カタ シエン カナラ カンゴシ カタ フザイ ソウホウ アンシン レイ ニュウヨウジ ツウショ ジギョウ ホボ カンゴシ ショウガク コウコウ ギム キョウイク ジゴ セイカツ カイゴ ホントウ ジュウシン カタ タメ ニッチュウ カツドウ バ フソク ジュウシン カタ ツウショ ジギョウ ヒツヨウ オモ カテイ イガイ カヨ バショ イチジ アズ リョウイク シエン ジギョウ コウコウ ソツギョウゴ ツウショ シセツ イチジ アズ フク

		承諾 ショウダク		相談支援事業所みどり		0285-45-8362		0285-45-8397		329-0214		小山市乙女786-1		小山市、栃木市、古河市、結城市 オヤマシ トチギシ コガシ ユウキシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0		大人は対応可能 オトナ タイオウ カノウ		1		1		大人はあるが、こどもはない。先日訪問介護を事業所にお願いしたところどこの事業所も受けていただけなかった。 オトナ センジツ ホウモン カイゴ ジギョウショ ネガ ジギョウショ ウ		3		成人しか計画相談をしたことがないので不安である。当事業所は相談員が一名なので相談する相手がいない セイジン ケイカク ソウダン フアン トウ ジギョウショ ソウダン イン イチメイ ソウダン アイテ		サービス事業所で受けてもらえないケースがある。特に重心や精神知的等重複して疾患を持っていると問い合わせた時点でお断りされてします。 ジギョウショ ウ トク ジュウシン セイシン チテキ ナド チョウフク シッカン モ ト ア ジテン コトワ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所こころみ		0284-41-5039		0284-43-2665		326-0061		足利市田島町611-2				0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		1		0				0		1				3		これまで前例がなく、またこの障害について熟知した方（機関）があるならそちらでしていただいた方がご本人様にとってよい支援であると考えるから。※現在当法人の入所・通所等サービスを利用されている方の相談支援がほとんどの状況です。 ゼンレイ ショウガイ ジュクチ カタ キカン ホウ ホンニンサマ シエン カンガ ゲンザイ トウホウジン ニュウショ ツウショ ナド リヨウ カタ ソウダン シエン ジョウキョウ

		承諾 ショウダク		相談支援センターのどか　真岡センター		0285-81-5890		0285-85-8452		321-4305		真岡市荒町111-1		真岡市、芳賀町、市貝町、益子町、茂木町 モオカシ ハガマチ イチガイ マチ マシコ チョウ モギ マチ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1				在宅での生活では家族の介護負担の軽減が必要。フォーマルインフォーマルの枠にとらわれない福祉サービス。 ザイタク セイカツ カゾク カイゴ フタン ケイゲン ヒツヨウ ワク フクシ

		承諾 ショウダク		友井タクシー介護ステーションふれあい		0285-30-0840		0285-30-0844		323-0025		小山市城山町2丁目12-25		小山市 オヤマシ		1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		利用するサービスは多様で、施設・病院・学校など医療福祉事業所数も多く連携を図るのが困難。学校行事に参加するための会出自の支援サービスがない。 リヨウ タヨウ シセツ ビョウイン ガッコウ イリョウ フクシ ジギョウショ スウ オオ レンケイ ハカ コンナン ガッコウ ギョウジ サンカ カイ シュツジ シエン		0				ご家族様が安心して預けることができる施設と必要に預けられる施設の数は少ない。片道１時間以上かかるためとても不便に思います。呼吸器の方の預かり先は少ない。 カゾクサマ アンシン アズ シセツ ヒツヨウ アズ シセツ カズ スク カタミチ ジカン イジョウ フベン オモ コキュウキ カタ アズ サキ スク

		承諾 ショウダク		もくせいの里		0282-43-0593		0282-43-1387		329-4405		栃木市大平町西山田1198		栃木市内 トチギシナイ		0		1		1		0		1		0		0		1		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		ニーズにあてはまるサービスがなかった。例）①入浴支援②移送サービス　①自宅の浴槽では支援が入れず訪問入浴を検討。しかし、浴槽を置けるスペースがなく断念。②主たる介護者が入院。学校までの送迎ができず特例で市の移送サービスを利用するもかなり時間を要した。 レイ ニュウヨク シエン イソウ ジタク ヨクソウ シエン ハイ ホウモン ニュウヨク ケントウ ヨクソウ オ ダンネン シュ カイゴシャ ニュウイン ガッコウ ソウゲイ トクレイ シ イソウ リヨウ ジカン ヨウ		0				①地域の理解や協力②受け入れの拡大（重心の通所、24時間看護体制が整った短期入所）③デマンドタクシー等関係者の重心に対する理解（理解附属により資源として存在するが利用しがたい）④児童が入浴支援を受けられる環境（家族の身体的な介護負担軽減） チイキ リカイ キョウリョク ウ イ カクダイ ジュウシン ツウショ ジカン カンゴ タイセイ トトノ タンキ ニュウショ ナド カンケイシャ ジュウシン タイ リカイ リカイ フゾク シゲン ソンザイ リヨウ ジドウ ニュウヨク シエン ウ カンキョウ カゾク シンタイテキ カイゴ フタン ケイゲン

		承諾 ショウダク		足利障害者相談支援センター		0284-44-0307		0284-44-0318		326-0064		足利市東砂原後町1072		足利市、佐野市 アシカガシ サノシ		1		0		1		0		1		0		0		1		0		1		0		1		0				1		0				0		0		0		0				0		1				2		委託相談支援事業所のため イタク ソウダン シエン ジギョウショ		医療的ケアが整った施設のショートステイ充実が必要。また、特に呼吸器をつけた方のショート療養介護の利用とそれらを利用するための送迎体制の充実が必要。 イリョウテキ トトノ シセツ ジュウジツ ヒツヨウ トク コキュウキ カタ リョウヨウ カイゴ リヨウ リヨウ ソウゲイ タイセイ ジュウジツ ヒツヨウ

		承諾 ショウダク		指定障害者相談支援事業所あるしぇん		0282-86-7665		0282-21-7109		321-0201		栃木県下都賀郡壬生町安塚2032 ３２１－０２０１		壬生町 ミブマチ		1		0		1		0		1		0		0		1		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		①相談支援専門員として重症心身障害児（者）の方に対する支援の知識や経験が少ない②医療的ケアが必要となる方に対して対応できる福祉サービス（事業所）が少ない。 ソウダン シエン センモンイン ジュウショウシンシンショウガイジ シャ カタ タイ シエン チシキ ケイケン スク イリョウテキ ヒツヨウ カタ タイ タイオウ フクシ ジギョウショ スク		0				医療的ケアが必要な方に関して、福祉のサービスでは対応しきれない部分が多く、結果として家族が本人を抱え込まざるを得ない現状があるように感じます。家族の介護負担が少しでも軽減できるよう福祉サービスも柔軟な対応が出来るようになるといいなと思います。 イリョウテキ ヒツヨウ カタ カン フクシ タイオウ ブブン オオ ケッカ カゾク ホンニン カカ コ エ ゲンジョウ カン カゾク カイゴ フタン スコ ケイゲン フクシ ジュウナン タイオウ デキ オモ

		承諾 ショウダク		下野市相談支援事業所 こばと		0285-44-6783		0285-44-6783		329-0414		下野市小金井1146-6		下野市、上三川町 シモノ シ カミノカワマチ		1		0		1		0		0		0		1		1		0		1		1		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		医療的ケアが必要な乳幼児に対応できるヘルパー事業所。短期入所・日中一時支援事業所が近くにない（少ない）。 イリョウテキ ヒツヨウ ニュウヨウジ タイオウ ジギョウショ タンキ ニュウショ ニッチュウ イチジ シエン ジギョウショ チカ スク		0				設問5で回答した内容：外出可能な方は児童発達支援を利用可能であるが無理な方は外部との交流をもちにくい。訪問看護・訪問リハビリが入っているケースはいいがない場合母子で孤立しがち。幸いあそびの支援をしてくれるヘルパー事業所があり支援につながっている。ヘルパー利用を希望されない家庭、利用したくてもヘルパー事業所がない等支援に苦慮する。 セツモン カイトウ ナイヨウ ガイシュツ カノウ カタ ジドウ ハッタツ シエン リヨウ カノウ ムリ カタ ガイブ コウリュウ ホウモン カンゴ ホウモン ハイ バアイ ボシ コリツ サイワ シエン ジギョウショ シエン リヨウ キボウ カテイ リヨウ ジギョウショ ナド シエン クリョ

		承諾 ショウダク		相談支援センターぴあん ソウダン シエン		0282-31-1755		0282-31-2919		328-0067		栃木市皆川城内町333-2		栃木市、小山市 トチギシ オヤマシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1				これまで現場で関わったことがなく、事例検討でしか情報を把握しておらず不安はあります。でも関係機関やご家族様からいろいろなことを教えて頂きながら相談支援として専門性を活かせればと思っています。色々な立場の方からお話をお伺いしてもご家族や医療機関専門的な事業所の負担が大きく相談支援があまり役に立つことができていない（場合によっては自ら引いてしまう）今の現状を少しでも変えていければいいと思います。 ゲンバ カカ ジレイ ケントウ ジョウホウ ハアク フアン カンケイ キカン カゾクサマ オシ イタダ ソウダン シエン センモンセイ イ オモ イロイロ タチバ カタ ハナシ ウカガ カゾク イリョウ キカン センモンテキ ジギョウショ フタン オオ ソウダン シエン ヤク タ バアイ ミズカ ヒ イマ ゲンジョウ スコ カ オモ

		承諾 ショウダク		うつのみや		028-632-6074/090-4059-9728		028-632-6075		320-0861		宇都宮市西2-1-7		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				3		専門的な知識を社会資源のアドバイスを他相談支援事業所からいただきながらみずからの事業所で引き受けるという形が望ましい センモンテキ チシキ シャカイ シゲン ホカ ソウダン シエン ジギョウショ ジギョウショ ヒ ウ カタチ ノゾ

		承諾 ショウダク		サポートセンターきりん		028-612-3838		028-678-3257		321-0905		栃木県宇都宮市平出工業団地43-100 ３２１－０９０５		宇都宮市 ウツノミヤシ		0		1		1		0		1		0		0		1		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		療養介護に入所しているので他のサービスの利用が困難。そのための社会資源をつなげたり、活用したりするのが難しい。 リョウヨウ カイゴ ニュウショ ホカ リヨウ コンナン シャカイ シゲン カツヨウ ムズカ		0				今後、市町村などで展開されていく生活拠点に関する事業をうまく活用できればいいなと感じています。入所されている方々については地域とのつながり方が今後は重要になってくると思われますので、広く門扉を開けた活動などが多くなってくるといいなと思っています。 コンゴ シチョウソン テンカイ セイカツ キョテン カン ジギョウ カツヨウ カン ニュウショ カタガタ チイキ カタ コンゴ ジュウヨウ オモ ヒロ モンピ ア カツドウ オオ オモ

		承諾 ショウダク		さわやか相談支援センター		0280-57-4884		0280-57-4994		329-0112		野木町南赤塚1145-1		小山市、野木町、古河市、栃木市 オヤマシ ノギマチ コガシ トチギシ		0		1		1		0		0		0		1		0		0		1		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		現実的な目標の位置づけ ゲンジツテキ モクヒョウ イチ		0

		承諾 ショウダク		相談支援事業所つばさ		0287-53-7393		0287-53-7394		324-0044		大田原市親園824-1		大田原市、那須塩原市、那須烏山市、矢板市、さくら市、那須町、塩谷町、高根沢町 オオタワラシ ナスシオバラシ ナスカラスヤマシ ヤイタシ シ ナスマチ シオ タニ マチ タカネザワマチ		1		0		1		0		1		0		1		1		0		1		0		0		0				1		2		医療的なケアが必要なケース、将来的に短期入所につなげたいケースだった為、専門の事業所に依頼した イリョウテキ ヒツヨウ ショウライテキ タンキ ニュウショ タメ センモン ジギョウショ イライ		1		1		0		0				1		0		使えるサービスの少なさに調整が難しかった ツカ スク チョウセイ ムズカ		1				乳幼児期の受け入れ可能な福祉サービス等の社会資源が必要である。 ニュウヨウジ キ ウ イ カノウ フクシ ナド シャカイシゲン ヒツヨウ

		承諾 ショウダク		特定相談支援センターはじめ		0284-22-4561		0284-22-4562		326-0143		足利市葉鹿町735-1		足利市 アシカガシ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1

		承諾 ショウダク		上三川障がい児・者生活相談支援センター		0285-38-6854		0285-38-6841		329-0611		上三川町上三川5082-15		上三川町 カミノカワマチ		1		0		1		0		1		0		0		1		0		0		0		0		0				1		0				0		0		0		0				1		0				0

		承諾 ショウダク		はつらつサロン南天相談支援事業所		0285-22-4659		0285-38-6529		323-0027		小山市花垣町2-3-19		小山市、栃木市 オヤマシ トチギシ		0		0		1		0		1		1		0		1		1		1		1		1		0				0		0				0		0		0		0				1		0		利用したいサービス事業所が少なく生活改善、家族、支援者の負担軽減に繋がらない（訪問入浴、ショートステイ、生活介護などなど（就労Ａ型））医師によっては連携が困難。何処の精神科がよいかと利用者に問われるが答えは解らない。 リヨウ ジギョウショ スク セイカツ カイゼン カゾク シエンシャ フタン ケイゲン ツナ ホウモン ニュウヨク セイカツ カイゴ シュウロウ ガタ イシ レンケイ コンナン ドコ セイシンカ リヨウシャ ト コタ ワカ		0				本人の選択や受け入れ事業所の間口を広げる。例えば入浴はヘルパーの2人対応で行ているがヘルパー不足や腰痛の悪化などで対応が難しくなってくる。機会浴のできる生活介護を勧めるも本人の選択肢がない。自宅から出かける自由さのようなものが閉ざされているような気がする。反面高齢者のサービスは増加する一方で利用者が不足し閉鎖なども聞かれる。高齢者・障害者がともにデイサービスやショートステイを利用できるようにならないかと思う。障害児については働く両親をサポートすることで生活の安定や療育などへ通園のし易さを図り、送迎サービスの充実など。 ホンニン センタク ウ イ ジギョウショ マグチ ヒロ タト ニュウヨク ニン タイオウ オコナ ブソク ヨウツウ アッカ タイオウ ムズカ キカイ ヨク セイカツ カイゴ スス ホンニン センタクシ ジタク デ ジユウ ト キ ハンメン コウレイシャ ゾウカ イッポウ リヨウシャ フソク ヘイサ キ コウレイシャ ショウガイシャ リヨウ オモ ショウガイジ ハタラ リョウシン セイカツ アンテイ リョウイク ツウエン ヤス ハカ ソウゲイ ジュウジツ

		承諾 ショウダク		障がい者生活支援センターこぶし		028-680-5746		028-688-0214		321-0126		栃木県宇都宮市茂原町837-1		宇都宮市、上三川町 ウツノミヤシ カミノカワマチ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1				①医療機関との細かな連携体制②相談関係者を含め本人に関わり支援をするなかで即座に動きが取れるようなフットワークの軽いチーム作り イリョウ キカン コマ レンケイ タイセイ ソウダン カンケイシャ フク ホンニン カカ シエン ソクザ ウゴ ト カル ヅク

						Ｑ2.重症心身障害児（者）の定義をご存知ですか
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ある	今後依頼があれば作成する	他の相談支援事業所に依頼する	作成するかどうかわからない	33	15	18	14	

相談支援事業所 (記述)

		Ｑ1.貴施設について、お伺いいたします キ シセツ ウカガ										事業所名とコメントをくっつけるで一表を作る ジギョウショ メイ イッピョウ ツク

		1		事業所名 ジギョウショ メイ								今月中 コンゲツ チュウ

		2		電話番号 デンワ バンゴウ								地図と一覧表をパワーポイント チズ イチラン ヒョウ

		3		FAX番号 バンゴウ								各項目ごとにページを作る カクコウモク ツク

		4		所在地 ショザイチ

		5		訪問可能な主な市町村 ホウモン カノウ オモ シチョウソン

		Ｑ2.重症心身障害児（者）の定義をご存知ですか ジュウショウシンシンショウガイジ シャ テイギ ゾンジ

		Ｑ2-1		知っている シ

		Ｑ2-2		知らない シ

		Ｑ3.重症心身障害児（者）の方（家族・関係機関等）からの相談を受けたことがありますか ジュウショウシンシンショウガイジ シャ カタ カゾク カンケイ キカン ナド ソウダン ウ

		Ｑ3-1		1		ある

		Ｑ3-2		2		ない

		Ｑ3-1-Ａ

				Ａ-1それは誰からの相談でしたか ダレ ソウダン

				1		ａ.家族 カゾク

				2		ｂ.支援者 シエンシャ

				3		ｃ.関係機関 カンケイ キカン

				Ａ-2それはどんな相談でしたか（複数回答可） ソウダン フクスウ カイトウ カ

				1		ａ.生活上の相談 セイカツ ジョウ ソウダン

				2		ｂ.医療的な相談 イリョウテキ ソウダン

				3		ｃ.制度に関する相談 セイド カン ソウダン

				4		ｄ.教育に関する相談 キョウイク カン ソウダン

				5		ｅ.サービス等利用計画書作成に関する相談 ナド リヨウ ケイカクショ サクセイ カン ソウダン

				6		ｆ.その他 タ

				Ａ-3それらの相談事業所として対応（解決）はできましたか ソウダン ジギョウショ タイオウ カイケツ

				1		ａ.できた

				2		ｂ.できなかった

				Ａ-3-1それはどうしてですか

				1		ａ解決手段・方法がなかった カイケツ シュダン ホウホウ

				2		ｂ.ほかの相談支援事業所に依頼した ソウダン シエン ジギョウショ イライ

				3		ｃ.行政に依頼した ギョウセイ イライ

				4		ｄ.その他 タ

		Ｑ4.Ｑ3-2「ない」→これから重症心身障害児（者）の方（本人・家族等）からの相談があればどのように対応されますか ジュウショウシンシンショウガイジ シャ カタ ホンニン カゾク ナド ソウダン タイオウ

				Ｑ4-1		自分の事業所で対応する ジブン ジギョウショ タイオウ

				Ｑ4-2		ほかの相談支援事業所へ依頼する ソウダン シエン ジギョウショ イライ

				Ｑ4-3		行政に依頼する ギョウセイ イライ

				Ｑ4-4		その他 タ

		Ｑ5.重症心身障害児（者）の方のサービス等利用計画書を作成したことがありますか ジュウショウシンシンショウガイジ シャ カタ ナド リヨウ ケイカクショ サクセイ

				Ｑ5-1		ある

				Ｑ5-2		ない

						Ｑ5-1-Ａ		「ある」と回答→作成にあたり、苦労したこと困ったことがありましたか カイトウ サクセイ クロウ コマ

						Ｑ5-2-Ａ		「ない」と回答 カイトウ

						1		ａ.今後依頼があれば作成する コンゴ イライ サクセイ

						2		ｂ.他の相談支援事業所に依頼する ホカ ソウダン シエン ジギョウショ イライ

						3		ｃ.作成するかどうかわからない サクセイ

						Ｑ5-2-Ａ-1		b.cを回答→それはどうしてですか カイトウ

		Q6.重症心身障害児（者）の方がより良い在宅生活をしていく上で何か必要だと思うことがあればご自由にお書きください ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ カタ ヨ ザイタク セイカツ ウエ ナニ ヒツヨウ オモ ジユウ カ



		承諾可否 ショウダク カヒ		Q1												Ｑ2.重症心身障害児（者）の定義をご存知ですか ジュウショウシンシンショウガイジ シャ テイギ ゾンジ				Ｑ3.重症心身障害児（者）の方（家族・関係機関等）からの相談を受けたことがありますか ジュウショウシンシンショウガイジ シャ カタ カゾク カンケイ キカン ナド ソウダン ウ																														Ｑ4.Ｑ3-2「ない」→これから重症心身障害児（者）の方（本人・家族等）からの相談があればどのように対応されますか ジュウショウシンシンショウガイジ シャ カタ ホンニン カゾク ナド ソウダン タイオウ										Ｑ5.重症心身障害児（者）の方のサービス等利用計画書を作成したことがありますか ジュウショウシンシンショウガイジ シャ カタ ナド リヨウ ケイカクショ サクセイ										Q6.重症心身障害児（者）の方がより良い在宅生活をしていく上で何か必要だと思うことがあればご自由にお書きください ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ カタ ヨ ザイタク セイカツ ウエ ナニ ヒツヨウ オモ ジユウ カ

				事業所名 ジギョウショ メイ		電話番号 デンワ バンゴウ		FAX番号 バンゴウ		郵便番号 ユウビンバンゴウ		所在地 ショザイチ		訪問可能な主な市町村 ホウモン カノウ オモ シチョウソン		知っている		知らない シ		ある		ない		それは誰からの相談でしたか						それはどんな相談でしたか														それらの相談事業所として対応（解決）はできましたか						自分の事業所で対応する ジブン ジギョウショ タイオウ		他の相談支援事業所へ依頼する ホカ ソウダン シエン ジギョウショ イライ		行政に依頼する ギョウセイ イライ		その他 タ				ある		ない		「ある」と回答		「ない」
と回答		b.c（23）を回答

																								家族 カゾク		支援者 シエンシャ		関係機関 カンケイ キカン		生活上の相談 セイカツ ジョウ ソウダン		医療的な相談 イリョウテキ ソウダン		制度に関する相談 セイド カン ソウダン		教育に関する相談 キョウイク カン ソウダン		サービス等利用計画書作成に関する相談 ナド リヨウ ケイカクショ サクセイ カン ソウダン		その他 タ		その他回答 タ カイトウ		それらの相談事業所として対応（解決）はできましたか		それはどうしてですか		それはどうしてですか

		否 イナ		手話通訳派遣協会相談支援事業所		0287-73-4422		0287-62-7776		325-0026		栃木県那須塩原市上厚崎431-17 ３２５－００２６				0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		0		1		本事業所と同様の地域で一般相談支援事業所と連携を図り対応する ホン ジギョウショ ドウヨウ チイキ イッパン ソウダン シエン ジギョウショ レンケイ ハカ タイオウ		0		1		0		2		当事業所は手話通訳派遣を主目的とする事業所であるため、聴覚障害に対するノウハウはあるがそれ以外の障害者に対応する専門性を有していない為 トウ ジギョウショ シュワ ツウヤク ハケン シュモクテキ ジギョウショ チョウカク ショウガイ タイ イガイ ショウガイシャ タイオウ センモンセイ ユウ タメ

		否 イナ		相談支援事業所すまいる		0285-45-7199		0285-45-8437		329-0205		小山市間々田750-1		小山市 オヤマシ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		1		0				0		1		0		3		現在担当させていただいているケースの他に受け入れる時間的余裕がないため。また専門的な知識や経験がなく自信がないため。 ゲンザイ タントウ ホカ ウ イ ジカンテキ ヨユウ センモンテキ チシキ ケイケン ジシン

		否 イナ		やまゆりの里		0284-90-2030		0284-90-2031		326-0011		足利市大沼田町525-1		足利市 アシカガシ		0		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		ショートステイの利用が可能かどうか リヨウ カノウ		2		1		ショートの利用を希望していたが、幼児で夜間に吸引が必要とのことだったので職員配置上困難と判断 リヨウ キボウ ヨウジ ヤカン キュウイン ヒツヨウ ショクイン ハイチ ジョウ コンナン ハンダン		0		0		0		0				0		1		0		2		あしかがの森さんが近くにあり専門性もあるため モリ チカ センモンセイ

		否 イナ		相談支援センターひかり		028-612-7717		028-612-7718		320-0072		宇都宮市若草4-20-7		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		0		1		0		1		0		0		1		0		1		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		居宅介護事業所とニーズのマッチング キョタク カイゴ ジギョウショ		0				短期入所事業所（医療的ケア対応型）の整備 タンキ ニュウショ ジギョウショ イリョウテキ タイオウガタ セイビ

		否 イナ		相談支援センター歩み		028-667-5151		028-667-5150		321-3233		宇都宮市上籠谷町3792		真岡市、芳賀町、宇都宮市 モオカシ ハガマチ ウツノミヤシ		0		1		1		0		0		1		0		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		毎日お会いしている方ではないしお話ができる方ではないので、計画書を作ることは少々戸惑いはありましたが、すべて療育指導室の先生にご指導いただき作成することができました。お幸せな時を過ごしてほしいという思いはいっぱいありますが、なにも出来ていない自分が申し訳ないような気持ちです。 マイニチ ア カタ ハナシ カタ ケイカクショ ツク ショウショウ トマド リョウイク シドウシツ センセイ シドウ サクセイ シアワ トキ ス オモ デキ ジブン モウ ワケ キモ		0				すみません。経験不足で在宅の方はよくわかりませんが、独立行政法人国立病院機構宇都宮病院にお伺いし行き届いた介護、職員の先生方の情熱にこういうところで重症心身障害者の方が過ごせることは幸せなのでは…としみじみ思いました。 ケイケン ブソク ザイタク カタ ドクリツ ギョウセイ ホウジン コクリツ ビョウイン キコウ ウツノミヤ ビョウイン ウカガ イ トド カイゴ ショクイン センセイガタ ジョウネツ ジュウショウ シンシン ショウガイシャ カタ ス シアワ オモ

		否 イナ		ワークス共育		0287-39-5593		0287-39-5630		329-2213		那須塩原市上大貫2028-2				1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		0		1		状況に応じて対応する ジョウキョウ オウ タイオウ		0		1				1				相談支援専門員のレベルアップが必要ではないかと思います ソウダン シエン センモンイン ヒツヨウ オモ

		否 イナ		指定特定相談支援センタードリーム		0288-32-2280		0288-32-2281		321-2341		日光市大沢町274		日光市、塩谷町、鹿沼市、宇都宮市 ニッコウシ シオヤ チョウ カヌマシ ウツノミヤ シ		0		1		1		0		1		0		0		1		1		1		0		0		0				1		0				0		0		0		0				1		0		計画を作成するにあたり医療機関との連携方法を具体化していくことに連絡調整に時間を要しました。また医師同士でのやりとりの方が早いように感じました。※解決できたと言っても施設の空き待ちで関係する病院で入院しております。 ケイカク サクセイ イリョウ キカン レンケイ ホウホウ グタイカ レンラク チョウセイ ジカン ヨウ イシ ドウシ ホウ ハヤ カン カイケツ イ シセツ ア マ カンケイ ビョウイン ニュウイン		0				入所ではなく、医療ケアのできる短期入所やグループホーム、日中一時、生活介護の拡充が必要であること。また重症心身障害児（者）への理解を広めていき、理解者を増やすこと、訪問看護、訪問医療、居宅介護も活用しやすい環境づくりを相談支援専門員はネットワークづくりに努めなければんらないと思います。 ニュウショ イリョウ タンキ ニュウショ ニッチュウ イチジ セイカツ カイゴ カクジュウ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ リカイ ヒロ リカイシャ フ ホウモン カンゴ ホウモン イリョウ キョタク カイゴ カツヨウ カンキョウ ソウダン シエン センモンイン ツト オモ

		否 イナ		ユーファーム支援センター		028-689-0070		028-680-0750		321-0972		宇都宮市下川俣町206-127		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2		これまでの実績として主に就労系の利用計画の作成を行っており重症心身障害児の方への支援については経験や人員の不足から対応が困難であると思われるため ジッセキ オモ シュウロウ ケイ リヨウ ケイカク サクセイ オコナ ジュウショウ シンシン ショウガイジ カタ シエン ケイケン ジンイン フソク タイオウ コンナン オモ

		否 イナ		障害者相談支援センターひびき		028-666-7601		028-666-7602		321-0403		宇都宮市下小倉町1536		宇都宮市、さくら市 ウツノミヤシ シ		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2		かつて受け入れたことがなく、またスタッフにも医療的ケアの知識や経験が乏しく、自信をもって迎え入れることができない ウ イ イリョウテキ チシキ ケイケン トボ ジシン ムカ イ		受け入れる施設が近辺にあること ウ イ シセツ キンペン

		否 イナ		相談支援事業ぴゅあ		028-611-1771		028-611-1772		321-0911		宇都宮市問屋町3426-46		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2

		否 イナ		指定特定相談支援事業所すえひろ		0287-23-3962		0287-24-1670		324-0042		大田原市末広1-2-5		大田原市、大田原市以外は交通費を受領 オオタワラシ オオタワラシ イガイ コウツウヒ ジュリョウ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2		事業所の対象を精神障害に限定し、市に申請しているため ジギョウショ タイショウ セイシン ショウガイ ゲンテイ シ シンセイ

		否 イナ		相談支援センターふじみだい		0285-44-0200		0285-44-4255		329-0412		下野市芝1123		下野市 シモノ シ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		0		1		ケースによって検討 ケントウ		0		1				2

		否 イナ		相談支援センターひゅーまにあ宇都宮		028-678-5385		028-678-5395		320-0802		宇都宮市江野町6-15大立ビル4階		宇都宮市（鹿沼市等近隣市町村） ウツノミヤシ カヌマシ ナド キンリン シチョウソン		0		1		1		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		あるではありますが、初めての作成でまた完成はしていない段階です。病院で実施されている活動医療等で自分自身が未熟で理解が足りていない為に苦労しています。 ハジ サクセイ カンセイ ダンカイ ビョウイン ジッシ カツドウ イリョウ ナド ジブン ジシン ミジュク リカイ タ タメ クロウ		0				①医療面での安心②外部と交流する機会③家族の方への支援 イリョウ メン アンシン ガイブ コウリュウ キカイ カゾク カタ シエン

		否 イナ		地域活動支援センターあしかが		0284-41-2643		0284-43-0463		326-0808		足利市本城1-1547		足利市 アシカガシ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0						0		1		0		0				0		1				2		専門外で知識等はなく、計画書の作成は難しいため センモンガイ チシキ トウ ケイカクショ サクセイ ムズカ

		否 イナ		南那須地区障害者相談支援センター		0287-80-1020		0287-80-1027		321-0624		那須烏山市旭1-18-8		那須烏山市、那珂川町 ナスカラスヤマシ ナカガワマチ		1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		アセスメント、院内での面会予定の調整、家族への説明など インナイ メンカイ ヨテイ チョウセイ カゾク セツメイ		0				在宅医療、訪問リハビリなど24時間対応出来る専門家チーム ザイタク イリョウ ホウモン ジカン タイオウ デキ センモンカ

		否 イナ		ワン・ハーモニー		0287-22-8255		0287-48-7225		324-0042		大田原市末広1-3618-13				0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				0

		否 イナ		ひまわり相談支援事業所		0282-20-5006		0282-23-4878		328-0052		栃木市祝町12－9				0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		1		0				0		1				3		意思伝達が自分にとって受け止められるかに不安があるため イシ デンタツ ジブン ウ ト フアン

		否 イナ		サンフラワーライフ		0285-22-1109		0285-22-1345		323-0808		小山市出井1936		小山市内 オヤマシナイ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				3		近隣に受け入れ施設が少なく在宅福祉サービスに向けるのが難しい キンリン ウ イ シセツ スク ザイタク フクシ ム ムズカ

		否 イナ		natu- la(ナチュラ)		0287-67-3115		0287-67-3115		329-3153		那須塩原市大原間239-1		那須塩原市、大田原市、那須町 ナスシオバラ シ オオタワラシ ナスマチ		0		1		1		0		1		0		0		1		1		1		0		0		0				1		0				0		0		0		0				1		0		サービス自体の幅がせまいため、本人が安全に安心した生活をうけられるためにどう組み合わせたら良いか。又、家族によっては苦手な事業所もあり限られた事業所を探すのが難しかった。 ジタイ ハバ ホンニン アンゼン アンシン セイカツ ク ア ヨ マタ カゾク ニガテ ジギョウショ カギ ジギョウショ サガ ムズカ		0				訪問系のサービスがもっと充実して欲しい ホウモン ケイ ジュウジツ ホ

		否 イナ		相談支援事業所ふるさとホーム那須		0287-98-3001		0287-98-8080		324-0414		大田原市片府田1301-59		大田原市、那須町、那須塩原市、周辺 オオタワラシ ナスマチ ナスシオバラ シ シュウヘン		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2		主な精神知的関係なので、今後はできるよう専門的な部分の勉強が必要です。 オモ セイシン チテキ カンケイ コンゴ センモンテキ ブブン ベンキョウ ヒツヨウ		①専門相談②居場所③地域の理解 センモン ソウダン イバショ チイキ リカイ

		否 イナ		特定相談支援事業所きのこ		028-635-8746		028-635-8778		320-0846		栃木県宇都宮市滝の原2-4-42 ３２０－０８４６		宇都宮市 ウツノミヤシ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		1		0				0		1				3		どのように作成したらいいか不安のため サクセイ フアン

		否 イナ		こども発達支援センター鹿沼市あおば園		0289-63-1745		0289-63-1745		322-0074		鹿沼市日吉町320－1				1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		1		0				0		1				2		相談支援専門員の不足、児童発達支援事業所利用のための計画書作成が主な業務になっている ソウダン シエン センモンイン フソク ジドウ ハッタツ シエン ジギョウショ リヨウ ケイカクショ サクセイ オモ ギョウム

		否 イナ		障害者相談支援センターみつか・Ｒｕ		028-648-3971		028-648-3936		321-0347		宇都宮市飯田町261		宇都宮市、鹿沼市 ウツノミヤシ カヌマシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		1		状況に応じして他機関と連携し判断する場合もある ジョウキョウ オウ ホカ キカン レンケイ ハンダン バアイ		0		1				1		計画依頼の状況に応じて対応できない月もある（モニタリング件数） ケイカク イライ ジョウキョウ オウ タイオウ ツキ ケンスウ

		否 イナ		工房つばさ		0285-40-0388		0285-40-6700		329-0401		下野市箕輪425-1		下野市、上三川町、壬生町、ただし状況に応じて対応することが難しい場合もある シモノ シ カミノカワマチ ミブマチ ジョウキョウ オウ タイオウ ムズカ バアイ		1		0		1		0		1		0		0		1		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		短期入所、ヘルパーなどの利用希望があっても受け入れてくれる事業所が見つからない タンキ ニュウショ リヨウ キボウ ウ イ ジギョウショ ミ		3		状況により作成することができない場合がある ジョウキョウ サクセイ バアイ		重心の方の短期入所等の利用ができるところが必要。在宅でのサービスの受入必要だと思われる。 ジュウシン カタ タンキ ニュウショ ナド リヨウ ヒツヨウ ザイタク ウケイレ ヒツヨウ オモ

		否 イナ		相談支援事業所グーフォ		028-673-0002		028-671-0785		329-1105		宇都宮市中岡本町3178-3				1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1				在宅生活を支える家族に負担が重くならないようにする。緊急時に対応してくれる医療ケア付きの宿泊施設を増やしてほしい ザイタク セイカツ ササ カゾク フタン オモ キンキュウジ タイオウ イリョウ ツ シュクハク シセツ フ

		否 イナ		那珂川町社協相談支援事業所		0287-92-1273		0287-92-1295		324-0613		那珂川町馬頭560-1		那珂川町 ナカガワマチ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				0				移動支援サービス イドウ シエン

		否 イナ		相談支援事業所大山田ノンフェール		0287-93-0660		0287-83-8182		324-0602		那珂川町大山田下郷955		那珂川町 ナカガワマチ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		1		0				0		1				2		平成27年度で相談支援事業を終了するため ヘイセイ ネンド ソウダン シエン ジギョウ シュウリョウ

		否 イナ		在宅サポートこころ		028-651-0780		028-651-0781		320-0042		宇都宮市材木町4-24				0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2

		否 イナ		相談支援事業所みらい ソウダン シエン ジギョウショ		0280-57-2673		0280-57-2673		329-0111		野木町丸林371-12		野木町、小山市 ノギマチ オヤマシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		0		1		しかるべき関係機関と連携して対応する カンケイ キカン レンケイ タイオウ		0		1				3		重症心身のノウハウがない ジュウショウ シンシン

		否 イナ		大田原市社会福祉協議会		0287-54-1849		0287-54-2745		324-0233		栃木県大田原市黒羽田町848 ３２４－０２３３		大田原市内 オオタワラシナイ		0		1		1		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0				2		1				0		1		0		0				0		1				2		職員が未熟なため ショクイン ミジュク		在宅医療の充実、居宅介護の２４時間対応（サービス事業所）の充実 ザイタク イリョウ ジュウジツ キョタク カイゴ ジカン タイオウ ジギョウショ ジュウジツ

		否 イナ		障がい者相談支援センターとまつり		028-680-5570		028-680-5271		320-0052		宇都宮市中戸祭町813		宇都宮市、近隣市町村 ウツノミヤシ キンリン シチョウソン		0		1		1		0		1		0		0		1		0		0		0		0		1		親子間の関わり オヤコ カン カカ		0		0		現在対応中 ゲンザイ タイオウチュウ		0		0		0		0				1		0		保護者との連携がとれない ホゴシャ レンケイ		0

		否 イナ		宇都宮市社会福祉協議会		028-636-1536		028-636-1537		320-0806		宇都宮市中央1-1-15		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		0				2		1		医療的ケアが必要な方が長時間外出したい。長時間支援者の拘束、移動手段（車の中での対応）、医療的ケアが必要な方が外出したいときに外出できる環境がすぐに整えられない、医療的けが必要な方で要介助であるが、歩行できる方が利用できる短期入所先はないか（アクセス時間も含む） イリョウテキ ヒツヨウ カタ チョウジカン ガイシュツ チョウジカン シエン シャ コウソク イドウ シュダン クルマ ナカ タイオウ イリョウテキ ヒツヨウ カタ ガイシュツ ガイシュツ カンキョウ トトノ イリョウテキ ヒツヨウ カタ ヨウ カイジョ ホコウ カタ リヨウ タンキ ニュウショ サキ ジカン フク		0		0		0		0				1		0		専門的（医療面）な知識がなく、専門用語が多く調べたり聞いたりしながら支援していくこと。長く関わらないと親の思いまで聞き出せないこと。 センモンテキ イリョウ メン チシキ センモン ヨウゴ オオ シラ キ シエン ナガ カカ オヤ オモ キ ダ		0				当事者が何歳になっても利用できるサービス環境（短期入所、訪問入浴など）。教育もほかのお子さん同様平等に受けられる機会（学校行事も含む）。相談対応できる人材の確保。緊急時でも利用できるサービスの調整・確保。直接支援できるサービス・人材を増やすこと。 トウジシャ ナンサイ リヨウ カンキョウ タンキ ニュウショ ホウモン ニュウヨク キョウイク コ ドウヨウ ビョウドウ ウ キカイ ガッコウ ギョウジ フク ソウダン タイオウ ジンザイ カクホ キンキュウジ リヨウ チョウセイ カクホ チョクセツ シエン ジンザイ フ

		承諾 ショウダク		ライフサポートセンターゆめ		0280-33-3624		0280-57-4624		329-0111		野木町丸林630-4		野木町、その周辺地域 ノギマチ シュウヘン チイキ		1		0		1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		1		福祉サービス利用に関する相談 フクシ リヨウ カン ソウダン		1		0				0		0		0		0				1		0		医療的な情報、知識に乏しくわからない用語などが数多く出てきた。医療的ケアの内容の聞き取り（どの部分を聞いていけばよいのか） イリョウテキ ジョウホウ チシキ トボ ヨウゴ カズオオ デ イリョウテキ ナイヨウ キ ト ブブン キ		0				Ｆａの負担軽減のためのレスパイト先（ＨＰ、ＳＳ機関等）。家族それぞれの訴え、希望を明確にしていく。関係機関がチームになりＦａの支え応援をしていく。 フタン ケイゲン サキ キカンナド カゾク ウッタ キボウ メイカク カンケイ キカン ササ オウエン

		承諾 ショウダク		足利ケアサービス		0284-21-7630		0284-21-3109		326-0843		足利市五十部町809-3		足利市、佐野市、太田市 アシカガシ サノシ オオタシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		0		1		ケースによって対応する タイオウ		0		1				3

		承諾 ショウダク		相談支援センターみさと		0285-72-9767				321-4104		芳賀郡益子町大沢2800-5		芳賀郡内（真岡市、益子町、市貝町、芳賀町、茂木町） ハガ グンナイ モオカシ マシコ チョウ イチ ガイ マチ ハガマチ モギマチ		1		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		資源が少ない、短期入所先の確保が難しかった。計画を作るのには、医療情報が難しく感じられた。 シゲン スク タンキ ニュウショ サキ カクホ ムズカ ケイカク ツク イリョウ ジョウホウ ムズカ カン		0				連携の取れる医療関係者がたくさん地域の中にいてくれると安心して生活できるかな。外出や余暇の充実を図るために医療の必要な人の生活が限られてしまっている（あきらめてしまっている） レンケイ ト イリョウ カンケイシャ チイキ ナカ アンシン セイカツ ガイシュツ ヨカ ジュウジツ ハカ イリョウ ヒツヨウ ヒト セイカツ カギ

		承諾 ショウダク		サポートセンターとみや生活支援センター		028-665-8230		028-665-8230		321-2116		宇都宮市徳次郎町540		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		0		1		0		0		0		0		1		1		1		1		1		0				0		1		医療的なケアが必要な利用者様の日中活動先が限られて利用できない人がいる。学校との連携が取りにくい。通勤手段・行事参加制限があり平等性が保たれない。学校はサービスで対応を望み、福祉行政は教育で何とかするべきとつねに折り合わない。 イリョウテキ ヒツヨウ リヨウシャサマ ニッチュウ カツドウ サキ カギ リヨウ ヒト ガッコウ レンケイ ト ツウキン シュダン ギョウジ サンカ セイゲン ビョウドウセイ タモ ガッコウ タイオウ ノゾ フクシ ギョウセイ キョウイク ナン オ ア		0		0		1		0		協力してほしい キョウリョク		1		0		利用できるサービスが限られている。社会参加できる機会が少なく、場が限られている。介護者の負担軽減が取りにくい。夢や希望を叶えるための資源が少ない。 リヨウ カギ シャカイ サンカ キカイ スク バ カギ カイゴシャ フタン ケイゲン ト ユメ キボウ カナ シゲン スク		0				通勤手段、保護者なくても教育が受けられる環境。常に親同行を求めるのでは、自立につながらず、いつになっても親の負担は軽減されない。親が安心して託せる日中活動の場。社会参加、役割を担える環境作り、職場。地域で生活していくための交流の機会や場があるといい。緊急的にレスパイトを受け入れてくれる場。 ツウキン シュダン ホゴシャ キョウイク ウ カンキョウ ツネ オヤ ドウコウ モト ジリツ オヤ フタン ケイゲン オヤ アンシン タク ニッチュウ カツドウ バ シャカイ サンカ ヤクワリ ニナ カンキョウ ヅク ショクバ チイキ セイカツ コウリュウ キカイ バ キンキュウテキ ウ イ バ

		承諾 ショウダク		社会就労センターえいぶるの里 シャカイ シュウロウ サト		0285-22-4561		0285-224581		323-0003		小山市東島田2403-2		小山市、下野市、上三川町、野木町、結城市、古河市、筑西市 オヤマシ シモノ シ カミノカワマチ ノギマチ ユウキシ コガシ ツク ニシ シ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				1		0		自己決定が難しいため、家族中心の考えになってしまうこと。また、利用できる社会資源が少ない。 ジコ ケッテイ ムズカ カゾク チュウシン カンガ リヨウ シャカイ シゲン スク		1				関係機関との連携、特に在宅が長い方は医療機関とのかかわりが家族も含め、希薄になってしまい、二次障害に対応できない。地域に総合的に支援でき、医療的ケアが受けられる場所、または訪問医療の充実が必要と思います。 カンケイ キカン レンケイ トク ザイタク ナガ カタ イリョウ キカン カゾク フク キハク ニジ ショウガイ タイオウ チイキ ソウゴウテキ シエン イリョウテキ ウ バショ ホウモン イリョウ ジュウジツ ヒツヨウ オモ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所「ピュア」		0282-31-3911		0282-31-3912		328-0133		栃木市大森町465		栃木市、鹿沼市、佐野市、小山市、壬生町 トチギシ カヌマシ サノシ オヤマシ ミブマチ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1

		承諾 ショウダク		社会福祉法人とちのみ会　こなかの森 シャカイ フクシ ホウジン カイ モリ		0283-24-5757		0283-24-6294		327-0001		佐野市小中町1280		佐野市、足利市 サノシ アシカガシ		1		0		1		0		1		0		0		1		0		1		0		0		0				1		2		通所型のため、短期入所の受け入れはサービスとして提供できず、他施設の紹介、相談支援事業につなげている。 ツウショ ガタ タンキ ニュウショ ウ イ テイキョウ タ シセツ ショウカイ ソウダン シエン ジギョウ		0		0		0		0				1		0		療養型短期入所ほかの施設への短期入所の受け入れ状況など、受け入れ場所を見つけるなど。短期入所時の発作発症時医療への繋ぎが困難。問題多（かかりつけ医への搬送） リョウヨウガタ タンキ ニュウショ シセツ タンキ ニュウショ ウ イ ジョウキョウ ウ イ バショ ミ タンキ ニュウショ ジ ホッサ ハッショウ ジ イリョウ ツナ コンナン モンダイ タ イ ハンソウ		0				佐野市には、身障（重心）短期入所施設がなく老人施設に佐野市が委託しているが、利用する人もいなく、サービスが使いづらい状態にある。短期入所受け入れ可能施設が増えることで、家族のほうも使いやすく利便性があがると考えます。 サノシ シンショウ ジュウシン タンキ ニュウショ シセツ ロウジン シセツ サノシ イタク リヨウ ヒト ツカ ジョウタイ タンキ ニュウショ ウ イ カノウ シセツ フ カゾク ツカ リベンセイ カンガ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所テトテ		0287-36-7171		0287-36-7181		329-2732		那須塩原市一区町251-1		那須塩原市（大田原、矢板、那須町、那珂川町、烏山） ナスシオバラ シ オオタワラ ヤイタ ナスマチ ナカガワマチ カラスヤマ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		0		1		委託の相談支援事業所や重心専門の事業所に相談する イタク ソウダン シエン ジギョウショ ジュウシン センモン ジギョウショ ソウダン		0		1				3		その方にとって、より専門性の高い方が対応することが望ましいと思いますので、作成が適するか否か周囲のサービス状況なども考慮して決めたいと思います。適切にアドバイスをいただける地域の環境が整っていれば、スキルアップ、経験の積み重ねのためにも作成したいです。 カタ センモンセイ タカ ホウ タイオウ ノゾ オモ サクセイ テキ イナ シュウイ ジョウキョウ コウリョ キ オモ テキセツ チイキ カンキョウ トトノ ケイケン ツ カサ サクセイ		相談支援専門員のスキルアップ。きめ細かい支援（サービスの充実）本人のニーズを正しく理解できる人材の育成と地域の理解。 ソウダン シエン センモンイン コマ シエン ジュウジツ ホンニン タダ リカイ ジンザイ イクセイ チイキ リカイ

		承諾 ショウダク		指定特定相談支援事業所あじさい		0287-60-3361		0287-60-3362		325-0034		那須塩原市東原166		那須塩原市、那須町 ナスシオバラ シ ナスマチ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2				訪問看護、訪問診療を行う医師が必要だと思います。 ホウモン カンゴ ホウモン シンリョウ オコナ イシ ヒツヨウ オモ

		承諾 ショウダク		障害者相談支援センターいぶき		028-678-3502		028-676-3501		329-1216		高根沢町桑窪2266-2		高根沢町 タカネザワマチ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1				短期入所など受け入れてくれる施設を増やしてほしい。県内で受け入れていただけない為、県外の施設を考えなくてはいけない方がいます。 タンキ ニュウショ ウ イ シセツ フ ケンナイ ウ イ タメ ケンガイ シセツ カンガ カタ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所わくわくおやま		0285-24-6575		0285-20-0255		323-0022		小山市駅東通り3-9-6		小山市 オヤマシ		1		0		1		0		1		1		1		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		関係事業所が多いことで情報収集連携等大変。医療機関とも連携を図る必要あり。レスパイト、ショートステイの受入困難。利用できる事業所が少ない。 カンケイ ジギョウショ オオ ジョウホウ シュウシュウ レンケイ ナド タイヘン イリョウ キカン レンケイ ハカ ヒツヨウ ウケイレ コンナン リヨウ ジギョウショ スク		0				重症心身障害児（者）を受け入れしてくれる事業所、施設がもっと多くあればよいと思われる。通所日中一時短期入所など。相談支援、計画作成についてもほかの事業所が受け入れてくれないとの理由で受け入れ可能事業所へ集中してしまう為、相談員への研修等を増やせばよいが。しかし日々の業務が多忙であるため、難しいのかな？ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ ウ イ ジギョウショ シセツ オオ オモ ツウショ ニッチュウ イチジ タンキ ニュウショ ソウダン シエン ケイカク サクセイ ジギョウショ ウ イ リユウ ウ イ カノウ ジギョウショ シュウチュウ タメ ソウダン イン ケンシュウ ナド フ ヒビ ギョウム タボウ ムズカ

		承諾 ショウダク		相談支援センターネクスト		080-8854-9551		0280-612-1558		320-0034		宇都宮市泉町6-25		宇都宮市 ウツノミヤシ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2

		承諾 ショウダク		相談支援事業のぞみ		0287-65-2288		0287-65-2282		329-3152		那須塩原市上中野53		那須塩原市、大田原市、那須町 ナスシオバラ シ オオタワラシ ナスマチ		1		0		1		0		0		0		1		1		1		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		現サービスでの医療ケアをふまえ、将来にむけて他事業との連携につなげるよう計画作成、調整に苦労した。 ゲン イリョウ ショウライ タ ジギョウ レンケイ ケイカク サクセイ チョウセイ クロウ		0				選択肢が増えるよう受け入れ可能な福祉サービス事業所の増加が必要だと思われます。 センタクシ フ ウ イ カノウ フクシ ジギョウショ ゾウカ ヒツヨウ オモ

		承諾 ショウダク		サポートセンターひばり		028-670-0330		028-667-7315		321-3236		宇都宮市竹下町435-159		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		苦労ではないが、お母様がとても一生懸命ですでにサービスも繋がっていたため、現状を計画にする形となったが、計画作成後のかかわりについて相談員としてどのようにすべきことが望ましいかと考える。 クロウ カアサマ イッショウケンメイ ツナ ゲンジョウ ケイカク カタチ ケイカク サクセイ ゴ ソウダン イン ノゾ カンガ		0				福祉サービスや医療、またボランティアが入室されるととてもよいと思います。また、介助者（家族）のケアも考えると気軽に参加できるようなイベント（医療が整っていたり、介助するボランティアさんがいたり）や、同じ重症心身障害児（者）をもつかたとのネットワークがあるといいのかなと思います。 フクシ イリョウ ニュウシツ オモ カイジョシャ カゾク カンガ キガル サンカ イリョウ トトノ カイジョ オナ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ オモ

		承諾 ショウダク		高根沢町障害児者生活支援センターすまいる タカネザワマチ		028-612-2751		028-612-2752		329-1225		栃木県塩谷郡高根沢町石末1825　福祉センター内 ３２９－１２２５ フクシ ナイ		高根沢町 タカネザワマチ		1		0		1		0		0		0		1		0		0		1		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		地元に使える資源がなく苦労した ジモト ツカ シゲン クロウ		0				①医療と福祉の連携ネットワーク②重心の方でも利用できるサービスが増えること③訪問診療医 イリョウ フクシ レンケイ ジュウシン カタ リヨウ フ ホウモン シンリョウ イ

		承諾 ショウダク		障害者相談支援センターフォレスト		0284-91-1816		0284-91-2867		326-0011		足利市大沼田町615		足利市及び近隣市町村 アシカガシ オヨ キンリン シチョウソン		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0				0

		承諾 ショウダク		障がい者相談支援事業所ケアサプライ		0287-73-5312		0287-73-5311		329-3221		栃木県那須郡那須町漆塚762-102 ３２９－３２２１		白河市、那須町、那須塩原市、大田原市 シラカワシ ナスマチ ナスシオバラシ オオタワラシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1				サービスを提供できる事業所の充実を図る テイキョウ ジギョウショ ジュウジツ ハカ

		承諾 ショウダク		南栃木支援センター相談支援		0285-44-6118		0285-44-7215		329-0412		下野市柴1432-105		下野市、小山市、壬生町 シモノ シ オヤマシ ミブマチ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		0		1		介護保険と併用する場合のみ対応する カイゴ ホケン ヘイヨウ バアイ タイオウ		0		1				3		介護保険と併用する場合のみ作成する カイゴ ホケン ヘイヨウ バアイ サクセイ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所とまり木		0287-54-2854		0287-54-2230		324-0231		大田原市北野上3952		大田原市、那須塩原市、那須町 オオタワラシ ナスシオバラシ ナスマチ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1				当事業所の対応範囲は現在、知的障害者特に中・軽度が主だが、精神（高次脳機能障害も含む）分野もやり始めている。今後重症心身障害者もほかの相談支援事業所の助けを得ながら、勉強しながら対応したいと考えている。そのために研修や見学の機会を多く作っていただきたい。今は、当事業所はその程度しか考えられない。 トウ ジギョウショ タイオウ ハンイ ゲンザイ チテキ ショウガイシャ トク チュウ ケイド オモ セイシン コウジ ノウ キノウ ショウガイ フク ブンヤ ハジ コンゴ ジュウショウ シンシン ショウガイシャ ソウダン シエン ジギョウショ タス エ ベンキョウ タイオウ カンガ ケンシュウ ケンガク キカイ オオ ツク イマ トウ ジギョウショ テイド カンガ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所ポンテ		028-652-7288		028-652-6355		321-0341		宇都宮市古賀志町1964-12		宇都宮、鹿沼、日光、壬生 ウツノミヤ カヌマ ニッコウ ミブ		0		1		1		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0				0				未就学児（3～5才）の方の医療型児童発達支援を分離で行う施設が数か所あると良いと思います。 ミシュウガクジ サイ カタ イリョウ ガタ ジドウ ハッタツ シエン ブンリ オコナ シセツ スウ ショ ヨ オモ

		承諾 ショウダク		相談支援センター光輝舎		0285-70-2020		0285-72-8222		321-4105		芳賀郡益子町北中1113-1		芳賀郡、真岡市等 ハガ グン モオカシ ナド		1		0		1		0		1		1		1		1		0		1		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		利用できるサービス事業所が少ない。重心児者に合わせたプログラムが見つからない（近隣で） リヨウ ジギョウショ スク ジュウシン ジ シャ ア ミ キンリン		0				本人の状態にもよるが、重度化する状況に対応できる事業所の確保。家族の負担が大きくなり在宅生活の継続が困難になることが予測されるので、在宅で支援が受けられるような体制の充実と、レスパイトサービスの拡大。 ホンニン ジョウタイ ジュウドカ ジョウキョウ タイオウ ジギョウショ カクホ カゾク フタン オオ ザイタク セイカツ ケイゾク コンナン ヨソク ザイタク シエン ウ タイセイ ジュウジツ カクダイ

		承諾 ショウダク		特定相談支援事業所やすらぎ		028-650-7727		028-650-7728		320-0011		宇都宮市富士見が丘3－19－20		宇都宮市 ウツノミヤシ		0		0		1		0		1		0		0		0		0		1		1		0		0				0		3		対応できるヘルパーがいれば支援する タイオウ シエン		0		0		0		0				0		1				3

		承諾 ショウダク		障がい者支援センターにんべん		028-686-2539		028-686-2584		329-1417		さくら市フィオーレ喜連川5-2-1　フィオーレガーデン1-102		さくら市 シ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1				地域資源アンケートをいただきありがとうございました。設問に対しまして知識不足にこれでいいのかという思いです。相談支援専門員として設問にありました「3」要望がでますれば、先輩相談員・各職種の方々に相談・指導をいただき、相談支援事業を行ってみたいと考えます。大島先生について学ばせて頂きました。 チイキ シゲン セツモン タイ チシキ ブソク オモ ソウダン シエン センモンイン セツモン ヨウボウ センパイ ソウダン イン カクショクシュ カタガタ ソウダン シドウ ソウダン シエン ジギョウ オコナ カンガ オオシマ センセイ マナ イタダ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所おやま		0285-22-1833		0285-228946		323-0014		小山市喜沢660		小山市、下野市 オヤマシ シモノ シ		1		0		1		0		1		1		0		0		0		0		0		1		0				2		3				0		0		0		0				1		0		本人の意思が明確でないので親の意向中心のものになってしまった。 ホンニン イシ メイカク オヤ イコウ チュウシン		0

		承諾 ショウダク		真岡介護センター		0285-80-5200		0285-80-5211		321-4361		真岡市並木町1-8-1　シティ並木102 ナミキ		真岡市、芳賀町南部、市貝町南部、益子町西部、上三川東部 モオカシ ハガマチ ナンブ イチ ガイ チョウ ナンブ マシコ チョウ セイブ カミノカワ トウブ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		0		1				0		1				3		担当者の受け持ちケースの状況など考慮し対応できるか検討したい タントウシャ ウ モ ジョウキョウ コウリョ タイオウ ケントウ

		承諾 ショウダク		さの社協相談支援センターほっぷ		0283-22-8152		0283-22-8199		327-0003		佐野市大橋町3212-27		佐野市全域 サノシ ゼンイキ		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2		現在相談支援専門員1名で行っているため ゲンザイ ソウダン シエン センモンイン メイ オコナ

		承諾 ショウダク		相談支援ウエイブ		0282-23-4465		0282-23-4465		328-0012		栃木市平柳町1-2-7		栃木市、壬生町 トチギシ ミブマチ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		1		0				0		1				2		指定特定相談支援事業で精神に対応しているため シテイ トクテイ ソウダン シエン ジギョウ セイシン タイオウ		ご家族の中だけでは生活がマンネリ化して単調になりかねないので、音楽、体を動かす、読み聞かせ麻痺・拘縮のマッサージなどのリハビリの頻度を高める。ご本人が楽しいと感じることを提供できる。ご家族が疲弊しないよう旅行や趣味などの充実した時間がもてるようサービスを利用していくこと。 カゾク ナカ セイカツ カ タンチョウ オンガク カラダ ウゴ ヨ キ マヒ コウシュク ヒンド タカ ホンニン タノ カン テイキョウ カゾク ヒヘイ リョコウ シュミ ジュウジツ ジカン リヨウ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所わらしべの家		0282-27-1627		0282-27-1675		328-0011		栃木市大宮町2708-3		栃木市 トチギシ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1		専門的な知識が不十分なため行政などの機関と相談しながらの対応となります センモンテキ チシキ フジュウブン ギョウセイ キカン ソウダン タイオウ		短期入所や移動支援などの福祉サービス利用時にお付き合いのある医療機関や訪問看護の看護師が同行でき緊急時の対応が迅速にとれる体制（すでにできていたらすみません） タンキ ニュウショ イドウ シエン フクシ リヨウ ジ ツ ア イリョウ キカン ホウモン カンゴ カンゴシ ドウコウ キンキュウジ タイオウ ジンソク タイセイ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所　空		0287-73-8165		0287-73-8165		329-3157		那須塩原市大原間西1-19-9		那須塩原市、大田原市、那須町 ナスシオバラ シ オオタワラシ ナスマチ		1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		重心のお子様の療育支援をやっていたので、苦労はありませんでしたが、医療（訪問看護）訪問リハ訪問入浴の制度を知らなかったので、その方々との連携が取れて大変勉強になりました。 ジュウシン コサマ リョウイク シエン クロウ イリョウ ホウモン カンゴ ホウモン ホウモン ニュウヨク セイド シ カタガタ レンケイ ト タイヘン ベンキョウ		0				医療的ケアの必要な方には支援スタッフ・必ず看護師の方が不在では双方安心したケアはできません。例）乳幼児の通所事業は保母と看護師さん。小学→高校までは義務教育がありますが事後に生活介護はもちろんですが、本当に重心の方の為の日中活動の場が不足しているとおもいますので重心の方の通所事業は必要と思います。家庭以外で通える場所→一時預かりや療育支援事業→高校卒業後は通所施設（一時預かりも含めて） イリョウテキ ヒツヨウ カタ シエン カナラ カンゴシ カタ フザイ ソウホウ アンシン レイ ニュウヨウジ ツウショ ジギョウ ホボ カンゴシ ショウガク コウコウ ギム キョウイク ジゴ セイカツ カイゴ ホントウ ジュウシン カタ タメ ニッチュウ カツドウ バ フソク ジュウシン カタ ツウショ ジギョウ ヒツヨウ オモ カテイ イガイ カヨ バショ イチジ アズ リョウイク シエン ジギョウ コウコウ ソツギョウゴ ツウショ シセツ イチジ アズ フク

		承諾 ショウダク		相談支援事業所みどり		0285-45-8362		0285-45-8397		329-0214		小山市乙女786-1		小山市、栃木市、古河市、結城市 オヤマシ トチギシ コガシ ユウキシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0		大人は対応可能 オトナ タイオウ カノウ		1		1		大人はあるが、こどもはない。先日訪問介護を事業所にお願いしたところどこの事業所も受けていただけなかった。 オトナ センジツ ホウモン カイゴ ジギョウショ ネガ ジギョウショ ウ		3		成人しか計画相談をしたことがないので不安である。当事業所は相談員が一名なので相談する相手がいない セイジン ケイカク ソウダン フアン トウ ジギョウショ ソウダン イン イチメイ ソウダン アイテ		サービス事業所で受けてもらえないケースがある。特に重心や精神知的等重複して疾患を持っていると問い合わせた時点でお断りされてします。 ジギョウショ ウ トク ジュウシン セイシン チテキ ナド チョウフク シッカン モ ト ア ジテン コトワ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所こころみ		0284-41-5039		0284-43-2665		326-0061		足利市田島町611-2				0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		1		0				0		1				3		これまで前例がなく、またこの障害について熟知した方（機関）があるならそちらでしていただいた方がご本人様にとってよい支援であると考えるから。※現在当法人の入所・通所等サービスを利用されている方の相談支援がほとんどの状況です。 ゼンレイ ショウガイ ジュクチ カタ キカン ホウ ホンニンサマ シエン カンガ ゲンザイ トウホウジン ニュウショ ツウショ ナド リヨウ カタ ソウダン シエン ジョウキョウ

		承諾 ショウダク		相談支援センターのどか　真岡センター		0285-81-5890		0285-85-8452		321-4305		真岡市荒町111-1		真岡市、芳賀町、市貝町、益子町、茂木町 モオカシ ハガマチ イチガイ マチ マシコ チョウ モギ マチ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1				在宅での生活では家族の介護負担の軽減が必要。フォーマルインフォーマルの枠にとらわれない福祉サービス。 ザイタク セイカツ カゾク カイゴ フタン ケイゲン ヒツヨウ ワク フクシ

		承諾 ショウダク		友井タクシー介護ステーションふれあい		0285-30-0840		0285-30-0844		323-0025		小山市城山町2丁目12-25		小山市 オヤマシ		1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		利用するサービスは多様で、施設・病院・学校など医療福祉事業所数も多く連携を図るのが困難。学校行事に参加するための会出自の支援サービスがない。 リヨウ タヨウ シセツ ビョウイン ガッコウ イリョウ フクシ ジギョウショ スウ オオ レンケイ ハカ コンナン ガッコウ ギョウジ サンカ カイ シュツジ シエン		0				ご家族様が安心して預けることができる施設と必要に預けられる施設の数は少ない。片道１時間以上かかるためとても不便に思います。呼吸器の方の預かり先は少ない。 カゾクサマ アンシン アズ シセツ ヒツヨウ アズ シセツ カズ スク カタミチ ジカン イジョウ フベン オモ コキュウキ カタ アズ サキ スク

		承諾 ショウダク		もくせいの里		0282-43-0593		0282-43-1387		329-4405		栃木市大平町西山田1198		栃木市内 トチギシナイ		0		1		1		0		1		0		0		1		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		ニーズにあてはまるサービスがなかった。例）①入浴支援②移送サービス　①自宅の浴槽では支援が入れず訪問入浴を検討。しかし、浴槽を置けるスペースがなく断念。②主たる介護者が入院。学校までの送迎ができず特例で市の移送サービスを利用するもかなり時間を要した。 レイ ニュウヨク シエン イソウ ジタク ヨクソウ シエン ハイ ホウモン ニュウヨク ケントウ ヨクソウ オ ダンネン シュ カイゴシャ ニュウイン ガッコウ ソウゲイ トクレイ シ イソウ リヨウ ジカン ヨウ		0				①地域の理解や協力②受け入れの拡大（重心の通所、24時間看護体制が整った短期入所）③デマンドタクシー等関係者の重心に対する理解（理解附属により資源として存在するが利用しがたい）④児童が入浴支援を受けられる環境（家族の身体的な介護負担軽減） チイキ リカイ キョウリョク ウ イ カクダイ ジュウシン ツウショ ジカン カンゴ タイセイ トトノ タンキ ニュウショ ナド カンケイシャ ジュウシン タイ リカイ リカイ フゾク シゲン ソンザイ リヨウ ジドウ ニュウヨク シエン ウ カンキョウ カゾク シンタイテキ カイゴ フタン ケイゲン

		承諾 ショウダク		足利障害者相談支援センター		0284-44-0307		0284-44-0318		326-0064		足利市東砂原後町1072		足利市、佐野市 アシカガシ サノシ		1		0		1		0		1		0		0		1		0		1		0		1		0				1		0				0		0		0		0				0		1				2		委託相談支援事業所のため イタク ソウダン シエン ジギョウショ		医療的ケアが整った施設のショートステイ充実が必要。また、特に呼吸器をつけた方のショート療養介護の利用とそれらを利用するための送迎体制の充実が必要。 イリョウテキ トトノ シセツ ジュウジツ ヒツヨウ トク コキュウキ カタ リョウヨウ カイゴ リヨウ リヨウ ソウゲイ タイセイ ジュウジツ ヒツヨウ

		承諾 ショウダク		指定障害者相談支援事業所あるしぇん		0282-86-7665		0282-21-7109		321-0201		栃木県下都賀郡壬生町安塚2032 ３２１－０２０１		壬生町 ミブマチ		1		0		1		0		1		0		0		1		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		①相談支援専門員として重症心身障害児（者）の方に対する支援の知識や経験が少ない②医療的ケアが必要となる方に対して対応できる福祉サービス（事業所）が少ない。 ソウダン シエン センモンイン ジュウショウシンシンショウガイジ シャ カタ タイ シエン チシキ ケイケン スク イリョウテキ ヒツヨウ カタ タイ タイオウ フクシ ジギョウショ スク		0				医療的ケアが必要な方に関して、福祉のサービスでは対応しきれない部分が多く、結果として家族が本人を抱え込まざるを得ない現状があるように感じます。家族の介護負担が少しでも軽減できるよう福祉サービスも柔軟な対応が出来るようになるといいなと思います。 イリョウテキ ヒツヨウ カタ カン フクシ タイオウ ブブン オオ ケッカ カゾク ホンニン カカ コ エ ゲンジョウ カン カゾク カイゴ フタン スコ ケイゲン フクシ ジュウナン タイオウ デキ オモ

		承諾 ショウダク		下野市相談支援事業所 こばと		0285-44-6783		0285-44-6783		329-0414		下野市小金井1146-6		下野市、上三川町 シモノ シ カミノカワマチ		1		0		1		0		0		0		1		1		0		1		1		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		医療的ケアが必要な乳幼児に対応できるヘルパー事業所。短期入所・日中一時支援事業所が近くにない（少ない）。 イリョウテキ ヒツヨウ ニュウヨウジ タイオウ ジギョウショ タンキ ニュウショ ニッチュウ イチジ シエン ジギョウショ チカ スク		0				設問5で回答した内容：外出可能な方は児童発達支援を利用可能であるが無理な方は外部との交流をもちにくい。訪問看護・訪問リハビリが入っているケースはいいがない場合母子で孤立しがち。幸いあそびの支援をしてくれるヘルパー事業所があり支援につながっている。ヘルパー利用を希望されない家庭、利用したくてもヘルパー事業所がない等支援に苦慮する。 セツモン カイトウ ナイヨウ ガイシュツ カノウ カタ ジドウ ハッタツ シエン リヨウ カノウ ムリ カタ ガイブ コウリュウ ホウモン カンゴ ホウモン ハイ バアイ ボシ コリツ サイワ シエン ジギョウショ シエン リヨウ キボウ カテイ リヨウ ジギョウショ ナド シエン クリョ

		承諾 ショウダク		相談支援センターぴあん ソウダン シエン		0282-31-1755		0282-31-2919		328-0067		栃木市皆川城内町333-2		栃木市、小山市 トチギシ オヤマシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1				これまで現場で関わったことがなく、事例検討でしか情報を把握しておらず不安はあります。でも関係機関やご家族様からいろいろなことを教えて頂きながら相談支援として専門性を活かせればと思っています。色々な立場の方からお話をお伺いしてもご家族や医療機関専門的な事業所の負担が大きく相談支援があまり役に立つことができていない（場合によっては自ら引いてしまう）今の現状を少しでも変えていければいいと思います。 ゲンバ カカ ジレイ ケントウ ジョウホウ ハアク フアン カンケイ キカン カゾクサマ オシ イタダ ソウダン シエン センモンセイ イ オモ イロイロ タチバ カタ ハナシ ウカガ カゾク イリョウ キカン センモンテキ ジギョウショ フタン オオ ソウダン シエン ヤク タ バアイ ミズカ ヒ イマ ゲンジョウ スコ カ オモ

		承諾 ショウダク		うつのみや		028-632-6074/090-4059-9728		028-632-6075		320-0861		宇都宮市西2-1-7		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				3		専門的な知識を社会資源のアドバイスを他相談支援事業所からいただきながらみずからの事業所で引き受けるという形が望ましい センモンテキ チシキ シャカイ シゲン ホカ ソウダン シエン ジギョウショ ジギョウショ ヒ ウ カタチ ノゾ

		承諾 ショウダク		サポートセンターきりん		028-612-3838		028-678-3257		321-0905		栃木県宇都宮市平出工業団地43-100 ３２１－０９０５		宇都宮市 ウツノミヤシ		0		1		1		0		1		0		0		1		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		療養介護に入所しているので他のサービスの利用が困難。そのための社会資源をつなげたり、活用したりするのが難しい。 リョウヨウ カイゴ ニュウショ ホカ リヨウ コンナン シャカイ シゲン カツヨウ ムズカ		0				今後、市町村などで展開されていく生活拠点に関する事業をうまく活用できればいいなと感じています。入所されている方々については地域とのつながり方が今後は重要になってくると思われますので、広く門扉を開けた活動などが多くなってくるといいなと思っています。 コンゴ シチョウソン テンカイ セイカツ キョテン カン ジギョウ カツヨウ カン ニュウショ カタガタ チイキ カタ コンゴ ジュウヨウ オモ ヒロ モンピ ア カツドウ オオ オモ

		承諾 ショウダク		さわやか相談支援センター		0280-57-4884		0280-57-4994		329-0112		野木町南赤塚1145-1		小山市、野木町、古河市、栃木市 オヤマシ ノギマチ コガシ トチギシ		0		1		1		0		0		0		1		0		0		1		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		現実的な目標の位置づけ ゲンジツテキ モクヒョウ イチ		0

		承諾 ショウダク		相談支援事業所つばさ		0287-53-7393		0287-53-7394		324-0044		大田原市親園824-1		大田原市、那須塩原市、那須烏山市、矢板市、さくら市、那須町、塩谷町、高根沢町 オオタワラシ ナスシオバラシ ナスカラスヤマシ ヤイタシ シ ナスマチ シオ タニ マチ タカネザワマチ		1		0		1		0		1		0		1		1		0		1		0		0		0				1		2		医療的なケアが必要なケース、将来的に短期入所につなげたいケースだった為、専門の事業所に依頼した イリョウテキ ヒツヨウ ショウライテキ タンキ ニュウショ タメ センモン ジギョウショ イライ		1		1		0		0				1		0		使えるサービスの少なさに調整が難しかった ツカ スク チョウセイ ムズカ		1				乳幼児期の受け入れ可能な福祉サービス等の社会資源が必要である。 ニュウヨウジ キ ウ イ カノウ フクシ ナド シャカイシゲン ヒツヨウ

		承諾 ショウダク		特定相談支援センターはじめ		0284-22-4561		0284-22-4562		326-0143		足利市葉鹿町735-1		足利市 アシカガシ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1

		承諾 ショウダク		上三川障がい児・者生活相談支援センター		0285-38-6854		0285-38-6841		329-0611		上三川町上三川5082-15		上三川町 カミノカワマチ		1		0		1		0		1		0		0		1		0		0		0		0		0				1		0				0		0		0		0				1		0				0

		承諾 ショウダク		はつらつサロン南天相談支援事業所		0285-22-4659		0285-38-6529		323-0027		小山市花垣町2-3-19		小山市、栃木市 オヤマシ トチギシ		0		0		1		0		1		1		0		1		1		1		1		1		0				0		0				0		0		0		0				1		0		利用したいサービス事業所が少なく生活改善、家族、支援者の負担軽減に繋がらない（訪問入浴、ショートステイ、生活介護などなど（就労Ａ型））医師によっては連携が困難。何処の精神科がよいかと利用者に問われるが答えは解らない。 リヨウ ジギョウショ スク セイカツ カイゼン カゾク シエンシャ フタン ケイゲン ツナ ホウモン ニュウヨク セイカツ カイゴ シュウロウ ガタ イシ レンケイ コンナン ドコ セイシンカ リヨウシャ ト コタ ワカ		0				本人の選択や受け入れ事業所の間口を広げる。例えば入浴はヘルパーの2人対応で行ているがヘルパー不足や腰痛の悪化などで対応が難しくなってくる。機会浴のできる生活介護を勧めるも本人の選択肢がない。自宅から出かける自由さのようなものが閉ざされているような気がする。反面高齢者のサービスは増加する一方で利用者が不足し閉鎖なども聞かれる。高齢者・障害者がともにデイサービスやショートステイを利用できるようにならないかと思う。障害児については働く両親をサポートすることで生活の安定や療育などへ通園のし易さを図り、送迎サービスの充実など。 ホンニン センタク ウ イ ジギョウショ マグチ ヒロ タト ニュウヨク ニン タイオウ オコナ ブソク ヨウツウ アッカ タイオウ ムズカ キカイ ヨク セイカツ カイゴ スス ホンニン センタクシ ジタク デ ジユウ ト キ ハンメン コウレイシャ ゾウカ イッポウ リヨウシャ フソク ヘイサ キ コウレイシャ ショウガイシャ リヨウ オモ ショウガイジ ハタラ リョウシン セイカツ アンテイ リョウイク ツウエン ヤス ハカ ソウゲイ ジュウジツ

		承諾 ショウダク		障がい者生活支援センターこぶし		028-680-5746		028-688-0214		321-0126		栃木県宇都宮市茂原町837-1		宇都宮市、上三川町 ウツノミヤシ カミノカワマチ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1				①医療機関との細かな連携体制②相談関係者を含め本人に関わり支援をするなかで即座に動きが取れるようなフットワークの軽いチーム作り イリョウ キカン コマ レンケイ タイセイ ソウダン カンケイシャ フク ホンニン カカ シエン ソクザ ウゴ ト カル ヅク

								Ｑ2.重症心身障害児（者）の定義をご存知ですか

				1		知っている シ		40

				2		知らない シ		33

								Ｑ3.重症心身障害児（者）の方（家族・関係機関等）からの相談を受けたことがありますか

						ある		35

						ない		43

										それは誰からの相談でしたか

								ａ.家族 カゾク		27

								ｂ.支援者 シエンシャ		6

								ｃ.関係機関 カンケイ キカン		12

										それはどんな相談でしたか

								生活上の相談 セイカツ ジョウ ソウダン		19

								医療的な相談 イリョウテキ ソウダン		7

								制度に関する相談 セイド カン ソウダン		15

								教育に関する相談 キョウイク カン ソウダン		5

								サービス等利用計画書作成に関する相談 ナド リヨウ ケイカクショ サクセイ カン ソウダン		26

								その他 タ		3

										それらの相談事業所として対応（解決）はできましたか

								ａ.できた		27

								ｂ.できなかった		4

								Ｑ4.Ｑ3-2「ない」→これから重症心身障害児（者）の方（本人・家族等）からの相談があればどのように対応されますか

						自分の事業所で対応する ジブン ジギョウショ タイオウ		17

						ほかの相談支援事業所へ依頼する ソウダン シエン ジギョウショ イライ		15

						行政に依頼する ギョウセイ イライ		8

						その他 タ		9

								Ｑ5.重症心身障害児（者）の方のサービス等利用計画書を作成したことがありますか

						ある		33

						ない		46

						今後依頼があれば作成する コンゴ イライ サクセイ		15

						他の相談支援事業所に依頼する ホカ ソウダン シエン ジギョウショ イライ		18

						作成するかどうかわからない サクセイ		14

										「ない」と回答 カイトウ



重症心身障害児（者）の定義をご存知ですか

Ｑ2.重症心身障害児（者）の定義をご存知ですか	Ｑ3.重症心身障害児（者）の方（家族・関係機関等）からの相談を受けたことがありますか	それは誰からの相談でしたか	それはどんな相談でしたか	それらの相談事業所として対応（解決）はできましたか	Ｑ5.重症心身障害児（者）の方のサービス等利用計画書を作成したことがありますか	Ｑ5.重症心身障害児（者）の方のサービス等利用計画書

　　 を作成したことがありますか

ない
59%



訪問看護事業所

		Ｑ1.貴施設について、お伺いいたします キ シセツ ウカガ

		1		事業所名 ジギョウショ メイ

		2		電話番号 デンワ バンゴウ

		3		FAX番号 バンゴウ

		4		所在地 ショザイチ

		5		職員構成（常勤・非常勤は問いません） ショクイン コウセイ ジョウキン ヒジョウキン ト

						看護師 カンゴシ

						作業療法士 サギョウ リョウホウシ

						准看護師 ジュンカンゴシ

						理学療法士 リガク リョウホウシ

						保健師 ホケンシ

						言語療法士 ゲンゴ リョウホウシ

						その他 タ

		6		訪問可能な主な市町村 ホウモン カノウ オモ シチョウソン

		Q2.いままでに以下の項目を在宅看護で行ったことがありますか（あるものすべてにチェックをしてください） イカ コウモク ザイタク カンゴ オコナ

								成人在宅 セイジン ザイタク				小児在宅 ショウニ ザイタク

				在宅人工呼吸器の管理 ザイタク ジンコウ コキュウキ カンリ

				気管カニューレの交換 キカン コウカン

				気管カニューレ部位のガーゼ交換 キカン ブイ コウカン

				気管内吸引 キカンナイ キュウイン

				食事介助 ショクジ カイジョ

				経鼻チューブの交換 ケイビ コウカン

				胃瘻の管理 イロウ カンリ

				経管栄養の注入 ケイカン エイヨウ チュウニュウ

				ストーマの管理 カンリ

				尿道カテーテルの管理 ニョウドウ カンリ

				導尿 ドウニョウ

				入浴介助 ニュウヨク カイジョ

				看護師によるリハビリテーション カンゴシ

				OTもしくはPTによるリハビリテーション

				中心静脈カテーテル管理 チュウシン ジョウミャク カンリ

				高カロリー輸液の管理 コウ ユエキ カンリ

				薬剤の静注（抗生物質や利尿剤など） ヤクザイ ジョウチュウ コウセイ ブッシツ リニョウザイ

				麻薬による疼痛コントロール マヤク ウズ ツウ

				終末期の医療的ケア シュウマツキ イリョウテキ

				在宅での看取り ザイタク ミト

				24時間対応 ジカン タイオウ

		Q3.現時点で、依頼のあった場合、重症心身障害児（者）の在宅医療を行うことはできますか ゲンジテン イライ バアイ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ ザイタク イリョウ オコナ

		1		できる

		2		できない

		3		要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン

		Q4.依頼があった場合に可能な医療的ケアと身体介護についてお答えください イライ バアイ カノウ イリョウテキ シンタイ カイゴ コタ

		※個別シートにて対応 コベツ タイオウ



				Ｑ1.貴施設について、お伺いいたします キ シセツ ウカガ																										Q2.いままでに以下の項目を在宅看護で行ったことがありますか（あるものすべてにチェックをしてください）【1.ある、0.ない】 イカ コウモク ザイタク カンゴ オコナ																																																																																				Q3		Q4.依頼があった場合に可能な医療的ケアと身体介護についてお答えください【1.できる、2.できない、3.要相談（条件による）】 イライ バアイ カノウ イリョウテキ シンタイ カイゴ コタ ヨウ ソウダン ジョウケン																																																																																																																																																																																																																		Q5.重症心身障害児（者）の方に対する医療、在宅生活等についてお気づきのことなど、ご自由にお書きください ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ カタ タイ イリョウ ザイタク セイカツナド キ ジユウ カ

				事業所名 ジギョウショ メイ		電話番号 デンワ バンゴウ		FAX番号 バンゴウ		郵便番号 ユウビンバンゴウ		所在地 ショザイチ		職員構成（常勤・非常勤は問いません）【人数：名】 ショクイン コウセイ ジョウキン ヒジョウキン ト ニンズウ メイ														訪問可能な主な市町村 ホウモン カノウ オモ シチョウソン		在宅人工呼吸器の管理 ザイタク ジンコウ コキュウキ カンリ				気管カニューレの交換 キカン コウカン				気管カニューレ部位のガーゼ交換 キカン ブイ コウカン				気管内吸引 キカンナイ キュウイン				食事介助 ショクジ カイジョ				経鼻チューブの交換 ケイビ コウカン				胃瘻の管理 イロウ カンリ				経管栄養の注入 ケイカン エイヨウ チュウニュウ				ストーマの管理 カンリ				尿道カテーテルの管理 ニョウドウ カンリ				導尿 ドウニョウ				入浴介助 ニュウヨク カイジョ				看護師によるリハビリテーション カンゴシ				OTもしくはPTによるリハビリテーション				中心静脈カテーテル管理 チュウシン ジョウミャク カンリ				高カロリー輸液の管理 コウ ユエキ カンリ				薬剤の静注（抗生物質や利尿剤など） ヤクザイ ジョウチュウ コウセイ ブッシツ リニョウザイ				麻薬による疼痛コントロール マヤク ウズ ツウ				終末期の医療的ケア シュウマツキ イリョウテキ				在宅での看取り ザイタク ミト				24時間対応 ジカン タイオウ						在宅人工呼吸器の管理 ザイタク ジンコウ コキュウキ カンリ										気管カニューレの交換 キカン コウカン										気管カニューレの管理（日常の交換以外の対応） キカン カンリ ニチジョウ コウカン イガイ タイオウ										気管内吸引 キカンナイ キュウイン										食事介助 ショクジ カイジョ										経鼻チューブの交換 ケイビ コウカン										ストーマの管理 カンリ										尿道カテーテルの管理 ニョウドウ カンリ										導尿 ドウニョウ										入浴介助 ニュウヨク カイジョ										看護師によるリハビリテーション カンゴシ										OTもしくはPTによるリハビリテーション										中心静脈カテーテル管理 チュウシン ジョウミャク カンリ										高カロリー輸液の管理 コウ ユエキ カンリ										薬剤の静注（抗生物質や利尿剤など） ヤクザイ ジョウチュウ コウセイ ブッシツ リニョウザイ										麻薬による疼痛コントロール マヤク トウツウ										終末期の医療的ケア シュウマツキ イリョウテキ										在宅での看取り ザイタク ミト										24時間対応 ジカン タイオウ										外出の介助 ガイシュツ カイジョ										通院の介助 ツウイン カイジョ

		承諾可否 ショウダク カヒ												看護師 カンゴシ		作業療法士 サギョウ リョウホウシ		准看護師 ジュンカンゴシ		理学療法士 リガク リョウホウシ		保健師 ホケンシ		言語療法士 ゲンゴ リョウホウシ		その他 タ				成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ				乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ

		否 ヒ		曙訪問看護ステーション アケボノ ホウモン カンゴ		028-660-7803		028-683-5306		321-0901		宇都宮市平出町413番地		8		3		0		3		0		1				宇都宮、高根沢 ウツノミヤ タカネザワ		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		3		2		2		2		2		3		2		2		2		2		2		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		1		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		1		1		1		3		3		3		1		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		2		2		2		2		2		いつも大変お世話になっております。当STでも数名の小児利用者をNS、PT、OTでサポートしています。又、貴院のショートステイを利用させて頂いております。ご利用者様、家族が安心して過ごせるよう地域でサポートできたらと考えています。どうぞよろしくお願い申し上げます。 タイヘン セワ トウ スウメイ ショウニ リヨウシャ マタ キ イン リヨウ イタダ リヨウシャサマ カゾク アンシン ス チイキ カンガ ネガ モウ ア

		否 ヒ		とちぎメディカルセンター		0282-22-5810		0282-225812		328-0043		栃木市境町27-21		9		0		4		1		0		1		2		栃木市、小山市、壬生町 トチギシ オヤマシ ミブマチ		1		1		1		0		1		1		1		1		1		0		1		0		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		0		1		1		3		2		1		1		1		1		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		2		2		2		1		1		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		1		1		1		1		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		2		2		2		2		2

		否 ヒ		あいケアステーション		0282-23-6221		0282-24-9850		328-0074		栃木市薗部町2-5-9		1		0		2		2		0		0				栃木市 トチギシ		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		3		2		2		2		2		3		2		2		2		2		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		3		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		3		2		2		2		2		3		2		2		2		2		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		2		2		2		2		3

		否 ヒ		訪問看護ステーションこすもす		0285-80-5511		0285-80-5512		321-4337		真岡市上高間木2-24-4		4		2		0		1		0		0						1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		3		2		2		2		3		3		2		2		2		3		3		2		2		2		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		3		3		3		3		3		3		3		2		2		2		3		3		2		2		2		3		3		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		2		2		2		2		3		2		2		2		2		3		2		2		2		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		1		3		3		3		3		3		2		2		2		2		2		緊急時に主治医又はバッックベットのある病院との連携がとれる体制が整っていないと、在宅での対応に不安があります。
現在のところ、小児科、精神科看護を経験したスタッフがいない為、受け入れに不安がありますので今回はガイドマップ等に公表することに同意する事は控えさせていただきたいと思います。 キンキュウジ シュジイ マタ ビョウイン レンケイ タイセイ トトノ ザイタク タイオウ フアン ゲンザイ ショウニカ セイシンカ カンゴ ケイケン タメ ウ イ フアン コンカイ ナド コウヒョウ ドウイ コト ヒカ オモ

		否 ヒ		訪問看護ステーションひばり		0289-64-7226		0289-64-2225		322-8550		鹿沼市下田町1-1033		6		1		0		1		0		0				市内及び近隣市 シナイ オヨ キンリン シ		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		0		1		1		2

chizuru_tanaka: 未記入		1		1		2		2		1		2		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		1		3		3		1		1		1		3		3		3		3		1		3		3		1		1		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		1		3		3		3		1		1		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1

		否 ヒ		訪問看護ステーション那須		0287-73-5048		0287-63-4566		325-0023		那須塩原市豊浦10-706		5		0		2		0		0		0				那須塩原市、大田原市、那須町 ナスシオバラ シ オオタワラシ ナスマチ		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		0		0		1		0		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		2

chizuru_tanaka: 未記入		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1

		承諾 ショウダク		さくら訪問看護ステーション		0287-29-3252		0287-29-3252		324-0058		大田原市紫塚3-2633-10		5		0		0		1		0		0				大田原市、那須塩原市、矢板市 オオタワラシ ナスシオバラ シ ヤイタ シ		1		0		1		1		1		1		1		1		1		0		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		0		1		1		3		3		3		3		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		小児の受入数（実績）が少ないので、実際依頼があった場合、入院中から手技等の指導を受けたいと思います。 ショウニ ウケイレスウ ジッセキ スク ジッサイ イライ バアイ ニュウインチュウ シュギ ナド シドウ ウ オモ

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションたんぽぽ		0280-57-1888		0280-57-3819		329-0101		下都賀郡野木町友沼5119-12		20		3		0		5		0		0		2		野木町、小山市、旧藤岡町 ノギマチ オヤマシ キュウ フジオカマチ		1		1		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		1		1		1		1		1		1		0		0		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		3		1		1		1		1		1		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		3		3		3		3		3		1		1		3		2		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		2		2		2		2		2		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		受け入れてくれる訪問看護Stの数が少ないと思います。研修会の機会を設けてサービス体制が構築できると良いと思います。 ウ イ ホウモン カンゴ カズ スク オモ ケンシュウカイ キカイ モウ タイセイ コウチク ヨ オモ

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションうつのみや		028-612-6103		028-612-6104		320-0852		宇都宮市下砥上町字並塚643番地1		11		0		0		0		0		0		1		宇都宮市、壬生町 ウツノミヤシ ミブマチ		1		1		0		0		1		1		1		1		1		0		0		0		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		2

chizuru_tanaka: 未記入		3		3		3		3		1		2		2		2		2		2		3		3		3		1		1		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		3		3		3		1		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		3		3		3		1		1		3		3		3		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーション石橋		0285-52-2293		0285-52-2268		329-0511		下野市石橋628番地		7		0		0		1		0		0		1		下野市、上三川町、壬生町、宇都宮市（部） シモノ シ カミノカワマチ ミブマチ ウツノミヤシ ブ		1		1		0		0		1		1		1		1		1		0		1		0		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		3		1		1		1		1		1		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		1		3		3		3		3		3		3		3		3		1		1		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		2		2		2		2		2		最近、訪問依頼が増えてきていますが、私たち看護師の力量不足から利用者家族へ満足のいく看護が提供できないように感じています。現在の、利用者家族から教わることが多くあり、私たちが勉強になります。ただ、訪問していて思うことは、ご両親の今までの経験でケアが進み危険であり、指導させていただいても理解が得られないこともあり、ジレンマとなっています。例）誤嚥性肺炎を繰り返している方にヘッドアップして食事を摂るよう説明してもフラットのままであったり、他の方でPEG造設されているので、栄養はPEGからにして経口からは楽しみ程度にしてと言っても、食事を経口から摂るなど。 サイキン ホウモン イライ フ ワタクシ カンゴシ リキリョウ ブソク リヨウシャ カゾク マンゾク カンゴ テイキョウ カン ゲンザイ リヨウシャ カゾク オソ オオ ワタシ ベンキョウ ホウモン オモ リョウシン イマ ケイケン スス キケン シドウ リカイ エ レイ ゴエンセイ ハイエン ク カエ カタ ショクジ ト セツメイ ホカ カタ ゾウ セツ エイヨウ ケイコウ タノ テイド イ ショクジ ケイコウ ト

		承諾 ショウダク		マロニエ訪問看護ステーション		0287-37-6322		0287-39-3305		329-2763		那須塩原市井口537-3 にしなすの総合在宅ｹｱｾﾝﾀｰ内		5		7		0		5		0		2		1		那須塩原市、那須町、大田原市　リハビリのみ→那珂川町訪問可能 ナスシオバラ シ ナスマチ オオタワラシ ナカガワ マチ ホウモン カノウ		1		1		1		0		1		1		1		1		0		0		0		1		1		1		1		1		1		0		1		1		1		1		1		1		0		0		1		1		1		0		1		0		0		0		1		0		1		1		1		1		1		1		3		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーション佐野		0283-86-7013		0283-86-7031		327-0847		佐野市天神町７７４－２２ メープルハイツ１０１号室		3		0		1		0		0		0		1		足利市、佐野市、栃木市（旧岩船市） アシカガシ サノシ トチギシ キュウ イワフネ シ		0		0		0		0		1		0		1		0		1		0		0		0		1		0		0		0		1		0		1		0		0		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		2		2		2		2		2		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1

		承諾 ショウダク		とちぎ訪問看護ステーションくろばね		0287-54-0507		0287-54-0580		324-0241		大田原市黒羽向町142番地		6		0		0		0		1		0		2		大田原市、那須塩原市、那須町、那珂川町 オオタワラシ ナスシオバラ シ ナスマチ ナカガワマチ		1		0		0		0		1		1		1		1		1		0		1		0		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		3		3		3		3		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		1		2		2		2		2		2		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3

		承諾 ショウダク		鹿沼訪問看護ステーション		0289-60-5650		0289-60-1687		322-0021		鹿沼市上野町320-3高橋ビル１階１０３号室		5		0		0		0		0		0				鹿沼市、旧宇都宮市、旧今市市、壬生町、西片町 カヌマシ キュウ ウツノミヤシ キュウ イマイチシ ミブマチ ニシカタマチ		0		0		0		0		0		0		1		0		1		0		0		0		1		0		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		2

chizuru_tanaka: 未記入		2		2		2		2		1		2		2		2		2		3		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションほっと		028-626-5739		028-625-8201		321-0974		宇都宮市竹林町958		11		0		0		2		0		0		0		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2

		承諾 ショウダク		芳賀赤十字訪問看護ステーション		0285-84-8266		0285-84-8266		321-4306		真岡市台町2461		6		0		0		0		0		0		0		芳賀郡全域（真岡市、益子町、芳賀町、茂木町） ハガ グン ゼンイキ モオカシ マシコマチ ハガマチ モギ マチ		1		1		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		3		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		当ステーションは今年度小児在宅医との連携を開始することができました。安心して在宅療養を継続できるよう、多職種と連携し、実施しています。高齢者が介護サービスを選択するように、サービスの充実は得られていません。現実は家族だけで利用者（児）のケアを実施しているケースもあり家族の介護負担は大きいと考えます。負担軽減のためには、スムーズなレスパイト入院や日中の一時お預かり等充実した施設が増えることでさらに安心した療養環境の提供ができると思います。よろしくお願いいたします。 トウ コンネンド ショウニ ザイタク イ レンケイ カイシ アンシン ザイタク リョウヨウ ケイゾク タ ショクシュ レンケイ ジッシ コウレイシャ カイゴ センタク ジュウジツ エ ゲンジツ カゾク リヨウシャ ジ ジッシ カゾク カイゴ フタン オオ カンガ フタン ケイゲン ニュウイン ニッチュウ イチジ アズ ナド ジュウジツ シセツ フ アンシン リョウヨウ カンキョウ テイキョウ オモ ネガ

		承諾 ショウダク		とちぎ訪問看護ステーションみぶ		0282-82-7262		0282-82-7260		321-0218		下都賀郡壬生町落合1-18-12		16		0		0		0		0		0		1		上三川町、下野市、壬生町、宇都宮 カミノカワマチ シモノ シ ミブ チョウ ウツノミヤ		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		1		0		1		1		1		1		1		1		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		病院との連携が大切。在宅生活を支援するためにチームで対応する（介護者の支援） ビョウイン レンケイ タイセツ ザイタク セイカツ シエン タイオウ カイゴシャ シエン

		承諾 ショウダク		ＷＡＤＥＷＡＤＥ訪問看護ステーション		028-666-5420		028-666-5460		321-0923		栃木県宇都宮市下栗町2913-1 ３２１－０９２３		12		0		0		0		0		0				宇都宮市、上三川町、 ウツノミヤシ カミノカワマチ		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		0		0		1		0		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		重心の方を看る側（介護者）の負担軽減の必要性を感じてしまいます。まだまだ「私がやらなければ」という気持ちが強く、様々な資源活用へと動きが進むような発信が大切だと思っています。 ジュウシン カタ ミ ガワ カイゴシャ フタン ケイゲン ヒツヨウセイ カン ワタシ キモ ツヨ サマザマ シゲン カツヨウ ウゴ スス ハッシン タイセツ オモ

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションあい		0287-83-8035		0287-83-8222		321-0628		那須烏山市金井2-5-9 ベンチャープラザ7号室 ゴウシツ		8		0		1		0		0		0		1		那須烏山市、那珂川町、茂木町、一貝町 ナスカラスヤマシ ナカガワマチ モギマチ イチ ガイ マチ		1		1		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		0		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		小児や重心など医療依存度が高い方には家族が安心して預けられる事業所とスタッフが必要です（レスパイトの本当の意味で）訪問看護スタッフが動きやすい仕組みがあればもっと介入できると思います。例えば在宅以外への支援での算定が可能になる。長時間支援が可能になるなど。在宅支援診療所が多ければ助かります。開業医で努力してくださる医師の力で乗り切っている地域は特にそう感じます。後方病院親元病院との連携、地域との調整などスムーズにシームレスに行われるとうれしいです。行政からの介入が少なく、制度のことなど知らないまま苦労されている方が多いので、窓口での丁寧かつタイミングよく助言をしていただくと嬉しいです。 ショウニ ジュウシン イリョウ イゾンド タカ カタ カゾク アンシン アズ ジギョウショ ヒツヨウ ホントウ イミ ホウモン カンゴ ウゴ シク カイニュウ オモ タト ザイタク イガイ シエン サンテイ カノウ チョウジカン シエン カノウ ザイタク シエン シンリョウジョ オオ タス カイギョウイ ドリョク イシ チカラ ノ キ チイキ トク カン コウホウ ビョウイン オヤモト ビョウイン レンケイ チイキ チョウセイ オコナ ギョウセイ カイニュウ スク セイド シ クロウ カタ オオ マドグチ テイネイ ジョゲン ウレ

		承諾 ショウダク		あおい訪問看護ステーション		0284-73-9456		0284-72-7600		326-0831		足利市堀込町2556 セレッソ・コート１階		16		0		0		4		0		0				足利市とその周辺（佐野市、館林市、巴楽町、太田市、桐生市） アシカガシ シュウヘン サノシ タテバヤシシ トモエ ラク マチ オオタシ キリュウシ		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1

		承諾 ショウダク		那須赤十字訪問看護ステーション		0287-23-8866		0287-23-8903		324-8686		大田原市中田原1081-4		8		1		0		0		0		0				大田原市、那須塩原市（一部を除く） オオタワラシ ナスシオバラ シ イチブ ノゾ		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		1		1		0		1		0		1		1		1		0		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションゆりの木		0287-47-5123		0287-47-5124		324-0028		大田原市山の手1-1-7 ヤマ テ		4		0		0		0		0		0				大田原市、那須塩原市、那珂川町 オオタワラシ ナスシオバラ シ ナカガワマチ		1		1		1		0		1		1		1		1		0		0		0		1		1		0		1		1		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		0		0		1		0		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		3		1		1		1		1		2		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		3		1		1		1		1		3		1		1		1		1		1		1		1		1		3		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		3		3		1		3		3		1		1		1		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		重症心身障害児施設で勤務したことのある看護師が2名いますので積極的に依頼があれば支援させていただきたいと思っています。こどもはやはり親元で成長発達できることが何よりも必要なことであると思っています。 ジュウショウ シンシン ショウガイ ジ シセツ キンム カンゴシ メイ セッキョクテキ イライ シエン オモ オヤモト セイチョウ ハッタツ ナニ ヒツヨウ オモ

		承諾 ショウダク		ライフ訪問看護リハビリテーション		0284-64-8799		0284-64-8335		326-0831		足利市堀込町2656-7　ASKビル３０１号		5		0		0		1		0		0		0		足利市、佐野市、館林市、邑楽郡、太田市、桐生市 アシカガシ サノシ タテバヤシシ オウラ グン オオタシ キリュウシ		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		この件に関する研修の案内が少ないため、学ぶ機会をもっと増やしてほしい ケン カン ケンシュウ アンナイ スク マナ キカイ フ

		承諾 ショウダク		わくわく訪問看護ステーションおやま		0285-24-6575		0285-20-0255		323-0022		小山市駅東通り3-9-6		11		0		0		5		0		0		0		小山市、結城市（茨城県）、下野市の一部、栃木市（PTのみ） オヤマシ ユウキシ イバラキケン シモノ シ イチブ トチギシ		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		1		1		1		1		3		3		3		1		1		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		自立支援のケアマネージャーがいるが、医療福祉行政をうまく連携してまとめる役割が果たせていない。それぞれが別々で動いており、介護者が困ったときの相談窓口に迷う。 ジリツ シエン イリョウ フクシ ギョウセイ レンケイ ヤクワリ ハ ベツベツ ウゴ カイゴシャ コマ ソウダン マドグチ マヨ

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーション風		028-612-1333		028-612-1384		321-0117		宇都宮市城南3丁目5-6		3		1		0		1		0		0				宇都宮、鹿沼、下野、壬生 ウツノミヤ カヌマ シモノ ミブ		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		1		1		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1

		承諾 ショウダク		宮の橋訪問看護ステーション		028-635-9839		028-635-9839		321-0963		宇都宮市南大通り1-1-23		7		0		0		1		0		0		0		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		1		1		0		1		1		1		1		1		0		0		0		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		レスパイト等受け入れ先が少ない。市のコーディネーター様がご多忙の様子であり、要望に対しての対応にかなりの時間を要する（対応されないこともある）。年度変わるときなど、担当者（市）の引き継ぎがされず、進んでいた調整も振り出しに戻ってしまうことがある。 トウ ウ イ サキ スク シ サマ タボウ ヨウス ヨウボウ タイ タイオウ ジカン ヨウ タイオウ ネンド カ タントウシャ シ ヒ ツ スス チョウセイ フ ダ モド

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションオリーブ		0282-27-8414		0282-27-8415		328-0027		栃木市今泉町1丁目17番29号		7		0		0		0		0		0				栃木市、小山市、下野市、壬生町 トチギシ オヤマシ シモノ シ ミブ マチ		1		1		1		0		1		1		1		1		0		0		0		0		1		1		1		1		0		0		1		1		1		0		1		1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションマザーの家		0283-85-7771		0283-85-7772		327-0504		佐野市中町942-1		2		0		3		0		0		0				佐野市 サノシ		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーション卯の郷		028-682-7770		028-682-7766		329-1311		さくら市氏家2650番地		3		0		0		0		0		0				さくら市（周辺15ｋｍ以内）、塩谷町、那須烏山市、宇都宮市、高根沢町 シ シュウヘン イナイ シオヤ マチ ナスカラスヤマシ ウツノミヤシ タカネザワ マチ		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		3		3		3		3		3		1		2		2		2		2		2		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		2		2		2		3		3		3		3		1		1		1		3		3		3		3		1		2		2		2		2		2		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		2		2		2		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションたかねざわ		028-680-1701		028-680-1702		329-1233		塩谷郡高根沢町宝積寺2426-8 		16		0		0		0		0		0				高根沢町、さくら市、那須烏山市、芳賀町、市貝町、茂木町、益子町、宇都宮市 タカネザワマチ シ ナスカラスヤマシ ハガ マチ イチ カイ チョウ モギマチ マシコ チョウ ウツノミヤシ		1		1		1		0		1		1		1		1		1		0		1		0		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		2		2		2		2		2

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションみどり		0285-45-8362		0285-45-8397		329-0214		小山市乙女786-1		3		0		1		0		0		0				小山市、栃木市、古河市、結城市 オヤマシ トチギシ コガシ ユウキシ		0		0		1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		1		0		1		0		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		3		2		2		2		3		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		1		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		1		1		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		訪問看護師がもっと社会資源として同行できるとよいと思う。在宅での療養はもっと看護師が活躍できる体制が整うとよいと思った。 ホウモン カンゴシ シャカイ シゲン ドウコウ オモ ザイタク リョウヨウ カンゴシ カツヤク タイセイ トトノ オモ

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションあるく		028-643-5586		028-678-8796		320-0036		宇都宮市小幡2-6-14 		5		0		1		0		0		0		1		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		0		1		0		1		0		1		0		0		1		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3

		承諾 ショウダク		とちぎ訪問看護ステーションおやま		0285-39-8602		0285-39-8607		323-0827		栃木県小山市神鳥谷2251-7 ３２３－０８２７		12		0		0		0		0		0		1		小山市、下野市（南部）、野木町（北部） オヤマシ シモノ シ ナンブ ノギ マチ ホクブ		1		1		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		1		1		1		0		0		1		0		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		3		3		1		1		1		3		1		1		1		1		小児の重症心身障害児の訪問看護を行っていく上で。たびたび感じるのが成長に伴った教育、就学が難しく親御さんの希望通りにいかないことが多く残念に思います。難しいところだと思いますが… ショウニ ジュウショウ シンシン ショウガイジ ホウモン カンゴ オコナ ウエ カン セイチョウ トモナ キョウイク シュウガク ムズカ オヤゴ キボウ ドオ オオ ザンネン オモ ムズカ オモ

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションここあ		028-600-3735		028-600-3736		321-2116		栃木県宇都宮市徳次郎町998-9 ３２１－２１１６		10		1		0		1		0		0		2		宇都宮市、日光市、 ウツノミヤシ ニッコウシ		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2

chizuru_tanaka: 未記入		

chizuru_tanaka: 未記入		

chizuru_tanaka: 未記入		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3







訪問看護事業所 (記述)

		Ｑ1.貴施設について、お伺いいたします キ シセツ ウカガ

		1		事業所名 ジギョウショ メイ

		2		電話番号 デンワ バンゴウ

		3		FAX番号 バンゴウ

		4		所在地 ショザイチ

		5		職員構成（常勤・非常勤は問いません） ショクイン コウセイ ジョウキン ヒジョウキン ト

						看護師 カンゴシ

						作業療法士 サギョウ リョウホウシ

						准看護師 ジュンカンゴシ

						理学療法士 リガク リョウホウシ

						保健師 ホケンシ

						言語療法士 ゲンゴ リョウホウシ

						その他 タ

		6		訪問可能な主な市町村 ホウモン カノウ オモ シチョウソン

		Q2.いままでに以下の項目を在宅看護で行ったことがありますか（あるものすべてにチェックをしてください） イカ コウモク ザイタク カンゴ オコナ

								成人在宅 セイジン ザイタク				小児在宅 ショウニ ザイタク

				在宅人工呼吸器の管理 ザイタク ジンコウ コキュウキ カンリ

				気管カニューレの交換 キカン コウカン

				気管カニューレ部位のガーゼ交換 キカン ブイ コウカン

				気管内吸引 キカンナイ キュウイン

				食事介助 ショクジ カイジョ

				経鼻チューブの交換 ケイビ コウカン

				胃瘻の管理 イロウ カンリ

				経管栄養の注入 ケイカン エイヨウ チュウニュウ

				ストーマの管理 カンリ

				尿道カテーテルの管理 ニョウドウ カンリ

				導尿 ドウニョウ

				入浴介助 ニュウヨク カイジョ

				看護師によるリハビリテーション カンゴシ

				OTもしくはPTによるリハビリテーション

				中心静脈カテーテル管理 チュウシン ジョウミャク カンリ

				高カロリー輸液の管理 コウ ユエキ カンリ

				薬剤の静注（抗生物質や利尿剤など） ヤクザイ ジョウチュウ コウセイ ブッシツ リニョウザイ

				麻薬による疼痛コントロール マヤク ウズ ツウ

				終末期の医療的ケア シュウマツキ イリョウテキ

				在宅での看取り ザイタク ミト

				24時間対応 ジカン タイオウ

		Q3.現時点で、依頼のあった場合、重症心身障害児（者）の在宅医療を行うことはできますか ゲンジテン イライ バアイ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ ザイタク イリョウ オコナ

		1		できる

		2		できない

		3		要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン

		Q4.依頼があった場合に可能な医療的ケアと身体介護についてお答えください イライ バアイ カノウ イリョウテキ シンタイ カイゴ コタ

		※個別シートにて対応 コベツ タイオウ



				Ｑ1.貴施設について、お伺いいたします キ シセツ ウカガ										Q5.重症心身障害児（者）の方に対する医療、在宅生活等についてお気づきのことなど、ご自由にお書きください ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ カタ タイ イリョウ ザイタク セイカツナド キ ジユウ カ

				事業所名 ジギョウショ メイ		電話番号 デンワ バンゴウ		FAX番号 バンゴウ		郵便番号 ユウビンバンゴウ		所在地 ショザイチ

		承諾可否 ショウダク カヒ

		否 ヒ		曙訪問看護ステーション アケボノ ホウモン カンゴ		028-660-7803		028-683-5306		321-0901		宇都宮市平出町413番地		いつも大変お世話になっております。当STでも数名の小児利用者をNS、PT、OTでサポートしています。又、貴院のショートステイを利用させて頂いております。ご利用者様、家族が安心して過ごせるよう地域でサポートできたらと考えています。どうぞよろしくお願い申し上げます。 タイヘン セワ トウ スウメイ ショウニ リヨウシャ マタ キ イン リヨウ イタダ リヨウシャサマ カゾク アンシン ス チイキ カンガ ネガ モウ ア

		否 ヒ		とちぎメディカルセンター		0282-22-5810		0282-225812		328-0043		栃木市境町27-21

		否 ヒ		あいケアステーション		0282-23-6221		0282-24-9850		328-0074		栃木市薗部町2-5-9

		否 ヒ		訪問看護ステーションこすもす		0285-80-5511		0285-80-5512		321-4337		真岡市上高間木2-24-4		緊急時に主治医又はバッックベットのある病院との連携がとれる体制が整っていないと、在宅での対応に不安があります。
現在のところ、小児科、精神科看護を経験したスタッフがいない為、受け入れに不安がありますので今回はガイドマップ等に公表することに同意する事は控えさせていただきたいと思います。 キンキュウジ シュジイ マタ ビョウイン レンケイ タイセイ トトノ ザイタク タイオウ フアン ゲンザイ ショウニカ セイシンカ カンゴ ケイケン タメ ウ イ フアン コンカイ ナド コウヒョウ ドウイ コト ヒカ オモ

		否 ヒ		訪問看護ステーションひばり		0289-64-7226		0289-64-2225		322-8550		鹿沼市下田町1-1033

		否 ヒ		訪問看護ステーション那須		0287-73-5048		0287-63-4566		325-0023		那須塩原市豊浦10-706

		承諾 ショウダク		さくら訪問看護ステーション		0287-29-3252		0287-29-3252		324-0058		大田原市紫塚3-2633-10		小児の受入数（実績）が少ないので、実際依頼があった場合、入院中から手技等の指導を受けたいと思います。 ショウニ ウケイレスウ ジッセキ スク ジッサイ イライ バアイ ニュウインチュウ シュギ ナド シドウ ウ オモ

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションたんぽぽ		0280-57-1888		0280-57-3819		329-0101		下都賀郡野木町友沼5119-12		受け入れてくれる訪問看護Stの数が少ないと思います。研修会の機会を設けてサービス体制が構築できると良いと思います。 ウ イ ホウモン カンゴ カズ スク オモ ケンシュウカイ キカイ モウ タイセイ コウチク ヨ オモ

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションうつのみや		028-612-6103		028-612-6104		320-0852		宇都宮市下砥上町字並塚643番地1

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーション石橋		0285-52-2293		0285-52-2268		329-0511		下野市石橋628番地		最近、訪問依頼が増えてきていますが、私たち看護師の力量不足から利用者家族へ満足のいく看護が提供できないように感じています。現在の、利用者家族から教わることが多くあり、私たちが勉強になります。ただ、訪問していて思うことは、ご両親の今までの経験でケアが進み危険であり、指導させていただいても理解が得られないこともあり、ジレンマとなっています。例）誤嚥性肺炎を繰り返している方にヘッドアップして食事を摂るよう説明してもフラットのままであったり、他の方でPEG造設されているので、栄養はPEGからにして経口からは楽しみ程度にしてと言っても、食事を経口から摂るなど。 サイキン ホウモン イライ フ ワタクシ カンゴシ リキリョウ ブソク リヨウシャ カゾク マンゾク カンゴ テイキョウ カン ゲンザイ リヨウシャ カゾク オソ オオ ワタシ ベンキョウ ホウモン オモ リョウシン イマ ケイケン スス キケン シドウ リカイ エ レイ ゴエンセイ ハイエン ク カエ カタ ショクジ ト セツメイ ホカ カタ ゾウ セツ エイヨウ ケイコウ タノ テイド イ ショクジ ケイコウ ト

		承諾 ショウダク		マロニエ訪問看護ステーション		0287-37-6322		0287-39-3305		329-2763		那須塩原市井口537-3 にしなすの総合在宅ｹｱｾﾝﾀｰ内

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーション佐野		0283-86-7013		0283-86-7031		327-0847		佐野市天神町７７４－２２ メープルハイツ１０１号室

		承諾 ショウダク		とちぎ訪問看護ステーションくろばね		0287-54-0507		0287-54-0580		324-0241		大田原市黒羽向町142番地

		承諾 ショウダク		鹿沼訪問看護ステーション		0289-60-5650		0289-60-1687		322-0021		鹿沼市上野町320-3高橋ビル１階１０３号室

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションほっと		028-626-5739		028-625-8201		321-0974		宇都宮市竹林町958

		承諾 ショウダク		芳賀赤十字訪問看護ステーション		0285-84-8266		0285-84-8266		321-4306		真岡市台町2461		当ステーションは今年度小児在宅医との連携を開始することができました。安心して在宅療養を継続できるよう、多職種と連携し、実施しています。高齢者が介護サービスを選択するように、サービスの充実は得られていません。現実は家族だけで利用者（児）のケアを実施しているケースもあり家族の介護負担は大きいと考えます。負担軽減のためには、スムーズなレスパイト入院や日中の一時お預かり等充実した施設が増えることでさらに安心した療養環境の提供ができると思います。よろしくお願いいたします。 トウ コンネンド ショウニ ザイタク イ レンケイ カイシ アンシン ザイタク リョウヨウ ケイゾク タ ショクシュ レンケイ ジッシ コウレイシャ カイゴ センタク ジュウジツ エ ゲンジツ カゾク リヨウシャ ジ ジッシ カゾク カイゴ フタン オオ カンガ フタン ケイゲン ニュウイン ニッチュウ イチジ アズ ナド ジュウジツ シセツ フ アンシン リョウヨウ カンキョウ テイキョウ オモ ネガ

		承諾 ショウダク		とちぎ訪問看護ステーションみぶ		0282-82-7262		0282-82-7260		321-0218		下都賀郡壬生町落合1-18-12		病院との連携が大切。在宅生活を支援するためにチームで対応する（介護者の支援） ビョウイン レンケイ タイセツ ザイタク セイカツ シエン タイオウ カイゴシャ シエン

		承諾 ショウダク		ＷＡＤＥＷＡＤＥ訪問看護ステーション		028-666-5420		028-666-5460		321-0923		栃木県宇都宮市下栗町2913-1 ３２１－０９２３		重心の方を看る側（介護者）の負担軽減の必要性を感じてしまいます。まだまだ「私がやらなければ」という気持ちが強く、様々な資源活用へと動きが進むような発信が大切だと思っています。 ジュウシン カタ ミ ガワ カイゴシャ フタン ケイゲン ヒツヨウセイ カン ワタシ キモ ツヨ サマザマ シゲン カツヨウ ウゴ スス ハッシン タイセツ オモ

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションあい		0287-83-8035		0287-83-8222		321-0628		那須烏山市金井2-5-9 ベンチャープラザ7号室 ゴウシツ		小児や重心など医療依存度が高い方には家族が安心して預けられる事業所とスタッフが必要です（レスパイトの本当の意味で）訪問看護スタッフが動きやすい仕組みがあればもっと介入できると思います。例えば在宅以外への支援での算定が可能になる。長時間支援が可能になるなど。在宅支援診療所が多ければ助かります。開業医で努力してくださる医師の力で乗り切っている地域は特にそう感じます。後方病院親元病院との連携、地域との調整などスムーズにシームレスに行われるとうれしいです。行政からの介入が少なく、制度のことなど知らないまま苦労されている方が多いので、窓口での丁寧かつタイミングよく助言をしていただくと嬉しいです。 ショウニ ジュウシン イリョウ イゾンド タカ カタ カゾク アンシン アズ ジギョウショ ヒツヨウ ホントウ イミ ホウモン カンゴ ウゴ シク カイニュウ オモ タト ザイタク イガイ シエン サンテイ カノウ チョウジカン シエン カノウ ザイタク シエン シンリョウジョ オオ タス カイギョウイ ドリョク イシ チカラ ノ キ チイキ トク カン コウホウ ビョウイン オヤモト ビョウイン レンケイ チイキ チョウセイ オコナ ギョウセイ カイニュウ スク セイド シ クロウ カタ オオ マドグチ テイネイ ジョゲン ウレ

		承諾 ショウダク		あおい訪問看護ステーション		0284-73-9456		0284-72-7600		326-0831		足利市堀込町2556 セレッソ・コート１階

		承諾 ショウダク		那須赤十字訪問看護ステーション		0287-23-8866		0287-23-8903		324-8686		大田原市中田原1081-4

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションゆりの木		0287-47-5123		0287-47-5124		324-0028		大田原市山の手1-1-7 ヤマ テ		重症心身障害児施設で勤務したことのある看護師が2名いますので積極的に依頼があれば支援させていただきたいと思っています。こどもはやはり親元で成長発達できることが何よりも必要なことであると思っています。 ジュウショウ シンシン ショウガイ ジ シセツ キンム カンゴシ メイ セッキョクテキ イライ シエン オモ オヤモト セイチョウ ハッタツ ナニ ヒツヨウ オモ

		承諾 ショウダク		ライフ訪問看護リハビリテーション		0284-64-8799		0284-64-8335		326-0831		足利市堀込町2656-7　ASKビル３０１号		この件に関する研修の案内が少ないため、学ぶ機会をもっと増やしてほしい ケン カン ケンシュウ アンナイ スク マナ キカイ フ

		承諾 ショウダク		わくわく訪問看護ステーションおやま		0285-24-6575		0285-20-0255		323-0022		小山市駅東通り3-9-6		自立支援のケアマネージャーがいるが、医療福祉行政をうまく連携してまとめる役割が果たせていない。それぞれが別々で動いており、介護者が困ったときの相談窓口に迷う。 ジリツ シエン イリョウ フクシ ギョウセイ レンケイ ヤクワリ ハ ベツベツ ウゴ カイゴシャ コマ ソウダン マドグチ マヨ

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーション風		028-612-1333		028-612-1384		321-0117		宇都宮市城南3丁目5-6

		承諾 ショウダク		宮の橋訪問看護ステーション		028-635-9839		028-635-9839		321-0963		宇都宮市南大通り1-1-23		レスパイト等受け入れ先が少ない。市のコーディネーター様がご多忙の様子であり、要望に対しての対応にかなりの時間を要する（対応されないこともある）。年度変わるときなど、担当者（市）の引き継ぎがされず、進んでいた調整も振り出しに戻ってしまうことがある。 トウ ウ イ サキ スク シ サマ タボウ ヨウス ヨウボウ タイ タイオウ ジカン ヨウ タイオウ ネンド カ タントウシャ シ ヒ ツ スス チョウセイ フ ダ モド

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションオリーブ		0282-27-8414		0282-27-8415		328-0027		栃木市今泉町1丁目17番29号

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションマザーの家		0283-85-7771		0283-85-7772		327-0504		佐野市中町942-1

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーション卯の郷		028-682-7770		028-682-7766		329-1311		さくら市氏家2650番地

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションたかねざわ		028-680-1701		028-680-1702		329-1233		塩谷郡高根沢町宝積寺2426-8 

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションみどり		0285-45-8362		0285-45-8397		329-0214		小山市乙女786-1		訪問看護師がもっと社会資源として同行できるとよいと思う。在宅での療養はもっと看護師が活躍できる体制が整うとよいと思った。 ホウモン カンゴシ シャカイ シゲン ドウコウ オモ ザイタク リョウヨウ カンゴシ カツヤク タイセイ トトノ オモ

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションあるく		028-643-5586		028-678-8796		320-0036		宇都宮市小幡2-6-14 

		承諾 ショウダク		とちぎ訪問看護ステーションおやま		0285-39-8602		0285-39-8607		323-0827		栃木県小山市神鳥谷2251-7 ３２３－０８２７		小児の重症心身障害児の訪問看護を行っていく上で。たびたび感じるのが成長に伴った教育、就学が難しく親御さんの希望通りにいかないことが多く残念に思います。難しいところだと思いますが… ショウニ ジュウショウ シンシン ショウガイジ ホウモン カンゴ オコナ ウエ カン セイチョウ トモナ キョウイク シュウガク ムズカ オヤゴ キボウ ドオ オオ ザンネン オモ ムズカ オモ

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションここあ		028-600-3735		028-600-3736		321-2116		栃木県宇都宮市徳次郎町998-9 ３２１－２１１６







訪問看護事業所 (作業)

		Ｑ1.貴施設について、お伺いいたします キ シセツ ウカガ

		1		事業所名 ジギョウショ メイ

		2		電話番号 デンワ バンゴウ

		3		FAX番号 バンゴウ

		4		所在地 ショザイチ

		5		職員構成（常勤・非常勤は問いません） ショクイン コウセイ ジョウキン ヒジョウキン ト

						看護師 カンゴシ

						作業療法士 サギョウ リョウホウシ

						准看護師 ジュンカンゴシ

						理学療法士 リガク リョウホウシ

						保健師 ホケンシ

						言語療法士 ゲンゴ リョウホウシ

						その他 タ

		6		訪問可能な主な市町村 ホウモン カノウ オモ シチョウソン

		Q2.いままでに以下の項目を在宅看護で行ったことがありますか（あるものすべてにチェックをしてください） イカ コウモク ザイタク カンゴ オコナ

								成人在宅 セイジン ザイタク				小児在宅 ショウニ ザイタク

				在宅人工呼吸器の管理 ザイタク ジンコウ コキュウキ カンリ

				気管カニューレの交換 キカン コウカン

				気管カニューレ部位のガーゼ交換 キカン ブイ コウカン

				気管内吸引 キカンナイ キュウイン

				食事介助 ショクジ カイジョ

				経鼻チューブの交換 ケイビ コウカン

				胃瘻の管理 イロウ カンリ

				経管栄養の注入 ケイカン エイヨウ チュウニュウ

				ストーマの管理 カンリ

				尿道カテーテルの管理 ニョウドウ カンリ

				導尿 ドウニョウ

				入浴介助 ニュウヨク カイジョ

				看護師によるリハビリテーション カンゴシ

				OTもしくはPTによるリハビリテーション

				中心静脈カテーテル管理 チュウシン ジョウミャク カンリ

				高カロリー輸液の管理 コウ ユエキ カンリ

				薬剤の静注（抗生物質や利尿剤など） ヤクザイ ジョウチュウ コウセイ ブッシツ リニョウザイ

				麻薬による疼痛コントロール マヤク ウズ ツウ

				終末期の医療的ケア シュウマツキ イリョウテキ

				在宅での看取り ザイタク ミト

				24時間対応 ジカン タイオウ

		Q3.現時点で、依頼のあった場合、重症心身障害児（者）の在宅医療を行うことはできますか ゲンジテン イライ バアイ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ ザイタク イリョウ オコナ

		1		できる

		2		できない

		3		要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン

		Q4.依頼があった場合に可能な医療的ケアと身体介護についてお答えください イライ バアイ カノウ イリョウテキ シンタイ カイゴ コタ

		※個別シートにて対応 コベツ タイオウ



				Ｑ1.貴施設について、お伺いいたします キ シセツ ウカガ																																												Q2.いままでに以下の項目を在宅看護で行ったことがありますか（あるものすべてにチェックをしてください）【1.ある、0.ない】 イカ コウモク ザイタク カンゴ オコナ																																																																																				Q3		Q4.依頼があった場合に可能な医療的ケアと身体介護についてお答えください【1.できる、2.できない、3.要相談（条件による）】 イライ バアイ カノウ イリョウテキ シンタイ カイゴ コタ ヨウ ソウダン ジョウケン																																																																																																																																																																																																																		Q5.重症心身障害児（者）の方に対する医療、在宅生活等についてお気づきのことなど、ご自由にお書きください ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ カタ タイ イリョウ ザイタク セイカツナド キ ジユウ カ

				事業所名 ジギョウショ メイ		電話番号 デンワ バンゴウ		FAX番号 バンゴウ		郵便番号 ユウビンバンゴウ		所在地 ショザイチ		職員構成（常勤・非常勤は問いません）【人数：名】 ショクイン コウセイ ジョウキン ヒジョウキン ト ニンズウ メイ																																訪問可能な主な市町村 ホウモン カノウ オモ シチョウソン		在宅人工呼吸器の管理 ザイタク ジンコウ コキュウキ カンリ				気管カニューレの交換 キカン コウカン				気管カニューレ部位のガーゼ交換 キカン ブイ コウカン				気管内吸引 キカンナイ キュウイン				食事介助 ショクジ カイジョ				経鼻チューブの交換 ケイビ コウカン				胃瘻の管理 イロウ カンリ				経管栄養の注入 ケイカン エイヨウ チュウニュウ				ストーマの管理 カンリ				尿道カテーテルの管理 ニョウドウ カンリ				導尿 ドウニョウ				入浴介助 ニュウヨク カイジョ				看護師によるリハビリテーション カンゴシ				OTもしくはPTによるリハビリテーション				中心静脈カテーテル管理 チュウシン ジョウミャク カンリ				高カロリー輸液の管理 コウ ユエキ カンリ				薬剤の静注（抗生物質や利尿剤など） ヤクザイ ジョウチュウ コウセイ ブッシツ リニョウザイ				麻薬による疼痛コントロール マヤク ウズ ツウ				終末期の医療的ケア シュウマツキ イリョウテキ				在宅での看取り ザイタク ミト				24時間対応 ジカン タイオウ						在宅人工呼吸器の管理 ザイタク ジンコウ コキュウキ カンリ										気管カニューレの交換 キカン コウカン										気管カニューレの管理（日常の交換以外の対応） キカン カンリ ニチジョウ コウカン イガイ タイオウ										気管内吸引 キカンナイ キュウイン										食事介助 ショクジ カイジョ										経鼻チューブの交換 ケイビ コウカン										ストーマの管理 カンリ										尿道カテーテルの管理 ニョウドウ カンリ										導尿 ドウニョウ										入浴介助 ニュウヨク カイジョ										看護師によるリハビリテーション カンゴシ										OTもしくはPTによるリハビリテーション										中心静脈カテーテル管理 チュウシン ジョウミャク カンリ										高カロリー輸液の管理 コウ ユエキ カンリ										薬剤の静注（抗生物質や利尿剤など） ヤクザイ ジョウチュウ コウセイ ブッシツ リニョウザイ										麻薬による疼痛コントロール マヤク トウツウ										終末期の医療的ケア シュウマツキ イリョウテキ										在宅での看取り ザイタク ミト										24時間対応 ジカン タイオウ										外出の介助 ガイシュツ カイジョ										通院の介助 ツウイン カイジョ

		承諾可否 ショウダク カヒ												看護師 カンゴシ		作業療法士 サギョウ リョウホウシ		准看護師 ジュンカンゴシ		理学療法士 リガク リョウホウシ		保健師 ホケンシ		言語療法士 ゲンゴ リョウホウシ		その他 タ																						成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ				乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ

		否 ヒ		曙訪問看護ステーション アケボノ ホウモン カンゴ		028-660-7803		028-683-5306		321-0901		宇都宮市平出町413番地		8		3		0		3		0		1		0		宇都宮 ウツノミヤ		高根沢 タカネザワ														宇都宮市 ウツノミヤシ		宇都宮、高根沢 ウツノミヤ タカネザワ		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		3		2		2		2		2		3		2		2		2		2		2		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		1		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		1		1		1		3		3		3		1		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		2		2		2		2		2		いつも大変お世話になっております。当STでも数名の小児利用者をNS、PT、OTでサポートしています。又、貴院のショートステイを利用させて頂いております。ご利用者様、家族が安心して過ごせるよう地域でサポートできたらと考えています。どうぞよろしくお願い申し上げます。 タイヘン セワ トウ スウメイ ショウニ リヨウシャ マタ キ イン リヨウ イタダ リヨウシャサマ カゾク アンシン ス チイキ カンガ ネガ モウ ア

		否 ヒ		とちぎメディカルセンター		0282-22-5810		0282-225812		328-0043		栃木市境町27-21		9		0		4		1		0		1		2		栃木市 トチギシ		小山市 オヤマシ		壬生町 ミブマチ												栃木市 トチギシ		栃木市、小山市、壬生町 トチギシ オヤマシ ミブマチ		1		1		1		0		1		1		1		1		1		0		1		0		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		0		1		1		3		2		1		1		1		1		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		2		2		2		1		1		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		1		1		1		1		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		2		2		2		2		2

		否 ヒ		あいケアステーション		0282-23-6221		0282-24-9850		328-0074		栃木市薗部町2-5-9		1		0		2		2		0		0		0		栃木市 トチギシ																栃木市 トチギシ		栃木市 トチギシ		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		3		2		2		2		2		3		2		2		2		2		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		3		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		3		2		2		2		2		3		2		2		2		2		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		2		2		2		2		3

		否 ヒ		訪問看護ステーションこすもす		0285-80-5511		0285-80-5512		321-4337		真岡市上高間木2-24-4		4		2		0		1		0		0		0																		鹿沼市 カヌマシ				1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		3		2		2		2		3		3		2		2		2		3		3		2		2		2		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		3		3		3		3		3		3		3		2		2		2		3		3		2		2		2		3		3		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		2		2		2		2		3		2		2		2		2		3		2		2		2		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		1		3		3		3		3		3		2		2		2		2		2		緊急時に主治医又はバッックベットのある病院との連携がとれる体制が整っていないと、在宅での対応に不安があります。
現在のところ、小児科、精神科看護を経験したスタッフがいない為、受け入れに不安がありますので今回はガイドマップ等に公表することに同意する事は控えさせていただきたいと思います。 キンキュウジ シュジイ マタ ビョウイン レンケイ タイセイ トトノ ザイタク タイオウ フアン ゲンザイ ショウニカ セイシンカ カンゴ ケイケン タメ ウ イ フアン コンカイ ナド コウヒョウ ドウイ コト ヒカ オモ

		否 ヒ		訪問看護ステーションひばり		0289-64-7226		0289-64-2225		322-8550		鹿沼市下田町1-1033		6		1		0		1		0		0		0		鹿沼市 カヌマシ																那須塩原市 ナスシオバラ シ		市内及び近隣市 シナイ オヨ キンリン シ		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		0		1		1		2

chizuru_tanaka: 未記入		1		1		2		2		1		2		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		1		3		3		1		1		1		3		3		3		3		1		3		3		1		1		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		1		3		3		3		1		1		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1

		否 ヒ		訪問看護ステーション那須		0287-73-5048		0287-63-4566		325-0023		那須塩原市豊浦10-706		5		0		2		0		0		0		0		那須塩原市 ナスシオバラ シ		大田原市 オオタワラシ		那須町 ナスマチ												大田原市 オオタワラシ		那須塩原市、大田原市、那須町 ナスシオバラ シ オオタワラシ ナスマチ		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		0		0		1		0		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		2

chizuru_tanaka: 未記入		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1

		承諾 ショウダク		さくら訪問看護ステーション		0287-29-3252		0287-29-3252		324-0058		大田原市紫塚3-2633-10		5		0		0		1		0		0		0		大田原市 オオタワラシ		那須塩原市 ナスシオバラ シ		矢板市 ヤイタシ												野木町 ノギマチ		大田原市、那須塩原市、矢板市 オオタワラシ ナスシオバラ シ ヤイタ シ		1		0		1		1		1		1		1		1		1		0		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		0		1		1		3		3		3		3		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		小児の受入数（実績）が少ないので、実際依頼があった場合、入院中から手技等の指導を受けたいと思います。 ショウニ ウケイレスウ ジッセキ スク ジッサイ イライ バアイ ニュウインチュウ シュギ ナド シドウ ウ オモ

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションたんぽぽ		0280-57-1888		0280-57-3819		329-0101		下都賀郡野木町友沼5119-12		20		3		0		5		0		0		2		野木町 ノギマチ		小山市 オヤマシ		旧藤岡町 キュウ フジオカマチ												宇都宮市 ウツノミヤシ		野木町、小山市、旧藤岡町 ノギマチ オヤマシ キュウ フジオカマチ		1		1		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		1		1		1		1		1		1		0		0		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		3		1		1		1		1		1		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		3		3		3		3		3		1		1		3		2		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		2		2		2		2		2		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		受け入れてくれる訪問看護Stの数が少ないと思います。研修会の機会を設けてサービス体制が構築できると良いと思います。 ウ イ ホウモン カンゴ カズ スク オモ ケンシュウカイ キカイ モウ タイセイ コウチク ヨ オモ

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションうつのみや		028-612-6103		028-612-6104		320-0852		宇都宮市下砥上町字並塚643番地1		11		0		0		0		0		0		1		宇都宮市 ウツノミヤシ		壬生町 ミブマチ														下野市 シモノ シ		宇都宮市、壬生町 ウツノミヤシ ミブマチ		1		1		0		0		1		1		1		1		1		0		0		0		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		2

chizuru_tanaka: 未記入		3		3		3		3		1		2		2		2		2		2		3		3		3		1		1		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		3		3		3		1		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		3		3		3		1		1		3		3		3		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーション石橋		0285-52-2293		0285-52-2268		329-0511		下野市石橋628番地		7		0		0		1		0		0		1		下野市 シモノ シ		上三川町 カミノカワマチ		壬生町 ミブマチ		宇都宮市 ウツノミヤシ										那須塩原市 ナスシオバラ シ		下野市、上三川町、壬生町、宇都宮市（部） シモノ シ カミノカワマチ ミブマチ ウツノミヤシ ブ		1		1		0		0		1		1		1		1		1		0		1		0		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		3		1		1		1		1		1		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		1		3		3		3		3		3		3		3		3		1		1		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		2		2		2		2		2		最近、訪問依頼が増えてきていますが、私たち看護師の力量不足から利用者家族へ満足のいく看護が提供できないように感じています。現在の、利用者家族から教わることが多くあり、私たちが勉強になります。ただ、訪問していて思うことは、ご両親の今までの経験でケアが進み危険であり、指導させていただいても理解が得られないこともあり、ジレンマとなっています。例）誤嚥性肺炎を繰り返している方にヘッドアップして食事を摂るよう説明してもフラットのままであったり、他の方でPEG造設されているので、栄養はPEGからにして経口からは楽しみ程度にしてと言っても、食事を経口から摂るなど。 サイキン ホウモン イライ フ ワタクシ カンゴシ リキリョウ ブソク リヨウシャ カゾク マンゾク カンゴ テイキョウ カン ゲンザイ リヨウシャ カゾク オソ オオ ワタシ ベンキョウ ホウモン オモ リョウシン イマ ケイケン スス キケン シドウ リカイ エ レイ ゴエンセイ ハイエン ク カエ カタ ショクジ ト セツメイ ホカ カタ ゾウ セツ エイヨウ ケイコウ タノ テイド イ ショクジ ケイコウ ト

		承諾 ショウダク		マロニエ訪問看護ステーション		0287-37-6322		0287-39-3305		329-2763		那須塩原市井口537-3 にしなすの総合在宅ｹｱｾﾝﾀｰ内		5		7		0		5		0		2		1		那須塩原市 ナスシオバラ シ		那須町 ナスマチ		大田原市 オオタワラシ												足利市 アシカガシ		那須塩原市、那須町、大田原市　リハビリのみ→那珂川町訪問可能 ナスシオバラ シ ナスマチ オオタワラシ ナカガワ マチ ホウモン カノウ		1		1		1		0		1		1		1		1		0		0		0		1		1		1		1		1		1		0		1		1		1		1		1		1		0		0		1		1		1		0		1		0		0		0		1		0		1		1		1		1		1		1		3		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーション佐野		0283-86-7013		0283-86-7031		327-0847		佐野市天神町７７４－２２ メープルハイツ１０１号室		3		0		1		0		0		0		1		足利市 アシカガシ		佐野市 サノシ		栃木市 トチギシ												大田原市 オオタワラシ		足利市、佐野市、栃木市（旧岩船市） アシカガシ サノシ トチギシ キュウ イワフネ シ		0		0		0		0		1		0		1		0		1		0		0		0		1		0		0		0		1		0		1		0		0		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		2		2		2		2		2		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1

		承諾 ショウダク		とちぎ訪問看護ステーションくろばね		0287-54-0507		0287-54-0580		324-0241		大田原市黒羽向町142番地		6		0		0		0		1		0		2		大田原市 オオタワラシ		那須塩原市 ナスシオバラ シ		那須町 ナスマチ		那珂川町 ナカガワマチ										鹿沼市 カヌマシ		大田原市、那須塩原市、那須町、那珂川町 オオタワラシ ナスシオバラ シ ナスマチ ナカガワマチ		1		0		0		0		1		1		1		1		1		0		1		0		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		3		3		3		3		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		1		2		2		2		2		2		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3

		承諾 ショウダク		鹿沼訪問看護ステーション		0289-60-5650		0289-60-1687		322-0021		鹿沼市上野町320-3高橋ビル１階１０３号室		5		0		0		0		0		0		0		鹿沼市 カヌマシ		旧宇都宮市 キュウ ウツノミヤシ		旧今市市 キュウ イマイチシ		壬生町 ミブマチ		西片町 ニシカタマチ								宇都宮市 ウツノミヤシ		鹿沼市、旧宇都宮市、旧今市市、壬生町、西片町 カヌマシ キュウ ウツノミヤシ キュウ イマイチシ ミブマチ ニシカタマチ		0		0		0		0		0		0		1		0		1		0		0		0		1		0		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		2

chizuru_tanaka: 未記入		2		2		2		2		1		2		2		2		2		3		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションほっと		028-626-5739		028-625-8201		321-0974		宇都宮市竹林町958		11		0		0		2		0		0		0		宇都宮市 ウツノミヤシ																真岡市 モオカシ		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2

		承諾 ショウダク		芳賀赤十字訪問看護ステーション		0285-84-8266		0285-84-8266		321-4306		真岡市台町2461		6		0		0		0		0		0		0		真岡市 モオカシ		益子町 マシコマチ		芳賀町 ハガマチ		茂木町 モギマチ										上三川町 カミノカワマチ		芳賀郡全域（真岡市、益子町、芳賀町、茂木町） ハガ グン ゼンイキ モオカシ マシコマチ ハガマチ モギ マチ		1		1		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		3		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		当ステーションは今年度小児在宅医との連携を開始することができました。安心して在宅療養を継続できるよう、多職種と連携し、実施しています。高齢者が介護サービスを選択するように、サービスの充実は得られていません。現実は家族だけで利用者（児）のケアを実施しているケースもあり家族の介護負担は大きいと考えます。負担軽減のためには、スムーズなレスパイト入院や日中の一時お預かり等充実した施設が増えることでさらに安心した療養環境の提供ができると思います。よろしくお願いいたします。 トウ コンネンド ショウニ ザイタク イ レンケイ カイシ アンシン ザイタク リョウヨウ ケイゾク タ ショクシュ レンケイ ジッシ コウレイシャ カイゴ センタク ジュウジツ エ ゲンジツ カゾク リヨウシャ ジ ジッシ カゾク カイゴ フタン オオ カンガ フタン ケイゲン ニュウイン ニッチュウ イチジ アズ ナド ジュウジツ シセツ フ アンシン リョウヨウ カンキョウ テイキョウ オモ ネガ

		承諾 ショウダク		とちぎ訪問看護ステーションみぶ		0282-82-7262		0282-82-7260		321-0218		下都賀郡壬生町落合1-18-12		16		0		0		0		0		0		1		上三川町 カミノカワマチ		下野市 シモツケシ		壬生町 ミブマチ		宇都宮市 ウツノミヤシ										宇都宮市 ウツノミヤシ		上三川町、下野市、壬生町、宇都宮 カミノカワマチ シモノ シ ミブ チョウ ウツノミヤ		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		1		0		1		1		1		1		1		1		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		病院との連携が大切。在宅生活を支援するためにチームで対応する（介護者の支援） ビョウイン レンケイ タイセツ ザイタク セイカツ シエン タイオウ カイゴシャ シエン

		承諾 ショウダク		ＷＡＤＥＷＡＤＥ訪問看護ステーション		028-666-5420		028-666-5460		321-0923		栃木県宇都宮市下栗町2913-1 ３２１－０９２３		12		0		0		0		0		0		0		宇都宮市 ウツノミヤシ		上三川町 カミノカワマチ														那須烏山市 ナスカラスヤマシ		宇都宮市、上三川町、 ウツノミヤシ カミノカワマチ		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		0		0		1		0		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		重心の方を看る側（介護者）の負担軽減の必要性を感じてしまいます。まだまだ「私がやらなければ」という気持ちが強く、様々な資源活用へと動きが進むような発信が大切だと思っています。 ジュウシン カタ ミ ガワ カイゴシャ フタン ケイゲン ヒツヨウセイ カン ワタシ キモ ツヨ サマザマ シゲン カツヨウ ウゴ スス ハッシン タイセツ オモ

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションあい		0287-83-8035		0287-83-8222		321-0628		那須烏山市金井2-5-9 ベンチャープラザ7号室 ゴウシツ		8		0		1		0		0		0		1		那須烏山市 ナスカラスヤマシ		那珂川町 ナカガワマチ		茂木町 モギマチ		一貝町 イチ ガイ チョウ										足利市 アシカガシ		那須烏山市、那珂川町、茂木町、一貝町 ナスカラスヤマシ ナカガワマチ モギマチ イチ ガイ マチ		1		1		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		0		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		小児や重心など医療依存度が高い方には家族が安心して預けられる事業所とスタッフが必要です（レスパイトの本当の意味で）訪問看護スタッフが動きやすい仕組みがあればもっと介入できると思います。例えば在宅以外への支援での算定が可能になる。長時間支援が可能になるなど。在宅支援診療所が多ければ助かります。開業医で努力してくださる医師の力で乗り切っている地域は特にそう感じます。後方病院親元病院との連携、地域との調整などスムーズにシームレスに行われるとうれしいです。行政からの介入が少なく、制度のことなど知らないまま苦労されている方が多いので、窓口での丁寧かつタイミングよく助言をしていただくと嬉しいです。 ショウニ ジュウシン イリョウ イゾンド タカ カタ カゾク アンシン アズ ジギョウショ ヒツヨウ ホントウ イミ ホウモン カンゴ ウゴ シク カイニュウ オモ タト ザイタク イガイ シエン サンテイ カノウ チョウジカン シエン カノウ ザイタク シエン シンリョウジョ オオ タス カイギョウイ ドリョク イシ チカラ ノ キ チイキ トク カン コウホウ ビョウイン オヤモト ビョウイン レンケイ チイキ チョウセイ オコナ ギョウセイ カイニュウ スク セイド シ クロウ カタ オオ マドグチ テイネイ ジョゲン ウレ

		承諾 ショウダク		あおい訪問看護ステーション		0284-73-9456		0284-72-7600		326-0831		足利市堀込町2556 セレッソ・コート１階		16		0		0		4		0		0		0		足利市 アシカガシ		佐野市 サノシ														大田原市 オオタワラシ		足利市とその周辺（佐野市、館林市、巴楽町、太田市、桐生市） アシカガシ シュウヘン サノシ タテバヤシシ トモエ ラク マチ オオタシ キリュウシ		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1

		承諾 ショウダク		那須赤十字訪問看護ステーション		0287-23-8866		0287-23-8903		324-8686		大田原市中田原1081-4		8		1		0		0		0		0		0		大田原市 オオタワラシ		那須塩原市 ナスシオバラ シ														大田原市 オオタワラシ		大田原市、那須塩原市（一部を除く） オオタワラシ ナスシオバラ シ イチブ ノゾ		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		1		1		0		1		0		1		1		1		0		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションゆりの木		0287-47-5123		0287-47-5124		324-0028		大田原市山の手1-1-7 ヤマ テ		4		0		0		0		0		0		0		大田原市 オオタワラシ		那須塩原市 ナスシオバラ シ		那珂川町 ナカガワマチ												足利市 アシカガシ		大田原市、那須塩原市、那珂川町 オオタワラシ ナスシオバラ シ ナカガワマチ		1		1		1		0		1		1		1		1		0		0		0		1		1		0		1		1		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		0		0		1		0		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		3		1		1		1		1		2		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		3		1		1		1		1		3		1		1		1		1		1		1		1		1		3		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		3		3		1		3		3		1		1		1		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		重症心身障害児施設で勤務したことのある看護師が2名いますので積極的に依頼があれば支援させていただきたいと思っています。こどもはやはり親元で成長発達できることが何よりも必要なことであると思っています。 ジュウショウ シンシン ショウガイ ジ シセツ キンム カンゴシ メイ セッキョクテキ イライ シエン オモ オヤモト セイチョウ ハッタツ ナニ ヒツヨウ オモ

		承諾 ショウダク		ライフ訪問看護リハビリテーション		0284-64-8799		0284-64-8335		326-0831		足利市堀込町2656-7　ASKビル３０１号		5		0		0		1		0		0		0		足利市 アシカガシ		佐野市 サノシ														小山市 オヤマシ		足利市、佐野市、館林市、邑楽郡、太田市、桐生市 アシカガシ サノシ タテバヤシシ オウラ グン オオタシ キリュウシ		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		この件に関する研修の案内が少ないため、学ぶ機会をもっと増やしてほしい ケン カン ケンシュウ アンナイ スク マナ キカイ フ

		承諾 ショウダク		わくわく訪問看護ステーションおやま		0285-24-6575		0285-20-0255		323-0022		小山市駅東通り3-9-6		11		0		0		5		0		0		0		小山市 オヤマシ		下野市 シモツケシ		栃木市 トチギシ												宇都宮市 ウツノミヤシ		小山市、結城市（茨城県）、下野市の一部、栃木市（PTのみ） オヤマシ ユウキシ イバラキケン シモノ シ イチブ トチギシ		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		1		1		1		1		3		3		3		1		1		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		自立支援のケアマネージャーがいるが、医療福祉行政をうまく連携してまとめる役割が果たせていない。それぞれが別々で動いており、介護者が困ったときの相談窓口に迷う。 ジリツ シエン イリョウ フクシ ギョウセイ レンケイ ヤクワリ ハ ベツベツ ウゴ カイゴシャ コマ ソウダン マドグチ マヨ

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーション風		028-612-1333		028-612-1384		321-0117		宇都宮市城南3丁目5-6		3		1		0		1		0		0		0		宇都宮市 ウツノミヤシ		鹿沼市 カヌマシ		下野市 シモツケシ		壬生町 ミブマチ										宇都宮市 ウツノミヤシ		宇都宮、鹿沼、下野、壬生 ウツノミヤ カヌマ シモノ ミブ		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		1		1		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1

		承諾 ショウダク		宮の橋訪問看護ステーション		028-635-9839		028-635-9839		321-0963		宇都宮市南大通り1-1-23		7		0		0		1		0		0		0		宇都宮市 ウツノミヤシ																栃木市 トチギシ		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		1		1		0		1		1		1		1		1		0		0		0		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		レスパイト等受け入れ先が少ない。市のコーディネーター様がご多忙の様子であり、要望に対しての対応にかなりの時間を要する（対応されないこともある）。年度変わるときなど、担当者（市）の引き継ぎがされず、進んでいた調整も振り出しに戻ってしまうことがある。 トウ ウ イ サキ スク シ サマ タボウ ヨウス ヨウボウ タイ タイオウ ジカン ヨウ タイオウ ネンド カ タントウシャ シ ヒ ツ スス チョウセイ フ ダ モド

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションオリーブ		0282-27-8414		0282-27-8415		328-0027		栃木市今泉町1丁目17番29号		7		0		0		0		0		0		0		栃木市 トチギシ		小山市 オヤマシ		下野市 シモツケシ		壬生町 ミブマチ										佐野市 サノシ		栃木市、小山市、下野市、壬生町 トチギシ オヤマシ シモノ シ ミブ マチ		1		1		1		0		1		1		1		1		0		0		0		0		1		1		1		1		0		0		1		1		1		0		1		1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションマザーの家		0283-85-7771		0283-85-7772		327-0504		佐野市中町942-1		2		0		3		0		0		0		0		佐野市 サノシ																さくら市 シ		佐野市 サノシ		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーション卯の郷		028-682-7770		028-682-7766		329-1311		さくら市氏家2650番地		3		0		0		0		0		0		0		さくら市 シ		塩谷町 シオヤ マチ		那須烏山市 ナスカラスヤマシ		宇都宮市 ウツノミヤシ		高根沢町 タカネザワマチ								高根沢町 タカネザワマチ		さくら市（周辺15ｋｍ以内）、塩谷町、那須烏山市、宇都宮市、高根沢町 シ シュウヘン イナイ シオヤ マチ ナスカラスヤマシ ウツノミヤシ タカネザワ マチ		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		3		3		3		3		3		1		2		2		2		2		2		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		2		2		2		3		3		3		3		1		1		1		3		3		3		3		1		2		2		2		2		2		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		2		2		2		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションたかねざわ		028-680-1701		028-680-1702		329-1233		塩谷郡高根沢町宝積寺2426-8 		16		0		0		0		0		0		0		高根沢町 タカネザワマチ		さくら市 シ		那須烏山市 ナスカラスヤマシ		芳賀町 ハガマチ		一貝町 イチ ガイ チョウ		茂木町 モギマチ		益子町 マシコ チョウ		宇都宮市 ウツノミヤシ		小山市 オヤマシ		高根沢町、さくら市、那須烏山市、芳賀町、市貝町、茂木町、益子町、宇都宮市 タカネザワマチ シ ナスカラスヤマシ ハガ マチ イチ カイ チョウ モギマチ マシコ チョウ ウツノミヤシ		1		1		1		0		1		1		1		1		1		0		1		0		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		2		2		2		2		2

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションみどり		0285-45-8362		0285-45-8397		329-0214		小山市乙女786-1		3		0		1		0		0		0		0		小山市 オヤマシ		栃木市 トチギシ		古河市 コガシ												宇都宮市 ウツノミヤシ		小山市、栃木市、古河市、結城市 オヤマシ トチギシ コガシ ユウキシ		0		0		1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		1		0		1		0		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		3		2		2		2		3		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		1		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		1		1		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		訪問看護師がもっと社会資源として同行できるとよいと思う。在宅での療養はもっと看護師が活躍できる体制が整うとよいと思った。 ホウモン カンゴシ シャカイ シゲン ドウコウ オモ ザイタク リョウヨウ カンゴシ カツヤク タイセイ トトノ オモ

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションあるく		028-643-5586		028-678-8796		320-0036		宇都宮市小幡2-6-14 		5		0		1		0		0		0		1		宇都宮市 ウツノミヤシ																小山市 オヤマシ		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		0		1		0		1		0		1		0		0		1		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3

		承諾 ショウダク		とちぎ訪問看護ステーションおやま		0285-39-8602		0285-39-8607		323-0827		栃木県小山市神鳥谷2251-7 ３２３－０８２７		12		0		0		0		0		0		1		小山市 オヤマシ		下野市 シモツケシ		野木町 ノギマチ												宇都宮市 ウツノミヤシ		小山市、下野市（南部）、野木町（北部） オヤマシ シモノ シ ナンブ ノギ マチ ホクブ		1		1		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		1		1		1		0		0		1		0		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		3		3		1		1		1		3		1		1		1		1		小児の重症心身障害児の訪問看護を行っていく上で。たびたび感じるのが成長に伴った教育、就学が難しく親御さんの希望通りにいかないことが多く残念に思います。難しいところだと思いますが… ショウニ ジュウショウ シンシン ショウガイジ ホウモン カンゴ オコナ ウエ カン セイチョウ トモナ キョウイク シュウガク ムズカ オヤゴ キボウ ドオ オオ ザンネン オモ ムズカ オモ

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションここあ		028-600-3735		028-600-3736		321-2116		栃木県宇都宮市徳次郎町998-9 ３２１－２１１６		10		1		0		1		0		0		2		宇都宮市 ウツノミヤシ		日光市 ニッコウシ														高根沢町 タカネザワ マチ		宇都宮市、日光市、 ウツノミヤシ ニッコウシ		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2

chizuru_tanaka: 未記入		

chizuru_tanaka: 未記入		

chizuru_tanaka: 未記入		

chizuru_tanaka: 未記入		

chizuru_tanaka: 未記入		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3

																																												小山市 オヤマシ

																																												大田原市 オオタワラシ				28		21		24		11		30		23		31		24		28		14		22		17		32		21		31		19		32		6		33		7		31		8		33		20		33		18		16		9		29		2		30		4		28		3		30		3		32		6		31		4		33		22

																																												那須塩原市 ナスシオバラ シ				28		21		24		11		30		23		31		24		28		14		22		17		32		21		31		19		32		6		33		7		31		8		33		20		33		18		16		9		29		2		30		4		28		3		30		3		32		6		31		4		33		22

																																												小山市 オヤマシ

																																												壬生町 ミブマチ

																																												上三川町 カミノカワマチ

																																												那須町 ナスマチ

														260		19		15		35		1		4		16																		佐野市 サノシ				Q2.いままでに以下の項目を在宅看護で行ったことがありますか（あるものすべてにチェックをしてください）																																																																																						Q4.依頼があった場合に可能な医療的ケアと身体介護についてお答えください

				事業所名 ジギョウショ メイ		電話番号 デンワ バンゴウ		FAX番号 バンゴウ		郵便番号 ユウビンバンゴウ		所在地 ショザイチ		職員構成（常勤・非常勤は問いません）【人数：名】 ショクイン コウセイ ジョウキン ヒジョウキン ト ニンズウ メイ																														那須塩原市 ナスシオバラ シ		訪問可能な主な市町村 ホウモン カノウ オモ シチョウソン		在宅人工呼吸器の管理 ザイタク ジンコウ コキュウキ カンリ				気管カニューレの交換 キカン コウカン				気管カニューレ部位のガーゼ交換 キカン ブイ コウカン				気管内吸引 キカンナイ キュウイン				食事介助 ショクジ カイジョ				経鼻チューブの交換 ケイビ コウカン				胃瘻の管理 イロウ カンリ				経管栄養の注入 ケイカン エイヨウ チュウニュウ				ストーマの管理 カンリ				尿道カテーテルの管理 ニョウドウ カンリ				導尿 ドウニョウ				入浴介助 ニュウヨク カイジョ				看護師によるリハビリテーション カンゴシ				OTもしくはPTによるリハビリテーション				中心静脈カテーテル管理 チュウシン ジョウミャク カンリ				高カロリー輸液の管理 コウ ユエキ カンリ				薬剤の静注（抗生物質や利尿剤など） ヤクザイ ジョウチュウ コウセイ ブッシツ リニョウザイ				麻薬による疼痛コントロール マヤク ウズ ツウ				終末期の医療的ケア シュウマツキ イリョウテキ				在宅での看取り ザイタク ミト				24時間対応 ジカン タイオウ						在宅人工呼吸器の管理 ザイタク ジンコウ コキュウキ カンリ										気管カニューレの交換 キカン コウカン										気管カニューレの管理（日常の交換以外の対応） キカン カンリ ニチジョウ コウカン イガイ タイオウ										気管内吸引 キカンナイ キュウイン										食事介助 ショクジ カイジョ										経鼻チューブの交換 ケイビ コウカン										ストーマの管理 カンリ										尿道カテーテルの管理 ニョウドウ カンリ										導尿 ドウニョウ										入浴介助 ニュウヨク カイジョ										看護師によるリハビリテーション カンゴシ										OTもしくはPTによるリハビリテーション										中心静脈カテーテル管理 チュウシン ジョウミャク カンリ										高カロリー輸液の管理 コウ ユエキ カンリ										薬剤の静注（抗生物質や利尿剤など） ヤクザイ ジョウチュウ コウセイ ブッシツ リニョウザイ										麻薬による疼痛コントロール マヤク トウツウ										終末期の医療的ケア シュウマツキ イリョウテキ										在宅での看取り ザイタク ミト										24時間対応 ジカン タイオウ										外出の介助 ガイシュツ カイジョ										通院の介助 ツウイン カイジョ

														看護師 カンゴシ		作業療法士 サギョウ リョウホウシ		准看護師 ジュンカンゴシ		理学療法士 リガク リョウホウシ		保健師 ホケンシ		言語療法士 ゲンゴ リョウホウシ		その他 タ																		旧宇都宮市 キュウ ウツノミヤシ				成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ				乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ

																												訪問可能市町村 ホウモン カノウ シチョウソン		事業所数 ジギョウショ スウ														益子町 マシコマチ																																																																																								できる		18		20		19		20		27		9		11		13		13		18		22		22		22		24		30		25		25		26		29		34		25		25		26		27		31		16		17		19		21		27		21		22		23		26		32		16		18		22		25		33		16		18		22		24		32		26		25		29		30		31		18		20		22		23		30		9		10		9		9		12		20		20		23		25		31		21		22		24		27		32		14		14		16		18		27		12		12		13		15		25		18		17		19		20		28		19		18		19		21		29		23		23		24		25		33		7		7		9		10		14		5		6		7		8		11

																				成人 セイジン		小児 ショウニ						足利市 アシカガシ		3														下野市 シモツケシ																																																																																								できない		8		7		8		5		1		18		15		14		12		6		6		6		6		4		1		5		5		5		4		0		6		6		6		5		1		11		11		11		9		3		5		5		5		3		0		8		8		8		5		0		9		8		8		5		0		5		6		5		4		1		8		7		7		6		2		19		18		18		19		17		7		7		7		6		1		6		6		6		5		1		10		10		10		7		2		6		6		6		5		1		6		6		6		5		2		5		5		5		4		1		5		5		5		4		1		11		11		11		10		7		17		17		17		16		13

																		在宅人工呼吸器の管理 ザイタク ジンコウ コキュウキ カンリ		28		21						市貝町 イチ		2														上三川町 カミノカワマチ																																																																																								要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン		8		7		7		9		6		7		8		7		9		10		6		6		6		6		3		4		4		3		1		0		3		3		2		2		2		7		6		4		4		4		8		7		6		5		2		10		8		4		4		1		9		8		4		5		2		3		3		0		0		2		8		7		5		5		2		6		6		7		6		5		7		7		4		3		2		7		6		4		2		1		10		10		8		9		5		16		16		15		14		8		10		11		9		9		4		10		11		10		9		4		6		6		5		5		0		16		16		14		14		13		12		11		10		10		10

																		気管カニューレの交換 キカン コウカン		24		11						宇都宮市		13														那珂川町 ナカガワマチ

																		気管カニューレ部位のガーゼ交換 キカン ブイ コウカン		30		23						大田原市		6														佐野市 サノシ																																																																																								Ｑ4.できる

																		気管内吸引 キカンナイ キュウイン		31		24						小山市		6														那須塩原市 ナスシオバラ シ				看護師 カンゴシ		作業療法士 サギョウ リョウホウシ		准看護師 ジュンカンゴシ		理学療法士 リガク リョウホウシ		保健師 ホケンシ		言語療法士 ゲンゴ リョウホウシ		その他 タ																																																																										在宅人工呼吸器の管理		気管カニューレの交換		気管カニューレの管理
（日常の交換以外の対応）		気管内吸引		食事介助		経鼻チューブの交換		ストーマの管理		尿道カテーテルの管理		導尿		入浴介助		看護師による
リハビリテーション				OTもしくはPTによる
リハビリテーション		中心静脈カテーテル管理 チュウシン ジョウミャク カンリ		高カロリー輸液の管理 コウ ユエキ カンリ		薬剤の静注
（抗生物質や利尿剤など） ヤクザイ ジョウチュウ コウセイ ブッシツ リニョウザイ		麻薬による疼痛コントロール マヤク トウツウ		終末期の医療的ケア シュウマツキ イリョウテキ		在宅での看取り ザイタク ミト		24時間対応 ジカン タイオウ		外出の介助		通院の介助

																		食事介助 ショクジ カイジョ		28		14						鹿沼市		3														那須塩原市 ナスシオバラ シ				260		19		15		35		1		4		16																																																																								乳児～2歳 ニュウジ サイ		18		9		22		25		25		16		21		16		16		26		18		乳児～2歳 ニュウジ サイ		9		20		21		14		12		18		19		23		7		5

																		経鼻チューブの交換 ケイビ コウカン		22		17						上三川町		3														佐野市 サノシ																																																																																								3～6歳 サイ		20		11		22		25		25		17		22		18		18		25		20		3～6歳 サイ		10		20		22		14		12		17		18		23		7		6

																		胃瘻の管理 イロウ カンリ		32		21						さくら市		2														下野市 シモツケシ																																																																																								7歳～12歳 サイ サイ		19		13		22		26		26		19		23		22		22		29		22		7歳～12歳 サイ サイ		9		23		24		16		13		19		19		24		9		7

																		経管栄養の注入 ケイカン エイヨウ チュウニュウ		31		19						佐野市 サノシ		4														鹿沼市 カヌマシ				看護師 カンゴシ		260						できる		できない		要相談 ヨウ ソウダン																																																																								13～17歳 サイ		20		13		24		29		24		21		26		25		24		30		23		13～17歳 サイ		9		25		27		18		15		20		21		25		10		8

																		ストーマの管理 カンリ		32		6						塩谷町 シオヤ マチ		1														小山市 オヤマシ				作業療法士 サギョウ リョウホウシ		19						14		6		14																																																																								18歳以上 サイイジョウ		27		18		30		34		31		27		32		33		32		31		30		18歳以上 サイイジョウ		12		31		32		27		25		28		29		33		14		11













																		尿道カテーテルの管理 ニョウドウ カンリ		33		7						下野市		6														塩谷町 シオヤ マチ				准看護師 ジュンカンゴシ		15

																		導尿 ドウニョウ		31		8						高根沢町		3														さくら市 シ				理学療法士 リガク リョウホウシ		35																																																																																		Ｑ4.できない

																				成人 セイジン		小児 ショウニ

																		入浴介助 ニュウヨク カイジョ		33		20						栃木市 トチギシ		8														栃木市 トチギシ				保健師 ホケンシ		1																																																																																				在宅人工呼吸器の管理		気管カニューレの交換		気管カニューレの管理
（日常の交換以外の対応）		気管内吸引		食事介助		経鼻チューブの交換		ストーマの管理		尿道カテーテルの管理		導尿		入浴介助		看護師による
リハビリテーション				OTもしくはPTによる
リハビリテーション		中心静脈カテーテル管理 チュウシン ジョウミャク カンリ		高カロリー輸液の管理 コウ ユエキ カンリ		薬剤の静注
（抗生物質や利尿剤など） ヤクザイ ジョウチュウ コウセイ ブッシツ リニョウザイ		麻薬による疼痛コントロール マヤク トウツウ		終末期の医療的ケア シュウマツキ イリョウテキ		在宅での看取り ザイタク ミト		24時間対応 ジカン タイオウ		外出の介助		通院の介助

																		看護師によるリハビリテーション カンゴシ		33		18						那珂川町		3														下野市 シモツケシ				言語療法士 ゲンゴ リョウホウシ		4																																																																																		乳児～2歳 ニュウジ サイ		8		18		6		5		6		11		5		8		9		5		8		乳児～2歳 ニュウジ サイ		19		7		6		10		6		6		5		5		11		17

																		OTもしくはPTによるリハビリテーション		16		9						那須烏山市		3														日光市 ニッコウシ				その他 タ		16																																																																																		3～6歳 サイ		7		15		6		5		6		11		5		8		8		6		7		3～6歳 サイ		18		7		6		10		6		6		5		5		11		17

																		中心静脈カテーテル管理 チュウシン ジョウミャク カンリ		29		2						那須塩原市		6														壬生町 ミブマチ																																																																																								7歳～12歳 サイ サイ		8		14		6		5		6		11		5		8		8		5		7		7歳～12歳 サイ サイ		18		7		6		10		6		6		5		5		11		17

																		高カロリー輸液の管理 コウ ユエキ カンリ		30		4						那須町 ナスマチ		3														那須町 ナスマチ																																																																																								13～17歳 サイ		5		12		4		4		5		9		3		5		5		4		6		13～17歳 サイ		19		6		5		7		5		5		4		4		10		16

																		薬剤の静注（抗生物質や利尿剤など） ヤクザイ ジョウチュウ コウセイ ブッシツ リニョウザイ		28		3						日光市 ニッコウシ		2														矢板市 ヤイタシ																																																																																								18歳以上 サイイジョウ		1		6		1		0		1		3		0		0		0		1		2		18歳以上 サイイジョウ		17		1		1		2		1		2		1		1		7		13

																		麻薬による疼痛コントロール マヤク ウズ ツウ		30		3						野木町 ノギマチ		2														旧藤岡町 キュウ フジオカマチ

																		終末期の医療的ケア シュウマツキ イリョウテキ		32		6						芳賀町 ハガマチ		2														壬生町 ミブマチ																																																																																								Ｑ4.要相談 ヨウ ソウダン

																		在宅での看取り ザイタク ミト		31		4						益子町 マシコマチ		2														大田原市 オオタワラシ																																																																																										在宅人工呼吸器の管理		気管カニューレの交換		気管カニューレの管理
（日常の交換以外の対応）		気管内吸引		食事介助		経鼻チューブの交換		ストーマの管理		尿道カテーテルの管理		導尿		入浴介助		看護師による
リハビリテーション				OTもしくはPTによる
リハビリテーション		中心静脈カテーテル管理 チュウシン ジョウミャク カンリ		高カロリー輸液の管理 コウ ユエキ カンリ		薬剤の静注
（抗生物質や利尿剤など） ヤクザイ ジョウチュウ コウセイ ブッシツ リニョウザイ		麻薬による疼痛コントロール マヤク トウツウ		終末期の医療的ケア シュウマツキ イリョウテキ		在宅での看取り ザイタク ミト		24時間対応 ジカン タイオウ		外出の介助		通院の介助

																		24時間対応 ジカン タイオウ		33		22						壬生町 ミブマチ		7														栃木市 トチギシ																																																																																								乳児～2歳 ニュウジ サイ		8		7		6		4		3		7		8		10		9		3		8		乳児～2歳 ニュウジ サイ		6		7		7		10		16		10		10		6		16		12

																												真岡市 モオカシ		1														那須町 ナスマチ																																																																																								3～6歳 サイ		7		8		6		4		3		6		7		8		8		3		7		3～6歳 サイ		6		7		6		10		16		11		11		6		16		11

																												茂木町 モギマチ		3														旧今市市 キュウ イマイチシ																																																																																								7歳～12歳 サイ サイ		7		7		6		3		2		4		6		4		4		0		5		7歳～12歳 サイ サイ		7		4		4		8		15		9		10		5		14		10

																												矢板市 ヤイタシ		1														芳賀町 ハガマチ						Q3.現時点で、依頼のあった場合、重症心身障害児（者）の在宅医療を行うことはできますか ゲンジテン イライ バアイ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ ザイタク イリョウ オコナ																																																																																		13～17歳 サイ		9		9		6		1		2		4		5		4		5		0		5		13～17歳 サイ		6		3		2		9		14		9		9		5		14		10

																																												壬生町 ミブマチ				できる		14																																																																																		18歳以上 サイイジョウ		6		10		3		0		2		4		2		1		2		2		2		18歳以上 サイイジョウ		5		2		1		5		8		4		4		0		13		10

																																												茂木町 モギマチ				できない		6

																																												那珂川町 ナカガワマチ				要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン		14

																																												栃木市 トチギシ

																																												下野市 シモツケシ

																																												下野市 シモツケシ				在宅人工呼吸器の管理 ザイタク ジンコウ コキュウキ カンリ		気管カニューレの交換 キカン コウカン		気管カニューレ部位のガーゼ交換 キカン ブイ コウカン		気管内吸引 キカンナイ キュウイン		食事介助 ショクジ カイジョ		経鼻チューブの交換 ケイビ コウカン		胃瘻の管理 イロウ カンリ		経管栄養の注入 ケイカン エイヨウ チュウニュウ		ストーマの管理 カンリ		尿道カテーテルの管理 ニョウドウ カンリ		導尿 ドウニョウ		入浴介助 ニュウヨク カイジョ		看護師によるリハビリテーション カンゴシ		OTもしくはPTによるリハビリテーション		中心静脈カテーテル管理 チュウシン ジョウミャク カンリ		高カロリー輸液の管理 コウ ユエキ カンリ		薬剤の静注（抗生物質や利尿剤など） ヤクザイ ジョウチュウ コウセイ ブッシツ リニョウザイ		麻薬による疼痛コントロール マヤク ウズ ツウ		終末期の医療的ケア シュウマツキ イリョウテキ		在宅での看取り ザイタク ミト		24時間対応 ジカン タイオウ

																																												那須烏山市 ナスカラスヤマシ		成人 セイジン		28		24		30		31		28		22		32		31		32		33		31		33		33		16		29		30		28		30		32		31		33

																																												那須烏山市 ナスカラスヤマシ		小児 ショウニ		21		11		23		24		14		17		21		19		6		7		8		20		18		9		2		4		3		3		6		4		22

																																												古河市 コガシ

																																												野木町 ノギマチ

																																												宇都宮市 ウツノミヤシ

																																												那珂川町 ナカガワマチ

																																												壬生町 ミブマチ

																																												茂木町 モギマチ

																																												宇都宮市 ウツノミヤシ

																																												一貝町 イチ ガイ チョウ

																																												壬生町 ミブマチ

																																												壬生町 ミブマチ

																																												宇都宮市 ウツノミヤシ

																																												芳賀町 ハガマチ

																																												西片町 ニシカタマチ

																																												高根沢町 タカネザワマチ

																																												一貝町 イチ ガイ チョウ

																																												茂木町 モギマチ

																																												益子町 マシコ チョウ

																																												宇都宮市 ウツノミヤシ



成人	在宅人工呼吸器の管理	気管カニューレの交換	気管カニューレ部位のガーゼ交換	気管内吸引	食事介助	経鼻チューブの交換	胃瘻の管理	経管栄養の注入	ストーマの管理	尿道カテーテルの管理	導尿	入浴介助	看護師によるリハビリテーション	OTもしくはPT	によるリハビリテーション	中心静脈カテーテル管理	高カロリー輸液の管理	薬剤の静注（抗生物質や利尿剤など）	麻薬による疼痛コントロール	終末期の医療的ケア	在宅での看取り	24時間対応	28	24	30	31	28	22	32	31	32	33	31	33	33	16	29	30	28	30	32	31	33	小児	在宅人工呼吸器の管理	気管カニューレの交換	気管カニューレ部位のガーゼ交換	気管内吸引	食事介助	経鼻チューブの交換	胃瘻の管理	経管栄養の注入	ストーマの管理	尿道カテーテルの管理	導尿	入浴介助	看護師によるリハビリテーション	OTもしくはPTによるリハビリテーション	中心静脈カテーテル管理	高カロリー輸液の管理	薬剤の静注（抗生物質や利尿剤など）	麻薬による疼痛コントロール	終末期の医療的ケア	在宅での看取り	24時間対応	21	11	23	24	14	17	21	19	6	7	8	20	18	9	2	4	3	3	6	4	22	Q3.現時点で、依頼のあった場合、重症心身障害児（者）の在宅医療を行うことはできますか

Q3.現時点で、依頼のあった場合、重症心身障害児（者）の在宅医療を行うことはできますか	できる	できない	要相談（条件による）	14	6	14	乳児～2歳	在宅人工呼吸器の管理	気管カニューレの交換	気管カニューレの管理	
（日常の交換以外の対応）	気管内吸引	食事介助	経鼻チューブの交換	ストーマの管理	尿道カテーテルの管理	導尿	入浴介助	看護師による	
リハビリテーション	OTもしくはPTによる	
リハビリテーション	中心静脈カテーテル管理	高カロリー輸液の管理	薬剤の静注	
（抗生物質や利尿剤など）	麻薬による疼痛コントロール	終末期の医療的ケア	在宅での看取り	24時間対応	外出の介助	通院の介助	18	9	22	25	25	16	21	16	16	26	18	0	9	20	21	14	12	18	19	23	7	5	3～6歳	在宅人工呼吸器の管理	気管カニューレの交換	気管カニューレの管理	
（日常の交換以外の対応）	気管内吸引	食事介助	経鼻チューブの交換	ストーマの管理	尿道カテーテルの管理	導尿	入浴介助	看護師による	
リハビリテーション	OTもしくはPTによる	
リハビリテーション	中心静脈カテーテル管理	高カロリー輸液の管理	薬剤の静注	
（抗生物質や利尿剤など）	麻薬による疼痛コントロール	終末期の医療的ケア	在宅での看取り	24時間対応	外出の介助	通院の介助	20	11	22	25	25	17	22	18	18	25	20	0	10	20	22	14	12	17	18	23	7	6	7歳～12歳	在宅人工呼吸器の管理	気管カニューレの交換	気管カニューレの管理	
（日常の交換以外の対応）	気管内吸引	食事介助	経鼻チューブの交換	ストーマの管理	尿道カテーテルの管理	導尿	入浴介助	看護師による	
リハビリテーション	OTもしくはPTによる	
リハビリテーション	中心静脈カテーテル管理	高カロリー輸液の管理	薬剤の静注	
（抗生物質や利尿剤など）	麻薬による疼痛コントロール	終末期の医療的ケア	在宅での看取り	24時間対応	外出の介助	通院の介助	19	13	22	26	26	19	23	22	22	29	22	0	9	23	24	16	13	19	19	24	9	7	13～17歳	在宅人工呼吸器の管理	気管カニューレの交換	気管カニューレの管理	
（日常の交換以外の対応）	気管内吸引	食事介助	経鼻チューブの交換	ストーマの管理	尿道カテーテルの管理	導尿	入浴介助	看護師による	
リハビリテーション	OTもしくはPTによる	
リハビリテーション	中心静脈カテーテル管理	高カロリー輸液の管理	薬剤の静注	
（抗生物質や利尿剤など）	麻薬による疼痛コントロール	終末期の医療的ケア	在宅での看取り	24時間対応	外出の介助	通院の介助	20	13	24	29	24	21	26	25	24	30	23	0	9	25	27	18	15	20	21	25	10	8	18歳以上	在宅人工呼吸器の管理	気管カニューレの交換	気管カニューレの管理	
（日常の交換以外の対応）	気管内吸引	食事介助	経鼻チューブの交換	ストーマの管理	尿道カテーテルの管理	導尿	入浴介助	看護師による	
リハビリテーション	OTもしくはPTによる	
リハビリテーション	中心静脈カテーテル管理	高カロリー輸液の管理	薬剤の静注	
（抗生物質や利尿剤など）	麻薬による疼痛コントロール	終末期の医療的ケア	在宅での看取り	24時間対応	外出の介助	通院の介助	27	18	30	34	31	27	32	33	32	31	30	0	12	31	32	27	25	28	29	33	14	11	乳児～2歳	在宅人工呼吸器の管理	気管カニューレの交換	気管カニューレの管理	
（日常の交換以外の対応）	気管内吸引	食事介助	経鼻チューブの交換	ストーマの管理	尿道カテーテルの管理	導尿	入浴介助	看護師による	
リハビリテーション	OTもしくはPTによる	
リハビリテーション	中心静脈カテーテル管理	高カロリー輸液の管理	薬剤の静注	
（抗生物質や利尿剤など）	麻薬による疼痛コントロール	終末期の医療的ケア	在宅での看取り	24時間対応	外出の介助	通院の介助	8	18	6	5	6	11	5	8	9	5	8	0	19	7	6	10	6	6	5	5	11	17	3～6歳	在宅人工呼吸器の管理	気管カニューレの交換	気管カニューレの管理	
（日常の交換以外の対応）	気管内吸引	食事介助	経鼻チューブの交換	ストーマの管理	尿道カテーテルの管理	導尿	入浴介助	看護師による	
リハビリテーション	OTもしくはPTによる	
リハビリテーション	中心静脈カテーテル管理	高カロリー輸液の管理	薬剤の静注	
（抗生物質や利尿剤など）	麻薬による疼痛コントロール	終末期の医療的ケア	在宅での看取り	24時間対応	外出の介助	通院の介助	7	15	6	5	6	11	5	8	8	6	7	0	18	7	6	10	6	6	5	5	11	17	7歳～12歳	在宅人工呼吸器の管理	気管カニューレの交換	気管カニューレの管理	
（日常の交換以外の対応）	気管内吸引	食事介助	経鼻チューブの交換	ストーマの管理	尿道カテーテルの管理	導尿	入浴介助	看護師による	
リハビリテーション	OTもしくはPTによる	
リハビリテーション	中心静脈カテーテル管理	高カロリー輸液の管理	薬剤の静注	
（抗生物質や利尿剤など）	麻薬による疼痛コントロール	終末期の医療的ケア	在宅での看取り	24時間対応	外出の介助	通院の介助	8	14	6	5	6	11	5	8	8	5	7	0	18	7	6	10	6	6	5	5	11	17	13～17歳	在宅人工呼吸器の管理	気管カニューレの交換	気管カニューレの管理	
（日常の交換以外の対応）	気管内吸引	食事介助	経鼻チューブの交換	ストーマの管理	尿道カテーテルの管理	導尿	入浴介助	看護師による	
リハビリテーション	OTもしくはPTによる	
リハビリテーション	中心静脈カテーテル管理	高カロリー輸液の管理	薬剤の静注	
（抗生物質や利尿剤など）	麻薬による疼痛コントロール	終末期の医療的ケア	在宅での看取り	24	時間対応	外出の介助	通院の介助	5	12	4	4	5	9	3	5	5	4	6	0	19	6	5	7	5	5	4	4	10	16	18歳以上	在宅人工呼吸器の管理	気管カニューレの交換	気管カニューレの管理	
（日常の交換以外の対応）	気管内吸引	食事介助	経鼻チューブの交換	ストーマの管理	尿道カテーテルの管理	導尿	入浴介助	看護師による	
リハ	ビリテーション	OTもしくはPTによる	
リハビリテーション	中心静脈カテーテル管理	高カロリー輸液の管理	薬剤の静注	
（抗生物質や利尿剤など）	麻薬による疼痛コントロール	終末期の医療的ケア	在宅での看取り	24時間対応	外出の介助	通院の介助	1	6	1	0	1	3	0	0	0	1	2	0	17	1	1	2	1	2	1	1	7	13	

乳児～2歳	在宅人工呼吸器の管理	気管カニューレの交換	気管カニューレの管理	
（日常の交換以外の対応）	気管内吸引	食事介助	経鼻チューブの交換	ストーマの管理	尿道カテーテルの管理	導尿	入浴介助	看護師による	
リハビリテーション	OTもしくはPTによる	
リハビリテーション	中心静脈カテーテル管理	高カロリー輸液の管理	薬剤の静注	
（抗生物質や利尿剤など）	麻薬による疼痛コントロール	終末期の医療的ケア	在宅での看取り	24時間対応	外出の介助	通院の介助	8	7	6	4	3	7	8	10	9	3	8	0	6	7	7	10	16	10	10	6	16	12	3～6歳	在宅人工呼吸器の管理	気管カニューレの交換	気管カニューレの管理	
（日常の交換以外の対応）	気管内吸引	食事介助	経鼻チューブの交換	ストーマの管理	尿道カテーテルの管理	導尿	入浴介助	看護師による	
リハビリテーション	OTもしくはPTによる	
リハビリテーション	中心静脈カテーテル管理	高カロリー輸液の管理	薬剤の静注	
（抗生物質や利尿剤など）	麻薬による疼痛コントロール	終末期の医療的ケア	在宅での看取り	24時間対応	外出の介助	通院の介助	7	8	6	4	3	6	7	8	8	3	7	0	6	7	6	10	16	11	11	6	16	11	7歳～12歳	在宅人工呼吸器の管理	気管カニューレの交換	気管カニューレの管理	
（日常の交換以外の対応）	気管内吸引	食事介助	経鼻チューブの交換	ストーマの管理	尿道カテーテルの管理	導尿	入浴介助	看護師による	
リハビリテーション	OTもしくはPTによる	
リハビリテーション	中心静脈カテーテル管理	高カロリー輸液の管理	薬剤の静注	
（抗生物質や利尿剤など）	麻薬による疼痛コントロール	終末期の医療的ケア	在宅での看取り	24時間対応	外出の介助	通院の介助	7	7	6	3	2	4	6	4	4	0	5	0	7	4	4	8	15	9	10	5	14	10	13～17歳	在宅人工呼吸器の管理	気管カニューレの交換	気管カニューレの管理	
（日常の交換以外の対応）	気管内吸引	食事介助	経鼻チューブの交換	ストーマの管理	尿道カテーテルの管理	導尿	入浴介助	看護師による	
リハビリテーション	OTもしくはPTによる	
リハビリテーション	中心静脈カテーテル管理	高カロリー輸液の管理	薬剤の静注	
（抗生物質や利尿剤など）	麻薬による疼痛コントロール	終末期の医療的ケア	在宅での看取り	24時間	対応	外出の介助	通院の介助	9	9	6	1	2	4	5	4	5	0	5	0	6	3	2	9	14	9	9	5	14	10	18歳以上	在宅人工呼吸器の管理	気管カニューレの交換	気管カニューレの管理	
（日常の交換以外の対応）	気管内吸引	食事介助	経鼻チューブの交換	ストーマの管理	尿道カテーテルの管理	導尿	入浴介助	看護師による	
リハビリ	テーション	OTもしくはPTによる	
リハビリテーション	中心静脈カテーテル管理	高カロリー輸液の管理	薬剤の静注	
（抗生物質や利尿剤など）	麻薬による疼痛コントロール	終末期の医療的ケア	在宅での看取り	24時間対応	外出の介助	通院の介助	6	10	3	0	2	4	2	1	2	2	2	0	5	2	1	5	8	4	4	0	13	10	

診療所

		Ｑ１		1.医療ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する外来診療について、以下の医療行為に対応できますか。 イリョウ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ガイライ シンリョウ イカ イリョウ コウイ タイオウ

				Ｑ1-1										予防接種 ヨボウ セッシュ

				Ｑ1-2										一次診療
（経過観察、栄養観察を含む） イチジ シンリョウ ケイカ カンサツ エイヨウ カンサツ フク

				Ｑ1-3										経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ

				Ｑ1-4										経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ

				Ｑ1-5										中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ

				Ｑ1-6										酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ

				Ｑ1-7										気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ

				Ｑ1-8										人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ

				Ｑ1-9										尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ

				Ｑ1-10										人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ

				Ｑ1-11										褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ

		Ｑ２		2.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する往診及び訪問診療について、以下の医療行為に対応できますか イリョウテキ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ オウシン オヨ ホウモン シンリョウ イカ イリョウ コウイ タイオウ

				Ｑ2-1										予防接種 ヨボウ セッシュ

				Ｑ2-2										一次診療
（経過観察、栄養観察を含む） イチジ シンリョウ ケイカ カンサツ エイヨウ カンサツ フク

				Ｑ2-3										経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ

				Ｑ2-4										経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ

				Ｑ2-5										中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ

				Ｑ2-6										酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ

				Ｑ2-7										気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ

				Ｑ2-8										人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ

				Ｑ2-9										尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ

				Ｑ2-10										人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ

				Ｑ2-11										褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ

		Ｑ3		3.24時間、重症心身障害児（18歳未満）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイジ サイ ミマン イリョウ タイオウ

				Ｑ3-1										できる

				Ｑ3-2										できない

				Ｑ3-3										要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン

		Ｑ4		4.24時間、重症心身障害者（18歳以上）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイシャ サイ イジョウ イリョウ タイオウ

				Ｑ4-1										できる

				Ｑ4-2										できない

				Ｑ4-3										要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン

		Ｑ5		5.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する訪問リハビリてーションを提供していますか イリョウテキ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ホウモン テイキョウ

				Ｑ5-1										提供している テイキョウ

				Ｑ5-2										提供していない テイキョウ

				Ｑ5-3										提供していないが対応は可能 テイキョウ タイオウ カノウ

				Ｑ5-4										要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン

		Ｑ6		6.重症心身障害児（者）在宅医療に対応できるようになるための条件はなんですか ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ ザイタク イリョウ タイオウ ジョウケン

				Ｑ6-1										診療報酬の点数が増えること シンリョウ ホウシュウ テンスウ フ

				Ｑ6-2										訪問看護尾の連携 ホウモン カンゴ オ レンケイ

				Ｑ6-3										病院との連携 ビョウイン レンケイ

				Ｑ6-4										在宅療養支援診療所と小児科医とのグループ診療 ザイタク リョウヨウ シエン シンリョウジョ ショウニ カ イ シンリョウ

				Ｑ6-5										在宅療養支援診療所に助言や相談を求めることができること ザイタク リョウヨウ シエン シンリョウジョ ジョゲン ソウダン モト

				Ｑ6-6										小児科医に助言や相談を求めることができること ショウニ カ イ ジョゲン ソウダン モト

				Ｑ6-7										経験のある医師がいること ケイケン イシ

				Ｑ6-8										研修などの自己のスキルアップ ケンシュウ ジコ

				Ｑ6-9										その他 タ

		Ｑ7		7.重症心身障害児（者）の方に対する医療、在宅生活等についてお気づきのことなど、ご自由にお書きください ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ カタ タイ イリョウ ザイタク セイカツ ナド キ ジユウ カ



		承諾可否 ショウダク カヒ		診療所名 シンリョウジョ メイ		電話番号 デンワ バンゴウ		郵便番号 ユウビンバンゴウ		所在地 ショザイチ		電話番号 デンワ バンゴウ		Ｑ１　1.医療ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する外来診療について、以下の医療行為に対応できますか。																								Ｑ２　2.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する往診及び訪問診療について、以下の医療行為に対応できますか																						Ｑ3		Ｑ4		Ｑ5		Ｑ6　6.重症心身障害児（者）在宅医療に対応できるようになるための条件はなんですか																		Ｑ7重症心身障害児（者）の方に対する医療、在宅生活等についてお気づきのことなど、ご自由にお書きください

														Ｑ1-1		Ｑ1-2		Ｑ1-3		Ｑ1-4		Ｑ1-5		Ｑ1-6		Ｑ1-7		Ｑ1-8		Ｑ1-9		Ｑ1-10		Ｑ1-11				Ｑ2-1		Ｑ2-2		Ｑ2-3		Ｑ2-4		Ｑ2-5		Ｑ2-6		Ｑ2-7		Ｑ2-8		Ｑ2-9		Ｑ2-10		Ｑ2-11								Ｑ6-1		Ｑ6-2		Ｑ6-3		Ｑ6-4		Ｑ6-5		Ｑ6-6		Ｑ6-7		Ｑ6-8		Ｑ6-9

		否 ヒ		不明 フメイ						不明 フメイ		不明 フメイ		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		7		0		0

		否 ヒ		不明 フメイ						不明 フメイ		不明 フメイ		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		1		1		0		0		0		1		0

		否 ヒ		不明 フメイ						不明 フメイ		不明 フメイ		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		不明 フメイ						不明 フメイ		不明 フメイ		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		0

		否 ヒ		不明 フメイ						不明 フメイ		不明 フメイ		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		否 ヒ		不明 フメイ						不明 フメイ		不明 フメイ		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		0		1		0

		否 ヒ		不明 フメイ						不明 フメイ		不明 フメイ		1		1		2		2		2		2		2		2		1		2		1				1		1		2		2		2		2		2		2		1		2		1		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		その他：各種の健康的処置の管理ができるかどうか。その訓練を受けているかどうかです。 タ カクシュ ケンコウテキ ショチ カンリ クンレン ウ

		否 ヒ		不明 フメイ						不明 フメイ		不明 フメイ		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		0		0		1		0		0

		否 ヒ		不明 フメイ						不明 フメイ		不明 フメイ		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		その他:スタッフ不足（医師、看護師、介助者）スペース不足 タ フソク イシ カンゴシ カイジョシャ フソク

		否 ヒ		宇都宮市保健所 ウツノミヤシ ホケンジョ				321-0974		宇都宮市竹林町972				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		その他：保健所は直接的な医療サービスを行っていないことから、今後も対応は行わない タ ホケンジョ チョクセツ テキ イリョウ オコナ コンゴ タイオウ オコナ

		承諾 ショウダク		深谷医院 フカヤ イイン		0285-75-0007 		321-4502		真岡市物井1268-7				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		1				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		1		2		2		2		0		0		1		1		0		0		0		0		0

		否 ヒ		こどもクリニックしまむら				326-0822		足利市田中町908-4				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		かしま産婦人科 サンフジンカ		0284-65-0341		326-0844		足利市鹿島町501-1				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		婦人科疾患（不正性器出血/帯下/外陰掻痒等）については外来対応させて頂いております フジンカ シッカン フセイ セイキ シュッケツ タイゲ ガイイン カ カユ ナド ガイライ タイオウ イタダ

		否 ヒ		医療法人雄仁会　奥山医院 イリョウ ホウジン ユウジン カイ オクヤマ イイン				322-0065		鹿沼市上材木町2320				1		3		3		3		3		3		1		3		3		2		2				1		3		2		3		2		3		1		3		3		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		1		1		0		0

		否 ヒ		水沼医院 ミズヌマ イイン				321-0628		那須烏山市金井1-14-8				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		3				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		飯野医院				321-4539		真岡市長沼730-1				3		2		2		2		2		3		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		おおきこどもクリニック		0285-41-0025 		329-0207		小山市美しが丘3-35-3				1		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		宇都宮市子ども発達センター診療所 ウツノミヤシ コ ハッタツ シンリョウジョ		028-647-4720		320-0851		栃木県宇都宮市鶴田町970-1				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		その他：子ども発達センター内の療育を利用する児の診療所であるため タ コ ハッタツ ナイ リョウイク リヨウ ジ シンリョウジョ

		承諾 ショウダク		中川医院 ナカガワ イイン		0287-62-0040		325-0057		那須塩原市黒磯幸町6-27				3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		1		0		1		0

		否 ヒ		ももやこどもクリニック				321-0118		宇都宮市インターパーク3-6-1				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		1		0		0		0		0		0

		否 ヒ		阿久津医院 アクツ イイン				329-1226		高根沢町大谷176-1 タカネザワマチ オオタニ				1		1		2		2		2		3		2		2		3		3		3				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		1		0		0		0		1		0		0

		否 ヒ		伊保内診療所 イホ ナイ シンリョウジョ				327-0034		佐野市伊保内町3841-1				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		1		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		にじいろこども診療所 シンリョウジョ		0285-44-7716		329-0414		下野市小金井4-1-1				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		0		1		1		0

		否 ヒ		戸野塚内科医院 トノヅカ ナイカ イイン				323-0064		小山市下石塚471				3		3		3		3		3		1		1		1		1		3		1				3		3		3		3		3		1		1		1		1		3		1		3		3		4		0		0		1		0		0		1		1		1		0

		否 ヒ		賀川診療所 カガワ シンリョウジョ				326-0843		足利市五十部町1785				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		1		0		1		0		0

		承諾 ショウダク		豊郷台クリニック ユタカ ゴウ ダイ		028-643-8998		320-0003		宇都宮市豊郷台2-21-3		028-643-8998（FAX8999）		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1				1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		2		0		1		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		いとうこどもクリニック		0289-63-5566		322-0025		鹿沼市緑町2-2-29				1		1		3		3		2		2		3		2		2		3		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		0		0		1		1		0

		承諾 ショウダク		清原台こどもクリニック キヨハラ ダイ		028-305-6017		321-3223		宇都宮市清原台2-4-14				1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		その他：医師、看護師の増員 タ イシ カンゴシ ゾウイン

		否 ヒ		阿部医院				324-0032		大田原市佐久山2018 オオタワラシ サクヤマ		0287-28-0053（FAX0287-28-2112）		1		1		2		2		2		2		1		2		1		2		1				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		4		0		1		1		0		1		0		0		1		0

		否 ヒ		中元内科医院 ナカモト ナイカ イイン				328-0027		栃木市今泉町2-10-18				1		3		2		2		2		3		2		2		3		2		3				3		3		2		2		2		3		2		2		3		2		3		2		2		2		0		0		1		0		1		0		0		1		0		①重症心身障害者の重症度の程度問題　②家庭の受け入れ問題、経済的負担 ジュウショウ シンシン ショウガイシャ ジュウショウ ド テイド モンダイ カテイ ウ イ モンダイ ケイザイテキ フタン

		否 ヒ		布川小児科 フカワ ショウニ カ				322-0036		鹿沼市下田町2-1099				1		1		3		3		2		3		2		2		2		3		3				1		1		3		3		2		3		2		2		2		2		3		2		2		2		0		1		1		1		0		0		1		1		0

		否 ヒ		ちづかクリニック				328-0133		栃木市大森町445-4		0282-31-3750		3		3		3		3		2		3		2		2		2		2		3				3		3		3		3		2		3		2		2		2		2		3		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		多島医院 タジマ イイン				321-1524		日光市足尾町赤沢21-28				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		否 ヒ		篠崎内科クリニック シノザキ ナイカ				321-3223		宇都宮市清原台6-1-13				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		否 ヒ		和久医院 ワク イイン				321-3324		芳賀町西水沼119-1				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		否 ヒ		近藤クリニック コンドウ				321-0634		那須烏山市野上町637-2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		0		0		0		0		1		0		0

		否 ヒ		高根沢内科クリニック タカネザワ ナイカ				321-4305		真岡市荒町2-11-1				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		岡田こどもクリニック オカダ				327-0832		佐野市植上町1408-2				1		3		3		3		3		2		3		2		3		3		3				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		0		0		0		0		0		往診医療ができたらと考えていた時もありましたが、現在は物理的に困難で申し訳ありません
重心のお子さんの通院所と個別の相談で応じる可能性はあります オウシン イリョウ カンガ トキ ゲンザイ ブツリテキ コンナン モウ ワケ ジュウシン コ ツウイン ジョ コベツ ソウダン オウ カノウセイ

		否 ヒ		真岡メディカルクリニック モオカ				321-4305		真岡市荒町3-49-6				3		3		3		3		3		3		3		3				3		3				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		0		0		0		1		1		0

		否 ヒ		いしだ整形外科 セイケイ ゲカ				321-0912		宇都宮市石井町3236-1				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		山中クリニック ヤマナカ				327-0835		佐野市植下町2468				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		1		1		0		0		1		0		0

		否 ヒ		医療法人　寿幸会　吉野医院 イリョウ ホウジン コトブキ サチ カイ ヨシノ イイン				320-0014		宇都宮市大曽4-9-11				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		1		1		0		0		1		0		0

		否 ヒ		柳田産婦人科・小児科医院 ヤナギダ サンフジンカ ショウニカ イイン				321-4361		真岡市並木町4-5-3				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		0

		否 ヒ		石田消化器科・内科クリニック イシダ ショウカキ カ ナイカ				321-0216		壬生町壬生丁259-7				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		1		0		0		0		0		0

		否 ヒ		赤羽胃腸科・外科・肛門科医院 アカバネ イチョウカ ゲカ コウモンカ イイン				324-0052		大田原市城山2-5-29				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		医療法人　文仁会　扶桑医院 イリョウ ホウジン ブン ジン カイ フソウ イイン				323-0016		小山市扶桑1-2-1				1		3		3		3		2		2		3		2		3		3		3				3		3		3		2		2		2		3		2		3		2		3		2		2		2		0		0		1		1		0		0		1		1		0

		否 ヒ		馬場医院 ババ イイン				327-0043		佐野市君田町35				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		否 ヒ		井戸川クリニック イドガワ				326-0331		足利市福富町2096-1				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		0		0		1		0		0		0

		否 ヒ		鎌田浅香医院 カマタ アサカ イイン				324-0043		大田原市浅香3-3-9				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		0		1		0		0		0		0		0		0		高額医療はひかえています。悪質ととらえられますので!! コウガク イリョウ アクシツ

		否 ヒ		山門クリニック ヤマカド				328-0031		栃木市日の出町6-35				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		0		0		0		1		0

		否 ヒ		新村ファミリークリニック ニイムラ				328-0011		栃木市大宮町2120-11				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		宇都宮東部クリニック ウツノミヤ トウブ				321-3223		宇都宮市清原台5-14-19				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1

		否 ヒ		車田医院 クルマダ イイン				324-0242		大田原市大豆田457-24				3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3				3		3		3		3		3		0		2		2		3		3		3		2		2		2		0		0		1		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		にがみどう内科クリニック ナイカ				322-0003		鹿沼市仁神堂町351-26				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		松谷内科胃腸科クリニック マツヤ ナイカ イチョウカ				321-3304		芳賀町祖母井1708-17				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		1		0		0

		否 ヒ		まなか医院 イイン				329-1225		高根沢町石末２０９３－１０				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		植木医院 ウエキ イイン				329-2224		塩谷町金枝950				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		1		2		2		2		2		3		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		0		0		0		0		0

		否 ヒ		大岡医院 オオオカ イイン				320-0047		宇都宮市一の沢274-7				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		川野クリニック カワノ				329-1112		宇都宮市上田原町660-6				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		0		1		0

		否 ヒ		陣内医院 ジンナイ イイン				321-0225		壬生町本丸1-7-10		0282-82-0242		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		1		0

		否 ヒ		船越医院 フナコシ イイン				328-0111		栃木市都賀町家中5986-6				1		1		2		2		2		2		2		2		3		2		3				1		1		2		2		2		2		2		2		3		2		3		2		2		2		0		1		1		0		1		1		0		1		0

		否 ヒ		林クリニック ハヤシ				321-0158		宇都宮市西川田本町1-8-29				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		0		0		0		0		0

		否 ヒ		河島医院 カワシマ イイン				329-3436		那須郡那須町伊王野1503				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		松本内科医院 マツモト ナイカ イイン				321-0226		壬生町中央町6-37				3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		否 ヒ		佐藤医院 サトウ イイン				329-2728		栃木県那須塩原市西栄町7-16 ３２９－２７２８		0287-36-0147		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1

		否 ヒ		渡部医院 ワタナベ イイン				329-3153		那須塩原市大原間140-1 ナスシオバラ シ オオハラマ				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		宇都宮市保健センター ウツノミヤシ ホケン				321-0964		宇都宮市駅前通り1-4-6				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		0

		否 ヒ		川村医院 カワムラ イイン				321-2522		日光市鬼怒川温泉大原1396-20				1		1		3		1		3		1		3		2		3		3		3				3		3		3		3		3		3		2		2		3		3		3		2		2		2		0		0		1		0		0		1		1		0		0

		否 ヒ		ほうずみ整形外科内科小児科医院				320-0047		宇都宮市一の沢2-1-43				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		小島内科医院 コジマ ナイカ イイン				321-0168		宇都宮市東原町5-3				3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		1		0		0		0		0

		否 ヒ		那須高原クリニック ナス コウゲン				329-3131		那須塩原市唐杉31-2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		サンフラワークリニック				323-0808		小山市出井1936				3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		昌平町こどもクリニック ショウヘイ マチ				326-0813		足利市昌平町2368				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		①中心となる施設へ患者が訪問するように、移動手段・補助（人、お金）を考えるべき。どうしても動けない、動かせない人のみ専門職（医者以外）が訪問しIT技術等で必要に応じてセンター施設のスペシャリストと連絡し治療（入院‥）の判断をし実行する。
②既存の人・技術・施設を日曜大工的発想で組み合わせて、システムを構築することには賛成できない。現状をどうにかするための方策でなく、医療の公正（正義）を行うためにどうすべきかを考えるべきだと思う チュウシン シセツ カンジャ ホウモン イドウ シュダン ホジョ ヒト カネ カンガ ウゴ ウゴ ヒト センモン ショク イシャ イガイ ホウモン ギジュツナド ヒツヨウ オウ シセツ レンラク チリョウ ニュウイン ハンダン ジッコウ キゾン ヒト ギジュツ シセツ ニチヨウ ダイク テキ ハッソウ ク ア コウチク サンセイ ゲンジョウ ホウサク イリョウ コウセイ セイギ オコナ カンガ オモ

		否 ヒ		赤田診療所 アカダ シンリョウジョ				329-2743		那須塩原市南赤田321-1192				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		手塚内科 テヅカ ナイカ				321-0966		宇都宮市今泉3-12-12				3		3		2		2		2		2		2		2		1		3		3				3		3		2		2		2		2		2		2		3		3		3		2		2		2		0		1		1		0		1		0		1		0		0		今まで具体的な症例に会っていません イマ グタイテキ ショウレイ ア

		否 ヒ		板橋医院 イタバシ イイン				327-0803		佐野市犬伏新町1308-2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		1		1		0

		否 ヒ		倉増医院 クラ マ イイン				320-0856		宇都宮市砥上町675-1				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		その他：人材の確保 タ ジンザイ カクホ

		否 ヒ		もてぎの森メディカルプラザ				321-3541		茂木町烏生田下郷330				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		宮澤クリニック ミヤザワ				329-0412		下野市柴291-2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		金澤医院 カナザワ イイン				325-0052		那須塩原市中央町1-8				1		1		2		2		2		1		2		2		2		2		2				1		1		2		2		2		1		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		つるたfamilyクリニック				320-0857		宇都宮市鶴田1-17-23				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		フォレストサイドクリニック				321-0152		宇都宮市西川田6-6-17		028-684-2775		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		今野内科胃腸科医院 コンノ ナイカ イチョウカ イイン				321-0151		宇都宮市西川田町933-1		028-645-6121		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		1		1		1		0

		否 ヒ		小島原医院 コジマ ハラ イイン				329-1104		宇都宮市下岡本町4075				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		1		0

		否 ヒ		永田内科眼科医院 ナガタ ナイカ ガンカイ イン				321-0982		宇都宮市御幸ヶ原町136-9		028-662-6774		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		1		0

		否 ヒ		大栗医院 オオクリ イイン				320-0034		宇都宮市泉町1-27				3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1

		否 ヒ		星小児科医院 ホシ ショウニカ イイン				321-0346		宇都宮市下荒針町3588-2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		金子内科医院 カネコ ナイカ イイン				320-0032		宇都宮市昭和1-1-31				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		否 ヒ		石川医院 イシカワ イイン				322-0015		栃木県鹿沼市上石川1-319 ３２２－００１５		0289-76-3145		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		当方では特別養護老人ホームの嘱託医を兼ねておりますため、24時間体制での診察となっております。今回のアンケートに対しましては、オーバーワークにつき協力いたしかねます。 トウホウ トクベツ ヨウゴ ロウジン ショクタクイ カ ジカン タイセイ シンサツ コンカイ タイ キョウリョク

		否 ヒ		しみずファミリークリニック				321-0951		宇都宮市越戸3-15-27				1		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		0		0		0		0		0

		否 ヒ		岡医院 オカ イイン				321-1403		日光市下鉢石町997-1				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		1		1		0		そもそも開業の小児科医が少ないうえに、在宅医療をやっている小児科はほとんどいないのが現状。以前、在宅の重症心身障害児の訪問診療を頼まれて行ったことがあるが、大人の訪問診療と勝手が違う為、内科医にはハードルが高いと感じた。是非、近くの小児科の先生に少しでも取り組んでもらうしかないかと思います。 カイギョウ ショウニ カ イ スク ザイタク イリョウ ショウニカ ゲンジョウ イゼン ザイタク ジュウショウ シンシン ショウガイジ ホウモン シンリョウ タノ オコナ オトナ ホウモン シンリョウ カッテ チガ タメ ナイカ イ タカ カン ゼヒ チカ ショウニカ センセイ スコ ト ク オモ

		否 ヒ		風見診療所 カザミ シンリョウジョ				329-2335		塩谷町上平27				3		3		1		3		2		3		3		2		1		3		3				3		1		1		3		2		2		3		3		2		1		3		3		2		2		0		1		1		0		1		0		1		1		0

		否 ヒ		土谷医院 ツチヤ イイン				321-0136		宇都宮市みどり野町14-3				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		1		0

		否 ヒ		遠藤小児科 エンドウ ショウニカ				321-0982		宇都宮市御幸ヶ原町224-10				1		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		1		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		油布医院 ユフ イイン				321-0414		宇都宮市中里町175-8				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		1		0

		承諾 ショウダク		さいとう小児科 ショウニカ		0282-22-0757 		328-0015		栃木市万町30番16号		0282-22-0757		1		1		3		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		1		0

		承諾 ショウダク		冨塚メデｲカルクリニック		028-666-2555		321-2116		宇都宮市徳次郎町888				1		1		2		2		2		2		2		2		1		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0		なるべく協力したいが、現在当院副院長が体調悪く、休養中のため困難となっています。 キョウリョク ゲンザイ トウイン フクインチョウ タイチョウ ワル キュウヨウチュウ コンナン

		承諾 ショウダク		山浦内科医院		0284-21-6653 		326-0843		足利市五十部町1256-5				1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3				1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		4		1		1		1		0		0		0		1		0		0

		承諾 ショウダク		小倉医院		0282-82-0057		321-0227		壬生町通町10-5				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		承諾 ショウダク		飯岡小児科		0289-65-3257		322-0074		鹿沼市日吉町569-2				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		3				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		3		2		2		2		0		0		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		角田内科医院		0285-53-5665 		329-0511		下野市石橋549				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		1		1		1		1		1		0		0

		承諾 ショウダク		おかべこどもクリニック		0285-40-7300 		329-0433		下野市緑5-17-12				3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		くろばね齋藤醫院		0287-54-0031		324-0233		大田原市黒羽田町612				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		1		0

		承諾 ショウダク		立花医院		0287-72-0311		325-0003		那須郡那須町寺子乙3967-190				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		その他：スタッフの充実　　1～9すべて当てはまります タ ジュウジツ ア

		承諾 ショウダク		さいとうハート＆キッズクリニック		0287-53-7979		324-0043		大田原市浅香1-4-3				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		1		0

		承諾 ショウダク		小山すぎの木クリニック		0285-30-3456		323-0806		小山市中久喜1131-1				1		1		1		1		1		1		2		2		2		1		1				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		4		1		1		0		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		有村小児科医院		028-656-7207		321-0912		宇都宮市石井町3128-11		028-656-7207		1		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		1		0		1		1		0		無床の診療所の小児科医としては、急性疾患（特に感染症が多く）への対応が中心です。時間に追われています。予防接種については、時間枠をとって対応できます。一次診療についても、訪問看護との連携等があれば対応可能な場合があります。（例えば点滴投薬等）現時点では往診は無理ですが。 ムショウ シンリョウジョ ショウニ カ イ キュウセイ シッカン トク カンセンショウ オオ タイオウ チュウシン ジカン オ ヨボウ セッシュ ジカンワク タイオウ イチジ シンリョウ ホウモン カンゴ レンケイ トウ タイオウ カノウ バアイ タト テンテキ トウヤク ナド ゲンジテン オウシン ムリ

		承諾 ショウダク		吉永医院		0285-63-2303		321-3564		茂木町増井190-1				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		1		1		0		0		0

		承諾 ショウダク		あさかクリニック		0287-22-2601		324-0043		大田原市浅香3-3711				1		1		2		2		2		2		1		1		2		2		2				1		1		2		2		2		2		1		1		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		坪水医院		0283-62-0265		327-0312		佐野市栃本町2241				1		1		3		3		3		3		3		3		1		3		3				1		1		3		3		3		3		3		3		1		3		3		3		3		3		0		1		1		0		0		0		0		1		0		若い頃、町田市にある重度心身障害者の施設にボランティアで行き、足で書いたお手紙をもらって感動しました。何かのお役にたてればと思いますが、現在実態がよく分かりません。 ワカ コロ マチダシ ジュウド シンシン ショウガイシャ シセツ イ アシ カ テガミ カンドウ ナニ ヤク オモ ゲンザイ ジッタイ ワ

		承諾 ショウダク		こどもヶ丘診療所		028-615-1077		321-0151		宇都宮市西川田町183-21				1		1		3		3		3		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		1		0		1		1		0

		承諾 ショウダク		竹田内科小児科クリニック		0282-29-1233		328-0011		栃木市大宮町52番地		0282-29-1233		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		0		1		1		1		0		0		1		0

		承諾 ショウダク		すながクリニック		0284-44-7211		326-0015		足利市八椚町494-1　				1		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		1		1		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		片山医院		028-661-9764		321-0944		宇都宮市東峰町3008-21				1		1		2		2		2		1		2		2		2		2		2				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		4		0		1		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		稲毛クリニック		0283-25-2566		327-0103		佐野市石塚町893-1				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		1		1		1		1		1		その他：当クリニックでは勤務医での診療のみを行っており、重症心身障害児に対応できるシステムはととのっておらず、申し訳ありません。 タ トウ キンムイ シンリョウ オコナ ジュウショウ シンシン ショウガイジ タイオウ モウ ワケ

		承諾 ショウダク		小川こどもクリニック		0289-74-5421		322-0027		鹿沼市貝島町5006-2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		くさの小児科		0284-73-7000		326-0335		足利市上渋垂町338-3				3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		みやの杜クリニック　		028-683-7811		321-0904		宇都宮市陽東2-4-5				1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1				3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		1		0		0		1		0		0		1		0		0		0		Q2訪問診療のみ対応可 ホウモン シンリョウ タイオウ カ

		承諾 ショウダク		にいたに内科　		028-675-6515		329-1231		塩谷郡高根沢町宝石台 3-3-19				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1

		承諾 ショウダク		よこやま内科小児科クリニック		0282-24-8102		328-0075		栃木市箱森町38-70				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		さいとうクリニック		0287-39-1805		329-2724		那須塩原市西幸町7-13				1		1		3		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		0		0		0		0		1		その他：現在の診療所での診療との兼ね合いが困難であり、複数の医師や看護師が必要 タ ゲンザイ シンリョウジョ シンリョウ カ ア コンナン フクスウ イシ カンゴシ ヒツヨウ

		承諾 ショウダク		桜井消化器科・内科		028-643-0870		320-0073		宇都宮市細谷1-7-38				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		承諾 ショウダク		佐藤医院		0287-96-2841		324-0501		那須郡那珂川町小川2960-1				1		1		3		3		2		3		3		2		1		1		1				1		1		3		3		2		3		3		2		1		1		1		3		3		4		0		1		1		1		0		1		0		0		0

		承諾 ショウダク		大根田内科医院		028-624-6322		320-0072		宇都宮市若草3-4-22				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		0		0		0		0		0		0		0		当方の医師が高齢であり、しかもスタッフがそろっていないので在宅医療は無理なので、ましてや重症心身障害者においておやです。 トウホウ イシ コウレイ ザイタク イリョウ ムリ ジュウショウ シンシン ショウガイシャ

		承諾 ショウダク		医療法人　赤羽病院		028-661-5446		321-0904		宇都宮市陽東7-2-2				1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3				3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		2		2		2		0		1		1		1		0		0		1		0		0

		承諾 ショウダク		田井の里クリニック		0285-81-6502		321-4301		真岡市西田井内外748-2				1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2				3		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		みずぬまクリニック		0287-39-1581		329-2751		那須塩原市東三島2-80-6				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		その他：在宅医療をやっていないので現状は無理である タ ザイタク イリョウ ゲンジョウ ムリ

		承諾 ショウダク		キッズクリニックはせがわ		0283-27-0200		327-0843		佐野市堀米町3946-6				1		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		その他：時間的余裕 タ ジカンテキ ヨユウ

		承諾 ショウダク		小森谷内科医院		0282-43-7327		329-4404		栃木市大平町富田4003-8				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		熊倉医院		0282-55-8425		329-4316		下都賀郡岩舟町新里180-1				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		いちはらファミリークリニック		028-612-8350		321-0414		宇都宮市中里町322				3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3				3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		1		2		0		1		1		1		0		1		0		1		0

		承諾 ショウダク		かとう小児科 ショウニカ		0282-82-7576		321-0218		壬生町落合3-7-30		 		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		福田こどもクリニック		028-659-8850		320-0852		栃木県宇都宮市下砥上町1545-20				1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3				1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		2		2		2		0		1		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		てらもと小児科		028-650-6636		321-0975		宇都宮市関堀町971-6				1		1		3		2		2		3		3		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		0		小児科医としてはもっと積極的に協力しなければいけないと思いますが、現在の我診療所の状態では不可能なことが多く残念です。 ショウニ カ イ セッキョクテキ キョウリョク オモ ゲンザイ ワガ シンリョウジョ ジョウタイ フカノウ オオ ザンネン

		承諾 ショウダク		木村内科医院		0288-22-7880		321-1264		日光市瀬尾497-1				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		承諾 ショウダク		こばやしファミリークリニック		0283-85-9900		327-0311		佐野市多田町566				1		1		1		1		3		1		1		2		1		1		1				1		1		1		1		3		1		1		3		1		1		1		3		3		2		0		1		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		あいファミリィクリニック足利 アシカガ		0284-22-3788		329-4213		足利市寺岡町505-1				1		1		1		1		1		1		1		3		1		1		1				1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		1		0		1		0		0		0		0		1		0

		承諾 ショウダク		腰塚医院		0282-62-2072		323-1104		栃木市藤岡町藤岡1845-10				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		1		1		1		1		0

		承諾 ショウダク		桜井こどもクリニック		0282-24-5987		328-0034		栃木市本町16-9				1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		承諾 ショウダク		神鳥谷クリニック		0285-22-7700		323-0827		小山市神鳥谷1-19-1		 		2		2		2		2		2		2		2		2		1		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		持田医院		0282-67-3661		329-0319		栃木市藤岡町中根115-5				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		4		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		田村医院		0282-43-3368		329-4423		栃木市大平町西水代1835-1				1		1		1		1		1		1		1		2		1		1		1				1		1		1		1		1		1		1		2		1		1		1		3		1		4		1		1		1		1		1		1		1		1		0		Q5.訪問看護、訪問リハビリテーションを利用 ホウモン カンゴ ホウモン リヨウ

		承諾 ショウダク		大橋内科クリニック		0282-82-8522		321-0219		壬生町福和田1003-1				1		1		2		2		2		3		2		2		2		2		3				1		1		2		2		2		3		2		2		2		2		3		3		3		2		0		1		1		0		0		0		0		1		0

		承諾 ショウダク		てらだファミリークリニック		028-654-2188		321-0132		宇都宮市雀の宮5-5-1				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		1		1		1		1		0

		承諾 ショウダク		あおい内科小児科ｸﾘﾆｯｸ		028-663-6000		321-0973		宇都宮市岩曽町1086-1				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		1		1		1		その他：往診時間の確保ができること タ オウシン ジカン カクホ

		承諾 ショウダク		飯塚医院		0287-92-2034		324-0613		那須郡那珂川町馬頭484-3				1		1		2		2		2		2		2		2		1		2		1				1		1		2		2		2		2		2		2		1		2		1		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		0

		承諾 ショウダク		やの小児科医院		0285-56-0280		329-0611		河内郡上三川町上三川3446-3				1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3				1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		2		2		2		0		1		1		1		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		仲嶋医院		028-681-7755		329-1311		さくら市氏家3245-17				3		3		3		3		2		3		3		3		3		2		3				3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		2		3		2		1		1		1		1		1		1		1		0		0		成人（18才以上）を対象に回答しました セイジン サイ イジョウ タイショウ カイトウ

		承諾 ショウダク		小林診療所		0285-82-3873		321-4369		真岡市熊倉3-10-7				1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		1				1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		1		2		2		2		0		1		0		0		0		1		0		0		0

		承諾 ショウダク		西真岡こどもクリニック		0285-81-7900		321-4341		真岡市高勢町3-205-1				1		1		1		3		1		1		1		1		1		3		3				1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		その他：現在おこなっています タ ゲンザイ

		承諾 ショウダク		鈴木医院		0285-72-2032		321-4217		益子町益子1747-2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		承諾 ショウダク		緑の屋根診療所		0283-20-2577		327-0843		佐野市堀米町1348-5				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		0		0		1		0		1		0		1		0		0		地域の社会資源が少ない。マンパワー不足 チイキ シャカイ シゲン スク ブソク

		承諾 ショウダク		ひがのクリニック		0285-74-0051 		321-4521		真岡市久下田941-1				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		豊郷中央渡辺内科　		028-622-8900		320-0004		宇都宮市長岡町1217-5				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		1				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		1		0		0

		承諾 ショウダク		きくちクリニック		028-683-3387		321-0903		宇都宮市下平出町614-2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		0		0

		承諾 ショウダク		サンレディースクリニック		0282-24-3541		328-0024		栃木市樋ノ口町504-1				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		医療法人　亀田内科		028-633-2884		320-0812		宇都宮市一番町1-28				1		1		1		2		2		1		2		2		2		2		1				1		1		1		2		2		1		2		2		2		2		1		3		3		3		0		0		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		越戸クリニック		028-660-6190		321-0951		宇都宮市越戸町139-6				1		1		2		2		2		3		2		2		2		2		3				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		佐藤内科		0285-53-1305		329-0511		下野市石橋839-14				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		承諾 ショウダク		グリムこどもクリニック		0285-51-1515		329-0502		下野市下古山2-6-17				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		事前連絡の上での一次診療、予防接種ですので、申し訳ありません。 ジゼン レンラク ウエ イチジ シンリョウ ヨボウ セッシュ モウ ワケ

		承諾 ショウダク		吉原医院		0288-21-0161		321-1261		日光市今市826-4				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		1		1		1		その他：設備 タ セツビ

		承諾 ショウダク		梅園医院		028-633-2869		320-0035		宇都宮市伝馬町3-28				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		1		0		0

		承諾 ショウダク		森田医院		028-633-1573		320-0861		宇都宮市西3-5-8				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		鈴木内科クリニック		028-655-1229		321-0139		宇都宮市若松原2-4-19				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		その他：24時間対応が必要となると考えますが、当院診療時間内の往診は難しいと考えます。 タ ジカン タイオウ ヒツヨウ カンガ トウイン シンリョウ ジカン ナイ オウシン ムズカ カンガ

		承諾 ショウダク		小松医院		0289-60-5515		322-0064		鹿沼市文化橋町2300-1				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		1		0		0		1		0



														1.医療ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する外来診療について、以下の医療行為に対応できますか。 イリョウ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ガイライ シンリョウ イカ イリョウ コウイ タイオウ																								2.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する往診及び訪問診療について、以下の医療行為に対応できますか イリョウテキ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ オウシン オヨ ホウモン シンリョウ イカ イリョウ コウイ タイオウ

														予防接種 ヨボウ セッシュ		一次診療
（経過観察、栄養観察を含む） イチジ シンリョウ ケイカ カンサツ エイヨウ カンサツ フク		経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ		経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ		中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ		酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ		気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ		人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ		尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ		人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ		褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ				予防接種 ヨボウ セッシュ		一次診療
（経過観察、栄養観察を含む） イチジ シンリョウ ケイカ カンサツ エイヨウ カンサツ フク		経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ		経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ		中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ		酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ		気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ		人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ		尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ		人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ		褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ

										1		できる		83		57		12		9		7		13		11		6		17		8		16		できる		39		29		8		6		5		9		9		6		10		7		12

										2		できない		55		80		127		134		142		130		136		146		131		137		124		できない		102		115		141		143		148		140		144		148		140		145		134

										3		要相談 ヨウ ソウダン		27		28		26		22		16		22		18		13		16		20		25		要相談 ヨウ ソウダン		24		21		16		16		12		15		12		11		15		13		19

																																																														0

														3.24時間、重症心身障害児（18歳未満）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイジ サイ ミマン イリョウ タイオウ

										1		できる		1

										2		できない		150

										3		要相談 ヨウ ソウダン		14

														4.24時間、重症心身障害者（18歳以上）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイシャ サイ イジョウ イリョウ タイオウ

										1		できる		3

										2		できない		150

										3		要相談 ヨウ ソウダン		12

														5.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する訪問リハビリてーションを提供していますか イリョウテキ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ホウモン テイキョウ

										1		提供している テイキョウ		1

										2		提供していない テイキョウ		152

										3		提供していないが対応は可能 テイキョウ タイオウ カノウ		4

										4		要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン		8

														6.重症心身障害児（者）在宅医療に対応できるようになるための条件はなんですか

										1		診療報酬の点数が増えること シンリョウ ホウシュウ テンスウ フ		24

										2		訪問看護尾の連携 ホウモン カンゴ オ レンケイ		73

										3		病院との連携 ビョウイン レンケイ		90

										4		在宅療養支援診療所と小児科医とのグループ診療 ザイタク リョウヨウ シエン シンリョウジョ ショウニ カ イ シンリョウ		43

										5		在宅療養支援診療所に助言や相談を求めることができること ザイタク リョウヨウ シエン シンリョウジョ ジョゲン ソウダン モト		28

										6		小児科医に助言や相談を求めることができること ショウニ カ イ ジョゲン ソウダン モト		26

										7		経験のある医師がいること ケイケン イシ		62

										8		研修などの自己のスキルアップ ケンシュウ ジコ		47

										9		その他 タ		21



できる	予防接種	一次診療	
（経過観察、栄養観察を含む）	経鼻経管栄養の管理	経皮経管栄養の管理	
（胃ろう）	中心静脈栄養の管理	酸素療法の管理	気管切開の管理	人工呼吸器の管理	尿道留置カテーテル	
の管理	人工肛門の管理	褥瘡の管理	83	57	12	9	7	13	11	6	17	8	16	できない	予防接種	一次診療	
（経過観察、栄養観察を含む）	経鼻経管栄養の管理	経皮経管栄養の管理	
（胃ろう）	中心静脈栄養の管理	酸素療法の管理	気管切開の管理	人工呼吸器の管理	尿道留置カテーテル	
の管理	人工肛門の管理	褥瘡の管理	55	80	127	134	142	130	136	146	131	137	124	要相談	予防接種	一次診療	
（経過観察、栄養観察を含む）	経鼻経管栄養の管理	経皮経管栄養の管理	
（胃ろう）	中心静脈栄養の管理	酸素療法の管理	気管切開の管理	人工呼吸器の管理	尿道留置カテーテル	
の管理	人工肛門の管理	褥瘡の管理	27	28	26	22	16	22	18	13	16	20	25	3.24時間、重症心身障害児（18歳未満）の医療に対応ができますか	できる	できない	要相談	1	150	14	4.24時間、重症心身障害者（18歳以上）の医療に対応ができますか	できる	できない	要相談	3	150	12	5.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する訪問リハビリてーションを提供していますか	提供している	提供していない	提供していないが対応は可能	要相談（条件による）	1	152	4	8	6.重症心身障害児（者）在宅医療に対応できるようになるための条件はなんですか	診療報酬の点数が増えること	訪問看護尾の連携	病院との連携	在宅療養支援診療所と小児科医とのグループ診療	在宅療養支援診療所に助言や相談を求めることができること	小児科医に	助言や相談を求めることができること	経験のある医師がいること	研修などの自己のスキルアップ	その他	24	73	90	43	28	26	62	47	21	できる	予防接種	一次診療	
（経過観察、栄養観察を含む）	経鼻経管栄養の管理	経皮経管栄養の管理	
（胃ろう）	中心静脈栄養の管理	酸素療法の管理	気管切開の管理	人工呼吸器の管理	尿道留置カテーテル	
の管理	人工肛門の管理	褥瘡の管理	39	29	8	6	5	9	9	6	10	7	12	できない	予防接種	一次診療	
（経過観察、栄養観察を含む）	経鼻経管栄養の管理	経皮経管栄養の管理	
（胃ろう）	中心静脈栄養の管理	酸素療法の管理	気管切開の管理	人工呼吸器の管理	尿道留置カテーテル	
の管理	人工肛門の管理	褥瘡の管理	102	115	141	143	148	140	144	148	140	145	134	要相談	予防接種	一次診療	
（経過観察、栄養観察を含む）	経鼻経管栄養の管理	経皮経管栄養の管理	
（胃ろう）	中心静脈栄養の管理	酸素療法の管理	気管切開の管理	人工呼吸器の管理	尿道留置カテーテル	
の管理	人工肛門の管理	褥瘡の管理	24	21	16	16	12	15	12	11	15	13	19	

診療所 (作業)

		Ｑ１		1.医療ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する外来診療について、以下の医療行為に対応できますか。 イリョウ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ガイライ シンリョウ イカ イリョウ コウイ タイオウ

				Ｑ1-1										予防接種 ヨボウ セッシュ

				Ｑ1-2										一次診療
（経過観察、栄養観察を含む） イチジ シンリョウ ケイカ カンサツ エイヨウ カンサツ フク

				Ｑ1-3										経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ

				Ｑ1-4										経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ

				Ｑ1-5										中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ

				Ｑ1-6										酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ

				Ｑ1-7										気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ

				Ｑ1-8										人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ

				Ｑ1-9										尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ

				Ｑ1-10										人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ

				Ｑ1-11										褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ

		Ｑ２		2.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する往診及び訪問診療について、以下の医療行為に対応できますか イリョウテキ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ オウシン オヨ ホウモン シンリョウ イカ イリョウ コウイ タイオウ

				Ｑ2-1										予防接種 ヨボウ セッシュ

				Ｑ2-2										一次診療
（経過観察、栄養観察を含む） イチジ シンリョウ ケイカ カンサツ エイヨウ カンサツ フク

				Ｑ2-3										経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ

				Ｑ2-4										経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ

				Ｑ2-5										中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ

				Ｑ2-6										酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ

				Ｑ2-7										気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ

				Ｑ2-8										人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ

				Ｑ2-9										尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ

				Ｑ2-10										人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ

				Ｑ2-11										褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ

		Ｑ3		3.24時間、重症心身障害児（18歳未満）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイジ サイ ミマン イリョウ タイオウ

				Ｑ3-1										できる

				Ｑ3-2										できない

				Ｑ3-3										要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン

		Ｑ4		4.24時間、重症心身障害者（18歳以上）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイシャ サイ イジョウ イリョウ タイオウ

				Ｑ4-1										できる

				Ｑ4-2										できない

				Ｑ4-3										要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン

		Ｑ5		5.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する訪問リハビリてーションを提供していますか イリョウテキ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ホウモン テイキョウ

				Ｑ5-1										提供している テイキョウ

				Ｑ5-2										提供していない テイキョウ

				Ｑ5-3										提供していないが対応は可能 テイキョウ タイオウ カノウ

				Ｑ5-4										要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン

		Ｑ6		6.重症心身障害児（者）在宅医療に対応できるようになるための条件はなんですか ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ ザイタク イリョウ タイオウ ジョウケン

				Ｑ6-1										診療報酬の点数が増えること シンリョウ ホウシュウ テンスウ フ

				Ｑ6-2										訪問看護尾の連携 ホウモン カンゴ オ レンケイ

				Ｑ6-3										病院との連携 ビョウイン レンケイ

				Ｑ6-4										在宅療養支援診療所と小児科医とのグループ診療 ザイタク リョウヨウ シエン シンリョウジョ ショウニ カ イ シンリョウ

				Ｑ6-5										在宅療養支援診療所に助言や相談を求めることができること ザイタク リョウヨウ シエン シンリョウジョ ジョゲン ソウダン モト

				Ｑ6-6										小児科医に助言や相談を求めることができること ショウニ カ イ ジョゲン ソウダン モト

				Ｑ6-7										経験のある医師がいること ケイケン イシ

				Ｑ6-8										研修などの自己のスキルアップ ケンシュウ ジコ

				Ｑ6-9										その他 タ

		Ｑ7		7.重症心身障害児（者）の方に対する医療、在宅生活等についてお気づきのことなど、ご自由にお書きください ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ カタ タイ イリョウ ザイタク セイカツ ナド キ ジユウ カ



		承諾可否 ショウダク カヒ		診療所名 シンリョウジョ メイ		電話番号 デンワ バンゴウ		郵便番号 ユウビンバンゴウ		所在地 ショザイチ		電話番号 デンワ バンゴウ		Ｑ１　1.医療ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する外来診療について、以下の医療行為に対応できますか。																								Ｑ２　2.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する往診及び訪問診療について、以下の医療行為に対応できますか																						Ｑ3		Ｑ4		Ｑ5		Ｑ6　6.重症心身障害児（者）在宅医療に対応できるようになるための条件はなんですか																		Ｑ7重症心身障害児（者）の方に対する医療、在宅生活等についてお気づきのことなど、ご自由にお書きください
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		否 ヒ		不明 フメイ						不明 フメイ		不明 フメイ		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		7		0		0

		否 ヒ		不明 フメイ						不明 フメイ		不明 フメイ		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		1		1		0		0		0		1		0

		否 ヒ		不明 フメイ						不明 フメイ		不明 フメイ		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		不明 フメイ						不明 フメイ		不明 フメイ		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		0

		否 ヒ		不明 フメイ						不明 フメイ		不明 フメイ		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		否 ヒ		不明 フメイ						不明 フメイ		不明 フメイ		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		0		1		0

		否 ヒ		不明 フメイ						不明 フメイ		不明 フメイ		1		1		2		2		2		2		2		2		1		2		1				1		1		2		2		2		2		2		2		1		2		1		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		その他：各種の健康的処置の管理ができるかどうか。その訓練を受けているかどうかです。 タ カクシュ ケンコウテキ ショチ カンリ クンレン ウ

		否 ヒ		不明 フメイ						不明 フメイ		不明 フメイ		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		0		0		1		0		0

		否 ヒ		不明 フメイ						不明 フメイ		不明 フメイ		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		その他:スタッフ不足（医師、看護師、介助者）スペース不足 タ フソク イシ カンゴシ カイジョシャ フソク

		否 ヒ		宇都宮市保健所 ウツノミヤシ ホケンジョ				321-0974		宇都宮市竹林町972				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		その他：保健所は直接的な医療サービスを行っていないことから、今後も対応は行わない タ ホケンジョ チョクセツ テキ イリョウ オコナ コンゴ タイオウ オコナ

		承諾 ショウダク		深谷医院 フカヤ イイン		0285-75-0007 		321-4502		真岡市物井1268-7				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		1				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		1		2		2		2		0		0		1		1		0		0		0		0		0

		否 ヒ		こどもクリニックしまむら				326-0822		足利市田中町908-4				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		かしま産婦人科 サンフジンカ		0284-65-0341		326-0844		足利市鹿島町501-1				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		婦人科疾患（不正性器出血/帯下/外陰掻痒等）については外来対応させて頂いております フジンカ シッカン フセイ セイキ シュッケツ タイゲ ガイイン カ カユ ナド ガイライ タイオウ イタダ

		否 ヒ		医療法人雄仁会　奥山医院 イリョウ ホウジン ユウジン カイ オクヤマ イイン				322-0065		鹿沼市上材木町2320				1		3		3		3		3		3		1		3		3		2		2				1		3		2		3		2		3		1		3		3		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		1		1		0		0

		否 ヒ		水沼医院 ミズヌマ イイン				321-0628		那須烏山市金井1-14-8				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		3				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		飯野医院				321-4539		真岡市長沼730-1				3		2		2		2		2		3		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		おおきこどもクリニック		0285-41-0025 		329-0207		小山市美しが丘3-35-3				1		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		宇都宮市子ども発達センター診療所 ウツノミヤシ コ ハッタツ シンリョウジョ		028-647-4720		320-0851		栃木県宇都宮市鶴田町970-1				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		その他：子ども発達センター内の療育を利用する児の診療所であるため タ コ ハッタツ ナイ リョウイク リヨウ ジ シンリョウジョ

		承諾 ショウダク		中川医院 ナカガワ イイン		0287-62-0040		325-0057		那須塩原市黒磯幸町6-27				3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		1		0		1		0

		否 ヒ		ももやこどもクリニック				321-0118		宇都宮市インターパーク3-6-1				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		1		0		0		0		0		0

		否 ヒ		阿久津医院 アクツ イイン				329-1226		高根沢町大谷176-1 タカネザワマチ オオタニ				1		1		2		2		2		3		2		2		3		3		3				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		1		0		0		0		1		0		0

		否 ヒ		伊保内診療所 イホ ナイ シンリョウジョ				327-0034		佐野市伊保内町3841-1				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		1		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		にじいろこども診療所 シンリョウジョ		0285-44-7716		329-0414		下野市小金井4-1-1				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		0		1		1		0

		否 ヒ		戸野塚内科医院 トノヅカ ナイカ イイン				323-0064		小山市下石塚471				3		3		3		3		3		1		1		1		1		3		1				3		3		3		3		3		1		1		1		1		3		1		3		3		4		0		0		1		0		0		1		1		1		0

		否 ヒ		賀川診療所 カガワ シンリョウジョ				326-0843		足利市五十部町1785				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		1		0		1		0		0

		承諾 ショウダク		豊郷台クリニック ユタカ ゴウ ダイ		028-643-8998		320-0003		宇都宮市豊郷台2-21-3		028-643-8998（FAX8999）		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1				1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		2		0		1		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		いとうこどもクリニック		0289-63-5566		322-0025		鹿沼市緑町2-2-29				1		1		3		3		2		2		3		2		2		3		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		0		0		1		1		0

		承諾 ショウダク		清原台こどもクリニック キヨハラ ダイ		028-305-6017		321-3223		宇都宮市清原台2-4-14				1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		その他：医師、看護師の増員 タ イシ カンゴシ ゾウイン

		否 ヒ		阿部医院				324-0032		大田原市佐久山2018 オオタワラシ サクヤマ		0287-28-0053（FAX0287-28-2112）		1		1		2		2		2		2		1		2		1		2		1				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		4		0		1		1		0		1		0		0		1		0

		否 ヒ		中元内科医院 ナカモト ナイカ イイン				328-0027		栃木市今泉町2-10-18				1		3		2		2		2		3		2		2		3		2		3				3		3		2		2		2		3		2		2		3		2		3		2		2		2		0		0		1		0		1		0		0		1		0		①重症心身障害者の重症度の程度問題　②家庭の受け入れ問題、経済的負担 ジュウショウ シンシン ショウガイシャ ジュウショウ ド テイド モンダイ カテイ ウ イ モンダイ ケイザイテキ フタン

		否 ヒ		布川小児科 フカワ ショウニ カ				322-0036		鹿沼市下田町2-1099				1		1		3		3		2		3		2		2		2		3		3				1		1		3		3		2		3		2		2		2		2		3		2		2		2		0		1		1		1		0		0		1		1		0

		否 ヒ		ちづかクリニック				328-0133		栃木市大森町445-4		0282-31-3750		3		3		3		3		2		3		2		2		2		2		3				3		3		3		3		2		3		2		2		2		2		3		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		多島医院 タジマ イイン				321-1524		日光市足尾町赤沢21-28				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		否 ヒ		篠崎内科クリニック シノザキ ナイカ				321-3223		宇都宮市清原台6-1-13				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		否 ヒ		和久医院 ワク イイン				321-3324		芳賀町西水沼119-1				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		否 ヒ		近藤クリニック コンドウ				321-0634		那須烏山市野上町637-2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		0		0		0		0		1		0		0

		否 ヒ		高根沢内科クリニック タカネザワ ナイカ				321-4305		真岡市荒町2-11-1				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		岡田こどもクリニック オカダ				327-0832		佐野市植上町1408-2				1		3		3		3		3		2		3		2		3		3		3				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		0		0		0		0		0		往診医療ができたらと考えていた時もありましたが、現在は物理的に困難で申し訳ありません
重心のお子さんの通院所と個別の相談で応じる可能性はあります オウシン イリョウ カンガ トキ ゲンザイ ブツリテキ コンナン モウ ワケ ジュウシン コ ツウイン ジョ コベツ ソウダン オウ カノウセイ

		否 ヒ		真岡メディカルクリニック モオカ				321-4305		真岡市荒町3-49-6				3		3		3		3		3		3		3		3				3		3				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		0		0		0		1		1		0

		否 ヒ		いしだ整形外科 セイケイ ゲカ				321-0912		宇都宮市石井町3236-1				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		山中クリニック ヤマナカ				327-0835		佐野市植下町2468				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		1		1		0		0		1		0		0

		否 ヒ		医療法人　寿幸会　吉野医院 イリョウ ホウジン コトブキ サチ カイ ヨシノ イイン				320-0014		宇都宮市大曽4-9-11				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		1		1		0		0		1		0		0

		否 ヒ		柳田産婦人科・小児科医院 ヤナギダ サンフジンカ ショウニカ イイン				321-4361		真岡市並木町4-5-3				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		0

		否 ヒ		石田消化器科・内科クリニック イシダ ショウカキ カ ナイカ				321-0216		壬生町壬生丁259-7				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		1		0		0		0		0		0

		否 ヒ		赤羽胃腸科・外科・肛門科医院 アカバネ イチョウカ ゲカ コウモンカ イイン				324-0052		大田原市城山2-5-29				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		医療法人　文仁会　扶桑医院 イリョウ ホウジン ブン ジン カイ フソウ イイン				323-0016		小山市扶桑1-2-1				1		3		3		3		2		2		3		2		3		3		3				3		3		3		2		2		2		3		2		3		2		3		2		2		2		0		0		1		1		0		0		1		1		0

		否 ヒ		馬場医院 ババ イイン				327-0043		佐野市君田町35				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		否 ヒ		井戸川クリニック イドガワ				326-0331		足利市福富町2096-1				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		0		0		1		0		0		0

		否 ヒ		鎌田浅香医院 カマタ アサカ イイン				324-0043		大田原市浅香3-3-9				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		0		1		0		0		0		0		0		0		高額医療はひかえています。悪質ととらえられますので!! コウガク イリョウ アクシツ

		否 ヒ		山門クリニック ヤマカド				328-0031		栃木市日の出町6-35				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		0		0		0		1		0

		否 ヒ		新村ファミリークリニック ニイムラ				328-0011		栃木市大宮町2120-11				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		宇都宮東部クリニック ウツノミヤ トウブ				321-3223		宇都宮市清原台5-14-19				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1

		否 ヒ		車田医院 クルマダ イイン				324-0242		大田原市大豆田457-24				3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3				3		3		3		3		3		0		2		2		3		3		3		2		2		2		0		0		1		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		にがみどう内科クリニック ナイカ				322-0003		鹿沼市仁神堂町351-26				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		松谷内科胃腸科クリニック マツヤ ナイカ イチョウカ				321-3304		芳賀町祖母井1708-17				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		1		0		0

		否 ヒ		まなか医院 イイン				329-1225		高根沢町石末２０９３－１０				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		植木医院 ウエキ イイン				329-2224		塩谷町金枝950				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		1		2		2		2		2		3		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		0		0		0		0		0

		否 ヒ		大岡医院 オオオカ イイン				320-0047		宇都宮市一の沢274-7				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		川野クリニック カワノ				329-1112		宇都宮市上田原町660-6				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		0		1		0

		否 ヒ		陣内医院 ジンナイ イイン				321-0225		壬生町本丸1-7-10		0282-82-0242		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		1		0

		否 ヒ		船越医院 フナコシ イイン				328-0111		栃木市都賀町家中5986-6				1		1		2		2		2		2		2		2		3		2		3				1		1		2		2		2		2		2		2		3		2		3		2		2		2		0		1		1		0		1		1		0		1		0

		否 ヒ		林クリニック ハヤシ				321-0158		宇都宮市西川田本町1-8-29				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		0		0		0		0		0

		否 ヒ		河島医院 カワシマ イイン				329-3436		那須郡那須町伊王野1503				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		松本内科医院 マツモト ナイカ イイン				321-0226		壬生町中央町6-37				3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		否 ヒ		佐藤医院 サトウ イイン				329-2728		栃木県那須塩原市西栄町7-16 ３２９－２７２８		0287-36-0147		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1

		否 ヒ		渡部医院 ワタナベ イイン				329-3153		那須塩原市大原間140-1 ナスシオバラ シ オオハラマ				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		宇都宮市保健センター ウツノミヤシ ホケン				321-0964		宇都宮市駅前通り1-4-6				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		0

		否 ヒ		川村医院 カワムラ イイン				321-2522		日光市鬼怒川温泉大原1396-20				1		1		3		1		3		1		3		2		3		3		3				3		3		3		3		3		3		2		2		3		3		3		2		2		2		0		0		1		0		0		1		1		0		0

		否 ヒ		ほうずみ整形外科内科小児科医院				320-0047		宇都宮市一の沢2-1-43				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		小島内科医院 コジマ ナイカ イイン				321-0168		宇都宮市東原町5-3				3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		1		0		0		0		0

		否 ヒ		那須高原クリニック ナス コウゲン				329-3131		那須塩原市唐杉31-2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		サンフラワークリニック				323-0808		小山市出井1936				3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		昌平町こどもクリニック ショウヘイ マチ				326-0813		足利市昌平町2368				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		①中心となる施設へ患者が訪問するように、移動手段・補助（人、お金）を考えるべき。どうしても動けない、動かせない人のみ専門職（医者以外）が訪問しIT技術等で必要に応じてセンター施設のスペシャリストと連絡し治療（入院‥）の判断をし実行する。
②既存の人・技術・施設を日曜大工的発想で組み合わせて、システムを構築することには賛成できない。現状をどうにかするための方策でなく、医療の公正（正義）を行うためにどうすべきかを考えるべきだと思う チュウシン シセツ カンジャ ホウモン イドウ シュダン ホジョ ヒト カネ カンガ ウゴ ウゴ ヒト センモン ショク イシャ イガイ ホウモン ギジュツナド ヒツヨウ オウ シセツ レンラク チリョウ ニュウイン ハンダン ジッコウ キゾン ヒト ギジュツ シセツ ニチヨウ ダイク テキ ハッソウ ク ア コウチク サンセイ ゲンジョウ ホウサク イリョウ コウセイ セイギ オコナ カンガ オモ

		否 ヒ		赤田診療所 アカダ シンリョウジョ				329-2743		那須塩原市南赤田321-1192				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		手塚内科 テヅカ ナイカ				321-0966		宇都宮市今泉3-12-12				3		3		2		2		2		2		2		2		1		3		3				3		3		2		2		2		2		2		2		3		3		3		2		2		2		0		1		1		0		1		0		1		0		0		今まで具体的な症例に会っていません イマ グタイテキ ショウレイ ア

		否 ヒ		板橋医院 イタバシ イイン				327-0803		佐野市犬伏新町1308-2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		1		1		0

		否 ヒ		倉増医院 クラ マ イイン				320-0856		宇都宮市砥上町675-1				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		その他：人材の確保 タ ジンザイ カクホ

		否 ヒ		もてぎの森メディカルプラザ				321-3541		茂木町烏生田下郷330				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		宮澤クリニック ミヤザワ				329-0412		下野市柴291-2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		金澤医院 カナザワ イイン				325-0052		那須塩原市中央町1-8				1		1		2		2		2		1		2		2		2		2		2				1		1		2		2		2		1		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		つるたfamilyクリニック				320-0857		宇都宮市鶴田1-17-23				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		フォレストサイドクリニック				321-0152		宇都宮市西川田6-6-17		028-684-2775		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		今野内科胃腸科医院 コンノ ナイカ イチョウカ イイン				321-0151		宇都宮市西川田町933-1		028-645-6121		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		1		1		1		0

		否 ヒ		小島原医院 コジマ ハラ イイン				329-1104		宇都宮市下岡本町4075				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		1		0

		否 ヒ		永田内科眼科医院 ナガタ ナイカ ガンカイ イン				321-0982		宇都宮市御幸ヶ原町136-9		028-662-6774		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		1		0

		否 ヒ		大栗医院 オオクリ イイン				320-0034		宇都宮市泉町1-27				3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1

		否 ヒ		星小児科医院 ホシ ショウニカ イイン				321-0346		宇都宮市下荒針町3588-2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		金子内科医院 カネコ ナイカ イイン				320-0032		宇都宮市昭和1-1-31				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		否 ヒ		石川医院 イシカワ イイン				322-0015		栃木県鹿沼市上石川1-319 ３２２－００１５		0289-76-3145		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		当方では特別養護老人ホームの嘱託医を兼ねておりますため、24時間体制での診察となっております。今回のアンケートに対しましては、オーバーワークにつき協力いたしかねます。 トウホウ トクベツ ヨウゴ ロウジン ショクタクイ カ ジカン タイセイ シンサツ コンカイ タイ キョウリョク

		否 ヒ		しみずファミリークリニック				321-0951		宇都宮市越戸3-15-27				1		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		0		0		0		0		0

		否 ヒ		岡医院 オカ イイン				321-1403		日光市下鉢石町997-1				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		1		1		0		そもそも開業の小児科医が少ないうえに、在宅医療をやっている小児科はほとんどいないのが現状。以前、在宅の重症心身障害児の訪問診療を頼まれて行ったことがあるが、大人の訪問診療と勝手が違う為、内科医にはハードルが高いと感じた。是非、近くの小児科の先生に少しでも取り組んでもらうしかないかと思います。 カイギョウ ショウニ カ イ スク ザイタク イリョウ ショウニカ ゲンジョウ イゼン ザイタク ジュウショウ シンシン ショウガイジ ホウモン シンリョウ タノ オコナ オトナ ホウモン シンリョウ カッテ チガ タメ ナイカ イ タカ カン ゼヒ チカ ショウニカ センセイ スコ ト ク オモ

		否 ヒ		風見診療所 カザミ シンリョウジョ				329-2335		塩谷町上平27				3		3		1		3		2		3		3		2		1		3		3				3		1		1		3		2		2		3		3		2		1		3		3		2		2		0		1		1		0		1		0		1		1		0

		否 ヒ		土谷医院 ツチヤ イイン				321-0136		宇都宮市みどり野町14-3				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		1		0

		否 ヒ		遠藤小児科 エンドウ ショウニカ				321-0982		宇都宮市御幸ヶ原町224-10				1		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		1		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		油布医院 ユフ イイン				321-0414		宇都宮市中里町175-8				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		1		0

		承諾 ショウダク		さいとう小児科 ショウニカ		0282-22-0757 		328-0015		栃木市万町30番16号		0282-22-0757		1		1		3		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		1		0

		承諾 ショウダク		冨塚メデｲカルクリニック		028-666-2555		321-2116		宇都宮市徳次郎町888				1		1		2		2		2		2		2		2		1		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0		なるべく協力したいが、現在当院副院長が体調悪く、休養中のため困難となっています。 キョウリョク ゲンザイ トウイン フクインチョウ タイチョウ ワル キュウヨウチュウ コンナン

		承諾 ショウダク		山浦内科医院		0284-21-6653 		326-0843		足利市五十部町1256-5				1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3				1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		4		1		1		1		0		0		0		1		0		0

		承諾 ショウダク		小倉医院		0282-82-0057		321-0227		壬生町通町10-5				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		承諾 ショウダク		飯岡小児科		0289-65-3257		322-0074		鹿沼市日吉町569-2				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		3				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		3		2		2		2		0		0		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		角田内科医院		0285-53-5665 		329-0511		下野市石橋549				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		1		1		1		1		1		0		0

		承諾 ショウダク		おかべこどもクリニック		0285-40-7300 		329-0433		下野市緑5-17-12				3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		くろばね齋藤醫院		0287-54-0031		324-0233		大田原市黒羽田町612				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		1		0

		承諾 ショウダク		立花医院		0287-72-0311		325-0003		那須郡那須町寺子乙3967-190				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		その他：スタッフの充実　　1～9すべて当てはまります タ ジュウジツ ア

		承諾 ショウダク		さいとうハート＆キッズクリニック		0287-53-7979		324-0043		大田原市浅香1-4-3				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		1		0

		承諾 ショウダク		小山すぎの木クリニック		0285-30-3456		323-0806		小山市中久喜1131-1				1		1		1		1		1		1		2		2		2		1		1				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		4		1		1		0		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		有村小児科医院		028-656-7207		321-0912		宇都宮市石井町3128-11		028-656-7207		1		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		1		0		1		1		0		無床の診療所の小児科医としては、急性疾患（特に感染症が多く）への対応が中心です。時間に追われています。予防接種については、時間枠をとって対応できます。一次診療についても、訪問看護との連携等があれば対応可能な場合があります。（例えば点滴投薬等）現時点では往診は無理ですが。 ムショウ シンリョウジョ ショウニ カ イ キュウセイ シッカン トク カンセンショウ オオ タイオウ チュウシン ジカン オ ヨボウ セッシュ ジカンワク タイオウ イチジ シンリョウ ホウモン カンゴ レンケイ トウ タイオウ カノウ バアイ タト テンテキ トウヤク ナド ゲンジテン オウシン ムリ

		承諾 ショウダク		吉永医院		0285-63-2303		321-3564		茂木町増井190-1				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		1		1		0		0		0

		承諾 ショウダク		あさかクリニック		0287-22-2601		324-0043		大田原市浅香3-3711				1		1		2		2		2		2		1		1		2		2		2				1		1		2		2		2		2		1		1		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		坪水医院		0283-62-0265		327-0312		佐野市栃本町2241				1		1		3		3		3		3		3		3		1		3		3				1		1		3		3		3		3		3		3		1		3		3		3		3		3		0		1		1		0		0		0		0		1		0		若い頃、町田市にある重度心身障害者の施設にボランティアで行き、足で書いたお手紙をもらって感動しました。何かのお役にたてればと思いますが、現在実態がよく分かりません。 ワカ コロ マチダシ ジュウド シンシン ショウガイシャ シセツ イ アシ カ テガミ カンドウ ナニ ヤク オモ ゲンザイ ジッタイ ワ

		承諾 ショウダク		こどもヶ丘診療所		028-615-1077		321-0151		宇都宮市西川田町183-21				1		1		3		3		3		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		1		0		1		1		0

		承諾 ショウダク		竹田内科小児科クリニック		0282-29-1233		328-0011		栃木市大宮町52番地		0282-29-1233		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		0		1		1		1		0		0		1		0

		承諾 ショウダク		すながクリニック		0284-44-7211		326-0015		足利市八椚町494-1　				1		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		1		1		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		片山医院		028-661-9764		321-0944		宇都宮市東峰町3008-21				1		1		2		2		2		1		2		2		2		2		2				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		4		0		1		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		稲毛クリニック		0283-25-2566		327-0103		佐野市石塚町893-1				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		1		1		1		1		1		その他：当クリニックでは勤務医での診療のみを行っており、重症心身障害児に対応できるシステムはととのっておらず、申し訳ありません。 タ トウ キンムイ シンリョウ オコナ ジュウショウ シンシン ショウガイジ タイオウ モウ ワケ

		承諾 ショウダク		小川こどもクリニック		0289-74-5421		322-0027		鹿沼市貝島町5006-2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		くさの小児科		0284-73-7000		326-0335		足利市上渋垂町338-3				3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		みやの杜クリニック　		028-683-7811		321-0904		宇都宮市陽東2-4-5				1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1				3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		1		0		0		1		0		0		1		0		0		0		Q2訪問診療のみ対応可 ホウモン シンリョウ タイオウ カ

		承諾 ショウダク		にいたに内科　		028-675-6515		329-1231		塩谷郡高根沢町宝石台 3-3-19				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1

		承諾 ショウダク		よこやま内科小児科クリニック		0282-24-8102		328-0075		栃木市箱森町38-70				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		さいとうクリニック		0287-39-1805		329-2724		那須塩原市西幸町7-13				1		1		3		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		0		0		0		0		1		その他：現在の診療所での診療との兼ね合いが困難であり、複数の医師や看護師が必要 タ ゲンザイ シンリョウジョ シンリョウ カ ア コンナン フクスウ イシ カンゴシ ヒツヨウ

		承諾 ショウダク		桜井消化器科・内科		028-643-0870		320-0073		宇都宮市細谷1-7-38				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		承諾 ショウダク		佐藤医院		0287-96-2841		324-0501		那須郡那珂川町小川2960-1				1		1		3		3		2		3		3		2		1		1		1				1		1		3		3		2		3		3		2		1		1		1		3		3		4		0		1		1		1		0		1		0		0		0

		承諾 ショウダク		大根田内科医院		028-624-6322		320-0072		宇都宮市若草3-4-22				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		0		0		0		0		0		0		0		当方の医師が高齢であり、しかもスタッフがそろっていないので在宅医療は無理なので、ましてや重症心身障害者においておやです。 トウホウ イシ コウレイ ザイタク イリョウ ムリ ジュウショウ シンシン ショウガイシャ

		承諾 ショウダク		医療法人　赤羽病院		028-661-5446		321-0904		宇都宮市陽東7-2-2				1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3				3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		2		2		2		0		1		1		1		0		0		1		0		0

		承諾 ショウダク		田井の里クリニック		0285-81-6502		321-4301		真岡市西田井内外748-2				1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2				3		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		みずぬまクリニック		0287-39-1581		329-2751		那須塩原市東三島2-80-6				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		その他：在宅医療をやっていないので現状は無理である タ ザイタク イリョウ ゲンジョウ ムリ

		承諾 ショウダク		キッズクリニックはせがわ		0283-27-0200		327-0843		佐野市堀米町3946-6				1		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		その他：時間的余裕 タ ジカンテキ ヨユウ

		承諾 ショウダク		小森谷内科医院		0282-43-7327		329-4404		栃木市大平町富田4003-8				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		熊倉医院		0282-55-8425		329-4316		下都賀郡岩舟町新里180-1				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		いちはらファミリークリニック		028-612-8350		321-0414		宇都宮市中里町322				3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3				3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		1		2		0		1		1		1		0		1		0		1		0

		承諾 ショウダク		かとう小児科 ショウニカ		0282-82-7576		321-0218		壬生町落合3-7-30		 		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		福田こどもクリニック		028-659-8850		320-0852		栃木県宇都宮市下砥上町1545-20				1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3				1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		2		2		2		0		1		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		てらもと小児科		028-650-6636		321-0975		宇都宮市関堀町971-6				1		1		3		2		2		3		3		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		0		小児科医としてはもっと積極的に協力しなければいけないと思いますが、現在の我診療所の状態では不可能なことが多く残念です。 ショウニ カ イ セッキョクテキ キョウリョク オモ ゲンザイ ワガ シンリョウジョ ジョウタイ フカノウ オオ ザンネン

		承諾 ショウダク		木村内科医院		0288-22-7880		321-1264		日光市瀬尾497-1				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		承諾 ショウダク		こばやしファミリークリニック		0283-85-9900		327-0311		佐野市多田町566				1		1		1		1		3		1		1		2		1		1		1				1		1		1		1		3		1		1		3		1		1		1		3		3		2		0		1		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		あいファミリィクリニック足利 アシカガ		0284-22-3788		329-4213		足利市寺岡町505-1				1		1		1		1		1		1		1		3		1		1		1				1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		1		0		1		0		0		0		0		1		0

		承諾 ショウダク		腰塚医院		0282-62-2072		323-1104		栃木市藤岡町藤岡1845-10				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		1		1		1		1		0

		承諾 ショウダク		桜井こどもクリニック		0282-24-5987		328-0034		栃木市本町16-9				1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		承諾 ショウダク		神鳥谷クリニック		0285-22-7700		323-0827		小山市神鳥谷1-19-1		 		2		2		2		2		2		2		2		2		1		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		持田医院		0282-67-3661		329-0319		栃木市藤岡町中根115-5				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		4		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		田村医院		0282-43-3368		329-4423		栃木市大平町西水代1835-1				1		1		1		1		1		1		1		2		1		1		1				1		1		1		1		1		1		1		2		1		1		1		3		1		4		1		1		1		1		1		1		1		1		0		Q5.訪問看護、訪問リハビリテーションを利用 ホウモン カンゴ ホウモン リヨウ

		承諾 ショウダク		大橋内科クリニック		0282-82-8522		321-0219		壬生町福和田1003-1				1		1		2		2		2		3		2		2		2		2		3				1		1		2		2		2		3		2		2		2		2		3		3		3		2		0		1		1		0		0		0		0		1		0

		承諾 ショウダク		てらだファミリークリニック		028-654-2188		321-0132		宇都宮市雀の宮5-5-1				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		1		1		1		1		0

		承諾 ショウダク		あおい内科小児科ｸﾘﾆｯｸ		028-663-6000		321-0973		宇都宮市岩曽町1086-1				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		1		1		1		その他：往診時間の確保ができること タ オウシン ジカン カクホ

		承諾 ショウダク		飯塚医院		0287-92-2034		324-0613		那須郡那珂川町馬頭484-3				1		1		2		2		2		2		2		2		1		2		1				1		1		2		2		2		2		2		2		1		2		1		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		0

		承諾 ショウダク		やの小児科医院		0285-56-0280		329-0611		河内郡上三川町上三川3446-3				1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3				1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		2		2		2		0		1		1		1		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		仲嶋医院		028-681-7755		329-1311		さくら市氏家3245-17				3		3		3		3		2		3		3		3		3		2		3				3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		2		3		2		1		1		1		1		1		1		1		0		0		成人（18才以上）を対象に回答しました セイジン サイ イジョウ タイショウ カイトウ

		承諾 ショウダク		小林診療所		0285-82-3873		321-4369		真岡市熊倉3-10-7				1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		1				1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		1		2		2		2		0		1		0		0		0		1		0		0		0

		承諾 ショウダク		西真岡こどもクリニック		0285-81-7900		321-4341		真岡市高勢町3-205-1				1		1		1		3		1		1		1		1		1		3		3				1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		その他：現在おこなっています タ ゲンザイ

		承諾 ショウダク		鈴木医院		0285-72-2032		321-4217		益子町益子1747-2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		承諾 ショウダク		緑の屋根診療所		0283-20-2577		327-0843		佐野市堀米町1348-5				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		0		0		1		0		1		0		1		0		0		地域の社会資源が少ない。マンパワー不足 チイキ シャカイ シゲン スク ブソク

		承諾 ショウダク		ひがのクリニック		0285-74-0051 		321-4521		真岡市久下田941-1				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		豊郷中央渡辺内科　		028-622-8900		320-0004		宇都宮市長岡町1217-5				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		1				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		1		0		0

		承諾 ショウダク		きくちクリニック		028-683-3387		321-0903		宇都宮市下平出町614-2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		0		0

		承諾 ショウダク		サンレディースクリニック		0282-24-3541		328-0024		栃木市樋ノ口町504-1				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		医療法人　亀田内科		028-633-2884		320-0812		宇都宮市一番町1-28				1		1		1		2		2		1		2		2		2		2		1				1		1		1		2		2		1		2		2		2		2		1		3		3		3		0		0		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		越戸クリニック		028-660-6190		321-0951		宇都宮市越戸町139-6				1		1		2		2		2		3		2		2		2		2		3				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		佐藤内科		0285-53-1305		329-0511		下野市石橋839-14				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		承諾 ショウダク		グリムこどもクリニック		0285-51-1515		329-0502		下野市下古山2-6-17				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		事前連絡の上での一次診療、予防接種ですので、申し訳ありません。 ジゼン レンラク ウエ イチジ シンリョウ ヨボウ セッシュ モウ ワケ

		承諾 ショウダク		吉原医院		0288-21-0161		321-1261		日光市今市826-4				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		1		1		1		その他：設備 タ セツビ

		承諾 ショウダク		梅園医院		028-633-2869		320-0035		宇都宮市伝馬町3-28				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		1		0		0

		承諾 ショウダク		森田医院		028-633-1573		320-0861		宇都宮市西3-5-8				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		鈴木内科クリニック		028-655-1229		321-0139		宇都宮市若松原2-4-19				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		その他：24時間対応が必要となると考えますが、当院診療時間内の往診は難しいと考えます。 タ ジカン タイオウ ヒツヨウ カンガ トウイン シンリョウ ジカン ナイ オウシン ムズカ カンガ

		承諾 ショウダク		小松医院		0289-60-5515		322-0064		鹿沼市文化橋町2300-1				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		1		0		0		1		0



														1.医療ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する外来診療について、以下の医療行為に対応できますか。 イリョウ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ガイライ シンリョウ イカ イリョウ コウイ タイオウ																								2.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する往診及び訪問診療について、以下の医療行為に対応できますか イリョウテキ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ オウシン オヨ ホウモン シンリョウ イカ イリョウ コウイ タイオウ

														予防接種 ヨボウ セッシュ		一次診療
（経過観察、栄養観察を含む） イチジ シンリョウ ケイカ カンサツ エイヨウ カンサツ フク		経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ		経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ		中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ		酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ		気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ		人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ		尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ		人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ		褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ				予防接種 ヨボウ セッシュ		一次診療
（経過観察、栄養観察を含む） イチジ シンリョウ ケイカ カンサツ エイヨウ カンサツ フク		経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ		経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ		中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ		酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ		気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ		人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ		尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ		人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ		褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ

										1		できる		83		57		12		9		7		13		11		6		17		8		16		できる		39		29		8		6		5		9		9		6		10		7		12

										2		できない		55		80		127		134		142		130		136		146		131		137		124		できない		102		115		141		143		148		140		144		148		140		145		134

										3		要相談 ヨウ ソウダン		27		28		26		22		16		22		18		13		16		20		25		要相談 ヨウ ソウダン		24		21		16		16		12		15		12		11		15		13		19

																																																														0

														3.24時間、重症心身障害児（18歳未満）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイジ サイ ミマン イリョウ タイオウ

										1		できる		1

										2		できない		150

										3		要相談 ヨウ ソウダン		14

														4.24時間、重症心身障害者（18歳以上）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイシャ サイ イジョウ イリョウ タイオウ

										1		できる		3

										2		できない		150

										3		要相談 ヨウ ソウダン		12

														5.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する訪問リハビリてーションを提供していますか イリョウテキ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ホウモン テイキョウ

										1		提供している テイキョウ		1

										2		提供していない テイキョウ		152

										3		提供していないが対応は可能 テイキョウ タイオウ カノウ		4

										4		要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン		8

														6.重症心身障害児（者）在宅医療に対応できるようになるための条件はなんですか

										1		診療報酬の点数が増えること シンリョウ ホウシュウ テンスウ フ		24

										2		訪問看護尾の連携 ホウモン カンゴ オ レンケイ		73

										3		病院との連携 ビョウイン レンケイ		90

										4		在宅療養支援診療所と小児科医とのグループ診療 ザイタク リョウヨウ シエン シンリョウジョ ショウニ カ イ シンリョウ		43

										5		在宅療養支援診療所に助言や相談を求めることができること ザイタク リョウヨウ シエン シンリョウジョ ジョゲン ソウダン モト		28

										6		小児科医に助言や相談を求めることができること ショウニ カ イ ジョゲン ソウダン モト		26

										7		経験のある医師がいること ケイケン イシ		62

										8		研修などの自己のスキルアップ ケンシュウ ジコ		47

										9		その他 タ		21



できる	予防接種	一次診療	
（経過観察、栄養観察を含む）	経鼻経管栄養の管理	経皮経管栄養の管理	
（胃ろう）	中心静脈栄養の管理	酸素療法の管理	気管切開の管理	人工呼吸器の管理	尿道留置カテーテル	
の管理	人工肛門の管理	褥瘡の管理	83	57	12	9	7	13	11	6	17	8	16	できない	予防接種	一次診療	
（経過観察、栄養観察を含む）	経鼻経管栄養の管理	経皮経管栄養の管理	
（胃ろう）	中心静脈栄養の管理	酸素療法の管理	気管切開の管理	人工呼吸器の管理	尿道留置カテーテル	
の管理	人工肛門の管理	褥瘡の管理	55	80	127	134	142	130	136	146	131	137	124	要相談	予防接種	一次診療	
（経過観察、栄養観察を含む）	経鼻経管栄養の管理	経皮経管栄養の管理	
（胃ろう）	中心静脈栄養の管理	酸素療法の管理	気管切開の管理	人工呼吸器の管理	尿道留置カテーテル	
の管理	人工肛門の管理	褥瘡の管理	27	28	26	22	16	22	18	13	16	20	25	3.24時間、重症心身障害児（18歳未満）の医療に対応ができますか	できる	できない	要相談	1	150	14	4.24時間、重症心身障害者（18歳以上）の医療に対応ができますか	できる	できない	要相談	3	150	12	5.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する訪問リハビリてーションを提供していますか	提供している	提供していない	提供していないが対応は可能	要相談（条件による）	1	152	4	8	6.重症心身障害児（者）在宅医療に対応できるようになるための条件はなんですか	診療報酬の点数が増えること	訪問看護尾の連携	病院との連携	在宅療養支援診療所と小児科医とのグループ診療	在宅療養支援診療所に助言や相談を求めることができること	小児科医に助言や相談を求めることができること	経験のある医師がいること	研修などの自己のスキルアップ	その他	24	73	90	43	28	26	62	47	21	できる	予防接種	一次診療	
（経過観察、栄養観察を含む）	経鼻経管栄養の管理	経皮経管栄養の管理	
（胃ろう）	中心静脈栄養の管理	酸素療法の管理	気管切開の管理	人工呼吸器の管理	尿道留置カテーテル	
の管理	人工肛門の管理	褥瘡の管理	39	29	8	6	5	9	9	6	10	7	12	できない	予防接種	一次診療	
（経過観察、栄養観察を含む）	経鼻経管栄養の管理	経皮経管栄養の管理	
（胃ろう）	中心静脈栄養の管理	酸素療法の管理	気管切開の管理	人工呼吸器の管理	尿道留置カテーテル	
の管理	人工肛門の管理	褥瘡の管理	102	115	141	143	148	140	144	148	140	145	134	要相談	予防接種	一次診療	
（経過観察、栄養観察を含む）	経鼻経管栄養の管理	経皮経管栄養の管理	
（胃ろう）	中心静脈栄養の管理	酸素療法の管理	気管切開の管理	人工呼吸器の管理	尿道留置カテーテル	
の管理	人工肛門の管理	褥瘡の管理	24	21	16	16	12	15	12	11	15	13	19	

診療所 (記述)

		Ｑ１		1.医療ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する外来診療について、以下の医療行為に対応できますか。 イリョウ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ガイライ シンリョウ イカ イリョウ コウイ タイオウ

				Ｑ1-1

				Ｑ1-2

				Ｑ1-3

				Ｑ1-4

				Ｑ1-5

				Ｑ1-6

				Ｑ1-7

				Ｑ1-8

				Ｑ1-9

				Ｑ1-10

				Ｑ1-11

		Ｑ２		2.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する往診及び訪問診療について、以下の医療行為に対応できますか イリョウテキ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ オウシン オヨ ホウモン シンリョウ イカ イリョウ コウイ タイオウ

				Ｑ2-1

				Ｑ2-2

				Ｑ2-3

				Ｑ2-4

				Ｑ2-5

				Ｑ2-6

				Ｑ2-7

				Ｑ2-8

				Ｑ2-9

				Ｑ2-10

				Ｑ2-11

		Ｑ3		3.24時間、重症心身障害児（18歳未満）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイジ サイ ミマン イリョウ タイオウ

				Ｑ3-1

				Ｑ3-2

				Ｑ3-3

		Ｑ4		4.24時間、重症心身障害者（18歳以上）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイシャ サイ イジョウ イリョウ タイオウ

				Ｑ4-1

				Ｑ4-2

				Ｑ4-3

		Ｑ5		5.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する訪問リハビリてーションを提供していますか イリョウテキ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ホウモン テイキョウ

				Ｑ5-1

				Ｑ5-2

				Ｑ5-3

				Ｑ5-4

		Ｑ6		6.重症心身障害児（者）在宅医療に対応できるようになるための条件はなんですか ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ ザイタク イリョウ タイオウ ジョウケン

				Ｑ6-1

				Ｑ6-2

				Ｑ6-3

				Ｑ6-4

				Ｑ6-5

				Ｑ6-6

				Ｑ6-7

				Ｑ6-8

				Ｑ6-9

		Ｑ7		7.重症心身障害児（者）の方に対する医療、在宅生活等についてお気づきのことなど、ご自由にお書きください ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ カタ タイ イリョウ ザイタク セイカツ ナド キ ジユウ カ



		承諾可否 ショウダク カヒ		診療所名 シンリョウジョ メイ		電話番号 デンワ バンゴウ		郵便番号 ユウビンバンゴウ		所在地 ショザイチ		電話番号 デンワ バンゴウ		Ｑ7重症心身障害児（者）の方に対する医療、在宅生活等についてお気づきのことなど、ご自由にお書きください

		承諾 ショウダク		深谷医院 フカヤ イイン		0285-75-0007 		321-4502		真岡市物井1268-7

		承諾 ショウダク		かしま産婦人科 サンフジンカ		0284-65-0341		326-0844		足利市鹿島町501-1				婦人科疾患（不正性器出血/帯下/外陰掻痒等）については外来対応させて頂いております フジンカ シッカン フセイ セイキ シュッケツ タイゲ ガイイン カ カユ ナド ガイライ タイオウ イタダ

		承諾 ショウダク		おおきこどもクリニック		0285-41-0025 		329-0207		小山市美しが丘3-35-3

		承諾 ショウダク		宇都宮市子ども発達センター診療所 ウツノミヤシ コ ハッタツ シンリョウジョ		028-647-4720		320-0851		栃木県宇都宮市鶴田町970-1				その他：子ども発達センター内の療育を利用する児の診療所であるため タ コ ハッタツ ナイ リョウイク リヨウ ジ シンリョウジョ

		承諾 ショウダク		中川医院 ナカガワ イイン		0287-62-0040		325-0057		那須塩原市黒磯幸町6-27

		承諾 ショウダク		にじいろこども診療所 シンリョウジョ		0285-44-7716		329-0414		下野市小金井4-1-1

		承諾 ショウダク		豊郷台クリニック ユタカ ゴウ ダイ		028-643-8998		320-0003		宇都宮市豊郷台2-21-3		028-643-8998（FAX8999）

		承諾 ショウダク		いとうこどもクリニック		0289-63-5566		322-0025		鹿沼市緑町2-2-29

		承諾 ショウダク		清原台こどもクリニック キヨハラ ダイ		028-305-6017		321-3223		宇都宮市清原台2-4-14				その他：医師、看護師の増員 タ イシ カンゴシ ゾウイン

		承諾 ショウダク		さいとう小児科 ショウニカ		0282-22-0757 		328-0015		栃木市万町30番16号		0282-22-0757

		承諾 ショウダク		冨塚メデｲカルクリニック		028-666-2555		321-2116		宇都宮市徳次郎町888				なるべく協力したいが、現在当院副院長が体調悪く、休養中のため困難となっています。 キョウリョク ゲンザイ トウイン フクインチョウ タイチョウ ワル キュウヨウチュウ コンナン

		承諾 ショウダク		山浦内科医院		0284-21-6653 		326-0843		足利市五十部町1256-5

		承諾 ショウダク		小倉医院		0282-82-0057		321-0227		壬生町通町10-5

		承諾 ショウダク		飯岡小児科		0289-65-3257		322-0074		鹿沼市日吉町569-2

		承諾 ショウダク		角田内科医院		0285-53-5665 		329-0511		下野市石橋549

		承諾 ショウダク		おかべこどもクリニック		0285-40-7300 		329-0433		下野市緑5-17-12

		承諾 ショウダク		くろばね齋藤醫院		0287-54-0031		324-0233		大田原市黒羽田町612

		承諾 ショウダク		立花医院		0287-72-0311		325-0003		那須郡那須町寺子乙3967-190				その他：スタッフの充実　　1～9すべて当てはまります タ ジュウジツ ア

		承諾 ショウダク		さいとうハート＆キッズクリニック		0287-53-7979		324-0043		大田原市浅香1-4-3

		承諾 ショウダク		小山すぎの木クリニック		0285-30-3456		323-0806		小山市中久喜1131-1

		承諾 ショウダク		有村小児科医院		028-656-7207		321-0912		宇都宮市石井町3128-11		028-656-7207		無床の診療所の小児科医としては、急性疾患（特に感染症が多く）への対応が中心です。時間に追われています。予防接種については、時間枠をとって対応できます。一次診療についても、訪問看護との連携等があれば対応可能な場合があります。（例えば点滴投薬等）現時点では往診は無理ですが。 ムショウ シンリョウジョ ショウニ カ イ キュウセイ シッカン トク カンセンショウ オオ タイオウ チュウシン ジカン オ ヨボウ セッシュ ジカンワク タイオウ イチジ シンリョウ ホウモン カンゴ レンケイ トウ タイオウ カノウ バアイ タト テンテキ トウヤク ナド ゲンジテン オウシン ムリ

		承諾 ショウダク		吉永医院		0285-63-2303		321-3564		茂木町増井190-1

		承諾 ショウダク		あさかクリニック		0287-22-2601		324-0043		大田原市浅香3-3711

		承諾 ショウダク		坪水医院		0283-62-0265		327-0312		佐野市栃本町2241				若い頃、町田市にある重度心身障害者の施設にボランティアで行き、足で書いたお手紙をもらって感動しました。何かのお役にたてればと思いますが、現在実態がよく分かりません。 ワカ コロ マチダシ ジュウド シンシン ショウガイシャ シセツ イ アシ カ テガミ カンドウ ナニ ヤク オモ ゲンザイ ジッタイ ワ

		承諾 ショウダク		こどもヶ丘診療所		028-615-1077		321-0151		宇都宮市西川田町183-21

		承諾 ショウダク		竹田内科小児科クリニック		0282-29-1233		328-0011		栃木市大宮町52番地		0282-29-1233

		承諾 ショウダク		すながクリニック		0284-44-7211		326-0015		足利市八椚町494-1　

		承諾 ショウダク		片山医院		028-661-9764		321-0944		宇都宮市東峰町3008-21

		承諾 ショウダク		稲毛クリニック		0283-25-2566		327-0103		佐野市石塚町893-1				その他：当クリニックでは勤務医での診療のみを行っており、重症心身障害児に対応できるシステムはととのっておらず、申し訳ありません。 タ トウ キンムイ シンリョウ オコナ ジュウショウ シンシン ショウガイジ タイオウ モウ ワケ

		承諾 ショウダク		小川こどもクリニック		0289-74-5421		322-0027		鹿沼市貝島町5006-2

		承諾 ショウダク		くさの小児科		0284-73-7000		326-0335		足利市上渋垂町338-3

		承諾 ショウダク		みやの杜クリニック　		028-683-7811		321-0904		宇都宮市陽東2-4-5				Q2訪問診療のみ対応可 ホウモン シンリョウ タイオウ カ

		承諾 ショウダク		にいたに内科　		028-675-6515		329-1231		塩谷郡高根沢町宝石台 3-3-19

		承諾 ショウダク		よこやま内科小児科クリニック		0282-24-8102		328-0075		栃木市箱森町38-70

		承諾 ショウダク		さいとうクリニック		0287-39-1805		329-2724		那須塩原市西幸町7-13				その他：現在の診療所での診療との兼ね合いが困難であり、複数の医師や看護師が必要 タ ゲンザイ シンリョウジョ シンリョウ カ ア コンナン フクスウ イシ カンゴシ ヒツヨウ

		承諾 ショウダク		桜井消化器科・内科		028-643-0870		320-0073		宇都宮市細谷1-7-38

		承諾 ショウダク		佐藤医院		0287-96-2841		324-0501		那須郡那珂川町小川2960-1

		承諾 ショウダク		大根田内科医院		028-624-6322		320-0072		宇都宮市若草3-4-22				当方の医師が高齢であり、しかもスタッフがそろっていないので在宅医療は無理なので、ましてや重症心身障害者においておやです。 トウホウ イシ コウレイ ザイタク イリョウ ムリ ジュウショウ シンシン ショウガイシャ

		承諾 ショウダク		医療法人　赤羽病院		028-661-5446		321-0904		宇都宮市陽東7-2-2

		承諾 ショウダク		田井の里クリニック		0285-81-6502		321-4301		真岡市西田井内外748-2

		承諾 ショウダク		みずぬまクリニック		0287-39-1581		329-2751		那須塩原市東三島2-80-6				その他：在宅医療をやっていないので現状は無理である タ ザイタク イリョウ ゲンジョウ ムリ

		承諾 ショウダク		キッズクリニックはせがわ		0283-27-0200		327-0843		佐野市堀米町3946-6				その他：時間的余裕 タ ジカンテキ ヨユウ

		承諾 ショウダク		小森谷内科医院		0282-43-7327		329-4404		栃木市大平町富田4003-8

		承諾 ショウダク		熊倉医院		0282-55-8425		329-4316		下都賀郡岩舟町新里180-1

		承諾 ショウダク		いちはらファミリークリニック		028-612-8350		321-0414		宇都宮市中里町322

		承諾 ショウダク		かとう小児科 ショウニカ		0282-82-7576		321-0218		壬生町落合3-7-30		 

		承諾 ショウダク		福田こどもクリニック		028-659-8850		320-0852		栃木県宇都宮市下砥上町1545-20

		承諾 ショウダク		てらもと小児科		028-650-6636		321-0975		宇都宮市関堀町971-6				小児科医としてはもっと積極的に協力しなければいけないと思いますが、現在の我診療所の状態では不可能なことが多く残念です。 ショウニ カ イ セッキョクテキ キョウリョク オモ ゲンザイ ワガ シンリョウジョ ジョウタイ フカノウ オオ ザンネン

		承諾 ショウダク		木村内科医院		0288-22-7880		321-1264		日光市瀬尾497-1

		承諾 ショウダク		こばやしファミリークリニック		0283-85-9900		327-0311		佐野市多田町566

		承諾 ショウダク		あいファミリィクリニック足利 アシカガ		0284-22-3788		329-4213		足利市寺岡町505-1

		承諾 ショウダク		腰塚医院		0282-62-2072		323-1104		栃木市藤岡町藤岡1845-10

		承諾 ショウダク		桜井こどもクリニック		0282-24-5987		328-0034		栃木市本町16-9

		承諾 ショウダク		神鳥谷クリニック		0285-22-7700		323-0827		小山市神鳥谷1-19-1		 

		承諾 ショウダク		持田医院		0282-67-3661		329-0319		栃木市藤岡町中根115-5

		承諾 ショウダク		田村医院		0282-43-3368		329-4423		栃木市大平町西水代1835-1				Q5.訪問看護、訪問リハビリテーションを利用 ホウモン カンゴ ホウモン リヨウ

		承諾 ショウダク		大橋内科クリニック		0282-82-8522		321-0219		壬生町福和田1003-1

		承諾 ショウダク		てらだファミリークリニック		028-654-2188		321-0132		宇都宮市雀の宮5-5-1

		承諾 ショウダク		あおい内科小児科ｸﾘﾆｯｸ		028-663-6000		321-0973		宇都宮市岩曽町1086-1				その他：往診時間の確保ができること タ オウシン ジカン カクホ

		承諾 ショウダク		飯塚医院		0287-92-2034		324-0613		那須郡那珂川町馬頭484-3

		承諾 ショウダク		やの小児科医院		0285-56-0280		329-0611		河内郡上三川町上三川3446-3

		承諾 ショウダク		仲嶋医院		028-681-7755		329-1311		さくら市氏家3245-17				成人（18才以上）を対象に回答しました セイジン サイ イジョウ タイショウ カイトウ

		承諾 ショウダク		小林診療所		0285-82-3873		321-4369		真岡市熊倉3-10-7

		承諾 ショウダク		西真岡こどもクリニック		0285-81-7900		321-4341		真岡市高勢町3-205-1				その他：現在おこなっています タ ゲンザイ

		承諾 ショウダク		鈴木医院		0285-72-2032		321-4217		益子町益子1747-2

		承諾 ショウダク		緑の屋根診療所		0283-20-2577		327-0843		佐野市堀米町1348-5				地域の社会資源が少ない。マンパワー不足 チイキ シャカイ シゲン スク ブソク

		承諾 ショウダク		ひがのクリニック		0285-74-0051 		321-4521		真岡市久下田941-1

		承諾 ショウダク		豊郷中央渡辺内科　		028-622-8900		320-0004		宇都宮市長岡町1217-5

		承諾 ショウダク		きくちクリニック		028-683-3387		321-0903		宇都宮市下平出町614-2

		承諾 ショウダク		サンレディースクリニック		0282-24-3541		328-0024		栃木市樋ノ口町504-1

		承諾 ショウダク		医療法人　亀田内科		028-633-2884		320-0812		宇都宮市一番町1-28

		承諾 ショウダク		越戸クリニック		028-660-6190		321-0951		宇都宮市越戸町139-6

		承諾 ショウダク		佐藤内科		0285-53-1305		329-0511		下野市石橋839-14

		承諾 ショウダク		グリムこどもクリニック		0285-51-1515		329-0502		下野市下古山2-6-17				事前連絡の上での一次診療、予防接種ですので、申し訳ありません。 ジゼン レンラク ウエ イチジ シンリョウ ヨボウ セッシュ モウ ワケ

		承諾 ショウダク		吉原医院		0288-21-0161		321-1261		日光市今市826-4				その他：設備 タ セツビ

		承諾 ショウダク		梅園医院		028-633-2869		320-0035		宇都宮市伝馬町3-28

		承諾 ショウダク		森田医院		028-633-1573		320-0861		宇都宮市西3-5-8

		承諾 ショウダク		鈴木内科クリニック		028-655-1229		321-0139		宇都宮市若松原2-4-19				その他：24時間対応が必要となると考えますが、当院診療時間内の往診は難しいと考えます。 タ ジカン タイオウ ヒツヨウ カンガ トウイン シンリョウ ジカン ナイ オウシン ムズカ カンガ

		承諾 ショウダク		小松医院		0289-60-5515		322-0064		鹿沼市文化橋町2300-1
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										3		提供していないが対応は可能 テイキョウ タイオウ カノウ
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										1		診療報酬の点数が増えること シンリョウ ホウシュウ テンスウ フ

										2		訪問看護尾の連携 ホウモン カンゴ オ レンケイ

										3		病院との連携 ビョウイン レンケイ

										4		在宅療養支援診療所と小児科医とのグループ診療 ザイタク リョウヨウ シエン シンリョウジョ ショウニ カ イ シンリョウ

										5		在宅療養支援診療所に助言や相談を求めることができること ザイタク リョウヨウ シエン シンリョウジョ ジョゲン ソウダン モト

										6		小児科医に助言や相談を求めることができること ショウニ カ イ ジョゲン ソウダン モト

										7		経験のある医師がいること ケイケン イシ

										8		研修などの自己のスキルアップ ケンシュウ ジコ
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1	#REF!	

病院

		Ｑ１		1.医療ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する外来診療について、以下の医療行為に対応できますか。 イリョウ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ガイライ シンリョウ イカ イリョウ コウイ タイオウ						1.医療ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する外来診療について、以下の医療行為に対応できますか。 イリョウ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ガイライ シンリョウ イカ イリョウ コウイ タイオウ

				Ｑ1-1						Ｑ1-1		予防接種 ヨボウ セッシュ

				Ｑ1-2						Ｑ1-2		一次診療
（経過観察、栄養観察を含む） イチジ シンリョウ ケイカ カンサツ エイヨウ カンサツ フク

				Ｑ1-3						Ｑ1-3		経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ

				Ｑ1-4						Ｑ1-4		経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ

				Ｑ1-5						Ｑ1-5		中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ

				Ｑ1-6						Ｑ1-6		酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ

				Ｑ1-7						Ｑ1-7		気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ

				Ｑ1-8						Ｑ1-8		人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ

				Ｑ1-9						Ｑ1-9		尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ

				Ｑ1-10						Ｑ1-10		人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ

				Ｑ1-11						Ｑ1-11		褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ

		Ｑ２		2.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する往診及び訪問診療について、以下の医療行為に対応できますか イリョウテキ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ オウシン オヨ ホウモン シンリョウ イカ イリョウ コウイ タイオウ						2.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する往診及び訪問診療について、以下の医療行為に対応できますか イリョウテキ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ オウシン オヨ ホウモン シンリョウ イカ イリョウ コウイ タイオウ

				Ｑ2-1						Ｑ2-1		予防接種 ヨボウ セッシュ

				Ｑ2-2						Ｑ2-2		経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ

				Ｑ2-3						Ｑ2-3		経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ

				Ｑ2-4						Ｑ2-4		中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ

				Ｑ2-5						Ｑ2-5		酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ

				Ｑ2-6						Ｑ2-6		気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ

				Ｑ2-7						Ｑ2-7		人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ

				Ｑ2-8						Ｑ2-8		尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ

				Ｑ2-9						Ｑ2-9		人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ

				Ｑ2-10						Ｑ2-10		褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ

		Ｑ3		3.24時間、重症心身障害児（18歳未満）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイジ サイ ミマン イリョウ タイオウ						3.24時間、重症心身障害児（18歳未満）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイジ サイ ミマン イリョウ タイオウ

				Ｑ3-1						Ｑ3-1		できる

				Ｑ3-2						Ｑ3-2		できない

				Ｑ3-3						Ｑ3-3		要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン

		Ｑ4		4.24時間、重症心身障害者（18歳以上）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイシャ サイ イジョウ イリョウ タイオウ						4.24時間、重症心身障害者（18歳以上）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイシャ サイ イジョウ イリョウ タイオウ

				Ｑ4-1						Ｑ4-1		できる

				Ｑ4-2						Ｑ4-2		できない

				Ｑ4-3						Ｑ4-3		要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン

		Ｑ5		5.重症心身障害児（者）のレスパイト入院に対応できますか ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ ニュウイン タイオウ						5.重症心身障害児（者）のレスパイト入院に対応できますか ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ ニュウイン タイオウ

				Ｑ5-1						Ｑ5-1		できる

				Ｑ5-2						Ｑ5-2		できない

				Ｑ5-3						Ｑ5-3		要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン

		Ｑ6		6.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する訪問リハビリテーションを提供していますか イリョウテキ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ホウモン テイキョウ						6.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する訪問リハビリテーションを提供していますか イリョウテキ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ホウモン テイキョウ

				Ｑ6-1						Ｑ6-1		提供している テイキョウ

				Ｑ6-2						Ｑ6-2		提供していない テイキョウ

				Ｑ6-3						Ｑ6-3		提供していないが対応は可能 テイキョウ タイオウ カノウ

				Ｑ6-4						Ｑ6-4		要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン

		Ｑ7		7.平成26年度において、以下における長期入院児（6ヶ月以上）の患者数は何名ですか（「原疾患」及び「長期入院理由」について、複数の理由がある場合は、主な理由を選んでください） ヘイセイ ネンド イカ チョウキ ニュウイン ジ ゲツイジョウ カンジャスウ ナンメイ ゲンシッカン オヨ チョウキ ニュウイン リユウ フクスウ リユウ バアイ オモ リユウ エラ						7.平成26年度において、以下における長期入院児（6ヶ月以上）の患者数は何名ですか（「原疾患」及び「長期入院理由」について、複数の理由がある場合は、主な理由を選んでください） ヘイセイ ネンド イカ チョウキ ニュウイン ジ ゲツイジョウ カンジャスウ ナンメイ ゲンシッカン オヨ チョウキ ニュウイン リユウ フクスウ リユウ バアイ オモ リユウ エラ

				※個別シートにて対応 コベツ タイオウ						※個別シートにて対応 コベツ タイオウ

		Q8		8.重症心身障害児（者）に対する相談窓口はありますか ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ソウダン マドグチ

										1		ある

										2		ない

		Q9		9.重症心身障害児（者）の方に対する医療、在宅生活等についてお気づきのことなど、ご自由にお書きください。 ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ カタ タイ イリョウ ザイタク セイカツ ナド キ ジユウ カ

		承諾可否 ショウダク カヒ		診療所名 シンリョウジョ メイ		電話番号 デンワ バンゴウ		郵便番号 ユウビンバンゴウ		所在地 ショザイチ		Ｑ1.医療ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する外来診療について、以下の医療行為に対応できますか																						Ｑ２医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する往診及び訪問診療について、以下の医療行為に対応できますか																				Ｑ3		Ｑ4		Ｑ5		Q6		Ｑ7		8.重症心身障害児（者）に対する相談窓口はありますか										Q9

												予防接種 ヨボウ セッシュ		一次診療
（経過観察、栄養観察を含む） イチジ シンリョウ ケイカ カンサツ エイヨウ カンサツ フク		経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ		経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ		中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ		酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ		気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ		人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ		尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ		人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ		褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ		予防接種 ヨボウ セッシュ		経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ		経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ		中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ		酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ		気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ		人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ		尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ		人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ		褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ												有無 ウム		部署名・職名 ブショ メイ ショクメイ		ご担当者氏名 タントウシャ シメイ		連絡先TEL レンラクサキ		連絡先MAIL レンラクサキ

		否 イナ		野木病院		0280-57-1011		329-0101		下都賀郡野木町友沼5320-2		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		2

		否 イナ		今市病院		0288-22-2200		321-1261		日光市今市381		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		2

		否 イナ		黒須病院　		028-682-8811		329-1311		さくら市氏家2650		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		2		2		別紙参照 ベッシ サンショウ		1		病診連携室・社会福祉士 ビョウシンレンケイ シツ シャカイ フクシ シ		井上雅晶 イノウエ マサアキ		028-682-8811（代表）
028-681-5551（直通） ダイヒョウ チョクツウ		byo-renkei@kurosu-hospital.jp

		否 イナ		日光市民病院		0288-50-1188		321-1441		日光市清滝安良沢町1752-10		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		2										小児科常務医がいないため、小児科非常勤医師在院時のみ相談可能と考えます ショウニカ ジョウム イ ショウニカ ヒジョウキン イシ ザイイン ジ ソウダン カノウ カンガ

		否 イナ		国際医療福祉大学塩谷病院　		0287-44-1155		329-2145		矢板市富田77		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		2

		否 イナ		那須南病院		0287-84-3911		321-0621		栃木県那須烏山市中央3-2-13		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		2		2		なし		1		医療福祉相談医療連絡室 イリョウ フクシ ソウダン イリョウ レンラク シツ		原健二 ハラ ケンジ		0287-84-3911

		承諾 ショウダク		西方病院		0282-92-2323		322-0601		栃木県上都賀郡西方町金崎273-3		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		1		西方病院地域連携室 ニシカタ ビョウイン チイキ レンケイ シツ				0282-25-7310		nishikata-renkei@cc9.ne.jp

		承諾 ショウダク		新小山市民病院		0285-36-0200		323-0827		栃木県小山市神鳥谷2251-1 ３２３－０８２７		1		1		3		2		2		2		2		2		2		2		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		2		なし		1		医療相談室保健師 イリョウ ソウダンシツ ホケンシ		多賀谷邦子 タガヤ クニコ		0285-36-0256		soudan@hospital.oyama.tochigi.jp		重症心身障害児（者）の方々の外来診察は随時受け入れておりますが、特に障害児の入院についてはまだ十分に対応できる体制になっておりません。そのため、今回のガイドマップの内容で受け入れ可能な項目が少なく申し訳ありません。相談については、幅広く承っております。 ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ カタガタ ガイライ シンサツ ズイジ ウ イ トク ショウガイジ ニュウイン ジュウブン タイオウ タイセイ コンカイ ナイヨウ ウ イ カノウ コウモク スク モウ ワケ ソウダン ハバヒロ ウケタマワ

		承諾 ショウダク		小山厚生病院		0285-22-1105		323-0031		栃木県小山市八幡町2-10-6		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		2		なし		1		看護師長 カンゴシ チョウ		横家よね子 ヨコ イエ コ		0285-22-1105
0285-24-9890				在宅生活困難者につき当院では入院で対応させていただくことが多いです。 ザイタク セイカツ コンナン シャ トウイン ニュウイン タイオウ オオ

		承諾 ショウダク		石橋総合病院		0285-53-1134		329-0511		栃木県下野市石橋628		1		1		1		1		1		1		1		2		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		1		なし		1		地域医療連携部 チイキ イリョウ レンケイ ブ		（部長）岩崎さゆり ブチョウ イワサキ		0285-53-1134		ishibashi-renkei@yushikai.jp

		承諾 ショウダク		下都賀総合病院		0282-22-2551		328-0044		栃木県栃木市富士見町5-32		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		3		なし		1		医療福祉相談室 イリョウ フクシ ソウダンシツ		MSWが3人おります ニン		0282-22-2551

		承諾 ショウダク		とちの木病院		0282-22-7722		328-0071		栃木県栃木市大町39-5		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		2

		承諾 ショウダク		自治医科大学附属病院　		0285-44-2111		329-0498		下野市薬師寺3311-1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		2		3		2		別紙参照 ベッシ サンショウ		1		地域医療連携部（看護師） チイキ イリョウ レンケイ ブ カンゴシ		黒田　光恵 クロダ ミツエ		0285-44-2111		mazuek@jichi.ac.jp		在宅医療を充実させていただくうえで、往診医や地域の開業医の先生方との連携強化やスタッフの充実が望まれると思います。 ザイタク イリョウ ジュウジツ オウシン イ チイキ カイギョウイ センセイガタ レンケイ キョウカ ジュウジツ ノゾ オモ

		承諾 ショウダク		済生会宇都宮病院		028-626-5500		321-0974		宇都宮市竹林町911-1		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		2		別紙参照 ベッシ サンショウ		1		地域連携課 チイキ レンケイ カ		荻津　守 オギツ カミ		028-626-5500

		承諾 ショウダク		足利赤十字病院		0284-21-0121		326-0843		栃木県足利市五十部町284-1		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		3		1		2		別紙参照 ベッシ サンショウ		1		事務部医事課社会福祉士 ジム ブ イジ カ シャカイ フクシ シ		布施　麻由実 フセ マユミ		0284-20-1307				医療依存度の高い患者様が自宅へ退院する場合、利用できる社会資源が限られており、デイサービスやリハビリテーション、ショートステイなどのサービスを本人、ご家族様のニーズに合わせて利用していただくことが困難なケースが多々あります。（例：家族としては週２回以上リハビリに本人を通わせたいと考えているが、リハビリテーション事業所としては利用者数も多いため、週1回の対応が限度と考えている場合など）今回のアンケート調査を機に、各地域の社会資源の情報を整理し、なるべくニーズに合わせて、多くの方に適切にサービスを利用していただける環境を構築できればと思っております。よろしくお願いいたします。 イリョウ イゾンド タカ カンジャサマ ジタク タイイン バアイ リヨウ シャカイ シゲン カギ ホンニン カゾク サマ ア リヨウ コンナン タタ レイ カゾク シュウ カイイジョウ ホンニン カヨ カンガ ジギョウショ リヨウシャ スウ オオ シュウ カイ タイオウ ゲンド カンガ バアイ コンカイ チョウサ キ カクチイキ シャカイ シゲン ジョウホウ セイリ ア オオ カタ テキセツ リヨウ カンキョウ コウチク オモ ネガ

		承諾 ショウダク		獨協医科大学病院		0282-86-1111		321-0293		下都賀郡壬生町大字北小林880		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		3		2		別紙参照 ベッシ サンショウ		1		地域医療連携センター医療福祉相談室 チイキ イリョウ レンケイ イリョウ フクシ ソウダンシツ				0282-87-2185

		承諾 ショウダク		あしかがの森足利病院		0284-91-0611		326-0011		足利市大沼田町615		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		1		2		別紙参照 ベッシ サンショウ		1		メディカルソーシャルワーカー		福地　哲郎 フクチ テツロウ		0284-91-0611		soudan@hshikagu-hospital.or.jp

		承諾 ショウダク		JCHO　うつのみや病院		028-653-1001		321-0143		宇都宮市南高砂町11-17		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		2

		承諾 ショウダク		菅又病院　		028-676-0311		329-1207		塩谷郡高根沢町花岡2351		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		2										要相談の診療項目につきましては、病院にお電話で問い合わせていただければ対応いたします。小児科の入院対応はしておりません。外来診察につきましては、急性期の管理は困難であることもありますが、状態が安定している場合には相談いただければ可能な限り対応いたします。 ヨウ ソウダン シンリョウ コウモク ビョウイン デンワ ト ア タイオウ ショウニカ ニュウイン タイオウ ガイライ シンサツ キュウセイキ カンリ コンナン ジョウタイ アンテイ バアイ ソウダン カノウ カギ タイオウ

		承諾 ショウダク		那須赤十字病院		0287-23-1122		324-8686		栃木県大田原市中田原1081-4		1		1		3		3		3		1		3		1		3		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		1		4		なし		1		地域医療福祉連携課福祉係長 チイキ イリョウ フクシ レンケイ カ フクシ カカリチョウ		野中美希 ノナカ ミキ		0287-23-1122		renkeika@nasu.jrc.or.jp
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病院（作業）

		Ｑ１		1.医療ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する外来診療について、以下の医療行為に対応できますか。 イリョウ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ガイライ シンリョウ イカ イリョウ コウイ タイオウ						1.医療ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する外来診療について、以下の医療行為に対応できますか。 イリョウ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ガイライ シンリョウ イカ イリョウ コウイ タイオウ

				Ｑ1-1						Ｑ1-1		予防接種 ヨボウ セッシュ

				Ｑ1-2						Ｑ1-2		一次診療
（経過観察、栄養観察を含む） イチジ シンリョウ ケイカ カンサツ エイヨウ カンサツ フク

				Ｑ1-3						Ｑ1-3		経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ

				Ｑ1-4						Ｑ1-4		経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ

				Ｑ1-5						Ｑ1-5		中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ

				Ｑ1-6						Ｑ1-6		酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ

				Ｑ1-7						Ｑ1-7		気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ

				Ｑ1-8						Ｑ1-8		人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ

				Ｑ1-9						Ｑ1-9		尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ

				Ｑ1-10						Ｑ1-10		人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ

				Ｑ1-11						Ｑ1-11		褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ

		Ｑ２		2.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する往診及び訪問診療について、以下の医療行為に対応できますか イリョウテキ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ オウシン オヨ ホウモン シンリョウ イカ イリョウ コウイ タイオウ						2.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する往診及び訪問診療について、以下の医療行為に対応できますか イリョウテキ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ オウシン オヨ ホウモン シンリョウ イカ イリョウ コウイ タイオウ

				Ｑ2-1						Ｑ2-1		予防接種 ヨボウ セッシュ

				Ｑ2-2						Ｑ2-2		経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ

				Ｑ2-3						Ｑ2-3		経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ

				Ｑ2-4						Ｑ2-4		中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ

				Ｑ2-5						Ｑ2-5		酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ

				Ｑ2-6						Ｑ2-6		気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ

				Ｑ2-7						Ｑ2-7		人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ

				Ｑ2-8						Ｑ2-8		尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ

				Ｑ2-9						Ｑ2-9		人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ

				Ｑ2-10						Ｑ2-10		褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ

		Ｑ3		3.24時間、重症心身障害児（18歳未満）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイジ サイ ミマン イリョウ タイオウ						3.24時間、重症心身障害児（18歳未満）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイジ サイ ミマン イリョウ タイオウ

				Ｑ3-1						Ｑ3-1		できる

				Ｑ3-2						Ｑ3-2		できない

				Ｑ3-3						Ｑ3-3		要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン

		Ｑ4		4.24時間、重症心身障害者（18歳以上）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイシャ サイ イジョウ イリョウ タイオウ						4.24時間、重症心身障害者（18歳以上）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイシャ サイ イジョウ イリョウ タイオウ

				Ｑ4-1						Ｑ4-1		できる

				Ｑ4-2						Ｑ4-2		できない

				Ｑ4-3						Ｑ4-3		要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン

		Ｑ5		5.重症心身障害児（者）のレスパイト入院に対応できますか ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ ニュウイン タイオウ						5.重症心身障害児（者）のレスパイト入院に対応できますか ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ ニュウイン タイオウ

				Ｑ5-1						Ｑ5-1		できる

				Ｑ5-2						Ｑ5-2		できない

				Ｑ5-3						Ｑ5-3		要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン

		Ｑ6		6.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する訪問リハビリテーションを提供していますか イリョウテキ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ホウモン テイキョウ						6.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する訪問リハビリテーションを提供していますか イリョウテキ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ホウモン テイキョウ

				Ｑ6-1						Ｑ6-1		提供している テイキョウ

				Ｑ6-2						Ｑ6-2		提供していない テイキョウ

				Ｑ6-3						Ｑ6-3		提供していないが対応は可能 テイキョウ タイオウ カノウ

				Ｑ6-4						Ｑ6-4		要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン

		Ｑ7		7.平成26年度において、以下における長期入院児（6ヶ月以上）の患者数は何名ですか（「原疾患」及び「長期入院理由」について、複数の理由がある場合は、主な理由を選んでください） ヘイセイ ネンド イカ チョウキ ニュウイン ジ ゲツイジョウ カンジャスウ ナンメイ ゲンシッカン オヨ チョウキ ニュウイン リユウ フクスウ リユウ バアイ オモ リユウ エラ						7.平成26年度において、以下における長期入院児（6ヶ月以上）の患者数は何名ですか（「原疾患」及び「長期入院理由」について、複数の理由がある場合は、主な理由を選んでください） ヘイセイ ネンド イカ チョウキ ニュウイン ジ ゲツイジョウ カンジャスウ ナンメイ ゲンシッカン オヨ チョウキ ニュウイン リユウ フクスウ リユウ バアイ オモ リユウ エラ

				※個別シートにて対応 コベツ タイオウ						※個別シートにて対応 コベツ タイオウ

		Q8		8.重症心身障害児（者）に対する相談窓口はありますか ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ソウダン マドグチ

										1		ある

										2		ない

		Q9		9.重症心身障害児（者）の方に対する医療、在宅生活等についてお気づきのことなど、ご自由にお書きください。 ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ カタ タイ イリョウ ザイタク セイカツ ナド キ ジユウ カ

		承諾可否 ショウダク カヒ		診療所名 シンリョウジョ メイ		電話番号 デンワ バンゴウ		郵便番号 ユウビンバンゴウ		所在地 ショザイチ		Ｑ1.医療ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する外来診療について、以下の医療行為に対応できますか																						Ｑ２医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する往診及び訪問診療について、以下の医療行為に対応できますか																				Ｑ3		Ｑ4		Ｑ5		Q6		Ｑ7		8.重症心身障害児（者）に対する相談窓口はありますか										Q9

												予防接種 ヨボウ セッシュ		一次診療
（経過観察、栄養観察を含む） イチジ シンリョウ ケイカ カンサツ エイヨウ カンサツ フク		経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ		経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ		中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ		酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ		気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ		人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ		尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ		人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ		褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ		予防接種 ヨボウ セッシュ		経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ		経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ		中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ		酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ		気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ		人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ		尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ		人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ		褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ												有無 ウム		部署名・職名 ブショ メイ ショクメイ		ご担当者氏名 タントウシャ シメイ		連絡先TEL レンラクサキ		連絡先MAIL レンラクサキ

		否 イナ		野木病院		0280-57-1011		329-0101		下都賀郡野木町友沼5320-2		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		2

		否 イナ		今市病院		0288-22-2200		321-1261		日光市今市381		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		2

		否 イナ		黒須病院　		028-682-8811		329-1311		さくら市氏家2650		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		2		2		別紙参照 ベッシ サンショウ		1		病診連携室・社会福祉士 ビョウシンレンケイ シツ シャカイ フクシ シ		井上雅晶 イノウエ マサアキ		028-682-8811（代表）
028-681-5551（直通） ダイヒョウ チョクツウ		byo-renkei@kurosu-hospital.jp

		否 イナ		日光市民病院		0288-50-1188		321-1441		日光市清滝安良沢町1752-10		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		2										小児科常務医がいないため、小児科非常勤医師在院時のみ相談可能と考えます ショウニカ ジョウム イ ショウニカ ヒジョウキン イシ ザイイン ジ ソウダン カノウ カンガ

		否 イナ		国際医療福祉大学塩谷病院　		0287-44-1155		329-2145		矢板市富田77		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		2

		否 イナ		那須南病院		0287-84-3911		321-0621		栃木県那須烏山市中央3-2-13		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		2		2		なし		1		医療福祉相談医療連絡室 イリョウ フクシ ソウダン イリョウ レンラク シツ		原健二 ハラ ケンジ		0287-84-3911

		承諾 ショウダク		西方病院		0282-92-2323		322-0601		栃木県上都賀郡西方町金崎273-3		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		1		西方病院地域連携室 ニシカタ ビョウイン チイキ レンケイ シツ				0282-25-7310		nishikata-renkei@cc9.ne.jp

		承諾 ショウダク		新小山市民病院		0285-36-0200		323-0827		栃木県小山市神鳥谷2251-1 ３２３－０８２７		1		1		3		2		2		2		2		2		2		2		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		2		なし		1		医療相談室保健師 イリョウ ソウダンシツ ホケンシ		多賀谷邦子 タガヤ クニコ		0285-36-0256		soudan@hospital.oyama.tochigi.jp		重症心身障害児（者）の方々の外来診察は随時受け入れておりますが、特に障害児の入院についてはまだ十分に対応できる体制になっておりません。そのため、今回のガイドマップの内容で受け入れ可能な項目が少なく申し訳ありません。相談については、幅広く承っております。 ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ カタガタ ガイライ シンサツ ズイジ ウ イ トク ショウガイジ ニュウイン ジュウブン タイオウ タイセイ コンカイ ナイヨウ ウ イ カノウ コウモク スク モウ ワケ ソウダン ハバヒロ ウケタマワ

		承諾 ショウダク		小山厚生病院		0285-22-1105		323-0031		栃木県小山市八幡町2-10-6		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		2		なし		1		看護師長 カンゴシ チョウ		横家よね子 ヨコ イエ コ		0285-22-1105
0285-24-9890				在宅生活困難者につき当院では入院で対応させていただくことが多いです。 ザイタク セイカツ コンナン シャ トウイン ニュウイン タイオウ オオ

		承諾 ショウダク		石橋総合病院		0285-53-1134		329-0511		栃木県下野市石橋628		1		1		1		1		1		1		1		2		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		1		なし		1		地域医療連携部 チイキ イリョウ レンケイ ブ		（部長）岩崎さゆり ブチョウ イワサキ		0285-53-1134		ishibashi-renkei@yushikai.jp

		承諾 ショウダク		下都賀総合病院		0282-22-2551		328-0044		栃木県栃木市富士見町5-32		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		3		なし		1		医療福祉相談室 イリョウ フクシ ソウダンシツ		MSWが3人おります ニン		0282-22-2551

		承諾 ショウダク		とちの木病院		0282-22-7722		328-0071		栃木県栃木市大町39-5		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		2

		承諾 ショウダク		自治医科大学附属病院　		0285-44-2111		329-0498		下野市薬師寺3311-1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		2		3		2		別紙参照 ベッシ サンショウ		1		地域医療連携部（看護師） チイキ イリョウ レンケイ ブ カンゴシ		黒田　光恵 クロダ ミツエ		0285-44-2111		mazuek@jichi.ac.jp		在宅医療を充実させていただくうえで、往診医や地域の開業医の先生方との連携強化やスタッフの充実が望まれると思います。 ザイタク イリョウ ジュウジツ オウシン イ チイキ カイギョウイ センセイガタ レンケイ キョウカ ジュウジツ ノゾ オモ

		承諾 ショウダク		済生会宇都宮病院		028-626-5500		321-0974		宇都宮市竹林町911-1		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		2		別紙参照 ベッシ サンショウ		1		地域連携課 チイキ レンケイ カ		荻津　守 オギツ カミ		028-626-5500

		承諾 ショウダク		足利赤十字病院		0284-21-0121		326-0843		栃木県足利市五十部町284-1		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		3		1		2		別紙参照 ベッシ サンショウ		1		事務部医事課社会福祉士 ジム ブ イジ カ シャカイ フクシ シ		布施　麻由実 フセ マユミ		0284-20-1307				医療依存度の高い患者様が自宅へ退院する場合、利用できる社会資源が限られており、デイサービスやリハビリテーション、ショートステイなどのサービスを本人、ご家族様のニーズに合わせて利用していただくことが困難なケースが多々あります。（例：家族としては週２回以上リハビリに本人を通わせたいと考えているが、リハビリテーション事業所としては利用者数も多いため、週1回の対応が限度と考えている場合など）今回のアンケート調査を機に、各地域の社会資源の情報を整理し、なるべくニーズに合わせて、多くの方に適切にサービスを利用していただける環境を構築できればと思っております。よろしくお願いいたします。 イリョウ イゾンド タカ カンジャサマ ジタク タイイン バアイ リヨウ シャカイ シゲン カギ ホンニン カゾク サマ ア リヨウ コンナン タタ レイ カゾク シュウ カイイジョウ ホンニン カヨ カンガ ジギョウショ リヨウシャ スウ オオ シュウ カイ タイオウ ゲンド カンガ バアイ コンカイ チョウサ キ カクチイキ シャカイ シゲン ジョウホウ セイリ ア オオ カタ テキセツ リヨウ カンキョウ コウチク オモ ネガ

		承諾 ショウダク		獨協医科大学病院		0282-86-1111		321-0293		下都賀郡壬生町大字北小林880		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		3		2		別紙参照 ベッシ サンショウ		1		地域医療連携センター医療福祉相談室 チイキ イリョウ レンケイ イリョウ フクシ ソウダンシツ				0282-87-2185

		承諾 ショウダク		あしかがの森足利病院		0284-91-0611		326-0011		足利市大沼田町615		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		1		2		別紙参照 ベッシ サンショウ		1		メディカルソーシャルワーカー		福地　哲郎 フクチ テツロウ		0284-91-0611		soudan@hshikagu-hospital.or.jp

		承諾 ショウダク		JCHO　うつのみや病院		028-653-1001		321-0143		宇都宮市南高砂町11-17		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		2

		承諾 ショウダク		菅又病院　		028-676-0311		329-1207		塩谷郡高根沢町花岡2351		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		2										要相談の診療項目につきましては、病院にお電話で問い合わせていただければ対応いたします。小児科の入院対応はしておりません。外来診察につきましては、急性期の管理は困難であることもありますが、状態が安定している場合には相談いただければ可能な限り対応いたします。 ヨウ ソウダン シンリョウ コウモク ビョウイン デンワ ト ア タイオウ ショウニカ ニュウイン タイオウ ガイライ シンサツ キュウセイキ カンリ コンナン ジョウタイ アンテイ バアイ ソウダン カノウ カギ タイオウ

		承諾 ショウダク		那須赤十字病院		0287-23-1122		324-8686		栃木県大田原市中田原1081-4		1		1		3		3		3		1		3		1		3		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		1		4		なし		1		地域医療福祉連携課福祉係長 チイキ イリョウ フクシ レンケイ カ フクシ カカリチョウ		野中美希 ノナカ ミキ		0287-23-1122		renkeika@nasu.jrc.or.jp



												Ｑ1.医療ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する外来診療について、以下の医療行為に対応できますか

												予防接種 ヨボウ セッシュ		一次診療
（経過観察、栄養観察を含む） イチジ シンリョウ ケイカ カンサツ エイヨウ カンサツ フク		経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ		経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ		中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ		酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ		気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ		人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ		尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ		人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ		褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ

										できる		13		13		9		8		7		9		8		8		7		7		7

										できない		3		3		7		8		8		8		8		9		8		8		6

										要相談 ヨウ ソウダン		4		4		4		4		5		3		4		3		5		5		7



												Ｑ２医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する往診及び訪問診療について、以下の医療行為に対応できますか

												予防接種 ヨボウ セッシュ		経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ		経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ		中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ		酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ		気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ		人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ		尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ		人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ		褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ

										できる		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

										できない		19		20		20		20		20		20		20		20		20		20

										要相談 ヨウ ソウダン		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0



										Ｑ3		3.24時間、重症心身障害児（18歳未満）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイジ サイ ミマン イリョウ タイオウ				3.24時間、重症心身障害児（18歳未満）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイジ サイ ミマン イリョウ タイオウ

										できる		4

										できない		14

										要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン		2

										Ｑ4		4.24時間、重症心身障害者（18歳以上）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイシャ サイ イジョウ イリョウ タイオウ				4.24時間、重症心身障害者（18歳以上）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイシャ サイ イジョウ イリョウ タイオウ

										できる		3

										できない		9																																																														事業所名 ジギョウショ メイ		部署名・職名 ブショ メイ ショクメイ		ご担当者氏名 タントウシャ シメイ		連絡先TEL レンラクサキ		Mail

										要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン		8																																																														西方病院		西方病院地域連携室 ニシカタ ビョウイン チイキ レンケイ シツ				0282-25-7310		nishikata-renkei@cc9.ne.jp

										Ｑ5		5.重症心身障害児（者）のレスパイト入院に対応できますか ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ ニュウイン タイオウ				5.重症心身障害児（者）のレスパイト入院に対応できますか ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ ニュウイン タイオウ																																																										新小山市民病院		医療相談室保健師 イリョウ ソウダンシツ ホケンシ		多賀谷邦子 タガヤ クニコ		0285-36-0256		soudan@hospital.oyama.tochigi.jp

										できる		5																																																														小山厚生病院		看護師長 カンゴシ チョウ		横家よね子 ヨコ イエ コ		0285-22-1105
0285-24-9890

										できない		10																																																														石橋総合病院		地域医療連携部 チイキ イリョウ レンケイ ブ		（部長）岩崎さゆり ブチョウ イワサキ		0285-53-1134		ishibashi-renkei@yushikai.jp

										要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン		5																																																														下都賀総合病院		医療福祉相談室 イリョウ フクシ ソウダンシツ		MSWが3人おります ニン		0282-22-2551

										Ｑ6		6.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する訪問リハビリテーションを提供していますか イリョウテキ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ホウモン テイキョウ				6.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する訪問リハビリテーションを提供していますか イリョウテキ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ホウモン テイキョウ																																																										自治医科大学附属病院　		地域医療連携部（看護師） チイキ イリョウ レンケイ ブ カンゴシ		黒田　光恵 クロダ ミツエ		0285-44-2111		mazuek@jichi.ac.jp

										提供している テイキョウ		1																																																														済生会宇都宮病院		地域連携課 チイキ レンケイ カ		荻津　守 オギツ カミ		028-626-5500

										提供していない テイキョウ		17																																																														足利赤十字病院		事務部医事課社会福祉士 ジム ブ イジ カ シャカイ フクシ シ		布施　麻由実 フセ マユミ		0284-20-1307

										提供していないが対応は可能 テイキョウ タイオウ カノウ		1																																																														獨協医科大学病院		地域医療連携センター医療福祉相談室 チイキ イリョウ レンケイ イリョウ フクシ ソウダンシツ				0282-87-2185

										要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン		1																																																														あしかがの森足利病院		メディカルソーシャルワーカー		福地　哲郎 フクチ テツロウ		0284-91-0611		soudan@hshikagu-hospital.or.jp

										Ｑ7		7.平成26年度において、以下における長期入院児（6ヶ月以上）の患者数は何名ですか（「原疾患」及び「長期入院理由」について、複数の理由がある場合は、主な理由を選んでください） ヘイセイ ネンド イカ チョウキ ニュウイン ジ ゲツイジョウ カンジャスウ ナンメイ ゲンシッカン オヨ チョウキ ニュウイン リユウ フクスウ リユウ バアイ オモ リユウ エラ				7.平成26年度において、以下における長期入院児（6ヶ月以上）の患者数は何名ですか（「原疾患」及び「長期入院理由」について、複数の理由がある場合は、主な理由を選んでください） ヘイセイ ネンド イカ チョウキ ニュウイン ジ ゲツイジョウ カンジャスウ ナンメイ ゲンシッカン オヨ チョウキ ニュウイン リユウ フクスウ リユウ バアイ オモ リユウ エラ																																																										那須赤十字病院		地域医療福祉連携課福祉係長 チイキ イリョウ フクシ レンケイ カ フクシ カカリチョウ		野中美希 ノナカ ミキ		0287-23-1122		renkeika@nasu.jrc.or.jp

										Q8		8.重症心身障害児（者）に対する相談窓口はありますか ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ソウダン マドグチ

																1		ある		13

																2		ない		7

																														できる		できない		要相談 ヨウ ソウダン						できる		できない		要相談 ヨウ ソウダン						提供している テイキョウ		提供していない テイキョウ		提供していないが対応は可能 テイキョウ タイオウ カノウ		要相談 ヨウ ソウダン										NICU及びGCU オヨ		PICU		その他小児病棟 タ ショウニ ビョウトウ

																												予防接種 ヨボウ セッシュ		13		3		4				18歳未満 サイ ミマン		4		14		2						5		10		5		5								6ヶ月以上1年未満 ゲツイジョウ ネン ミマン		9		0		11

																												一次診療
（経過観察、栄養観察を含む） イチジ シンリョウ ケイカ カンサツ エイヨウ カンサツ フク		13		3		4				18歳以上 サイ イジョウ		3		9		8																				1年以上2年未満 ネンイジョウ ネン ミマン		1		0		10

																												経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ		9		7		4																提供している テイキョウ		5												2年以上 ネンイジョウ		4		0		154

																												経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ		8		8		4						できる		できない		要相談 ヨウ ソウダン						提供していない テイキョウ		10

																												中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ		7		8		5						5		10		5						提供していないが対応は可能 テイキョウ タイオウ カノウ		5

																												酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ		9		8		3						3		9		8						要相談 ヨウ ソウダン		5														NICU及びGCU オヨ		PICU		その他小児病棟 タ ショウニ ビョウトウ

																												気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ		8		8		4																														新生児仮死 シンセイジ カシ		2		0		38

																												人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ		8		9		3																														仮死以外の神経、筋疾患 カシ イガイ シンケイ キン シッカン		3		0		48

																												尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ		7		8		5						ある		ない										乳児～2歳 ニュウジ サイ		3歳～6歳 サイ サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13歳～17歳 サイ サイ		18歳以上 サイイジョウ				事故 ジコ		0		0		4

																												人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ		7		8		5						13		7								気管切開人工呼吸患者 キカン セッカイ ジンコウ コキュウ カンジャ		11		4		8		5		12				先天異常症候群 センテン イジョウ ショウコウグン		11		0		22

																												褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ		7		6		7																非気管切開人工呼吸患者（NPPV) ヒ キカン セッカイ ジンコウ コキュウ カンジャ		2		0		0		0		1				慢性肺疾患、気道病変 マンセイ ハイ シッカン キドウ ビョウヘン		1		0		0

																																																		気管切開患者 キカン セッカイ カンジャ		2		3		2		0		14				低出生体重児 テイ シュッセイ タイジュウ ジ		5		0		7

																														できる		できない		要相談 ヨウ ソウダン																その他 タ		4		2		2		0		1				社会的事情 シャカイテキ ジジョウ		0		0		2

																												予防接種 ヨボウ セッシュ		0		19		1																														その他 タ		2		0		44

																												経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ		0		20		0

																												経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ		0		20		0																																NICU及びGCU オヨ		PICU		その他小児病棟 タ ショウニ ビョウトウ

																												中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ		0		20		0																														病状が不安定 ビョウジョウ フアンテイ		6		0		30

																												酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ		0		20		0																														療育施設入所待ち リョウイク シセツ ニュウショ マ		0		0		18

																												気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ		0		20		0																														中間施設受入体制の不備 チュウカン シセツ ウケイレ タイセイ フビ		0		0		0

																												人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ		0		20		0																														地域サポートの不備 チイキ フビ		0		0		0

																												尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ		0		20		0																														病院の在宅医療フォロー体制不備 ビョウイン ザイタク イリョウ タイセイ フビ		0		0		0

																												人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ		0		20		0																														家族の受入困難 カゾク ウケイレ コンナン		4		0		127

																												褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ		0		20		0																														家庭環境、経済的理由 カテイ カンキョウ ケイザイテキ リユウ		1		0		5

																																																																在宅準備中 ザイタク ジュンビチュウ		3		0		4

																																																																その他 タ		0		0		1

																												24時間、重症心身障害児の医療に対応ができますか
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病院 (記述)

		承諾可否 ショウダク カヒ		診療所名 シンリョウジョ メイ		電話番号 デンワ バンゴウ		郵便番号 ユウビンバンゴウ		所在地 ショザイチ		9.重症心身障害児（者）の方に対する医療、在宅生活等についてお気づきのことなど、ご自由にお書きください。



		否 イナ		野木病院		0280-57-1011		329-0101		下都賀郡野木町友沼5320-2

		否 イナ		今市病院		0288-22-2200		321-1261		日光市今市381

		否 イナ		黒須病院　		028-682-8811		329-1311		さくら市氏家2650

		否 イナ		日光市民病院		0288-50-1188		321-1441		日光市清滝安良沢町1752-10		小児科常務医がいないため、小児科非常勤医師在院時のみ相談可能と考えます ショウニカ ジョウム イ ショウニカ ヒジョウキン イシ ザイイン ジ ソウダン カノウ カンガ

		否 イナ		国際医療福祉大学塩谷病院　		0287-44-1155		329-2145		矢板市富田77

		否 イナ		那須南病院		0287-84-3911		321-0621		栃木県那須烏山市中央3-2-13

		承諾 ショウダク		西方病院		0282-92-2323		322-0601		栃木県上都賀郡西方町金崎273-3

		承諾 ショウダク		新小山市民病院		0285-36-0200		323-0827		栃木県小山市神鳥谷2251-1 ３２３－０８２７		重症心身障害児（者）の方々の外来診察は随時受け入れておりますが、特に障害児の入院についてはまだ十分に対応できる体制になっておりません。そのため、今回のガイドマップの内容で受け入れ可能な項目が少なく申し訳ありません。相談については、幅広く承っております。 ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ カタガタ ガイライ シンサツ ズイジ ウ イ トク ショウガイジ ニュウイン ジュウブン タイオウ タイセイ コンカイ ナイヨウ ウ イ カノウ コウモク スク モウ ワケ ソウダン ハバヒロ ウケタマワ

		承諾 ショウダク		小山厚生病院		0285-22-1105		323-0031		栃木県小山市八幡町2-10-6		在宅生活困難者につき当院では入院で対応させていただくことが多いです。 ザイタク セイカツ コンナン シャ トウイン ニュウイン タイオウ オオ

		承諾 ショウダク		石橋総合病院		0285-53-1134		329-0511		栃木県下野市石橋628

		承諾 ショウダク		下都賀総合病院		0282-22-2551		328-0044		栃木県栃木市富士見町5-32

		承諾 ショウダク		とちの木病院		0282-22-7722		328-0071		栃木県栃木市大町39-5

		承諾 ショウダク		自治医科大学附属病院　		0285-44-2111		329-0498		下野市薬師寺3311-1		在宅医療を充実させていただくうえで、往診医や地域の開業医の先生方との連携強化やスタッフの充実が望まれると思います。 ザイタク イリョウ ジュウジツ オウシン イ チイキ カイギョウイ センセイガタ レンケイ キョウカ ジュウジツ ノゾ オモ

		承諾 ショウダク		済生会宇都宮病院		028-626-5500		321-0974		宇都宮市竹林町911-1

		承諾 ショウダク		足利赤十字病院		0284-21-0121		326-0843		栃木県足利市五十部町284-1		医療依存度の高い患者様が自宅へ退院する場合、利用できる社会資源が限られており、デイサービスやリハビリテーション、ショートステイなどのサービスを本人、ご家族様のニーズに合わせて利用していただくことが困難なケースが多々あります。（例：家族としては週２回以上リハビリに本人を通わせたいと考えているが、リハビリテーション事業所としては利用者数も多いため、週1回の対応が限度と考えている場合など）今回のアンケート調査を機に、各地域の社会資源の情報を整理し、なるべくニーズに合わせて、多くの方に適切にサービスを利用していただける環境を構築できればと思っております。よろしくお願いいたします。 イリョウ イゾンド タカ カンジャサマ ジタク タイイン バアイ リヨウ シャカイ シゲン カギ ホンニン カゾク サマ ア リヨウ コンナン タタ レイ カゾク シュウ カイイジョウ ホンニン カヨ カンガ ジギョウショ リヨウシャ スウ オオ シュウ カイ タイオウ ゲンド カンガ バアイ コンカイ チョウサ キ カクチイキ シャカイ シゲン ジョウホウ セイリ ア オオ カタ テキセツ リヨウ カンキョウ コウチク オモ ネガ

		承諾 ショウダク		獨協医科大学病院		0282-86-1111		321-0293		下都賀郡壬生町大字北小林880

		承諾 ショウダク		あしかがの森足利病院		0284-91-0611		326-0011		足利市大沼田町615

		承諾 ショウダク		JCHO　うつのみや病院		028-653-1001		321-0143		宇都宮市南高砂町11-17

		承諾 ショウダク		菅又病院　		028-676-0311		329-1207		塩谷郡高根沢町花岡2351		要相談の診療項目につきましては、病院にお電話で問い合わせていただければ対応いたします。小児科の入院対応はしておりません。外来診察につきましては、急性期の管理は困難であることもありますが、状態が安定している場合には相談いただければ可能な限り対応いたします。 ヨウ ソウダン シンリョウ コウモク ビョウイン デンワ ト ア タイオウ ショウニカ ニュウイン タイオウ ガイライ シンサツ キュウセイキ カンリ コンナン ジョウタイ アンテイ バアイ ソウダン カノウ カギ タイオウ

		承諾 ショウダク		那須赤十字病院		0287-23-1122		324-8686		栃木県大田原市中田原1081-4





病院Ｑ7統計



				乳児～2歳 ニュウジ サイ		3歳～6歳 サイ サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13歳～17歳 サイ サイ		18歳以上 サイイジョウ

		気管切開人工呼吸患者 キカン セッカイ ジンコウ コキュウ カンジャ		11		4		8		5		12

		非気管切開人工呼吸患者（NPPV) ヒ キカン セッカイ ジンコウ コキュウ カンジャ		2		0		0		0		1

		気管切開患者 キカン セッカイ カンジャ		2		3		2		0		14

		その他 タ		4		2		2		0		1



		入院期間 ニュウイン キカン		NICU及びGCU オヨ		PICU		その他小児病棟 タ ショウニ ビョウトウ

		6ヶ月以上1年未満 ゲツイジョウ ネン ミマン		9		0		11

		1年以上2年未満 ネンイジョウ ネン ミマン		1		0		10

		2年以上 ネンイジョウ		4		0		154

		原疾患 ゲンシッカン		NICU及びGCU オヨ		PICU		その他小児病棟 タ ショウニ ビョウトウ

		新生児仮死 シンセイジ カシ		2		0		38

		仮死以外の神経、筋疾患 カシ イガイ シンケイ キン シッカン		3		0		48

		事故 ジコ		0		0		4

		先天異常症候群 センテン イジョウ ショウコウグン		11		0		22

		慢性肺疾患、気道病変 マンセイ ハイ シッカン キドウ ビョウヘン		1		0		0

		低出生体重児 テイ シュッセイ タイジュウ ジ		5		0		7

		社会的事情 シャカイテキ ジジョウ		0		0		2

		その他 タ		2		0		44

		長期入院理由 チョウキ ニュウイン リユウ		NICU及びGCU オヨ		PICU		その他小児病棟 タ ショウニ ビョウトウ

		病状が不安定 ビョウジョウ フアンテイ		6		0		30

		療育施設入所待ち リョウイク シセツ ニュウショ マ		0		0		18

		中間施設受入体制の不備 チュウカン シセツ ウケイレ タイセイ フビ		0		0		0

		地域サポートの不備 チイキ フビ		0		0		0

		病院の在宅医療フォロー体制不備 ビョウイン ザイタク イリョウ タイセイ フビ		0		0		0

		家族の受入困難 カゾク ウケイレ コンナン		4		0		127

		家庭環境、経済的理由 カテイ カンキョウ ケイザイテキ リユウ		1		0		5

		在宅準備中 ザイタク ジュンビチュウ		3		0		4

		その他 タ		0		0		1





黒須病院

				乳児～2歳 ニュウジ サイ		3歳～6歳 サイ サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13歳～17歳 サイ サイ		18歳以上 サイイジョウ

		気管切開人工呼吸患者 キカン セッカイ ジンコウ コキュウ カンジャ										1

		非気管切開人工呼吸患者（NPPV) ヒ キカン セッカイ ジンコウ コキュウ カンジャ										0

		気管切開患者 キカン セッカイ カンジャ										3

		その他 タ



		入院期間 ニュウイン キカン		NICU及びGCU オヨ		PICU		その他小児病棟 タ ショウニ ビョウトウ

		6ヶ月以上1年未満 ゲツイジョウ ネン ミマン

		1年以上2年未満 ネンイジョウ ネン ミマン

		2年以上 ネンイジョウ

		原疾患 ゲンシッカン

		新生児仮死 シンセイジ カシ

		仮死以外の神経、筋疾患 カシ イガイ シンケイ キン シッカン

		事故（溺水、交通事故、転落等） ジコ デキスイ コウツウ ジコ テンラク ナド

		先天異常症候群（染色体異常、欠乏奇形症候群、欠乏性代謝異常など） センテン イジョウ ショウコウグン センショクタイ イジョウ ケツボウ キケイ ショウコウグン ケツボウ セイ タイシャ イジョウ

		慢性肺疾患、気道病変 マンセイ ハイ シッカン キドウ ビョウヘン

		低出生体重児 テイ シュッセイ タイジュウ ジ

		社会的事情 シャカイテキ ジジョウ

		その他 タ

		長期入院理由 チョウキ ニュウイン リユウ

		病状が不安定 ビョウジョウ フアンテイ

		療育施設入所待ち リョウイク シセツ ニュウショ マ

		中間施設受入体制の不備 チュウカン シセツ ウケイレ タイセイ フビ

		地域サポートの不備 チイキ フビ

		病院の在宅医療フォロー体制不備 ビョウイン ザイタク イリョウ タイセイ フビ

		家族の受入困難 カゾク ウケイレ コンナン

		家庭環境、経済的理由 カテイ カンキョウ ケイザイテキ リユウ

		在宅準備中 ザイタク ジュンビチュウ

		その他 タ





自治医科大学附属病院

				乳児～2歳 ニュウジ サイ		3歳～6歳 サイ サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13歳～17歳 サイ サイ		18歳以上 サイイジョウ

		気管切開人工呼吸患者 キカン セッカイ ジンコウ コキュウ カンジャ		1

		非気管切開人工呼吸患者（NPPV) ヒ キカン セッカイ ジンコウ コキュウ カンジャ		1

		気管切開患者 キカン セッカイ カンジャ						1				1

		その他 タ		2		1



		入院期間 ニュウイン キカン		NICU及びGCU オヨ		PICU		その他小児病棟 タ ショウニ ビョウトウ

		6ヶ月以上1年未満 ゲツイジョウ ネン ミマン						4

		1年以上2年未満 ネンイジョウ ネン ミマン						2

		2年以上 ネンイジョウ						1

		原疾患 ゲンシッカン

		新生児仮死 シンセイジ カシ

		仮死以外の神経、筋疾患 カシ イガイ シンケイ キン シッカン						3

		事故（溺水、交通事故、転落等） ジコ デキスイ コウツウ ジコ テンラク ナド

		先天異常症候群（染色体異常、欠乏奇形症候群、欠乏性代謝異常など） センテン イジョウ ショウコウグン センショクタイ イジョウ ケツボウ キケイ ショウコウグン ケツボウ セイ タイシャ イジョウ						3

		慢性肺疾患、気道病変 マンセイ ハイ シッカン キドウ ビョウヘン

		低出生体重児 テイ シュッセイ タイジュウ ジ						1

		社会的事情 シャカイテキ ジジョウ

		その他 タ

		長期入院理由 チョウキ ニュウイン リユウ

		病状が不安定 ビョウジョウ フアンテイ						5

		療育施設入所待ち リョウイク シセツ ニュウショ マ						0

		中間施設受入体制の不備 チュウカン シセツ ウケイレ タイセイ フビ						0

		地域サポートの不備 チイキ フビ						0

		病院の在宅医療フォロー体制不備 ビョウイン ザイタク イリョウ タイセイ フビ						0

		家族の受入困難 カゾク ウケイレ コンナン						1

		家庭環境、経済的理由 カテイ カンキョウ ケイザイテキ リユウ						0

		在宅準備中 ザイタク ジュンビチュウ						1

		その他 タ						0





済生会宇都宮病院

				乳児～2歳 ニュウジ サイ		3歳～6歳 サイ サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13歳～17歳 サイ サイ		18歳以上 サイイジョウ

		気管切開人工呼吸患者 キカン セッカイ ジンコウ コキュウ カンジャ						1				2

		非気管切開人工呼吸患者（NPPV) ヒ キカン セッカイ ジンコウ コキュウ カンジャ

		気管切開患者 キカン セッカイ カンジャ

		その他 タ										1



		入院期間 ニュウイン キカン		NICU及びGCU オヨ		PICU		その他小児病棟 タ ショウニ ビョウトウ

		6ヶ月以上1年未満 ゲツイジョウ ネン ミマン						1

		1年以上2年未満 ネンイジョウ ネン ミマン

		2年以上 ネンイジョウ						3

		原疾患 ゲンシッカン

		新生児仮死 シンセイジ カシ						1

		仮死以外の神経、筋疾患 カシ イガイ シンケイ キン シッカン

		事故（溺水、交通事故、転落等） ジコ デキスイ コウツウ ジコ テンラク ナド

		先天異常症候群（染色体異常、欠乏奇形症候群、欠乏性代謝異常など） センテン イジョウ ショウコウグン センショクタイ イジョウ ケツボウ キケイ ショウコウグン ケツボウ セイ タイシャ イジョウ

		慢性肺疾患、気道病変 マンセイ ハイ シッカン キドウ ビョウヘン

		低出生体重児 テイ シュッセイ タイジュウ ジ

		社会的事情 シャカイテキ ジジョウ

		その他 タ						3

		長期入院理由 チョウキ ニュウイン リユウ

		病状が不安定 ビョウジョウ フアンテイ

		療育施設入所待ち リョウイク シセツ ニュウショ マ						3

		中間施設受入体制の不備 チュウカン シセツ ウケイレ タイセイ フビ

		地域サポートの不備 チイキ フビ

		病院の在宅医療フォロー体制不備 ビョウイン ザイタク イリョウ タイセイ フビ

		家族の受入困難 カゾク ウケイレ コンナン

		家庭環境、経済的理由 カテイ カンキョウ ケイザイテキ リユウ

		在宅準備中 ザイタク ジュンビチュウ

		その他 タ						1





足利赤十字病院

				乳児～2歳 ニュウジ サイ		3歳～6歳 サイ サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13歳～17歳 サイ サイ		18歳以上 サイイジョウ

		気管切開人工呼吸患者 キカン セッカイ ジンコウ コキュウ カンジャ

		非気管切開人工呼吸患者（NPPV) ヒ キカン セッカイ ジンコウ コキュウ カンジャ		1

		気管切開患者 キカン セッカイ カンジャ

		その他 タ



		入院期間 ニュウイン キカン		NICU及びGCU オヨ		PICU		その他小児病棟 タ ショウニ ビョウトウ

		6ヶ月以上1年未満 ゲツイジョウ ネン ミマン						1

		1年以上2年未満 ネンイジョウ ネン ミマン

		2年以上 ネンイジョウ

		原疾患 ゲンシッカン

		新生児仮死 シンセイジ カシ

		仮死以外の神経、筋疾患 カシ イガイ シンケイ キン シッカン

		事故（溺水、交通事故、転落等） ジコ デキスイ コウツウ ジコ テンラク ナド

		先天異常症候群（染色体異常、欠乏奇形症候群、欠乏性代謝異常など） センテン イジョウ ショウコウグン センショクタイ イジョウ ケツボウ キケイ ショウコウグン ケツボウ セイ タイシャ イジョウ

		慢性肺疾患、気道病変 マンセイ ハイ シッカン キドウ ビョウヘン

		低出生体重児 テイ シュッセイ タイジュウ ジ

		社会的事情 シャカイテキ ジジョウ

		その他 タ						1

		長期入院理由 チョウキ ニュウイン リユウ

		病状が不安定 ビョウジョウ フアンテイ

		療育施設入所待ち リョウイク シセツ ニュウショ マ

		中間施設受入体制の不備 チュウカン シセツ ウケイレ タイセイ フビ

		地域サポートの不備 チイキ フビ

		病院の在宅医療フォロー体制不備 ビョウイン ザイタク イリョウ タイセイ フビ

		家族の受入困難 カゾク ウケイレ コンナン

		家庭環境、経済的理由 カテイ カンキョウ ケイザイテキ リユウ						1

		在宅準備中 ザイタク ジュンビチュウ

		その他 タ





獨協医科大学病院

				乳児～2歳 ニュウジ サイ		3歳～6歳 サイ サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13歳～17歳 サイ サイ		18歳以上 サイイジョウ

		気管切開人工呼吸患者 キカン セッカイ ジンコウ コキュウ カンジャ		10		1		3

		非気管切開人工呼吸患者（NPPV) ヒ キカン セッカイ ジンコウ コキュウ カンジャ

		気管切開患者 キカン セッカイ カンジャ		2

		その他 タ		2				1



		入院期間 ニュウイン キカン		NICU及びGCU オヨ		PICU		その他小児病棟 タ ショウニ ビョウトウ

		6ヶ月以上1年未満 ゲツイジョウ ネン ミマン		9				4

		1年以上2年未満 ネンイジョウ ネン ミマン						2

		2年以上 ネンイジョウ						4

		原疾患 ゲンシッカン

		新生児仮死 シンセイジ カシ

		仮死以外の神経、筋疾患 カシ イガイ シンケイ キン シッカン		2

		事故（溺水、交通事故、転落等） ジコ デキスイ コウツウ ジコ テンラク ナド

		先天異常症候群（染色体異常、欠乏奇形症候群、欠乏性代謝異常など） センテン イジョウ ショウコウグン センショクタイ イジョウ ケツボウ キケイ ショウコウグン ケツボウ セイ タイシャ イジョウ		10

		慢性肺疾患、気道病変 マンセイ ハイ シッカン キドウ ビョウヘン

		低出生体重児 テイ シュッセイ タイジュウ ジ		5

		社会的事情 シャカイテキ ジジョウ

		その他 タ		2

		長期入院理由 チョウキ ニュウイン リユウ

		病状が不安定 ビョウジョウ フアンテイ		6				2

		療育施設入所待ち リョウイク シセツ ニュウショ マ						15

		中間施設受入体制の不備 チュウカン シセツ ウケイレ タイセイ フビ

		地域サポートの不備 チイキ フビ

		病院の在宅医療フォロー体制不備 ビョウイン ザイタク イリョウ タイセイ フビ

		家族の受入困難 カゾク ウケイレ コンナン

		家庭環境、経済的理由 カテイ カンキョウ ケイザイテキ リユウ		1

		在宅準備中 ザイタク ジュンビチュウ		2				3

		その他 タ





あしかがの森足利病院

				乳児～2歳 ニュウジ サイ		3歳～6歳 サイ サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13歳～17歳 サイ サイ		18歳以上 サイイジョウ

		気管切開人工呼吸患者 キカン セッカイ ジンコウ コキュウ カンジャ				3		4		5		9

		非気管切開人工呼吸患者（NPPV) ヒ キカン セッカイ ジンコウ コキュウ カンジャ										1

		気管切開患者 キカン セッカイ カンジャ				3		1				10

		その他 タ				1		1



		入院期間 ニュウイン キカン		NICU及びGCU オヨ		PICU		その他小児病棟 タ ショウニ ビョウトウ

		6ヶ月以上1年未満 ゲツイジョウ ネン ミマン						1

		1年以上2年未満 ネンイジョウ ネン ミマン		1				6

		2年以上 ネンイジョウ		4				146

		原疾患 ゲンシッカン

		新生児仮死 シンセイジ カシ		2				37

		仮死以外の神経、筋疾患 カシ イガイ シンケイ キン シッカン		1				45

		事故（溺水、交通事故、転落等） ジコ デキスイ コウツウ ジコ テンラク ナド						4

		先天異常症候群（染色体異常、欠乏奇形症候群、欠乏性代謝異常など） センテン イジョウ ショウコウグン センショクタイ イジョウ ケツボウ キケイ ショウコウグン ケツボウ セイ タイシャ イジョウ		1				19

		慢性肺疾患、気道病変 マンセイ ハイ シッカン キドウ ビョウヘン		1

		低出生体重児 テイ シュッセイ タイジュウ ジ						6

		社会的事情 シャカイテキ ジジョウ						2

		その他 タ						40

		長期入院理由 チョウキ ニュウイン リユウ

		病状が不安定 ビョウジョウ フアンテイ						23

		療育施設入所待ち リョウイク シセツ ニュウショ マ

		中間施設受入体制の不備 チュウカン シセツ ウケイレ タイセイ フビ

		地域サポートの不備 チイキ フビ

		病院の在宅医療フォロー体制不備 ビョウイン ザイタク イリョウ タイセイ フビ

		家族の受入困難 カゾク ウケイレ コンナン		4				126

		家庭環境、経済的理由 カテイ カンキョウ ケイザイテキ リユウ						4

		在宅準備中 ザイタク ジュンビチュウ		1

		その他 タ





管理

		1/15/16		09:30～11:30		120

		1/16/16		19:30～22:00		150

		1/19/16		16:20～17：30		70

		1/28/16		17：30～18:30		60

				22:30～23：30		60

				11：30～13:30		120

		1/30/16		12:00～14：30		150

		1/31/16		15：30～17：45		135

		2/1/16		16：00～18：00		120

		2/1/16		23：30～0：40		70
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相談支援事業所一覧表

		市区郡 シク グン		事業所名 ジギョウショ メイ		電話番号 デンワ バンゴウ		FAX番号 バンゴウ		郵便番号 ユウビンバンゴウ		所在地 ショザイチ		訪問可能な主な市町村 ホウモン カノウ オモ シチョウソン

		足利市 アシカガシ		特定相談支援センターはじめ		0284-22-4561		0284-22-4562		326-0143		足利市葉鹿町735-1		足利市 アシカガシ

		足利市 アシカガシ		足利障害者相談支援センター		0284-44-0307		0284-44-0318		326-0064		足利市東砂原後町1072		足利市、佐野市 アシカガシ サノシ

		足利市 アシカガシ		足利ケアサービス		0284-21-7630		0284-21-3109		326-0843		足利市五十部町809-3		足利市、佐野市、太田市 アシカガシ サノシ オオタシ

		足利市 アシカガシ		障害者相談支援センターフォレスト		0284-91-1816		0284-91-2867		326-0011		足利市大沼田町615		足利市及び近隣市町村 アシカガシ オヨ キンリン シチョウソン

		足利市 アシカガシ		相談支援事業所こころみ		0284-41-5039		0284-43-2665		326-0061		足利市田島町611-2

		宇都宮市 ウツノミヤシ		相談支援事業所ポンテ		028-652-7288		028-652-6355		321-0341		宇都宮市古賀志町1964-12		宇都宮、鹿沼、日光、壬生 ウツノミヤ カヌマ ニッコウ ミブ

		宇都宮市 ウツノミヤシ		うつのみや		028-632-6074		028-632-6075		320-0861		宇都宮市西2-1-7		宇都宮市 ウツノミヤシ

		宇都宮市 ウツノミヤシ		サポートセンターきりん		028-612-3838		028-678-3257		321-0905		宇都宮市平出工業団地43-100 ウツノミヤシ ヒライデコウギョウダンチ		宇都宮市 ウツノミヤシ

		宇都宮市 ウツノミヤシ		サポートセンターとみや生活支援センター		028-665-8230		028-665-8230		321-2116		宇都宮市徳次郎町540		宇都宮市 ウツノミヤシ

		宇都宮市 ウツノミヤシ		サポートセンターひばり		028-670-0330		028-667-7315		321-3236		宇都宮市竹下町435-159		宇都宮市 ウツノミヤシ

		宇都宮市 ウツノミヤシ		相談支援センターネクスト		080-8854-9551		028-612-7174		320-0034		宇都宮市泉町6-25		宇都宮市 ウツノミヤシ

		宇都宮市 ウツノミヤシ		特定相談支援事業所やすらぎ		028-650-7727		028-650-7728		320-0011		宇都宮市富士見が丘3－19－20		宇都宮市 ウツノミヤシ

		宇都宮市 ウツノミヤシ		障がい者生活支援センターこぶし		028-680-5746		028-688-0214		321-0126		宇都宮市茂原町837-1		宇都宮市、上三川町 ウツノミヤシ カミノカワマチ

		大田原市 オオタワラシ		相談支援事業所つばさ		0287-53-7393		0287-53-7394		324-0044		大田原市親園824-1		大田原市、那須塩原市、那須烏山市、矢板市、さくら市、那須町、塩谷町、高根沢町 オオタワラシ ナスシオバラシ ナスカラスヤマシ ヤイタシ シ ナスマチ シオ タニ マチ タカネザワマチ

		大田原市 オオタワラシ		相談支援事業所とまり木		0287-54-2854		0287-54-2230		324-0231		大田原市北野上3952		大田原市、那須塩原市、那須町 オオタワラシ ナスシオバラシ ナスマチ

		小山市 オヤマシ		相談支援事業所わくわくおやま		0285-24-6575		0285-20-0255		323-0022		小山市駅東通り3-9-6		小山市 オヤマシ

		小山市 オヤマシ		友井タクシー介護ステーションふれあい		0285-30-0840		0285-30-0844		323-0025		小山市城山町2丁目12-25		小山市 オヤマシ

		小山市 オヤマシ		相談支援事業所おやま		0285-22-1833		0285-22-8946		323-0014		小山市喜沢660		小山市、下野市 オヤマシ シモノ シ

		小山市 オヤマシ		社会就労センターえいぶるの里 シャカイ シュウロウ サト		0285-22-4561		0285-22-4581		323-0003		小山市東島田2403-2		小山市、下野市、上三川町、野木町、結城市、古河市、筑西市 オヤマシ シモノ シ カミノカワマチ ノギマチ ユウキシ コガシ ツク ニシ シ

		小山市 オヤマシ		はつらつサロン南天相談支援事業所		0285-22-4659		0285-38-6529		323-0027		小山市花垣町2-3-19		小山市、栃木市 オヤマシ トチギシ

		小山市 オヤマシ		相談支援事業所みどり		0285-45-8362		0285-45-8397		329-0214		小山市乙女786-1		小山市、栃木市、古河市、結城市 オヤマシ トチギシ コガシ ユウキシ

		上三川町 カミノカワマチ		上三川障がい児・者生活相談支援センター		0285-38-6854		0285-38-6841		329-0611		上三川町上三川5082-15		上三川町 カミノカワマチ

		さくら市 シ		障がい者支援センターにんべん		028-686-2539		028-686-2584		329-1417		さくら市フィオーレ喜連川5-2-1　フィオーレガーデン1-102		さくら市 シ

		佐野市 サノシ		社会福祉法人とちのみ会　こなかの森 シャカイ フクシ ホウジン カイ モリ		0283-24-5757		0283-24-6294		327-0001		佐野市小中町1280		佐野市、足利市 サノシ アシカガシ

		佐野市 サノシ		さの社協相談支援センターほっぷ		0283-22-8152		0283-22-8199		327-0003		佐野市大橋町3212-27		佐野市全域 サノシ ゼンイキ

		下野市 シモノ シ		南栃木支援センター相談支援		0285-44-6118		0285-44-7215		329-0412		下野市柴1432-105		下野市、小山市、壬生町 シモノ シ オヤマシ ミブマチ

		下野市 シモノ シ		下野市相談支援事業所 こばと		0285-44-6783		0285-44-6783		329-0414		下野市小金井1146-6		下野市、上三川町 シモノ シ カミノカワマチ

		高根沢町 タカネザワマチ		高根沢町障害児者生活支援センターすまいる タカネザワマチ		028-612-2751		028-612-2752		329-1225		塩谷郡高根沢町石末1825　福祉センター内 シオヤグン タカネザワマチ イシヅエ フクシ ナイ		高根沢町 タカネザワマチ

		高根沢町 タカネザワマチ		障害者相談支援センターいぶき		028-678-3502		028-676-3501		329-1216		塩谷郡高根沢町桑窪2266-2		高根沢町 タカネザワマチ

		栃木市 トチギシ		相談支援事業所わらしべの家		0282-27-1627		0282-27-1675		328-0011		栃木市大宮町2708-3		栃木市 トチギシ

		栃木市 トチギシ		相談支援センターぴあん ソウダン シエン		0282-31-1755		0282-31-2919		328-0067		栃木市皆川城内町333-2		栃木市、小山市 トチギシ オヤマシ

		栃木市 トチギシ		相談支援事業所「ピュア」		0282-31-3911		0282-31-3912		328-0133		栃木市大森町465		栃木市、鹿沼市、佐野市、小山市、壬生町 トチギシ カヌマシ サノシ オヤマシ ミブマチ

		栃木市 トチギシ		相談支援ウエイブ		0282-23-4465		0282-23-4465		328-0012		栃木市平柳町1-2-7		栃木市、壬生町 トチギシ ミブマチ

		栃木市 トチギシ		もくせいの里		0282-43-0593		0282-43-1387		329-4405		栃木市大平町西山田1198		栃木市内 トチギシナイ

		那須町 ナスマチ		障がい者相談支援事業所ケアサプライ		0287-73-5312		0287-73-5311		329-3221		那須郡那須町漆塚762-102 ナスグン ナスマチ ウルシツカ		白河市、那須町、那須塩原市、大田原市 シラカワシ ナスマチ ナスシオバラシ オオタワラシ

		那須塩原市 ナスシオバラ シ		相談支援事業所テトテ		0287-36-7171		0287-36-7181		329-2732		那須塩原市一区町251-1		那須塩原市（大田原、矢板、那須町、那珂川町、烏山） ナスシオバラ シ オオタワラ ヤイタ ナスマチ ナカガワマチ カラスヤマ

		那須塩原市 ナスシオバラ シ		相談支援事業のぞみ		0287-65-2288		0287-65-2282		329-3152		那須塩原市上中野53		那須塩原市、大田原市、那須町 ナスシオバラ シ オオタワラシ ナスマチ

		那須塩原市 ナスシオバラ シ		相談支援事業所　空		0287-73-8165		0287-73-8165		329-3157		那須塩原市大原間西1-19-9		那須塩原市、大田原市、那須町 ナスシオバラ シ オオタワラシ ナスマチ

		那須塩原市 ナスシオバラ シ		指定特定相談支援事業所あじさい		0287-60-3361		0287-60-3362		325-0034		那須塩原市東原166		那須塩原市、那須町 ナスシオバラ シ ナスマチ

		野木町 ノギマチ		さわやか相談支援センター		0280-57-4884		0280-57-4994		329-0112		野木町南赤塚1145-1		小山市、野木町、古河市、栃木市 オヤマシ ノギマチ コガシ トチギシ

		芳賀郡 ハガ グン		相談支援センター光輝舎		0285-70-2020		0285-72-8222		321-4105		芳賀郡益子町北中1113-1		芳賀郡、真岡市等 ハガ グン モオカシ ナド

		芳賀郡 ハガ グン		相談支援センターみさと		0285-72-9767				321-4104		芳賀郡益子町大沢2800-5		芳賀郡内（真岡市、益子町、市貝町、芳賀町、茂木町） ハガ グンナイ モオカシ マシコ チョウ イチ ガイ マチ ハガマチ モギマチ

		真岡市 モオカシ		相談支援センターのどか　真岡センター		0285-81-5890		0285-85-8452		321-4305		真岡市荒町111-1		真岡市、芳賀町、市貝町、益子町、茂木町 モオカシ ハガマチ イチガイ マチ マシコ チョウ モギ マチ

		真岡市 モオカシ		真岡介護センター		0285-80-5200		0285-80-5211		321-4361		真岡市並木町1-8-1　シティ並木102 ナミキ		真岡市、芳賀町南部、市貝町南部、益子町西部、上三川東部 モオカシ ハガマチ ナンブ イチ ガイ チョウ ナンブ マシコ チョウ セイブ カミノカワ トウブ

		壬生町 ミブマチ		指定障害者相談支援事業所あるしぇん		0282-86-7665		0282-21-7109		321-0201		下都賀郡壬生町安塚2032 シモツガグン ミブマチ ヤスヅカ		壬生町 ミブマチ





訪問看護事業所一覧表

		市区郡 シク グン		事業所名 ジギョウショ メイ		電話番号 デンワ バンゴウ		FAX番号 バンゴウ		郵便番号 ユウビンバンゴウ		所在地 ショザイチ		訪問可能な主な市町村 ホウモン カノウ オモ シチョウソン

		足利市 アシカガシ		あおい訪問看護ステーション		0284-73-9456		0284-72-7600		326-0831		足利市堀込町2556 セレッソ・コート1階		足利市とその周辺（佐野市、館林市、巴楽町、太田市、桐生市） アシカガシ シュウヘン サノシ タテバヤシシ トモエ ラク マチ オオタシ キリュウシ				足利市 アシカガシ		2

		足利市 アシカガシ		ライフ訪問看護リハビリテーション		0284-64-8799		0284-64-8335		326-0831		足利市堀込町2656-7　ASKビル301号		足利市、佐野市、館林市、邑楽郡、太田市、桐生市 アシカガシ サノシ タテバヤシシ オウラ グン オオタシ キリュウシ				宇都宮市 ウツノミヤシ		7

		宇都宮市 ウツノミヤシ		ＷＡＤＥＷＡＤＥ訪問看護ステーション		028-666-5420		028-666-5460		321-0923		宇都宮市下栗町2913-1 ウツノミヤシ シモグリマチ		宇都宮市、上三川町、 ウツノミヤシ カミノカワマチ				大田原市 オオタワラシ		4

		宇都宮市 ウツノミヤシ		訪問看護ステーションここあ		028-600-3735		028-600-3736		321-2116		宇都宮市徳次郎町998-9 ウツノミヤシ トクジロウマチ		宇都宮市、日光市、 ウツノミヤシ ニッコウシ				小山市 オヤマシ		3

		宇都宮市 ウツノミヤシ		訪問看護ステーションうつのみや		028-612-6103		028-612-6104		320-0852		宇都宮市下砥上町字並塚643番地1		宇都宮市、壬生町 ウツノミヤシ ミブマチ				鹿沼市 カヌマシ		1

		宇都宮市 ウツノミヤシ		訪問看護ステーションあるく		028-643-5586		028-678-8796		320-0036		宇都宮市小幡2-6-14 		宇都宮市 ウツノミヤシ				さくら市 シ		1

		宇都宮市 ウツノミヤシ		訪問看護ステーション風		028-612-1333		028-612-1384		321-0117		宇都宮市城南3丁目5-6		宇都宮、鹿沼、下野、壬生 ウツノミヤ カヌマ シモノ ミブ				佐野市 サノシ		2

		宇都宮市 ウツノミヤシ		訪問看護ステーションほっと		028-626-5739		028-625-8201		321-0974		宇都宮市竹林町958		宇都宮市 ウツノミヤシ				下野市 シモツケシ		1

		宇都宮市 ウツノミヤシ		宮の橋訪問看護ステーション		028-635-9839		028-635-9839		321-0963		宇都宮市南大通り1-1-23		宇都宮市 ウツノミヤシ				高根沢町 タカネザワマチ		1

		大田原市 オオタワラシ		訪問看護ステーションゆりの木		0287-47-5123		0287-47-5124		324-0028		大田原市山の手1-1-7 ヤマ テ		大田原市、那須塩原市、那珂川町 オオタワラシ ナスシオバラ シ ナカガワマチ				栃木市 トチギシ		1

		大田原市 オオタワラシ		とちぎ訪問看護ステーションくろばね		0287-54-0507		0287-54-0580		324-0241		大田原市黒羽向町142番地		大田原市、那須塩原市、那須町、那珂川町 オオタワラシ ナスシオバラ シ ナスマチ ナカガワマチ				那須烏山市 ナスカラスヤマシ		1

		大田原市 オオタワラシ		さくら訪問看護ステーション		0287-29-3252		0287-29-3252		324-0058		大田原市紫塚3-2633-10		大田原市、那須塩原市、矢板市 オオタワラシ ナスシオバラ シ ヤイタ シ				那須塩原市 ナスシオバラ シ		1

		大田原市 オオタワラシ		那須赤十字訪問看護ステーション		0287-23-8866		0287-23-8903		324-8686		大田原市中田原1081-4		大田原市、那須塩原市（一部を除く） オオタワラシ ナスシオバラ シ イチブ ノゾ				野木町 ノギマチ		1

		小山市 オヤマシ		とちぎ訪問看護ステーションおやま		0285-39-8602		0285-39-8607		323-0827		小山市神鳥谷2251-7 オヤマシ ヒトトノヤ		小山市、下野市（南部）、野木町（北部） オヤマシ シモノ シ ナンブ ノギ マチ ホクブ				壬生町 ミブマチ		1

		小山市 オヤマシ		わくわく訪問看護ステーションおやま		0285-24-6575		0285-20-0255		323-0022		小山市駅東通り3-9-6		小山市、結城市（茨城県）、下野市の一部、栃木市（PTのみ） オヤマシ ユウキシ イバラキケン シモノ シ イチブ トチギシ				真岡市 モオカシ		1

		小山市 オヤマシ		訪問看護ステーションみどり		0285-45-8362		0285-45-8397		329-0214		小山市乙女786-1		小山市、栃木市、古河市、結城市 オヤマシ トチギシ コガシ ユウキシ						28

		鹿沼市 カヌマシ		鹿沼訪問看護ステーション		0289-60-5650		0289-60-1687		322-0021		鹿沼市上野町320-3高橋ビル1階103号室		鹿沼市、旧宇都宮市、旧今市市、壬生町、西片町 カヌマシ キュウ ウツノミヤシ キュウ イマイチシ ミブマチ ニシカタマチ

		さくら市 シ		訪問看護ステーション卯の郷		028-682-7770		028-682-7766		329-1311		さくら市氏家2650番地		さくら市（周辺15ｋｍ以内）、塩谷町、那須烏山市、宇都宮市、高根沢町 シ シュウヘン イナイ シオヤ マチ ナスカラスヤマシ ウツノミヤシ タカネザワ マチ

		佐野市 サノシ		訪問看護ステーションマザーの家		0283-85-7771		0283-85-7772		327-0504		佐野市中町942-1		佐野市 サノシ

		佐野市 サノシ		訪問看護ステーション佐野		0283-86-7013		0283-86-7031		327-0847		佐野市天神町774-22 メープルハイツ101号室		足利市、佐野市、栃木市（旧岩船市） アシカガシ サノシ トチギシ キュウ イワフネ シ

		下野市 シモツケシ		訪問看護ステーション石橋		0285-52-2293		0285-52-2268		329-0511		下野市石橋628番地		下野市、上三川町、壬生町、宇都宮市（部） シモノ シ カミノカワマチ ミブマチ ウツノミヤシ ブ

		高根沢町 タカネザワ マチ		訪問看護ステーションたかねざわ		028-680-1701		028-680-1702		329-1233		塩谷郡高根沢町宝積寺2426-8 		高根沢町、さくら市、那須烏山市、芳賀町、市貝町、茂木町、益子町、宇都宮市 タカネザワマチ シ ナスカラスヤマシ ハガ マチ イチ カイ チョウ モギマチ マシコ チョウ ウツノミヤシ

		栃木市 トチギシ		訪問看護ステーションオリーブ		0282-27-8414		0282-27-8415		328-0027		栃木市今泉町1丁目17番29号		栃木市、小山市、下野市、壬生町 トチギシ オヤマシ シモノ シ ミブ マチ

		那須烏山市 ナスカラスヤマシ		訪問看護ステーションあい		0287-83-8035		0287-83-8222		321-0628		那須烏山市金井2-5-9 ベンチャープラザ7号室 ゴウシツ		那須烏山市、那珂川町、茂木町、一貝町 ナスカラスヤマシ ナカガワマチ モギマチ イチ ガイ マチ

		那須塩原市 ナスシオバラ シ		マロニエ訪問看護ステーション		0287-37-6322		0287-39-3305		329-2763		那須塩原市井口537-3 にしなすの総合在宅ケアセンター内		那須塩原市、那須町、大田原市　リハビリのみ→那珂川町訪問可能 ナスシオバラ シ ナスマチ オオタワラシ ナカガワ マチ ホウモン カノウ

		野木町 ノギマチ		訪問看護ステーションたんぽぽ		0280-57-1888		0280-57-3819		329-0101		下都賀郡野木町友沼5119-12		野木町、小山市、旧藤岡町 ノギマチ オヤマシ キュウ フジオカマチ

		壬生町 ミブマチ		とちぎ訪問看護ステーションみぶ		0282-82-7262		0282-82-7260		321-0218		下都賀郡壬生町落合1-18-12		上三川町、下野市、壬生町、宇都宮 カミノカワマチ シモノ シ ミブ チョウ ウツノミヤ

		真岡市 モオカシ		芳賀赤十字訪問看護ステーション		0285-84-8266		0285-84-8266		321-4306		真岡市台町2461		芳賀郡全域（真岡市、益子町、芳賀町、茂木町） ハガ グン ゼンイキ モオカシ マシコマチ ハガマチ モギ マチ





診療所一覧表

		市区郡 シク グン		診療所名 シンリョウジョ メイ		電話番号 デンワ バンゴウ		郵便番号 ユウビンバンゴウ		所在地 ショザイチ

		足利市 アシカガシ		山浦内科医院		0284-21-6653 		326-0843		足利市五十部町1256-5

		足利市 アシカガシ		あいファミリィクリニック足利 アシカガ		0284-22-3788		329-4213		足利市寺岡町505-1

		足利市 アシカガシ		かしま産婦人科 サンフジンカ		0284-65-0341		326-0844		足利市鹿島町501-1

		足利市 アシカガシ		くさの小児科		0284-73-7000		326-0335		足利市上渋垂町338-3

		足利市 アシカガシ		すながクリニック		0284-44-7211		326-0015		足利市八椚町494-1　

		宇都宮市 ウツノミヤシ		医療法人　亀田内科		028-633-2884		320-0812		宇都宮市一番町1-28

		宇都宮市 ウツノミヤシ		越戸クリニック		028-660-6190		321-0951		宇都宮市越戸町139-6

		宇都宮市 ウツノミヤシ		福田こどもクリニック		028-659-8850		320-0852		宇都宮市下砥上町1545-20

		宇都宮市 ウツノミヤシ		きくちクリニック		028-683-3387		321-0903		宇都宮市下平出町614-2

		宇都宮市 ウツノミヤシ		てらもと小児科		028-650-6636		321-0975		宇都宮市関堀町971-6

		宇都宮市 ウツノミヤシ		あおい内科小児科ｸﾘﾆｯｸ		028-663-6000		321-0973		宇都宮市岩曽町1086-1

		宇都宮市 ウツノミヤシ		桜井消化器科・内科		028-643-0870		320-0073		宇都宮市細谷1-7-38

		宇都宮市 ウツノミヤシ		鈴木内科クリニック		028-655-1229		321-0139		宇都宮市若松原2-4-19

		宇都宮市 ウツノミヤシ		大根田内科医院		028-624-6322		320-0072		宇都宮市若草3-4-22

		宇都宮市 ウツノミヤシ		てらだファミリークリニック		028-654-2188		321-0132		宇都宮市雀の宮5-5-1

		宇都宮市 ウツノミヤシ		清原台こどもクリニック キヨハラ ダイ		028-305-6017		321-3223		宇都宮市清原台2-4-14

		宇都宮市 ウツノミヤシ		森田医院		028-633-1573		320-0861		宇都宮市西3-5-8

		宇都宮市 ウツノミヤシ		こどもヶ丘診療所		028-615-1077		321-0151		宇都宮市西川田町183-21

		宇都宮市 ウツノミヤシ		有村小児科医院		028-656-7207		321-0912		宇都宮市石井町3128-11

		宇都宮市 ウツノミヤシ		いちはらファミリークリニック		028-612-8350		321-0414		宇都宮市中里町322

		宇都宮市 ウツノミヤシ		豊郷中央渡辺内科　		028-622-8900		320-0004		宇都宮市長岡町1217-5

		宇都宮市 ウツノミヤシ		宇都宮市子ども発達センター診療所 ウツノミヤシ コ ハッタツ シンリョウジョ		028-647-4720		320-0851		宇都宮市鶴田町970-1

		宇都宮市 ウツノミヤシ		梅園医院		028-633-2869		320-0035		宇都宮市伝馬町3-28

		宇都宮市 ウツノミヤシ		片山医院		028-661-9764		321-0944		宇都宮市東峰町3008-21

		宇都宮市 ウツノミヤシ		冨塚メデｲカルクリニック		028-666-2555		321-2116		宇都宮市徳次郎町888

		宇都宮市 ウツノミヤシ		豊郷台クリニック ユタカ ゴウ ダイ		028-643-8998		320-0003		宇都宮市豊郷台2-21-3

		宇都宮市 ウツノミヤシ		みやの杜クリニック　		028-683-7811		321-0904		宇都宮市陽東2-4-5

		宇都宮市 ウツノミヤシ		医療法人　赤羽病院		028-661-5446		321-0904		宇都宮市陽東7-2-2

		大田原市 オオタワラシ		くろばね齋藤醫院		0287-54-0031		324-0233		大田原市黒羽田町612

		大田原市 オオタワラシ		さいとうハート＆キッズクリニック		0287-53-7979		324-0043		大田原市浅香1-4-3

		大田原市 オオタワラシ		あさかクリニック		0287-22-2601		324-0043		大田原市浅香3-3711

		小山市 オヤマシ		神鳥谷クリニック		0285-22-7700		323-0827		小山市神鳥谷1-19-1

		小山市 オヤマシ		小山すぎの木クリニック		0285-30-3456		323-0806		小山市中久喜1131-1

		小山市 オヤマシ		おおきこどもクリニック		0285-41-0025 		329-0207		小山市美しが丘3-35-3

		鹿沼市 カヌマシ		小川こどもクリニック		0289-74-5421		322-0027		鹿沼市貝島町5006-2

		鹿沼市 カヌマシ		飯岡小児科		0289-65-3257		322-0074		鹿沼市日吉町569-2

		鹿沼市 カヌマシ		小松医院		0289-60-5515		322-0064		鹿沼市文化橋町2300-1

		鹿沼市 カヌマシ		いとうこどもクリニック		0289-63-5566		322-0025		鹿沼市緑町2-2-29

		上三川 カミノカワ		やの小児科医院		0285-56-0280		329-0611		河内郡上三川町上三川3446-3

		さくら市 シ		仲嶋医院		028-681-7755		329-1311		さくら市氏家3245-17

		佐野市 サノシ		稲毛クリニック		0283-25-2566		327-0103		佐野市石塚町893-1

		佐野市 サノシ		こばやしファミリークリニック		0283-85-9900		327-0311		佐野市多田町566

		佐野市 サノシ		坪水医院		0283-62-0265		327-0312		佐野市栃本町2241

		佐野市 サノシ		緑の屋根診療所		0283-20-2577		327-0843		佐野市堀米町1348-5

		佐野市 サノシ		キッズクリニックはせがわ		0283-27-0200		327-0843		佐野市堀米町3946-6

		下野市 シモノ シ		グリムこどもクリニック		0285-51-1515		329-0502		下野市下古山2-6-17

		下野市 シモノ シ		にじいろこども診療所 シンリョウジョ		0285-44-7716		329-0414		下野市小金井4-1-1

		下野市 シモノ シ		角田内科医院		0285-53-5665 		329-0511		下野市石橋549

		下野市 シモノ シ		佐藤内科		0285-53-1305		329-0511		下野市石橋839-14

		下野市 シモノ シ		おかべこどもクリニック		0285-40-7300 		329-0433		下野市緑5-17-12

		高根沢町 タカネザワマチ		にいたに内科　		028-675-6515		329-1231		塩谷郡高根沢町宝石台 3-3-19

		栃木市 トチギシ		熊倉医院		0282-55-8425		329-4316		栃木市岩舟町新里180-1 トチギシ

		栃木市 トチギシ		竹田内科小児科クリニック		0282-29-1233		328-0011		栃木市大宮町52番地

		栃木市 トチギシ		田村医院		0282-43-3368		329-4423		栃木市大平町西水代1835-1

		栃木市 トチギシ		小森谷内科医院		0282-43-7327		329-4404		栃木市大平町富田4003-8

		栃木市 トチギシ		持田医院		0282-67-3661		329-0319		栃木市藤岡町中根115-5

		栃木市 トチギシ		腰塚医院		0282-62-2072		323-1104		栃木市藤岡町藤岡1845-10

		栃木市 トチギシ		よこやま内科小児科クリニック		0282-24-8102		328-0075		栃木市箱森町38-70

		栃木市 トチギシ		サンレディースクリニック		0282-24-3541		328-0024		栃木市樋ノ口町504-1

		栃木市 トチギシ		桜井こどもクリニック		0282-24-5987		328-0034		栃木市本町16-9

		栃木市 トチギシ		さいとう小児科 ショウニカ		0282-22-0757 		328-0015		栃木市万町30番16号

		那珂川町 ナカガワマチ		佐藤医院		0287-96-2841		324-0501		那須郡那珂川町小川2960-1

		那珂川町 ナカガワマチ		飯塚医院		0287-92-2034		324-0613		那須郡那珂川町馬頭484-3

		那珂川町 ナカガワマチ		立花医院		0287-72-0311		325-0003		那須郡那須町寺子乙3967-190

		那須塩原市 ナスシオバラ シ		中川医院 ナカガワ イイン		0287-62-0040		325-0057		那須塩原市黒磯幸町6-27

		那須塩原市 ナスシオバラ シ		さいとうクリニック		0287-39-1805		329-2724		那須塩原市西幸町7-13

		那須塩原市 ナスシオバラ シ		みずぬまクリニック		0287-39-1581		329-2751		那須塩原市東三島2-80-6

		日光市 ニッコウシ		吉原医院		0288-21-0161		321-1261		日光市今市826-4

		日光市 ニッコウシ		木村内科医院		0288-22-7880		321-1264		日光市瀬尾497-1

		益子町 マシコマチ		鈴木医院		0285-72-2032		321-4217		益子町益子1747-2

		壬生町 ミブマチ		小倉医院		0282-82-0057		321-0227		壬生町通町10-5

		壬生町 ミブマチ		大橋内科クリニック		0282-82-8522		321-0219		壬生町福和田1003-1

		壬生町 ミブマチ		かとう小児科 ショウニカ		0282-82-7576		321-0218		壬生町落合3-7-30

		真岡市 モオカシ		ひがのクリニック		0285-74-0051 		321-4521		真岡市久下田941-1

		真岡市 モオカシ		小林診療所		0285-82-3873		321-4369		真岡市熊倉3-10-7

		真岡市 モオカシ		西真岡こどもクリニック		0285-81-7900		321-4341		真岡市高勢町3-205-1

		真岡市 モオカシ		田井の里クリニック		0285-81-6502		321-4301		真岡市西田井内外748-2

		真岡市 モオカシ		深谷医院 フカヤ イイン		0285-75-0007 		321-4502		真岡市物井1268-7

		茂木町 モギマチ		吉永医院		0285-63-2303		321-3564		茂木町増井190-1





病院一覧表

		市区郡 シク グン		診療所名 シンリョウジョ メイ		電話番号 デンワ バンゴウ		郵便番号 ユウビンバンゴウ		所在地 ショザイチ																																																						相談窓口 ソウダン マドグチ		部署名・職名 ブショ メイ ショクメイ		ご担当者氏名 タントウシャ シメイ		連絡先TEL レンラクサキ		連絡先MAIL レンラクサキ

		足利市 アシカガシ		あしかがの森足利病院		0284-91-0611		326-0011		足利市大沼田町615		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		1		2		別紙参照 ベッシ サンショウ		有		メディカルソーシャルワーカー		福地　哲郎 フクチ テツロウ		0284-91-0611		soudan@hshikagu-hospital.or.jp

		足利市 アシカガシ		足利赤十字病院		0284-21-0121		326-0843		足利市五十部町284-1		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		3		1		2		別紙参照 ベッシ サンショウ		有		事務部医事課社会福祉士 ジム ブ イジ カ シャカイ フクシ シ		布施　麻由実 フセ マユミ		0284-20-1307

		宇都宮市 ウツノミヤシ		済生会宇都宮病院		028-626-5500		321-0974		宇都宮市竹林町911-1		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		2		別紙参照 ベッシ サンショウ		有		地域連携課 チイキ レンケイ カ		荻津　守 オギツ カミ		028-626-5500

		宇都宮市 ウツノミヤシ		JCHO　うつのみや病院		028-653-1001		321-0143		宇都宮市南高砂町11-17		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		無

		大田原市 オオタワラシ		那須赤十字病院		0287-23-1122		324-8686		大田原市中田原1081-4		1		1		3		3		3		1		3		1		3		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		1		4		なし		有		地域医療福祉連携課福祉係長 チイキ イリョウ フクシ レンケイ カ フクシ カカリチョウ		野中 美希 ノナカ ミキ		0287-23-1122		renkeika@nasu.jrc.or.jp

		小山市 オヤマシ		新小山市民病院		0285-36-0200		323-0827		小山市神鳥谷2251-1 オヤマシ ヒトトノヤ		1		1		3		2		2		2		2		2		2		2		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		2		なし		有		医療相談室保健師 イリョウ ソウダンシツ ホケンシ		多賀谷 邦子 タガヤ クニコ		0285-36-0256		soudan@hospital.oyama.tochigi.jp

		小山市 オヤマシ		小山厚生病院		0285-22-1105		323-0031		小山市八幡町2-10-6		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		2		なし		有		看護師長 カンゴシ チョウ		横家 よね子 ヨコ イエ コ		0285-22-1105
0285-24-9890

		下野市 シモツケシ		自治医科大学附属病院　		0285-44-2111		329-0498		下野市薬師寺3311-1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		2		3		2		別紙参照 ベッシ サンショウ		有		地域医療連携部（看護師） チイキ イリョウ レンケイ ブ カンゴシ		黒田　光恵 クロダ ミツエ		0285-44-2111		mazuek@jichi.ac.jp

		下野市 シモツケシ		石橋総合病院		0285-53-1134		329-0511		下野市石橋628		1		1		1		1		1		1		1		2		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		1		なし		有		地域医療連携部 チイキ イリョウ レンケイ ブ		(部長)岩崎 さゆり ブチョウ イワサキ		0285-53-1134		ishibashi-renkei@yushikai.jp

		高根沢町 タカネザワマチ		菅又病院　		028-676-0311		329-1207		塩谷郡高根沢町花岡2351		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		無

		栃木市 トチギシ		とちの木病院		0282-22-7722		328-0071		栃木市大町39-5		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		無

		栃木市 トチギシ		下都賀総合病院		0282-22-2551		328-0044		栃木市富士見町5-32		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		3		なし		有		医療福祉相談室 イリョウ フクシ ソウダンシツ		MSWが3人おります ニン		0282-22-2551

		栃木市 トチギシ		西方病院		0282-92-2323		322-0601		栃木市西方町金崎273-3 トチギシ		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		有		西方病院地域連携室 ニシカタ ビョウイン チイキ レンケイ シツ				0282-25-7310		nishikata-renkei@cc9.ne.jp

		壬生町 ミブマチ		獨協医科大学病院		0282-86-1111		321-0293		下都賀郡壬生町大字北小林880		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		3		2		別紙参照 ベッシ サンショウ		有		地域医療連携センター医療福祉相談室 チイキ イリョウ レンケイ イリョウ フクシ ソウダンシツ				0282-87-2185
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相談支援事業所

		Ｑ1.貴施設について、お伺いいたします キ シセツ ウカガ										事業所名とコメントをくっつけるで一表を作る ジギョウショ メイ イッピョウ ツク

		1		事業所名 ジギョウショ メイ								今月中 コンゲツ チュウ

		2		電話番号 デンワ バンゴウ								地図と一覧表をパワーポイント チズ イチラン ヒョウ

		3		FAX番号 バンゴウ								各項目ごとにページを作る カクコウモク ツク

		4		所在地 ショザイチ

		5		訪問可能な主な市町村 ホウモン カノウ オモ シチョウソン

		Ｑ2.重症心身障害児（者）の定義をご存知ですか ジュウショウシンシンショウガイジ シャ テイギ ゾンジ

		Ｑ2-1		知っている シ

		Ｑ2-2		知らない シ

		Ｑ3.重症心身障害児（者）の方（家族・関係機関等）からの相談を受けたことがありますか ジュウショウシンシンショウガイジ シャ カタ カゾク カンケイ キカン ナド ソウダン ウ

		Ｑ3-1		1		ある

		Ｑ3-2		2		ない

		Ｑ3-1-Ａ

				Ａ-1それは誰からの相談でしたか ダレ ソウダン

				1		ａ.家族 カゾク

				2		ｂ.支援者 シエンシャ

				3		ｃ.関係機関 カンケイ キカン

				Ａ-2それはどんな相談でしたか（複数回答可） ソウダン フクスウ カイトウ カ

				1		ａ.生活上の相談 セイカツ ジョウ ソウダン

				2		ｂ.医療的な相談 イリョウテキ ソウダン

				3		ｃ.制度に関する相談 セイド カン ソウダン

				4		ｄ.教育に関する相談 キョウイク カン ソウダン

				5		ｅ.サービス等利用計画書作成に関する相談 ナド リヨウ ケイカクショ サクセイ カン ソウダン

				6		ｆ.その他 タ

				Ａ-3それらの相談事業所として対応（解決）はできましたか ソウダン ジギョウショ タイオウ カイケツ

				1		ａ.できた

				2		ｂ.できなかった

				Ａ-3-1それはどうしてですか

				1		ａ解決手段・方法がなかった カイケツ シュダン ホウホウ

				2		ｂ.ほかの相談支援事業所に依頼した ソウダン シエン ジギョウショ イライ

				3		ｃ.行政に依頼した ギョウセイ イライ

				4		ｄ.その他 タ

		Ｑ4.Ｑ3-2「ない」→これから重症心身障害児（者）の方（本人・家族等）からの相談があればどのように対応されますか ジュウショウシンシンショウガイジ シャ カタ ホンニン カゾク ナド ソウダン タイオウ

				Ｑ4-1		自分の事業所で対応する ジブン ジギョウショ タイオウ

				Ｑ4-2		ほかの相談支援事業所へ依頼する ソウダン シエン ジギョウショ イライ

				Ｑ4-3		行政に依頼する ギョウセイ イライ

				Ｑ4-4		その他 タ

		Ｑ5.重症心身障害児（者）の方のサービス等利用計画書を作成したことがありますか ジュウショウシンシンショウガイジ シャ カタ ナド リヨウ ケイカクショ サクセイ

				Ｑ5-1		ある

				Ｑ5-2		ない

						Ｑ5-1-Ａ		「ある」と回答→作成にあたり、苦労したこと困ったことがありましたか カイトウ サクセイ クロウ コマ

						Ｑ5-2-Ａ		「ない」と回答 カイトウ

						1		ａ.今後依頼があれば作成する コンゴ イライ サクセイ

						2		ｂ.他の相談支援事業所に依頼する ホカ ソウダン シエン ジギョウショ イライ

						3		ｃ.作成するかどうかわからない サクセイ

						Ｑ5-2-Ａ-1		b.cを回答→それはどうしてですか カイトウ

		Q6.重症心身障害児（者）の方がより良い在宅生活をしていく上で何か必要だと思うことがあればご自由にお書きください ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ カタ ヨ ザイタク セイカツ ウエ ナニ ヒツヨウ オモ ジユウ カ



		承諾可否 ショウダク カヒ		Q1												Ｑ2.重症心身障害児（者）の定義をご存知ですか ジュウショウシンシンショウガイジ シャ テイギ ゾンジ				Ｑ3.重症心身障害児（者）の方（家族・関係機関等）からの相談を受けたことがありますか ジュウショウシンシンショウガイジ シャ カタ カゾク カンケイ キカン ナド ソウダン ウ																														Ｑ4.Ｑ3-2「ない」→これから重症心身障害児（者）の方（本人・家族等）からの相談があればどのように対応されますか ジュウショウシンシンショウガイジ シャ カタ ホンニン カゾク ナド ソウダン タイオウ										Ｑ5.重症心身障害児（者）の方のサービス等利用計画書を作成したことがありますか ジュウショウシンシンショウガイジ シャ カタ ナド リヨウ ケイカクショ サクセイ										Q6.重症心身障害児（者）の方がより良い在宅生活をしていく上で何か必要だと思うことがあればご自由にお書きください ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ カタ ヨ ザイタク セイカツ ウエ ナニ ヒツヨウ オモ ジユウ カ

				事業所名 ジギョウショ メイ		電話番号 デンワ バンゴウ		FAX番号 バンゴウ		郵便番号 ユウビンバンゴウ		所在地 ショザイチ		訪問可能な主な市町村 ホウモン カノウ オモ シチョウソン		知っている		知らない シ		ある		ない		それは誰からの相談でしたか						それはどんな相談でしたか														それらの相談事業所として対応（解決）はできましたか						自分の事業所で対応する ジブン ジギョウショ タイオウ		他の相談支援事業所へ依頼する ホカ ソウダン シエン ジギョウショ イライ		行政に依頼する ギョウセイ イライ		その他 タ				ある		ない		「ある」と回答		「ない」
と回答		b.c（23）を回答

																								家族 カゾク		支援者 シエンシャ		関係機関 カンケイ キカン		生活上の相談 セイカツ ジョウ ソウダン		医療的な相談 イリョウテキ ソウダン		制度に関する相談 セイド カン ソウダン		教育に関する相談 キョウイク カン ソウダン		サービス等利用計画書作成に関する相談 ナド リヨウ ケイカクショ サクセイ カン ソウダン		その他 タ		その他回答 タ カイトウ		それらの相談事業所として対応（解決）はできましたか		それはどうしてですか		それはどうしてですか

		否 イナ		手話通訳派遣協会相談支援事業所		0287-73-4422		0287-62-7776		325-0026		栃木県那須塩原市上厚崎431-17 ３２５－００２６				0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		0		1		本事業所と同様の地域で一般相談支援事業所と連携を図り対応する ホン ジギョウショ ドウヨウ チイキ イッパン ソウダン シエン ジギョウショ レンケイ ハカ タイオウ		0		1		0		2		当事業所は手話通訳派遣を主目的とする事業所であるため、聴覚障害に対するノウハウはあるがそれ以外の障害者に対応する専門性を有していない為 トウ ジギョウショ シュワ ツウヤク ハケン シュモクテキ ジギョウショ チョウカク ショウガイ タイ イガイ ショウガイシャ タイオウ センモンセイ ユウ タメ

		否 イナ		相談支援事業所すまいる		0285-45-7199		0285-45-8437		329-0205		小山市間々田750-1		小山市 オヤマシ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		1		0				0		1		0		3		現在担当させていただいているケースの他に受け入れる時間的余裕がないため。また専門的な知識や経験がなく自信がないため。 ゲンザイ タントウ ホカ ウ イ ジカンテキ ヨユウ センモンテキ チシキ ケイケン ジシン

		否 イナ		やまゆりの里		0284-90-2030		0284-90-2031		326-0011		足利市大沼田町525-1		足利市 アシカガシ		0		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		ショートステイの利用が可能かどうか リヨウ カノウ		2		1		ショートの利用を希望していたが、幼児で夜間に吸引が必要とのことだったので職員配置上困難と判断 リヨウ キボウ ヨウジ ヤカン キュウイン ヒツヨウ ショクイン ハイチ ジョウ コンナン ハンダン		0		0		0		0				0		1		0		2		あしかがの森さんが近くにあり専門性もあるため モリ チカ センモンセイ

		否 イナ		相談支援センターひかり		028-612-7717		028-612-7718		320-0072		宇都宮市若草4-20-7		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		0		1		0		1		0		0		1		0		1		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		居宅介護事業所とニーズのマッチング キョタク カイゴ ジギョウショ		0				短期入所事業所（医療的ケア対応型）の整備 タンキ ニュウショ ジギョウショ イリョウテキ タイオウガタ セイビ

		否 イナ		相談支援センター歩み		028-667-5151		028-667-5150		321-3233		宇都宮市上籠谷町3792		真岡市、芳賀町、宇都宮市 モオカシ ハガマチ ウツノミヤシ		0		1		1		0		0		1		0		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		毎日お会いしている方ではないしお話ができる方ではないので、計画書を作ることは少々戸惑いはありましたが、すべて療育指導室の先生にご指導いただき作成することができました。お幸せな時を過ごしてほしいという思いはいっぱいありますが、なにも出来ていない自分が申し訳ないような気持ちです。 マイニチ ア カタ ハナシ カタ ケイカクショ ツク ショウショウ トマド リョウイク シドウシツ センセイ シドウ サクセイ シアワ トキ ス オモ デキ ジブン モウ ワケ キモ		0				すみません。経験不足で在宅の方はよくわかりませんが、独立行政法人国立病院機構宇都宮病院にお伺いし行き届いた介護、職員の先生方の情熱にこういうところで重症心身障害者の方が過ごせることは幸せなのでは…としみじみ思いました。 ケイケン ブソク ザイタク カタ ドクリツ ギョウセイ ホウジン コクリツ ビョウイン キコウ ウツノミヤ ビョウイン ウカガ イ トド カイゴ ショクイン センセイガタ ジョウネツ ジュウショウ シンシン ショウガイシャ カタ ス シアワ オモ

		否 イナ		ワークス共育		0287-39-5593		0287-39-5630		329-2213		那須塩原市上大貫2028-2				1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		0		1		状況に応じて対応する ジョウキョウ オウ タイオウ		0		1				1				相談支援専門員のレベルアップが必要ではないかと思います ソウダン シエン センモンイン ヒツヨウ オモ

		否 イナ		指定特定相談支援センタードリーム		0288-32-2280		0288-32-2281		321-2341		日光市大沢町274		日光市、塩谷町、鹿沼市、宇都宮市 ニッコウシ シオヤ チョウ カヌマシ ウツノミヤ シ		0		1		1		0		1		0		0		1		1		1		0		0		0				1		0				0		0		0		0				1		0		計画を作成するにあたり医療機関との連携方法を具体化していくことに連絡調整に時間を要しました。また医師同士でのやりとりの方が早いように感じました。※解決できたと言っても施設の空き待ちで関係する病院で入院しております。 ケイカク サクセイ イリョウ キカン レンケイ ホウホウ グタイカ レンラク チョウセイ ジカン ヨウ イシ ドウシ ホウ ハヤ カン カイケツ イ シセツ ア マ カンケイ ビョウイン ニュウイン		0				入所ではなく、医療ケアのできる短期入所やグループホーム、日中一時、生活介護の拡充が必要であること。また重症心身障害児（者）への理解を広めていき、理解者を増やすこと、訪問看護、訪問医療、居宅介護も活用しやすい環境づくりを相談支援専門員はネットワークづくりに努めなければんらないと思います。 ニュウショ イリョウ タンキ ニュウショ ニッチュウ イチジ セイカツ カイゴ カクジュウ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ リカイ ヒロ リカイシャ フ ホウモン カンゴ ホウモン イリョウ キョタク カイゴ カツヨウ カンキョウ ソウダン シエン センモンイン ツト オモ

		否 イナ		ユーファーム支援センター		028-689-0070		028-680-0750		321-0972		宇都宮市下川俣町206-127		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2		これまでの実績として主に就労系の利用計画の作成を行っており重症心身障害児の方への支援については経験や人員の不足から対応が困難であると思われるため ジッセキ オモ シュウロウ ケイ リヨウ ケイカク サクセイ オコナ ジュウショウ シンシン ショウガイジ カタ シエン ケイケン ジンイン フソク タイオウ コンナン オモ

		否 イナ		障害者相談支援センターひびき		028-666-7601		028-666-7602		321-0403		宇都宮市下小倉町1536		宇都宮市、さくら市 ウツノミヤシ シ		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2		かつて受け入れたことがなく、またスタッフにも医療的ケアの知識や経験が乏しく、自信をもって迎え入れることができない ウ イ イリョウテキ チシキ ケイケン トボ ジシン ムカ イ		受け入れる施設が近辺にあること ウ イ シセツ キンペン

		否 イナ		相談支援事業ぴゅあ		028-611-1771		028-611-1772		321-0911		宇都宮市問屋町3426-46		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2

		否 イナ		指定特定相談支援事業所すえひろ		0287-23-3962		0287-24-1670		324-0042		大田原市末広1-2-5		大田原市、大田原市以外は交通費を受領 オオタワラシ オオタワラシ イガイ コウツウヒ ジュリョウ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2		事業所の対象を精神障害に限定し、市に申請しているため ジギョウショ タイショウ セイシン ショウガイ ゲンテイ シ シンセイ

		否 イナ		相談支援センターふじみだい		0285-44-0200		0285-44-4255		329-0412		下野市芝1123		下野市 シモノ シ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		0		1		ケースによって検討 ケントウ		0		1				2

		否 イナ		相談支援センターひゅーまにあ宇都宮		028-678-5385		028-678-5395		320-0802		宇都宮市江野町6-15大立ビル4階		宇都宮市（鹿沼市等近隣市町村） ウツノミヤシ カヌマシ ナド キンリン シチョウソン		0		1		1		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		あるではありますが、初めての作成でまた完成はしていない段階です。病院で実施されている活動医療等で自分自身が未熟で理解が足りていない為に苦労しています。 ハジ サクセイ カンセイ ダンカイ ビョウイン ジッシ カツドウ イリョウ ナド ジブン ジシン ミジュク リカイ タ タメ クロウ		0				①医療面での安心②外部と交流する機会③家族の方への支援 イリョウ メン アンシン ガイブ コウリュウ キカイ カゾク カタ シエン

		否 イナ		地域活動支援センターあしかが		0284-41-2643		0284-43-0463		326-0808		足利市本城1-1547		足利市 アシカガシ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0						0		1		0		0				0		1				2		専門外で知識等はなく、計画書の作成は難しいため センモンガイ チシキ トウ ケイカクショ サクセイ ムズカ

		否 イナ		南那須地区障害者相談支援センター		0287-80-1020		0287-80-1027		321-0624		那須烏山市旭1-18-8		那須烏山市、那珂川町 ナスカラスヤマシ ナカガワマチ		1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		アセスメント、院内での面会予定の調整、家族への説明など インナイ メンカイ ヨテイ チョウセイ カゾク セツメイ		0				在宅医療、訪問リハビリなど24時間対応出来る専門家チーム ザイタク イリョウ ホウモン ジカン タイオウ デキ センモンカ

		否 イナ		ワン・ハーモニー		0287-22-8255		0287-48-7225		324-0042		大田原市末広1-3618-13				0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				0

		否 イナ		ひまわり相談支援事業所		0282-20-5006		0282-23-4878		328-0052		栃木市祝町12－9				0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		1		0				0		1				3		意思伝達が自分にとって受け止められるかに不安があるため イシ デンタツ ジブン ウ ト フアン

		否 イナ		サンフラワーライフ		0285-22-1109		0285-22-1345		323-0808		小山市出井1936		小山市内 オヤマシナイ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				3		近隣に受け入れ施設が少なく在宅福祉サービスに向けるのが難しい キンリン ウ イ シセツ スク ザイタク フクシ ム ムズカ

		否 イナ		natu- la(ナチュラ)		0287-67-3115		0287-67-3115		329-3153		那須塩原市大原間239-1		那須塩原市、大田原市、那須町 ナスシオバラ シ オオタワラシ ナスマチ		0		1		1		0		1		0		0		1		1		1		0		0		0				1		0				0		0		0		0				1		0		サービス自体の幅がせまいため、本人が安全に安心した生活をうけられるためにどう組み合わせたら良いか。又、家族によっては苦手な事業所もあり限られた事業所を探すのが難しかった。 ジタイ ハバ ホンニン アンゼン アンシン セイカツ ク ア ヨ マタ カゾク ニガテ ジギョウショ カギ ジギョウショ サガ ムズカ		0				訪問系のサービスがもっと充実して欲しい ホウモン ケイ ジュウジツ ホ

		否 イナ		相談支援事業所ふるさとホーム那須		0287-98-3001		0287-98-8080		324-0414		大田原市片府田1301-59		大田原市、那須町、那須塩原市、周辺 オオタワラシ ナスマチ ナスシオバラ シ シュウヘン		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2		主な精神知的関係なので、今後はできるよう専門的な部分の勉強が必要です。 オモ セイシン チテキ カンケイ コンゴ センモンテキ ブブン ベンキョウ ヒツヨウ		①専門相談②居場所③地域の理解 センモン ソウダン イバショ チイキ リカイ

		否 イナ		特定相談支援事業所きのこ		028-635-8746		028-635-8778		320-0846		栃木県宇都宮市滝の原2-4-42 ３２０－０８４６		宇都宮市 ウツノミヤシ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		1		0				0		1				3		どのように作成したらいいか不安のため サクセイ フアン

		否 イナ		こども発達支援センター鹿沼市あおば園		0289-63-1745		0289-63-1745		322-0074		鹿沼市日吉町320－1				1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		1		0				0		1				2		相談支援専門員の不足、児童発達支援事業所利用のための計画書作成が主な業務になっている ソウダン シエン センモンイン フソク ジドウ ハッタツ シエン ジギョウショ リヨウ ケイカクショ サクセイ オモ ギョウム

		否 イナ		障害者相談支援センターみつか・Ｒｕ		028-648-3971		028-648-3936		321-0347		宇都宮市飯田町261		宇都宮市、鹿沼市 ウツノミヤシ カヌマシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		1		状況に応じして他機関と連携し判断する場合もある ジョウキョウ オウ ホカ キカン レンケイ ハンダン バアイ		0		1				1		計画依頼の状況に応じて対応できない月もある（モニタリング件数） ケイカク イライ ジョウキョウ オウ タイオウ ツキ ケンスウ

		否 イナ		工房つばさ		0285-40-0388		0285-40-6700		329-0401		下野市箕輪425-1		下野市、上三川町、壬生町、ただし状況に応じて対応することが難しい場合もある シモノ シ カミノカワマチ ミブマチ ジョウキョウ オウ タイオウ ムズカ バアイ		1		0		1		0		1		0		0		1		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		短期入所、ヘルパーなどの利用希望があっても受け入れてくれる事業所が見つからない タンキ ニュウショ リヨウ キボウ ウ イ ジギョウショ ミ		3		状況により作成することができない場合がある ジョウキョウ サクセイ バアイ		重心の方の短期入所等の利用ができるところが必要。在宅でのサービスの受入必要だと思われる。 ジュウシン カタ タンキ ニュウショ ナド リヨウ ヒツヨウ ザイタク ウケイレ ヒツヨウ オモ

		否 イナ		相談支援事業所グーフォ		028-673-0002		028-671-0785		329-1105		宇都宮市中岡本町3178-3				1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1				在宅生活を支える家族に負担が重くならないようにする。緊急時に対応してくれる医療ケア付きの宿泊施設を増やしてほしい ザイタク セイカツ ササ カゾク フタン オモ キンキュウジ タイオウ イリョウ ツ シュクハク シセツ フ

		否 イナ		那珂川町社協相談支援事業所		0287-92-1273		0287-92-1295		324-0613		那珂川町馬頭560-1		那珂川町 ナカガワマチ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				0				移動支援サービス イドウ シエン

		否 イナ		相談支援事業所大山田ノンフェール		0287-93-0660		0287-83-8182		324-0602		那珂川町大山田下郷955		那珂川町 ナカガワマチ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		1		0				0		1				2		平成27年度で相談支援事業を終了するため ヘイセイ ネンド ソウダン シエン ジギョウ シュウリョウ

		否 イナ		在宅サポートこころ		028-651-0780		028-651-0781		320-0042		宇都宮市材木町4-24				0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2

		否 イナ		相談支援事業所みらい ソウダン シエン ジギョウショ		0280-57-2673		0280-57-2673		329-0111		野木町丸林371-12		野木町、小山市 ノギマチ オヤマシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		0		1		しかるべき関係機関と連携して対応する カンケイ キカン レンケイ タイオウ		0		1				3		重症心身のノウハウがない ジュウショウ シンシン

		否 イナ		大田原市社会福祉協議会		0287-54-1849		0287-54-2745		324-0233		栃木県大田原市黒羽田町848 ３２４－０２３３		大田原市内 オオタワラシナイ		0		1		1		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0				2		1				0		1		0		0				0		1				2		職員が未熟なため ショクイン ミジュク		在宅医療の充実、居宅介護の２４時間対応（サービス事業所）の充実 ザイタク イリョウ ジュウジツ キョタク カイゴ ジカン タイオウ ジギョウショ ジュウジツ

		否 イナ		障がい者相談支援センターとまつり		028-680-5570		028-680-5271		320-0052		宇都宮市中戸祭町813		宇都宮市、近隣市町村 ウツノミヤシ キンリン シチョウソン		0		1		1		0		1		0		0		1		0		0		0		0		1		親子間の関わり オヤコ カン カカ		0		0		現在対応中 ゲンザイ タイオウチュウ		0		0		0		0				1		0		保護者との連携がとれない ホゴシャ レンケイ		0

		否 イナ		宇都宮市社会福祉協議会		028-636-1536		028-636-1537		320-0806		宇都宮市中央1-1-15		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		0				2		1		医療的ケアが必要な方が長時間外出したい。長時間支援者の拘束、移動手段（車の中での対応）、医療的ケアが必要な方が外出したいときに外出できる環境がすぐに整えられない、医療的けが必要な方で要介助であるが、歩行できる方が利用できる短期入所先はないか（アクセス時間も含む） イリョウテキ ヒツヨウ カタ チョウジカン ガイシュツ チョウジカン シエン シャ コウソク イドウ シュダン クルマ ナカ タイオウ イリョウテキ ヒツヨウ カタ ガイシュツ ガイシュツ カンキョウ トトノ イリョウテキ ヒツヨウ カタ ヨウ カイジョ ホコウ カタ リヨウ タンキ ニュウショ サキ ジカン フク		0		0		0		0				1		0		専門的（医療面）な知識がなく、専門用語が多く調べたり聞いたりしながら支援していくこと。長く関わらないと親の思いまで聞き出せないこと。 センモンテキ イリョウ メン チシキ センモン ヨウゴ オオ シラ キ シエン ナガ カカ オヤ オモ キ ダ		0				当事者が何歳になっても利用できるサービス環境（短期入所、訪問入浴など）。教育もほかのお子さん同様平等に受けられる機会（学校行事も含む）。相談対応できる人材の確保。緊急時でも利用できるサービスの調整・確保。直接支援できるサービス・人材を増やすこと。 トウジシャ ナンサイ リヨウ カンキョウ タンキ ニュウショ ホウモン ニュウヨク キョウイク コ ドウヨウ ビョウドウ ウ キカイ ガッコウ ギョウジ フク ソウダン タイオウ ジンザイ カクホ キンキュウジ リヨウ チョウセイ カクホ チョクセツ シエン ジンザイ フ

		承諾 ショウダク		ライフサポートセンターゆめ		0280-33-3624		0280-57-4624		329-0111		野木町丸林630-4		野木町、その周辺地域 ノギマチ シュウヘン チイキ		1		0		1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		1		福祉サービス利用に関する相談 フクシ リヨウ カン ソウダン		1		0				0		0		0		0				1		0		医療的な情報、知識に乏しくわからない用語などが数多く出てきた。医療的ケアの内容の聞き取り（どの部分を聞いていけばよいのか） イリョウテキ ジョウホウ チシキ トボ ヨウゴ カズオオ デ イリョウテキ ナイヨウ キ ト ブブン キ		0				Ｆａの負担軽減のためのレスパイト先（ＨＰ、ＳＳ機関等）。家族それぞれの訴え、希望を明確にしていく。関係機関がチームになりＦａの支え応援をしていく。 フタン ケイゲン サキ キカンナド カゾク ウッタ キボウ メイカク カンケイ キカン ササ オウエン

		承諾 ショウダク		足利ケアサービス		0284-21-7630		0284-21-3109		326-0843		足利市五十部町809-3		足利市、佐野市、太田市 アシカガシ サノシ オオタシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		0		1		ケースによって対応する タイオウ		0		1				3

		承諾 ショウダク		相談支援センターみさと		0285-72-9767				321-4104		芳賀郡益子町大沢2800-5		芳賀郡内（真岡市、益子町、市貝町、芳賀町、茂木町） ハガ グンナイ モオカシ マシコ チョウ イチ ガイ マチ ハガマチ モギマチ		1		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		資源が少ない、短期入所先の確保が難しかった。計画を作るのには、医療情報が難しく感じられた。 シゲン スク タンキ ニュウショ サキ カクホ ムズカ ケイカク ツク イリョウ ジョウホウ ムズカ カン		0				連携の取れる医療関係者がたくさん地域の中にいてくれると安心して生活できるかな。外出や余暇の充実を図るために医療の必要な人の生活が限られてしまっている（あきらめてしまっている） レンケイ ト イリョウ カンケイシャ チイキ ナカ アンシン セイカツ ガイシュツ ヨカ ジュウジツ ハカ イリョウ ヒツヨウ ヒト セイカツ カギ

		承諾 ショウダク		サポートセンターとみや生活支援センター		028-665-8230		028-665-8230		321-2116		宇都宮市徳次郎町540		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		0		1		0		0		0		0		1		1		1		1		1		0				0		1		医療的なケアが必要な利用者様の日中活動先が限られて利用できない人がいる。学校との連携が取りにくい。通勤手段・行事参加制限があり平等性が保たれない。学校はサービスで対応を望み、福祉行政は教育で何とかするべきとつねに折り合わない。 イリョウテキ ヒツヨウ リヨウシャサマ ニッチュウ カツドウ サキ カギ リヨウ ヒト ガッコウ レンケイ ト ツウキン シュダン ギョウジ サンカ セイゲン ビョウドウセイ タモ ガッコウ タイオウ ノゾ フクシ ギョウセイ キョウイク ナン オ ア		0		0		1		0		協力してほしい キョウリョク		1		0		利用できるサービスが限られている。社会参加できる機会が少なく、場が限られている。介護者の負担軽減が取りにくい。夢や希望を叶えるための資源が少ない。 リヨウ カギ シャカイ サンカ キカイ スク バ カギ カイゴシャ フタン ケイゲン ト ユメ キボウ カナ シゲン スク		0				通勤手段、保護者なくても教育が受けられる環境。常に親同行を求めるのでは、自立につながらず、いつになっても親の負担は軽減されない。親が安心して託せる日中活動の場。社会参加、役割を担える環境作り、職場。地域で生活していくための交流の機会や場があるといい。緊急的にレスパイトを受け入れてくれる場。 ツウキン シュダン ホゴシャ キョウイク ウ カンキョウ ツネ オヤ ドウコウ モト ジリツ オヤ フタン ケイゲン オヤ アンシン タク ニッチュウ カツドウ バ シャカイ サンカ ヤクワリ ニナ カンキョウ ヅク ショクバ チイキ セイカツ コウリュウ キカイ バ キンキュウテキ ウ イ バ

		承諾 ショウダク		社会就労センターえいぶるの里 シャカイ シュウロウ サト		0285-22-4561		0285-224581		323-0003		小山市東島田2403-2		小山市、下野市、上三川町、野木町、結城市、古河市、筑西市 オヤマシ シモノ シ カミノカワマチ ノギマチ ユウキシ コガシ ツク ニシ シ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				1		0		自己決定が難しいため、家族中心の考えになってしまうこと。また、利用できる社会資源が少ない。 ジコ ケッテイ ムズカ カゾク チュウシン カンガ リヨウ シャカイ シゲン スク		1				関係機関との連携、特に在宅が長い方は医療機関とのかかわりが家族も含め、希薄になってしまい、二次障害に対応できない。地域に総合的に支援でき、医療的ケアが受けられる場所、または訪問医療の充実が必要と思います。 カンケイ キカン レンケイ トク ザイタク ナガ カタ イリョウ キカン カゾク フク キハク ニジ ショウガイ タイオウ チイキ ソウゴウテキ シエン イリョウテキ ウ バショ ホウモン イリョウ ジュウジツ ヒツヨウ オモ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所「ピュア」		0282-31-3911		0282-31-3912		328-0133		栃木市大森町465		栃木市、鹿沼市、佐野市、小山市、壬生町 トチギシ カヌマシ サノシ オヤマシ ミブマチ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1

		承諾 ショウダク		社会福祉法人とちのみ会　こなかの森 シャカイ フクシ ホウジン カイ モリ		0283-24-5757		0283-24-6294		327-0001		佐野市小中町1280		佐野市、足利市 サノシ アシカガシ		1		0		1		0		1		0		0		1		0		1		0		0		0				1		2		通所型のため、短期入所の受け入れはサービスとして提供できず、他施設の紹介、相談支援事業につなげている。 ツウショ ガタ タンキ ニュウショ ウ イ テイキョウ タ シセツ ショウカイ ソウダン シエン ジギョウ		0		0		0		0				1		0		療養型短期入所ほかの施設への短期入所の受け入れ状況など、受け入れ場所を見つけるなど。短期入所時の発作発症時医療への繋ぎが困難。問題多（かかりつけ医への搬送） リョウヨウガタ タンキ ニュウショ シセツ タンキ ニュウショ ウ イ ジョウキョウ ウ イ バショ ミ タンキ ニュウショ ジ ホッサ ハッショウ ジ イリョウ ツナ コンナン モンダイ タ イ ハンソウ		0				佐野市には、身障（重心）短期入所施設がなく老人施設に佐野市が委託しているが、利用する人もいなく、サービスが使いづらい状態にある。短期入所受け入れ可能施設が増えることで、家族のほうも使いやすく利便性があがると考えます。 サノシ シンショウ ジュウシン タンキ ニュウショ シセツ ロウジン シセツ サノシ イタク リヨウ ヒト ツカ ジョウタイ タンキ ニュウショ ウ イ カノウ シセツ フ カゾク ツカ リベンセイ カンガ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所テトテ		0287-36-7171		0287-36-7181		329-2732		那須塩原市一区町251-1		那須塩原市（大田原、矢板、那須町、那珂川町、烏山） ナスシオバラ シ オオタワラ ヤイタ ナスマチ ナカガワマチ カラスヤマ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		0		1		委託の相談支援事業所や重心専門の事業所に相談する イタク ソウダン シエン ジギョウショ ジュウシン センモン ジギョウショ ソウダン		0		1				3		その方にとって、より専門性の高い方が対応することが望ましいと思いますので、作成が適するか否か周囲のサービス状況なども考慮して決めたいと思います。適切にアドバイスをいただける地域の環境が整っていれば、スキルアップ、経験の積み重ねのためにも作成したいです。 カタ センモンセイ タカ ホウ タイオウ ノゾ オモ サクセイ テキ イナ シュウイ ジョウキョウ コウリョ キ オモ テキセツ チイキ カンキョウ トトノ ケイケン ツ カサ サクセイ		相談支援専門員のスキルアップ。きめ細かい支援（サービスの充実）本人のニーズを正しく理解できる人材の育成と地域の理解。 ソウダン シエン センモンイン コマ シエン ジュウジツ ホンニン タダ リカイ ジンザイ イクセイ チイキ リカイ

		承諾 ショウダク		指定特定相談支援事業所あじさい		0287-60-3361		0287-60-3362		325-0034		那須塩原市東原166		那須塩原市、那須町 ナスシオバラ シ ナスマチ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2				訪問看護、訪問診療を行う医師が必要だと思います。 ホウモン カンゴ ホウモン シンリョウ オコナ イシ ヒツヨウ オモ

		承諾 ショウダク		障害者相談支援センターいぶき		028-678-3502		028-676-3501		329-1216		高根沢町桑窪2266-2		高根沢町 タカネザワマチ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1				短期入所など受け入れてくれる施設を増やしてほしい。県内で受け入れていただけない為、県外の施設を考えなくてはいけない方がいます。 タンキ ニュウショ ウ イ シセツ フ ケンナイ ウ イ タメ ケンガイ シセツ カンガ カタ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所わくわくおやま		0285-24-6575		0285-20-0255		323-0022		小山市駅東通り3-9-6		小山市 オヤマシ		1		0		1		0		1		1		1		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		関係事業所が多いことで情報収集連携等大変。医療機関とも連携を図る必要あり。レスパイト、ショートステイの受入困難。利用できる事業所が少ない。 カンケイ ジギョウショ オオ ジョウホウ シュウシュウ レンケイ ナド タイヘン イリョウ キカン レンケイ ハカ ヒツヨウ ウケイレ コンナン リヨウ ジギョウショ スク		0				重症心身障害児（者）を受け入れしてくれる事業所、施設がもっと多くあればよいと思われる。通所日中一時短期入所など。相談支援、計画作成についてもほかの事業所が受け入れてくれないとの理由で受け入れ可能事業所へ集中してしまう為、相談員への研修等を増やせばよいが。しかし日々の業務が多忙であるため、難しいのかな？ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ ウ イ ジギョウショ シセツ オオ オモ ツウショ ニッチュウ イチジ タンキ ニュウショ ソウダン シエン ケイカク サクセイ ジギョウショ ウ イ リユウ ウ イ カノウ ジギョウショ シュウチュウ タメ ソウダン イン ケンシュウ ナド フ ヒビ ギョウム タボウ ムズカ

		承諾 ショウダク		相談支援センターネクスト		080-8854-9551		0280-612-1558		320-0034		宇都宮市泉町6-25		宇都宮市 ウツノミヤシ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2

		承諾 ショウダク		相談支援事業のぞみ		0287-65-2288		0287-65-2282		329-3152		那須塩原市上中野53		那須塩原市、大田原市、那須町 ナスシオバラ シ オオタワラシ ナスマチ		1		0		1		0		0		0		1		1		1		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		現サービスでの医療ケアをふまえ、将来にむけて他事業との連携につなげるよう計画作成、調整に苦労した。 ゲン イリョウ ショウライ タ ジギョウ レンケイ ケイカク サクセイ チョウセイ クロウ		0				選択肢が増えるよう受け入れ可能な福祉サービス事業所の増加が必要だと思われます。 センタクシ フ ウ イ カノウ フクシ ジギョウショ ゾウカ ヒツヨウ オモ

		承諾 ショウダク		サポートセンターひばり		028-670-0330		028-667-7315		321-3236		宇都宮市竹下町435-159		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		苦労ではないが、お母様がとても一生懸命ですでにサービスも繋がっていたため、現状を計画にする形となったが、計画作成後のかかわりについて相談員としてどのようにすべきことが望ましいかと考える。 クロウ カアサマ イッショウケンメイ ツナ ゲンジョウ ケイカク カタチ ケイカク サクセイ ゴ ソウダン イン ノゾ カンガ		0				福祉サービスや医療、またボランティアが入室されるととてもよいと思います。また、介助者（家族）のケアも考えると気軽に参加できるようなイベント（医療が整っていたり、介助するボランティアさんがいたり）や、同じ重症心身障害児（者）をもつかたとのネットワークがあるといいのかなと思います。 フクシ イリョウ ニュウシツ オモ カイジョシャ カゾク カンガ キガル サンカ イリョウ トトノ カイジョ オナ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ オモ

		承諾 ショウダク		高根沢町障害児者生活支援センターすまいる タカネザワマチ		028-612-2751		028-612-2752		329-1225		栃木県塩谷郡高根沢町石末1825　福祉センター内 ３２９－１２２５ フクシ ナイ		高根沢町 タカネザワマチ		1		0		1		0		0		0		1		0		0		1		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		地元に使える資源がなく苦労した ジモト ツカ シゲン クロウ		0				①医療と福祉の連携ネットワーク②重心の方でも利用できるサービスが増えること③訪問診療医 イリョウ フクシ レンケイ ジュウシン カタ リヨウ フ ホウモン シンリョウ イ

		承諾 ショウダク		障害者相談支援センターフォレスト		0284-91-1816		0284-91-2867		326-0011		足利市大沼田町615		足利市及び近隣市町村 アシカガシ オヨ キンリン シチョウソン		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0				0

		承諾 ショウダク		障がい者相談支援事業所ケアサプライ		0287-73-5312		0287-73-5311		329-3221		栃木県那須郡那須町漆塚762-102 ３２９－３２２１		白河市、那須町、那須塩原市、大田原市 シラカワシ ナスマチ ナスシオバラシ オオタワラシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1				サービスを提供できる事業所の充実を図る テイキョウ ジギョウショ ジュウジツ ハカ

		承諾 ショウダク		南栃木支援センター相談支援		0285-44-6118		0285-44-7215		329-0412		下野市柴1432-105		下野市、小山市、壬生町 シモノ シ オヤマシ ミブマチ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		0		1		介護保険と併用する場合のみ対応する カイゴ ホケン ヘイヨウ バアイ タイオウ		0		1				3		介護保険と併用する場合のみ作成する カイゴ ホケン ヘイヨウ バアイ サクセイ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所とまり木		0287-54-2854		0287-54-2230		324-0231		大田原市北野上3952		大田原市、那須塩原市、那須町 オオタワラシ ナスシオバラシ ナスマチ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1				当事業所の対応範囲は現在、知的障害者特に中・軽度が主だが、精神（高次脳機能障害も含む）分野もやり始めている。今後重症心身障害者もほかの相談支援事業所の助けを得ながら、勉強しながら対応したいと考えている。そのために研修や見学の機会を多く作っていただきたい。今は、当事業所はその程度しか考えられない。 トウ ジギョウショ タイオウ ハンイ ゲンザイ チテキ ショウガイシャ トク チュウ ケイド オモ セイシン コウジ ノウ キノウ ショウガイ フク ブンヤ ハジ コンゴ ジュウショウ シンシン ショウガイシャ ソウダン シエン ジギョウショ タス エ ベンキョウ タイオウ カンガ ケンシュウ ケンガク キカイ オオ ツク イマ トウ ジギョウショ テイド カンガ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所ポンテ		028-652-7288		028-652-6355		321-0341		宇都宮市古賀志町1964-12		宇都宮、鹿沼、日光、壬生 ウツノミヤ カヌマ ニッコウ ミブ		0		1		1		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0				0				未就学児（3～5才）の方の医療型児童発達支援を分離で行う施設が数か所あると良いと思います。 ミシュウガクジ サイ カタ イリョウ ガタ ジドウ ハッタツ シエン ブンリ オコナ シセツ スウ ショ ヨ オモ

		承諾 ショウダク		相談支援センター光輝舎		0285-70-2020		0285-72-8222		321-4105		芳賀郡益子町北中1113-1		芳賀郡、真岡市等 ハガ グン モオカシ ナド		1		0		1		0		1		1		1		1		0		1		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		利用できるサービス事業所が少ない。重心児者に合わせたプログラムが見つからない（近隣で） リヨウ ジギョウショ スク ジュウシン ジ シャ ア ミ キンリン		0				本人の状態にもよるが、重度化する状況に対応できる事業所の確保。家族の負担が大きくなり在宅生活の継続が困難になることが予測されるので、在宅で支援が受けられるような体制の充実と、レスパイトサービスの拡大。 ホンニン ジョウタイ ジュウドカ ジョウキョウ タイオウ ジギョウショ カクホ カゾク フタン オオ ザイタク セイカツ ケイゾク コンナン ヨソク ザイタク シエン ウ タイセイ ジュウジツ カクダイ

		承諾 ショウダク		特定相談支援事業所やすらぎ		028-650-7727		028-650-7728		320-0011		宇都宮市富士見が丘3－19－20		宇都宮市 ウツノミヤシ		0		0		1		0		1		0		0		0		0		1		1		0		0				0		3		対応できるヘルパーがいれば支援する タイオウ シエン		0		0		0		0				0		1				3

		承諾 ショウダク		障がい者支援センターにんべん		028-686-2539		028-686-2584		329-1417		さくら市フィオーレ喜連川5-2-1　フィオーレガーデン1-102		さくら市 シ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1				地域資源アンケートをいただきありがとうございました。設問に対しまして知識不足にこれでいいのかという思いです。相談支援専門員として設問にありました「3」要望がでますれば、先輩相談員・各職種の方々に相談・指導をいただき、相談支援事業を行ってみたいと考えます。大島先生について学ばせて頂きました。 チイキ シゲン セツモン タイ チシキ ブソク オモ ソウダン シエン センモンイン セツモン ヨウボウ センパイ ソウダン イン カクショクシュ カタガタ ソウダン シドウ ソウダン シエン ジギョウ オコナ カンガ オオシマ センセイ マナ イタダ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所おやま		0285-22-1833		0285-228946		323-0014		小山市喜沢660		小山市、下野市 オヤマシ シモノ シ		1		0		1		0		1		1		0		0		0		0		0		1		0				2		3				0		0		0		0				1		0		本人の意思が明確でないので親の意向中心のものになってしまった。 ホンニン イシ メイカク オヤ イコウ チュウシン		0

		承諾 ショウダク		真岡介護センター		0285-80-5200		0285-80-5211		321-4361		真岡市並木町1-8-1　シティ並木102 ナミキ		真岡市、芳賀町南部、市貝町南部、益子町西部、上三川東部 モオカシ ハガマチ ナンブ イチ ガイ チョウ ナンブ マシコ チョウ セイブ カミノカワ トウブ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		0		1				0		1				3		担当者の受け持ちケースの状況など考慮し対応できるか検討したい タントウシャ ウ モ ジョウキョウ コウリョ タイオウ ケントウ

		承諾 ショウダク		さの社協相談支援センターほっぷ		0283-22-8152		0283-22-8199		327-0003		佐野市大橋町3212-27		佐野市全域 サノシ ゼンイキ		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2		現在相談支援専門員1名で行っているため ゲンザイ ソウダン シエン センモンイン メイ オコナ

		承諾 ショウダク		相談支援ウエイブ		0282-23-4465		0282-23-4465		328-0012		栃木市平柳町1-2-7		栃木市、壬生町 トチギシ ミブマチ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		1		0				0		1				2		指定特定相談支援事業で精神に対応しているため シテイ トクテイ ソウダン シエン ジギョウ セイシン タイオウ		ご家族の中だけでは生活がマンネリ化して単調になりかねないので、音楽、体を動かす、読み聞かせ麻痺・拘縮のマッサージなどのリハビリの頻度を高める。ご本人が楽しいと感じることを提供できる。ご家族が疲弊しないよう旅行や趣味などの充実した時間がもてるようサービスを利用していくこと。 カゾク ナカ セイカツ カ タンチョウ オンガク カラダ ウゴ ヨ キ マヒ コウシュク ヒンド タカ ホンニン タノ カン テイキョウ カゾク ヒヘイ リョコウ シュミ ジュウジツ ジカン リヨウ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所わらしべの家		0282-27-1627		0282-27-1675		328-0011		栃木市大宮町2708-3		栃木市 トチギシ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1		専門的な知識が不十分なため行政などの機関と相談しながらの対応となります センモンテキ チシキ フジュウブン ギョウセイ キカン ソウダン タイオウ		短期入所や移動支援などの福祉サービス利用時にお付き合いのある医療機関や訪問看護の看護師が同行でき緊急時の対応が迅速にとれる体制（すでにできていたらすみません） タンキ ニュウショ イドウ シエン フクシ リヨウ ジ ツ ア イリョウ キカン ホウモン カンゴ カンゴシ ドウコウ キンキュウジ タイオウ ジンソク タイセイ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所　空		0287-73-8165		0287-73-8165		329-3157		那須塩原市大原間西1-19-9		那須塩原市、大田原市、那須町 ナスシオバラ シ オオタワラシ ナスマチ		1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		重心のお子様の療育支援をやっていたので、苦労はありませんでしたが、医療（訪問看護）訪問リハ訪問入浴の制度を知らなかったので、その方々との連携が取れて大変勉強になりました。 ジュウシン コサマ リョウイク シエン クロウ イリョウ ホウモン カンゴ ホウモン ホウモン ニュウヨク セイド シ カタガタ レンケイ ト タイヘン ベンキョウ		0				医療的ケアの必要な方には支援スタッフ・必ず看護師の方が不在では双方安心したケアはできません。例）乳幼児の通所事業は保母と看護師さん。小学→高校までは義務教育がありますが事後に生活介護はもちろんですが、本当に重心の方の為の日中活動の場が不足しているとおもいますので重心の方の通所事業は必要と思います。家庭以外で通える場所→一時預かりや療育支援事業→高校卒業後は通所施設（一時預かりも含めて） イリョウテキ ヒツヨウ カタ シエン カナラ カンゴシ カタ フザイ ソウホウ アンシン レイ ニュウヨウジ ツウショ ジギョウ ホボ カンゴシ ショウガク コウコウ ギム キョウイク ジゴ セイカツ カイゴ ホントウ ジュウシン カタ タメ ニッチュウ カツドウ バ フソク ジュウシン カタ ツウショ ジギョウ ヒツヨウ オモ カテイ イガイ カヨ バショ イチジ アズ リョウイク シエン ジギョウ コウコウ ソツギョウゴ ツウショ シセツ イチジ アズ フク

		承諾 ショウダク		相談支援事業所みどり		0285-45-8362		0285-45-8397		329-0214		小山市乙女786-1		小山市、栃木市、古河市、結城市 オヤマシ トチギシ コガシ ユウキシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0		大人は対応可能 オトナ タイオウ カノウ		1		1		大人はあるが、こどもはない。先日訪問介護を事業所にお願いしたところどこの事業所も受けていただけなかった。 オトナ センジツ ホウモン カイゴ ジギョウショ ネガ ジギョウショ ウ		3		成人しか計画相談をしたことがないので不安である。当事業所は相談員が一名なので相談する相手がいない セイジン ケイカク ソウダン フアン トウ ジギョウショ ソウダン イン イチメイ ソウダン アイテ		サービス事業所で受けてもらえないケースがある。特に重心や精神知的等重複して疾患を持っていると問い合わせた時点でお断りされてします。 ジギョウショ ウ トク ジュウシン セイシン チテキ ナド チョウフク シッカン モ ト ア ジテン コトワ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所こころみ		0284-41-5039		0284-43-2665		326-0061		足利市田島町611-2				0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		1		0				0		1				3		これまで前例がなく、またこの障害について熟知した方（機関）があるならそちらでしていただいた方がご本人様にとってよい支援であると考えるから。※現在当法人の入所・通所等サービスを利用されている方の相談支援がほとんどの状況です。 ゼンレイ ショウガイ ジュクチ カタ キカン ホウ ホンニンサマ シエン カンガ ゲンザイ トウホウジン ニュウショ ツウショ ナド リヨウ カタ ソウダン シエン ジョウキョウ

		承諾 ショウダク		相談支援センターのどか　真岡センター		0285-81-5890		0285-85-8452		321-4305		真岡市荒町111-1		真岡市、芳賀町、市貝町、益子町、茂木町 モオカシ ハガマチ イチガイ マチ マシコ チョウ モギ マチ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1				在宅での生活では家族の介護負担の軽減が必要。フォーマルインフォーマルの枠にとらわれない福祉サービス。 ザイタク セイカツ カゾク カイゴ フタン ケイゲン ヒツヨウ ワク フクシ

		承諾 ショウダク		友井タクシー介護ステーションふれあい		0285-30-0840		0285-30-0844		323-0025		小山市城山町2丁目12-25		小山市 オヤマシ		1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		利用するサービスは多様で、施設・病院・学校など医療福祉事業所数も多く連携を図るのが困難。学校行事に参加するための会出自の支援サービスがない。 リヨウ タヨウ シセツ ビョウイン ガッコウ イリョウ フクシ ジギョウショ スウ オオ レンケイ ハカ コンナン ガッコウ ギョウジ サンカ カイ シュツジ シエン		0				ご家族様が安心して預けることができる施設と必要に預けられる施設の数は少ない。片道１時間以上かかるためとても不便に思います。呼吸器の方の預かり先は少ない。 カゾクサマ アンシン アズ シセツ ヒツヨウ アズ シセツ カズ スク カタミチ ジカン イジョウ フベン オモ コキュウキ カタ アズ サキ スク

		承諾 ショウダク		もくせいの里		0282-43-0593		0282-43-1387		329-4405		栃木市大平町西山田1198		栃木市内 トチギシナイ		0		1		1		0		1		0		0		1		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		ニーズにあてはまるサービスがなかった。例）①入浴支援②移送サービス　①自宅の浴槽では支援が入れず訪問入浴を検討。しかし、浴槽を置けるスペースがなく断念。②主たる介護者が入院。学校までの送迎ができず特例で市の移送サービスを利用するもかなり時間を要した。 レイ ニュウヨク シエン イソウ ジタク ヨクソウ シエン ハイ ホウモン ニュウヨク ケントウ ヨクソウ オ ダンネン シュ カイゴシャ ニュウイン ガッコウ ソウゲイ トクレイ シ イソウ リヨウ ジカン ヨウ		0				①地域の理解や協力②受け入れの拡大（重心の通所、24時間看護体制が整った短期入所）③デマンドタクシー等関係者の重心に対する理解（理解附属により資源として存在するが利用しがたい）④児童が入浴支援を受けられる環境（家族の身体的な介護負担軽減） チイキ リカイ キョウリョク ウ イ カクダイ ジュウシン ツウショ ジカン カンゴ タイセイ トトノ タンキ ニュウショ ナド カンケイシャ ジュウシン タイ リカイ リカイ フゾク シゲン ソンザイ リヨウ ジドウ ニュウヨク シエン ウ カンキョウ カゾク シンタイテキ カイゴ フタン ケイゲン

		承諾 ショウダク		足利障害者相談支援センター		0284-44-0307		0284-44-0318		326-0064		足利市東砂原後町1072		足利市、佐野市 アシカガシ サノシ		1		0		1		0		1		0		0		1		0		1		0		1		0				1		0				0		0		0		0				0		1				2		委託相談支援事業所のため イタク ソウダン シエン ジギョウショ		医療的ケアが整った施設のショートステイ充実が必要。また、特に呼吸器をつけた方のショート療養介護の利用とそれらを利用するための送迎体制の充実が必要。 イリョウテキ トトノ シセツ ジュウジツ ヒツヨウ トク コキュウキ カタ リョウヨウ カイゴ リヨウ リヨウ ソウゲイ タイセイ ジュウジツ ヒツヨウ

		承諾 ショウダク		指定障害者相談支援事業所あるしぇん		0282-86-7665		0282-21-7109		321-0201		栃木県下都賀郡壬生町安塚2032 ３２１－０２０１		壬生町 ミブマチ		1		0		1		0		1		0		0		1		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		①相談支援専門員として重症心身障害児（者）の方に対する支援の知識や経験が少ない②医療的ケアが必要となる方に対して対応できる福祉サービス（事業所）が少ない。 ソウダン シエン センモンイン ジュウショウシンシンショウガイジ シャ カタ タイ シエン チシキ ケイケン スク イリョウテキ ヒツヨウ カタ タイ タイオウ フクシ ジギョウショ スク		0				医療的ケアが必要な方に関して、福祉のサービスでは対応しきれない部分が多く、結果として家族が本人を抱え込まざるを得ない現状があるように感じます。家族の介護負担が少しでも軽減できるよう福祉サービスも柔軟な対応が出来るようになるといいなと思います。 イリョウテキ ヒツヨウ カタ カン フクシ タイオウ ブブン オオ ケッカ カゾク ホンニン カカ コ エ ゲンジョウ カン カゾク カイゴ フタン スコ ケイゲン フクシ ジュウナン タイオウ デキ オモ

		承諾 ショウダク		下野市相談支援事業所 こばと		0285-44-6783		0285-44-6783		329-0414		下野市小金井1146-6		下野市、上三川町 シモノ シ カミノカワマチ		1		0		1		0		0		0		1		1		0		1		1		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		医療的ケアが必要な乳幼児に対応できるヘルパー事業所。短期入所・日中一時支援事業所が近くにない（少ない）。 イリョウテキ ヒツヨウ ニュウヨウジ タイオウ ジギョウショ タンキ ニュウショ ニッチュウ イチジ シエン ジギョウショ チカ スク		0				設問5で回答した内容：外出可能な方は児童発達支援を利用可能であるが無理な方は外部との交流をもちにくい。訪問看護・訪問リハビリが入っているケースはいいがない場合母子で孤立しがち。幸いあそびの支援をしてくれるヘルパー事業所があり支援につながっている。ヘルパー利用を希望されない家庭、利用したくてもヘルパー事業所がない等支援に苦慮する。 セツモン カイトウ ナイヨウ ガイシュツ カノウ カタ ジドウ ハッタツ シエン リヨウ カノウ ムリ カタ ガイブ コウリュウ ホウモン カンゴ ホウモン ハイ バアイ ボシ コリツ サイワ シエン ジギョウショ シエン リヨウ キボウ カテイ リヨウ ジギョウショ ナド シエン クリョ

		承諾 ショウダク		相談支援センターぴあん ソウダン シエン		0282-31-1755		0282-31-2919		328-0067		栃木市皆川城内町333-2		栃木市、小山市 トチギシ オヤマシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1				これまで現場で関わったことがなく、事例検討でしか情報を把握しておらず不安はあります。でも関係機関やご家族様からいろいろなことを教えて頂きながら相談支援として専門性を活かせればと思っています。色々な立場の方からお話をお伺いしてもご家族や医療機関専門的な事業所の負担が大きく相談支援があまり役に立つことができていない（場合によっては自ら引いてしまう）今の現状を少しでも変えていければいいと思います。 ゲンバ カカ ジレイ ケントウ ジョウホウ ハアク フアン カンケイ キカン カゾクサマ オシ イタダ ソウダン シエン センモンセイ イ オモ イロイロ タチバ カタ ハナシ ウカガ カゾク イリョウ キカン センモンテキ ジギョウショ フタン オオ ソウダン シエン ヤク タ バアイ ミズカ ヒ イマ ゲンジョウ スコ カ オモ

		承諾 ショウダク		うつのみや		028-632-6074/090-4059-9728		028-632-6075		320-0861		宇都宮市西2-1-7		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				3		専門的な知識を社会資源のアドバイスを他相談支援事業所からいただきながらみずからの事業所で引き受けるという形が望ましい センモンテキ チシキ シャカイ シゲン ホカ ソウダン シエン ジギョウショ ジギョウショ ヒ ウ カタチ ノゾ

		承諾 ショウダク		サポートセンターきりん		028-612-3838		028-678-3257		321-0905		栃木県宇都宮市平出工業団地43-100 ３２１－０９０５		宇都宮市 ウツノミヤシ		0		1		1		0		1		0		0		1		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		療養介護に入所しているので他のサービスの利用が困難。そのための社会資源をつなげたり、活用したりするのが難しい。 リョウヨウ カイゴ ニュウショ ホカ リヨウ コンナン シャカイ シゲン カツヨウ ムズカ		0				今後、市町村などで展開されていく生活拠点に関する事業をうまく活用できればいいなと感じています。入所されている方々については地域とのつながり方が今後は重要になってくると思われますので、広く門扉を開けた活動などが多くなってくるといいなと思っています。 コンゴ シチョウソン テンカイ セイカツ キョテン カン ジギョウ カツヨウ カン ニュウショ カタガタ チイキ カタ コンゴ ジュウヨウ オモ ヒロ モンピ ア カツドウ オオ オモ

		承諾 ショウダク		さわやか相談支援センター		0280-57-4884		0280-57-4994		329-0112		野木町南赤塚1145-1		小山市、野木町、古河市、栃木市 オヤマシ ノギマチ コガシ トチギシ		0		1		1		0		0		0		1		0		0		1		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		現実的な目標の位置づけ ゲンジツテキ モクヒョウ イチ		0

		承諾 ショウダク		相談支援事業所つばさ		0287-53-7393		0287-53-7394		324-0044		大田原市親園824-1		大田原市、那須塩原市、那須烏山市、矢板市、さくら市、那須町、塩谷町、高根沢町 オオタワラシ ナスシオバラシ ナスカラスヤマシ ヤイタシ シ ナスマチ シオ タニ マチ タカネザワマチ		1		0		1		0		1		0		1		1		0		1		0		0		0				1		2		医療的なケアが必要なケース、将来的に短期入所につなげたいケースだった為、専門の事業所に依頼した イリョウテキ ヒツヨウ ショウライテキ タンキ ニュウショ タメ センモン ジギョウショ イライ		1		1		0		0				1		0		使えるサービスの少なさに調整が難しかった ツカ スク チョウセイ ムズカ		1				乳幼児期の受け入れ可能な福祉サービス等の社会資源が必要である。 ニュウヨウジ キ ウ イ カノウ フクシ ナド シャカイシゲン ヒツヨウ

		承諾 ショウダク		特定相談支援センターはじめ		0284-22-4561		0284-22-4562		326-0143		足利市葉鹿町735-1		足利市 アシカガシ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1

		承諾 ショウダク		上三川障がい児・者生活相談支援センター		0285-38-6854		0285-38-6841		329-0611		上三川町上三川5082-15		上三川町 カミノカワマチ		1		0		1		0		1		0		0		1		0		0		0		0		0				1		0				0		0		0		0				1		0				0

		承諾 ショウダク		はつらつサロン南天相談支援事業所		0285-22-4659		0285-38-6529		323-0027		小山市花垣町2-3-19		小山市、栃木市 オヤマシ トチギシ		0		0		1		0		1		1		0		1		1		1		1		1		0				0		0				0		0		0		0				1		0		利用したいサービス事業所が少なく生活改善、家族、支援者の負担軽減に繋がらない（訪問入浴、ショートステイ、生活介護などなど（就労Ａ型））医師によっては連携が困難。何処の精神科がよいかと利用者に問われるが答えは解らない。 リヨウ ジギョウショ スク セイカツ カイゼン カゾク シエンシャ フタン ケイゲン ツナ ホウモン ニュウヨク セイカツ カイゴ シュウロウ ガタ イシ レンケイ コンナン ドコ セイシンカ リヨウシャ ト コタ ワカ		0				本人の選択や受け入れ事業所の間口を広げる。例えば入浴はヘルパーの2人対応で行ているがヘルパー不足や腰痛の悪化などで対応が難しくなってくる。機会浴のできる生活介護を勧めるも本人の選択肢がない。自宅から出かける自由さのようなものが閉ざされているような気がする。反面高齢者のサービスは増加する一方で利用者が不足し閉鎖なども聞かれる。高齢者・障害者がともにデイサービスやショートステイを利用できるようにならないかと思う。障害児については働く両親をサポートすることで生活の安定や療育などへ通園のし易さを図り、送迎サービスの充実など。 ホンニン センタク ウ イ ジギョウショ マグチ ヒロ タト ニュウヨク ニン タイオウ オコナ ブソク ヨウツウ アッカ タイオウ ムズカ キカイ ヨク セイカツ カイゴ スス ホンニン センタクシ ジタク デ ジユウ ト キ ハンメン コウレイシャ ゾウカ イッポウ リヨウシャ フソク ヘイサ キ コウレイシャ ショウガイシャ リヨウ オモ ショウガイジ ハタラ リョウシン セイカツ アンテイ リョウイク ツウエン ヤス ハカ ソウゲイ ジュウジツ

		承諾 ショウダク		障がい者生活支援センターこぶし		028-680-5746		028-688-0214		321-0126		栃木県宇都宮市茂原町837-1		宇都宮市、上三川町 ウツノミヤシ カミノカワマチ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1				①医療機関との細かな連携体制②相談関係者を含め本人に関わり支援をするなかで即座に動きが取れるようなフットワークの軽いチーム作り イリョウ キカン コマ レンケイ タイセイ ソウダン カンケイシャ フク ホンニン カカ シエン ソクザ ウゴ ト カル ヅク





相談支援事業所 (作業)

		Ｑ1.貴施設について、お伺いいたします キ シセツ ウカガ										事業所名とコメントをくっつけるで一表を作る ジギョウショ メイ イッピョウ ツク

		1		事業所名 ジギョウショ メイ								今月中 コンゲツ チュウ

		2		電話番号 デンワ バンゴウ								地図と一覧表をパワーポイント チズ イチラン ヒョウ

		3		FAX番号 バンゴウ								各項目ごとにページを作る カクコウモク ツク

		4		所在地 ショザイチ

		5		訪問可能な主な市町村 ホウモン カノウ オモ シチョウソン

		Ｑ2.重症心身障害児（者）の定義をご存知ですか ジュウショウシンシンショウガイジ シャ テイギ ゾンジ

		Ｑ2-1		知っている シ

		Ｑ2-2		知らない シ

		Ｑ3.重症心身障害児（者）の方（家族・関係機関等）からの相談を受けたことがありますか ジュウショウシンシンショウガイジ シャ カタ カゾク カンケイ キカン ナド ソウダン ウ

		Ｑ3-1		1		ある

		Ｑ3-2		2		ない

		Ｑ3-1-Ａ

				Ａ-1それは誰からの相談でしたか ダレ ソウダン

				1		ａ.家族 カゾク

				2		ｂ.支援者 シエンシャ

				3		ｃ.関係機関 カンケイ キカン

				Ａ-2それはどんな相談でしたか（複数回答可） ソウダン フクスウ カイトウ カ

				1		ａ.生活上の相談 セイカツ ジョウ ソウダン

				2		ｂ.医療的な相談 イリョウテキ ソウダン

				3		ｃ.制度に関する相談 セイド カン ソウダン

				4		ｄ.教育に関する相談 キョウイク カン ソウダン

				5		ｅ.サービス等利用計画書作成に関する相談 ナド リヨウ ケイカクショ サクセイ カン ソウダン

				6		ｆ.その他 タ

				Ａ-3それらの相談事業所として対応（解決）はできましたか ソウダン ジギョウショ タイオウ カイケツ

				1		ａ.できた

				2		ｂ.できなかった

				Ａ-3-1それはどうしてですか

				1		ａ解決手段・方法がなかった カイケツ シュダン ホウホウ

				2		ｂ.ほかの相談支援事業所に依頼した ソウダン シエン ジギョウショ イライ

				3		ｃ.行政に依頼した ギョウセイ イライ

				4		ｄ.その他 タ

		Ｑ4.Ｑ3-2「ない」→これから重症心身障害児（者）の方（本人・家族等）からの相談があればどのように対応されますか ジュウショウシンシンショウガイジ シャ カタ ホンニン カゾク ナド ソウダン タイオウ

				Ｑ4-1		自分の事業所で対応する ジブン ジギョウショ タイオウ

				Ｑ4-2		ほかの相談支援事業所へ依頼する ソウダン シエン ジギョウショ イライ

				Ｑ4-3		行政に依頼する ギョウセイ イライ

				Ｑ4-4		その他 タ

		Ｑ5.重症心身障害児（者）の方のサービス等利用計画書を作成したことがありますか ジュウショウシンシンショウガイジ シャ カタ ナド リヨウ ケイカクショ サクセイ

				Ｑ5-1		ある

				Ｑ5-2		ない

						Ｑ5-1-Ａ		「ある」と回答→作成にあたり、苦労したこと困ったことがありましたか カイトウ サクセイ クロウ コマ

						Ｑ5-2-Ａ		「ない」と回答 カイトウ

						1		ａ.今後依頼があれば作成する コンゴ イライ サクセイ

						2		ｂ.他の相談支援事業所に依頼する ホカ ソウダン シエン ジギョウショ イライ

						3		ｃ.作成するかどうかわからない サクセイ

						Ｑ5-2-Ａ-1		b.cを回答→それはどうしてですか カイトウ

		Q6.重症心身障害児（者）の方がより良い在宅生活をしていく上で何か必要だと思うことがあればご自由にお書きください ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ カタ ヨ ザイタク セイカツ ウエ ナニ ヒツヨウ オモ ジユウ カ



		承諾可否 ショウダク カヒ		Q1												Ｑ2.重症心身障害児（者）の定義をご存知ですか ジュウショウシンシンショウガイジ シャ テイギ ゾンジ				Ｑ3.重症心身障害児（者）の方（家族・関係機関等）からの相談を受けたことがありますか ジュウショウシンシンショウガイジ シャ カタ カゾク カンケイ キカン ナド ソウダン ウ																														Ｑ4.Ｑ3-2「ない」→これから重症心身障害児（者）の方（本人・家族等）からの相談があればどのように対応されますか ジュウショウシンシンショウガイジ シャ カタ ホンニン カゾク ナド ソウダン タイオウ										Ｑ5.重症心身障害児（者）の方のサービス等利用計画書を作成したことがありますか ジュウショウシンシンショウガイジ シャ カタ ナド リヨウ ケイカクショ サクセイ										Q6.重症心身障害児（者）の方がより良い在宅生活をしていく上で何か必要だと思うことがあればご自由にお書きください ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ カタ ヨ ザイタク セイカツ ウエ ナニ ヒツヨウ オモ ジユウ カ

				事業所名 ジギョウショ メイ		電話番号 デンワ バンゴウ		FAX番号 バンゴウ		郵便番号 ユウビンバンゴウ		所在地 ショザイチ		訪問可能な主な市町村 ホウモン カノウ オモ シチョウソン		知っている		知らない シ		ある		ない		それは誰からの相談でしたか						それはどんな相談でしたか														それらの相談事業所として対応（解決）はできましたか						自分の事業所で対応する ジブン ジギョウショ タイオウ		他の相談支援事業所へ依頼する ホカ ソウダン シエン ジギョウショ イライ		行政に依頼する ギョウセイ イライ		その他 タ				ある		ない		「ある」と回答		「ない」
と回答		b.c（23）を回答

																								家族 カゾク		支援者 シエンシャ		関係機関 カンケイ キカン		生活上の相談 セイカツ ジョウ ソウダン		医療的な相談 イリョウテキ ソウダン		制度に関する相談 セイド カン ソウダン		教育に関する相談 キョウイク カン ソウダン		サービス等利用計画書作成に関する相談 ナド リヨウ ケイカクショ サクセイ カン ソウダン		その他 タ		その他回答 タ カイトウ		それらの相談事業所として対応（解決）はできましたか		それはどうしてですか		それはどうしてですか

		否 イナ		手話通訳派遣協会相談支援事業所		0287-73-4422		0287-62-7776		325-0026		栃木県那須塩原市上厚崎431-17 ３２５－００２６				0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		0		1		本事業所と同様の地域で一般相談支援事業所と連携を図り対応する ホン ジギョウショ ドウヨウ チイキ イッパン ソウダン シエン ジギョウショ レンケイ ハカ タイオウ		0		1		0		2		当事業所は手話通訳派遣を主目的とする事業所であるため、聴覚障害に対するノウハウはあるがそれ以外の障害者に対応する専門性を有していない為 トウ ジギョウショ シュワ ツウヤク ハケン シュモクテキ ジギョウショ チョウカク ショウガイ タイ イガイ ショウガイシャ タイオウ センモンセイ ユウ タメ

		否 イナ		相談支援事業所すまいる		0285-45-7199		0285-45-8437		329-0205		小山市間々田750-1		小山市 オヤマシ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		1		0				0		1		0		3		現在担当させていただいているケースの他に受け入れる時間的余裕がないため。また専門的な知識や経験がなく自信がないため。 ゲンザイ タントウ ホカ ウ イ ジカンテキ ヨユウ センモンテキ チシキ ケイケン ジシン

		否 イナ		やまゆりの里		0284-90-2030		0284-90-2031		326-0011		足利市大沼田町525-1		足利市 アシカガシ		0		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		ショートステイの利用が可能かどうか リヨウ カノウ		2		1		ショートの利用を希望していたが、幼児で夜間に吸引が必要とのことだったので職員配置上困難と判断 リヨウ キボウ ヨウジ ヤカン キュウイン ヒツヨウ ショクイン ハイチ ジョウ コンナン ハンダン		0		0		0		0				0		1		0		2		あしかがの森さんが近くにあり専門性もあるため モリ チカ センモンセイ

		否 イナ		相談支援センターひかり		028-612-7717		028-612-7718		320-0072		宇都宮市若草4-20-7		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		0		1		0		1		0		0		1		0		1		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		居宅介護事業所とニーズのマッチング キョタク カイゴ ジギョウショ		0				短期入所事業所（医療的ケア対応型）の整備 タンキ ニュウショ ジギョウショ イリョウテキ タイオウガタ セイビ

		否 イナ		相談支援センター歩み		028-667-5151		028-667-5150		321-3233		宇都宮市上籠谷町3792		真岡市、芳賀町、宇都宮市 モオカシ ハガマチ ウツノミヤシ		0		1		1		0		0		1		0		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		毎日お会いしている方ではないしお話ができる方ではないので、計画書を作ることは少々戸惑いはありましたが、すべて療育指導室の先生にご指導いただき作成することができました。お幸せな時を過ごしてほしいという思いはいっぱいありますが、なにも出来ていない自分が申し訳ないような気持ちです。 マイニチ ア カタ ハナシ カタ ケイカクショ ツク ショウショウ トマド リョウイク シドウシツ センセイ シドウ サクセイ シアワ トキ ス オモ デキ ジブン モウ ワケ キモ		0				すみません。経験不足で在宅の方はよくわかりませんが、独立行政法人国立病院機構宇都宮病院にお伺いし行き届いた介護、職員の先生方の情熱にこういうところで重症心身障害者の方が過ごせることは幸せなのでは…としみじみ思いました。 ケイケン ブソク ザイタク カタ ドクリツ ギョウセイ ホウジン コクリツ ビョウイン キコウ ウツノミヤ ビョウイン ウカガ イ トド カイゴ ショクイン センセイガタ ジョウネツ ジュウショウ シンシン ショウガイシャ カタ ス シアワ オモ

		否 イナ		ワークス共育		0287-39-5593		0287-39-5630		329-2213		那須塩原市上大貫2028-2				1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		0		1		状況に応じて対応する ジョウキョウ オウ タイオウ		0		1				1				相談支援専門員のレベルアップが必要ではないかと思います ソウダン シエン センモンイン ヒツヨウ オモ

		否 イナ		指定特定相談支援センタードリーム		0288-32-2280		0288-32-2281		321-2341		日光市大沢町274		日光市、塩谷町、鹿沼市、宇都宮市 ニッコウシ シオヤ チョウ カヌマシ ウツノミヤ シ		0		1		1		0		1		0		0		1		1		1		0		0		0				1		0				0		0		0		0				1		0		計画を作成するにあたり医療機関との連携方法を具体化していくことに連絡調整に時間を要しました。また医師同士でのやりとりの方が早いように感じました。※解決できたと言っても施設の空き待ちで関係する病院で入院しております。 ケイカク サクセイ イリョウ キカン レンケイ ホウホウ グタイカ レンラク チョウセイ ジカン ヨウ イシ ドウシ ホウ ハヤ カン カイケツ イ シセツ ア マ カンケイ ビョウイン ニュウイン		0				入所ではなく、医療ケアのできる短期入所やグループホーム、日中一時、生活介護の拡充が必要であること。また重症心身障害児（者）への理解を広めていき、理解者を増やすこと、訪問看護、訪問医療、居宅介護も活用しやすい環境づくりを相談支援専門員はネットワークづくりに努めなければんらないと思います。 ニュウショ イリョウ タンキ ニュウショ ニッチュウ イチジ セイカツ カイゴ カクジュウ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ リカイ ヒロ リカイシャ フ ホウモン カンゴ ホウモン イリョウ キョタク カイゴ カツヨウ カンキョウ ソウダン シエン センモンイン ツト オモ

		否 イナ		ユーファーム支援センター		028-689-0070		028-680-0750		321-0972		宇都宮市下川俣町206-127		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2		これまでの実績として主に就労系の利用計画の作成を行っており重症心身障害児の方への支援については経験や人員の不足から対応が困難であると思われるため ジッセキ オモ シュウロウ ケイ リヨウ ケイカク サクセイ オコナ ジュウショウ シンシン ショウガイジ カタ シエン ケイケン ジンイン フソク タイオウ コンナン オモ

		否 イナ		障害者相談支援センターひびき		028-666-7601		028-666-7602		321-0403		宇都宮市下小倉町1536		宇都宮市、さくら市 ウツノミヤシ シ		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2		かつて受け入れたことがなく、またスタッフにも医療的ケアの知識や経験が乏しく、自信をもって迎え入れることができない ウ イ イリョウテキ チシキ ケイケン トボ ジシン ムカ イ		受け入れる施設が近辺にあること ウ イ シセツ キンペン

		否 イナ		相談支援事業ぴゅあ		028-611-1771		028-611-1772		321-0911		宇都宮市問屋町3426-46		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2

		否 イナ		指定特定相談支援事業所すえひろ		0287-23-3962		0287-24-1670		324-0042		大田原市末広1-2-5		大田原市、大田原市以外は交通費を受領 オオタワラシ オオタワラシ イガイ コウツウヒ ジュリョウ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2		事業所の対象を精神障害に限定し、市に申請しているため ジギョウショ タイショウ セイシン ショウガイ ゲンテイ シ シンセイ

		否 イナ		相談支援センターふじみだい		0285-44-0200		0285-44-4255		329-0412		下野市芝1123		下野市 シモノ シ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		0		1		ケースによって検討 ケントウ		0		1				2

		否 イナ		相談支援センターひゅーまにあ宇都宮		028-678-5385		028-678-5395		320-0802		宇都宮市江野町6-15大立ビル4階		宇都宮市（鹿沼市等近隣市町村） ウツノミヤシ カヌマシ ナド キンリン シチョウソン		0		1		1		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		あるではありますが、初めての作成でまた完成はしていない段階です。病院で実施されている活動医療等で自分自身が未熟で理解が足りていない為に苦労しています。 ハジ サクセイ カンセイ ダンカイ ビョウイン ジッシ カツドウ イリョウ ナド ジブン ジシン ミジュク リカイ タ タメ クロウ		0				①医療面での安心②外部と交流する機会③家族の方への支援 イリョウ メン アンシン ガイブ コウリュウ キカイ カゾク カタ シエン

		否 イナ		地域活動支援センターあしかが		0284-41-2643		0284-43-0463		326-0808		足利市本城1-1547		足利市 アシカガシ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0						0		1		0		0				0		1				2		専門外で知識等はなく、計画書の作成は難しいため センモンガイ チシキ トウ ケイカクショ サクセイ ムズカ

		否 イナ		南那須地区障害者相談支援センター		0287-80-1020		0287-80-1027		321-0624		那須烏山市旭1-18-8		那須烏山市、那珂川町 ナスカラスヤマシ ナカガワマチ		1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		アセスメント、院内での面会予定の調整、家族への説明など インナイ メンカイ ヨテイ チョウセイ カゾク セツメイ		0				在宅医療、訪問リハビリなど24時間対応出来る専門家チーム ザイタク イリョウ ホウモン ジカン タイオウ デキ センモンカ

		否 イナ		ワン・ハーモニー		0287-22-8255		0287-48-7225		324-0042		大田原市末広1-3618-13				0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				0

		否 イナ		ひまわり相談支援事業所		0282-20-5006		0282-23-4878		328-0052		栃木市祝町12－9				0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		1		0				0		1				3		意思伝達が自分にとって受け止められるかに不安があるため イシ デンタツ ジブン ウ ト フアン

		否 イナ		サンフラワーライフ		0285-22-1109		0285-22-1345		323-0808		小山市出井1936		小山市内 オヤマシナイ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				3		近隣に受け入れ施設が少なく在宅福祉サービスに向けるのが難しい キンリン ウ イ シセツ スク ザイタク フクシ ム ムズカ

		否 イナ		natu- la(ナチュラ)		0287-67-3115		0287-67-3115		329-3153		那須塩原市大原間239-1		那須塩原市、大田原市、那須町 ナスシオバラ シ オオタワラシ ナスマチ		0		1		1		0		1		0		0		1		1		1		0		0		0				1		0				0		0		0		0				1		0		サービス自体の幅がせまいため、本人が安全に安心した生活をうけられるためにどう組み合わせたら良いか。又、家族によっては苦手な事業所もあり限られた事業所を探すのが難しかった。 ジタイ ハバ ホンニン アンゼン アンシン セイカツ ク ア ヨ マタ カゾク ニガテ ジギョウショ カギ ジギョウショ サガ ムズカ		0				訪問系のサービスがもっと充実して欲しい ホウモン ケイ ジュウジツ ホ

		否 イナ		相談支援事業所ふるさとホーム那須		0287-98-3001		0287-98-8080		324-0414		大田原市片府田1301-59		大田原市、那須町、那須塩原市、周辺 オオタワラシ ナスマチ ナスシオバラ シ シュウヘン		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2		主な精神知的関係なので、今後はできるよう専門的な部分の勉強が必要です。 オモ セイシン チテキ カンケイ コンゴ センモンテキ ブブン ベンキョウ ヒツヨウ		①専門相談②居場所③地域の理解 センモン ソウダン イバショ チイキ リカイ

		否 イナ		特定相談支援事業所きのこ		028-635-8746		028-635-8778		320-0846		栃木県宇都宮市滝の原2-4-42 ３２０－０８４６		宇都宮市 ウツノミヤシ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		1		0				0		1				3		どのように作成したらいいか不安のため サクセイ フアン

		否 イナ		こども発達支援センター鹿沼市あおば園		0289-63-1745		0289-63-1745		322-0074		鹿沼市日吉町320－1				1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		1		0				0		1				2		相談支援専門員の不足、児童発達支援事業所利用のための計画書作成が主な業務になっている ソウダン シエン センモンイン フソク ジドウ ハッタツ シエン ジギョウショ リヨウ ケイカクショ サクセイ オモ ギョウム

		否 イナ		障害者相談支援センターみつか・Ｒｕ		028-648-3971		028-648-3936		321-0347		宇都宮市飯田町261		宇都宮市、鹿沼市 ウツノミヤシ カヌマシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		1		状況に応じして他機関と連携し判断する場合もある ジョウキョウ オウ ホカ キカン レンケイ ハンダン バアイ		0		1				1		計画依頼の状況に応じて対応できない月もある（モニタリング件数） ケイカク イライ ジョウキョウ オウ タイオウ ツキ ケンスウ

		否 イナ		工房つばさ		0285-40-0388		0285-40-6700		329-0401		下野市箕輪425-1		下野市、上三川町、壬生町、ただし状況に応じて対応することが難しい場合もある シモノ シ カミノカワマチ ミブマチ ジョウキョウ オウ タイオウ ムズカ バアイ		1		0		1		0		1		0		0		1		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		短期入所、ヘルパーなどの利用希望があっても受け入れてくれる事業所が見つからない タンキ ニュウショ リヨウ キボウ ウ イ ジギョウショ ミ		3		状況により作成することができない場合がある ジョウキョウ サクセイ バアイ		重心の方の短期入所等の利用ができるところが必要。在宅でのサービスの受入必要だと思われる。 ジュウシン カタ タンキ ニュウショ ナド リヨウ ヒツヨウ ザイタク ウケイレ ヒツヨウ オモ

		否 イナ		相談支援事業所グーフォ		028-673-0002		028-671-0785		329-1105		宇都宮市中岡本町3178-3				1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1				在宅生活を支える家族に負担が重くならないようにする。緊急時に対応してくれる医療ケア付きの宿泊施設を増やしてほしい ザイタク セイカツ ササ カゾク フタン オモ キンキュウジ タイオウ イリョウ ツ シュクハク シセツ フ

		否 イナ		那珂川町社協相談支援事業所		0287-92-1273		0287-92-1295		324-0613		那珂川町馬頭560-1		那珂川町 ナカガワマチ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				0				移動支援サービス イドウ シエン

		否 イナ		相談支援事業所大山田ノンフェール		0287-93-0660		0287-83-8182		324-0602		那珂川町大山田下郷955		那珂川町 ナカガワマチ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		1		0				0		1				2		平成27年度で相談支援事業を終了するため ヘイセイ ネンド ソウダン シエン ジギョウ シュウリョウ

		否 イナ		在宅サポートこころ		028-651-0780		028-651-0781		320-0042		宇都宮市材木町4-24				0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2

		否 イナ		相談支援事業所みらい ソウダン シエン ジギョウショ		0280-57-2673		0280-57-2673		329-0111		野木町丸林371-12		野木町、小山市 ノギマチ オヤマシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		0		1		しかるべき関係機関と連携して対応する カンケイ キカン レンケイ タイオウ		0		1				3		重症心身のノウハウがない ジュウショウ シンシン

		否 イナ		大田原市社会福祉協議会		0287-54-1849		0287-54-2745		324-0233		栃木県大田原市黒羽田町848 ３２４－０２３３		大田原市内 オオタワラシナイ		0		1		1		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0				2		1				0		1		0		0				0		1				2		職員が未熟なため ショクイン ミジュク		在宅医療の充実、居宅介護の２４時間対応（サービス事業所）の充実 ザイタク イリョウ ジュウジツ キョタク カイゴ ジカン タイオウ ジギョウショ ジュウジツ

		否 イナ		障がい者相談支援センターとまつり		028-680-5570		028-680-5271		320-0052		宇都宮市中戸祭町813		宇都宮市、近隣市町村 ウツノミヤシ キンリン シチョウソン		0		1		1		0		1		0		0		1		0		0		0		0		1		親子間の関わり オヤコ カン カカ		0		0		現在対応中 ゲンザイ タイオウチュウ		0		0		0		0				1		0		保護者との連携がとれない ホゴシャ レンケイ		0

		否 イナ		宇都宮市社会福祉協議会		028-636-1536		028-636-1537		320-0806		宇都宮市中央1-1-15		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		0				2		1		医療的ケアが必要な方が長時間外出したい。長時間支援者の拘束、移動手段（車の中での対応）、医療的ケアが必要な方が外出したいときに外出できる環境がすぐに整えられない、医療的けが必要な方で要介助であるが、歩行できる方が利用できる短期入所先はないか（アクセス時間も含む） イリョウテキ ヒツヨウ カタ チョウジカン ガイシュツ チョウジカン シエン シャ コウソク イドウ シュダン クルマ ナカ タイオウ イリョウテキ ヒツヨウ カタ ガイシュツ ガイシュツ カンキョウ トトノ イリョウテキ ヒツヨウ カタ ヨウ カイジョ ホコウ カタ リヨウ タンキ ニュウショ サキ ジカン フク		0		0		0		0				1		0		専門的（医療面）な知識がなく、専門用語が多く調べたり聞いたりしながら支援していくこと。長く関わらないと親の思いまで聞き出せないこと。 センモンテキ イリョウ メン チシキ センモン ヨウゴ オオ シラ キ シエン ナガ カカ オヤ オモ キ ダ		0				当事者が何歳になっても利用できるサービス環境（短期入所、訪問入浴など）。教育もほかのお子さん同様平等に受けられる機会（学校行事も含む）。相談対応できる人材の確保。緊急時でも利用できるサービスの調整・確保。直接支援できるサービス・人材を増やすこと。 トウジシャ ナンサイ リヨウ カンキョウ タンキ ニュウショ ホウモン ニュウヨク キョウイク コ ドウヨウ ビョウドウ ウ キカイ ガッコウ ギョウジ フク ソウダン タイオウ ジンザイ カクホ キンキュウジ リヨウ チョウセイ カクホ チョクセツ シエン ジンザイ フ

		承諾 ショウダク		ライフサポートセンターゆめ		0280-33-3624		0280-57-4624		329-0111		野木町丸林630-4		野木町、その周辺地域 ノギマチ シュウヘン チイキ		1		0		1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		1		福祉サービス利用に関する相談 フクシ リヨウ カン ソウダン		1		0				0		0		0		0				1		0		医療的な情報、知識に乏しくわからない用語などが数多く出てきた。医療的ケアの内容の聞き取り（どの部分を聞いていけばよいのか） イリョウテキ ジョウホウ チシキ トボ ヨウゴ カズオオ デ イリョウテキ ナイヨウ キ ト ブブン キ		0				Ｆａの負担軽減のためのレスパイト先（ＨＰ、ＳＳ機関等）。家族それぞれの訴え、希望を明確にしていく。関係機関がチームになりＦａの支え応援をしていく。 フタン ケイゲン サキ キカンナド カゾク ウッタ キボウ メイカク カンケイ キカン ササ オウエン

		承諾 ショウダク		足利ケアサービス		0284-21-7630		0284-21-3109		326-0843		足利市五十部町809-3		足利市、佐野市、太田市 アシカガシ サノシ オオタシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		0		1		ケースによって対応する タイオウ		0		1				3

		承諾 ショウダク		相談支援センターみさと		0285-72-9767				321-4104		芳賀郡益子町大沢2800-5		芳賀郡内（真岡市、益子町、市貝町、芳賀町、茂木町） ハガ グンナイ モオカシ マシコ チョウ イチ ガイ マチ ハガマチ モギマチ		1		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		資源が少ない、短期入所先の確保が難しかった。計画を作るのには、医療情報が難しく感じられた。 シゲン スク タンキ ニュウショ サキ カクホ ムズカ ケイカク ツク イリョウ ジョウホウ ムズカ カン		0				連携の取れる医療関係者がたくさん地域の中にいてくれると安心して生活できるかな。外出や余暇の充実を図るために医療の必要な人の生活が限られてしまっている（あきらめてしまっている） レンケイ ト イリョウ カンケイシャ チイキ ナカ アンシン セイカツ ガイシュツ ヨカ ジュウジツ ハカ イリョウ ヒツヨウ ヒト セイカツ カギ

		承諾 ショウダク		サポートセンターとみや生活支援センター		028-665-8230		028-665-8230		321-2116		宇都宮市徳次郎町540		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		0		1		0		0		0		0		1		1		1		1		1		0				0		1		医療的なケアが必要な利用者様の日中活動先が限られて利用できない人がいる。学校との連携が取りにくい。通勤手段・行事参加制限があり平等性が保たれない。学校はサービスで対応を望み、福祉行政は教育で何とかするべきとつねに折り合わない。 イリョウテキ ヒツヨウ リヨウシャサマ ニッチュウ カツドウ サキ カギ リヨウ ヒト ガッコウ レンケイ ト ツウキン シュダン ギョウジ サンカ セイゲン ビョウドウセイ タモ ガッコウ タイオウ ノゾ フクシ ギョウセイ キョウイク ナン オ ア		0		0		1		0		協力してほしい キョウリョク		1		0		利用できるサービスが限られている。社会参加できる機会が少なく、場が限られている。介護者の負担軽減が取りにくい。夢や希望を叶えるための資源が少ない。 リヨウ カギ シャカイ サンカ キカイ スク バ カギ カイゴシャ フタン ケイゲン ト ユメ キボウ カナ シゲン スク		0				通勤手段、保護者なくても教育が受けられる環境。常に親同行を求めるのでは、自立につながらず、いつになっても親の負担は軽減されない。親が安心して託せる日中活動の場。社会参加、役割を担える環境作り、職場。地域で生活していくための交流の機会や場があるといい。緊急的にレスパイトを受け入れてくれる場。 ツウキン シュダン ホゴシャ キョウイク ウ カンキョウ ツネ オヤ ドウコウ モト ジリツ オヤ フタン ケイゲン オヤ アンシン タク ニッチュウ カツドウ バ シャカイ サンカ ヤクワリ ニナ カンキョウ ヅク ショクバ チイキ セイカツ コウリュウ キカイ バ キンキュウテキ ウ イ バ

		承諾 ショウダク		社会就労センターえいぶるの里 シャカイ シュウロウ サト		0285-22-4561		0285-224581		323-0003		小山市東島田2403-2		小山市、下野市、上三川町、野木町、結城市、古河市、筑西市 オヤマシ シモノ シ カミノカワマチ ノギマチ ユウキシ コガシ ツク ニシ シ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				1		0		自己決定が難しいため、家族中心の考えになってしまうこと。また、利用できる社会資源が少ない。 ジコ ケッテイ ムズカ カゾク チュウシン カンガ リヨウ シャカイ シゲン スク		1				関係機関との連携、特に在宅が長い方は医療機関とのかかわりが家族も含め、希薄になってしまい、二次障害に対応できない。地域に総合的に支援でき、医療的ケアが受けられる場所、または訪問医療の充実が必要と思います。 カンケイ キカン レンケイ トク ザイタク ナガ カタ イリョウ キカン カゾク フク キハク ニジ ショウガイ タイオウ チイキ ソウゴウテキ シエン イリョウテキ ウ バショ ホウモン イリョウ ジュウジツ ヒツヨウ オモ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所「ピュア」		0282-31-3911		0282-31-3912		328-0133		栃木市大森町465		栃木市、鹿沼市、佐野市、小山市、壬生町 トチギシ カヌマシ サノシ オヤマシ ミブマチ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1

		承諾 ショウダク		社会福祉法人とちのみ会　こなかの森 シャカイ フクシ ホウジン カイ モリ		0283-24-5757		0283-24-6294		327-0001		佐野市小中町1280		佐野市、足利市 サノシ アシカガシ		1		0		1		0		1		0		0		1		0		1		0		0		0				1		2		通所型のため、短期入所の受け入れはサービスとして提供できず、他施設の紹介、相談支援事業につなげている。 ツウショ ガタ タンキ ニュウショ ウ イ テイキョウ タ シセツ ショウカイ ソウダン シエン ジギョウ		0		0		0		0				1		0		療養型短期入所ほかの施設への短期入所の受け入れ状況など、受け入れ場所を見つけるなど。短期入所時の発作発症時医療への繋ぎが困難。問題多（かかりつけ医への搬送） リョウヨウガタ タンキ ニュウショ シセツ タンキ ニュウショ ウ イ ジョウキョウ ウ イ バショ ミ タンキ ニュウショ ジ ホッサ ハッショウ ジ イリョウ ツナ コンナン モンダイ タ イ ハンソウ		0				佐野市には、身障（重心）短期入所施設がなく老人施設に佐野市が委託しているが、利用する人もいなく、サービスが使いづらい状態にある。短期入所受け入れ可能施設が増えることで、家族のほうも使いやすく利便性があがると考えます。 サノシ シンショウ ジュウシン タンキ ニュウショ シセツ ロウジン シセツ サノシ イタク リヨウ ヒト ツカ ジョウタイ タンキ ニュウショ ウ イ カノウ シセツ フ カゾク ツカ リベンセイ カンガ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所テトテ		0287-36-7171		0287-36-7181		329-2732		那須塩原市一区町251-1		那須塩原市（大田原、矢板、那須町、那珂川町、烏山） ナスシオバラ シ オオタワラ ヤイタ ナスマチ ナカガワマチ カラスヤマ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		0		1		委託の相談支援事業所や重心専門の事業所に相談する イタク ソウダン シエン ジギョウショ ジュウシン センモン ジギョウショ ソウダン		0		1				3		その方にとって、より専門性の高い方が対応することが望ましいと思いますので、作成が適するか否か周囲のサービス状況なども考慮して決めたいと思います。適切にアドバイスをいただける地域の環境が整っていれば、スキルアップ、経験の積み重ねのためにも作成したいです。 カタ センモンセイ タカ ホウ タイオウ ノゾ オモ サクセイ テキ イナ シュウイ ジョウキョウ コウリョ キ オモ テキセツ チイキ カンキョウ トトノ ケイケン ツ カサ サクセイ		相談支援専門員のスキルアップ。きめ細かい支援（サービスの充実）本人のニーズを正しく理解できる人材の育成と地域の理解。 ソウダン シエン センモンイン コマ シエン ジュウジツ ホンニン タダ リカイ ジンザイ イクセイ チイキ リカイ

		承諾 ショウダク		指定特定相談支援事業所あじさい		0287-60-3361		0287-60-3362		325-0034		那須塩原市東原166		那須塩原市、那須町 ナスシオバラ シ ナスマチ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2				訪問看護、訪問診療を行う医師が必要だと思います。 ホウモン カンゴ ホウモン シンリョウ オコナ イシ ヒツヨウ オモ

		承諾 ショウダク		障害者相談支援センターいぶき		028-678-3502		028-676-3501		329-1216		高根沢町桑窪2266-2		高根沢町 タカネザワマチ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1				短期入所など受け入れてくれる施設を増やしてほしい。県内で受け入れていただけない為、県外の施設を考えなくてはいけない方がいます。 タンキ ニュウショ ウ イ シセツ フ ケンナイ ウ イ タメ ケンガイ シセツ カンガ カタ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所わくわくおやま		0285-24-6575		0285-20-0255		323-0022		小山市駅東通り3-9-6		小山市 オヤマシ		1		0		1		0		1		1		1		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		関係事業所が多いことで情報収集連携等大変。医療機関とも連携を図る必要あり。レスパイト、ショートステイの受入困難。利用できる事業所が少ない。 カンケイ ジギョウショ オオ ジョウホウ シュウシュウ レンケイ ナド タイヘン イリョウ キカン レンケイ ハカ ヒツヨウ ウケイレ コンナン リヨウ ジギョウショ スク		0				重症心身障害児（者）を受け入れしてくれる事業所、施設がもっと多くあればよいと思われる。通所日中一時短期入所など。相談支援、計画作成についてもほかの事業所が受け入れてくれないとの理由で受け入れ可能事業所へ集中してしまう為、相談員への研修等を増やせばよいが。しかし日々の業務が多忙であるため、難しいのかな？ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ ウ イ ジギョウショ シセツ オオ オモ ツウショ ニッチュウ イチジ タンキ ニュウショ ソウダン シエン ケイカク サクセイ ジギョウショ ウ イ リユウ ウ イ カノウ ジギョウショ シュウチュウ タメ ソウダン イン ケンシュウ ナド フ ヒビ ギョウム タボウ ムズカ

		承諾 ショウダク		相談支援センターネクスト		080-8854-9551		0280-612-1558		320-0034		宇都宮市泉町6-25		宇都宮市 ウツノミヤシ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2

		承諾 ショウダク		相談支援事業のぞみ		0287-65-2288		0287-65-2282		329-3152		那須塩原市上中野53		那須塩原市、大田原市、那須町 ナスシオバラ シ オオタワラシ ナスマチ		1		0		1		0		0		0		1		1		1		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		現サービスでの医療ケアをふまえ、将来にむけて他事業との連携につなげるよう計画作成、調整に苦労した。 ゲン イリョウ ショウライ タ ジギョウ レンケイ ケイカク サクセイ チョウセイ クロウ		0				選択肢が増えるよう受け入れ可能な福祉サービス事業所の増加が必要だと思われます。 センタクシ フ ウ イ カノウ フクシ ジギョウショ ゾウカ ヒツヨウ オモ

		承諾 ショウダク		サポートセンターひばり		028-670-0330		028-667-7315		321-3236		宇都宮市竹下町435-159		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		苦労ではないが、お母様がとても一生懸命ですでにサービスも繋がっていたため、現状を計画にする形となったが、計画作成後のかかわりについて相談員としてどのようにすべきことが望ましいかと考える。 クロウ カアサマ イッショウケンメイ ツナ ゲンジョウ ケイカク カタチ ケイカク サクセイ ゴ ソウダン イン ノゾ カンガ		0				福祉サービスや医療、またボランティアが入室されるととてもよいと思います。また、介助者（家族）のケアも考えると気軽に参加できるようなイベント（医療が整っていたり、介助するボランティアさんがいたり）や、同じ重症心身障害児（者）をもつかたとのネットワークがあるといいのかなと思います。 フクシ イリョウ ニュウシツ オモ カイジョシャ カゾク カンガ キガル サンカ イリョウ トトノ カイジョ オナ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ オモ

		承諾 ショウダク		高根沢町障害児者生活支援センターすまいる タカネザワマチ		028-612-2751		028-612-2752		329-1225		栃木県塩谷郡高根沢町石末1825　福祉センター内 ３２９－１２２５ フクシ ナイ		高根沢町 タカネザワマチ		1		0		1		0		0		0		1		0		0		1		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		地元に使える資源がなく苦労した ジモト ツカ シゲン クロウ		0				①医療と福祉の連携ネットワーク②重心の方でも利用できるサービスが増えること③訪問診療医 イリョウ フクシ レンケイ ジュウシン カタ リヨウ フ ホウモン シンリョウ イ

		承諾 ショウダク		障害者相談支援センターフォレスト		0284-91-1816		0284-91-2867		326-0011		足利市大沼田町615		足利市及び近隣市町村 アシカガシ オヨ キンリン シチョウソン		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0				0

		承諾 ショウダク		障がい者相談支援事業所ケアサプライ		0287-73-5312		0287-73-5311		329-3221		栃木県那須郡那須町漆塚762-102 ３２９－３２２１		白河市、那須町、那須塩原市、大田原市 シラカワシ ナスマチ ナスシオバラシ オオタワラシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1				サービスを提供できる事業所の充実を図る テイキョウ ジギョウショ ジュウジツ ハカ

		承諾 ショウダク		南栃木支援センター相談支援		0285-44-6118		0285-44-7215		329-0412		下野市柴1432-105		下野市、小山市、壬生町 シモノ シ オヤマシ ミブマチ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		0		1		介護保険と併用する場合のみ対応する カイゴ ホケン ヘイヨウ バアイ タイオウ		0		1				3		介護保険と併用する場合のみ作成する カイゴ ホケン ヘイヨウ バアイ サクセイ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所とまり木		0287-54-2854		0287-54-2230		324-0231		大田原市北野上3952		大田原市、那須塩原市、那須町 オオタワラシ ナスシオバラシ ナスマチ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1				当事業所の対応範囲は現在、知的障害者特に中・軽度が主だが、精神（高次脳機能障害も含む）分野もやり始めている。今後重症心身障害者もほかの相談支援事業所の助けを得ながら、勉強しながら対応したいと考えている。そのために研修や見学の機会を多く作っていただきたい。今は、当事業所はその程度しか考えられない。 トウ ジギョウショ タイオウ ハンイ ゲンザイ チテキ ショウガイシャ トク チュウ ケイド オモ セイシン コウジ ノウ キノウ ショウガイ フク ブンヤ ハジ コンゴ ジュウショウ シンシン ショウガイシャ ソウダン シエン ジギョウショ タス エ ベンキョウ タイオウ カンガ ケンシュウ ケンガク キカイ オオ ツク イマ トウ ジギョウショ テイド カンガ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所ポンテ		028-652-7288		028-652-6355		321-0341		宇都宮市古賀志町1964-12		宇都宮、鹿沼、日光、壬生 ウツノミヤ カヌマ ニッコウ ミブ		0		1		1		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0				0				未就学児（3～5才）の方の医療型児童発達支援を分離で行う施設が数か所あると良いと思います。 ミシュウガクジ サイ カタ イリョウ ガタ ジドウ ハッタツ シエン ブンリ オコナ シセツ スウ ショ ヨ オモ

		承諾 ショウダク		相談支援センター光輝舎		0285-70-2020		0285-72-8222		321-4105		芳賀郡益子町北中1113-1		芳賀郡、真岡市等 ハガ グン モオカシ ナド		1		0		1		0		1		1		1		1		0		1		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		利用できるサービス事業所が少ない。重心児者に合わせたプログラムが見つからない（近隣で） リヨウ ジギョウショ スク ジュウシン ジ シャ ア ミ キンリン		0				本人の状態にもよるが、重度化する状況に対応できる事業所の確保。家族の負担が大きくなり在宅生活の継続が困難になることが予測されるので、在宅で支援が受けられるような体制の充実と、レスパイトサービスの拡大。 ホンニン ジョウタイ ジュウドカ ジョウキョウ タイオウ ジギョウショ カクホ カゾク フタン オオ ザイタク セイカツ ケイゾク コンナン ヨソク ザイタク シエン ウ タイセイ ジュウジツ カクダイ

		承諾 ショウダク		特定相談支援事業所やすらぎ		028-650-7727		028-650-7728		320-0011		宇都宮市富士見が丘3－19－20		宇都宮市 ウツノミヤシ		0		0		1		0		1		0		0		0		0		1		1		0		0				0		3		対応できるヘルパーがいれば支援する タイオウ シエン		0		0		0		0				0		1				3

		承諾 ショウダク		障がい者支援センターにんべん		028-686-2539		028-686-2584		329-1417		さくら市フィオーレ喜連川5-2-1　フィオーレガーデン1-102		さくら市 シ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1				地域資源アンケートをいただきありがとうございました。設問に対しまして知識不足にこれでいいのかという思いです。相談支援専門員として設問にありました「3」要望がでますれば、先輩相談員・各職種の方々に相談・指導をいただき、相談支援事業を行ってみたいと考えます。大島先生について学ばせて頂きました。 チイキ シゲン セツモン タイ チシキ ブソク オモ ソウダン シエン センモンイン セツモン ヨウボウ センパイ ソウダン イン カクショクシュ カタガタ ソウダン シドウ ソウダン シエン ジギョウ オコナ カンガ オオシマ センセイ マナ イタダ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所おやま		0285-22-1833		0285-228946		323-0014		小山市喜沢660		小山市、下野市 オヤマシ シモノ シ		1		0		1		0		1		1		0		0		0		0		0		1		0				2		3				0		0		0		0				1		0		本人の意思が明確でないので親の意向中心のものになってしまった。 ホンニン イシ メイカク オヤ イコウ チュウシン		0

		承諾 ショウダク		真岡介護センター		0285-80-5200		0285-80-5211		321-4361		真岡市並木町1-8-1　シティ並木102 ナミキ		真岡市、芳賀町南部、市貝町南部、益子町西部、上三川東部 モオカシ ハガマチ ナンブ イチ ガイ チョウ ナンブ マシコ チョウ セイブ カミノカワ トウブ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		0		1				0		1				3		担当者の受け持ちケースの状況など考慮し対応できるか検討したい タントウシャ ウ モ ジョウキョウ コウリョ タイオウ ケントウ

		承諾 ショウダク		さの社協相談支援センターほっぷ		0283-22-8152		0283-22-8199		327-0003		佐野市大橋町3212-27		佐野市全域 サノシ ゼンイキ		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2		現在相談支援専門員1名で行っているため ゲンザイ ソウダン シエン センモンイン メイ オコナ

		承諾 ショウダク		相談支援ウエイブ		0282-23-4465		0282-23-4465		328-0012		栃木市平柳町1-2-7		栃木市、壬生町 トチギシ ミブマチ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		1		0				0		1				2		指定特定相談支援事業で精神に対応しているため シテイ トクテイ ソウダン シエン ジギョウ セイシン タイオウ		ご家族の中だけでは生活がマンネリ化して単調になりかねないので、音楽、体を動かす、読み聞かせ麻痺・拘縮のマッサージなどのリハビリの頻度を高める。ご本人が楽しいと感じることを提供できる。ご家族が疲弊しないよう旅行や趣味などの充実した時間がもてるようサービスを利用していくこと。 カゾク ナカ セイカツ カ タンチョウ オンガク カラダ ウゴ ヨ キ マヒ コウシュク ヒンド タカ ホンニン タノ カン テイキョウ カゾク ヒヘイ リョコウ シュミ ジュウジツ ジカン リヨウ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所わらしべの家		0282-27-1627		0282-27-1675		328-0011		栃木市大宮町2708-3		栃木市 トチギシ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1		専門的な知識が不十分なため行政などの機関と相談しながらの対応となります センモンテキ チシキ フジュウブン ギョウセイ キカン ソウダン タイオウ		短期入所や移動支援などの福祉サービス利用時にお付き合いのある医療機関や訪問看護の看護師が同行でき緊急時の対応が迅速にとれる体制（すでにできていたらすみません） タンキ ニュウショ イドウ シエン フクシ リヨウ ジ ツ ア イリョウ キカン ホウモン カンゴ カンゴシ ドウコウ キンキュウジ タイオウ ジンソク タイセイ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所　空		0287-73-8165		0287-73-8165		329-3157		那須塩原市大原間西1-19-9		那須塩原市、大田原市、那須町 ナスシオバラ シ オオタワラシ ナスマチ		1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		重心のお子様の療育支援をやっていたので、苦労はありませんでしたが、医療（訪問看護）訪問リハ訪問入浴の制度を知らなかったので、その方々との連携が取れて大変勉強になりました。 ジュウシン コサマ リョウイク シエン クロウ イリョウ ホウモン カンゴ ホウモン ホウモン ニュウヨク セイド シ カタガタ レンケイ ト タイヘン ベンキョウ		0				医療的ケアの必要な方には支援スタッフ・必ず看護師の方が不在では双方安心したケアはできません。例）乳幼児の通所事業は保母と看護師さん。小学→高校までは義務教育がありますが事後に生活介護はもちろんですが、本当に重心の方の為の日中活動の場が不足しているとおもいますので重心の方の通所事業は必要と思います。家庭以外で通える場所→一時預かりや療育支援事業→高校卒業後は通所施設（一時預かりも含めて） イリョウテキ ヒツヨウ カタ シエン カナラ カンゴシ カタ フザイ ソウホウ アンシン レイ ニュウヨウジ ツウショ ジギョウ ホボ カンゴシ ショウガク コウコウ ギム キョウイク ジゴ セイカツ カイゴ ホントウ ジュウシン カタ タメ ニッチュウ カツドウ バ フソク ジュウシン カタ ツウショ ジギョウ ヒツヨウ オモ カテイ イガイ カヨ バショ イチジ アズ リョウイク シエン ジギョウ コウコウ ソツギョウゴ ツウショ シセツ イチジ アズ フク

		承諾 ショウダク		相談支援事業所みどり		0285-45-8362		0285-45-8397		329-0214		小山市乙女786-1		小山市、栃木市、古河市、結城市 オヤマシ トチギシ コガシ ユウキシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0		大人は対応可能 オトナ タイオウ カノウ		1		1		大人はあるが、こどもはない。先日訪問介護を事業所にお願いしたところどこの事業所も受けていただけなかった。 オトナ センジツ ホウモン カイゴ ジギョウショ ネガ ジギョウショ ウ		3		成人しか計画相談をしたことがないので不安である。当事業所は相談員が一名なので相談する相手がいない セイジン ケイカク ソウダン フアン トウ ジギョウショ ソウダン イン イチメイ ソウダン アイテ		サービス事業所で受けてもらえないケースがある。特に重心や精神知的等重複して疾患を持っていると問い合わせた時点でお断りされてします。 ジギョウショ ウ トク ジュウシン セイシン チテキ ナド チョウフク シッカン モ ト ア ジテン コトワ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所こころみ		0284-41-5039		0284-43-2665		326-0061		足利市田島町611-2				0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		1		0				0		1				3		これまで前例がなく、またこの障害について熟知した方（機関）があるならそちらでしていただいた方がご本人様にとってよい支援であると考えるから。※現在当法人の入所・通所等サービスを利用されている方の相談支援がほとんどの状況です。 ゼンレイ ショウガイ ジュクチ カタ キカン ホウ ホンニンサマ シエン カンガ ゲンザイ トウホウジン ニュウショ ツウショ ナド リヨウ カタ ソウダン シエン ジョウキョウ

		承諾 ショウダク		相談支援センターのどか　真岡センター		0285-81-5890		0285-85-8452		321-4305		真岡市荒町111-1		真岡市、芳賀町、市貝町、益子町、茂木町 モオカシ ハガマチ イチガイ マチ マシコ チョウ モギ マチ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1				在宅での生活では家族の介護負担の軽減が必要。フォーマルインフォーマルの枠にとらわれない福祉サービス。 ザイタク セイカツ カゾク カイゴ フタン ケイゲン ヒツヨウ ワク フクシ

		承諾 ショウダク		友井タクシー介護ステーションふれあい		0285-30-0840		0285-30-0844		323-0025		小山市城山町2丁目12-25		小山市 オヤマシ		1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		利用するサービスは多様で、施設・病院・学校など医療福祉事業所数も多く連携を図るのが困難。学校行事に参加するための会出自の支援サービスがない。 リヨウ タヨウ シセツ ビョウイン ガッコウ イリョウ フクシ ジギョウショ スウ オオ レンケイ ハカ コンナン ガッコウ ギョウジ サンカ カイ シュツジ シエン		0				ご家族様が安心して預けることができる施設と必要に預けられる施設の数は少ない。片道１時間以上かかるためとても不便に思います。呼吸器の方の預かり先は少ない。 カゾクサマ アンシン アズ シセツ ヒツヨウ アズ シセツ カズ スク カタミチ ジカン イジョウ フベン オモ コキュウキ カタ アズ サキ スク

		承諾 ショウダク		もくせいの里		0282-43-0593		0282-43-1387		329-4405		栃木市大平町西山田1198		栃木市内 トチギシナイ		0		1		1		0		1		0		0		1		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		ニーズにあてはまるサービスがなかった。例）①入浴支援②移送サービス　①自宅の浴槽では支援が入れず訪問入浴を検討。しかし、浴槽を置けるスペースがなく断念。②主たる介護者が入院。学校までの送迎ができず特例で市の移送サービスを利用するもかなり時間を要した。 レイ ニュウヨク シエン イソウ ジタク ヨクソウ シエン ハイ ホウモン ニュウヨク ケントウ ヨクソウ オ ダンネン シュ カイゴシャ ニュウイン ガッコウ ソウゲイ トクレイ シ イソウ リヨウ ジカン ヨウ		0				①地域の理解や協力②受け入れの拡大（重心の通所、24時間看護体制が整った短期入所）③デマンドタクシー等関係者の重心に対する理解（理解附属により資源として存在するが利用しがたい）④児童が入浴支援を受けられる環境（家族の身体的な介護負担軽減） チイキ リカイ キョウリョク ウ イ カクダイ ジュウシン ツウショ ジカン カンゴ タイセイ トトノ タンキ ニュウショ ナド カンケイシャ ジュウシン タイ リカイ リカイ フゾク シゲン ソンザイ リヨウ ジドウ ニュウヨク シエン ウ カンキョウ カゾク シンタイテキ カイゴ フタン ケイゲン

		承諾 ショウダク		足利障害者相談支援センター		0284-44-0307		0284-44-0318		326-0064		足利市東砂原後町1072		足利市、佐野市 アシカガシ サノシ		1		0		1		0		1		0		0		1		0		1		0		1		0				1		0				0		0		0		0				0		1				2		委託相談支援事業所のため イタク ソウダン シエン ジギョウショ		医療的ケアが整った施設のショートステイ充実が必要。また、特に呼吸器をつけた方のショート療養介護の利用とそれらを利用するための送迎体制の充実が必要。 イリョウテキ トトノ シセツ ジュウジツ ヒツヨウ トク コキュウキ カタ リョウヨウ カイゴ リヨウ リヨウ ソウゲイ タイセイ ジュウジツ ヒツヨウ

		承諾 ショウダク		指定障害者相談支援事業所あるしぇん		0282-86-7665		0282-21-7109		321-0201		栃木県下都賀郡壬生町安塚2032 ３２１－０２０１		壬生町 ミブマチ		1		0		1		0		1		0		0		1		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		①相談支援専門員として重症心身障害児（者）の方に対する支援の知識や経験が少ない②医療的ケアが必要となる方に対して対応できる福祉サービス（事業所）が少ない。 ソウダン シエン センモンイン ジュウショウシンシンショウガイジ シャ カタ タイ シエン チシキ ケイケン スク イリョウテキ ヒツヨウ カタ タイ タイオウ フクシ ジギョウショ スク		0				医療的ケアが必要な方に関して、福祉のサービスでは対応しきれない部分が多く、結果として家族が本人を抱え込まざるを得ない現状があるように感じます。家族の介護負担が少しでも軽減できるよう福祉サービスも柔軟な対応が出来るようになるといいなと思います。 イリョウテキ ヒツヨウ カタ カン フクシ タイオウ ブブン オオ ケッカ カゾク ホンニン カカ コ エ ゲンジョウ カン カゾク カイゴ フタン スコ ケイゲン フクシ ジュウナン タイオウ デキ オモ

		承諾 ショウダク		下野市相談支援事業所 こばと		0285-44-6783		0285-44-6783		329-0414		下野市小金井1146-6		下野市、上三川町 シモノ シ カミノカワマチ		1		0		1		0		0		0		1		1		0		1		1		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		医療的ケアが必要な乳幼児に対応できるヘルパー事業所。短期入所・日中一時支援事業所が近くにない（少ない）。 イリョウテキ ヒツヨウ ニュウヨウジ タイオウ ジギョウショ タンキ ニュウショ ニッチュウ イチジ シエン ジギョウショ チカ スク		0				設問5で回答した内容：外出可能な方は児童発達支援を利用可能であるが無理な方は外部との交流をもちにくい。訪問看護・訪問リハビリが入っているケースはいいがない場合母子で孤立しがち。幸いあそびの支援をしてくれるヘルパー事業所があり支援につながっている。ヘルパー利用を希望されない家庭、利用したくてもヘルパー事業所がない等支援に苦慮する。 セツモン カイトウ ナイヨウ ガイシュツ カノウ カタ ジドウ ハッタツ シエン リヨウ カノウ ムリ カタ ガイブ コウリュウ ホウモン カンゴ ホウモン ハイ バアイ ボシ コリツ サイワ シエン ジギョウショ シエン リヨウ キボウ カテイ リヨウ ジギョウショ ナド シエン クリョ

		承諾 ショウダク		相談支援センターぴあん ソウダン シエン		0282-31-1755		0282-31-2919		328-0067		栃木市皆川城内町333-2		栃木市、小山市 トチギシ オヤマシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1				これまで現場で関わったことがなく、事例検討でしか情報を把握しておらず不安はあります。でも関係機関やご家族様からいろいろなことを教えて頂きながら相談支援として専門性を活かせればと思っています。色々な立場の方からお話をお伺いしてもご家族や医療機関専門的な事業所の負担が大きく相談支援があまり役に立つことができていない（場合によっては自ら引いてしまう）今の現状を少しでも変えていければいいと思います。 ゲンバ カカ ジレイ ケントウ ジョウホウ ハアク フアン カンケイ キカン カゾクサマ オシ イタダ ソウダン シエン センモンセイ イ オモ イロイロ タチバ カタ ハナシ ウカガ カゾク イリョウ キカン センモンテキ ジギョウショ フタン オオ ソウダン シエン ヤク タ バアイ ミズカ ヒ イマ ゲンジョウ スコ カ オモ

		承諾 ショウダク		うつのみや		028-632-6074/090-4059-9728		028-632-6075		320-0861		宇都宮市西2-1-7		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				3		専門的な知識を社会資源のアドバイスを他相談支援事業所からいただきながらみずからの事業所で引き受けるという形が望ましい センモンテキ チシキ シャカイ シゲン ホカ ソウダン シエン ジギョウショ ジギョウショ ヒ ウ カタチ ノゾ

		承諾 ショウダク		サポートセンターきりん		028-612-3838		028-678-3257		321-0905		栃木県宇都宮市平出工業団地43-100 ３２１－０９０５		宇都宮市 ウツノミヤシ		0		1		1		0		1		0		0		1		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		療養介護に入所しているので他のサービスの利用が困難。そのための社会資源をつなげたり、活用したりするのが難しい。 リョウヨウ カイゴ ニュウショ ホカ リヨウ コンナン シャカイ シゲン カツヨウ ムズカ		0				今後、市町村などで展開されていく生活拠点に関する事業をうまく活用できればいいなと感じています。入所されている方々については地域とのつながり方が今後は重要になってくると思われますので、広く門扉を開けた活動などが多くなってくるといいなと思っています。 コンゴ シチョウソン テンカイ セイカツ キョテン カン ジギョウ カツヨウ カン ニュウショ カタガタ チイキ カタ コンゴ ジュウヨウ オモ ヒロ モンピ ア カツドウ オオ オモ

		承諾 ショウダク		さわやか相談支援センター		0280-57-4884		0280-57-4994		329-0112		野木町南赤塚1145-1		小山市、野木町、古河市、栃木市 オヤマシ ノギマチ コガシ トチギシ		0		1		1		0		0		0		1		0		0		1		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		現実的な目標の位置づけ ゲンジツテキ モクヒョウ イチ		0

		承諾 ショウダク		相談支援事業所つばさ		0287-53-7393		0287-53-7394		324-0044		大田原市親園824-1		大田原市、那須塩原市、那須烏山市、矢板市、さくら市、那須町、塩谷町、高根沢町 オオタワラシ ナスシオバラシ ナスカラスヤマシ ヤイタシ シ ナスマチ シオ タニ マチ タカネザワマチ		1		0		1		0		1		0		1		1		0		1		0		0		0				1		2		医療的なケアが必要なケース、将来的に短期入所につなげたいケースだった為、専門の事業所に依頼した イリョウテキ ヒツヨウ ショウライテキ タンキ ニュウショ タメ センモン ジギョウショ イライ		1		1		0		0				1		0		使えるサービスの少なさに調整が難しかった ツカ スク チョウセイ ムズカ		1				乳幼児期の受け入れ可能な福祉サービス等の社会資源が必要である。 ニュウヨウジ キ ウ イ カノウ フクシ ナド シャカイシゲン ヒツヨウ

		承諾 ショウダク		特定相談支援センターはじめ		0284-22-4561		0284-22-4562		326-0143		足利市葉鹿町735-1		足利市 アシカガシ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1

		承諾 ショウダク		上三川障がい児・者生活相談支援センター		0285-38-6854		0285-38-6841		329-0611		上三川町上三川5082-15		上三川町 カミノカワマチ		1		0		1		0		1		0		0		1		0		0		0		0		0				1		0				0		0		0		0				1		0				0

		承諾 ショウダク		はつらつサロン南天相談支援事業所		0285-22-4659		0285-38-6529		323-0027		小山市花垣町2-3-19		小山市、栃木市 オヤマシ トチギシ		0		0		1		0		1		1		0		1		1		1		1		1		0				0		0				0		0		0		0				1		0		利用したいサービス事業所が少なく生活改善、家族、支援者の負担軽減に繋がらない（訪問入浴、ショートステイ、生活介護などなど（就労Ａ型））医師によっては連携が困難。何処の精神科がよいかと利用者に問われるが答えは解らない。 リヨウ ジギョウショ スク セイカツ カイゼン カゾク シエンシャ フタン ケイゲン ツナ ホウモン ニュウヨク セイカツ カイゴ シュウロウ ガタ イシ レンケイ コンナン ドコ セイシンカ リヨウシャ ト コタ ワカ		0				本人の選択や受け入れ事業所の間口を広げる。例えば入浴はヘルパーの2人対応で行ているがヘルパー不足や腰痛の悪化などで対応が難しくなってくる。機会浴のできる生活介護を勧めるも本人の選択肢がない。自宅から出かける自由さのようなものが閉ざされているような気がする。反面高齢者のサービスは増加する一方で利用者が不足し閉鎖なども聞かれる。高齢者・障害者がともにデイサービスやショートステイを利用できるようにならないかと思う。障害児については働く両親をサポートすることで生活の安定や療育などへ通園のし易さを図り、送迎サービスの充実など。 ホンニン センタク ウ イ ジギョウショ マグチ ヒロ タト ニュウヨク ニン タイオウ オコナ ブソク ヨウツウ アッカ タイオウ ムズカ キカイ ヨク セイカツ カイゴ スス ホンニン センタクシ ジタク デ ジユウ ト キ ハンメン コウレイシャ ゾウカ イッポウ リヨウシャ フソク ヘイサ キ コウレイシャ ショウガイシャ リヨウ オモ ショウガイジ ハタラ リョウシン セイカツ アンテイ リョウイク ツウエン ヤス ハカ ソウゲイ ジュウジツ

		承諾 ショウダク		障がい者生活支援センターこぶし		028-680-5746		028-688-0214		321-0126		栃木県宇都宮市茂原町837-1		宇都宮市、上三川町 ウツノミヤシ カミノカワマチ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1				①医療機関との細かな連携体制②相談関係者を含め本人に関わり支援をするなかで即座に動きが取れるようなフットワークの軽いチーム作り イリョウ キカン コマ レンケイ タイセイ ソウダン カンケイシャ フク ホンニン カカ シエン ソクザ ウゴ ト カル ヅク
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ある	今後依頼があれば作成する	他の相談支援事業所に依頼する	作成するかどうかわからない	33	15	18	14	

相談支援事業所 (記述)

		Ｑ1.貴施設について、お伺いいたします キ シセツ ウカガ										事業所名とコメントをくっつけるで一表を作る ジギョウショ メイ イッピョウ ツク

		1		事業所名 ジギョウショ メイ								今月中 コンゲツ チュウ

		2		電話番号 デンワ バンゴウ								地図と一覧表をパワーポイント チズ イチラン ヒョウ

		3		FAX番号 バンゴウ								各項目ごとにページを作る カクコウモク ツク

		4		所在地 ショザイチ

		5		訪問可能な主な市町村 ホウモン カノウ オモ シチョウソン

		Ｑ2.重症心身障害児（者）の定義をご存知ですか ジュウショウシンシンショウガイジ シャ テイギ ゾンジ

		Ｑ2-1		知っている シ

		Ｑ2-2		知らない シ

		Ｑ3.重症心身障害児（者）の方（家族・関係機関等）からの相談を受けたことがありますか ジュウショウシンシンショウガイジ シャ カタ カゾク カンケイ キカン ナド ソウダン ウ

		Ｑ3-1		1		ある

		Ｑ3-2		2		ない

		Ｑ3-1-Ａ

				Ａ-1それは誰からの相談でしたか ダレ ソウダン

				1		ａ.家族 カゾク

				2		ｂ.支援者 シエンシャ

				3		ｃ.関係機関 カンケイ キカン

				Ａ-2それはどんな相談でしたか（複数回答可） ソウダン フクスウ カイトウ カ

				1		ａ.生活上の相談 セイカツ ジョウ ソウダン

				2		ｂ.医療的な相談 イリョウテキ ソウダン

				3		ｃ.制度に関する相談 セイド カン ソウダン

				4		ｄ.教育に関する相談 キョウイク カン ソウダン

				5		ｅ.サービス等利用計画書作成に関する相談 ナド リヨウ ケイカクショ サクセイ カン ソウダン

				6		ｆ.その他 タ

				Ａ-3それらの相談事業所として対応（解決）はできましたか ソウダン ジギョウショ タイオウ カイケツ

				1		ａ.できた

				2		ｂ.できなかった

				Ａ-3-1それはどうしてですか

				1		ａ解決手段・方法がなかった カイケツ シュダン ホウホウ

				2		ｂ.ほかの相談支援事業所に依頼した ソウダン シエン ジギョウショ イライ

				3		ｃ.行政に依頼した ギョウセイ イライ

				4		ｄ.その他 タ

		Ｑ4.Ｑ3-2「ない」→これから重症心身障害児（者）の方（本人・家族等）からの相談があればどのように対応されますか ジュウショウシンシンショウガイジ シャ カタ ホンニン カゾク ナド ソウダン タイオウ

				Ｑ4-1		自分の事業所で対応する ジブン ジギョウショ タイオウ

				Ｑ4-2		ほかの相談支援事業所へ依頼する ソウダン シエン ジギョウショ イライ

				Ｑ4-3		行政に依頼する ギョウセイ イライ

				Ｑ4-4		その他 タ

		Ｑ5.重症心身障害児（者）の方のサービス等利用計画書を作成したことがありますか ジュウショウシンシンショウガイジ シャ カタ ナド リヨウ ケイカクショ サクセイ

				Ｑ5-1		ある

				Ｑ5-2		ない

						Ｑ5-1-Ａ		「ある」と回答→作成にあたり、苦労したこと困ったことがありましたか カイトウ サクセイ クロウ コマ

						Ｑ5-2-Ａ		「ない」と回答 カイトウ

						1		ａ.今後依頼があれば作成する コンゴ イライ サクセイ

						2		ｂ.他の相談支援事業所に依頼する ホカ ソウダン シエン ジギョウショ イライ

						3		ｃ.作成するかどうかわからない サクセイ

						Ｑ5-2-Ａ-1		b.cを回答→それはどうしてですか カイトウ

		Q6.重症心身障害児（者）の方がより良い在宅生活をしていく上で何か必要だと思うことがあればご自由にお書きください ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ カタ ヨ ザイタク セイカツ ウエ ナニ ヒツヨウ オモ ジユウ カ



		承諾可否 ショウダク カヒ		Q1												Ｑ2.重症心身障害児（者）の定義をご存知ですか ジュウショウシンシンショウガイジ シャ テイギ ゾンジ				Ｑ3.重症心身障害児（者）の方（家族・関係機関等）からの相談を受けたことがありますか ジュウショウシンシンショウガイジ シャ カタ カゾク カンケイ キカン ナド ソウダン ウ																														Ｑ4.Ｑ3-2「ない」→これから重症心身障害児（者）の方（本人・家族等）からの相談があればどのように対応されますか ジュウショウシンシンショウガイジ シャ カタ ホンニン カゾク ナド ソウダン タイオウ										Ｑ5.重症心身障害児（者）の方のサービス等利用計画書を作成したことがありますか ジュウショウシンシンショウガイジ シャ カタ ナド リヨウ ケイカクショ サクセイ										Q6.重症心身障害児（者）の方がより良い在宅生活をしていく上で何か必要だと思うことがあればご自由にお書きください ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ カタ ヨ ザイタク セイカツ ウエ ナニ ヒツヨウ オモ ジユウ カ

				事業所名 ジギョウショ メイ		電話番号 デンワ バンゴウ		FAX番号 バンゴウ		郵便番号 ユウビンバンゴウ		所在地 ショザイチ		訪問可能な主な市町村 ホウモン カノウ オモ シチョウソン		知っている		知らない シ		ある		ない		それは誰からの相談でしたか						それはどんな相談でしたか														それらの相談事業所として対応（解決）はできましたか						自分の事業所で対応する ジブン ジギョウショ タイオウ		他の相談支援事業所へ依頼する ホカ ソウダン シエン ジギョウショ イライ		行政に依頼する ギョウセイ イライ		その他 タ				ある		ない		「ある」と回答		「ない」
と回答		b.c（23）を回答

																								家族 カゾク		支援者 シエンシャ		関係機関 カンケイ キカン		生活上の相談 セイカツ ジョウ ソウダン		医療的な相談 イリョウテキ ソウダン		制度に関する相談 セイド カン ソウダン		教育に関する相談 キョウイク カン ソウダン		サービス等利用計画書作成に関する相談 ナド リヨウ ケイカクショ サクセイ カン ソウダン		その他 タ		その他回答 タ カイトウ		それらの相談事業所として対応（解決）はできましたか		それはどうしてですか		それはどうしてですか

		否 イナ		手話通訳派遣協会相談支援事業所		0287-73-4422		0287-62-7776		325-0026		栃木県那須塩原市上厚崎431-17 ３２５－００２６				0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		0		1		本事業所と同様の地域で一般相談支援事業所と連携を図り対応する ホン ジギョウショ ドウヨウ チイキ イッパン ソウダン シエン ジギョウショ レンケイ ハカ タイオウ		0		1		0		2		当事業所は手話通訳派遣を主目的とする事業所であるため、聴覚障害に対するノウハウはあるがそれ以外の障害者に対応する専門性を有していない為 トウ ジギョウショ シュワ ツウヤク ハケン シュモクテキ ジギョウショ チョウカク ショウガイ タイ イガイ ショウガイシャ タイオウ センモンセイ ユウ タメ

		否 イナ		相談支援事業所すまいる		0285-45-7199		0285-45-8437		329-0205		小山市間々田750-1		小山市 オヤマシ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		1		0				0		1		0		3		現在担当させていただいているケースの他に受け入れる時間的余裕がないため。また専門的な知識や経験がなく自信がないため。 ゲンザイ タントウ ホカ ウ イ ジカンテキ ヨユウ センモンテキ チシキ ケイケン ジシン

		否 イナ		やまゆりの里		0284-90-2030		0284-90-2031		326-0011		足利市大沼田町525-1		足利市 アシカガシ		0		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		ショートステイの利用が可能かどうか リヨウ カノウ		2		1		ショートの利用を希望していたが、幼児で夜間に吸引が必要とのことだったので職員配置上困難と判断 リヨウ キボウ ヨウジ ヤカン キュウイン ヒツヨウ ショクイン ハイチ ジョウ コンナン ハンダン		0		0		0		0				0		1		0		2		あしかがの森さんが近くにあり専門性もあるため モリ チカ センモンセイ

		否 イナ		相談支援センターひかり		028-612-7717		028-612-7718		320-0072		宇都宮市若草4-20-7		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		0		1		0		1		0		0		1		0		1		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		居宅介護事業所とニーズのマッチング キョタク カイゴ ジギョウショ		0				短期入所事業所（医療的ケア対応型）の整備 タンキ ニュウショ ジギョウショ イリョウテキ タイオウガタ セイビ

		否 イナ		相談支援センター歩み		028-667-5151		028-667-5150		321-3233		宇都宮市上籠谷町3792		真岡市、芳賀町、宇都宮市 モオカシ ハガマチ ウツノミヤシ		0		1		1		0		0		1		0		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		毎日お会いしている方ではないしお話ができる方ではないので、計画書を作ることは少々戸惑いはありましたが、すべて療育指導室の先生にご指導いただき作成することができました。お幸せな時を過ごしてほしいという思いはいっぱいありますが、なにも出来ていない自分が申し訳ないような気持ちです。 マイニチ ア カタ ハナシ カタ ケイカクショ ツク ショウショウ トマド リョウイク シドウシツ センセイ シドウ サクセイ シアワ トキ ス オモ デキ ジブン モウ ワケ キモ		0				すみません。経験不足で在宅の方はよくわかりませんが、独立行政法人国立病院機構宇都宮病院にお伺いし行き届いた介護、職員の先生方の情熱にこういうところで重症心身障害者の方が過ごせることは幸せなのでは…としみじみ思いました。 ケイケン ブソク ザイタク カタ ドクリツ ギョウセイ ホウジン コクリツ ビョウイン キコウ ウツノミヤ ビョウイン ウカガ イ トド カイゴ ショクイン センセイガタ ジョウネツ ジュウショウ シンシン ショウガイシャ カタ ス シアワ オモ

		否 イナ		ワークス共育		0287-39-5593		0287-39-5630		329-2213		那須塩原市上大貫2028-2				1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		0		1		状況に応じて対応する ジョウキョウ オウ タイオウ		0		1				1				相談支援専門員のレベルアップが必要ではないかと思います ソウダン シエン センモンイン ヒツヨウ オモ

		否 イナ		指定特定相談支援センタードリーム		0288-32-2280		0288-32-2281		321-2341		日光市大沢町274		日光市、塩谷町、鹿沼市、宇都宮市 ニッコウシ シオヤ チョウ カヌマシ ウツノミヤ シ		0		1		1		0		1		0		0		1		1		1		0		0		0				1		0				0		0		0		0				1		0		計画を作成するにあたり医療機関との連携方法を具体化していくことに連絡調整に時間を要しました。また医師同士でのやりとりの方が早いように感じました。※解決できたと言っても施設の空き待ちで関係する病院で入院しております。 ケイカク サクセイ イリョウ キカン レンケイ ホウホウ グタイカ レンラク チョウセイ ジカン ヨウ イシ ドウシ ホウ ハヤ カン カイケツ イ シセツ ア マ カンケイ ビョウイン ニュウイン		0				入所ではなく、医療ケアのできる短期入所やグループホーム、日中一時、生活介護の拡充が必要であること。また重症心身障害児（者）への理解を広めていき、理解者を増やすこと、訪問看護、訪問医療、居宅介護も活用しやすい環境づくりを相談支援専門員はネットワークづくりに努めなければんらないと思います。 ニュウショ イリョウ タンキ ニュウショ ニッチュウ イチジ セイカツ カイゴ カクジュウ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ リカイ ヒロ リカイシャ フ ホウモン カンゴ ホウモン イリョウ キョタク カイゴ カツヨウ カンキョウ ソウダン シエン センモンイン ツト オモ

		否 イナ		ユーファーム支援センター		028-689-0070		028-680-0750		321-0972		宇都宮市下川俣町206-127		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2		これまでの実績として主に就労系の利用計画の作成を行っており重症心身障害児の方への支援については経験や人員の不足から対応が困難であると思われるため ジッセキ オモ シュウロウ ケイ リヨウ ケイカク サクセイ オコナ ジュウショウ シンシン ショウガイジ カタ シエン ケイケン ジンイン フソク タイオウ コンナン オモ

		否 イナ		障害者相談支援センターひびき		028-666-7601		028-666-7602		321-0403		宇都宮市下小倉町1536		宇都宮市、さくら市 ウツノミヤシ シ		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2		かつて受け入れたことがなく、またスタッフにも医療的ケアの知識や経験が乏しく、自信をもって迎え入れることができない ウ イ イリョウテキ チシキ ケイケン トボ ジシン ムカ イ		受け入れる施設が近辺にあること ウ イ シセツ キンペン

		否 イナ		相談支援事業ぴゅあ		028-611-1771		028-611-1772		321-0911		宇都宮市問屋町3426-46		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2

		否 イナ		指定特定相談支援事業所すえひろ		0287-23-3962		0287-24-1670		324-0042		大田原市末広1-2-5		大田原市、大田原市以外は交通費を受領 オオタワラシ オオタワラシ イガイ コウツウヒ ジュリョウ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2		事業所の対象を精神障害に限定し、市に申請しているため ジギョウショ タイショウ セイシン ショウガイ ゲンテイ シ シンセイ

		否 イナ		相談支援センターふじみだい		0285-44-0200		0285-44-4255		329-0412		下野市芝1123		下野市 シモノ シ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		0		1		ケースによって検討 ケントウ		0		1				2

		否 イナ		相談支援センターひゅーまにあ宇都宮		028-678-5385		028-678-5395		320-0802		宇都宮市江野町6-15大立ビル4階		宇都宮市（鹿沼市等近隣市町村） ウツノミヤシ カヌマシ ナド キンリン シチョウソン		0		1		1		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		あるではありますが、初めての作成でまた完成はしていない段階です。病院で実施されている活動医療等で自分自身が未熟で理解が足りていない為に苦労しています。 ハジ サクセイ カンセイ ダンカイ ビョウイン ジッシ カツドウ イリョウ ナド ジブン ジシン ミジュク リカイ タ タメ クロウ		0				①医療面での安心②外部と交流する機会③家族の方への支援 イリョウ メン アンシン ガイブ コウリュウ キカイ カゾク カタ シエン

		否 イナ		地域活動支援センターあしかが		0284-41-2643		0284-43-0463		326-0808		足利市本城1-1547		足利市 アシカガシ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0						0		1		0		0				0		1				2		専門外で知識等はなく、計画書の作成は難しいため センモンガイ チシキ トウ ケイカクショ サクセイ ムズカ

		否 イナ		南那須地区障害者相談支援センター		0287-80-1020		0287-80-1027		321-0624		那須烏山市旭1-18-8		那須烏山市、那珂川町 ナスカラスヤマシ ナカガワマチ		1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		アセスメント、院内での面会予定の調整、家族への説明など インナイ メンカイ ヨテイ チョウセイ カゾク セツメイ		0				在宅医療、訪問リハビリなど24時間対応出来る専門家チーム ザイタク イリョウ ホウモン ジカン タイオウ デキ センモンカ

		否 イナ		ワン・ハーモニー		0287-22-8255		0287-48-7225		324-0042		大田原市末広1-3618-13				0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				0

		否 イナ		ひまわり相談支援事業所		0282-20-5006		0282-23-4878		328-0052		栃木市祝町12－9				0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		1		0				0		1				3		意思伝達が自分にとって受け止められるかに不安があるため イシ デンタツ ジブン ウ ト フアン

		否 イナ		サンフラワーライフ		0285-22-1109		0285-22-1345		323-0808		小山市出井1936		小山市内 オヤマシナイ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				3		近隣に受け入れ施設が少なく在宅福祉サービスに向けるのが難しい キンリン ウ イ シセツ スク ザイタク フクシ ム ムズカ

		否 イナ		natu- la(ナチュラ)		0287-67-3115		0287-67-3115		329-3153		那須塩原市大原間239-1		那須塩原市、大田原市、那須町 ナスシオバラ シ オオタワラシ ナスマチ		0		1		1		0		1		0		0		1		1		1		0		0		0				1		0				0		0		0		0				1		0		サービス自体の幅がせまいため、本人が安全に安心した生活をうけられるためにどう組み合わせたら良いか。又、家族によっては苦手な事業所もあり限られた事業所を探すのが難しかった。 ジタイ ハバ ホンニン アンゼン アンシン セイカツ ク ア ヨ マタ カゾク ニガテ ジギョウショ カギ ジギョウショ サガ ムズカ		0				訪問系のサービスがもっと充実して欲しい ホウモン ケイ ジュウジツ ホ

		否 イナ		相談支援事業所ふるさとホーム那須		0287-98-3001		0287-98-8080		324-0414		大田原市片府田1301-59		大田原市、那須町、那須塩原市、周辺 オオタワラシ ナスマチ ナスシオバラ シ シュウヘン		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2		主な精神知的関係なので、今後はできるよう専門的な部分の勉強が必要です。 オモ セイシン チテキ カンケイ コンゴ センモンテキ ブブン ベンキョウ ヒツヨウ		①専門相談②居場所③地域の理解 センモン ソウダン イバショ チイキ リカイ

		否 イナ		特定相談支援事業所きのこ		028-635-8746		028-635-8778		320-0846		栃木県宇都宮市滝の原2-4-42 ３２０－０８４６		宇都宮市 ウツノミヤシ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		1		0				0		1				3		どのように作成したらいいか不安のため サクセイ フアン

		否 イナ		こども発達支援センター鹿沼市あおば園		0289-63-1745		0289-63-1745		322-0074		鹿沼市日吉町320－1				1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		1		0				0		1				2		相談支援専門員の不足、児童発達支援事業所利用のための計画書作成が主な業務になっている ソウダン シエン センモンイン フソク ジドウ ハッタツ シエン ジギョウショ リヨウ ケイカクショ サクセイ オモ ギョウム

		否 イナ		障害者相談支援センターみつか・Ｒｕ		028-648-3971		028-648-3936		321-0347		宇都宮市飯田町261		宇都宮市、鹿沼市 ウツノミヤシ カヌマシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		1		状況に応じして他機関と連携し判断する場合もある ジョウキョウ オウ ホカ キカン レンケイ ハンダン バアイ		0		1				1		計画依頼の状況に応じて対応できない月もある（モニタリング件数） ケイカク イライ ジョウキョウ オウ タイオウ ツキ ケンスウ

		否 イナ		工房つばさ		0285-40-0388		0285-40-6700		329-0401		下野市箕輪425-1		下野市、上三川町、壬生町、ただし状況に応じて対応することが難しい場合もある シモノ シ カミノカワマチ ミブマチ ジョウキョウ オウ タイオウ ムズカ バアイ		1		0		1		0		1		0		0		1		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		短期入所、ヘルパーなどの利用希望があっても受け入れてくれる事業所が見つからない タンキ ニュウショ リヨウ キボウ ウ イ ジギョウショ ミ		3		状況により作成することができない場合がある ジョウキョウ サクセイ バアイ		重心の方の短期入所等の利用ができるところが必要。在宅でのサービスの受入必要だと思われる。 ジュウシン カタ タンキ ニュウショ ナド リヨウ ヒツヨウ ザイタク ウケイレ ヒツヨウ オモ

		否 イナ		相談支援事業所グーフォ		028-673-0002		028-671-0785		329-1105		宇都宮市中岡本町3178-3				1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1				在宅生活を支える家族に負担が重くならないようにする。緊急時に対応してくれる医療ケア付きの宿泊施設を増やしてほしい ザイタク セイカツ ササ カゾク フタン オモ キンキュウジ タイオウ イリョウ ツ シュクハク シセツ フ

		否 イナ		那珂川町社協相談支援事業所		0287-92-1273		0287-92-1295		324-0613		那珂川町馬頭560-1		那珂川町 ナカガワマチ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				0				移動支援サービス イドウ シエン

		否 イナ		相談支援事業所大山田ノンフェール		0287-93-0660		0287-83-8182		324-0602		那珂川町大山田下郷955		那珂川町 ナカガワマチ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		1		0				0		1				2		平成27年度で相談支援事業を終了するため ヘイセイ ネンド ソウダン シエン ジギョウ シュウリョウ

		否 イナ		在宅サポートこころ		028-651-0780		028-651-0781		320-0042		宇都宮市材木町4-24				0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2

		否 イナ		相談支援事業所みらい ソウダン シエン ジギョウショ		0280-57-2673		0280-57-2673		329-0111		野木町丸林371-12		野木町、小山市 ノギマチ オヤマシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		0		1		しかるべき関係機関と連携して対応する カンケイ キカン レンケイ タイオウ		0		1				3		重症心身のノウハウがない ジュウショウ シンシン

		否 イナ		大田原市社会福祉協議会		0287-54-1849		0287-54-2745		324-0233		栃木県大田原市黒羽田町848 ３２４－０２３３		大田原市内 オオタワラシナイ		0		1		1		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0				2		1				0		1		0		0				0		1				2		職員が未熟なため ショクイン ミジュク		在宅医療の充実、居宅介護の２４時間対応（サービス事業所）の充実 ザイタク イリョウ ジュウジツ キョタク カイゴ ジカン タイオウ ジギョウショ ジュウジツ

		否 イナ		障がい者相談支援センターとまつり		028-680-5570		028-680-5271		320-0052		宇都宮市中戸祭町813		宇都宮市、近隣市町村 ウツノミヤシ キンリン シチョウソン		0		1		1		0		1		0		0		1		0		0		0		0		1		親子間の関わり オヤコ カン カカ		0		0		現在対応中 ゲンザイ タイオウチュウ		0		0		0		0				1		0		保護者との連携がとれない ホゴシャ レンケイ		0

		否 イナ		宇都宮市社会福祉協議会		028-636-1536		028-636-1537		320-0806		宇都宮市中央1-1-15		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		0				2		1		医療的ケアが必要な方が長時間外出したい。長時間支援者の拘束、移動手段（車の中での対応）、医療的ケアが必要な方が外出したいときに外出できる環境がすぐに整えられない、医療的けが必要な方で要介助であるが、歩行できる方が利用できる短期入所先はないか（アクセス時間も含む） イリョウテキ ヒツヨウ カタ チョウジカン ガイシュツ チョウジカン シエン シャ コウソク イドウ シュダン クルマ ナカ タイオウ イリョウテキ ヒツヨウ カタ ガイシュツ ガイシュツ カンキョウ トトノ イリョウテキ ヒツヨウ カタ ヨウ カイジョ ホコウ カタ リヨウ タンキ ニュウショ サキ ジカン フク		0		0		0		0				1		0		専門的（医療面）な知識がなく、専門用語が多く調べたり聞いたりしながら支援していくこと。長く関わらないと親の思いまで聞き出せないこと。 センモンテキ イリョウ メン チシキ センモン ヨウゴ オオ シラ キ シエン ナガ カカ オヤ オモ キ ダ		0				当事者が何歳になっても利用できるサービス環境（短期入所、訪問入浴など）。教育もほかのお子さん同様平等に受けられる機会（学校行事も含む）。相談対応できる人材の確保。緊急時でも利用できるサービスの調整・確保。直接支援できるサービス・人材を増やすこと。 トウジシャ ナンサイ リヨウ カンキョウ タンキ ニュウショ ホウモン ニュウヨク キョウイク コ ドウヨウ ビョウドウ ウ キカイ ガッコウ ギョウジ フク ソウダン タイオウ ジンザイ カクホ キンキュウジ リヨウ チョウセイ カクホ チョクセツ シエン ジンザイ フ

		承諾 ショウダク		ライフサポートセンターゆめ		0280-33-3624		0280-57-4624		329-0111		野木町丸林630-4		野木町、その周辺地域 ノギマチ シュウヘン チイキ		1		0		1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		1		福祉サービス利用に関する相談 フクシ リヨウ カン ソウダン		1		0				0		0		0		0				1		0		医療的な情報、知識に乏しくわからない用語などが数多く出てきた。医療的ケアの内容の聞き取り（どの部分を聞いていけばよいのか） イリョウテキ ジョウホウ チシキ トボ ヨウゴ カズオオ デ イリョウテキ ナイヨウ キ ト ブブン キ		0				Ｆａの負担軽減のためのレスパイト先（ＨＰ、ＳＳ機関等）。家族それぞれの訴え、希望を明確にしていく。関係機関がチームになりＦａの支え応援をしていく。 フタン ケイゲン サキ キカンナド カゾク ウッタ キボウ メイカク カンケイ キカン ササ オウエン

		承諾 ショウダク		足利ケアサービス		0284-21-7630		0284-21-3109		326-0843		足利市五十部町809-3		足利市、佐野市、太田市 アシカガシ サノシ オオタシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		0		1		ケースによって対応する タイオウ		0		1				3

		承諾 ショウダク		相談支援センターみさと		0285-72-9767				321-4104		芳賀郡益子町大沢2800-5		芳賀郡内（真岡市、益子町、市貝町、芳賀町、茂木町） ハガ グンナイ モオカシ マシコ チョウ イチ ガイ マチ ハガマチ モギマチ		1		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		資源が少ない、短期入所先の確保が難しかった。計画を作るのには、医療情報が難しく感じられた。 シゲン スク タンキ ニュウショ サキ カクホ ムズカ ケイカク ツク イリョウ ジョウホウ ムズカ カン		0				連携の取れる医療関係者がたくさん地域の中にいてくれると安心して生活できるかな。外出や余暇の充実を図るために医療の必要な人の生活が限られてしまっている（あきらめてしまっている） レンケイ ト イリョウ カンケイシャ チイキ ナカ アンシン セイカツ ガイシュツ ヨカ ジュウジツ ハカ イリョウ ヒツヨウ ヒト セイカツ カギ

		承諾 ショウダク		サポートセンターとみや生活支援センター		028-665-8230		028-665-8230		321-2116		宇都宮市徳次郎町540		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		0		1		0		0		0		0		1		1		1		1		1		0				0		1		医療的なケアが必要な利用者様の日中活動先が限られて利用できない人がいる。学校との連携が取りにくい。通勤手段・行事参加制限があり平等性が保たれない。学校はサービスで対応を望み、福祉行政は教育で何とかするべきとつねに折り合わない。 イリョウテキ ヒツヨウ リヨウシャサマ ニッチュウ カツドウ サキ カギ リヨウ ヒト ガッコウ レンケイ ト ツウキン シュダン ギョウジ サンカ セイゲン ビョウドウセイ タモ ガッコウ タイオウ ノゾ フクシ ギョウセイ キョウイク ナン オ ア		0		0		1		0		協力してほしい キョウリョク		1		0		利用できるサービスが限られている。社会参加できる機会が少なく、場が限られている。介護者の負担軽減が取りにくい。夢や希望を叶えるための資源が少ない。 リヨウ カギ シャカイ サンカ キカイ スク バ カギ カイゴシャ フタン ケイゲン ト ユメ キボウ カナ シゲン スク		0				通勤手段、保護者なくても教育が受けられる環境。常に親同行を求めるのでは、自立につながらず、いつになっても親の負担は軽減されない。親が安心して託せる日中活動の場。社会参加、役割を担える環境作り、職場。地域で生活していくための交流の機会や場があるといい。緊急的にレスパイトを受け入れてくれる場。 ツウキン シュダン ホゴシャ キョウイク ウ カンキョウ ツネ オヤ ドウコウ モト ジリツ オヤ フタン ケイゲン オヤ アンシン タク ニッチュウ カツドウ バ シャカイ サンカ ヤクワリ ニナ カンキョウ ヅク ショクバ チイキ セイカツ コウリュウ キカイ バ キンキュウテキ ウ イ バ

		承諾 ショウダク		社会就労センターえいぶるの里 シャカイ シュウロウ サト		0285-22-4561		0285-224581		323-0003		小山市東島田2403-2		小山市、下野市、上三川町、野木町、結城市、古河市、筑西市 オヤマシ シモノ シ カミノカワマチ ノギマチ ユウキシ コガシ ツク ニシ シ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				1		0		自己決定が難しいため、家族中心の考えになってしまうこと。また、利用できる社会資源が少ない。 ジコ ケッテイ ムズカ カゾク チュウシン カンガ リヨウ シャカイ シゲン スク		1				関係機関との連携、特に在宅が長い方は医療機関とのかかわりが家族も含め、希薄になってしまい、二次障害に対応できない。地域に総合的に支援でき、医療的ケアが受けられる場所、または訪問医療の充実が必要と思います。 カンケイ キカン レンケイ トク ザイタク ナガ カタ イリョウ キカン カゾク フク キハク ニジ ショウガイ タイオウ チイキ ソウゴウテキ シエン イリョウテキ ウ バショ ホウモン イリョウ ジュウジツ ヒツヨウ オモ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所「ピュア」		0282-31-3911		0282-31-3912		328-0133		栃木市大森町465		栃木市、鹿沼市、佐野市、小山市、壬生町 トチギシ カヌマシ サノシ オヤマシ ミブマチ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1

		承諾 ショウダク		社会福祉法人とちのみ会　こなかの森 シャカイ フクシ ホウジン カイ モリ		0283-24-5757		0283-24-6294		327-0001		佐野市小中町1280		佐野市、足利市 サノシ アシカガシ		1		0		1		0		1		0		0		1		0		1		0		0		0				1		2		通所型のため、短期入所の受け入れはサービスとして提供できず、他施設の紹介、相談支援事業につなげている。 ツウショ ガタ タンキ ニュウショ ウ イ テイキョウ タ シセツ ショウカイ ソウダン シエン ジギョウ		0		0		0		0				1		0		療養型短期入所ほかの施設への短期入所の受け入れ状況など、受け入れ場所を見つけるなど。短期入所時の発作発症時医療への繋ぎが困難。問題多（かかりつけ医への搬送） リョウヨウガタ タンキ ニュウショ シセツ タンキ ニュウショ ウ イ ジョウキョウ ウ イ バショ ミ タンキ ニュウショ ジ ホッサ ハッショウ ジ イリョウ ツナ コンナン モンダイ タ イ ハンソウ		0				佐野市には、身障（重心）短期入所施設がなく老人施設に佐野市が委託しているが、利用する人もいなく、サービスが使いづらい状態にある。短期入所受け入れ可能施設が増えることで、家族のほうも使いやすく利便性があがると考えます。 サノシ シンショウ ジュウシン タンキ ニュウショ シセツ ロウジン シセツ サノシ イタク リヨウ ヒト ツカ ジョウタイ タンキ ニュウショ ウ イ カノウ シセツ フ カゾク ツカ リベンセイ カンガ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所テトテ		0287-36-7171		0287-36-7181		329-2732		那須塩原市一区町251-1		那須塩原市（大田原、矢板、那須町、那珂川町、烏山） ナスシオバラ シ オオタワラ ヤイタ ナスマチ ナカガワマチ カラスヤマ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		0		1		委託の相談支援事業所や重心専門の事業所に相談する イタク ソウダン シエン ジギョウショ ジュウシン センモン ジギョウショ ソウダン		0		1				3		その方にとって、より専門性の高い方が対応することが望ましいと思いますので、作成が適するか否か周囲のサービス状況なども考慮して決めたいと思います。適切にアドバイスをいただける地域の環境が整っていれば、スキルアップ、経験の積み重ねのためにも作成したいです。 カタ センモンセイ タカ ホウ タイオウ ノゾ オモ サクセイ テキ イナ シュウイ ジョウキョウ コウリョ キ オモ テキセツ チイキ カンキョウ トトノ ケイケン ツ カサ サクセイ		相談支援専門員のスキルアップ。きめ細かい支援（サービスの充実）本人のニーズを正しく理解できる人材の育成と地域の理解。 ソウダン シエン センモンイン コマ シエン ジュウジツ ホンニン タダ リカイ ジンザイ イクセイ チイキ リカイ

		承諾 ショウダク		指定特定相談支援事業所あじさい		0287-60-3361		0287-60-3362		325-0034		那須塩原市東原166		那須塩原市、那須町 ナスシオバラ シ ナスマチ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2				訪問看護、訪問診療を行う医師が必要だと思います。 ホウモン カンゴ ホウモン シンリョウ オコナ イシ ヒツヨウ オモ

		承諾 ショウダク		障害者相談支援センターいぶき		028-678-3502		028-676-3501		329-1216		高根沢町桑窪2266-2		高根沢町 タカネザワマチ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1				短期入所など受け入れてくれる施設を増やしてほしい。県内で受け入れていただけない為、県外の施設を考えなくてはいけない方がいます。 タンキ ニュウショ ウ イ シセツ フ ケンナイ ウ イ タメ ケンガイ シセツ カンガ カタ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所わくわくおやま		0285-24-6575		0285-20-0255		323-0022		小山市駅東通り3-9-6		小山市 オヤマシ		1		0		1		0		1		1		1		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		関係事業所が多いことで情報収集連携等大変。医療機関とも連携を図る必要あり。レスパイト、ショートステイの受入困難。利用できる事業所が少ない。 カンケイ ジギョウショ オオ ジョウホウ シュウシュウ レンケイ ナド タイヘン イリョウ キカン レンケイ ハカ ヒツヨウ ウケイレ コンナン リヨウ ジギョウショ スク		0				重症心身障害児（者）を受け入れしてくれる事業所、施設がもっと多くあればよいと思われる。通所日中一時短期入所など。相談支援、計画作成についてもほかの事業所が受け入れてくれないとの理由で受け入れ可能事業所へ集中してしまう為、相談員への研修等を増やせばよいが。しかし日々の業務が多忙であるため、難しいのかな？ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ ウ イ ジギョウショ シセツ オオ オモ ツウショ ニッチュウ イチジ タンキ ニュウショ ソウダン シエン ケイカク サクセイ ジギョウショ ウ イ リユウ ウ イ カノウ ジギョウショ シュウチュウ タメ ソウダン イン ケンシュウ ナド フ ヒビ ギョウム タボウ ムズカ

		承諾 ショウダク		相談支援センターネクスト		080-8854-9551		0280-612-1558		320-0034		宇都宮市泉町6-25		宇都宮市 ウツノミヤシ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2

		承諾 ショウダク		相談支援事業のぞみ		0287-65-2288		0287-65-2282		329-3152		那須塩原市上中野53		那須塩原市、大田原市、那須町 ナスシオバラ シ オオタワラシ ナスマチ		1		0		1		0		0		0		1		1		1		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		現サービスでの医療ケアをふまえ、将来にむけて他事業との連携につなげるよう計画作成、調整に苦労した。 ゲン イリョウ ショウライ タ ジギョウ レンケイ ケイカク サクセイ チョウセイ クロウ		0				選択肢が増えるよう受け入れ可能な福祉サービス事業所の増加が必要だと思われます。 センタクシ フ ウ イ カノウ フクシ ジギョウショ ゾウカ ヒツヨウ オモ

		承諾 ショウダク		サポートセンターひばり		028-670-0330		028-667-7315		321-3236		宇都宮市竹下町435-159		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		苦労ではないが、お母様がとても一生懸命ですでにサービスも繋がっていたため、現状を計画にする形となったが、計画作成後のかかわりについて相談員としてどのようにすべきことが望ましいかと考える。 クロウ カアサマ イッショウケンメイ ツナ ゲンジョウ ケイカク カタチ ケイカク サクセイ ゴ ソウダン イン ノゾ カンガ		0				福祉サービスや医療、またボランティアが入室されるととてもよいと思います。また、介助者（家族）のケアも考えると気軽に参加できるようなイベント（医療が整っていたり、介助するボランティアさんがいたり）や、同じ重症心身障害児（者）をもつかたとのネットワークがあるといいのかなと思います。 フクシ イリョウ ニュウシツ オモ カイジョシャ カゾク カンガ キガル サンカ イリョウ トトノ カイジョ オナ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ オモ

		承諾 ショウダク		高根沢町障害児者生活支援センターすまいる タカネザワマチ		028-612-2751		028-612-2752		329-1225		栃木県塩谷郡高根沢町石末1825　福祉センター内 ３２９－１２２５ フクシ ナイ		高根沢町 タカネザワマチ		1		0		1		0		0		0		1		0		0		1		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		地元に使える資源がなく苦労した ジモト ツカ シゲン クロウ		0				①医療と福祉の連携ネットワーク②重心の方でも利用できるサービスが増えること③訪問診療医 イリョウ フクシ レンケイ ジュウシン カタ リヨウ フ ホウモン シンリョウ イ

		承諾 ショウダク		障害者相談支援センターフォレスト		0284-91-1816		0284-91-2867		326-0011		足利市大沼田町615		足利市及び近隣市町村 アシカガシ オヨ キンリン シチョウソン		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0				0

		承諾 ショウダク		障がい者相談支援事業所ケアサプライ		0287-73-5312		0287-73-5311		329-3221		栃木県那須郡那須町漆塚762-102 ３２９－３２２１		白河市、那須町、那須塩原市、大田原市 シラカワシ ナスマチ ナスシオバラシ オオタワラシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1				サービスを提供できる事業所の充実を図る テイキョウ ジギョウショ ジュウジツ ハカ

		承諾 ショウダク		南栃木支援センター相談支援		0285-44-6118		0285-44-7215		329-0412		下野市柴1432-105		下野市、小山市、壬生町 シモノ シ オヤマシ ミブマチ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		0		1		介護保険と併用する場合のみ対応する カイゴ ホケン ヘイヨウ バアイ タイオウ		0		1				3		介護保険と併用する場合のみ作成する カイゴ ホケン ヘイヨウ バアイ サクセイ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所とまり木		0287-54-2854		0287-54-2230		324-0231		大田原市北野上3952		大田原市、那須塩原市、那須町 オオタワラシ ナスシオバラシ ナスマチ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1				当事業所の対応範囲は現在、知的障害者特に中・軽度が主だが、精神（高次脳機能障害も含む）分野もやり始めている。今後重症心身障害者もほかの相談支援事業所の助けを得ながら、勉強しながら対応したいと考えている。そのために研修や見学の機会を多く作っていただきたい。今は、当事業所はその程度しか考えられない。 トウ ジギョウショ タイオウ ハンイ ゲンザイ チテキ ショウガイシャ トク チュウ ケイド オモ セイシン コウジ ノウ キノウ ショウガイ フク ブンヤ ハジ コンゴ ジュウショウ シンシン ショウガイシャ ソウダン シエン ジギョウショ タス エ ベンキョウ タイオウ カンガ ケンシュウ ケンガク キカイ オオ ツク イマ トウ ジギョウショ テイド カンガ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所ポンテ		028-652-7288		028-652-6355		321-0341		宇都宮市古賀志町1964-12		宇都宮、鹿沼、日光、壬生 ウツノミヤ カヌマ ニッコウ ミブ		0		1		1		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0				0				未就学児（3～5才）の方の医療型児童発達支援を分離で行う施設が数か所あると良いと思います。 ミシュウガクジ サイ カタ イリョウ ガタ ジドウ ハッタツ シエン ブンリ オコナ シセツ スウ ショ ヨ オモ

		承諾 ショウダク		相談支援センター光輝舎		0285-70-2020		0285-72-8222		321-4105		芳賀郡益子町北中1113-1		芳賀郡、真岡市等 ハガ グン モオカシ ナド		1		0		1		0		1		1		1		1		0		1		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		利用できるサービス事業所が少ない。重心児者に合わせたプログラムが見つからない（近隣で） リヨウ ジギョウショ スク ジュウシン ジ シャ ア ミ キンリン		0				本人の状態にもよるが、重度化する状況に対応できる事業所の確保。家族の負担が大きくなり在宅生活の継続が困難になることが予測されるので、在宅で支援が受けられるような体制の充実と、レスパイトサービスの拡大。 ホンニン ジョウタイ ジュウドカ ジョウキョウ タイオウ ジギョウショ カクホ カゾク フタン オオ ザイタク セイカツ ケイゾク コンナン ヨソク ザイタク シエン ウ タイセイ ジュウジツ カクダイ

		承諾 ショウダク		特定相談支援事業所やすらぎ		028-650-7727		028-650-7728		320-0011		宇都宮市富士見が丘3－19－20		宇都宮市 ウツノミヤシ		0		0		1		0		1		0		0		0		0		1		1		0		0				0		3		対応できるヘルパーがいれば支援する タイオウ シエン		0		0		0		0				0		1				3

		承諾 ショウダク		障がい者支援センターにんべん		028-686-2539		028-686-2584		329-1417		さくら市フィオーレ喜連川5-2-1　フィオーレガーデン1-102		さくら市 シ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1				地域資源アンケートをいただきありがとうございました。設問に対しまして知識不足にこれでいいのかという思いです。相談支援専門員として設問にありました「3」要望がでますれば、先輩相談員・各職種の方々に相談・指導をいただき、相談支援事業を行ってみたいと考えます。大島先生について学ばせて頂きました。 チイキ シゲン セツモン タイ チシキ ブソク オモ ソウダン シエン センモンイン セツモン ヨウボウ センパイ ソウダン イン カクショクシュ カタガタ ソウダン シドウ ソウダン シエン ジギョウ オコナ カンガ オオシマ センセイ マナ イタダ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所おやま		0285-22-1833		0285-228946		323-0014		小山市喜沢660		小山市、下野市 オヤマシ シモノ シ		1		0		1		0		1		1		0		0		0		0		0		1		0				2		3				0		0		0		0				1		0		本人の意思が明確でないので親の意向中心のものになってしまった。 ホンニン イシ メイカク オヤ イコウ チュウシン		0

		承諾 ショウダク		真岡介護センター		0285-80-5200		0285-80-5211		321-4361		真岡市並木町1-8-1　シティ並木102 ナミキ		真岡市、芳賀町南部、市貝町南部、益子町西部、上三川東部 モオカシ ハガマチ ナンブ イチ ガイ チョウ ナンブ マシコ チョウ セイブ カミノカワ トウブ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		0		1				0		1				3		担当者の受け持ちケースの状況など考慮し対応できるか検討したい タントウシャ ウ モ ジョウキョウ コウリョ タイオウ ケントウ

		承諾 ショウダク		さの社協相談支援センターほっぷ		0283-22-8152		0283-22-8199		327-0003		佐野市大橋町3212-27		佐野市全域 サノシ ゼンイキ		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2		現在相談支援専門員1名で行っているため ゲンザイ ソウダン シエン センモンイン メイ オコナ

		承諾 ショウダク		相談支援ウエイブ		0282-23-4465		0282-23-4465		328-0012		栃木市平柳町1-2-7		栃木市、壬生町 トチギシ ミブマチ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		1		0				0		1				2		指定特定相談支援事業で精神に対応しているため シテイ トクテイ ソウダン シエン ジギョウ セイシン タイオウ		ご家族の中だけでは生活がマンネリ化して単調になりかねないので、音楽、体を動かす、読み聞かせ麻痺・拘縮のマッサージなどのリハビリの頻度を高める。ご本人が楽しいと感じることを提供できる。ご家族が疲弊しないよう旅行や趣味などの充実した時間がもてるようサービスを利用していくこと。 カゾク ナカ セイカツ カ タンチョウ オンガク カラダ ウゴ ヨ キ マヒ コウシュク ヒンド タカ ホンニン タノ カン テイキョウ カゾク ヒヘイ リョコウ シュミ ジュウジツ ジカン リヨウ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所わらしべの家		0282-27-1627		0282-27-1675		328-0011		栃木市大宮町2708-3		栃木市 トチギシ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1		専門的な知識が不十分なため行政などの機関と相談しながらの対応となります センモンテキ チシキ フジュウブン ギョウセイ キカン ソウダン タイオウ		短期入所や移動支援などの福祉サービス利用時にお付き合いのある医療機関や訪問看護の看護師が同行でき緊急時の対応が迅速にとれる体制（すでにできていたらすみません） タンキ ニュウショ イドウ シエン フクシ リヨウ ジ ツ ア イリョウ キカン ホウモン カンゴ カンゴシ ドウコウ キンキュウジ タイオウ ジンソク タイセイ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所　空		0287-73-8165		0287-73-8165		329-3157		那須塩原市大原間西1-19-9		那須塩原市、大田原市、那須町 ナスシオバラ シ オオタワラシ ナスマチ		1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		重心のお子様の療育支援をやっていたので、苦労はありませんでしたが、医療（訪問看護）訪問リハ訪問入浴の制度を知らなかったので、その方々との連携が取れて大変勉強になりました。 ジュウシン コサマ リョウイク シエン クロウ イリョウ ホウモン カンゴ ホウモン ホウモン ニュウヨク セイド シ カタガタ レンケイ ト タイヘン ベンキョウ		0				医療的ケアの必要な方には支援スタッフ・必ず看護師の方が不在では双方安心したケアはできません。例）乳幼児の通所事業は保母と看護師さん。小学→高校までは義務教育がありますが事後に生活介護はもちろんですが、本当に重心の方の為の日中活動の場が不足しているとおもいますので重心の方の通所事業は必要と思います。家庭以外で通える場所→一時預かりや療育支援事業→高校卒業後は通所施設（一時預かりも含めて） イリョウテキ ヒツヨウ カタ シエン カナラ カンゴシ カタ フザイ ソウホウ アンシン レイ ニュウヨウジ ツウショ ジギョウ ホボ カンゴシ ショウガク コウコウ ギム キョウイク ジゴ セイカツ カイゴ ホントウ ジュウシン カタ タメ ニッチュウ カツドウ バ フソク ジュウシン カタ ツウショ ジギョウ ヒツヨウ オモ カテイ イガイ カヨ バショ イチジ アズ リョウイク シエン ジギョウ コウコウ ソツギョウゴ ツウショ シセツ イチジ アズ フク

		承諾 ショウダク		相談支援事業所みどり		0285-45-8362		0285-45-8397		329-0214		小山市乙女786-1		小山市、栃木市、古河市、結城市 オヤマシ トチギシ コガシ ユウキシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0		大人は対応可能 オトナ タイオウ カノウ		1		1		大人はあるが、こどもはない。先日訪問介護を事業所にお願いしたところどこの事業所も受けていただけなかった。 オトナ センジツ ホウモン カイゴ ジギョウショ ネガ ジギョウショ ウ		3		成人しか計画相談をしたことがないので不安である。当事業所は相談員が一名なので相談する相手がいない セイジン ケイカク ソウダン フアン トウ ジギョウショ ソウダン イン イチメイ ソウダン アイテ		サービス事業所で受けてもらえないケースがある。特に重心や精神知的等重複して疾患を持っていると問い合わせた時点でお断りされてします。 ジギョウショ ウ トク ジュウシン セイシン チテキ ナド チョウフク シッカン モ ト ア ジテン コトワ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所こころみ		0284-41-5039		0284-43-2665		326-0061		足利市田島町611-2				0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		1		0				0		1				3		これまで前例がなく、またこの障害について熟知した方（機関）があるならそちらでしていただいた方がご本人様にとってよい支援であると考えるから。※現在当法人の入所・通所等サービスを利用されている方の相談支援がほとんどの状況です。 ゼンレイ ショウガイ ジュクチ カタ キカン ホウ ホンニンサマ シエン カンガ ゲンザイ トウホウジン ニュウショ ツウショ ナド リヨウ カタ ソウダン シエン ジョウキョウ

		承諾 ショウダク		相談支援センターのどか　真岡センター		0285-81-5890		0285-85-8452		321-4305		真岡市荒町111-1		真岡市、芳賀町、市貝町、益子町、茂木町 モオカシ ハガマチ イチガイ マチ マシコ チョウ モギ マチ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1				在宅での生活では家族の介護負担の軽減が必要。フォーマルインフォーマルの枠にとらわれない福祉サービス。 ザイタク セイカツ カゾク カイゴ フタン ケイゲン ヒツヨウ ワク フクシ

		承諾 ショウダク		友井タクシー介護ステーションふれあい		0285-30-0840		0285-30-0844		323-0025		小山市城山町2丁目12-25		小山市 オヤマシ		1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		利用するサービスは多様で、施設・病院・学校など医療福祉事業所数も多く連携を図るのが困難。学校行事に参加するための会出自の支援サービスがない。 リヨウ タヨウ シセツ ビョウイン ガッコウ イリョウ フクシ ジギョウショ スウ オオ レンケイ ハカ コンナン ガッコウ ギョウジ サンカ カイ シュツジ シエン		0				ご家族様が安心して預けることができる施設と必要に預けられる施設の数は少ない。片道１時間以上かかるためとても不便に思います。呼吸器の方の預かり先は少ない。 カゾクサマ アンシン アズ シセツ ヒツヨウ アズ シセツ カズ スク カタミチ ジカン イジョウ フベン オモ コキュウキ カタ アズ サキ スク

		承諾 ショウダク		もくせいの里		0282-43-0593		0282-43-1387		329-4405		栃木市大平町西山田1198		栃木市内 トチギシナイ		0		1		1		0		1		0		0		1		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		ニーズにあてはまるサービスがなかった。例）①入浴支援②移送サービス　①自宅の浴槽では支援が入れず訪問入浴を検討。しかし、浴槽を置けるスペースがなく断念。②主たる介護者が入院。学校までの送迎ができず特例で市の移送サービスを利用するもかなり時間を要した。 レイ ニュウヨク シエン イソウ ジタク ヨクソウ シエン ハイ ホウモン ニュウヨク ケントウ ヨクソウ オ ダンネン シュ カイゴシャ ニュウイン ガッコウ ソウゲイ トクレイ シ イソウ リヨウ ジカン ヨウ		0				①地域の理解や協力②受け入れの拡大（重心の通所、24時間看護体制が整った短期入所）③デマンドタクシー等関係者の重心に対する理解（理解附属により資源として存在するが利用しがたい）④児童が入浴支援を受けられる環境（家族の身体的な介護負担軽減） チイキ リカイ キョウリョク ウ イ カクダイ ジュウシン ツウショ ジカン カンゴ タイセイ トトノ タンキ ニュウショ ナド カンケイシャ ジュウシン タイ リカイ リカイ フゾク シゲン ソンザイ リヨウ ジドウ ニュウヨク シエン ウ カンキョウ カゾク シンタイテキ カイゴ フタン ケイゲン

		承諾 ショウダク		足利障害者相談支援センター		0284-44-0307		0284-44-0318		326-0064		足利市東砂原後町1072		足利市、佐野市 アシカガシ サノシ		1		0		1		0		1		0		0		1		0		1		0		1		0				1		0				0		0		0		0				0		1				2		委託相談支援事業所のため イタク ソウダン シエン ジギョウショ		医療的ケアが整った施設のショートステイ充実が必要。また、特に呼吸器をつけた方のショート療養介護の利用とそれらを利用するための送迎体制の充実が必要。 イリョウテキ トトノ シセツ ジュウジツ ヒツヨウ トク コキュウキ カタ リョウヨウ カイゴ リヨウ リヨウ ソウゲイ タイセイ ジュウジツ ヒツヨウ

		承諾 ショウダク		指定障害者相談支援事業所あるしぇん		0282-86-7665		0282-21-7109		321-0201		栃木県下都賀郡壬生町安塚2032 ３２１－０２０１		壬生町 ミブマチ		1		0		1		0		1		0		0		1		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		①相談支援専門員として重症心身障害児（者）の方に対する支援の知識や経験が少ない②医療的ケアが必要となる方に対して対応できる福祉サービス（事業所）が少ない。 ソウダン シエン センモンイン ジュウショウシンシンショウガイジ シャ カタ タイ シエン チシキ ケイケン スク イリョウテキ ヒツヨウ カタ タイ タイオウ フクシ ジギョウショ スク		0				医療的ケアが必要な方に関して、福祉のサービスでは対応しきれない部分が多く、結果として家族が本人を抱え込まざるを得ない現状があるように感じます。家族の介護負担が少しでも軽減できるよう福祉サービスも柔軟な対応が出来るようになるといいなと思います。 イリョウテキ ヒツヨウ カタ カン フクシ タイオウ ブブン オオ ケッカ カゾク ホンニン カカ コ エ ゲンジョウ カン カゾク カイゴ フタン スコ ケイゲン フクシ ジュウナン タイオウ デキ オモ

		承諾 ショウダク		下野市相談支援事業所 こばと		0285-44-6783		0285-44-6783		329-0414		下野市小金井1146-6		下野市、上三川町 シモノ シ カミノカワマチ		1		0		1		0		0		0		1		1		0		1		1		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		医療的ケアが必要な乳幼児に対応できるヘルパー事業所。短期入所・日中一時支援事業所が近くにない（少ない）。 イリョウテキ ヒツヨウ ニュウヨウジ タイオウ ジギョウショ タンキ ニュウショ ニッチュウ イチジ シエン ジギョウショ チカ スク		0				設問5で回答した内容：外出可能な方は児童発達支援を利用可能であるが無理な方は外部との交流をもちにくい。訪問看護・訪問リハビリが入っているケースはいいがない場合母子で孤立しがち。幸いあそびの支援をしてくれるヘルパー事業所があり支援につながっている。ヘルパー利用を希望されない家庭、利用したくてもヘルパー事業所がない等支援に苦慮する。 セツモン カイトウ ナイヨウ ガイシュツ カノウ カタ ジドウ ハッタツ シエン リヨウ カノウ ムリ カタ ガイブ コウリュウ ホウモン カンゴ ホウモン ハイ バアイ ボシ コリツ サイワ シエン ジギョウショ シエン リヨウ キボウ カテイ リヨウ ジギョウショ ナド シエン クリョ

		承諾 ショウダク		相談支援センターぴあん ソウダン シエン		0282-31-1755		0282-31-2919		328-0067		栃木市皆川城内町333-2		栃木市、小山市 トチギシ オヤマシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1				これまで現場で関わったことがなく、事例検討でしか情報を把握しておらず不安はあります。でも関係機関やご家族様からいろいろなことを教えて頂きながら相談支援として専門性を活かせればと思っています。色々な立場の方からお話をお伺いしてもご家族や医療機関専門的な事業所の負担が大きく相談支援があまり役に立つことができていない（場合によっては自ら引いてしまう）今の現状を少しでも変えていければいいと思います。 ゲンバ カカ ジレイ ケントウ ジョウホウ ハアク フアン カンケイ キカン カゾクサマ オシ イタダ ソウダン シエン センモンセイ イ オモ イロイロ タチバ カタ ハナシ ウカガ カゾク イリョウ キカン センモンテキ ジギョウショ フタン オオ ソウダン シエン ヤク タ バアイ ミズカ ヒ イマ ゲンジョウ スコ カ オモ

		承諾 ショウダク		うつのみや		028-632-6074/090-4059-9728		028-632-6075		320-0861		宇都宮市西2-1-7		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				3		専門的な知識を社会資源のアドバイスを他相談支援事業所からいただきながらみずからの事業所で引き受けるという形が望ましい センモンテキ チシキ シャカイ シゲン ホカ ソウダン シエン ジギョウショ ジギョウショ ヒ ウ カタチ ノゾ

		承諾 ショウダク		サポートセンターきりん		028-612-3838		028-678-3257		321-0905		栃木県宇都宮市平出工業団地43-100 ３２１－０９０５		宇都宮市 ウツノミヤシ		0		1		1		0		1		0		0		1		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		療養介護に入所しているので他のサービスの利用が困難。そのための社会資源をつなげたり、活用したりするのが難しい。 リョウヨウ カイゴ ニュウショ ホカ リヨウ コンナン シャカイ シゲン カツヨウ ムズカ		0				今後、市町村などで展開されていく生活拠点に関する事業をうまく活用できればいいなと感じています。入所されている方々については地域とのつながり方が今後は重要になってくると思われますので、広く門扉を開けた活動などが多くなってくるといいなと思っています。 コンゴ シチョウソン テンカイ セイカツ キョテン カン ジギョウ カツヨウ カン ニュウショ カタガタ チイキ カタ コンゴ ジュウヨウ オモ ヒロ モンピ ア カツドウ オオ オモ

		承諾 ショウダク		さわやか相談支援センター		0280-57-4884		0280-57-4994		329-0112		野木町南赤塚1145-1		小山市、野木町、古河市、栃木市 オヤマシ ノギマチ コガシ トチギシ		0		1		1		0		0		0		1		0		0		1		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		現実的な目標の位置づけ ゲンジツテキ モクヒョウ イチ		0

		承諾 ショウダク		相談支援事業所つばさ		0287-53-7393		0287-53-7394		324-0044		大田原市親園824-1		大田原市、那須塩原市、那須烏山市、矢板市、さくら市、那須町、塩谷町、高根沢町 オオタワラシ ナスシオバラシ ナスカラスヤマシ ヤイタシ シ ナスマチ シオ タニ マチ タカネザワマチ		1		0		1		0		1		0		1		1		0		1		0		0		0				1		2		医療的なケアが必要なケース、将来的に短期入所につなげたいケースだった為、専門の事業所に依頼した イリョウテキ ヒツヨウ ショウライテキ タンキ ニュウショ タメ センモン ジギョウショ イライ		1		1		0		0				1		0		使えるサービスの少なさに調整が難しかった ツカ スク チョウセイ ムズカ		1				乳幼児期の受け入れ可能な福祉サービス等の社会資源が必要である。 ニュウヨウジ キ ウ イ カノウ フクシ ナド シャカイシゲン ヒツヨウ

		承諾 ショウダク		特定相談支援センターはじめ		0284-22-4561		0284-22-4562		326-0143		足利市葉鹿町735-1		足利市 アシカガシ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1

		承諾 ショウダク		上三川障がい児・者生活相談支援センター		0285-38-6854		0285-38-6841		329-0611		上三川町上三川5082-15		上三川町 カミノカワマチ		1		0		1		0		1		0		0		1		0		0		0		0		0				1		0				0		0		0		0				1		0				0

		承諾 ショウダク		はつらつサロン南天相談支援事業所		0285-22-4659		0285-38-6529		323-0027		小山市花垣町2-3-19		小山市、栃木市 オヤマシ トチギシ		0		0		1		0		1		1		0		1		1		1		1		1		0				0		0				0		0		0		0				1		0		利用したいサービス事業所が少なく生活改善、家族、支援者の負担軽減に繋がらない（訪問入浴、ショートステイ、生活介護などなど（就労Ａ型））医師によっては連携が困難。何処の精神科がよいかと利用者に問われるが答えは解らない。 リヨウ ジギョウショ スク セイカツ カイゼン カゾク シエンシャ フタン ケイゲン ツナ ホウモン ニュウヨク セイカツ カイゴ シュウロウ ガタ イシ レンケイ コンナン ドコ セイシンカ リヨウシャ ト コタ ワカ		0				本人の選択や受け入れ事業所の間口を広げる。例えば入浴はヘルパーの2人対応で行ているがヘルパー不足や腰痛の悪化などで対応が難しくなってくる。機会浴のできる生活介護を勧めるも本人の選択肢がない。自宅から出かける自由さのようなものが閉ざされているような気がする。反面高齢者のサービスは増加する一方で利用者が不足し閉鎖なども聞かれる。高齢者・障害者がともにデイサービスやショートステイを利用できるようにならないかと思う。障害児については働く両親をサポートすることで生活の安定や療育などへ通園のし易さを図り、送迎サービスの充実など。 ホンニン センタク ウ イ ジギョウショ マグチ ヒロ タト ニュウヨク ニン タイオウ オコナ ブソク ヨウツウ アッカ タイオウ ムズカ キカイ ヨク セイカツ カイゴ スス ホンニン センタクシ ジタク デ ジユウ ト キ ハンメン コウレイシャ ゾウカ イッポウ リヨウシャ フソク ヘイサ キ コウレイシャ ショウガイシャ リヨウ オモ ショウガイジ ハタラ リョウシン セイカツ アンテイ リョウイク ツウエン ヤス ハカ ソウゲイ ジュウジツ

		承諾 ショウダク		障がい者生活支援センターこぶし		028-680-5746		028-688-0214		321-0126		栃木県宇都宮市茂原町837-1		宇都宮市、上三川町 ウツノミヤシ カミノカワマチ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1				①医療機関との細かな連携体制②相談関係者を含め本人に関わり支援をするなかで即座に動きが取れるようなフットワークの軽いチーム作り イリョウ キカン コマ レンケイ タイセイ ソウダン カンケイシャ フク ホンニン カカ シエン ソクザ ウゴ ト カル ヅク

								Ｑ2.重症心身障害児（者）の定義をご存知ですか

				1		知っている シ		40

				2		知らない シ		33

								Ｑ3.重症心身障害児（者）の方（家族・関係機関等）からの相談を受けたことがありますか

						ある		35

						ない		43

										それは誰からの相談でしたか

								ａ.家族 カゾク		27

								ｂ.支援者 シエンシャ		6

								ｃ.関係機関 カンケイ キカン		12

										それはどんな相談でしたか

								生活上の相談 セイカツ ジョウ ソウダン		19

								医療的な相談 イリョウテキ ソウダン		7

								制度に関する相談 セイド カン ソウダン		15

								教育に関する相談 キョウイク カン ソウダン		5

								サービス等利用計画書作成に関する相談 ナド リヨウ ケイカクショ サクセイ カン ソウダン		26

								その他 タ		3

										それらの相談事業所として対応（解決）はできましたか

								ａ.できた		27

								ｂ.できなかった		4

								Ｑ4.Ｑ3-2「ない」→これから重症心身障害児（者）の方（本人・家族等）からの相談があればどのように対応されますか

						自分の事業所で対応する ジブン ジギョウショ タイオウ		17

						ほかの相談支援事業所へ依頼する ソウダン シエン ジギョウショ イライ		15

						行政に依頼する ギョウセイ イライ		8

						その他 タ		9

								Ｑ5.重症心身障害児（者）の方のサービス等利用計画書を作成したことがありますか

						ある		33

						ない		46

						今後依頼があれば作成する コンゴ イライ サクセイ		15

						他の相談支援事業所に依頼する ホカ ソウダン シエン ジギョウショ イライ		18

						作成するかどうかわからない サクセイ		14

										「ない」と回答 カイトウ



重症心身障害児（者）の定義をご存知ですか

Ｑ2.重症心身障害児（者）の定義をご存知ですか	Ｑ3.重症心身障害児（者）の方（家族・関係機関等）からの相談を受けたことがありますか	それは誰からの相談でしたか	それはどんな相談でしたか	それらの相談事業所として対応（解決）はできましたか	Ｑ5.重症心身障害児（者）の方のサービス等利用計画書を作成したことがありますか	Ｑ5.重症心身障害児（者）の方のサービス等利用計画書

　　 を作成したことがありますか

ない
59%



訪問看護事業所

		Ｑ1.貴施設について、お伺いいたします キ シセツ ウカガ

		1		事業所名 ジギョウショ メイ

		2		電話番号 デンワ バンゴウ

		3		FAX番号 バンゴウ

		4		所在地 ショザイチ

		5		職員構成（常勤・非常勤は問いません） ショクイン コウセイ ジョウキン ヒジョウキン ト

						看護師 カンゴシ

						作業療法士 サギョウ リョウホウシ

						准看護師 ジュンカンゴシ

						理学療法士 リガク リョウホウシ

						保健師 ホケンシ

						言語療法士 ゲンゴ リョウホウシ

						その他 タ

		6		訪問可能な主な市町村 ホウモン カノウ オモ シチョウソン

		Q2.いままでに以下の項目を在宅看護で行ったことがありますか（あるものすべてにチェックをしてください） イカ コウモク ザイタク カンゴ オコナ

								成人在宅 セイジン ザイタク				小児在宅 ショウニ ザイタク

				在宅人工呼吸器の管理 ザイタク ジンコウ コキュウキ カンリ

				気管カニューレの交換 キカン コウカン

				気管カニューレ部位のガーゼ交換 キカン ブイ コウカン

				気管内吸引 キカンナイ キュウイン

				食事介助 ショクジ カイジョ

				経鼻チューブの交換 ケイビ コウカン

				胃瘻の管理 イロウ カンリ

				経管栄養の注入 ケイカン エイヨウ チュウニュウ

				ストーマの管理 カンリ

				尿道カテーテルの管理 ニョウドウ カンリ

				導尿 ドウニョウ

				入浴介助 ニュウヨク カイジョ

				看護師によるリハビリテーション カンゴシ

				OTもしくはPTによるリハビリテーション

				中心静脈カテーテル管理 チュウシン ジョウミャク カンリ

				高カロリー輸液の管理 コウ ユエキ カンリ

				薬剤の静注（抗生物質や利尿剤など） ヤクザイ ジョウチュウ コウセイ ブッシツ リニョウザイ

				麻薬による疼痛コントロール マヤク ウズ ツウ

				終末期の医療的ケア シュウマツキ イリョウテキ

				在宅での看取り ザイタク ミト

				24時間対応 ジカン タイオウ

		Q3.現時点で、依頼のあった場合、重症心身障害児（者）の在宅医療を行うことはできますか ゲンジテン イライ バアイ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ ザイタク イリョウ オコナ

		1		できる

		2		できない

		3		要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン

		Q4.依頼があった場合に可能な医療的ケアと身体介護についてお答えください イライ バアイ カノウ イリョウテキ シンタイ カイゴ コタ

		※個別シートにて対応 コベツ タイオウ



				Ｑ1.貴施設について、お伺いいたします キ シセツ ウカガ																										Q2.いままでに以下の項目を在宅看護で行ったことがありますか（あるものすべてにチェックをしてください）【1.ある、0.ない】 イカ コウモク ザイタク カンゴ オコナ																																																																																				Q3		Q4.依頼があった場合に可能な医療的ケアと身体介護についてお答えください【1.できる、2.できない、3.要相談（条件による）】 イライ バアイ カノウ イリョウテキ シンタイ カイゴ コタ ヨウ ソウダン ジョウケン																																																																																																																																																																																																																		Q5.重症心身障害児（者）の方に対する医療、在宅生活等についてお気づきのことなど、ご自由にお書きください ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ カタ タイ イリョウ ザイタク セイカツナド キ ジユウ カ

				事業所名 ジギョウショ メイ		電話番号 デンワ バンゴウ		FAX番号 バンゴウ		郵便番号 ユウビンバンゴウ		所在地 ショザイチ		職員構成（常勤・非常勤は問いません）【人数：名】 ショクイン コウセイ ジョウキン ヒジョウキン ト ニンズウ メイ														訪問可能な主な市町村 ホウモン カノウ オモ シチョウソン		在宅人工呼吸器の管理 ザイタク ジンコウ コキュウキ カンリ				気管カニューレの交換 キカン コウカン				気管カニューレ部位のガーゼ交換 キカン ブイ コウカン				気管内吸引 キカンナイ キュウイン				食事介助 ショクジ カイジョ				経鼻チューブの交換 ケイビ コウカン				胃瘻の管理 イロウ カンリ				経管栄養の注入 ケイカン エイヨウ チュウニュウ				ストーマの管理 カンリ				尿道カテーテルの管理 ニョウドウ カンリ				導尿 ドウニョウ				入浴介助 ニュウヨク カイジョ				看護師によるリハビリテーション カンゴシ				OTもしくはPTによるリハビリテーション				中心静脈カテーテル管理 チュウシン ジョウミャク カンリ				高カロリー輸液の管理 コウ ユエキ カンリ				薬剤の静注（抗生物質や利尿剤など） ヤクザイ ジョウチュウ コウセイ ブッシツ リニョウザイ				麻薬による疼痛コントロール マヤク ウズ ツウ				終末期の医療的ケア シュウマツキ イリョウテキ				在宅での看取り ザイタク ミト				24時間対応 ジカン タイオウ						在宅人工呼吸器の管理 ザイタク ジンコウ コキュウキ カンリ										気管カニューレの交換 キカン コウカン										気管カニューレの管理（日常の交換以外の対応） キカン カンリ ニチジョウ コウカン イガイ タイオウ										気管内吸引 キカンナイ キュウイン										食事介助 ショクジ カイジョ										経鼻チューブの交換 ケイビ コウカン										ストーマの管理 カンリ										尿道カテーテルの管理 ニョウドウ カンリ										導尿 ドウニョウ										入浴介助 ニュウヨク カイジョ										看護師によるリハビリテーション カンゴシ										OTもしくはPTによるリハビリテーション										中心静脈カテーテル管理 チュウシン ジョウミャク カンリ										高カロリー輸液の管理 コウ ユエキ カンリ										薬剤の静注（抗生物質や利尿剤など） ヤクザイ ジョウチュウ コウセイ ブッシツ リニョウザイ										麻薬による疼痛コントロール マヤク トウツウ										終末期の医療的ケア シュウマツキ イリョウテキ										在宅での看取り ザイタク ミト										24時間対応 ジカン タイオウ										外出の介助 ガイシュツ カイジョ										通院の介助 ツウイン カイジョ

		承諾可否 ショウダク カヒ												看護師 カンゴシ		作業療法士 サギョウ リョウホウシ		准看護師 ジュンカンゴシ		理学療法士 リガク リョウホウシ		保健師 ホケンシ		言語療法士 ゲンゴ リョウホウシ		その他 タ				成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ				乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ

		否 ヒ		曙訪問看護ステーション アケボノ ホウモン カンゴ		028-660-7803		028-683-5306		321-0901		宇都宮市平出町413番地		8		3		0		3		0		1				宇都宮、高根沢 ウツノミヤ タカネザワ		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		3		2		2		2		2		3		2		2		2		2		2		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		1		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		1		1		1		3		3		3		1		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		2		2		2		2		2		いつも大変お世話になっております。当STでも数名の小児利用者をNS、PT、OTでサポートしています。又、貴院のショートステイを利用させて頂いております。ご利用者様、家族が安心して過ごせるよう地域でサポートできたらと考えています。どうぞよろしくお願い申し上げます。 タイヘン セワ トウ スウメイ ショウニ リヨウシャ マタ キ イン リヨウ イタダ リヨウシャサマ カゾク アンシン ス チイキ カンガ ネガ モウ ア

		否 ヒ		とちぎメディカルセンター		0282-22-5810		0282-225812		328-0043		栃木市境町27-21		9		0		4		1		0		1		2		栃木市、小山市、壬生町 トチギシ オヤマシ ミブマチ		1		1		1		0		1		1		1		1		1		0		1		0		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		0		1		1		3		2		1		1		1		1		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		2		2		2		1		1		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		1		1		1		1		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		2		2		2		2		2

		否 ヒ		あいケアステーション		0282-23-6221		0282-24-9850		328-0074		栃木市薗部町2-5-9		1		0		2		2		0		0				栃木市 トチギシ		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		3		2		2		2		2		3		2		2		2		2		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		3		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		3		2		2		2		2		3		2		2		2		2		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		2		2		2		2		3

		否 ヒ		訪問看護ステーションこすもす		0285-80-5511		0285-80-5512		321-4337		真岡市上高間木2-24-4		4		2		0		1		0		0						1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		3		2		2		2		3		3		2		2		2		3		3		2		2		2		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		3		3		3		3		3		3		3		2		2		2		3		3		2		2		2		3		3		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		2		2		2		2		3		2		2		2		2		3		2		2		2		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		1		3		3		3		3		3		2		2		2		2		2		緊急時に主治医又はバッックベットのある病院との連携がとれる体制が整っていないと、在宅での対応に不安があります。
現在のところ、小児科、精神科看護を経験したスタッフがいない為、受け入れに不安がありますので今回はガイドマップ等に公表することに同意する事は控えさせていただきたいと思います。 キンキュウジ シュジイ マタ ビョウイン レンケイ タイセイ トトノ ザイタク タイオウ フアン ゲンザイ ショウニカ セイシンカ カンゴ ケイケン タメ ウ イ フアン コンカイ ナド コウヒョウ ドウイ コト ヒカ オモ

		否 ヒ		訪問看護ステーションひばり		0289-64-7226		0289-64-2225		322-8550		鹿沼市下田町1-1033		6		1		0		1		0		0				市内及び近隣市 シナイ オヨ キンリン シ		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		0		1		1		2

chizuru_tanaka: 未記入		1		1		2		2		1		2		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		1		3		3		1		1		1		3		3		3		3		1		3		3		1		1		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		1		3		3		3		1		1		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1

		否 ヒ		訪問看護ステーション那須		0287-73-5048		0287-63-4566		325-0023		那須塩原市豊浦10-706		5		0		2		0		0		0				那須塩原市、大田原市、那須町 ナスシオバラ シ オオタワラシ ナスマチ		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		0		0		1		0		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		2

chizuru_tanaka: 未記入		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1

		承諾 ショウダク		さくら訪問看護ステーション		0287-29-3252		0287-29-3252		324-0058		大田原市紫塚3-2633-10		5		0		0		1		0		0				大田原市、那須塩原市、矢板市 オオタワラシ ナスシオバラ シ ヤイタ シ		1		0		1		1		1		1		1		1		1		0		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		0		1		1		3		3		3		3		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		小児の受入数（実績）が少ないので、実際依頼があった場合、入院中から手技等の指導を受けたいと思います。 ショウニ ウケイレスウ ジッセキ スク ジッサイ イライ バアイ ニュウインチュウ シュギ ナド シドウ ウ オモ

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションたんぽぽ		0280-57-1888		0280-57-3819		329-0101		下都賀郡野木町友沼5119-12		20		3		0		5		0		0		2		野木町、小山市、旧藤岡町 ノギマチ オヤマシ キュウ フジオカマチ		1		1		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		1		1		1		1		1		1		0		0		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		3		1		1		1		1		1		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		3		3		3		3		3		1		1		3		2		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		2		2		2		2		2		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		受け入れてくれる訪問看護Stの数が少ないと思います。研修会の機会を設けてサービス体制が構築できると良いと思います。 ウ イ ホウモン カンゴ カズ スク オモ ケンシュウカイ キカイ モウ タイセイ コウチク ヨ オモ

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションうつのみや		028-612-6103		028-612-6104		320-0852		宇都宮市下砥上町字並塚643番地1		11		0		0		0		0		0		1		宇都宮市、壬生町 ウツノミヤシ ミブマチ		1		1		0		0		1		1		1		1		1		0		0		0		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		2

chizuru_tanaka: 未記入		3		3		3		3		1		2		2		2		2		2		3		3		3		1		1		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		3		3		3		1		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		3		3		3		1		1		3		3		3		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーション石橋		0285-52-2293		0285-52-2268		329-0511		下野市石橋628番地		7		0		0		1		0		0		1		下野市、上三川町、壬生町、宇都宮市（部） シモノ シ カミノカワマチ ミブマチ ウツノミヤシ ブ		1		1		0		0		1		1		1		1		1		0		1		0		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		3		1		1		1		1		1		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		1		3		3		3		3		3		3		3		3		1		1		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		2		2		2		2		2		最近、訪問依頼が増えてきていますが、私たち看護師の力量不足から利用者家族へ満足のいく看護が提供できないように感じています。現在の、利用者家族から教わることが多くあり、私たちが勉強になります。ただ、訪問していて思うことは、ご両親の今までの経験でケアが進み危険であり、指導させていただいても理解が得られないこともあり、ジレンマとなっています。例）誤嚥性肺炎を繰り返している方にヘッドアップして食事を摂るよう説明してもフラットのままであったり、他の方でPEG造設されているので、栄養はPEGからにして経口からは楽しみ程度にしてと言っても、食事を経口から摂るなど。 サイキン ホウモン イライ フ ワタクシ カンゴシ リキリョウ ブソク リヨウシャ カゾク マンゾク カンゴ テイキョウ カン ゲンザイ リヨウシャ カゾク オソ オオ ワタシ ベンキョウ ホウモン オモ リョウシン イマ ケイケン スス キケン シドウ リカイ エ レイ ゴエンセイ ハイエン ク カエ カタ ショクジ ト セツメイ ホカ カタ ゾウ セツ エイヨウ ケイコウ タノ テイド イ ショクジ ケイコウ ト

		承諾 ショウダク		マロニエ訪問看護ステーション		0287-37-6322		0287-39-3305		329-2763		那須塩原市井口537-3 にしなすの総合在宅ｹｱｾﾝﾀｰ内		5		7		0		5		0		2		1		那須塩原市、那須町、大田原市　リハビリのみ→那珂川町訪問可能 ナスシオバラ シ ナスマチ オオタワラシ ナカガワ マチ ホウモン カノウ		1		1		1		0		1		1		1		1		0		0		0		1		1		1		1		1		1		0		1		1		1		1		1		1		0		0		1		1		1		0		1		0		0		0		1		0		1		1		1		1		1		1		3		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーション佐野		0283-86-7013		0283-86-7031		327-0847		佐野市天神町７７４－２２ メープルハイツ１０１号室		3		0		1		0		0		0		1		足利市、佐野市、栃木市（旧岩船市） アシカガシ サノシ トチギシ キュウ イワフネ シ		0		0		0		0		1		0		1		0		1		0		0		0		1		0		0		0		1		0		1		0		0		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		2		2		2		2		2		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1

		承諾 ショウダク		とちぎ訪問看護ステーションくろばね		0287-54-0507		0287-54-0580		324-0241		大田原市黒羽向町142番地		6		0		0		0		1		0		2		大田原市、那須塩原市、那須町、那珂川町 オオタワラシ ナスシオバラ シ ナスマチ ナカガワマチ		1		0		0		0		1		1		1		1		1		0		1		0		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		3		3		3		3		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		1		2		2		2		2		2		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3

		承諾 ショウダク		鹿沼訪問看護ステーション		0289-60-5650		0289-60-1687		322-0021		鹿沼市上野町320-3高橋ビル１階１０３号室		5		0		0		0		0		0				鹿沼市、旧宇都宮市、旧今市市、壬生町、西片町 カヌマシ キュウ ウツノミヤシ キュウ イマイチシ ミブマチ ニシカタマチ		0		0		0		0		0		0		1		0		1		0		0		0		1		0		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		2

chizuru_tanaka: 未記入		2		2		2		2		1		2		2		2		2		3		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションほっと		028-626-5739		028-625-8201		321-0974		宇都宮市竹林町958		11		0		0		2		0		0		0		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2

		承諾 ショウダク		芳賀赤十字訪問看護ステーション		0285-84-8266		0285-84-8266		321-4306		真岡市台町2461		6		0		0		0		0		0		0		芳賀郡全域（真岡市、益子町、芳賀町、茂木町） ハガ グン ゼンイキ モオカシ マシコマチ ハガマチ モギ マチ		1		1		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		3		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		当ステーションは今年度小児在宅医との連携を開始することができました。安心して在宅療養を継続できるよう、多職種と連携し、実施しています。高齢者が介護サービスを選択するように、サービスの充実は得られていません。現実は家族だけで利用者（児）のケアを実施しているケースもあり家族の介護負担は大きいと考えます。負担軽減のためには、スムーズなレスパイト入院や日中の一時お預かり等充実した施設が増えることでさらに安心した療養環境の提供ができると思います。よろしくお願いいたします。 トウ コンネンド ショウニ ザイタク イ レンケイ カイシ アンシン ザイタク リョウヨウ ケイゾク タ ショクシュ レンケイ ジッシ コウレイシャ カイゴ センタク ジュウジツ エ ゲンジツ カゾク リヨウシャ ジ ジッシ カゾク カイゴ フタン オオ カンガ フタン ケイゲン ニュウイン ニッチュウ イチジ アズ ナド ジュウジツ シセツ フ アンシン リョウヨウ カンキョウ テイキョウ オモ ネガ

		承諾 ショウダク		とちぎ訪問看護ステーションみぶ		0282-82-7262		0282-82-7260		321-0218		下都賀郡壬生町落合1-18-12		16		0		0		0		0		0		1		上三川町、下野市、壬生町、宇都宮 カミノカワマチ シモノ シ ミブ チョウ ウツノミヤ		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		1		0		1		1		1		1		1		1		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		病院との連携が大切。在宅生活を支援するためにチームで対応する（介護者の支援） ビョウイン レンケイ タイセツ ザイタク セイカツ シエン タイオウ カイゴシャ シエン

		承諾 ショウダク		ＷＡＤＥＷＡＤＥ訪問看護ステーション		028-666-5420		028-666-5460		321-0923		栃木県宇都宮市下栗町2913-1 ３２１－０９２３		12		0		0		0		0		0				宇都宮市、上三川町、 ウツノミヤシ カミノカワマチ		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		0		0		1		0		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		重心の方を看る側（介護者）の負担軽減の必要性を感じてしまいます。まだまだ「私がやらなければ」という気持ちが強く、様々な資源活用へと動きが進むような発信が大切だと思っています。 ジュウシン カタ ミ ガワ カイゴシャ フタン ケイゲン ヒツヨウセイ カン ワタシ キモ ツヨ サマザマ シゲン カツヨウ ウゴ スス ハッシン タイセツ オモ

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションあい		0287-83-8035		0287-83-8222		321-0628		那須烏山市金井2-5-9 ベンチャープラザ7号室 ゴウシツ		8		0		1		0		0		0		1		那須烏山市、那珂川町、茂木町、一貝町 ナスカラスヤマシ ナカガワマチ モギマチ イチ ガイ マチ		1		1		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		0		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		小児や重心など医療依存度が高い方には家族が安心して預けられる事業所とスタッフが必要です（レスパイトの本当の意味で）訪問看護スタッフが動きやすい仕組みがあればもっと介入できると思います。例えば在宅以外への支援での算定が可能になる。長時間支援が可能になるなど。在宅支援診療所が多ければ助かります。開業医で努力してくださる医師の力で乗り切っている地域は特にそう感じます。後方病院親元病院との連携、地域との調整などスムーズにシームレスに行われるとうれしいです。行政からの介入が少なく、制度のことなど知らないまま苦労されている方が多いので、窓口での丁寧かつタイミングよく助言をしていただくと嬉しいです。 ショウニ ジュウシン イリョウ イゾンド タカ カタ カゾク アンシン アズ ジギョウショ ヒツヨウ ホントウ イミ ホウモン カンゴ ウゴ シク カイニュウ オモ タト ザイタク イガイ シエン サンテイ カノウ チョウジカン シエン カノウ ザイタク シエン シンリョウジョ オオ タス カイギョウイ ドリョク イシ チカラ ノ キ チイキ トク カン コウホウ ビョウイン オヤモト ビョウイン レンケイ チイキ チョウセイ オコナ ギョウセイ カイニュウ スク セイド シ クロウ カタ オオ マドグチ テイネイ ジョゲン ウレ

		承諾 ショウダク		あおい訪問看護ステーション		0284-73-9456		0284-72-7600		326-0831		足利市堀込町2556 セレッソ・コート１階		16		0		0		4		0		0				足利市とその周辺（佐野市、館林市、巴楽町、太田市、桐生市） アシカガシ シュウヘン サノシ タテバヤシシ トモエ ラク マチ オオタシ キリュウシ		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1

		承諾 ショウダク		那須赤十字訪問看護ステーション		0287-23-8866		0287-23-8903		324-8686		大田原市中田原1081-4		8		1		0		0		0		0				大田原市、那須塩原市（一部を除く） オオタワラシ ナスシオバラ シ イチブ ノゾ		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		1		1		0		1		0		1		1		1		0		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションゆりの木		0287-47-5123		0287-47-5124		324-0028		大田原市山の手1-1-7 ヤマ テ		4		0		0		0		0		0				大田原市、那須塩原市、那珂川町 オオタワラシ ナスシオバラ シ ナカガワマチ		1		1		1		0		1		1		1		1		0		0		0		1		1		0		1		1		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		0		0		1		0		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		3		1		1		1		1		2		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		3		1		1		1		1		3		1		1		1		1		1		1		1		1		3		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		3		3		1		3		3		1		1		1		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		重症心身障害児施設で勤務したことのある看護師が2名いますので積極的に依頼があれば支援させていただきたいと思っています。こどもはやはり親元で成長発達できることが何よりも必要なことであると思っています。 ジュウショウ シンシン ショウガイ ジ シセツ キンム カンゴシ メイ セッキョクテキ イライ シエン オモ オヤモト セイチョウ ハッタツ ナニ ヒツヨウ オモ

		承諾 ショウダク		ライフ訪問看護リハビリテーション		0284-64-8799		0284-64-8335		326-0831		足利市堀込町2656-7　ASKビル３０１号		5		0		0		1		0		0		0		足利市、佐野市、館林市、邑楽郡、太田市、桐生市 アシカガシ サノシ タテバヤシシ オウラ グン オオタシ キリュウシ		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		この件に関する研修の案内が少ないため、学ぶ機会をもっと増やしてほしい ケン カン ケンシュウ アンナイ スク マナ キカイ フ

		承諾 ショウダク		わくわく訪問看護ステーションおやま		0285-24-6575		0285-20-0255		323-0022		小山市駅東通り3-9-6		11		0		0		5		0		0		0		小山市、結城市（茨城県）、下野市の一部、栃木市（PTのみ） オヤマシ ユウキシ イバラキケン シモノ シ イチブ トチギシ		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		1		1		1		1		3		3		3		1		1		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		自立支援のケアマネージャーがいるが、医療福祉行政をうまく連携してまとめる役割が果たせていない。それぞれが別々で動いており、介護者が困ったときの相談窓口に迷う。 ジリツ シエン イリョウ フクシ ギョウセイ レンケイ ヤクワリ ハ ベツベツ ウゴ カイゴシャ コマ ソウダン マドグチ マヨ

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーション風		028-612-1333		028-612-1384		321-0117		宇都宮市城南3丁目5-6		3		1		0		1		0		0				宇都宮、鹿沼、下野、壬生 ウツノミヤ カヌマ シモノ ミブ		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		1		1		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1

		承諾 ショウダク		宮の橋訪問看護ステーション		028-635-9839		028-635-9839		321-0963		宇都宮市南大通り1-1-23		7		0		0		1		0		0		0		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		1		1		0		1		1		1		1		1		0		0		0		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		レスパイト等受け入れ先が少ない。市のコーディネーター様がご多忙の様子であり、要望に対しての対応にかなりの時間を要する（対応されないこともある）。年度変わるときなど、担当者（市）の引き継ぎがされず、進んでいた調整も振り出しに戻ってしまうことがある。 トウ ウ イ サキ スク シ サマ タボウ ヨウス ヨウボウ タイ タイオウ ジカン ヨウ タイオウ ネンド カ タントウシャ シ ヒ ツ スス チョウセイ フ ダ モド

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションオリーブ		0282-27-8414		0282-27-8415		328-0027		栃木市今泉町1丁目17番29号		7		0		0		0		0		0				栃木市、小山市、下野市、壬生町 トチギシ オヤマシ シモノ シ ミブ マチ		1		1		1		0		1		1		1		1		0		0		0		0		1		1		1		1		0		0		1		1		1		0		1		1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションマザーの家		0283-85-7771		0283-85-7772		327-0504		佐野市中町942-1		2		0		3		0		0		0				佐野市 サノシ		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーション卯の郷		028-682-7770		028-682-7766		329-1311		さくら市氏家2650番地		3		0		0		0		0		0				さくら市（周辺15ｋｍ以内）、塩谷町、那須烏山市、宇都宮市、高根沢町 シ シュウヘン イナイ シオヤ マチ ナスカラスヤマシ ウツノミヤシ タカネザワ マチ		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		3		3		3		3		3		1		2		2		2		2		2		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		2		2		2		3		3		3		3		1		1		1		3		3		3		3		1		2		2		2		2		2		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		2		2		2		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションたかねざわ		028-680-1701		028-680-1702		329-1233		塩谷郡高根沢町宝積寺2426-8 		16		0		0		0		0		0				高根沢町、さくら市、那須烏山市、芳賀町、市貝町、茂木町、益子町、宇都宮市 タカネザワマチ シ ナスカラスヤマシ ハガ マチ イチ カイ チョウ モギマチ マシコ チョウ ウツノミヤシ		1		1		1		0		1		1		1		1		1		0		1		0		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		2		2		2		2		2

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションみどり		0285-45-8362		0285-45-8397		329-0214		小山市乙女786-1		3		0		1		0		0		0				小山市、栃木市、古河市、結城市 オヤマシ トチギシ コガシ ユウキシ		0		0		1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		1		0		1		0		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		3		2		2		2		3		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		1		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		1		1		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		訪問看護師がもっと社会資源として同行できるとよいと思う。在宅での療養はもっと看護師が活躍できる体制が整うとよいと思った。 ホウモン カンゴシ シャカイ シゲン ドウコウ オモ ザイタク リョウヨウ カンゴシ カツヤク タイセイ トトノ オモ

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションあるく		028-643-5586		028-678-8796		320-0036		宇都宮市小幡2-6-14 		5		0		1		0		0		0		1		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		0		1		0		1		0		1		0		0		1		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3

		承諾 ショウダク		とちぎ訪問看護ステーションおやま		0285-39-8602		0285-39-8607		323-0827		栃木県小山市神鳥谷2251-7 ３２３－０８２７		12		0		0		0		0		0		1		小山市、下野市（南部）、野木町（北部） オヤマシ シモノ シ ナンブ ノギ マチ ホクブ		1		1		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		1		1		1		0		0		1		0		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		3		3		1		1		1		3		1		1		1		1		小児の重症心身障害児の訪問看護を行っていく上で。たびたび感じるのが成長に伴った教育、就学が難しく親御さんの希望通りにいかないことが多く残念に思います。難しいところだと思いますが… ショウニ ジュウショウ シンシン ショウガイジ ホウモン カンゴ オコナ ウエ カン セイチョウ トモナ キョウイク シュウガク ムズカ オヤゴ キボウ ドオ オオ ザンネン オモ ムズカ オモ

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションここあ		028-600-3735		028-600-3736		321-2116		栃木県宇都宮市徳次郎町998-9 ３２１－２１１６		10		1		0		1		0		0		2		宇都宮市、日光市、 ウツノミヤシ ニッコウシ		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2

chizuru_tanaka: 未記入		

chizuru_tanaka: 未記入		

chizuru_tanaka: 未記入		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3







訪問看護事業所 (記述)

		Ｑ1.貴施設について、お伺いいたします キ シセツ ウカガ

		1		事業所名 ジギョウショ メイ

		2		電話番号 デンワ バンゴウ

		3		FAX番号 バンゴウ

		4		所在地 ショザイチ

		5		職員構成（常勤・非常勤は問いません） ショクイン コウセイ ジョウキン ヒジョウキン ト

						看護師 カンゴシ

						作業療法士 サギョウ リョウホウシ

						准看護師 ジュンカンゴシ

						理学療法士 リガク リョウホウシ

						保健師 ホケンシ

						言語療法士 ゲンゴ リョウホウシ

						その他 タ

		6		訪問可能な主な市町村 ホウモン カノウ オモ シチョウソン

		Q2.いままでに以下の項目を在宅看護で行ったことがありますか（あるものすべてにチェックをしてください） イカ コウモク ザイタク カンゴ オコナ

								成人在宅 セイジン ザイタク				小児在宅 ショウニ ザイタク

				在宅人工呼吸器の管理 ザイタク ジンコウ コキュウキ カンリ

				気管カニューレの交換 キカン コウカン

				気管カニューレ部位のガーゼ交換 キカン ブイ コウカン

				気管内吸引 キカンナイ キュウイン

				食事介助 ショクジ カイジョ

				経鼻チューブの交換 ケイビ コウカン

				胃瘻の管理 イロウ カンリ

				経管栄養の注入 ケイカン エイヨウ チュウニュウ

				ストーマの管理 カンリ

				尿道カテーテルの管理 ニョウドウ カンリ

				導尿 ドウニョウ

				入浴介助 ニュウヨク カイジョ

				看護師によるリハビリテーション カンゴシ

				OTもしくはPTによるリハビリテーション

				中心静脈カテーテル管理 チュウシン ジョウミャク カンリ

				高カロリー輸液の管理 コウ ユエキ カンリ

				薬剤の静注（抗生物質や利尿剤など） ヤクザイ ジョウチュウ コウセイ ブッシツ リニョウザイ

				麻薬による疼痛コントロール マヤク ウズ ツウ

				終末期の医療的ケア シュウマツキ イリョウテキ

				在宅での看取り ザイタク ミト

				24時間対応 ジカン タイオウ

		Q3.現時点で、依頼のあった場合、重症心身障害児（者）の在宅医療を行うことはできますか ゲンジテン イライ バアイ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ ザイタク イリョウ オコナ

		1		できる

		2		できない

		3		要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン

		Q4.依頼があった場合に可能な医療的ケアと身体介護についてお答えください イライ バアイ カノウ イリョウテキ シンタイ カイゴ コタ

		※個別シートにて対応 コベツ タイオウ



				Ｑ1.貴施設について、お伺いいたします キ シセツ ウカガ										Q5.重症心身障害児（者）の方に対する医療、在宅生活等についてお気づきのことなど、ご自由にお書きください ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ カタ タイ イリョウ ザイタク セイカツナド キ ジユウ カ

				事業所名 ジギョウショ メイ		電話番号 デンワ バンゴウ		FAX番号 バンゴウ		郵便番号 ユウビンバンゴウ		所在地 ショザイチ

		承諾可否 ショウダク カヒ

		否 ヒ		曙訪問看護ステーション アケボノ ホウモン カンゴ		028-660-7803		028-683-5306		321-0901		宇都宮市平出町413番地		いつも大変お世話になっております。当STでも数名の小児利用者をNS、PT、OTでサポートしています。又、貴院のショートステイを利用させて頂いております。ご利用者様、家族が安心して過ごせるよう地域でサポートできたらと考えています。どうぞよろしくお願い申し上げます。 タイヘン セワ トウ スウメイ ショウニ リヨウシャ マタ キ イン リヨウ イタダ リヨウシャサマ カゾク アンシン ス チイキ カンガ ネガ モウ ア

		否 ヒ		とちぎメディカルセンター		0282-22-5810		0282-225812		328-0043		栃木市境町27-21

		否 ヒ		あいケアステーション		0282-23-6221		0282-24-9850		328-0074		栃木市薗部町2-5-9

		否 ヒ		訪問看護ステーションこすもす		0285-80-5511		0285-80-5512		321-4337		真岡市上高間木2-24-4		緊急時に主治医又はバッックベットのある病院との連携がとれる体制が整っていないと、在宅での対応に不安があります。
現在のところ、小児科、精神科看護を経験したスタッフがいない為、受け入れに不安がありますので今回はガイドマップ等に公表することに同意する事は控えさせていただきたいと思います。 キンキュウジ シュジイ マタ ビョウイン レンケイ タイセイ トトノ ザイタク タイオウ フアン ゲンザイ ショウニカ セイシンカ カンゴ ケイケン タメ ウ イ フアン コンカイ ナド コウヒョウ ドウイ コト ヒカ オモ

		否 ヒ		訪問看護ステーションひばり		0289-64-7226		0289-64-2225		322-8550		鹿沼市下田町1-1033

		否 ヒ		訪問看護ステーション那須		0287-73-5048		0287-63-4566		325-0023		那須塩原市豊浦10-706

		承諾 ショウダク		さくら訪問看護ステーション		0287-29-3252		0287-29-3252		324-0058		大田原市紫塚3-2633-10		小児の受入数（実績）が少ないので、実際依頼があった場合、入院中から手技等の指導を受けたいと思います。 ショウニ ウケイレスウ ジッセキ スク ジッサイ イライ バアイ ニュウインチュウ シュギ ナド シドウ ウ オモ

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションたんぽぽ		0280-57-1888		0280-57-3819		329-0101		下都賀郡野木町友沼5119-12		受け入れてくれる訪問看護Stの数が少ないと思います。研修会の機会を設けてサービス体制が構築できると良いと思います。 ウ イ ホウモン カンゴ カズ スク オモ ケンシュウカイ キカイ モウ タイセイ コウチク ヨ オモ

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションうつのみや		028-612-6103		028-612-6104		320-0852		宇都宮市下砥上町字並塚643番地1

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーション石橋		0285-52-2293		0285-52-2268		329-0511		下野市石橋628番地		最近、訪問依頼が増えてきていますが、私たち看護師の力量不足から利用者家族へ満足のいく看護が提供できないように感じています。現在の、利用者家族から教わることが多くあり、私たちが勉強になります。ただ、訪問していて思うことは、ご両親の今までの経験でケアが進み危険であり、指導させていただいても理解が得られないこともあり、ジレンマとなっています。例）誤嚥性肺炎を繰り返している方にヘッドアップして食事を摂るよう説明してもフラットのままであったり、他の方でPEG造設されているので、栄養はPEGからにして経口からは楽しみ程度にしてと言っても、食事を経口から摂るなど。 サイキン ホウモン イライ フ ワタクシ カンゴシ リキリョウ ブソク リヨウシャ カゾク マンゾク カンゴ テイキョウ カン ゲンザイ リヨウシャ カゾク オソ オオ ワタシ ベンキョウ ホウモン オモ リョウシン イマ ケイケン スス キケン シドウ リカイ エ レイ ゴエンセイ ハイエン ク カエ カタ ショクジ ト セツメイ ホカ カタ ゾウ セツ エイヨウ ケイコウ タノ テイド イ ショクジ ケイコウ ト

		承諾 ショウダク		マロニエ訪問看護ステーション		0287-37-6322		0287-39-3305		329-2763		那須塩原市井口537-3 にしなすの総合在宅ｹｱｾﾝﾀｰ内

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーション佐野		0283-86-7013		0283-86-7031		327-0847		佐野市天神町７７４－２２ メープルハイツ１０１号室

		承諾 ショウダク		とちぎ訪問看護ステーションくろばね		0287-54-0507		0287-54-0580		324-0241		大田原市黒羽向町142番地

		承諾 ショウダク		鹿沼訪問看護ステーション		0289-60-5650		0289-60-1687		322-0021		鹿沼市上野町320-3高橋ビル１階１０３号室

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションほっと		028-626-5739		028-625-8201		321-0974		宇都宮市竹林町958

		承諾 ショウダク		芳賀赤十字訪問看護ステーション		0285-84-8266		0285-84-8266		321-4306		真岡市台町2461		当ステーションは今年度小児在宅医との連携を開始することができました。安心して在宅療養を継続できるよう、多職種と連携し、実施しています。高齢者が介護サービスを選択するように、サービスの充実は得られていません。現実は家族だけで利用者（児）のケアを実施しているケースもあり家族の介護負担は大きいと考えます。負担軽減のためには、スムーズなレスパイト入院や日中の一時お預かり等充実した施設が増えることでさらに安心した療養環境の提供ができると思います。よろしくお願いいたします。 トウ コンネンド ショウニ ザイタク イ レンケイ カイシ アンシン ザイタク リョウヨウ ケイゾク タ ショクシュ レンケイ ジッシ コウレイシャ カイゴ センタク ジュウジツ エ ゲンジツ カゾク リヨウシャ ジ ジッシ カゾク カイゴ フタン オオ カンガ フタン ケイゲン ニュウイン ニッチュウ イチジ アズ ナド ジュウジツ シセツ フ アンシン リョウヨウ カンキョウ テイキョウ オモ ネガ

		承諾 ショウダク		とちぎ訪問看護ステーションみぶ		0282-82-7262		0282-82-7260		321-0218		下都賀郡壬生町落合1-18-12		病院との連携が大切。在宅生活を支援するためにチームで対応する（介護者の支援） ビョウイン レンケイ タイセツ ザイタク セイカツ シエン タイオウ カイゴシャ シエン

		承諾 ショウダク		ＷＡＤＥＷＡＤＥ訪問看護ステーション		028-666-5420		028-666-5460		321-0923		栃木県宇都宮市下栗町2913-1 ３２１－０９２３		重心の方を看る側（介護者）の負担軽減の必要性を感じてしまいます。まだまだ「私がやらなければ」という気持ちが強く、様々な資源活用へと動きが進むような発信が大切だと思っています。 ジュウシン カタ ミ ガワ カイゴシャ フタン ケイゲン ヒツヨウセイ カン ワタシ キモ ツヨ サマザマ シゲン カツヨウ ウゴ スス ハッシン タイセツ オモ

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションあい		0287-83-8035		0287-83-8222		321-0628		那須烏山市金井2-5-9 ベンチャープラザ7号室 ゴウシツ		小児や重心など医療依存度が高い方には家族が安心して預けられる事業所とスタッフが必要です（レスパイトの本当の意味で）訪問看護スタッフが動きやすい仕組みがあればもっと介入できると思います。例えば在宅以外への支援での算定が可能になる。長時間支援が可能になるなど。在宅支援診療所が多ければ助かります。開業医で努力してくださる医師の力で乗り切っている地域は特にそう感じます。後方病院親元病院との連携、地域との調整などスムーズにシームレスに行われるとうれしいです。行政からの介入が少なく、制度のことなど知らないまま苦労されている方が多いので、窓口での丁寧かつタイミングよく助言をしていただくと嬉しいです。 ショウニ ジュウシン イリョウ イゾンド タカ カタ カゾク アンシン アズ ジギョウショ ヒツヨウ ホントウ イミ ホウモン カンゴ ウゴ シク カイニュウ オモ タト ザイタク イガイ シエン サンテイ カノウ チョウジカン シエン カノウ ザイタク シエン シンリョウジョ オオ タス カイギョウイ ドリョク イシ チカラ ノ キ チイキ トク カン コウホウ ビョウイン オヤモト ビョウイン レンケイ チイキ チョウセイ オコナ ギョウセイ カイニュウ スク セイド シ クロウ カタ オオ マドグチ テイネイ ジョゲン ウレ

		承諾 ショウダク		あおい訪問看護ステーション		0284-73-9456		0284-72-7600		326-0831		足利市堀込町2556 セレッソ・コート１階

		承諾 ショウダク		那須赤十字訪問看護ステーション		0287-23-8866		0287-23-8903		324-8686		大田原市中田原1081-4

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションゆりの木		0287-47-5123		0287-47-5124		324-0028		大田原市山の手1-1-7 ヤマ テ		重症心身障害児施設で勤務したことのある看護師が2名いますので積極的に依頼があれば支援させていただきたいと思っています。こどもはやはり親元で成長発達できることが何よりも必要なことであると思っています。 ジュウショウ シンシン ショウガイ ジ シセツ キンム カンゴシ メイ セッキョクテキ イライ シエン オモ オヤモト セイチョウ ハッタツ ナニ ヒツヨウ オモ

		承諾 ショウダク		ライフ訪問看護リハビリテーション		0284-64-8799		0284-64-8335		326-0831		足利市堀込町2656-7　ASKビル３０１号		この件に関する研修の案内が少ないため、学ぶ機会をもっと増やしてほしい ケン カン ケンシュウ アンナイ スク マナ キカイ フ

		承諾 ショウダク		わくわく訪問看護ステーションおやま		0285-24-6575		0285-20-0255		323-0022		小山市駅東通り3-9-6		自立支援のケアマネージャーがいるが、医療福祉行政をうまく連携してまとめる役割が果たせていない。それぞれが別々で動いており、介護者が困ったときの相談窓口に迷う。 ジリツ シエン イリョウ フクシ ギョウセイ レンケイ ヤクワリ ハ ベツベツ ウゴ カイゴシャ コマ ソウダン マドグチ マヨ

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーション風		028-612-1333		028-612-1384		321-0117		宇都宮市城南3丁目5-6

		承諾 ショウダク		宮の橋訪問看護ステーション		028-635-9839		028-635-9839		321-0963		宇都宮市南大通り1-1-23		レスパイト等受け入れ先が少ない。市のコーディネーター様がご多忙の様子であり、要望に対しての対応にかなりの時間を要する（対応されないこともある）。年度変わるときなど、担当者（市）の引き継ぎがされず、進んでいた調整も振り出しに戻ってしまうことがある。 トウ ウ イ サキ スク シ サマ タボウ ヨウス ヨウボウ タイ タイオウ ジカン ヨウ タイオウ ネンド カ タントウシャ シ ヒ ツ スス チョウセイ フ ダ モド

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションオリーブ		0282-27-8414		0282-27-8415		328-0027		栃木市今泉町1丁目17番29号

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションマザーの家		0283-85-7771		0283-85-7772		327-0504		佐野市中町942-1

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーション卯の郷		028-682-7770		028-682-7766		329-1311		さくら市氏家2650番地

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションたかねざわ		028-680-1701		028-680-1702		329-1233		塩谷郡高根沢町宝積寺2426-8 

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションみどり		0285-45-8362		0285-45-8397		329-0214		小山市乙女786-1		訪問看護師がもっと社会資源として同行できるとよいと思う。在宅での療養はもっと看護師が活躍できる体制が整うとよいと思った。 ホウモン カンゴシ シャカイ シゲン ドウコウ オモ ザイタク リョウヨウ カンゴシ カツヤク タイセイ トトノ オモ

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションあるく		028-643-5586		028-678-8796		320-0036		宇都宮市小幡2-6-14 

		承諾 ショウダク		とちぎ訪問看護ステーションおやま		0285-39-8602		0285-39-8607		323-0827		栃木県小山市神鳥谷2251-7 ３２３－０８２７		小児の重症心身障害児の訪問看護を行っていく上で。たびたび感じるのが成長に伴った教育、就学が難しく親御さんの希望通りにいかないことが多く残念に思います。難しいところだと思いますが… ショウニ ジュウショウ シンシン ショウガイジ ホウモン カンゴ オコナ ウエ カン セイチョウ トモナ キョウイク シュウガク ムズカ オヤゴ キボウ ドオ オオ ザンネン オモ ムズカ オモ

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションここあ		028-600-3735		028-600-3736		321-2116		栃木県宇都宮市徳次郎町998-9 ３２１－２１１６







訪問看護事業所 (作業)

		Ｑ1.貴施設について、お伺いいたします キ シセツ ウカガ

		1		事業所名 ジギョウショ メイ

		2		電話番号 デンワ バンゴウ

		3		FAX番号 バンゴウ

		4		所在地 ショザイチ

		5		職員構成（常勤・非常勤は問いません） ショクイン コウセイ ジョウキン ヒジョウキン ト

						看護師 カンゴシ

						作業療法士 サギョウ リョウホウシ

						准看護師 ジュンカンゴシ

						理学療法士 リガク リョウホウシ

						保健師 ホケンシ

						言語療法士 ゲンゴ リョウホウシ

						その他 タ

		6		訪問可能な主な市町村 ホウモン カノウ オモ シチョウソン

		Q2.いままでに以下の項目を在宅看護で行ったことがありますか（あるものすべてにチェックをしてください） イカ コウモク ザイタク カンゴ オコナ

								成人在宅 セイジン ザイタク				小児在宅 ショウニ ザイタク

				在宅人工呼吸器の管理 ザイタク ジンコウ コキュウキ カンリ

				気管カニューレの交換 キカン コウカン

				気管カニューレ部位のガーゼ交換 キカン ブイ コウカン

				気管内吸引 キカンナイ キュウイン

				食事介助 ショクジ カイジョ

				経鼻チューブの交換 ケイビ コウカン

				胃瘻の管理 イロウ カンリ

				経管栄養の注入 ケイカン エイヨウ チュウニュウ

				ストーマの管理 カンリ

				尿道カテーテルの管理 ニョウドウ カンリ

				導尿 ドウニョウ

				入浴介助 ニュウヨク カイジョ

				看護師によるリハビリテーション カンゴシ

				OTもしくはPTによるリハビリテーション

				中心静脈カテーテル管理 チュウシン ジョウミャク カンリ

				高カロリー輸液の管理 コウ ユエキ カンリ

				薬剤の静注（抗生物質や利尿剤など） ヤクザイ ジョウチュウ コウセイ ブッシツ リニョウザイ

				麻薬による疼痛コントロール マヤク ウズ ツウ

				終末期の医療的ケア シュウマツキ イリョウテキ

				在宅での看取り ザイタク ミト

				24時間対応 ジカン タイオウ

		Q3.現時点で、依頼のあった場合、重症心身障害児（者）の在宅医療を行うことはできますか ゲンジテン イライ バアイ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ ザイタク イリョウ オコナ

		1		できる

		2		できない

		3		要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン

		Q4.依頼があった場合に可能な医療的ケアと身体介護についてお答えください イライ バアイ カノウ イリョウテキ シンタイ カイゴ コタ

		※個別シートにて対応 コベツ タイオウ



				Ｑ1.貴施設について、お伺いいたします キ シセツ ウカガ																																												Q2.いままでに以下の項目を在宅看護で行ったことがありますか（あるものすべてにチェックをしてください）【1.ある、0.ない】 イカ コウモク ザイタク カンゴ オコナ																																																																																				Q3		Q4.依頼があった場合に可能な医療的ケアと身体介護についてお答えください【1.できる、2.できない、3.要相談（条件による）】 イライ バアイ カノウ イリョウテキ シンタイ カイゴ コタ ヨウ ソウダン ジョウケン																																																																																																																																																																																																																		Q5.重症心身障害児（者）の方に対する医療、在宅生活等についてお気づきのことなど、ご自由にお書きください ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ カタ タイ イリョウ ザイタク セイカツナド キ ジユウ カ

				事業所名 ジギョウショ メイ		電話番号 デンワ バンゴウ		FAX番号 バンゴウ		郵便番号 ユウビンバンゴウ		所在地 ショザイチ		職員構成（常勤・非常勤は問いません）【人数：名】 ショクイン コウセイ ジョウキン ヒジョウキン ト ニンズウ メイ																																訪問可能な主な市町村 ホウモン カノウ オモ シチョウソン		在宅人工呼吸器の管理 ザイタク ジンコウ コキュウキ カンリ				気管カニューレの交換 キカン コウカン				気管カニューレ部位のガーゼ交換 キカン ブイ コウカン				気管内吸引 キカンナイ キュウイン				食事介助 ショクジ カイジョ				経鼻チューブの交換 ケイビ コウカン				胃瘻の管理 イロウ カンリ				経管栄養の注入 ケイカン エイヨウ チュウニュウ				ストーマの管理 カンリ				尿道カテーテルの管理 ニョウドウ カンリ				導尿 ドウニョウ				入浴介助 ニュウヨク カイジョ				看護師によるリハビリテーション カンゴシ				OTもしくはPTによるリハビリテーション				中心静脈カテーテル管理 チュウシン ジョウミャク カンリ				高カロリー輸液の管理 コウ ユエキ カンリ				薬剤の静注（抗生物質や利尿剤など） ヤクザイ ジョウチュウ コウセイ ブッシツ リニョウザイ				麻薬による疼痛コントロール マヤク ウズ ツウ				終末期の医療的ケア シュウマツキ イリョウテキ				在宅での看取り ザイタク ミト				24時間対応 ジカン タイオウ						在宅人工呼吸器の管理 ザイタク ジンコウ コキュウキ カンリ										気管カニューレの交換 キカン コウカン										気管カニューレの管理（日常の交換以外の対応） キカン カンリ ニチジョウ コウカン イガイ タイオウ										気管内吸引 キカンナイ キュウイン										食事介助 ショクジ カイジョ										経鼻チューブの交換 ケイビ コウカン										ストーマの管理 カンリ										尿道カテーテルの管理 ニョウドウ カンリ										導尿 ドウニョウ										入浴介助 ニュウヨク カイジョ										看護師によるリハビリテーション カンゴシ										OTもしくはPTによるリハビリテーション										中心静脈カテーテル管理 チュウシン ジョウミャク カンリ										高カロリー輸液の管理 コウ ユエキ カンリ										薬剤の静注（抗生物質や利尿剤など） ヤクザイ ジョウチュウ コウセイ ブッシツ リニョウザイ										麻薬による疼痛コントロール マヤク トウツウ										終末期の医療的ケア シュウマツキ イリョウテキ										在宅での看取り ザイタク ミト										24時間対応 ジカン タイオウ										外出の介助 ガイシュツ カイジョ										通院の介助 ツウイン カイジョ

		承諾可否 ショウダク カヒ												看護師 カンゴシ		作業療法士 サギョウ リョウホウシ		准看護師 ジュンカンゴシ		理学療法士 リガク リョウホウシ		保健師 ホケンシ		言語療法士 ゲンゴ リョウホウシ		その他 タ																						成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ				乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ

		否 ヒ		曙訪問看護ステーション アケボノ ホウモン カンゴ		028-660-7803		028-683-5306		321-0901		宇都宮市平出町413番地		8		3		0		3		0		1		0		宇都宮 ウツノミヤ		高根沢 タカネザワ														宇都宮市 ウツノミヤシ		宇都宮、高根沢 ウツノミヤ タカネザワ		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		3		2		2		2		2		3		2		2		2		2		2		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		1		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		1		1		1		3		3		3		1		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		2		2		2		2		2		いつも大変お世話になっております。当STでも数名の小児利用者をNS、PT、OTでサポートしています。又、貴院のショートステイを利用させて頂いております。ご利用者様、家族が安心して過ごせるよう地域でサポートできたらと考えています。どうぞよろしくお願い申し上げます。 タイヘン セワ トウ スウメイ ショウニ リヨウシャ マタ キ イン リヨウ イタダ リヨウシャサマ カゾク アンシン ス チイキ カンガ ネガ モウ ア

		否 ヒ		とちぎメディカルセンター		0282-22-5810		0282-225812		328-0043		栃木市境町27-21		9		0		4		1		0		1		2		栃木市 トチギシ		小山市 オヤマシ		壬生町 ミブマチ												栃木市 トチギシ		栃木市、小山市、壬生町 トチギシ オヤマシ ミブマチ		1		1		1		0		1		1		1		1		1		0		1		0		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		0		1		1		3		2		1		1		1		1		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		2		2		2		1		1		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		1		1		1		1		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		2		2		2		2		2

		否 ヒ		あいケアステーション		0282-23-6221		0282-24-9850		328-0074		栃木市薗部町2-5-9		1		0		2		2		0		0		0		栃木市 トチギシ																栃木市 トチギシ		栃木市 トチギシ		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		3		2		2		2		2		3		2		2		2		2		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		3		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		3		2		2		2		2		3		2		2		2		2		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		2		2		2		2		3

		否 ヒ		訪問看護ステーションこすもす		0285-80-5511		0285-80-5512		321-4337		真岡市上高間木2-24-4		4		2		0		1		0		0		0																		鹿沼市 カヌマシ				1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		3		2		2		2		3		3		2		2		2		3		3		2		2		2		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		3		3		3		3		3		3		3		2		2		2		3		3		2		2		2		3		3		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		2		2		2		2		3		2		2		2		2		3		2		2		2		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		1		3		3		3		3		3		2		2		2		2		2		緊急時に主治医又はバッックベットのある病院との連携がとれる体制が整っていないと、在宅での対応に不安があります。
現在のところ、小児科、精神科看護を経験したスタッフがいない為、受け入れに不安がありますので今回はガイドマップ等に公表することに同意する事は控えさせていただきたいと思います。 キンキュウジ シュジイ マタ ビョウイン レンケイ タイセイ トトノ ザイタク タイオウ フアン ゲンザイ ショウニカ セイシンカ カンゴ ケイケン タメ ウ イ フアン コンカイ ナド コウヒョウ ドウイ コト ヒカ オモ

		否 ヒ		訪問看護ステーションひばり		0289-64-7226		0289-64-2225		322-8550		鹿沼市下田町1-1033		6		1		0		1		0		0		0		鹿沼市 カヌマシ																那須塩原市 ナスシオバラ シ		市内及び近隣市 シナイ オヨ キンリン シ		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		0		1		1		2

chizuru_tanaka: 未記入		1		1		2		2		1		2		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		1		3		3		1		1		1		3		3		3		3		1		3		3		1		1		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		1		3		3		3		1		1		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1

		否 ヒ		訪問看護ステーション那須		0287-73-5048		0287-63-4566		325-0023		那須塩原市豊浦10-706		5		0		2		0		0		0		0		那須塩原市 ナスシオバラ シ		大田原市 オオタワラシ		那須町 ナスマチ												大田原市 オオタワラシ		那須塩原市、大田原市、那須町 ナスシオバラ シ オオタワラシ ナスマチ		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		0		0		1		0		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		2

chizuru_tanaka: 未記入		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1

		承諾 ショウダク		さくら訪問看護ステーション		0287-29-3252		0287-29-3252		324-0058		大田原市紫塚3-2633-10		5		0		0		1		0		0		0		大田原市 オオタワラシ		那須塩原市 ナスシオバラ シ		矢板市 ヤイタシ												野木町 ノギマチ		大田原市、那須塩原市、矢板市 オオタワラシ ナスシオバラ シ ヤイタ シ		1		0		1		1		1		1		1		1		1		0		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		0		1		1		3		3		3		3		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		小児の受入数（実績）が少ないので、実際依頼があった場合、入院中から手技等の指導を受けたいと思います。 ショウニ ウケイレスウ ジッセキ スク ジッサイ イライ バアイ ニュウインチュウ シュギ ナド シドウ ウ オモ

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションたんぽぽ		0280-57-1888		0280-57-3819		329-0101		下都賀郡野木町友沼5119-12		20		3		0		5		0		0		2		野木町 ノギマチ		小山市 オヤマシ		旧藤岡町 キュウ フジオカマチ												宇都宮市 ウツノミヤシ		野木町、小山市、旧藤岡町 ノギマチ オヤマシ キュウ フジオカマチ		1		1		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		1		1		1		1		1		1		0		0		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		3		1		1		1		1		1		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		3		3		3		3		3		1		1		3		2		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		2		2		2		2		2		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		受け入れてくれる訪問看護Stの数が少ないと思います。研修会の機会を設けてサービス体制が構築できると良いと思います。 ウ イ ホウモン カンゴ カズ スク オモ ケンシュウカイ キカイ モウ タイセイ コウチク ヨ オモ

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションうつのみや		028-612-6103		028-612-6104		320-0852		宇都宮市下砥上町字並塚643番地1		11		0		0		0		0		0		1		宇都宮市 ウツノミヤシ		壬生町 ミブマチ														下野市 シモノ シ		宇都宮市、壬生町 ウツノミヤシ ミブマチ		1		1		0		0		1		1		1		1		1		0		0		0		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		2

chizuru_tanaka: 未記入		3		3		3		3		1		2		2		2		2		2		3		3		3		1		1		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		3		3		3		1		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		3		3		3		1		1		3		3		3		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーション石橋		0285-52-2293		0285-52-2268		329-0511		下野市石橋628番地		7		0		0		1		0		0		1		下野市 シモノ シ		上三川町 カミノカワマチ		壬生町 ミブマチ		宇都宮市 ウツノミヤシ										那須塩原市 ナスシオバラ シ		下野市、上三川町、壬生町、宇都宮市（部） シモノ シ カミノカワマチ ミブマチ ウツノミヤシ ブ		1		1		0		0		1		1		1		1		1		0		1		0		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		3		1		1		1		1		1		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		1		3		3		3		3		3		3		3		3		1		1		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		2		2		2		2		2		最近、訪問依頼が増えてきていますが、私たち看護師の力量不足から利用者家族へ満足のいく看護が提供できないように感じています。現在の、利用者家族から教わることが多くあり、私たちが勉強になります。ただ、訪問していて思うことは、ご両親の今までの経験でケアが進み危険であり、指導させていただいても理解が得られないこともあり、ジレンマとなっています。例）誤嚥性肺炎を繰り返している方にヘッドアップして食事を摂るよう説明してもフラットのままであったり、他の方でPEG造設されているので、栄養はPEGからにして経口からは楽しみ程度にしてと言っても、食事を経口から摂るなど。 サイキン ホウモン イライ フ ワタクシ カンゴシ リキリョウ ブソク リヨウシャ カゾク マンゾク カンゴ テイキョウ カン ゲンザイ リヨウシャ カゾク オソ オオ ワタシ ベンキョウ ホウモン オモ リョウシン イマ ケイケン スス キケン シドウ リカイ エ レイ ゴエンセイ ハイエン ク カエ カタ ショクジ ト セツメイ ホカ カタ ゾウ セツ エイヨウ ケイコウ タノ テイド イ ショクジ ケイコウ ト

		承諾 ショウダク		マロニエ訪問看護ステーション		0287-37-6322		0287-39-3305		329-2763		那須塩原市井口537-3 にしなすの総合在宅ｹｱｾﾝﾀｰ内		5		7		0		5		0		2		1		那須塩原市 ナスシオバラ シ		那須町 ナスマチ		大田原市 オオタワラシ												足利市 アシカガシ		那須塩原市、那須町、大田原市　リハビリのみ→那珂川町訪問可能 ナスシオバラ シ ナスマチ オオタワラシ ナカガワ マチ ホウモン カノウ		1		1		1		0		1		1		1		1		0		0		0		1		1		1		1		1		1		0		1		1		1		1		1		1		0		0		1		1		1		0		1		0		0		0		1		0		1		1		1		1		1		1		3		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーション佐野		0283-86-7013		0283-86-7031		327-0847		佐野市天神町７７４－２２ メープルハイツ１０１号室		3		0		1		0		0		0		1		足利市 アシカガシ		佐野市 サノシ		栃木市 トチギシ												大田原市 オオタワラシ		足利市、佐野市、栃木市（旧岩船市） アシカガシ サノシ トチギシ キュウ イワフネ シ		0		0		0		0		1		0		1		0		1		0		0		0		1		0		0		0		1		0		1		0		0		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		2		2		2		2		2		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1

		承諾 ショウダク		とちぎ訪問看護ステーションくろばね		0287-54-0507		0287-54-0580		324-0241		大田原市黒羽向町142番地		6		0		0		0		1		0		2		大田原市 オオタワラシ		那須塩原市 ナスシオバラ シ		那須町 ナスマチ		那珂川町 ナカガワマチ										鹿沼市 カヌマシ		大田原市、那須塩原市、那須町、那珂川町 オオタワラシ ナスシオバラ シ ナスマチ ナカガワマチ		1		0		0		0		1		1		1		1		1		0		1		0		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		3		3		3		3		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		1		2		2		2		2		2		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3

		承諾 ショウダク		鹿沼訪問看護ステーション		0289-60-5650		0289-60-1687		322-0021		鹿沼市上野町320-3高橋ビル１階１０３号室		5		0		0		0		0		0		0		鹿沼市 カヌマシ		旧宇都宮市 キュウ ウツノミヤシ		旧今市市 キュウ イマイチシ		壬生町 ミブマチ		西片町 ニシカタマチ								宇都宮市 ウツノミヤシ		鹿沼市、旧宇都宮市、旧今市市、壬生町、西片町 カヌマシ キュウ ウツノミヤシ キュウ イマイチシ ミブマチ ニシカタマチ		0		0		0		0		0		0		1		0		1		0		0		0		1		0		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		2

chizuru_tanaka: 未記入		2		2		2		2		1		2		2		2		2		3		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションほっと		028-626-5739		028-625-8201		321-0974		宇都宮市竹林町958		11		0		0		2		0		0		0		宇都宮市 ウツノミヤシ																真岡市 モオカシ		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2

		承諾 ショウダク		芳賀赤十字訪問看護ステーション		0285-84-8266		0285-84-8266		321-4306		真岡市台町2461		6		0		0		0		0		0		0		真岡市 モオカシ		益子町 マシコマチ		芳賀町 ハガマチ		茂木町 モギマチ										上三川町 カミノカワマチ		芳賀郡全域（真岡市、益子町、芳賀町、茂木町） ハガ グン ゼンイキ モオカシ マシコマチ ハガマチ モギ マチ		1		1		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		3		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		当ステーションは今年度小児在宅医との連携を開始することができました。安心して在宅療養を継続できるよう、多職種と連携し、実施しています。高齢者が介護サービスを選択するように、サービスの充実は得られていません。現実は家族だけで利用者（児）のケアを実施しているケースもあり家族の介護負担は大きいと考えます。負担軽減のためには、スムーズなレスパイト入院や日中の一時お預かり等充実した施設が増えることでさらに安心した療養環境の提供ができると思います。よろしくお願いいたします。 トウ コンネンド ショウニ ザイタク イ レンケイ カイシ アンシン ザイタク リョウヨウ ケイゾク タ ショクシュ レンケイ ジッシ コウレイシャ カイゴ センタク ジュウジツ エ ゲンジツ カゾク リヨウシャ ジ ジッシ カゾク カイゴ フタン オオ カンガ フタン ケイゲン ニュウイン ニッチュウ イチジ アズ ナド ジュウジツ シセツ フ アンシン リョウヨウ カンキョウ テイキョウ オモ ネガ

		承諾 ショウダク		とちぎ訪問看護ステーションみぶ		0282-82-7262		0282-82-7260		321-0218		下都賀郡壬生町落合1-18-12		16		0		0		0		0		0		1		上三川町 カミノカワマチ		下野市 シモツケシ		壬生町 ミブマチ		宇都宮市 ウツノミヤシ										宇都宮市 ウツノミヤシ		上三川町、下野市、壬生町、宇都宮 カミノカワマチ シモノ シ ミブ チョウ ウツノミヤ		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		1		0		1		1		1		1		1		1		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		病院との連携が大切。在宅生活を支援するためにチームで対応する（介護者の支援） ビョウイン レンケイ タイセツ ザイタク セイカツ シエン タイオウ カイゴシャ シエン

		承諾 ショウダク		ＷＡＤＥＷＡＤＥ訪問看護ステーション		028-666-5420		028-666-5460		321-0923		栃木県宇都宮市下栗町2913-1 ３２１－０９２３		12		0		0		0		0		0		0		宇都宮市 ウツノミヤシ		上三川町 カミノカワマチ														那須烏山市 ナスカラスヤマシ		宇都宮市、上三川町、 ウツノミヤシ カミノカワマチ		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		0		0		1		0		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		重心の方を看る側（介護者）の負担軽減の必要性を感じてしまいます。まだまだ「私がやらなければ」という気持ちが強く、様々な資源活用へと動きが進むような発信が大切だと思っています。 ジュウシン カタ ミ ガワ カイゴシャ フタン ケイゲン ヒツヨウセイ カン ワタシ キモ ツヨ サマザマ シゲン カツヨウ ウゴ スス ハッシン タイセツ オモ

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションあい		0287-83-8035		0287-83-8222		321-0628		那須烏山市金井2-5-9 ベンチャープラザ7号室 ゴウシツ		8		0		1		0		0		0		1		那須烏山市 ナスカラスヤマシ		那珂川町 ナカガワマチ		茂木町 モギマチ		一貝町 イチ ガイ チョウ										足利市 アシカガシ		那須烏山市、那珂川町、茂木町、一貝町 ナスカラスヤマシ ナカガワマチ モギマチ イチ ガイ マチ		1		1		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		0		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		小児や重心など医療依存度が高い方には家族が安心して預けられる事業所とスタッフが必要です（レスパイトの本当の意味で）訪問看護スタッフが動きやすい仕組みがあればもっと介入できると思います。例えば在宅以外への支援での算定が可能になる。長時間支援が可能になるなど。在宅支援診療所が多ければ助かります。開業医で努力してくださる医師の力で乗り切っている地域は特にそう感じます。後方病院親元病院との連携、地域との調整などスムーズにシームレスに行われるとうれしいです。行政からの介入が少なく、制度のことなど知らないまま苦労されている方が多いので、窓口での丁寧かつタイミングよく助言をしていただくと嬉しいです。 ショウニ ジュウシン イリョウ イゾンド タカ カタ カゾク アンシン アズ ジギョウショ ヒツヨウ ホントウ イミ ホウモン カンゴ ウゴ シク カイニュウ オモ タト ザイタク イガイ シエン サンテイ カノウ チョウジカン シエン カノウ ザイタク シエン シンリョウジョ オオ タス カイギョウイ ドリョク イシ チカラ ノ キ チイキ トク カン コウホウ ビョウイン オヤモト ビョウイン レンケイ チイキ チョウセイ オコナ ギョウセイ カイニュウ スク セイド シ クロウ カタ オオ マドグチ テイネイ ジョゲン ウレ

		承諾 ショウダク		あおい訪問看護ステーション		0284-73-9456		0284-72-7600		326-0831		足利市堀込町2556 セレッソ・コート１階		16		0		0		4		0		0		0		足利市 アシカガシ		佐野市 サノシ														大田原市 オオタワラシ		足利市とその周辺（佐野市、館林市、巴楽町、太田市、桐生市） アシカガシ シュウヘン サノシ タテバヤシシ トモエ ラク マチ オオタシ キリュウシ		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1

		承諾 ショウダク		那須赤十字訪問看護ステーション		0287-23-8866		0287-23-8903		324-8686		大田原市中田原1081-4		8		1		0		0		0		0		0		大田原市 オオタワラシ		那須塩原市 ナスシオバラ シ														大田原市 オオタワラシ		大田原市、那須塩原市（一部を除く） オオタワラシ ナスシオバラ シ イチブ ノゾ		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		1		1		0		1		0		1		1		1		0		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションゆりの木		0287-47-5123		0287-47-5124		324-0028		大田原市山の手1-1-7 ヤマ テ		4		0		0		0		0		0		0		大田原市 オオタワラシ		那須塩原市 ナスシオバラ シ		那珂川町 ナカガワマチ												足利市 アシカガシ		大田原市、那須塩原市、那珂川町 オオタワラシ ナスシオバラ シ ナカガワマチ		1		1		1		0		1		1		1		1		0		0		0		1		1		0		1		1		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		0		0		1		0		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		3		1		1		1		1		2		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		3		1		1		1		1		3		1		1		1		1		1		1		1		1		3		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		3		3		1		3		3		1		1		1		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		重症心身障害児施設で勤務したことのある看護師が2名いますので積極的に依頼があれば支援させていただきたいと思っています。こどもはやはり親元で成長発達できることが何よりも必要なことであると思っています。 ジュウショウ シンシン ショウガイ ジ シセツ キンム カンゴシ メイ セッキョクテキ イライ シエン オモ オヤモト セイチョウ ハッタツ ナニ ヒツヨウ オモ

		承諾 ショウダク		ライフ訪問看護リハビリテーション		0284-64-8799		0284-64-8335		326-0831		足利市堀込町2656-7　ASKビル３０１号		5		0		0		1		0		0		0		足利市 アシカガシ		佐野市 サノシ														小山市 オヤマシ		足利市、佐野市、館林市、邑楽郡、太田市、桐生市 アシカガシ サノシ タテバヤシシ オウラ グン オオタシ キリュウシ		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		この件に関する研修の案内が少ないため、学ぶ機会をもっと増やしてほしい ケン カン ケンシュウ アンナイ スク マナ キカイ フ

		承諾 ショウダク		わくわく訪問看護ステーションおやま		0285-24-6575		0285-20-0255		323-0022		小山市駅東通り3-9-6		11		0		0		5		0		0		0		小山市 オヤマシ		下野市 シモツケシ		栃木市 トチギシ												宇都宮市 ウツノミヤシ		小山市、結城市（茨城県）、下野市の一部、栃木市（PTのみ） オヤマシ ユウキシ イバラキケン シモノ シ イチブ トチギシ		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		1		1		1		1		3		3		3		1		1		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		自立支援のケアマネージャーがいるが、医療福祉行政をうまく連携してまとめる役割が果たせていない。それぞれが別々で動いており、介護者が困ったときの相談窓口に迷う。 ジリツ シエン イリョウ フクシ ギョウセイ レンケイ ヤクワリ ハ ベツベツ ウゴ カイゴシャ コマ ソウダン マドグチ マヨ

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーション風		028-612-1333		028-612-1384		321-0117		宇都宮市城南3丁目5-6		3		1		0		1		0		0		0		宇都宮市 ウツノミヤシ		鹿沼市 カヌマシ		下野市 シモツケシ		壬生町 ミブマチ										宇都宮市 ウツノミヤシ		宇都宮、鹿沼、下野、壬生 ウツノミヤ カヌマ シモノ ミブ		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		1		1		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1

		承諾 ショウダク		宮の橋訪問看護ステーション		028-635-9839		028-635-9839		321-0963		宇都宮市南大通り1-1-23		7		0		0		1		0		0		0		宇都宮市 ウツノミヤシ																栃木市 トチギシ		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		1		1		0		1		1		1		1		1		0		0		0		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		レスパイト等受け入れ先が少ない。市のコーディネーター様がご多忙の様子であり、要望に対しての対応にかなりの時間を要する（対応されないこともある）。年度変わるときなど、担当者（市）の引き継ぎがされず、進んでいた調整も振り出しに戻ってしまうことがある。 トウ ウ イ サキ スク シ サマ タボウ ヨウス ヨウボウ タイ タイオウ ジカン ヨウ タイオウ ネンド カ タントウシャ シ ヒ ツ スス チョウセイ フ ダ モド

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションオリーブ		0282-27-8414		0282-27-8415		328-0027		栃木市今泉町1丁目17番29号		7		0		0		0		0		0		0		栃木市 トチギシ		小山市 オヤマシ		下野市 シモツケシ		壬生町 ミブマチ										佐野市 サノシ		栃木市、小山市、下野市、壬生町 トチギシ オヤマシ シモノ シ ミブ マチ		1		1		1		0		1		1		1		1		0		0		0		0		1		1		1		1		0		0		1		1		1		0		1		1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションマザーの家		0283-85-7771		0283-85-7772		327-0504		佐野市中町942-1		2		0		3		0		0		0		0		佐野市 サノシ																さくら市 シ		佐野市 サノシ		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーション卯の郷		028-682-7770		028-682-7766		329-1311		さくら市氏家2650番地		3		0		0		0		0		0		0		さくら市 シ		塩谷町 シオヤ マチ		那須烏山市 ナスカラスヤマシ		宇都宮市 ウツノミヤシ		高根沢町 タカネザワマチ								高根沢町 タカネザワマチ		さくら市（周辺15ｋｍ以内）、塩谷町、那須烏山市、宇都宮市、高根沢町 シ シュウヘン イナイ シオヤ マチ ナスカラスヤマシ ウツノミヤシ タカネザワ マチ		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		3		3		3		3		3		1		2		2		2		2		2		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		2		2		2		3		3		3		3		1		1		1		3		3		3		3		1		2		2		2		2		2		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		2		2		2		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションたかねざわ		028-680-1701		028-680-1702		329-1233		塩谷郡高根沢町宝積寺2426-8 		16		0		0		0		0		0		0		高根沢町 タカネザワマチ		さくら市 シ		那須烏山市 ナスカラスヤマシ		芳賀町 ハガマチ		一貝町 イチ ガイ チョウ		茂木町 モギマチ		益子町 マシコ チョウ		宇都宮市 ウツノミヤシ		小山市 オヤマシ		高根沢町、さくら市、那須烏山市、芳賀町、市貝町、茂木町、益子町、宇都宮市 タカネザワマチ シ ナスカラスヤマシ ハガ マチ イチ カイ チョウ モギマチ マシコ チョウ ウツノミヤシ		1		1		1		0		1		1		1		1		1		0		1		0		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		2		2		2		2		2

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションみどり		0285-45-8362		0285-45-8397		329-0214		小山市乙女786-1		3		0		1		0		0		0		0		小山市 オヤマシ		栃木市 トチギシ		古河市 コガシ												宇都宮市 ウツノミヤシ		小山市、栃木市、古河市、結城市 オヤマシ トチギシ コガシ ユウキシ		0		0		1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		1		0		1		0		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		3		2		2		2		3		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		1		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		1		1		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		訪問看護師がもっと社会資源として同行できるとよいと思う。在宅での療養はもっと看護師が活躍できる体制が整うとよいと思った。 ホウモン カンゴシ シャカイ シゲン ドウコウ オモ ザイタク リョウヨウ カンゴシ カツヤク タイセイ トトノ オモ

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションあるく		028-643-5586		028-678-8796		320-0036		宇都宮市小幡2-6-14 		5		0		1		0		0		0		1		宇都宮市 ウツノミヤシ																小山市 オヤマシ		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		0		1		0		1		0		1		0		0		1		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3

		承諾 ショウダク		とちぎ訪問看護ステーションおやま		0285-39-8602		0285-39-8607		323-0827		栃木県小山市神鳥谷2251-7 ３２３－０８２７		12		0		0		0		0		0		1		小山市 オヤマシ		下野市 シモツケシ		野木町 ノギマチ												宇都宮市 ウツノミヤシ		小山市、下野市（南部）、野木町（北部） オヤマシ シモノ シ ナンブ ノギ マチ ホクブ		1		1		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		1		1		1		0		0		1		0		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		3		3		1		1		1		3		1		1		1		1		小児の重症心身障害児の訪問看護を行っていく上で。たびたび感じるのが成長に伴った教育、就学が難しく親御さんの希望通りにいかないことが多く残念に思います。難しいところだと思いますが… ショウニ ジュウショウ シンシン ショウガイジ ホウモン カンゴ オコナ ウエ カン セイチョウ トモナ キョウイク シュウガク ムズカ オヤゴ キボウ ドオ オオ ザンネン オモ ムズカ オモ

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションここあ		028-600-3735		028-600-3736		321-2116		栃木県宇都宮市徳次郎町998-9 ３２１－２１１６		10		1		0		1		0		0		2		宇都宮市 ウツノミヤシ		日光市 ニッコウシ														高根沢町 タカネザワ マチ		宇都宮市、日光市、 ウツノミヤシ ニッコウシ		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2

chizuru_tanaka: 未記入		

chizuru_tanaka: 未記入		

chizuru_tanaka: 未記入		

chizuru_tanaka: 未記入		

chizuru_tanaka: 未記入		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3

																																												小山市 オヤマシ

																																												大田原市 オオタワラシ				28		21		24		11		30		23		31		24		28		14		22		17		32		21		31		19		32		6		33		7		31		8		33		20		33		18		16		9		29		2		30		4		28		3		30		3		32		6		31		4		33		22

																																												那須塩原市 ナスシオバラ シ				28		21		24		11		30		23		31		24		28		14		22		17		32		21		31		19		32		6		33		7		31		8		33		20		33		18		16		9		29		2		30		4		28		3		30		3		32		6		31		4		33		22

																																												小山市 オヤマシ

																																												壬生町 ミブマチ

																																												上三川町 カミノカワマチ

																																												那須町 ナスマチ

														260		19		15		35		1		4		16																		佐野市 サノシ				Q2.いままでに以下の項目を在宅看護で行ったことがありますか（あるものすべてにチェックをしてください）																																																																																						Q4.依頼があった場合に可能な医療的ケアと身体介護についてお答えください

				事業所名 ジギョウショ メイ		電話番号 デンワ バンゴウ		FAX番号 バンゴウ		郵便番号 ユウビンバンゴウ		所在地 ショザイチ		職員構成（常勤・非常勤は問いません）【人数：名】 ショクイン コウセイ ジョウキン ヒジョウキン ト ニンズウ メイ																														那須塩原市 ナスシオバラ シ		訪問可能な主な市町村 ホウモン カノウ オモ シチョウソン		在宅人工呼吸器の管理 ザイタク ジンコウ コキュウキ カンリ				気管カニューレの交換 キカン コウカン				気管カニューレ部位のガーゼ交換 キカン ブイ コウカン				気管内吸引 キカンナイ キュウイン				食事介助 ショクジ カイジョ				経鼻チューブの交換 ケイビ コウカン				胃瘻の管理 イロウ カンリ				経管栄養の注入 ケイカン エイヨウ チュウニュウ				ストーマの管理 カンリ				尿道カテーテルの管理 ニョウドウ カンリ				導尿 ドウニョウ				入浴介助 ニュウヨク カイジョ				看護師によるリハビリテーション カンゴシ				OTもしくはPTによるリハビリテーション				中心静脈カテーテル管理 チュウシン ジョウミャク カンリ				高カロリー輸液の管理 コウ ユエキ カンリ				薬剤の静注（抗生物質や利尿剤など） ヤクザイ ジョウチュウ コウセイ ブッシツ リニョウザイ				麻薬による疼痛コントロール マヤク ウズ ツウ				終末期の医療的ケア シュウマツキ イリョウテキ				在宅での看取り ザイタク ミト				24時間対応 ジカン タイオウ						在宅人工呼吸器の管理 ザイタク ジンコウ コキュウキ カンリ										気管カニューレの交換 キカン コウカン										気管カニューレの管理（日常の交換以外の対応） キカン カンリ ニチジョウ コウカン イガイ タイオウ										気管内吸引 キカンナイ キュウイン										食事介助 ショクジ カイジョ										経鼻チューブの交換 ケイビ コウカン										ストーマの管理 カンリ										尿道カテーテルの管理 ニョウドウ カンリ										導尿 ドウニョウ										入浴介助 ニュウヨク カイジョ										看護師によるリハビリテーション カンゴシ										OTもしくはPTによるリハビリテーション										中心静脈カテーテル管理 チュウシン ジョウミャク カンリ										高カロリー輸液の管理 コウ ユエキ カンリ										薬剤の静注（抗生物質や利尿剤など） ヤクザイ ジョウチュウ コウセイ ブッシツ リニョウザイ										麻薬による疼痛コントロール マヤク トウツウ										終末期の医療的ケア シュウマツキ イリョウテキ										在宅での看取り ザイタク ミト										24時間対応 ジカン タイオウ										外出の介助 ガイシュツ カイジョ										通院の介助 ツウイン カイジョ

														看護師 カンゴシ		作業療法士 サギョウ リョウホウシ		准看護師 ジュンカンゴシ		理学療法士 リガク リョウホウシ		保健師 ホケンシ		言語療法士 ゲンゴ リョウホウシ		その他 タ																		旧宇都宮市 キュウ ウツノミヤシ				成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ				乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ

																												訪問可能市町村 ホウモン カノウ シチョウソン		事業所数 ジギョウショ スウ														益子町 マシコマチ																																																																																								できる		18		20		19		20		27		9		11		13		13		18		22		22		22		24		30		25		25		26		29		34		25		25		26		27		31		16		17		19		21		27		21		22		23		26		32		16		18		22		25		33		16		18		22		24		32		26		25		29		30		31		18		20		22		23		30		9		10		9		9		12		20		20		23		25		31		21		22		24		27		32		14		14		16		18		27		12		12		13		15		25		18		17		19		20		28		19		18		19		21		29		23		23		24		25		33		7		7		9		10		14		5		6		7		8		11

																				成人 セイジン		小児 ショウニ						足利市 アシカガシ		3														下野市 シモツケシ																																																																																								できない		8		7		8		5		1		18		15		14		12		6		6		6		6		4		1		5		5		5		4		0		6		6		6		5		1		11		11		11		9		3		5		5		5		3		0		8		8		8		5		0		9		8		8		5		0		5		6		5		4		1		8		7		7		6		2		19		18		18		19		17		7		7		7		6		1		6		6		6		5		1		10		10		10		7		2		6		6		6		5		1		6		6		6		5		2		5		5		5		4		1		5		5		5		4		1		11		11		11		10		7		17		17		17		16		13

																		在宅人工呼吸器の管理 ザイタク ジンコウ コキュウキ カンリ		28		21						市貝町 イチ		2														上三川町 カミノカワマチ																																																																																								要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン		8		7		7		9		6		7		8		7		9		10		6		6		6		6		3		4		4		3		1		0		3		3		2		2		2		7		6		4		4		4		8		7		6		5		2		10		8		4		4		1		9		8		4		5		2		3		3		0		0		2		8		7		5		5		2		6		6		7		6		5		7		7		4		3		2		7		6		4		2		1		10		10		8		9		5		16		16		15		14		8		10		11		9		9		4		10		11		10		9		4		6		6		5		5		0		16		16		14		14		13		12		11		10		10		10

																		気管カニューレの交換 キカン コウカン		24		11						宇都宮市		13														那珂川町 ナカガワマチ

																		気管カニューレ部位のガーゼ交換 キカン ブイ コウカン		30		23						大田原市		6														佐野市 サノシ																																																																																								Ｑ4.できる

																		気管内吸引 キカンナイ キュウイン		31		24						小山市		6														那須塩原市 ナスシオバラ シ				看護師 カンゴシ		作業療法士 サギョウ リョウホウシ		准看護師 ジュンカンゴシ		理学療法士 リガク リョウホウシ		保健師 ホケンシ		言語療法士 ゲンゴ リョウホウシ		その他 タ																																																																										在宅人工呼吸器の管理		気管カニューレの交換		気管カニューレの管理
（日常の交換以外の対応）		気管内吸引		食事介助		経鼻チューブの交換		ストーマの管理		尿道カテーテルの管理		導尿		入浴介助		看護師による
リハビリテーション				OTもしくはPTによる
リハビリテーション		中心静脈カテーテル管理 チュウシン ジョウミャク カンリ		高カロリー輸液の管理 コウ ユエキ カンリ		薬剤の静注
（抗生物質や利尿剤など） ヤクザイ ジョウチュウ コウセイ ブッシツ リニョウザイ		麻薬による疼痛コントロール マヤク トウツウ		終末期の医療的ケア シュウマツキ イリョウテキ		在宅での看取り ザイタク ミト		24時間対応 ジカン タイオウ		外出の介助		通院の介助

																		食事介助 ショクジ カイジョ		28		14						鹿沼市		3														那須塩原市 ナスシオバラ シ				260		19		15		35		1		4		16																																																																								乳児～2歳 ニュウジ サイ		18		9		22		25		25		16		21		16		16		26		18		乳児～2歳 ニュウジ サイ		9		20		21		14		12		18		19		23		7		5

																		経鼻チューブの交換 ケイビ コウカン		22		17						上三川町		3														佐野市 サノシ																																																																																								3～6歳 サイ		20		11		22		25		25		17		22		18		18		25		20		3～6歳 サイ		10		20		22		14		12		17		18		23		7		6

																		胃瘻の管理 イロウ カンリ		32		21						さくら市		2														下野市 シモツケシ																																																																																								7歳～12歳 サイ サイ		19		13		22		26		26		19		23		22		22		29		22		7歳～12歳 サイ サイ		9		23		24		16		13		19		19		24		9		7

																		経管栄養の注入 ケイカン エイヨウ チュウニュウ		31		19						佐野市 サノシ		4														鹿沼市 カヌマシ				看護師 カンゴシ		260						できる		できない		要相談 ヨウ ソウダン																																																																								13～17歳 サイ		20		13		24		29		24		21		26		25		24		30		23		13～17歳 サイ		9		25		27		18		15		20		21		25		10		8

																		ストーマの管理 カンリ		32		6						塩谷町 シオヤ マチ		1														小山市 オヤマシ				作業療法士 サギョウ リョウホウシ		19						14		6		14																																																																								18歳以上 サイイジョウ		27		18		30		34		31		27		32		33		32		31		30		18歳以上 サイイジョウ		12		31		32		27		25		28		29		33		14		11













																		尿道カテーテルの管理 ニョウドウ カンリ		33		7						下野市		6														塩谷町 シオヤ マチ				准看護師 ジュンカンゴシ		15

																		導尿 ドウニョウ		31		8						高根沢町		3														さくら市 シ				理学療法士 リガク リョウホウシ		35																																																																																		Ｑ4.できない

																				成人 セイジン		小児 ショウニ

																		入浴介助 ニュウヨク カイジョ		33		20						栃木市 トチギシ		8														栃木市 トチギシ				保健師 ホケンシ		1																																																																																				在宅人工呼吸器の管理		気管カニューレの交換		気管カニューレの管理
（日常の交換以外の対応）		気管内吸引		食事介助		経鼻チューブの交換		ストーマの管理		尿道カテーテルの管理		導尿		入浴介助		看護師による
リハビリテーション				OTもしくはPTによる
リハビリテーション		中心静脈カテーテル管理 チュウシン ジョウミャク カンリ		高カロリー輸液の管理 コウ ユエキ カンリ		薬剤の静注
（抗生物質や利尿剤など） ヤクザイ ジョウチュウ コウセイ ブッシツ リニョウザイ		麻薬による疼痛コントロール マヤク トウツウ		終末期の医療的ケア シュウマツキ イリョウテキ		在宅での看取り ザイタク ミト		24時間対応 ジカン タイオウ		外出の介助		通院の介助

																		看護師によるリハビリテーション カンゴシ		33		18						那珂川町		3														下野市 シモツケシ				言語療法士 ゲンゴ リョウホウシ		4																																																																																		乳児～2歳 ニュウジ サイ		8		18		6		5		6		11		5		8		9		5		8		乳児～2歳 ニュウジ サイ		19		7		6		10		6		6		5		5		11		17

																		OTもしくはPTによるリハビリテーション		16		9						那須烏山市		3														日光市 ニッコウシ				その他 タ		16																																																																																		3～6歳 サイ		7		15		6		5		6		11		5		8		8		6		7		3～6歳 サイ		18		7		6		10		6		6		5		5		11		17

																		中心静脈カテーテル管理 チュウシン ジョウミャク カンリ		29		2						那須塩原市		6														壬生町 ミブマチ																																																																																								7歳～12歳 サイ サイ		8		14		6		5		6		11		5		8		8		5		7		7歳～12歳 サイ サイ		18		7		6		10		6		6		5		5		11		17

																		高カロリー輸液の管理 コウ ユエキ カンリ		30		4						那須町 ナスマチ		3														那須町 ナスマチ																																																																																								13～17歳 サイ		5		12		4		4		5		9		3		5		5		4		6		13～17歳 サイ		19		6		5		7		5		5		4		4		10		16

																		薬剤の静注（抗生物質や利尿剤など） ヤクザイ ジョウチュウ コウセイ ブッシツ リニョウザイ		28		3						日光市 ニッコウシ		2														矢板市 ヤイタシ																																																																																								18歳以上 サイイジョウ		1		6		1		0		1		3		0		0		0		1		2		18歳以上 サイイジョウ		17		1		1		2		1		2		1		1		7		13

																		麻薬による疼痛コントロール マヤク ウズ ツウ		30		3						野木町 ノギマチ		2														旧藤岡町 キュウ フジオカマチ

																		終末期の医療的ケア シュウマツキ イリョウテキ		32		6						芳賀町 ハガマチ		2														壬生町 ミブマチ																																																																																								Ｑ4.要相談 ヨウ ソウダン

																		在宅での看取り ザイタク ミト		31		4						益子町 マシコマチ		2														大田原市 オオタワラシ																																																																																										在宅人工呼吸器の管理		気管カニューレの交換		気管カニューレの管理
（日常の交換以外の対応）		気管内吸引		食事介助		経鼻チューブの交換		ストーマの管理		尿道カテーテルの管理		導尿		入浴介助		看護師による
リハビリテーション				OTもしくはPTによる
リハビリテーション		中心静脈カテーテル管理 チュウシン ジョウミャク カンリ		高カロリー輸液の管理 コウ ユエキ カンリ		薬剤の静注
（抗生物質や利尿剤など） ヤクザイ ジョウチュウ コウセイ ブッシツ リニョウザイ		麻薬による疼痛コントロール マヤク トウツウ		終末期の医療的ケア シュウマツキ イリョウテキ		在宅での看取り ザイタク ミト		24時間対応 ジカン タイオウ		外出の介助		通院の介助

																		24時間対応 ジカン タイオウ		33		22						壬生町 ミブマチ		7														栃木市 トチギシ																																																																																								乳児～2歳 ニュウジ サイ		8		7		6		4		3		7		8		10		9		3		8		乳児～2歳 ニュウジ サイ		6		7		7		10		16		10		10		6		16		12

																												真岡市 モオカシ		1														那須町 ナスマチ																																																																																								3～6歳 サイ		7		8		6		4		3		6		7		8		8		3		7		3～6歳 サイ		6		7		6		10		16		11		11		6		16		11

																												茂木町 モギマチ		3														旧今市市 キュウ イマイチシ																																																																																								7歳～12歳 サイ サイ		7		7		6		3		2		4		6		4		4		0		5		7歳～12歳 サイ サイ		7		4		4		8		15		9		10		5		14		10

																												矢板市 ヤイタシ		1														芳賀町 ハガマチ						Q3.現時点で、依頼のあった場合、重症心身障害児（者）の在宅医療を行うことはできますか ゲンジテン イライ バアイ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ ザイタク イリョウ オコナ																																																																																		13～17歳 サイ		9		9		6		1		2		4		5		4		5		0		5		13～17歳 サイ		6		3		2		9		14		9		9		5		14		10

																																												壬生町 ミブマチ				できる		14																																																																																		18歳以上 サイイジョウ		6		10		3		0		2		4		2		1		2		2		2		18歳以上 サイイジョウ		5		2		1		5		8		4		4		0		13		10

																																												茂木町 モギマチ				できない		6

																																												那珂川町 ナカガワマチ				要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン		14

																																												栃木市 トチギシ

																																												下野市 シモツケシ

																																												下野市 シモツケシ				在宅人工呼吸器の管理 ザイタク ジンコウ コキュウキ カンリ		気管カニューレの交換 キカン コウカン		気管カニューレ部位のガーゼ交換 キカン ブイ コウカン		気管内吸引 キカンナイ キュウイン		食事介助 ショクジ カイジョ		経鼻チューブの交換 ケイビ コウカン		胃瘻の管理 イロウ カンリ		経管栄養の注入 ケイカン エイヨウ チュウニュウ		ストーマの管理 カンリ		尿道カテーテルの管理 ニョウドウ カンリ		導尿 ドウニョウ		入浴介助 ニュウヨク カイジョ		看護師によるリハビリテーション カンゴシ		OTもしくはPTによるリハビリテーション		中心静脈カテーテル管理 チュウシン ジョウミャク カンリ		高カロリー輸液の管理 コウ ユエキ カンリ		薬剤の静注（抗生物質や利尿剤など） ヤクザイ ジョウチュウ コウセイ ブッシツ リニョウザイ		麻薬による疼痛コントロール マヤク ウズ ツウ		終末期の医療的ケア シュウマツキ イリョウテキ		在宅での看取り ザイタク ミト		24時間対応 ジカン タイオウ

																																												那須烏山市 ナスカラスヤマシ		成人 セイジン		28		24		30		31		28		22		32		31		32		33		31		33		33		16		29		30		28		30		32		31		33

																																												那須烏山市 ナスカラスヤマシ		小児 ショウニ		21		11		23		24		14		17		21		19		6		7		8		20		18		9		2		4		3		3		6		4		22

																																												古河市 コガシ

																																												野木町 ノギマチ

																																												宇都宮市 ウツノミヤシ

																																												那珂川町 ナカガワマチ

																																												壬生町 ミブマチ

																																												茂木町 モギマチ

																																												宇都宮市 ウツノミヤシ

																																												一貝町 イチ ガイ チョウ

																																												壬生町 ミブマチ

																																												壬生町 ミブマチ

																																												宇都宮市 ウツノミヤシ

																																												芳賀町 ハガマチ

																																												西片町 ニシカタマチ

																																												高根沢町 タカネザワマチ

																																												一貝町 イチ ガイ チョウ

																																												茂木町 モギマチ

																																												益子町 マシコ チョウ

																																												宇都宮市 ウツノミヤシ



成人	在宅人工呼吸器の管理	気管カニューレの交換	気管カニューレ部位のガーゼ交換	気管内吸引	食事介助	経鼻チューブの交換	胃瘻の管理	経管栄養の注入	ストーマの管理	尿道カテーテルの管理	導尿	入浴介助	看護師によるリハビリテーション	OTもしくはPT	によるリハビリテーション	中心静脈カテーテル管理	高カロリー輸液の管理	薬剤の静注（抗生物質や利尿剤など）	麻薬による疼痛コントロール	終末期の医療的ケア	在宅での看取り	24時間対応	28	24	30	31	28	22	32	31	32	33	31	33	33	16	29	30	28	30	32	31	33	小児	在宅人工呼吸器の管理	気管カニューレの交換	気管カニューレ部位のガーゼ交換	気管内吸引	食事介助	経鼻チューブの交換	胃瘻の管理	経管栄養の注入	ストーマの管理	尿道カテーテルの管理	導尿	入浴介助	看護師によるリハビリテーション	OTもしくはPTによるリハビリテーション	中心静脈カテーテル管理	高カロリー輸液の管理	薬剤の静注（抗生物質や利尿剤など）	麻薬による疼痛コントロール	終末期の医療的ケア	在宅での看取り	24時間対応	21	11	23	24	14	17	21	19	6	7	8	20	18	9	2	4	3	3	6	4	22	Q3.現時点で、依頼のあった場合、重症心身障害児（者）の在宅医療を行うことはできますか

Q3.現時点で、依頼のあった場合、重症心身障害児（者）の在宅医療を行うことはできますか	できる	できない	要相談（条件による）	14	6	14	乳児～2歳	在宅人工呼吸器の管理	気管カニューレの交換	気管カニューレの管理	
（日常の交換以外の対応）	気管内吸引	食事介助	経鼻チューブの交換	ストーマの管理	尿道カテーテルの管理	導尿	入浴介助	看護師による	
リハビリテーション	OTもしくはPTによる	
リハビリテーション	中心静脈カテーテル管理	高カロリー輸液の管理	薬剤の静注	
（抗生物質や利尿剤など）	麻薬による疼痛コントロール	終末期の医療的ケア	在宅での看取り	24時間対応	外出の介助	通院の介助	18	9	22	25	25	16	21	16	16	26	18	0	9	20	21	14	12	18	19	23	7	5	3～6歳	在宅人工呼吸器の管理	気管カニューレの交換	気管カニューレの管理	
（日常の交換以外の対応）	気管内吸引	食事介助	経鼻チューブの交換	ストーマの管理	尿道カテーテルの管理	導尿	入浴介助	看護師による	
リハビリテーション	OTもしくはPTによる	
リハビリテーション	中心静脈カテーテル管理	高カロリー輸液の管理	薬剤の静注	
（抗生物質や利尿剤など）	麻薬による疼痛コントロール	終末期の医療的ケア	在宅での看取り	24時間対応	外出の介助	通院の介助	20	11	22	25	25	17	22	18	18	25	20	0	10	20	22	14	12	17	18	23	7	6	7歳～12歳	在宅人工呼吸器の管理	気管カニューレの交換	気管カニューレの管理	
（日常の交換以外の対応）	気管内吸引	食事介助	経鼻チューブの交換	ストーマの管理	尿道カテーテルの管理	導尿	入浴介助	看護師による	
リハビリテーション	OTもしくはPTによる	
リハビリテーション	中心静脈カテーテル管理	高カロリー輸液の管理	薬剤の静注	
（抗生物質や利尿剤など）	麻薬による疼痛コントロール	終末期の医療的ケア	在宅での看取り	24時間対応	外出の介助	通院の介助	19	13	22	26	26	19	23	22	22	29	22	0	9	23	24	16	13	19	19	24	9	7	13～17歳	在宅人工呼吸器の管理	気管カニューレの交換	気管カニューレの管理	
（日常の交換以外の対応）	気管内吸引	食事介助	経鼻チューブの交換	ストーマの管理	尿道カテーテルの管理	導尿	入浴介助	看護師による	
リハビリテーション	OTもしくはPTによる	
リハビリテーション	中心静脈カテーテル管理	高カロリー輸液の管理	薬剤の静注	
（抗生物質や利尿剤など）	麻薬による疼痛コントロール	終末期の医療的ケア	在宅での看取り	24時間対応	外出の介助	通院の介助	20	13	24	29	24	21	26	25	24	30	23	0	9	25	27	18	15	20	21	25	10	8	18歳以上	在宅人工呼吸器の管理	気管カニューレの交換	気管カニューレの管理	
（日常の交換以外の対応）	気管内吸引	食事介助	経鼻チューブの交換	ストーマの管理	尿道カテーテルの管理	導尿	入浴介助	看護師による	
リハビリテーション	OTもしくはPTによる	
リハビリテーション	中心静脈カテーテル管理	高カロリー輸液の管理	薬剤の静注	
（抗生物質や利尿剤など）	麻薬による疼痛コントロール	終末期の医療的ケア	在宅での看取り	24時間対応	外出の介助	通院の介助	27	18	30	34	31	27	32	33	32	31	30	0	12	31	32	27	25	28	29	33	14	11	乳児～2歳	在宅人工呼吸器の管理	気管カニューレの交換	気管カニューレの管理	
（日常の交換以外の対応）	気管内吸引	食事介助	経鼻チューブの交換	ストーマの管理	尿道カテーテルの管理	導尿	入浴介助	看護師による	
リハビリテーション	OTもしくはPTによる	
リハビリテーション	中心静脈カテーテル管理	高カロリー輸液の管理	薬剤の静注	
（抗生物質や利尿剤など）	麻薬による疼痛コントロール	終末期の医療的ケア	在宅での看取り	24時間対応	外出の介助	通院の介助	8	18	6	5	6	11	5	8	9	5	8	0	19	7	6	10	6	6	5	5	11	17	3～6歳	在宅人工呼吸器の管理	気管カニューレの交換	気管カニューレの管理	
（日常の交換以外の対応）	気管内吸引	食事介助	経鼻チューブの交換	ストーマの管理	尿道カテーテルの管理	導尿	入浴介助	看護師による	
リハビリテーション	OTもしくはPTによる	
リハビリテーション	中心静脈カテーテル管理	高カロリー輸液の管理	薬剤の静注	
（抗生物質や利尿剤など）	麻薬による疼痛コントロール	終末期の医療的ケア	在宅での看取り	24時間対応	外出の介助	通院の介助	7	15	6	5	6	11	5	8	8	6	7	0	18	7	6	10	6	6	5	5	11	17	7歳～12歳	在宅人工呼吸器の管理	気管カニューレの交換	気管カニューレの管理	
（日常の交換以外の対応）	気管内吸引	食事介助	経鼻チューブの交換	ストーマの管理	尿道カテーテルの管理	導尿	入浴介助	看護師による	
リハビリテーション	OTもしくはPTによる	
リハビリテーション	中心静脈カテーテル管理	高カロリー輸液の管理	薬剤の静注	
（抗生物質や利尿剤など）	麻薬による疼痛コントロール	終末期の医療的ケア	在宅での看取り	24時間対応	外出の介助	通院の介助	8	14	6	5	6	11	5	8	8	5	7	0	18	7	6	10	6	6	5	5	11	17	13～17歳	在宅人工呼吸器の管理	気管カニューレの交換	気管カニューレの管理	
（日常の交換以外の対応）	気管内吸引	食事介助	経鼻チューブの交換	ストーマの管理	尿道カテーテルの管理	導尿	入浴介助	看護師による	
リハビリテーション	OTもしくはPTによる	
リハビリテーション	中心静脈カテーテル管理	高カロリー輸液の管理	薬剤の静注	
（抗生物質や利尿剤など）	麻薬による疼痛コントロール	終末期の医療的ケア	在宅での看取り	24	時間対応	外出の介助	通院の介助	5	12	4	4	5	9	3	5	5	4	6	0	19	6	5	7	5	5	4	4	10	16	18歳以上	在宅人工呼吸器の管理	気管カニューレの交換	気管カニューレの管理	
（日常の交換以外の対応）	気管内吸引	食事介助	経鼻チューブの交換	ストーマの管理	尿道カテーテルの管理	導尿	入浴介助	看護師による	
リハ	ビリテーション	OTもしくはPTによる	
リハビリテーション	中心静脈カテーテル管理	高カロリー輸液の管理	薬剤の静注	
（抗生物質や利尿剤など）	麻薬による疼痛コントロール	終末期の医療的ケア	在宅での看取り	24時間対応	外出の介助	通院の介助	1	6	1	0	1	3	0	0	0	1	2	0	17	1	1	2	1	2	1	1	7	13	

乳児～2歳	在宅人工呼吸器の管理	気管カニューレの交換	気管カニューレの管理	
（日常の交換以外の対応）	気管内吸引	食事介助	経鼻チューブの交換	ストーマの管理	尿道カテーテルの管理	導尿	入浴介助	看護師による	
リハビリテーション	OTもしくはPTによる	
リハビリテーション	中心静脈カテーテル管理	高カロリー輸液の管理	薬剤の静注	
（抗生物質や利尿剤など）	麻薬による疼痛コントロール	終末期の医療的ケア	在宅での看取り	24時間対応	外出の介助	通院の介助	8	7	6	4	3	7	8	10	9	3	8	0	6	7	7	10	16	10	10	6	16	12	3～6歳	在宅人工呼吸器の管理	気管カニューレの交換	気管カニューレの管理	
（日常の交換以外の対応）	気管内吸引	食事介助	経鼻チューブの交換	ストーマの管理	尿道カテーテルの管理	導尿	入浴介助	看護師による	
リハビリテーション	OTもしくはPTによる	
リハビリテーション	中心静脈カテーテル管理	高カロリー輸液の管理	薬剤の静注	
（抗生物質や利尿剤など）	麻薬による疼痛コントロール	終末期の医療的ケア	在宅での看取り	24時間対応	外出の介助	通院の介助	7	8	6	4	3	6	7	8	8	3	7	0	6	7	6	10	16	11	11	6	16	11	7歳～12歳	在宅人工呼吸器の管理	気管カニューレの交換	気管カニューレの管理	
（日常の交換以外の対応）	気管内吸引	食事介助	経鼻チューブの交換	ストーマの管理	尿道カテーテルの管理	導尿	入浴介助	看護師による	
リハビリテーション	OTもしくはPTによる	
リハビリテーション	中心静脈カテーテル管理	高カロリー輸液の管理	薬剤の静注	
（抗生物質や利尿剤など）	麻薬による疼痛コントロール	終末期の医療的ケア	在宅での看取り	24時間対応	外出の介助	通院の介助	7	7	6	3	2	4	6	4	4	0	5	0	7	4	4	8	15	9	10	5	14	10	13～17歳	在宅人工呼吸器の管理	気管カニューレの交換	気管カニューレの管理	
（日常の交換以外の対応）	気管内吸引	食事介助	経鼻チューブの交換	ストーマの管理	尿道カテーテルの管理	導尿	入浴介助	看護師による	
リハビリテーション	OTもしくはPTによる	
リハビリテーション	中心静脈カテーテル管理	高カロリー輸液の管理	薬剤の静注	
（抗生物質や利尿剤など）	麻薬による疼痛コントロール	終末期の医療的ケア	在宅での看取り	24時間	対応	外出の介助	通院の介助	9	9	6	1	2	4	5	4	5	0	5	0	6	3	2	9	14	9	9	5	14	10	18歳以上	在宅人工呼吸器の管理	気管カニューレの交換	気管カニューレの管理	
（日常の交換以外の対応）	気管内吸引	食事介助	経鼻チューブの交換	ストーマの管理	尿道カテーテルの管理	導尿	入浴介助	看護師による	
リハビリ	テーション	OTもしくはPTによる	
リハビリテーション	中心静脈カテーテル管理	高カロリー輸液の管理	薬剤の静注	
（抗生物質や利尿剤など）	麻薬による疼痛コントロール	終末期の医療的ケア	在宅での看取り	24時間対応	外出の介助	通院の介助	6	10	3	0	2	4	2	1	2	2	2	0	5	2	1	5	8	4	4	0	13	10	

診療所

		Ｑ１		1.医療ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する外来診療について、以下の医療行為に対応できますか。 イリョウ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ガイライ シンリョウ イカ イリョウ コウイ タイオウ

				Ｑ1-1										予防接種 ヨボウ セッシュ

				Ｑ1-2										一次診療
（経過観察、栄養観察を含む） イチジ シンリョウ ケイカ カンサツ エイヨウ カンサツ フク

				Ｑ1-3										経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ

				Ｑ1-4										経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ

				Ｑ1-5										中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ

				Ｑ1-6										酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ

				Ｑ1-7										気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ

				Ｑ1-8										人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ

				Ｑ1-9										尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ

				Ｑ1-10										人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ

				Ｑ1-11										褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ

		Ｑ２		2.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する往診及び訪問診療について、以下の医療行為に対応できますか イリョウテキ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ オウシン オヨ ホウモン シンリョウ イカ イリョウ コウイ タイオウ

				Ｑ2-1										予防接種 ヨボウ セッシュ

				Ｑ2-2										一次診療
（経過観察、栄養観察を含む） イチジ シンリョウ ケイカ カンサツ エイヨウ カンサツ フク

				Ｑ2-3										経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ

				Ｑ2-4										経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ

				Ｑ2-5										中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ

				Ｑ2-6										酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ

				Ｑ2-7										気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ

				Ｑ2-8										人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ

				Ｑ2-9										尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ

				Ｑ2-10										人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ

				Ｑ2-11										褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ

		Ｑ3		3.24時間、重症心身障害児（18歳未満）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイジ サイ ミマン イリョウ タイオウ

				Ｑ3-1										できる

				Ｑ3-2										できない

				Ｑ3-3										要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン

		Ｑ4		4.24時間、重症心身障害者（18歳以上）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイシャ サイ イジョウ イリョウ タイオウ

				Ｑ4-1										できる

				Ｑ4-2										できない

				Ｑ4-3										要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン

		Ｑ5		5.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する訪問リハビリてーションを提供していますか イリョウテキ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ホウモン テイキョウ

				Ｑ5-1										提供している テイキョウ

				Ｑ5-2										提供していない テイキョウ

				Ｑ5-3										提供していないが対応は可能 テイキョウ タイオウ カノウ

				Ｑ5-4										要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン

		Ｑ6		6.重症心身障害児（者）在宅医療に対応できるようになるための条件はなんですか ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ ザイタク イリョウ タイオウ ジョウケン

				Ｑ6-1										診療報酬の点数が増えること シンリョウ ホウシュウ テンスウ フ

				Ｑ6-2										訪問看護尾の連携 ホウモン カンゴ オ レンケイ

				Ｑ6-3										病院との連携 ビョウイン レンケイ

				Ｑ6-4										在宅療養支援診療所と小児科医とのグループ診療 ザイタク リョウヨウ シエン シンリョウジョ ショウニ カ イ シンリョウ

				Ｑ6-5										在宅療養支援診療所に助言や相談を求めることができること ザイタク リョウヨウ シエン シンリョウジョ ジョゲン ソウダン モト

				Ｑ6-6										小児科医に助言や相談を求めることができること ショウニ カ イ ジョゲン ソウダン モト

				Ｑ6-7										経験のある医師がいること ケイケン イシ

				Ｑ6-8										研修などの自己のスキルアップ ケンシュウ ジコ

				Ｑ6-9										その他 タ

		Ｑ7		7.重症心身障害児（者）の方に対する医療、在宅生活等についてお気づきのことなど、ご自由にお書きください ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ カタ タイ イリョウ ザイタク セイカツ ナド キ ジユウ カ



		承諾可否 ショウダク カヒ		診療所名 シンリョウジョ メイ		電話番号 デンワ バンゴウ		郵便番号 ユウビンバンゴウ		所在地 ショザイチ		電話番号 デンワ バンゴウ		Ｑ１　1.医療ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する外来診療について、以下の医療行為に対応できますか。																								Ｑ２　2.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する往診及び訪問診療について、以下の医療行為に対応できますか																						Ｑ3		Ｑ4		Ｑ5		Ｑ6　6.重症心身障害児（者）在宅医療に対応できるようになるための条件はなんですか																		Ｑ7重症心身障害児（者）の方に対する医療、在宅生活等についてお気づきのことなど、ご自由にお書きください

														Ｑ1-1		Ｑ1-2		Ｑ1-3		Ｑ1-4		Ｑ1-5		Ｑ1-6		Ｑ1-7		Ｑ1-8		Ｑ1-9		Ｑ1-10		Ｑ1-11				Ｑ2-1		Ｑ2-2		Ｑ2-3		Ｑ2-4		Ｑ2-5		Ｑ2-6		Ｑ2-7		Ｑ2-8		Ｑ2-9		Ｑ2-10		Ｑ2-11								Ｑ6-1		Ｑ6-2		Ｑ6-3		Ｑ6-4		Ｑ6-5		Ｑ6-6		Ｑ6-7		Ｑ6-8		Ｑ6-9

		否 ヒ		不明 フメイ						不明 フメイ		不明 フメイ		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		7		0		0

		否 ヒ		不明 フメイ						不明 フメイ		不明 フメイ		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		1		1		0		0		0		1		0

		否 ヒ		不明 フメイ						不明 フメイ		不明 フメイ		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		不明 フメイ						不明 フメイ		不明 フメイ		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		0

		否 ヒ		不明 フメイ						不明 フメイ		不明 フメイ		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		否 ヒ		不明 フメイ						不明 フメイ		不明 フメイ		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		0		1		0

		否 ヒ		不明 フメイ						不明 フメイ		不明 フメイ		1		1		2		2		2		2		2		2		1		2		1				1		1		2		2		2		2		2		2		1		2		1		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		その他：各種の健康的処置の管理ができるかどうか。その訓練を受けているかどうかです。 タ カクシュ ケンコウテキ ショチ カンリ クンレン ウ

		否 ヒ		不明 フメイ						不明 フメイ		不明 フメイ		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		0		0		1		0		0

		否 ヒ		不明 フメイ						不明 フメイ		不明 フメイ		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		その他:スタッフ不足（医師、看護師、介助者）スペース不足 タ フソク イシ カンゴシ カイジョシャ フソク

		否 ヒ		宇都宮市保健所 ウツノミヤシ ホケンジョ				321-0974		宇都宮市竹林町972				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		その他：保健所は直接的な医療サービスを行っていないことから、今後も対応は行わない タ ホケンジョ チョクセツ テキ イリョウ オコナ コンゴ タイオウ オコナ

		承諾 ショウダク		深谷医院 フカヤ イイン		0285-75-0007 		321-4502		真岡市物井1268-7				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		1				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		1		2		2		2		0		0		1		1		0		0		0		0		0

		否 ヒ		こどもクリニックしまむら				326-0822		足利市田中町908-4				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		かしま産婦人科 サンフジンカ		0284-65-0341		326-0844		足利市鹿島町501-1				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		婦人科疾患（不正性器出血/帯下/外陰掻痒等）については外来対応させて頂いております フジンカ シッカン フセイ セイキ シュッケツ タイゲ ガイイン カ カユ ナド ガイライ タイオウ イタダ

		否 ヒ		医療法人雄仁会　奥山医院 イリョウ ホウジン ユウジン カイ オクヤマ イイン				322-0065		鹿沼市上材木町2320				1		3		3		3		3		3		1		3		3		2		2				1		3		2		3		2		3		1		3		3		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		1		1		0		0

		否 ヒ		水沼医院 ミズヌマ イイン				321-0628		那須烏山市金井1-14-8				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		3				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		飯野医院				321-4539		真岡市長沼730-1				3		2		2		2		2		3		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		おおきこどもクリニック		0285-41-0025 		329-0207		小山市美しが丘3-35-3				1		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		宇都宮市子ども発達センター診療所 ウツノミヤシ コ ハッタツ シンリョウジョ		028-647-4720		320-0851		栃木県宇都宮市鶴田町970-1				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		その他：子ども発達センター内の療育を利用する児の診療所であるため タ コ ハッタツ ナイ リョウイク リヨウ ジ シンリョウジョ

		承諾 ショウダク		中川医院 ナカガワ イイン		0287-62-0040		325-0057		那須塩原市黒磯幸町6-27				3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		1		0		1		0

		否 ヒ		ももやこどもクリニック				321-0118		宇都宮市インターパーク3-6-1				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		1		0		0		0		0		0

		否 ヒ		阿久津医院 アクツ イイン				329-1226		高根沢町大谷176-1 タカネザワマチ オオタニ				1		1		2		2		2		3		2		2		3		3		3				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		1		0		0		0		1		0		0

		否 ヒ		伊保内診療所 イホ ナイ シンリョウジョ				327-0034		佐野市伊保内町3841-1				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		1		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		にじいろこども診療所 シンリョウジョ		0285-44-7716		329-0414		下野市小金井4-1-1				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		0		1		1		0

		否 ヒ		戸野塚内科医院 トノヅカ ナイカ イイン				323-0064		小山市下石塚471				3		3		3		3		3		1		1		1		1		3		1				3		3		3		3		3		1		1		1		1		3		1		3		3		4		0		0		1		0		0		1		1		1		0

		否 ヒ		賀川診療所 カガワ シンリョウジョ				326-0843		足利市五十部町1785				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		1		0		1		0		0

		承諾 ショウダク		豊郷台クリニック ユタカ ゴウ ダイ		028-643-8998		320-0003		宇都宮市豊郷台2-21-3		028-643-8998（FAX8999）		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1				1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		2		0		1		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		いとうこどもクリニック		0289-63-5566		322-0025		鹿沼市緑町2-2-29				1		1		3		3		2		2		3		2		2		3		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		0		0		1		1		0

		承諾 ショウダク		清原台こどもクリニック キヨハラ ダイ		028-305-6017		321-3223		宇都宮市清原台2-4-14				1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		その他：医師、看護師の増員 タ イシ カンゴシ ゾウイン

		否 ヒ		阿部医院				324-0032		大田原市佐久山2018 オオタワラシ サクヤマ		0287-28-0053（FAX0287-28-2112）		1		1		2		2		2		2		1		2		1		2		1				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		4		0		1		1		0		1		0		0		1		0

		否 ヒ		中元内科医院 ナカモト ナイカ イイン				328-0027		栃木市今泉町2-10-18				1		3		2		2		2		3		2		2		3		2		3				3		3		2		2		2		3		2		2		3		2		3		2		2		2		0		0		1		0		1		0		0		1		0		①重症心身障害者の重症度の程度問題　②家庭の受け入れ問題、経済的負担 ジュウショウ シンシン ショウガイシャ ジュウショウ ド テイド モンダイ カテイ ウ イ モンダイ ケイザイテキ フタン

		否 ヒ		布川小児科 フカワ ショウニ カ				322-0036		鹿沼市下田町2-1099				1		1		3		3		2		3		2		2		2		3		3				1		1		3		3		2		3		2		2		2		2		3		2		2		2		0		1		1		1		0		0		1		1		0

		否 ヒ		ちづかクリニック				328-0133		栃木市大森町445-4		0282-31-3750		3		3		3		3		2		3		2		2		2		2		3				3		3		3		3		2		3		2		2		2		2		3		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		多島医院 タジマ イイン				321-1524		日光市足尾町赤沢21-28				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		否 ヒ		篠崎内科クリニック シノザキ ナイカ				321-3223		宇都宮市清原台6-1-13				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		否 ヒ		和久医院 ワク イイン				321-3324		芳賀町西水沼119-1				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		否 ヒ		近藤クリニック コンドウ				321-0634		那須烏山市野上町637-2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		0		0		0		0		1		0		0

		否 ヒ		高根沢内科クリニック タカネザワ ナイカ				321-4305		真岡市荒町2-11-1				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		岡田こどもクリニック オカダ				327-0832		佐野市植上町1408-2				1		3		3		3		3		2		3		2		3		3		3				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		0		0		0		0		0		往診医療ができたらと考えていた時もありましたが、現在は物理的に困難で申し訳ありません
重心のお子さんの通院所と個別の相談で応じる可能性はあります オウシン イリョウ カンガ トキ ゲンザイ ブツリテキ コンナン モウ ワケ ジュウシン コ ツウイン ジョ コベツ ソウダン オウ カノウセイ

		否 ヒ		真岡メディカルクリニック モオカ				321-4305		真岡市荒町3-49-6				3		3		3		3		3		3		3		3				3		3				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		0		0		0		1		1		0

		否 ヒ		いしだ整形外科 セイケイ ゲカ				321-0912		宇都宮市石井町3236-1				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		山中クリニック ヤマナカ				327-0835		佐野市植下町2468				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		1		1		0		0		1		0		0

		否 ヒ		医療法人　寿幸会　吉野医院 イリョウ ホウジン コトブキ サチ カイ ヨシノ イイン				320-0014		宇都宮市大曽4-9-11				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		1		1		0		0		1		0		0

		否 ヒ		柳田産婦人科・小児科医院 ヤナギダ サンフジンカ ショウニカ イイン				321-4361		真岡市並木町4-5-3				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		0

		否 ヒ		石田消化器科・内科クリニック イシダ ショウカキ カ ナイカ				321-0216		壬生町壬生丁259-7				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		1		0		0		0		0		0

		否 ヒ		赤羽胃腸科・外科・肛門科医院 アカバネ イチョウカ ゲカ コウモンカ イイン				324-0052		大田原市城山2-5-29				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		医療法人　文仁会　扶桑医院 イリョウ ホウジン ブン ジン カイ フソウ イイン				323-0016		小山市扶桑1-2-1				1		3		3		3		2		2		3		2		3		3		3				3		3		3		2		2		2		3		2		3		2		3		2		2		2		0		0		1		1		0		0		1		1		0

		否 ヒ		馬場医院 ババ イイン				327-0043		佐野市君田町35				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		否 ヒ		井戸川クリニック イドガワ				326-0331		足利市福富町2096-1				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		0		0		1		0		0		0

		否 ヒ		鎌田浅香医院 カマタ アサカ イイン				324-0043		大田原市浅香3-3-9				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		0		1		0		0		0		0		0		0		高額医療はひかえています。悪質ととらえられますので!! コウガク イリョウ アクシツ

		否 ヒ		山門クリニック ヤマカド				328-0031		栃木市日の出町6-35				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		0		0		0		1		0

		否 ヒ		新村ファミリークリニック ニイムラ				328-0011		栃木市大宮町2120-11				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		宇都宮東部クリニック ウツノミヤ トウブ				321-3223		宇都宮市清原台5-14-19				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1

		否 ヒ		車田医院 クルマダ イイン				324-0242		大田原市大豆田457-24				3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3				3		3		3		3		3		0		2		2		3		3		3		2		2		2		0		0		1		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		にがみどう内科クリニック ナイカ				322-0003		鹿沼市仁神堂町351-26				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		松谷内科胃腸科クリニック マツヤ ナイカ イチョウカ				321-3304		芳賀町祖母井1708-17				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		1		0		0

		否 ヒ		まなか医院 イイン				329-1225		高根沢町石末２０９３－１０				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		植木医院 ウエキ イイン				329-2224		塩谷町金枝950				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		1		2		2		2		2		3		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		0		0		0		0		0

		否 ヒ		大岡医院 オオオカ イイン				320-0047		宇都宮市一の沢274-7				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		川野クリニック カワノ				329-1112		宇都宮市上田原町660-6				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		0		1		0

		否 ヒ		陣内医院 ジンナイ イイン				321-0225		壬生町本丸1-7-10		0282-82-0242		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		1		0

		否 ヒ		船越医院 フナコシ イイン				328-0111		栃木市都賀町家中5986-6				1		1		2		2		2		2		2		2		3		2		3				1		1		2		2		2		2		2		2		3		2		3		2		2		2		0		1		1		0		1		1		0		1		0

		否 ヒ		林クリニック ハヤシ				321-0158		宇都宮市西川田本町1-8-29				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		0		0		0		0		0

		否 ヒ		河島医院 カワシマ イイン				329-3436		那須郡那須町伊王野1503				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		松本内科医院 マツモト ナイカ イイン				321-0226		壬生町中央町6-37				3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		否 ヒ		佐藤医院 サトウ イイン				329-2728		栃木県那須塩原市西栄町7-16 ３２９－２７２８		0287-36-0147		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1

		否 ヒ		渡部医院 ワタナベ イイン				329-3153		那須塩原市大原間140-1 ナスシオバラ シ オオハラマ				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		宇都宮市保健センター ウツノミヤシ ホケン				321-0964		宇都宮市駅前通り1-4-6				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		0

		否 ヒ		川村医院 カワムラ イイン				321-2522		日光市鬼怒川温泉大原1396-20				1		1		3		1		3		1		3		2		3		3		3				3		3		3		3		3		3		2		2		3		3		3		2		2		2		0		0		1		0		0		1		1		0		0

		否 ヒ		ほうずみ整形外科内科小児科医院				320-0047		宇都宮市一の沢2-1-43				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		小島内科医院 コジマ ナイカ イイン				321-0168		宇都宮市東原町5-3				3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		1		0		0		0		0

		否 ヒ		那須高原クリニック ナス コウゲン				329-3131		那須塩原市唐杉31-2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		サンフラワークリニック				323-0808		小山市出井1936				3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		昌平町こどもクリニック ショウヘイ マチ				326-0813		足利市昌平町2368				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		①中心となる施設へ患者が訪問するように、移動手段・補助（人、お金）を考えるべき。どうしても動けない、動かせない人のみ専門職（医者以外）が訪問しIT技術等で必要に応じてセンター施設のスペシャリストと連絡し治療（入院‥）の判断をし実行する。
②既存の人・技術・施設を日曜大工的発想で組み合わせて、システムを構築することには賛成できない。現状をどうにかするための方策でなく、医療の公正（正義）を行うためにどうすべきかを考えるべきだと思う チュウシン シセツ カンジャ ホウモン イドウ シュダン ホジョ ヒト カネ カンガ ウゴ ウゴ ヒト センモン ショク イシャ イガイ ホウモン ギジュツナド ヒツヨウ オウ シセツ レンラク チリョウ ニュウイン ハンダン ジッコウ キゾン ヒト ギジュツ シセツ ニチヨウ ダイク テキ ハッソウ ク ア コウチク サンセイ ゲンジョウ ホウサク イリョウ コウセイ セイギ オコナ カンガ オモ

		否 ヒ		赤田診療所 アカダ シンリョウジョ				329-2743		那須塩原市南赤田321-1192				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		手塚内科 テヅカ ナイカ				321-0966		宇都宮市今泉3-12-12				3		3		2		2		2		2		2		2		1		3		3				3		3		2		2		2		2		2		2		3		3		3		2		2		2		0		1		1		0		1		0		1		0		0		今まで具体的な症例に会っていません イマ グタイテキ ショウレイ ア

		否 ヒ		板橋医院 イタバシ イイン				327-0803		佐野市犬伏新町1308-2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		1		1		0

		否 ヒ		倉増医院 クラ マ イイン				320-0856		宇都宮市砥上町675-1				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		その他：人材の確保 タ ジンザイ カクホ

		否 ヒ		もてぎの森メディカルプラザ				321-3541		茂木町烏生田下郷330				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		宮澤クリニック ミヤザワ				329-0412		下野市柴291-2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		金澤医院 カナザワ イイン				325-0052		那須塩原市中央町1-8				1		1		2		2		2		1		2		2		2		2		2				1		1		2		2		2		1		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		つるたfamilyクリニック				320-0857		宇都宮市鶴田1-17-23				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		フォレストサイドクリニック				321-0152		宇都宮市西川田6-6-17		028-684-2775		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		今野内科胃腸科医院 コンノ ナイカ イチョウカ イイン				321-0151		宇都宮市西川田町933-1		028-645-6121		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		1		1		1		0

		否 ヒ		小島原医院 コジマ ハラ イイン				329-1104		宇都宮市下岡本町4075				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		1		0

		否 ヒ		永田内科眼科医院 ナガタ ナイカ ガンカイ イン				321-0982		宇都宮市御幸ヶ原町136-9		028-662-6774		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		1		0

		否 ヒ		大栗医院 オオクリ イイン				320-0034		宇都宮市泉町1-27				3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1

		否 ヒ		星小児科医院 ホシ ショウニカ イイン				321-0346		宇都宮市下荒針町3588-2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		金子内科医院 カネコ ナイカ イイン				320-0032		宇都宮市昭和1-1-31				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		否 ヒ		石川医院 イシカワ イイン				322-0015		栃木県鹿沼市上石川1-319 ３２２－００１５		0289-76-3145		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		当方では特別養護老人ホームの嘱託医を兼ねておりますため、24時間体制での診察となっております。今回のアンケートに対しましては、オーバーワークにつき協力いたしかねます。 トウホウ トクベツ ヨウゴ ロウジン ショクタクイ カ ジカン タイセイ シンサツ コンカイ タイ キョウリョク

		否 ヒ		しみずファミリークリニック				321-0951		宇都宮市越戸3-15-27				1		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		0		0		0		0		0

		否 ヒ		岡医院 オカ イイン				321-1403		日光市下鉢石町997-1				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		1		1		0		そもそも開業の小児科医が少ないうえに、在宅医療をやっている小児科はほとんどいないのが現状。以前、在宅の重症心身障害児の訪問診療を頼まれて行ったことがあるが、大人の訪問診療と勝手が違う為、内科医にはハードルが高いと感じた。是非、近くの小児科の先生に少しでも取り組んでもらうしかないかと思います。 カイギョウ ショウニ カ イ スク ザイタク イリョウ ショウニカ ゲンジョウ イゼン ザイタク ジュウショウ シンシン ショウガイジ ホウモン シンリョウ タノ オコナ オトナ ホウモン シンリョウ カッテ チガ タメ ナイカ イ タカ カン ゼヒ チカ ショウニカ センセイ スコ ト ク オモ

		否 ヒ		風見診療所 カザミ シンリョウジョ				329-2335		塩谷町上平27				3		3		1		3		2		3		3		2		1		3		3				3		1		1		3		2		2		3		3		2		1		3		3		2		2		0		1		1		0		1		0		1		1		0

		否 ヒ		土谷医院 ツチヤ イイン				321-0136		宇都宮市みどり野町14-3				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		1		0

		否 ヒ		遠藤小児科 エンドウ ショウニカ				321-0982		宇都宮市御幸ヶ原町224-10				1		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		1		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		油布医院 ユフ イイン				321-0414		宇都宮市中里町175-8				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		1		0

		承諾 ショウダク		さいとう小児科 ショウニカ		0282-22-0757 		328-0015		栃木市万町30番16号		0282-22-0757		1		1		3		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		1		0

		承諾 ショウダク		冨塚メデｲカルクリニック		028-666-2555		321-2116		宇都宮市徳次郎町888				1		1		2		2		2		2		2		2		1		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0		なるべく協力したいが、現在当院副院長が体調悪く、休養中のため困難となっています。 キョウリョク ゲンザイ トウイン フクインチョウ タイチョウ ワル キュウヨウチュウ コンナン

		承諾 ショウダク		山浦内科医院		0284-21-6653 		326-0843		足利市五十部町1256-5				1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3				1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		4		1		1		1		0		0		0		1		0		0

		承諾 ショウダク		小倉医院		0282-82-0057		321-0227		壬生町通町10-5				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		承諾 ショウダク		飯岡小児科		0289-65-3257		322-0074		鹿沼市日吉町569-2				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		3				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		3		2		2		2		0		0		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		角田内科医院		0285-53-5665 		329-0511		下野市石橋549				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		1		1		1		1		1		0		0

		承諾 ショウダク		おかべこどもクリニック		0285-40-7300 		329-0433		下野市緑5-17-12				3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		くろばね齋藤醫院		0287-54-0031		324-0233		大田原市黒羽田町612				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		1		0

		承諾 ショウダク		立花医院		0287-72-0311		325-0003		那須郡那須町寺子乙3967-190				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		その他：スタッフの充実　　1～9すべて当てはまります タ ジュウジツ ア

		承諾 ショウダク		さいとうハート＆キッズクリニック		0287-53-7979		324-0043		大田原市浅香1-4-3				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		1		0

		承諾 ショウダク		小山すぎの木クリニック		0285-30-3456		323-0806		小山市中久喜1131-1				1		1		1		1		1		1		2		2		2		1		1				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		4		1		1		0		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		有村小児科医院		028-656-7207		321-0912		宇都宮市石井町3128-11		028-656-7207		1		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		1		0		1		1		0		無床の診療所の小児科医としては、急性疾患（特に感染症が多く）への対応が中心です。時間に追われています。予防接種については、時間枠をとって対応できます。一次診療についても、訪問看護との連携等があれば対応可能な場合があります。（例えば点滴投薬等）現時点では往診は無理ですが。 ムショウ シンリョウジョ ショウニ カ イ キュウセイ シッカン トク カンセンショウ オオ タイオウ チュウシン ジカン オ ヨボウ セッシュ ジカンワク タイオウ イチジ シンリョウ ホウモン カンゴ レンケイ トウ タイオウ カノウ バアイ タト テンテキ トウヤク ナド ゲンジテン オウシン ムリ

		承諾 ショウダク		吉永医院		0285-63-2303		321-3564		茂木町増井190-1				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		1		1		0		0		0

		承諾 ショウダク		あさかクリニック		0287-22-2601		324-0043		大田原市浅香3-3711				1		1		2		2		2		2		1		1		2		2		2				1		1		2		2		2		2		1		1		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		坪水医院		0283-62-0265		327-0312		佐野市栃本町2241				1		1		3		3		3		3		3		3		1		3		3				1		1		3		3		3		3		3		3		1		3		3		3		3		3		0		1		1		0		0		0		0		1		0		若い頃、町田市にある重度心身障害者の施設にボランティアで行き、足で書いたお手紙をもらって感動しました。何かのお役にたてればと思いますが、現在実態がよく分かりません。 ワカ コロ マチダシ ジュウド シンシン ショウガイシャ シセツ イ アシ カ テガミ カンドウ ナニ ヤク オモ ゲンザイ ジッタイ ワ

		承諾 ショウダク		こどもヶ丘診療所		028-615-1077		321-0151		宇都宮市西川田町183-21				1		1		3		3		3		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		1		0		1		1		0

		承諾 ショウダク		竹田内科小児科クリニック		0282-29-1233		328-0011		栃木市大宮町52番地		0282-29-1233		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		0		1		1		1		0		0		1		0

		承諾 ショウダク		すながクリニック		0284-44-7211		326-0015		足利市八椚町494-1　				1		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		1		1		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		片山医院		028-661-9764		321-0944		宇都宮市東峰町3008-21				1		1		2		2		2		1		2		2		2		2		2				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		4		0		1		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		稲毛クリニック		0283-25-2566		327-0103		佐野市石塚町893-1				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		1		1		1		1		1		その他：当クリニックでは勤務医での診療のみを行っており、重症心身障害児に対応できるシステムはととのっておらず、申し訳ありません。 タ トウ キンムイ シンリョウ オコナ ジュウショウ シンシン ショウガイジ タイオウ モウ ワケ

		承諾 ショウダク		小川こどもクリニック		0289-74-5421		322-0027		鹿沼市貝島町5006-2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		くさの小児科		0284-73-7000		326-0335		足利市上渋垂町338-3				3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		みやの杜クリニック　		028-683-7811		321-0904		宇都宮市陽東2-4-5				1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1				3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		1		0		0		1		0		0		1		0		0		0		Q2訪問診療のみ対応可 ホウモン シンリョウ タイオウ カ

		承諾 ショウダク		にいたに内科　		028-675-6515		329-1231		塩谷郡高根沢町宝石台 3-3-19				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1

		承諾 ショウダク		よこやま内科小児科クリニック		0282-24-8102		328-0075		栃木市箱森町38-70				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		さいとうクリニック		0287-39-1805		329-2724		那須塩原市西幸町7-13				1		1		3		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		0		0		0		0		1		その他：現在の診療所での診療との兼ね合いが困難であり、複数の医師や看護師が必要 タ ゲンザイ シンリョウジョ シンリョウ カ ア コンナン フクスウ イシ カンゴシ ヒツヨウ

		承諾 ショウダク		桜井消化器科・内科		028-643-0870		320-0073		宇都宮市細谷1-7-38				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		承諾 ショウダク		佐藤医院		0287-96-2841		324-0501		那須郡那珂川町小川2960-1				1		1		3		3		2		3		3		2		1		1		1				1		1		3		3		2		3		3		2		1		1		1		3		3		4		0		1		1		1		0		1		0		0		0

		承諾 ショウダク		大根田内科医院		028-624-6322		320-0072		宇都宮市若草3-4-22				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		0		0		0		0		0		0		0		当方の医師が高齢であり、しかもスタッフがそろっていないので在宅医療は無理なので、ましてや重症心身障害者においておやです。 トウホウ イシ コウレイ ザイタク イリョウ ムリ ジュウショウ シンシン ショウガイシャ

		承諾 ショウダク		医療法人　赤羽病院		028-661-5446		321-0904		宇都宮市陽東7-2-2				1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3				3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		2		2		2		0		1		1		1		0		0		1		0		0

		承諾 ショウダク		田井の里クリニック		0285-81-6502		321-4301		真岡市西田井内外748-2				1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2				3		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		みずぬまクリニック		0287-39-1581		329-2751		那須塩原市東三島2-80-6				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		その他：在宅医療をやっていないので現状は無理である タ ザイタク イリョウ ゲンジョウ ムリ

		承諾 ショウダク		キッズクリニックはせがわ		0283-27-0200		327-0843		佐野市堀米町3946-6				1		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		その他：時間的余裕 タ ジカンテキ ヨユウ

		承諾 ショウダク		小森谷内科医院		0282-43-7327		329-4404		栃木市大平町富田4003-8				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		熊倉医院		0282-55-8425		329-4316		下都賀郡岩舟町新里180-1				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		いちはらファミリークリニック		028-612-8350		321-0414		宇都宮市中里町322				3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3				3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		1		2		0		1		1		1		0		1		0		1		0

		承諾 ショウダク		かとう小児科 ショウニカ		0282-82-7576		321-0218		壬生町落合3-7-30		 		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		福田こどもクリニック		028-659-8850		320-0852		栃木県宇都宮市下砥上町1545-20				1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3				1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		2		2		2		0		1		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		てらもと小児科		028-650-6636		321-0975		宇都宮市関堀町971-6				1		1		3		2		2		3		3		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		0		小児科医としてはもっと積極的に協力しなければいけないと思いますが、現在の我診療所の状態では不可能なことが多く残念です。 ショウニ カ イ セッキョクテキ キョウリョク オモ ゲンザイ ワガ シンリョウジョ ジョウタイ フカノウ オオ ザンネン

		承諾 ショウダク		木村内科医院		0288-22-7880		321-1264		日光市瀬尾497-1				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		承諾 ショウダク		こばやしファミリークリニック		0283-85-9900		327-0311		佐野市多田町566				1		1		1		1		3		1		1		2		1		1		1				1		1		1		1		3		1		1		3		1		1		1		3		3		2		0		1		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		あいファミリィクリニック足利 アシカガ		0284-22-3788		329-4213		足利市寺岡町505-1				1		1		1		1		1		1		1		3		1		1		1				1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		1		0		1		0		0		0		0		1		0

		承諾 ショウダク		腰塚医院		0282-62-2072		323-1104		栃木市藤岡町藤岡1845-10				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		1		1		1		1		0

		承諾 ショウダク		桜井こどもクリニック		0282-24-5987		328-0034		栃木市本町16-9				1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		承諾 ショウダク		神鳥谷クリニック		0285-22-7700		323-0827		小山市神鳥谷1-19-1		 		2		2		2		2		2		2		2		2		1		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		持田医院		0282-67-3661		329-0319		栃木市藤岡町中根115-5				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		4		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		田村医院		0282-43-3368		329-4423		栃木市大平町西水代1835-1				1		1		1		1		1		1		1		2		1		1		1				1		1		1		1		1		1		1		2		1		1		1		3		1		4		1		1		1		1		1		1		1		1		0		Q5.訪問看護、訪問リハビリテーションを利用 ホウモン カンゴ ホウモン リヨウ

		承諾 ショウダク		大橋内科クリニック		0282-82-8522		321-0219		壬生町福和田1003-1				1		1		2		2		2		3		2		2		2		2		3				1		1		2		2		2		3		2		2		2		2		3		3		3		2		0		1		1		0		0		0		0		1		0

		承諾 ショウダク		てらだファミリークリニック		028-654-2188		321-0132		宇都宮市雀の宮5-5-1				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		1		1		1		1		0

		承諾 ショウダク		あおい内科小児科ｸﾘﾆｯｸ		028-663-6000		321-0973		宇都宮市岩曽町1086-1				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		1		1		1		その他：往診時間の確保ができること タ オウシン ジカン カクホ

		承諾 ショウダク		飯塚医院		0287-92-2034		324-0613		那須郡那珂川町馬頭484-3				1		1		2		2		2		2		2		2		1		2		1				1		1		2		2		2		2		2		2		1		2		1		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		0

		承諾 ショウダク		やの小児科医院		0285-56-0280		329-0611		河内郡上三川町上三川3446-3				1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3				1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		2		2		2		0		1		1		1		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		仲嶋医院		028-681-7755		329-1311		さくら市氏家3245-17				3		3		3		3		2		3		3		3		3		2		3				3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		2		3		2		1		1		1		1		1		1		1		0		0		成人（18才以上）を対象に回答しました セイジン サイ イジョウ タイショウ カイトウ

		承諾 ショウダク		小林診療所		0285-82-3873		321-4369		真岡市熊倉3-10-7				1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		1				1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		1		2		2		2		0		1		0		0		0		1		0		0		0

		承諾 ショウダク		西真岡こどもクリニック		0285-81-7900		321-4341		真岡市高勢町3-205-1				1		1		1		3		1		1		1		1		1		3		3				1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		その他：現在おこなっています タ ゲンザイ

		承諾 ショウダク		鈴木医院		0285-72-2032		321-4217		益子町益子1747-2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		承諾 ショウダク		緑の屋根診療所		0283-20-2577		327-0843		佐野市堀米町1348-5				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		0		0		1		0		1		0		1		0		0		地域の社会資源が少ない。マンパワー不足 チイキ シャカイ シゲン スク ブソク

		承諾 ショウダク		ひがのクリニック		0285-74-0051 		321-4521		真岡市久下田941-1				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		豊郷中央渡辺内科　		028-622-8900		320-0004		宇都宮市長岡町1217-5				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		1				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		1		0		0

		承諾 ショウダク		きくちクリニック		028-683-3387		321-0903		宇都宮市下平出町614-2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		0		0

		承諾 ショウダク		サンレディースクリニック		0282-24-3541		328-0024		栃木市樋ノ口町504-1				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		医療法人　亀田内科		028-633-2884		320-0812		宇都宮市一番町1-28				1		1		1		2		2		1		2		2		2		2		1				1		1		1		2		2		1		2		2		2		2		1		3		3		3		0		0		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		越戸クリニック		028-660-6190		321-0951		宇都宮市越戸町139-6				1		1		2		2		2		3		2		2		2		2		3				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		佐藤内科		0285-53-1305		329-0511		下野市石橋839-14				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		承諾 ショウダク		グリムこどもクリニック		0285-51-1515		329-0502		下野市下古山2-6-17				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		事前連絡の上での一次診療、予防接種ですので、申し訳ありません。 ジゼン レンラク ウエ イチジ シンリョウ ヨボウ セッシュ モウ ワケ

		承諾 ショウダク		吉原医院		0288-21-0161		321-1261		日光市今市826-4				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		1		1		1		その他：設備 タ セツビ

		承諾 ショウダク		梅園医院		028-633-2869		320-0035		宇都宮市伝馬町3-28				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		1		0		0

		承諾 ショウダク		森田医院		028-633-1573		320-0861		宇都宮市西3-5-8				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		鈴木内科クリニック		028-655-1229		321-0139		宇都宮市若松原2-4-19				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		その他：24時間対応が必要となると考えますが、当院診療時間内の往診は難しいと考えます。 タ ジカン タイオウ ヒツヨウ カンガ トウイン シンリョウ ジカン ナイ オウシン ムズカ カンガ

		承諾 ショウダク		小松医院		0289-60-5515		322-0064		鹿沼市文化橋町2300-1				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		1		0		0		1		0



														1.医療ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する外来診療について、以下の医療行為に対応できますか。 イリョウ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ガイライ シンリョウ イカ イリョウ コウイ タイオウ																								2.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する往診及び訪問診療について、以下の医療行為に対応できますか イリョウテキ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ オウシン オヨ ホウモン シンリョウ イカ イリョウ コウイ タイオウ

														予防接種 ヨボウ セッシュ		一次診療
（経過観察、栄養観察を含む） イチジ シンリョウ ケイカ カンサツ エイヨウ カンサツ フク		経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ		経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ		中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ		酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ		気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ		人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ		尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ		人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ		褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ				予防接種 ヨボウ セッシュ		一次診療
（経過観察、栄養観察を含む） イチジ シンリョウ ケイカ カンサツ エイヨウ カンサツ フク		経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ		経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ		中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ		酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ		気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ		人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ		尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ		人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ		褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ

										1		できる		83		57		12		9		7		13		11		6		17		8		16		できる		39		29		8		6		5		9		9		6		10		7		12

										2		できない		55		80		127		134		142		130		136		146		131		137		124		できない		102		115		141		143		148		140		144		148		140		145		134

										3		要相談 ヨウ ソウダン		27		28		26		22		16		22		18		13		16		20		25		要相談 ヨウ ソウダン		24		21		16		16		12		15		12		11		15		13		19

																																																														0

														3.24時間、重症心身障害児（18歳未満）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイジ サイ ミマン イリョウ タイオウ

										1		できる		1

										2		できない		150

										3		要相談 ヨウ ソウダン		14

														4.24時間、重症心身障害者（18歳以上）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイシャ サイ イジョウ イリョウ タイオウ

										1		できる		3

										2		できない		150

										3		要相談 ヨウ ソウダン		12

														5.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する訪問リハビリてーションを提供していますか イリョウテキ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ホウモン テイキョウ

										1		提供している テイキョウ		1

										2		提供していない テイキョウ		152

										3		提供していないが対応は可能 テイキョウ タイオウ カノウ		4

										4		要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン		8

														6.重症心身障害児（者）在宅医療に対応できるようになるための条件はなんですか

										1		診療報酬の点数が増えること シンリョウ ホウシュウ テンスウ フ		24

										2		訪問看護尾の連携 ホウモン カンゴ オ レンケイ		73

										3		病院との連携 ビョウイン レンケイ		90

										4		在宅療養支援診療所と小児科医とのグループ診療 ザイタク リョウヨウ シエン シンリョウジョ ショウニ カ イ シンリョウ		43

										5		在宅療養支援診療所に助言や相談を求めることができること ザイタク リョウヨウ シエン シンリョウジョ ジョゲン ソウダン モト		28

										6		小児科医に助言や相談を求めることができること ショウニ カ イ ジョゲン ソウダン モト		26

										7		経験のある医師がいること ケイケン イシ		62

										8		研修などの自己のスキルアップ ケンシュウ ジコ		47

										9		その他 タ		21



できる	予防接種	一次診療	
（経過観察、栄養観察を含む）	経鼻経管栄養の管理	経皮経管栄養の管理	
（胃ろう）	中心静脈栄養の管理	酸素療法の管理	気管切開の管理	人工呼吸器の管理	尿道留置カテーテル	
の管理	人工肛門の管理	褥瘡の管理	83	57	12	9	7	13	11	6	17	8	16	できない	予防接種	一次診療	
（経過観察、栄養観察を含む）	経鼻経管栄養の管理	経皮経管栄養の管理	
（胃ろう）	中心静脈栄養の管理	酸素療法の管理	気管切開の管理	人工呼吸器の管理	尿道留置カテーテル	
の管理	人工肛門の管理	褥瘡の管理	55	80	127	134	142	130	136	146	131	137	124	要相談	予防接種	一次診療	
（経過観察、栄養観察を含む）	経鼻経管栄養の管理	経皮経管栄養の管理	
（胃ろう）	中心静脈栄養の管理	酸素療法の管理	気管切開の管理	人工呼吸器の管理	尿道留置カテーテル	
の管理	人工肛門の管理	褥瘡の管理	27	28	26	22	16	22	18	13	16	20	25	3.24時間、重症心身障害児（18歳未満）の医療に対応ができますか	できる	できない	要相談	1	150	14	4.24時間、重症心身障害者（18歳以上）の医療に対応ができますか	できる	できない	要相談	3	150	12	5.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する訪問リハビリてーションを提供していますか	提供している	提供していない	提供していないが対応は可能	要相談（条件による）	1	152	4	8	6.重症心身障害児（者）在宅医療に対応できるようになるための条件はなんですか	診療報酬の点数が増えること	訪問看護尾の連携	病院との連携	在宅療養支援診療所と小児科医とのグループ診療	在宅療養支援診療所に助言や相談を求めることができること	小児科医に	助言や相談を求めることができること	経験のある医師がいること	研修などの自己のスキルアップ	その他	24	73	90	43	28	26	62	47	21	できる	予防接種	一次診療	
（経過観察、栄養観察を含む）	経鼻経管栄養の管理	経皮経管栄養の管理	
（胃ろう）	中心静脈栄養の管理	酸素療法の管理	気管切開の管理	人工呼吸器の管理	尿道留置カテーテル	
の管理	人工肛門の管理	褥瘡の管理	39	29	8	6	5	9	9	6	10	7	12	できない	予防接種	一次診療	
（経過観察、栄養観察を含む）	経鼻経管栄養の管理	経皮経管栄養の管理	
（胃ろう）	中心静脈栄養の管理	酸素療法の管理	気管切開の管理	人工呼吸器の管理	尿道留置カテーテル	
の管理	人工肛門の管理	褥瘡の管理	102	115	141	143	148	140	144	148	140	145	134	要相談	予防接種	一次診療	
（経過観察、栄養観察を含む）	経鼻経管栄養の管理	経皮経管栄養の管理	
（胃ろう）	中心静脈栄養の管理	酸素療法の管理	気管切開の管理	人工呼吸器の管理	尿道留置カテーテル	
の管理	人工肛門の管理	褥瘡の管理	24	21	16	16	12	15	12	11	15	13	19	

診療所 (作業)

		Ｑ１		1.医療ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する外来診療について、以下の医療行為に対応できますか。 イリョウ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ガイライ シンリョウ イカ イリョウ コウイ タイオウ

				Ｑ1-1										予防接種 ヨボウ セッシュ

				Ｑ1-2										一次診療
（経過観察、栄養観察を含む） イチジ シンリョウ ケイカ カンサツ エイヨウ カンサツ フク

				Ｑ1-3										経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ

				Ｑ1-4										経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ

				Ｑ1-5										中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ

				Ｑ1-6										酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ

				Ｑ1-7										気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ

				Ｑ1-8										人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ

				Ｑ1-9										尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ

				Ｑ1-10										人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ

				Ｑ1-11										褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ

		Ｑ２		2.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する往診及び訪問診療について、以下の医療行為に対応できますか イリョウテキ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ オウシン オヨ ホウモン シンリョウ イカ イリョウ コウイ タイオウ

				Ｑ2-1										予防接種 ヨボウ セッシュ

				Ｑ2-2										一次診療
（経過観察、栄養観察を含む） イチジ シンリョウ ケイカ カンサツ エイヨウ カンサツ フク

				Ｑ2-3										経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ

				Ｑ2-4										経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ

				Ｑ2-5										中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ

				Ｑ2-6										酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ

				Ｑ2-7										気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ

				Ｑ2-8										人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ

				Ｑ2-9										尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ

				Ｑ2-10										人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ

				Ｑ2-11										褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ

		Ｑ3		3.24時間、重症心身障害児（18歳未満）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイジ サイ ミマン イリョウ タイオウ

				Ｑ3-1										できる

				Ｑ3-2										できない

				Ｑ3-3										要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン

		Ｑ4		4.24時間、重症心身障害者（18歳以上）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイシャ サイ イジョウ イリョウ タイオウ

				Ｑ4-1										できる

				Ｑ4-2										できない

				Ｑ4-3										要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン

		Ｑ5		5.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する訪問リハビリてーションを提供していますか イリョウテキ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ホウモン テイキョウ

				Ｑ5-1										提供している テイキョウ

				Ｑ5-2										提供していない テイキョウ

				Ｑ5-3										提供していないが対応は可能 テイキョウ タイオウ カノウ

				Ｑ5-4										要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン

		Ｑ6		6.重症心身障害児（者）在宅医療に対応できるようになるための条件はなんですか ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ ザイタク イリョウ タイオウ ジョウケン

				Ｑ6-1										診療報酬の点数が増えること シンリョウ ホウシュウ テンスウ フ

				Ｑ6-2										訪問看護尾の連携 ホウモン カンゴ オ レンケイ

				Ｑ6-3										病院との連携 ビョウイン レンケイ

				Ｑ6-4										在宅療養支援診療所と小児科医とのグループ診療 ザイタク リョウヨウ シエン シンリョウジョ ショウニ カ イ シンリョウ

				Ｑ6-5										在宅療養支援診療所に助言や相談を求めることができること ザイタク リョウヨウ シエン シンリョウジョ ジョゲン ソウダン モト

				Ｑ6-6										小児科医に助言や相談を求めることができること ショウニ カ イ ジョゲン ソウダン モト

				Ｑ6-7										経験のある医師がいること ケイケン イシ

				Ｑ6-8										研修などの自己のスキルアップ ケンシュウ ジコ

				Ｑ6-9										その他 タ

		Ｑ7		7.重症心身障害児（者）の方に対する医療、在宅生活等についてお気づきのことなど、ご自由にお書きください ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ カタ タイ イリョウ ザイタク セイカツ ナド キ ジユウ カ



		承諾可否 ショウダク カヒ		診療所名 シンリョウジョ メイ		電話番号 デンワ バンゴウ		郵便番号 ユウビンバンゴウ		所在地 ショザイチ		電話番号 デンワ バンゴウ		Ｑ１　1.医療ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する外来診療について、以下の医療行為に対応できますか。																								Ｑ２　2.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する往診及び訪問診療について、以下の医療行為に対応できますか																						Ｑ3		Ｑ4		Ｑ5		Ｑ6　6.重症心身障害児（者）在宅医療に対応できるようになるための条件はなんですか																		Ｑ7重症心身障害児（者）の方に対する医療、在宅生活等についてお気づきのことなど、ご自由にお書きください

														Ｑ1-1		Ｑ1-2		Ｑ1-3		Ｑ1-4		Ｑ1-5		Ｑ1-6		Ｑ1-7		Ｑ1-8		Ｑ1-9		Ｑ1-10		Ｑ1-11				Ｑ2-1		Ｑ2-2		Ｑ2-3		Ｑ2-4		Ｑ2-5		Ｑ2-6		Ｑ2-7		Ｑ2-8		Ｑ2-9		Ｑ2-10		Ｑ2-11								Ｑ6-1		Ｑ6-2		Ｑ6-3		Ｑ6-4		Ｑ6-5		Ｑ6-6		Ｑ6-7		Ｑ6-8		Ｑ6-9

		否 ヒ		不明 フメイ						不明 フメイ		不明 フメイ		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		7		0		0

		否 ヒ		不明 フメイ						不明 フメイ		不明 フメイ		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		1		1		0		0		0		1		0

		否 ヒ		不明 フメイ						不明 フメイ		不明 フメイ		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		不明 フメイ						不明 フメイ		不明 フメイ		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		0

		否 ヒ		不明 フメイ						不明 フメイ		不明 フメイ		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		否 ヒ		不明 フメイ						不明 フメイ		不明 フメイ		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		0		1		0

		否 ヒ		不明 フメイ						不明 フメイ		不明 フメイ		1		1		2		2		2		2		2		2		1		2		1				1		1		2		2		2		2		2		2		1		2		1		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		その他：各種の健康的処置の管理ができるかどうか。その訓練を受けているかどうかです。 タ カクシュ ケンコウテキ ショチ カンリ クンレン ウ

		否 ヒ		不明 フメイ						不明 フメイ		不明 フメイ		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		0		0		1		0		0

		否 ヒ		不明 フメイ						不明 フメイ		不明 フメイ		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		その他:スタッフ不足（医師、看護師、介助者）スペース不足 タ フソク イシ カンゴシ カイジョシャ フソク

		否 ヒ		宇都宮市保健所 ウツノミヤシ ホケンジョ				321-0974		宇都宮市竹林町972				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		その他：保健所は直接的な医療サービスを行っていないことから、今後も対応は行わない タ ホケンジョ チョクセツ テキ イリョウ オコナ コンゴ タイオウ オコナ

		承諾 ショウダク		深谷医院 フカヤ イイン		0285-75-0007 		321-4502		真岡市物井1268-7				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		1				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		1		2		2		2		0		0		1		1		0		0		0		0		0

		否 ヒ		こどもクリニックしまむら				326-0822		足利市田中町908-4				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		かしま産婦人科 サンフジンカ		0284-65-0341		326-0844		足利市鹿島町501-1				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		婦人科疾患（不正性器出血/帯下/外陰掻痒等）については外来対応させて頂いております フジンカ シッカン フセイ セイキ シュッケツ タイゲ ガイイン カ カユ ナド ガイライ タイオウ イタダ

		否 ヒ		医療法人雄仁会　奥山医院 イリョウ ホウジン ユウジン カイ オクヤマ イイン				322-0065		鹿沼市上材木町2320				1		3		3		3		3		3		1		3		3		2		2				1		3		2		3		2		3		1		3		3		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		1		1		0		0

		否 ヒ		水沼医院 ミズヌマ イイン				321-0628		那須烏山市金井1-14-8				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		3				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		飯野医院				321-4539		真岡市長沼730-1				3		2		2		2		2		3		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		おおきこどもクリニック		0285-41-0025 		329-0207		小山市美しが丘3-35-3				1		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		宇都宮市子ども発達センター診療所 ウツノミヤシ コ ハッタツ シンリョウジョ		028-647-4720		320-0851		栃木県宇都宮市鶴田町970-1				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		その他：子ども発達センター内の療育を利用する児の診療所であるため タ コ ハッタツ ナイ リョウイク リヨウ ジ シンリョウジョ

		承諾 ショウダク		中川医院 ナカガワ イイン		0287-62-0040		325-0057		那須塩原市黒磯幸町6-27				3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		1		0		1		0

		否 ヒ		ももやこどもクリニック				321-0118		宇都宮市インターパーク3-6-1				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		1		0		0		0		0		0

		否 ヒ		阿久津医院 アクツ イイン				329-1226		高根沢町大谷176-1 タカネザワマチ オオタニ				1		1		2		2		2		3		2		2		3		3		3				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		1		0		0		0		1		0		0

		否 ヒ		伊保内診療所 イホ ナイ シンリョウジョ				327-0034		佐野市伊保内町3841-1				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		1		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		にじいろこども診療所 シンリョウジョ		0285-44-7716		329-0414		下野市小金井4-1-1				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		0		1		1		0

		否 ヒ		戸野塚内科医院 トノヅカ ナイカ イイン				323-0064		小山市下石塚471				3		3		3		3		3		1		1		1		1		3		1				3		3		3		3		3		1		1		1		1		3		1		3		3		4		0		0		1		0		0		1		1		1		0

		否 ヒ		賀川診療所 カガワ シンリョウジョ				326-0843		足利市五十部町1785				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		1		0		1		0		0

		承諾 ショウダク		豊郷台クリニック ユタカ ゴウ ダイ		028-643-8998		320-0003		宇都宮市豊郷台2-21-3		028-643-8998（FAX8999）		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1				1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		2		0		1		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		いとうこどもクリニック		0289-63-5566		322-0025		鹿沼市緑町2-2-29				1		1		3		3		2		2		3		2		2		3		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		0		0		1		1		0

		承諾 ショウダク		清原台こどもクリニック キヨハラ ダイ		028-305-6017		321-3223		宇都宮市清原台2-4-14				1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		その他：医師、看護師の増員 タ イシ カンゴシ ゾウイン

		否 ヒ		阿部医院				324-0032		大田原市佐久山2018 オオタワラシ サクヤマ		0287-28-0053（FAX0287-28-2112）		1		1		2		2		2		2		1		2		1		2		1				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		4		0		1		1		0		1		0		0		1		0

		否 ヒ		中元内科医院 ナカモト ナイカ イイン				328-0027		栃木市今泉町2-10-18				1		3		2		2		2		3		2		2		3		2		3				3		3		2		2		2		3		2		2		3		2		3		2		2		2		0		0		1		0		1		0		0		1		0		①重症心身障害者の重症度の程度問題　②家庭の受け入れ問題、経済的負担 ジュウショウ シンシン ショウガイシャ ジュウショウ ド テイド モンダイ カテイ ウ イ モンダイ ケイザイテキ フタン

		否 ヒ		布川小児科 フカワ ショウニ カ				322-0036		鹿沼市下田町2-1099				1		1		3		3		2		3		2		2		2		3		3				1		1		3		3		2		3		2		2		2		2		3		2		2		2		0		1		1		1		0		0		1		1		0

		否 ヒ		ちづかクリニック				328-0133		栃木市大森町445-4		0282-31-3750		3		3		3		3		2		3		2		2		2		2		3				3		3		3		3		2		3		2		2		2		2		3		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		多島医院 タジマ イイン				321-1524		日光市足尾町赤沢21-28				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		否 ヒ		篠崎内科クリニック シノザキ ナイカ				321-3223		宇都宮市清原台6-1-13				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		否 ヒ		和久医院 ワク イイン				321-3324		芳賀町西水沼119-1				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		否 ヒ		近藤クリニック コンドウ				321-0634		那須烏山市野上町637-2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		0		0		0		0		1		0		0

		否 ヒ		高根沢内科クリニック タカネザワ ナイカ				321-4305		真岡市荒町2-11-1				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		岡田こどもクリニック オカダ				327-0832		佐野市植上町1408-2				1		3		3		3		3		2		3		2		3		3		3				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		0		0		0		0		0		往診医療ができたらと考えていた時もありましたが、現在は物理的に困難で申し訳ありません
重心のお子さんの通院所と個別の相談で応じる可能性はあります オウシン イリョウ カンガ トキ ゲンザイ ブツリテキ コンナン モウ ワケ ジュウシン コ ツウイン ジョ コベツ ソウダン オウ カノウセイ

		否 ヒ		真岡メディカルクリニック モオカ				321-4305		真岡市荒町3-49-6				3		3		3		3		3		3		3		3				3		3				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		0		0		0		1		1		0

		否 ヒ		いしだ整形外科 セイケイ ゲカ				321-0912		宇都宮市石井町3236-1				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		山中クリニック ヤマナカ				327-0835		佐野市植下町2468				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		1		1		0		0		1		0		0

		否 ヒ		医療法人　寿幸会　吉野医院 イリョウ ホウジン コトブキ サチ カイ ヨシノ イイン				320-0014		宇都宮市大曽4-9-11				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		1		1		0		0		1		0		0

		否 ヒ		柳田産婦人科・小児科医院 ヤナギダ サンフジンカ ショウニカ イイン				321-4361		真岡市並木町4-5-3				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		0

		否 ヒ		石田消化器科・内科クリニック イシダ ショウカキ カ ナイカ				321-0216		壬生町壬生丁259-7				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		1		0		0		0		0		0

		否 ヒ		赤羽胃腸科・外科・肛門科医院 アカバネ イチョウカ ゲカ コウモンカ イイン				324-0052		大田原市城山2-5-29				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		医療法人　文仁会　扶桑医院 イリョウ ホウジン ブン ジン カイ フソウ イイン				323-0016		小山市扶桑1-2-1				1		3		3		3		2		2		3		2		3		3		3				3		3		3		2		2		2		3		2		3		2		3		2		2		2		0		0		1		1		0		0		1		1		0

		否 ヒ		馬場医院 ババ イイン				327-0043		佐野市君田町35				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		否 ヒ		井戸川クリニック イドガワ				326-0331		足利市福富町2096-1				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		0		0		1		0		0		0

		否 ヒ		鎌田浅香医院 カマタ アサカ イイン				324-0043		大田原市浅香3-3-9				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		0		1		0		0		0		0		0		0		高額医療はひかえています。悪質ととらえられますので!! コウガク イリョウ アクシツ

		否 ヒ		山門クリニック ヤマカド				328-0031		栃木市日の出町6-35				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		0		0		0		1		0

		否 ヒ		新村ファミリークリニック ニイムラ				328-0011		栃木市大宮町2120-11				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		宇都宮東部クリニック ウツノミヤ トウブ				321-3223		宇都宮市清原台5-14-19				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1

		否 ヒ		車田医院 クルマダ イイン				324-0242		大田原市大豆田457-24				3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3				3		3		3		3		3		0		2		2		3		3		3		2		2		2		0		0		1		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		にがみどう内科クリニック ナイカ				322-0003		鹿沼市仁神堂町351-26				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		松谷内科胃腸科クリニック マツヤ ナイカ イチョウカ				321-3304		芳賀町祖母井1708-17				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		1		0		0

		否 ヒ		まなか医院 イイン				329-1225		高根沢町石末２０９３－１０				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		植木医院 ウエキ イイン				329-2224		塩谷町金枝950				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		1		2		2		2		2		3		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		0		0		0		0		0

		否 ヒ		大岡医院 オオオカ イイン				320-0047		宇都宮市一の沢274-7				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		川野クリニック カワノ				329-1112		宇都宮市上田原町660-6				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		0		1		0

		否 ヒ		陣内医院 ジンナイ イイン				321-0225		壬生町本丸1-7-10		0282-82-0242		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		1		0

		否 ヒ		船越医院 フナコシ イイン				328-0111		栃木市都賀町家中5986-6				1		1		2		2		2		2		2		2		3		2		3				1		1		2		2		2		2		2		2		3		2		3		2		2		2		0		1		1		0		1		1		0		1		0

		否 ヒ		林クリニック ハヤシ				321-0158		宇都宮市西川田本町1-8-29				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		0		0		0		0		0

		否 ヒ		河島医院 カワシマ イイン				329-3436		那須郡那須町伊王野1503				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		松本内科医院 マツモト ナイカ イイン				321-0226		壬生町中央町6-37				3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		否 ヒ		佐藤医院 サトウ イイン				329-2728		栃木県那須塩原市西栄町7-16 ３２９－２７２８		0287-36-0147		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1

		否 ヒ		渡部医院 ワタナベ イイン				329-3153		那須塩原市大原間140-1 ナスシオバラ シ オオハラマ				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		宇都宮市保健センター ウツノミヤシ ホケン				321-0964		宇都宮市駅前通り1-4-6				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		0

		否 ヒ		川村医院 カワムラ イイン				321-2522		日光市鬼怒川温泉大原1396-20				1		1		3		1		3		1		3		2		3		3		3				3		3		3		3		3		3		2		2		3		3		3		2		2		2		0		0		1		0		0		1		1		0		0

		否 ヒ		ほうずみ整形外科内科小児科医院				320-0047		宇都宮市一の沢2-1-43				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		小島内科医院 コジマ ナイカ イイン				321-0168		宇都宮市東原町5-3				3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		1		0		0		0		0

		否 ヒ		那須高原クリニック ナス コウゲン				329-3131		那須塩原市唐杉31-2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		サンフラワークリニック				323-0808		小山市出井1936				3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		昌平町こどもクリニック ショウヘイ マチ				326-0813		足利市昌平町2368				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		①中心となる施設へ患者が訪問するように、移動手段・補助（人、お金）を考えるべき。どうしても動けない、動かせない人のみ専門職（医者以外）が訪問しIT技術等で必要に応じてセンター施設のスペシャリストと連絡し治療（入院‥）の判断をし実行する。
②既存の人・技術・施設を日曜大工的発想で組み合わせて、システムを構築することには賛成できない。現状をどうにかするための方策でなく、医療の公正（正義）を行うためにどうすべきかを考えるべきだと思う チュウシン シセツ カンジャ ホウモン イドウ シュダン ホジョ ヒト カネ カンガ ウゴ ウゴ ヒト センモン ショク イシャ イガイ ホウモン ギジュツナド ヒツヨウ オウ シセツ レンラク チリョウ ニュウイン ハンダン ジッコウ キゾン ヒト ギジュツ シセツ ニチヨウ ダイク テキ ハッソウ ク ア コウチク サンセイ ゲンジョウ ホウサク イリョウ コウセイ セイギ オコナ カンガ オモ

		否 ヒ		赤田診療所 アカダ シンリョウジョ				329-2743		那須塩原市南赤田321-1192				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		手塚内科 テヅカ ナイカ				321-0966		宇都宮市今泉3-12-12				3		3		2		2		2		2		2		2		1		3		3				3		3		2		2		2		2		2		2		3		3		3		2		2		2		0		1		1		0		1		0		1		0		0		今まで具体的な症例に会っていません イマ グタイテキ ショウレイ ア

		否 ヒ		板橋医院 イタバシ イイン				327-0803		佐野市犬伏新町1308-2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		1		1		0

		否 ヒ		倉増医院 クラ マ イイン				320-0856		宇都宮市砥上町675-1				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		その他：人材の確保 タ ジンザイ カクホ

		否 ヒ		もてぎの森メディカルプラザ				321-3541		茂木町烏生田下郷330				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		宮澤クリニック ミヤザワ				329-0412		下野市柴291-2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		金澤医院 カナザワ イイン				325-0052		那須塩原市中央町1-8				1		1		2		2		2		1		2		2		2		2		2				1		1		2		2		2		1		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		つるたfamilyクリニック				320-0857		宇都宮市鶴田1-17-23				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		フォレストサイドクリニック				321-0152		宇都宮市西川田6-6-17		028-684-2775		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		今野内科胃腸科医院 コンノ ナイカ イチョウカ イイン				321-0151		宇都宮市西川田町933-1		028-645-6121		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		1		1		1		0

		否 ヒ		小島原医院 コジマ ハラ イイン				329-1104		宇都宮市下岡本町4075				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		1		0

		否 ヒ		永田内科眼科医院 ナガタ ナイカ ガンカイ イン				321-0982		宇都宮市御幸ヶ原町136-9		028-662-6774		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		1		0

		否 ヒ		大栗医院 オオクリ イイン				320-0034		宇都宮市泉町1-27				3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1

		否 ヒ		星小児科医院 ホシ ショウニカ イイン				321-0346		宇都宮市下荒針町3588-2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		金子内科医院 カネコ ナイカ イイン				320-0032		宇都宮市昭和1-1-31				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		否 ヒ		石川医院 イシカワ イイン				322-0015		栃木県鹿沼市上石川1-319 ３２２－００１５		0289-76-3145		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		当方では特別養護老人ホームの嘱託医を兼ねておりますため、24時間体制での診察となっております。今回のアンケートに対しましては、オーバーワークにつき協力いたしかねます。 トウホウ トクベツ ヨウゴ ロウジン ショクタクイ カ ジカン タイセイ シンサツ コンカイ タイ キョウリョク

		否 ヒ		しみずファミリークリニック				321-0951		宇都宮市越戸3-15-27				1		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		0		0		0		0		0

		否 ヒ		岡医院 オカ イイン				321-1403		日光市下鉢石町997-1				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		1		1		0		そもそも開業の小児科医が少ないうえに、在宅医療をやっている小児科はほとんどいないのが現状。以前、在宅の重症心身障害児の訪問診療を頼まれて行ったことがあるが、大人の訪問診療と勝手が違う為、内科医にはハードルが高いと感じた。是非、近くの小児科の先生に少しでも取り組んでもらうしかないかと思います。 カイギョウ ショウニ カ イ スク ザイタク イリョウ ショウニカ ゲンジョウ イゼン ザイタク ジュウショウ シンシン ショウガイジ ホウモン シンリョウ タノ オコナ オトナ ホウモン シンリョウ カッテ チガ タメ ナイカ イ タカ カン ゼヒ チカ ショウニカ センセイ スコ ト ク オモ

		否 ヒ		風見診療所 カザミ シンリョウジョ				329-2335		塩谷町上平27				3		3		1		3		2		3		3		2		1		3		3				3		1		1		3		2		2		3		3		2		1		3		3		2		2		0		1		1		0		1		0		1		1		0

		否 ヒ		土谷医院 ツチヤ イイン				321-0136		宇都宮市みどり野町14-3				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		1		0

		否 ヒ		遠藤小児科 エンドウ ショウニカ				321-0982		宇都宮市御幸ヶ原町224-10				1		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		1		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		油布医院 ユフ イイン				321-0414		宇都宮市中里町175-8				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		1		0

		承諾 ショウダク		さいとう小児科 ショウニカ		0282-22-0757 		328-0015		栃木市万町30番16号		0282-22-0757		1		1		3		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		1		0

		承諾 ショウダク		冨塚メデｲカルクリニック		028-666-2555		321-2116		宇都宮市徳次郎町888				1		1		2		2		2		2		2		2		1		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0		なるべく協力したいが、現在当院副院長が体調悪く、休養中のため困難となっています。 キョウリョク ゲンザイ トウイン フクインチョウ タイチョウ ワル キュウヨウチュウ コンナン

		承諾 ショウダク		山浦内科医院		0284-21-6653 		326-0843		足利市五十部町1256-5				1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3				1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		4		1		1		1		0		0		0		1		0		0

		承諾 ショウダク		小倉医院		0282-82-0057		321-0227		壬生町通町10-5				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		承諾 ショウダク		飯岡小児科		0289-65-3257		322-0074		鹿沼市日吉町569-2				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		3				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		3		2		2		2		0		0		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		角田内科医院		0285-53-5665 		329-0511		下野市石橋549				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		1		1		1		1		1		0		0

		承諾 ショウダク		おかべこどもクリニック		0285-40-7300 		329-0433		下野市緑5-17-12				3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		くろばね齋藤醫院		0287-54-0031		324-0233		大田原市黒羽田町612				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		1		0

		承諾 ショウダク		立花医院		0287-72-0311		325-0003		那須郡那須町寺子乙3967-190				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		その他：スタッフの充実　　1～9すべて当てはまります タ ジュウジツ ア

		承諾 ショウダク		さいとうハート＆キッズクリニック		0287-53-7979		324-0043		大田原市浅香1-4-3				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		1		0

		承諾 ショウダク		小山すぎの木クリニック		0285-30-3456		323-0806		小山市中久喜1131-1				1		1		1		1		1		1		2		2		2		1		1				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		4		1		1		0		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		有村小児科医院		028-656-7207		321-0912		宇都宮市石井町3128-11		028-656-7207		1		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		1		0		1		1		0		無床の診療所の小児科医としては、急性疾患（特に感染症が多く）への対応が中心です。時間に追われています。予防接種については、時間枠をとって対応できます。一次診療についても、訪問看護との連携等があれば対応可能な場合があります。（例えば点滴投薬等）現時点では往診は無理ですが。 ムショウ シンリョウジョ ショウニ カ イ キュウセイ シッカン トク カンセンショウ オオ タイオウ チュウシン ジカン オ ヨボウ セッシュ ジカンワク タイオウ イチジ シンリョウ ホウモン カンゴ レンケイ トウ タイオウ カノウ バアイ タト テンテキ トウヤク ナド ゲンジテン オウシン ムリ

		承諾 ショウダク		吉永医院		0285-63-2303		321-3564		茂木町増井190-1				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		1		1		0		0		0

		承諾 ショウダク		あさかクリニック		0287-22-2601		324-0043		大田原市浅香3-3711				1		1		2		2		2		2		1		1		2		2		2				1		1		2		2		2		2		1		1		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		坪水医院		0283-62-0265		327-0312		佐野市栃本町2241				1		1		3		3		3		3		3		3		1		3		3				1		1		3		3		3		3		3		3		1		3		3		3		3		3		0		1		1		0		0		0		0		1		0		若い頃、町田市にある重度心身障害者の施設にボランティアで行き、足で書いたお手紙をもらって感動しました。何かのお役にたてればと思いますが、現在実態がよく分かりません。 ワカ コロ マチダシ ジュウド シンシン ショウガイシャ シセツ イ アシ カ テガミ カンドウ ナニ ヤク オモ ゲンザイ ジッタイ ワ

		承諾 ショウダク		こどもヶ丘診療所		028-615-1077		321-0151		宇都宮市西川田町183-21				1		1		3		3		3		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		1		0		1		1		0

		承諾 ショウダク		竹田内科小児科クリニック		0282-29-1233		328-0011		栃木市大宮町52番地		0282-29-1233		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		0		1		1		1		0		0		1		0

		承諾 ショウダク		すながクリニック		0284-44-7211		326-0015		足利市八椚町494-1　				1		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		1		1		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		片山医院		028-661-9764		321-0944		宇都宮市東峰町3008-21				1		1		2		2		2		1		2		2		2		2		2				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		4		0		1		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		稲毛クリニック		0283-25-2566		327-0103		佐野市石塚町893-1				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		1		1		1		1		1		その他：当クリニックでは勤務医での診療のみを行っており、重症心身障害児に対応できるシステムはととのっておらず、申し訳ありません。 タ トウ キンムイ シンリョウ オコナ ジュウショウ シンシン ショウガイジ タイオウ モウ ワケ

		承諾 ショウダク		小川こどもクリニック		0289-74-5421		322-0027		鹿沼市貝島町5006-2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		くさの小児科		0284-73-7000		326-0335		足利市上渋垂町338-3				3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		みやの杜クリニック　		028-683-7811		321-0904		宇都宮市陽東2-4-5				1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1				3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		1		0		0		1		0		0		1		0		0		0		Q2訪問診療のみ対応可 ホウモン シンリョウ タイオウ カ

		承諾 ショウダク		にいたに内科　		028-675-6515		329-1231		塩谷郡高根沢町宝石台 3-3-19				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1

		承諾 ショウダク		よこやま内科小児科クリニック		0282-24-8102		328-0075		栃木市箱森町38-70				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		さいとうクリニック		0287-39-1805		329-2724		那須塩原市西幸町7-13				1		1		3		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		0		0		0		0		1		その他：現在の診療所での診療との兼ね合いが困難であり、複数の医師や看護師が必要 タ ゲンザイ シンリョウジョ シンリョウ カ ア コンナン フクスウ イシ カンゴシ ヒツヨウ

		承諾 ショウダク		桜井消化器科・内科		028-643-0870		320-0073		宇都宮市細谷1-7-38				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		承諾 ショウダク		佐藤医院		0287-96-2841		324-0501		那須郡那珂川町小川2960-1				1		1		3		3		2		3		3		2		1		1		1				1		1		3		3		2		3		3		2		1		1		1		3		3		4		0		1		1		1		0		1		0		0		0

		承諾 ショウダク		大根田内科医院		028-624-6322		320-0072		宇都宮市若草3-4-22				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		0		0		0		0		0		0		0		当方の医師が高齢であり、しかもスタッフがそろっていないので在宅医療は無理なので、ましてや重症心身障害者においておやです。 トウホウ イシ コウレイ ザイタク イリョウ ムリ ジュウショウ シンシン ショウガイシャ

		承諾 ショウダク		医療法人　赤羽病院		028-661-5446		321-0904		宇都宮市陽東7-2-2				1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3				3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		2		2		2		0		1		1		1		0		0		1		0		0

		承諾 ショウダク		田井の里クリニック		0285-81-6502		321-4301		真岡市西田井内外748-2				1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2				3		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		みずぬまクリニック		0287-39-1581		329-2751		那須塩原市東三島2-80-6				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		その他：在宅医療をやっていないので現状は無理である タ ザイタク イリョウ ゲンジョウ ムリ

		承諾 ショウダク		キッズクリニックはせがわ		0283-27-0200		327-0843		佐野市堀米町3946-6				1		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		その他：時間的余裕 タ ジカンテキ ヨユウ

		承諾 ショウダク		小森谷内科医院		0282-43-7327		329-4404		栃木市大平町富田4003-8				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		熊倉医院		0282-55-8425		329-4316		下都賀郡岩舟町新里180-1				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		いちはらファミリークリニック		028-612-8350		321-0414		宇都宮市中里町322				3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3				3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		1		2		0		1		1		1		0		1		0		1		0

		承諾 ショウダク		かとう小児科 ショウニカ		0282-82-7576		321-0218		壬生町落合3-7-30		 		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		福田こどもクリニック		028-659-8850		320-0852		栃木県宇都宮市下砥上町1545-20				1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3				1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		2		2		2		0		1		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		てらもと小児科		028-650-6636		321-0975		宇都宮市関堀町971-6				1		1		3		2		2		3		3		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		0		小児科医としてはもっと積極的に協力しなければいけないと思いますが、現在の我診療所の状態では不可能なことが多く残念です。 ショウニ カ イ セッキョクテキ キョウリョク オモ ゲンザイ ワガ シンリョウジョ ジョウタイ フカノウ オオ ザンネン

		承諾 ショウダク		木村内科医院		0288-22-7880		321-1264		日光市瀬尾497-1				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		承諾 ショウダク		こばやしファミリークリニック		0283-85-9900		327-0311		佐野市多田町566				1		1		1		1		3		1		1		2		1		1		1				1		1		1		1		3		1		1		3		1		1		1		3		3		2		0		1		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		あいファミリィクリニック足利 アシカガ		0284-22-3788		329-4213		足利市寺岡町505-1				1		1		1		1		1		1		1		3		1		1		1				1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		1		0		1		0		0		0		0		1		0

		承諾 ショウダク		腰塚医院		0282-62-2072		323-1104		栃木市藤岡町藤岡1845-10				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		1		1		1		1		0

		承諾 ショウダク		桜井こどもクリニック		0282-24-5987		328-0034		栃木市本町16-9				1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		承諾 ショウダク		神鳥谷クリニック		0285-22-7700		323-0827		小山市神鳥谷1-19-1		 		2		2		2		2		2		2		2		2		1		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		持田医院		0282-67-3661		329-0319		栃木市藤岡町中根115-5				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		4		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		田村医院		0282-43-3368		329-4423		栃木市大平町西水代1835-1				1		1		1		1		1		1		1		2		1		1		1				1		1		1		1		1		1		1		2		1		1		1		3		1		4		1		1		1		1		1		1		1		1		0		Q5.訪問看護、訪問リハビリテーションを利用 ホウモン カンゴ ホウモン リヨウ

		承諾 ショウダク		大橋内科クリニック		0282-82-8522		321-0219		壬生町福和田1003-1				1		1		2		2		2		3		2		2		2		2		3				1		1		2		2		2		3		2		2		2		2		3		3		3		2		0		1		1		0		0		0		0		1		0

		承諾 ショウダク		てらだファミリークリニック		028-654-2188		321-0132		宇都宮市雀の宮5-5-1				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		1		1		1		1		0

		承諾 ショウダク		あおい内科小児科ｸﾘﾆｯｸ		028-663-6000		321-0973		宇都宮市岩曽町1086-1				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		1		1		1		その他：往診時間の確保ができること タ オウシン ジカン カクホ

		承諾 ショウダク		飯塚医院		0287-92-2034		324-0613		那須郡那珂川町馬頭484-3				1		1		2		2		2		2		2		2		1		2		1				1		1		2		2		2		2		2		2		1		2		1		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		0

		承諾 ショウダク		やの小児科医院		0285-56-0280		329-0611		河内郡上三川町上三川3446-3				1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3				1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		2		2		2		0		1		1		1		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		仲嶋医院		028-681-7755		329-1311		さくら市氏家3245-17				3		3		3		3		2		3		3		3		3		2		3				3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		2		3		2		1		1		1		1		1		1		1		0		0		成人（18才以上）を対象に回答しました セイジン サイ イジョウ タイショウ カイトウ

		承諾 ショウダク		小林診療所		0285-82-3873		321-4369		真岡市熊倉3-10-7				1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		1				1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		1		2		2		2		0		1		0		0		0		1		0		0		0

		承諾 ショウダク		西真岡こどもクリニック		0285-81-7900		321-4341		真岡市高勢町3-205-1				1		1		1		3		1		1		1		1		1		3		3				1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		その他：現在おこなっています タ ゲンザイ

		承諾 ショウダク		鈴木医院		0285-72-2032		321-4217		益子町益子1747-2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		承諾 ショウダク		緑の屋根診療所		0283-20-2577		327-0843		佐野市堀米町1348-5				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		0		0		1		0		1		0		1		0		0		地域の社会資源が少ない。マンパワー不足 チイキ シャカイ シゲン スク ブソク

		承諾 ショウダク		ひがのクリニック		0285-74-0051 		321-4521		真岡市久下田941-1				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		豊郷中央渡辺内科　		028-622-8900		320-0004		宇都宮市長岡町1217-5				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		1				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		1		0		0

		承諾 ショウダク		きくちクリニック		028-683-3387		321-0903		宇都宮市下平出町614-2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		0		0

		承諾 ショウダク		サンレディースクリニック		0282-24-3541		328-0024		栃木市樋ノ口町504-1				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		医療法人　亀田内科		028-633-2884		320-0812		宇都宮市一番町1-28				1		1		1		2		2		1		2		2		2		2		1				1		1		1		2		2		1		2		2		2		2		1		3		3		3		0		0		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		越戸クリニック		028-660-6190		321-0951		宇都宮市越戸町139-6				1		1		2		2		2		3		2		2		2		2		3				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		佐藤内科		0285-53-1305		329-0511		下野市石橋839-14				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		承諾 ショウダク		グリムこどもクリニック		0285-51-1515		329-0502		下野市下古山2-6-17				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		事前連絡の上での一次診療、予防接種ですので、申し訳ありません。 ジゼン レンラク ウエ イチジ シンリョウ ヨボウ セッシュ モウ ワケ

		承諾 ショウダク		吉原医院		0288-21-0161		321-1261		日光市今市826-4				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		1		1		1		その他：設備 タ セツビ

		承諾 ショウダク		梅園医院		028-633-2869		320-0035		宇都宮市伝馬町3-28				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		1		0		0

		承諾 ショウダク		森田医院		028-633-1573		320-0861		宇都宮市西3-5-8				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		鈴木内科クリニック		028-655-1229		321-0139		宇都宮市若松原2-4-19				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		その他：24時間対応が必要となると考えますが、当院診療時間内の往診は難しいと考えます。 タ ジカン タイオウ ヒツヨウ カンガ トウイン シンリョウ ジカン ナイ オウシン ムズカ カンガ

		承諾 ショウダク		小松医院		0289-60-5515		322-0064		鹿沼市文化橋町2300-1				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		1		0		0		1		0



														1.医療ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する外来診療について、以下の医療行為に対応できますか。 イリョウ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ガイライ シンリョウ イカ イリョウ コウイ タイオウ																								2.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する往診及び訪問診療について、以下の医療行為に対応できますか イリョウテキ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ オウシン オヨ ホウモン シンリョウ イカ イリョウ コウイ タイオウ

														予防接種 ヨボウ セッシュ		一次診療
（経過観察、栄養観察を含む） イチジ シンリョウ ケイカ カンサツ エイヨウ カンサツ フク		経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ		経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ		中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ		酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ		気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ		人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ		尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ		人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ		褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ				予防接種 ヨボウ セッシュ		一次診療
（経過観察、栄養観察を含む） イチジ シンリョウ ケイカ カンサツ エイヨウ カンサツ フク		経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ		経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ		中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ		酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ		気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ		人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ		尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ		人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ		褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ

										1		できる		83		57		12		9		7		13		11		6		17		8		16		できる		39		29		8		6		5		9		9		6		10		7		12

										2		できない		55		80		127		134		142		130		136		146		131		137		124		できない		102		115		141		143		148		140		144		148		140		145		134

										3		要相談 ヨウ ソウダン		27		28		26		22		16		22		18		13		16		20		25		要相談 ヨウ ソウダン		24		21		16		16		12		15		12		11		15		13		19

																																																														0

														3.24時間、重症心身障害児（18歳未満）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイジ サイ ミマン イリョウ タイオウ

										1		できる		1

										2		できない		150

										3		要相談 ヨウ ソウダン		14

														4.24時間、重症心身障害者（18歳以上）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイシャ サイ イジョウ イリョウ タイオウ

										1		できる		3

										2		できない		150

										3		要相談 ヨウ ソウダン		12

														5.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する訪問リハビリてーションを提供していますか イリョウテキ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ホウモン テイキョウ

										1		提供している テイキョウ		1

										2		提供していない テイキョウ		152

										3		提供していないが対応は可能 テイキョウ タイオウ カノウ		4

										4		要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン		8

														6.重症心身障害児（者）在宅医療に対応できるようになるための条件はなんですか

										1		診療報酬の点数が増えること シンリョウ ホウシュウ テンスウ フ		24

										2		訪問看護尾の連携 ホウモン カンゴ オ レンケイ		73

										3		病院との連携 ビョウイン レンケイ		90

										4		在宅療養支援診療所と小児科医とのグループ診療 ザイタク リョウヨウ シエン シンリョウジョ ショウニ カ イ シンリョウ		43

										5		在宅療養支援診療所に助言や相談を求めることができること ザイタク リョウヨウ シエン シンリョウジョ ジョゲン ソウダン モト		28

										6		小児科医に助言や相談を求めることができること ショウニ カ イ ジョゲン ソウダン モト		26

										7		経験のある医師がいること ケイケン イシ		62

										8		研修などの自己のスキルアップ ケンシュウ ジコ		47

										9		その他 タ		21



できる	予防接種	一次診療	
（経過観察、栄養観察を含む）	経鼻経管栄養の管理	経皮経管栄養の管理	
（胃ろう）	中心静脈栄養の管理	酸素療法の管理	気管切開の管理	人工呼吸器の管理	尿道留置カテーテル	
の管理	人工肛門の管理	褥瘡の管理	83	57	12	9	7	13	11	6	17	8	16	できない	予防接種	一次診療	
（経過観察、栄養観察を含む）	経鼻経管栄養の管理	経皮経管栄養の管理	
（胃ろう）	中心静脈栄養の管理	酸素療法の管理	気管切開の管理	人工呼吸器の管理	尿道留置カテーテル	
の管理	人工肛門の管理	褥瘡の管理	55	80	127	134	142	130	136	146	131	137	124	要相談	予防接種	一次診療	
（経過観察、栄養観察を含む）	経鼻経管栄養の管理	経皮経管栄養の管理	
（胃ろう）	中心静脈栄養の管理	酸素療法の管理	気管切開の管理	人工呼吸器の管理	尿道留置カテーテル	
の管理	人工肛門の管理	褥瘡の管理	27	28	26	22	16	22	18	13	16	20	25	3.24時間、重症心身障害児（18歳未満）の医療に対応ができますか	できる	できない	要相談	1	150	14	4.24時間、重症心身障害者（18歳以上）の医療に対応ができますか	できる	できない	要相談	3	150	12	5.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する訪問リハビリてーションを提供していますか	提供している	提供していない	提供していないが対応は可能	要相談（条件による）	1	152	4	8	6.重症心身障害児（者）在宅医療に対応できるようになるための条件はなんですか	診療報酬の点数が増えること	訪問看護尾の連携	病院との連携	在宅療養支援診療所と小児科医とのグループ診療	在宅療養支援診療所に助言や相談を求めることができること	小児科医に助言や相談を求めることができること	経験のある医師がいること	研修などの自己のスキルアップ	その他	24	73	90	43	28	26	62	47	21	できる	予防接種	一次診療	
（経過観察、栄養観察を含む）	経鼻経管栄養の管理	経皮経管栄養の管理	
（胃ろう）	中心静脈栄養の管理	酸素療法の管理	気管切開の管理	人工呼吸器の管理	尿道留置カテーテル	
の管理	人工肛門の管理	褥瘡の管理	39	29	8	6	5	9	9	6	10	7	12	できない	予防接種	一次診療	
（経過観察、栄養観察を含む）	経鼻経管栄養の管理	経皮経管栄養の管理	
（胃ろう）	中心静脈栄養の管理	酸素療法の管理	気管切開の管理	人工呼吸器の管理	尿道留置カテーテル	
の管理	人工肛門の管理	褥瘡の管理	102	115	141	143	148	140	144	148	140	145	134	要相談	予防接種	一次診療	
（経過観察、栄養観察を含む）	経鼻経管栄養の管理	経皮経管栄養の管理	
（胃ろう）	中心静脈栄養の管理	酸素療法の管理	気管切開の管理	人工呼吸器の管理	尿道留置カテーテル	
の管理	人工肛門の管理	褥瘡の管理	24	21	16	16	12	15	12	11	15	13	19	

診療所 (記述)

		Ｑ１		1.医療ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する外来診療について、以下の医療行為に対応できますか。 イリョウ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ガイライ シンリョウ イカ イリョウ コウイ タイオウ

				Ｑ1-1

				Ｑ1-2

				Ｑ1-3

				Ｑ1-4

				Ｑ1-5

				Ｑ1-6

				Ｑ1-7

				Ｑ1-8

				Ｑ1-9

				Ｑ1-10

				Ｑ1-11

		Ｑ２		2.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する往診及び訪問診療について、以下の医療行為に対応できますか イリョウテキ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ オウシン オヨ ホウモン シンリョウ イカ イリョウ コウイ タイオウ

				Ｑ2-1

				Ｑ2-2

				Ｑ2-3

				Ｑ2-4

				Ｑ2-5

				Ｑ2-6

				Ｑ2-7

				Ｑ2-8

				Ｑ2-9

				Ｑ2-10

				Ｑ2-11

		Ｑ3		3.24時間、重症心身障害児（18歳未満）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイジ サイ ミマン イリョウ タイオウ

				Ｑ3-1

				Ｑ3-2

				Ｑ3-3

		Ｑ4		4.24時間、重症心身障害者（18歳以上）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイシャ サイ イジョウ イリョウ タイオウ

				Ｑ4-1

				Ｑ4-2

				Ｑ4-3

		Ｑ5		5.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する訪問リハビリてーションを提供していますか イリョウテキ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ホウモン テイキョウ

				Ｑ5-1

				Ｑ5-2

				Ｑ5-3

				Ｑ5-4

		Ｑ6		6.重症心身障害児（者）在宅医療に対応できるようになるための条件はなんですか ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ ザイタク イリョウ タイオウ ジョウケン

				Ｑ6-1

				Ｑ6-2

				Ｑ6-3

				Ｑ6-4

				Ｑ6-5

				Ｑ6-6

				Ｑ6-7

				Ｑ6-8

				Ｑ6-9

		Ｑ7		7.重症心身障害児（者）の方に対する医療、在宅生活等についてお気づきのことなど、ご自由にお書きください ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ カタ タイ イリョウ ザイタク セイカツ ナド キ ジユウ カ



		承諾可否 ショウダク カヒ		診療所名 シンリョウジョ メイ		電話番号 デンワ バンゴウ		郵便番号 ユウビンバンゴウ		所在地 ショザイチ		電話番号 デンワ バンゴウ		Ｑ7重症心身障害児（者）の方に対する医療、在宅生活等についてお気づきのことなど、ご自由にお書きください

		承諾 ショウダク		深谷医院 フカヤ イイン		0285-75-0007 		321-4502		真岡市物井1268-7

		承諾 ショウダク		かしま産婦人科 サンフジンカ		0284-65-0341		326-0844		足利市鹿島町501-1				婦人科疾患（不正性器出血/帯下/外陰掻痒等）については外来対応させて頂いております フジンカ シッカン フセイ セイキ シュッケツ タイゲ ガイイン カ カユ ナド ガイライ タイオウ イタダ

		承諾 ショウダク		おおきこどもクリニック		0285-41-0025 		329-0207		小山市美しが丘3-35-3

		承諾 ショウダク		宇都宮市子ども発達センター診療所 ウツノミヤシ コ ハッタツ シンリョウジョ		028-647-4720		320-0851		栃木県宇都宮市鶴田町970-1				その他：子ども発達センター内の療育を利用する児の診療所であるため タ コ ハッタツ ナイ リョウイク リヨウ ジ シンリョウジョ

		承諾 ショウダク		中川医院 ナカガワ イイン		0287-62-0040		325-0057		那須塩原市黒磯幸町6-27

		承諾 ショウダク		にじいろこども診療所 シンリョウジョ		0285-44-7716		329-0414		下野市小金井4-1-1

		承諾 ショウダク		豊郷台クリニック ユタカ ゴウ ダイ		028-643-8998		320-0003		宇都宮市豊郷台2-21-3		028-643-8998（FAX8999）

		承諾 ショウダク		いとうこどもクリニック		0289-63-5566		322-0025		鹿沼市緑町2-2-29

		承諾 ショウダク		清原台こどもクリニック キヨハラ ダイ		028-305-6017		321-3223		宇都宮市清原台2-4-14				その他：医師、看護師の増員 タ イシ カンゴシ ゾウイン

		承諾 ショウダク		さいとう小児科 ショウニカ		0282-22-0757 		328-0015		栃木市万町30番16号		0282-22-0757

		承諾 ショウダク		冨塚メデｲカルクリニック		028-666-2555		321-2116		宇都宮市徳次郎町888				なるべく協力したいが、現在当院副院長が体調悪く、休養中のため困難となっています。 キョウリョク ゲンザイ トウイン フクインチョウ タイチョウ ワル キュウヨウチュウ コンナン

		承諾 ショウダク		山浦内科医院		0284-21-6653 		326-0843		足利市五十部町1256-5

		承諾 ショウダク		小倉医院		0282-82-0057		321-0227		壬生町通町10-5

		承諾 ショウダク		飯岡小児科		0289-65-3257		322-0074		鹿沼市日吉町569-2

		承諾 ショウダク		角田内科医院		0285-53-5665 		329-0511		下野市石橋549

		承諾 ショウダク		おかべこどもクリニック		0285-40-7300 		329-0433		下野市緑5-17-12

		承諾 ショウダク		くろばね齋藤醫院		0287-54-0031		324-0233		大田原市黒羽田町612

		承諾 ショウダク		立花医院		0287-72-0311		325-0003		那須郡那須町寺子乙3967-190				その他：スタッフの充実　　1～9すべて当てはまります タ ジュウジツ ア

		承諾 ショウダク		さいとうハート＆キッズクリニック		0287-53-7979		324-0043		大田原市浅香1-4-3

		承諾 ショウダク		小山すぎの木クリニック		0285-30-3456		323-0806		小山市中久喜1131-1

		承諾 ショウダク		有村小児科医院		028-656-7207		321-0912		宇都宮市石井町3128-11		028-656-7207		無床の診療所の小児科医としては、急性疾患（特に感染症が多く）への対応が中心です。時間に追われています。予防接種については、時間枠をとって対応できます。一次診療についても、訪問看護との連携等があれば対応可能な場合があります。（例えば点滴投薬等）現時点では往診は無理ですが。 ムショウ シンリョウジョ ショウニ カ イ キュウセイ シッカン トク カンセンショウ オオ タイオウ チュウシン ジカン オ ヨボウ セッシュ ジカンワク タイオウ イチジ シンリョウ ホウモン カンゴ レンケイ トウ タイオウ カノウ バアイ タト テンテキ トウヤク ナド ゲンジテン オウシン ムリ

		承諾 ショウダク		吉永医院		0285-63-2303		321-3564		茂木町増井190-1

		承諾 ショウダク		あさかクリニック		0287-22-2601		324-0043		大田原市浅香3-3711

		承諾 ショウダク		坪水医院		0283-62-0265		327-0312		佐野市栃本町2241				若い頃、町田市にある重度心身障害者の施設にボランティアで行き、足で書いたお手紙をもらって感動しました。何かのお役にたてればと思いますが、現在実態がよく分かりません。 ワカ コロ マチダシ ジュウド シンシン ショウガイシャ シセツ イ アシ カ テガミ カンドウ ナニ ヤク オモ ゲンザイ ジッタイ ワ

		承諾 ショウダク		こどもヶ丘診療所		028-615-1077		321-0151		宇都宮市西川田町183-21

		承諾 ショウダク		竹田内科小児科クリニック		0282-29-1233		328-0011		栃木市大宮町52番地		0282-29-1233

		承諾 ショウダク		すながクリニック		0284-44-7211		326-0015		足利市八椚町494-1　

		承諾 ショウダク		片山医院		028-661-9764		321-0944		宇都宮市東峰町3008-21

		承諾 ショウダク		稲毛クリニック		0283-25-2566		327-0103		佐野市石塚町893-1				その他：当クリニックでは勤務医での診療のみを行っており、重症心身障害児に対応できるシステムはととのっておらず、申し訳ありません。 タ トウ キンムイ シンリョウ オコナ ジュウショウ シンシン ショウガイジ タイオウ モウ ワケ

		承諾 ショウダク		小川こどもクリニック		0289-74-5421		322-0027		鹿沼市貝島町5006-2

		承諾 ショウダク		くさの小児科		0284-73-7000		326-0335		足利市上渋垂町338-3

		承諾 ショウダク		みやの杜クリニック　		028-683-7811		321-0904		宇都宮市陽東2-4-5				Q2訪問診療のみ対応可 ホウモン シンリョウ タイオウ カ

		承諾 ショウダク		にいたに内科　		028-675-6515		329-1231		塩谷郡高根沢町宝石台 3-3-19

		承諾 ショウダク		よこやま内科小児科クリニック		0282-24-8102		328-0075		栃木市箱森町38-70

		承諾 ショウダク		さいとうクリニック		0287-39-1805		329-2724		那須塩原市西幸町7-13				その他：現在の診療所での診療との兼ね合いが困難であり、複数の医師や看護師が必要 タ ゲンザイ シンリョウジョ シンリョウ カ ア コンナン フクスウ イシ カンゴシ ヒツヨウ

		承諾 ショウダク		桜井消化器科・内科		028-643-0870		320-0073		宇都宮市細谷1-7-38

		承諾 ショウダク		佐藤医院		0287-96-2841		324-0501		那須郡那珂川町小川2960-1

		承諾 ショウダク		大根田内科医院		028-624-6322		320-0072		宇都宮市若草3-4-22				当方の医師が高齢であり、しかもスタッフがそろっていないので在宅医療は無理なので、ましてや重症心身障害者においておやです。 トウホウ イシ コウレイ ザイタク イリョウ ムリ ジュウショウ シンシン ショウガイシャ

		承諾 ショウダク		医療法人　赤羽病院		028-661-5446		321-0904		宇都宮市陽東7-2-2

		承諾 ショウダク		田井の里クリニック		0285-81-6502		321-4301		真岡市西田井内外748-2

		承諾 ショウダク		みずぬまクリニック		0287-39-1581		329-2751		那須塩原市東三島2-80-6				その他：在宅医療をやっていないので現状は無理である タ ザイタク イリョウ ゲンジョウ ムリ

		承諾 ショウダク		キッズクリニックはせがわ		0283-27-0200		327-0843		佐野市堀米町3946-6				その他：時間的余裕 タ ジカンテキ ヨユウ

		承諾 ショウダク		小森谷内科医院		0282-43-7327		329-4404		栃木市大平町富田4003-8

		承諾 ショウダク		熊倉医院		0282-55-8425		329-4316		下都賀郡岩舟町新里180-1

		承諾 ショウダク		いちはらファミリークリニック		028-612-8350		321-0414		宇都宮市中里町322

		承諾 ショウダク		かとう小児科 ショウニカ		0282-82-7576		321-0218		壬生町落合3-7-30		 

		承諾 ショウダク		福田こどもクリニック		028-659-8850		320-0852		栃木県宇都宮市下砥上町1545-20

		承諾 ショウダク		てらもと小児科		028-650-6636		321-0975		宇都宮市関堀町971-6				小児科医としてはもっと積極的に協力しなければいけないと思いますが、現在の我診療所の状態では不可能なことが多く残念です。 ショウニ カ イ セッキョクテキ キョウリョク オモ ゲンザイ ワガ シンリョウジョ ジョウタイ フカノウ オオ ザンネン

		承諾 ショウダク		木村内科医院		0288-22-7880		321-1264		日光市瀬尾497-1

		承諾 ショウダク		こばやしファミリークリニック		0283-85-9900		327-0311		佐野市多田町566

		承諾 ショウダク		あいファミリィクリニック足利 アシカガ		0284-22-3788		329-4213		足利市寺岡町505-1

		承諾 ショウダク		腰塚医院		0282-62-2072		323-1104		栃木市藤岡町藤岡1845-10

		承諾 ショウダク		桜井こどもクリニック		0282-24-5987		328-0034		栃木市本町16-9

		承諾 ショウダク		神鳥谷クリニック		0285-22-7700		323-0827		小山市神鳥谷1-19-1		 

		承諾 ショウダク		持田医院		0282-67-3661		329-0319		栃木市藤岡町中根115-5

		承諾 ショウダク		田村医院		0282-43-3368		329-4423		栃木市大平町西水代1835-1				Q5.訪問看護、訪問リハビリテーションを利用 ホウモン カンゴ ホウモン リヨウ

		承諾 ショウダク		大橋内科クリニック		0282-82-8522		321-0219		壬生町福和田1003-1

		承諾 ショウダク		てらだファミリークリニック		028-654-2188		321-0132		宇都宮市雀の宮5-5-1

		承諾 ショウダク		あおい内科小児科ｸﾘﾆｯｸ		028-663-6000		321-0973		宇都宮市岩曽町1086-1				その他：往診時間の確保ができること タ オウシン ジカン カクホ

		承諾 ショウダク		飯塚医院		0287-92-2034		324-0613		那須郡那珂川町馬頭484-3

		承諾 ショウダク		やの小児科医院		0285-56-0280		329-0611		河内郡上三川町上三川3446-3

		承諾 ショウダク		仲嶋医院		028-681-7755		329-1311		さくら市氏家3245-17				成人（18才以上）を対象に回答しました セイジン サイ イジョウ タイショウ カイトウ

		承諾 ショウダク		小林診療所		0285-82-3873		321-4369		真岡市熊倉3-10-7

		承諾 ショウダク		西真岡こどもクリニック		0285-81-7900		321-4341		真岡市高勢町3-205-1				その他：現在おこなっています タ ゲンザイ

		承諾 ショウダク		鈴木医院		0285-72-2032		321-4217		益子町益子1747-2

		承諾 ショウダク		緑の屋根診療所		0283-20-2577		327-0843		佐野市堀米町1348-5				地域の社会資源が少ない。マンパワー不足 チイキ シャカイ シゲン スク ブソク

		承諾 ショウダク		ひがのクリニック		0285-74-0051 		321-4521		真岡市久下田941-1

		承諾 ショウダク		豊郷中央渡辺内科　		028-622-8900		320-0004		宇都宮市長岡町1217-5

		承諾 ショウダク		きくちクリニック		028-683-3387		321-0903		宇都宮市下平出町614-2

		承諾 ショウダク		サンレディースクリニック		0282-24-3541		328-0024		栃木市樋ノ口町504-1

		承諾 ショウダク		医療法人　亀田内科		028-633-2884		320-0812		宇都宮市一番町1-28

		承諾 ショウダク		越戸クリニック		028-660-6190		321-0951		宇都宮市越戸町139-6

		承諾 ショウダク		佐藤内科		0285-53-1305		329-0511		下野市石橋839-14

		承諾 ショウダク		グリムこどもクリニック		0285-51-1515		329-0502		下野市下古山2-6-17				事前連絡の上での一次診療、予防接種ですので、申し訳ありません。 ジゼン レンラク ウエ イチジ シンリョウ ヨボウ セッシュ モウ ワケ

		承諾 ショウダク		吉原医院		0288-21-0161		321-1261		日光市今市826-4				その他：設備 タ セツビ

		承諾 ショウダク		梅園医院		028-633-2869		320-0035		宇都宮市伝馬町3-28

		承諾 ショウダク		森田医院		028-633-1573		320-0861		宇都宮市西3-5-8

		承諾 ショウダク		鈴木内科クリニック		028-655-1229		321-0139		宇都宮市若松原2-4-19				その他：24時間対応が必要となると考えますが、当院診療時間内の往診は難しいと考えます。 タ ジカン タイオウ ヒツヨウ カンガ トウイン シンリョウ ジカン ナイ オウシン ムズカ カンガ

		承諾 ショウダク		小松医院		0289-60-5515		322-0064		鹿沼市文化橋町2300-1
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1	#REF!	

病院

		Ｑ１		1.医療ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する外来診療について、以下の医療行為に対応できますか。 イリョウ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ガイライ シンリョウ イカ イリョウ コウイ タイオウ						1.医療ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する外来診療について、以下の医療行為に対応できますか。 イリョウ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ガイライ シンリョウ イカ イリョウ コウイ タイオウ

				Ｑ1-1						Ｑ1-1		予防接種 ヨボウ セッシュ

				Ｑ1-2						Ｑ1-2		一次診療
（経過観察、栄養観察を含む） イチジ シンリョウ ケイカ カンサツ エイヨウ カンサツ フク

				Ｑ1-3						Ｑ1-3		経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ

				Ｑ1-4						Ｑ1-4		経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ

				Ｑ1-5						Ｑ1-5		中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ

				Ｑ1-6						Ｑ1-6		酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ

				Ｑ1-7						Ｑ1-7		気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ

				Ｑ1-8						Ｑ1-8		人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ

				Ｑ1-9						Ｑ1-9		尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ

				Ｑ1-10						Ｑ1-10		人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ

				Ｑ1-11						Ｑ1-11		褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ

		Ｑ２		2.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する往診及び訪問診療について、以下の医療行為に対応できますか イリョウテキ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ オウシン オヨ ホウモン シンリョウ イカ イリョウ コウイ タイオウ						2.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する往診及び訪問診療について、以下の医療行為に対応できますか イリョウテキ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ オウシン オヨ ホウモン シンリョウ イカ イリョウ コウイ タイオウ

				Ｑ2-1						Ｑ2-1		予防接種 ヨボウ セッシュ

				Ｑ2-2						Ｑ2-2		経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ

				Ｑ2-3						Ｑ2-3		経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ

				Ｑ2-4						Ｑ2-4		中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ

				Ｑ2-5						Ｑ2-5		酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ

				Ｑ2-6						Ｑ2-6		気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ

				Ｑ2-7						Ｑ2-7		人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ

				Ｑ2-8						Ｑ2-8		尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ

				Ｑ2-9						Ｑ2-9		人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ

				Ｑ2-10						Ｑ2-10		褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ

		Ｑ3		3.24時間、重症心身障害児（18歳未満）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイジ サイ ミマン イリョウ タイオウ						3.24時間、重症心身障害児（18歳未満）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイジ サイ ミマン イリョウ タイオウ

				Ｑ3-1						Ｑ3-1		できる

				Ｑ3-2						Ｑ3-2		できない

				Ｑ3-3						Ｑ3-3		要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン

		Ｑ4		4.24時間、重症心身障害者（18歳以上）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイシャ サイ イジョウ イリョウ タイオウ						4.24時間、重症心身障害者（18歳以上）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイシャ サイ イジョウ イリョウ タイオウ

				Ｑ4-1						Ｑ4-1		できる

				Ｑ4-2						Ｑ4-2		できない

				Ｑ4-3						Ｑ4-3		要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン

		Ｑ5		5.重症心身障害児（者）のレスパイト入院に対応できますか ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ ニュウイン タイオウ						5.重症心身障害児（者）のレスパイト入院に対応できますか ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ ニュウイン タイオウ

				Ｑ5-1						Ｑ5-1		できる

				Ｑ5-2						Ｑ5-2		できない

				Ｑ5-3						Ｑ5-3		要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン

		Ｑ6		6.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する訪問リハビリテーションを提供していますか イリョウテキ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ホウモン テイキョウ						6.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する訪問リハビリテーションを提供していますか イリョウテキ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ホウモン テイキョウ

				Ｑ6-1						Ｑ6-1		提供している テイキョウ

				Ｑ6-2						Ｑ6-2		提供していない テイキョウ

				Ｑ6-3						Ｑ6-3		提供していないが対応は可能 テイキョウ タイオウ カノウ

				Ｑ6-4						Ｑ6-4		要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン

		Ｑ7		7.平成26年度において、以下における長期入院児（6ヶ月以上）の患者数は何名ですか（「原疾患」及び「長期入院理由」について、複数の理由がある場合は、主な理由を選んでください） ヘイセイ ネンド イカ チョウキ ニュウイン ジ ゲツイジョウ カンジャスウ ナンメイ ゲンシッカン オヨ チョウキ ニュウイン リユウ フクスウ リユウ バアイ オモ リユウ エラ						7.平成26年度において、以下における長期入院児（6ヶ月以上）の患者数は何名ですか（「原疾患」及び「長期入院理由」について、複数の理由がある場合は、主な理由を選んでください） ヘイセイ ネンド イカ チョウキ ニュウイン ジ ゲツイジョウ カンジャスウ ナンメイ ゲンシッカン オヨ チョウキ ニュウイン リユウ フクスウ リユウ バアイ オモ リユウ エラ

				※個別シートにて対応 コベツ タイオウ						※個別シートにて対応 コベツ タイオウ

		Q8		8.重症心身障害児（者）に対する相談窓口はありますか ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ソウダン マドグチ

										1		ある

										2		ない

		Q9		9.重症心身障害児（者）の方に対する医療、在宅生活等についてお気づきのことなど、ご自由にお書きください。 ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ カタ タイ イリョウ ザイタク セイカツ ナド キ ジユウ カ

		承諾可否 ショウダク カヒ		診療所名 シンリョウジョ メイ		電話番号 デンワ バンゴウ		郵便番号 ユウビンバンゴウ		所在地 ショザイチ		Ｑ1.医療ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する外来診療について、以下の医療行為に対応できますか																						Ｑ２医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する往診及び訪問診療について、以下の医療行為に対応できますか																				Ｑ3		Ｑ4		Ｑ5		Q6		Ｑ7		8.重症心身障害児（者）に対する相談窓口はありますか										Q9

												予防接種 ヨボウ セッシュ		一次診療
（経過観察、栄養観察を含む） イチジ シンリョウ ケイカ カンサツ エイヨウ カンサツ フク		経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ		経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ		中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ		酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ		気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ		人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ		尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ		人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ		褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ		予防接種 ヨボウ セッシュ		経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ		経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ		中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ		酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ		気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ		人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ		尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ		人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ		褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ												有無 ウム		部署名・職名 ブショ メイ ショクメイ		ご担当者氏名 タントウシャ シメイ		連絡先TEL レンラクサキ		連絡先MAIL レンラクサキ

		否 イナ		野木病院		0280-57-1011		329-0101		下都賀郡野木町友沼5320-2		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		2

		否 イナ		今市病院		0288-22-2200		321-1261		日光市今市381		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		2

		否 イナ		黒須病院　		028-682-8811		329-1311		さくら市氏家2650		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		2		2		別紙参照 ベッシ サンショウ		1		病診連携室・社会福祉士 ビョウシンレンケイ シツ シャカイ フクシ シ		井上雅晶 イノウエ マサアキ		028-682-8811（代表）
028-681-5551（直通） ダイヒョウ チョクツウ		byo-renkei@kurosu-hospital.jp

		否 イナ		日光市民病院		0288-50-1188		321-1441		日光市清滝安良沢町1752-10		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		2										小児科常務医がいないため、小児科非常勤医師在院時のみ相談可能と考えます ショウニカ ジョウム イ ショウニカ ヒジョウキン イシ ザイイン ジ ソウダン カノウ カンガ

		否 イナ		国際医療福祉大学塩谷病院　		0287-44-1155		329-2145		矢板市富田77		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		2

		否 イナ		那須南病院		0287-84-3911		321-0621		栃木県那須烏山市中央3-2-13		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		2		2		なし		1		医療福祉相談医療連絡室 イリョウ フクシ ソウダン イリョウ レンラク シツ		原健二 ハラ ケンジ		0287-84-3911

		承諾 ショウダク		西方病院		0282-92-2323		322-0601		栃木県上都賀郡西方町金崎273-3		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		1		西方病院地域連携室 ニシカタ ビョウイン チイキ レンケイ シツ				0282-25-7310		nishikata-renkei@cc9.ne.jp

		承諾 ショウダク		新小山市民病院		0285-36-0200		323-0827		栃木県小山市神鳥谷2251-1 ３２３－０８２７		1		1		3		2		2		2		2		2		2		2		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		2		なし		1		医療相談室保健師 イリョウ ソウダンシツ ホケンシ		多賀谷邦子 タガヤ クニコ		0285-36-0256		soudan@hospital.oyama.tochigi.jp		重症心身障害児（者）の方々の外来診察は随時受け入れておりますが、特に障害児の入院についてはまだ十分に対応できる体制になっておりません。そのため、今回のガイドマップの内容で受け入れ可能な項目が少なく申し訳ありません。相談については、幅広く承っております。 ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ カタガタ ガイライ シンサツ ズイジ ウ イ トク ショウガイジ ニュウイン ジュウブン タイオウ タイセイ コンカイ ナイヨウ ウ イ カノウ コウモク スク モウ ワケ ソウダン ハバヒロ ウケタマワ

		承諾 ショウダク		小山厚生病院		0285-22-1105		323-0031		栃木県小山市八幡町2-10-6		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		2		なし		1		看護師長 カンゴシ チョウ		横家よね子 ヨコ イエ コ		0285-22-1105
0285-24-9890				在宅生活困難者につき当院では入院で対応させていただくことが多いです。 ザイタク セイカツ コンナン シャ トウイン ニュウイン タイオウ オオ

		承諾 ショウダク		石橋総合病院		0285-53-1134		329-0511		栃木県下野市石橋628		1		1		1		1		1		1		1		2		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		1		なし		1		地域医療連携部 チイキ イリョウ レンケイ ブ		（部長）岩崎さゆり ブチョウ イワサキ		0285-53-1134		ishibashi-renkei@yushikai.jp

		承諾 ショウダク		下都賀総合病院		0282-22-2551		328-0044		栃木県栃木市富士見町5-32		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		3		なし		1		医療福祉相談室 イリョウ フクシ ソウダンシツ		MSWが3人おります ニン		0282-22-2551

		承諾 ショウダク		とちの木病院		0282-22-7722		328-0071		栃木県栃木市大町39-5		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		2

		承諾 ショウダク		自治医科大学附属病院　		0285-44-2111		329-0498		下野市薬師寺3311-1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		2		3		2		別紙参照 ベッシ サンショウ		1		地域医療連携部（看護師） チイキ イリョウ レンケイ ブ カンゴシ		黒田　光恵 クロダ ミツエ		0285-44-2111		mazuek@jichi.ac.jp		在宅医療を充実させていただくうえで、往診医や地域の開業医の先生方との連携強化やスタッフの充実が望まれると思います。 ザイタク イリョウ ジュウジツ オウシン イ チイキ カイギョウイ センセイガタ レンケイ キョウカ ジュウジツ ノゾ オモ

		承諾 ショウダク		済生会宇都宮病院		028-626-5500		321-0974		宇都宮市竹林町911-1		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		2		別紙参照 ベッシ サンショウ		1		地域連携課 チイキ レンケイ カ		荻津　守 オギツ カミ		028-626-5500

		承諾 ショウダク		足利赤十字病院		0284-21-0121		326-0843		栃木県足利市五十部町284-1		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		3		1		2		別紙参照 ベッシ サンショウ		1		事務部医事課社会福祉士 ジム ブ イジ カ シャカイ フクシ シ		布施　麻由実 フセ マユミ		0284-20-1307				医療依存度の高い患者様が自宅へ退院する場合、利用できる社会資源が限られており、デイサービスやリハビリテーション、ショートステイなどのサービスを本人、ご家族様のニーズに合わせて利用していただくことが困難なケースが多々あります。（例：家族としては週２回以上リハビリに本人を通わせたいと考えているが、リハビリテーション事業所としては利用者数も多いため、週1回の対応が限度と考えている場合など）今回のアンケート調査を機に、各地域の社会資源の情報を整理し、なるべくニーズに合わせて、多くの方に適切にサービスを利用していただける環境を構築できればと思っております。よろしくお願いいたします。 イリョウ イゾンド タカ カンジャサマ ジタク タイイン バアイ リヨウ シャカイ シゲン カギ ホンニン カゾク サマ ア リヨウ コンナン タタ レイ カゾク シュウ カイイジョウ ホンニン カヨ カンガ ジギョウショ リヨウシャ スウ オオ シュウ カイ タイオウ ゲンド カンガ バアイ コンカイ チョウサ キ カクチイキ シャカイ シゲン ジョウホウ セイリ ア オオ カタ テキセツ リヨウ カンキョウ コウチク オモ ネガ

		承諾 ショウダク		獨協医科大学病院		0282-86-1111		321-0293		下都賀郡壬生町大字北小林880		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		3		2		別紙参照 ベッシ サンショウ		1		地域医療連携センター医療福祉相談室 チイキ イリョウ レンケイ イリョウ フクシ ソウダンシツ				0282-87-2185

		承諾 ショウダク		あしかがの森足利病院		0284-91-0611		326-0011		足利市大沼田町615		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		1		2		別紙参照 ベッシ サンショウ		1		メディカルソーシャルワーカー		福地　哲郎 フクチ テツロウ		0284-91-0611		soudan@hshikagu-hospital.or.jp

		承諾 ショウダク		JCHO　うつのみや病院		028-653-1001		321-0143		宇都宮市南高砂町11-17		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		2

		承諾 ショウダク		菅又病院　		028-676-0311		329-1207		塩谷郡高根沢町花岡2351		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		2										要相談の診療項目につきましては、病院にお電話で問い合わせていただければ対応いたします。小児科の入院対応はしておりません。外来診察につきましては、急性期の管理は困難であることもありますが、状態が安定している場合には相談いただければ可能な限り対応いたします。 ヨウ ソウダン シンリョウ コウモク ビョウイン デンワ ト ア タイオウ ショウニカ ニュウイン タイオウ ガイライ シンサツ キュウセイキ カンリ コンナン ジョウタイ アンテイ バアイ ソウダン カノウ カギ タイオウ

		承諾 ショウダク		那須赤十字病院		0287-23-1122		324-8686		栃木県大田原市中田原1081-4		1		1		3		3		3		1		3		1		3		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		1		4		なし		1		地域医療福祉連携課福祉係長 チイキ イリョウ フクシ レンケイ カ フクシ カカリチョウ		野中美希 ノナカ ミキ		0287-23-1122		renkeika@nasu.jrc.or.jp
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病院（作業）

		Ｑ１		1.医療ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する外来診療について、以下の医療行為に対応できますか。 イリョウ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ガイライ シンリョウ イカ イリョウ コウイ タイオウ						1.医療ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する外来診療について、以下の医療行為に対応できますか。 イリョウ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ガイライ シンリョウ イカ イリョウ コウイ タイオウ

				Ｑ1-1						Ｑ1-1		予防接種 ヨボウ セッシュ

				Ｑ1-2						Ｑ1-2		一次診療
（経過観察、栄養観察を含む） イチジ シンリョウ ケイカ カンサツ エイヨウ カンサツ フク

				Ｑ1-3						Ｑ1-3		経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ

				Ｑ1-4						Ｑ1-4		経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ

				Ｑ1-5						Ｑ1-5		中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ

				Ｑ1-6						Ｑ1-6		酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ

				Ｑ1-7						Ｑ1-7		気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ

				Ｑ1-8						Ｑ1-8		人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ

				Ｑ1-9						Ｑ1-9		尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ

				Ｑ1-10						Ｑ1-10		人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ

				Ｑ1-11						Ｑ1-11		褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ

		Ｑ２		2.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する往診及び訪問診療について、以下の医療行為に対応できますか イリョウテキ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ オウシン オヨ ホウモン シンリョウ イカ イリョウ コウイ タイオウ						2.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する往診及び訪問診療について、以下の医療行為に対応できますか イリョウテキ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ オウシン オヨ ホウモン シンリョウ イカ イリョウ コウイ タイオウ

				Ｑ2-1						Ｑ2-1		予防接種 ヨボウ セッシュ

				Ｑ2-2						Ｑ2-2		経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ

				Ｑ2-3						Ｑ2-3		経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ

				Ｑ2-4						Ｑ2-4		中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ

				Ｑ2-5						Ｑ2-5		酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ

				Ｑ2-6						Ｑ2-6		気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ

				Ｑ2-7						Ｑ2-7		人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ

				Ｑ2-8						Ｑ2-8		尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ

				Ｑ2-9						Ｑ2-9		人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ

				Ｑ2-10						Ｑ2-10		褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ

		Ｑ3		3.24時間、重症心身障害児（18歳未満）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイジ サイ ミマン イリョウ タイオウ						3.24時間、重症心身障害児（18歳未満）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイジ サイ ミマン イリョウ タイオウ

				Ｑ3-1						Ｑ3-1		できる

				Ｑ3-2						Ｑ3-2		できない

				Ｑ3-3						Ｑ3-3		要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン

		Ｑ4		4.24時間、重症心身障害者（18歳以上）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイシャ サイ イジョウ イリョウ タイオウ						4.24時間、重症心身障害者（18歳以上）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイシャ サイ イジョウ イリョウ タイオウ

				Ｑ4-1						Ｑ4-1		できる

				Ｑ4-2						Ｑ4-2		できない

				Ｑ4-3						Ｑ4-3		要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン

		Ｑ5		5.重症心身障害児（者）のレスパイト入院に対応できますか ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ ニュウイン タイオウ						5.重症心身障害児（者）のレスパイト入院に対応できますか ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ ニュウイン タイオウ

				Ｑ5-1						Ｑ5-1		できる

				Ｑ5-2						Ｑ5-2		できない

				Ｑ5-3						Ｑ5-3		要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン

		Ｑ6		6.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する訪問リハビリテーションを提供していますか イリョウテキ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ホウモン テイキョウ						6.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する訪問リハビリテーションを提供していますか イリョウテキ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ホウモン テイキョウ

				Ｑ6-1						Ｑ6-1		提供している テイキョウ

				Ｑ6-2						Ｑ6-2		提供していない テイキョウ

				Ｑ6-3						Ｑ6-3		提供していないが対応は可能 テイキョウ タイオウ カノウ

				Ｑ6-4						Ｑ6-4		要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン

		Ｑ7		7.平成26年度において、以下における長期入院児（6ヶ月以上）の患者数は何名ですか（「原疾患」及び「長期入院理由」について、複数の理由がある場合は、主な理由を選んでください） ヘイセイ ネンド イカ チョウキ ニュウイン ジ ゲツイジョウ カンジャスウ ナンメイ ゲンシッカン オヨ チョウキ ニュウイン リユウ フクスウ リユウ バアイ オモ リユウ エラ						7.平成26年度において、以下における長期入院児（6ヶ月以上）の患者数は何名ですか（「原疾患」及び「長期入院理由」について、複数の理由がある場合は、主な理由を選んでください） ヘイセイ ネンド イカ チョウキ ニュウイン ジ ゲツイジョウ カンジャスウ ナンメイ ゲンシッカン オヨ チョウキ ニュウイン リユウ フクスウ リユウ バアイ オモ リユウ エラ

				※個別シートにて対応 コベツ タイオウ						※個別シートにて対応 コベツ タイオウ

		Q8		8.重症心身障害児（者）に対する相談窓口はありますか ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ソウダン マドグチ

										1		ある

										2		ない

		Q9		9.重症心身障害児（者）の方に対する医療、在宅生活等についてお気づきのことなど、ご自由にお書きください。 ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ カタ タイ イリョウ ザイタク セイカツ ナド キ ジユウ カ

		承諾可否 ショウダク カヒ		診療所名 シンリョウジョ メイ		電話番号 デンワ バンゴウ		郵便番号 ユウビンバンゴウ		所在地 ショザイチ		Ｑ1.医療ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する外来診療について、以下の医療行為に対応できますか																						Ｑ２医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する往診及び訪問診療について、以下の医療行為に対応できますか																				Ｑ3		Ｑ4		Ｑ5		Q6		Ｑ7		8.重症心身障害児（者）に対する相談窓口はありますか										Q9

												予防接種 ヨボウ セッシュ		一次診療
（経過観察、栄養観察を含む） イチジ シンリョウ ケイカ カンサツ エイヨウ カンサツ フク		経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ		経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ		中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ		酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ		気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ		人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ		尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ		人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ		褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ		予防接種 ヨボウ セッシュ		経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ		経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ		中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ		酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ		気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ		人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ		尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ		人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ		褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ												有無 ウム		部署名・職名 ブショ メイ ショクメイ		ご担当者氏名 タントウシャ シメイ		連絡先TEL レンラクサキ		連絡先MAIL レンラクサキ

		否 イナ		野木病院		0280-57-1011		329-0101		下都賀郡野木町友沼5320-2		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		2

		否 イナ		今市病院		0288-22-2200		321-1261		日光市今市381		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		2

		否 イナ		黒須病院　		028-682-8811		329-1311		さくら市氏家2650		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		2		2		別紙参照 ベッシ サンショウ		1		病診連携室・社会福祉士 ビョウシンレンケイ シツ シャカイ フクシ シ		井上雅晶 イノウエ マサアキ		028-682-8811（代表）
028-681-5551（直通） ダイヒョウ チョクツウ		byo-renkei@kurosu-hospital.jp

		否 イナ		日光市民病院		0288-50-1188		321-1441		日光市清滝安良沢町1752-10		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		2										小児科常務医がいないため、小児科非常勤医師在院時のみ相談可能と考えます ショウニカ ジョウム イ ショウニカ ヒジョウキン イシ ザイイン ジ ソウダン カノウ カンガ

		否 イナ		国際医療福祉大学塩谷病院　		0287-44-1155		329-2145		矢板市富田77		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		2

		否 イナ		那須南病院		0287-84-3911		321-0621		栃木県那須烏山市中央3-2-13		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		2		2		なし		1		医療福祉相談医療連絡室 イリョウ フクシ ソウダン イリョウ レンラク シツ		原健二 ハラ ケンジ		0287-84-3911

		承諾 ショウダク		西方病院		0282-92-2323		322-0601		栃木県上都賀郡西方町金崎273-3		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		1		西方病院地域連携室 ニシカタ ビョウイン チイキ レンケイ シツ				0282-25-7310		nishikata-renkei@cc9.ne.jp

		承諾 ショウダク		新小山市民病院		0285-36-0200		323-0827		栃木県小山市神鳥谷2251-1 ３２３－０８２７		1		1		3		2		2		2		2		2		2		2		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		2		なし		1		医療相談室保健師 イリョウ ソウダンシツ ホケンシ		多賀谷邦子 タガヤ クニコ		0285-36-0256		soudan@hospital.oyama.tochigi.jp		重症心身障害児（者）の方々の外来診察は随時受け入れておりますが、特に障害児の入院についてはまだ十分に対応できる体制になっておりません。そのため、今回のガイドマップの内容で受け入れ可能な項目が少なく申し訳ありません。相談については、幅広く承っております。 ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ カタガタ ガイライ シンサツ ズイジ ウ イ トク ショウガイジ ニュウイン ジュウブン タイオウ タイセイ コンカイ ナイヨウ ウ イ カノウ コウモク スク モウ ワケ ソウダン ハバヒロ ウケタマワ

		承諾 ショウダク		小山厚生病院		0285-22-1105		323-0031		栃木県小山市八幡町2-10-6		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		2		なし		1		看護師長 カンゴシ チョウ		横家よね子 ヨコ イエ コ		0285-22-1105
0285-24-9890				在宅生活困難者につき当院では入院で対応させていただくことが多いです。 ザイタク セイカツ コンナン シャ トウイン ニュウイン タイオウ オオ

		承諾 ショウダク		石橋総合病院		0285-53-1134		329-0511		栃木県下野市石橋628		1		1		1		1		1		1		1		2		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		1		なし		1		地域医療連携部 チイキ イリョウ レンケイ ブ		（部長）岩崎さゆり ブチョウ イワサキ		0285-53-1134		ishibashi-renkei@yushikai.jp

		承諾 ショウダク		下都賀総合病院		0282-22-2551		328-0044		栃木県栃木市富士見町5-32		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		3		なし		1		医療福祉相談室 イリョウ フクシ ソウダンシツ		MSWが3人おります ニン		0282-22-2551

		承諾 ショウダク		とちの木病院		0282-22-7722		328-0071		栃木県栃木市大町39-5		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		2

		承諾 ショウダク		自治医科大学附属病院　		0285-44-2111		329-0498		下野市薬師寺3311-1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		2		3		2		別紙参照 ベッシ サンショウ		1		地域医療連携部（看護師） チイキ イリョウ レンケイ ブ カンゴシ		黒田　光恵 クロダ ミツエ		0285-44-2111		mazuek@jichi.ac.jp		在宅医療を充実させていただくうえで、往診医や地域の開業医の先生方との連携強化やスタッフの充実が望まれると思います。 ザイタク イリョウ ジュウジツ オウシン イ チイキ カイギョウイ センセイガタ レンケイ キョウカ ジュウジツ ノゾ オモ

		承諾 ショウダク		済生会宇都宮病院		028-626-5500		321-0974		宇都宮市竹林町911-1		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		2		別紙参照 ベッシ サンショウ		1		地域連携課 チイキ レンケイ カ		荻津　守 オギツ カミ		028-626-5500

		承諾 ショウダク		足利赤十字病院		0284-21-0121		326-0843		栃木県足利市五十部町284-1		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		3		1		2		別紙参照 ベッシ サンショウ		1		事務部医事課社会福祉士 ジム ブ イジ カ シャカイ フクシ シ		布施　麻由実 フセ マユミ		0284-20-1307				医療依存度の高い患者様が自宅へ退院する場合、利用できる社会資源が限られており、デイサービスやリハビリテーション、ショートステイなどのサービスを本人、ご家族様のニーズに合わせて利用していただくことが困難なケースが多々あります。（例：家族としては週２回以上リハビリに本人を通わせたいと考えているが、リハビリテーション事業所としては利用者数も多いため、週1回の対応が限度と考えている場合など）今回のアンケート調査を機に、各地域の社会資源の情報を整理し、なるべくニーズに合わせて、多くの方に適切にサービスを利用していただける環境を構築できればと思っております。よろしくお願いいたします。 イリョウ イゾンド タカ カンジャサマ ジタク タイイン バアイ リヨウ シャカイ シゲン カギ ホンニン カゾク サマ ア リヨウ コンナン タタ レイ カゾク シュウ カイイジョウ ホンニン カヨ カンガ ジギョウショ リヨウシャ スウ オオ シュウ カイ タイオウ ゲンド カンガ バアイ コンカイ チョウサ キ カクチイキ シャカイ シゲン ジョウホウ セイリ ア オオ カタ テキセツ リヨウ カンキョウ コウチク オモ ネガ

		承諾 ショウダク		獨協医科大学病院		0282-86-1111		321-0293		下都賀郡壬生町大字北小林880		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		3		2		別紙参照 ベッシ サンショウ		1		地域医療連携センター医療福祉相談室 チイキ イリョウ レンケイ イリョウ フクシ ソウダンシツ				0282-87-2185

		承諾 ショウダク		あしかがの森足利病院		0284-91-0611		326-0011		足利市大沼田町615		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		1		2		別紙参照 ベッシ サンショウ		1		メディカルソーシャルワーカー		福地　哲郎 フクチ テツロウ		0284-91-0611		soudan@hshikagu-hospital.or.jp

		承諾 ショウダク		JCHO　うつのみや病院		028-653-1001		321-0143		宇都宮市南高砂町11-17		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		2

		承諾 ショウダク		菅又病院　		028-676-0311		329-1207		塩谷郡高根沢町花岡2351		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		2										要相談の診療項目につきましては、病院にお電話で問い合わせていただければ対応いたします。小児科の入院対応はしておりません。外来診察につきましては、急性期の管理は困難であることもありますが、状態が安定している場合には相談いただければ可能な限り対応いたします。 ヨウ ソウダン シンリョウ コウモク ビョウイン デンワ ト ア タイオウ ショウニカ ニュウイン タイオウ ガイライ シンサツ キュウセイキ カンリ コンナン ジョウタイ アンテイ バアイ ソウダン カノウ カギ タイオウ

		承諾 ショウダク		那須赤十字病院		0287-23-1122		324-8686		栃木県大田原市中田原1081-4		1		1		3		3		3		1		3		1		3		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		1		4		なし		1		地域医療福祉連携課福祉係長 チイキ イリョウ フクシ レンケイ カ フクシ カカリチョウ		野中美希 ノナカ ミキ		0287-23-1122		renkeika@nasu.jrc.or.jp



												Ｑ1.医療ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する外来診療について、以下の医療行為に対応できますか

												予防接種 ヨボウ セッシュ		一次診療
（経過観察、栄養観察を含む） イチジ シンリョウ ケイカ カンサツ エイヨウ カンサツ フク		経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ		経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ		中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ		酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ		気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ		人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ		尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ		人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ		褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ

										できる		13		13		9		8		7		9		8		8		7		7		7

										できない		3		3		7		8		8		8		8		9		8		8		6

										要相談 ヨウ ソウダン		4		4		4		4		5		3		4		3		5		5		7



												Ｑ２医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する往診及び訪問診療について、以下の医療行為に対応できますか

												予防接種 ヨボウ セッシュ		経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ		経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ		中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ		酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ		気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ		人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ		尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ		人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ		褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ

										できる		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

										できない		19		20		20		20		20		20		20		20		20		20

										要相談 ヨウ ソウダン		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0



										Ｑ3		3.24時間、重症心身障害児（18歳未満）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイジ サイ ミマン イリョウ タイオウ				3.24時間、重症心身障害児（18歳未満）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイジ サイ ミマン イリョウ タイオウ

										できる		4

										できない		14

										要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン		2

										Ｑ4		4.24時間、重症心身障害者（18歳以上）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイシャ サイ イジョウ イリョウ タイオウ				4.24時間、重症心身障害者（18歳以上）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイシャ サイ イジョウ イリョウ タイオウ

										できる		3

										できない		9																																																														事業所名 ジギョウショ メイ		部署名・職名 ブショ メイ ショクメイ		ご担当者氏名 タントウシャ シメイ		連絡先TEL レンラクサキ		Mail

										要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン		8																																																														西方病院		西方病院地域連携室 ニシカタ ビョウイン チイキ レンケイ シツ				0282-25-7310		nishikata-renkei@cc9.ne.jp

										Ｑ5		5.重症心身障害児（者）のレスパイト入院に対応できますか ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ ニュウイン タイオウ				5.重症心身障害児（者）のレスパイト入院に対応できますか ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ ニュウイン タイオウ																																																										新小山市民病院		医療相談室保健師 イリョウ ソウダンシツ ホケンシ		多賀谷邦子 タガヤ クニコ		0285-36-0256		soudan@hospital.oyama.tochigi.jp

										できる		5																																																														小山厚生病院		看護師長 カンゴシ チョウ		横家よね子 ヨコ イエ コ		0285-22-1105
0285-24-9890

										できない		10																																																														石橋総合病院		地域医療連携部 チイキ イリョウ レンケイ ブ		（部長）岩崎さゆり ブチョウ イワサキ		0285-53-1134		ishibashi-renkei@yushikai.jp

										要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン		5																																																														下都賀総合病院		医療福祉相談室 イリョウ フクシ ソウダンシツ		MSWが3人おります ニン		0282-22-2551

										Ｑ6		6.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する訪問リハビリテーションを提供していますか イリョウテキ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ホウモン テイキョウ				6.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する訪問リハビリテーションを提供していますか イリョウテキ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ホウモン テイキョウ																																																										自治医科大学附属病院　		地域医療連携部（看護師） チイキ イリョウ レンケイ ブ カンゴシ		黒田　光恵 クロダ ミツエ		0285-44-2111		mazuek@jichi.ac.jp

										提供している テイキョウ		1																																																														済生会宇都宮病院		地域連携課 チイキ レンケイ カ		荻津　守 オギツ カミ		028-626-5500

										提供していない テイキョウ		17																																																														足利赤十字病院		事務部医事課社会福祉士 ジム ブ イジ カ シャカイ フクシ シ		布施　麻由実 フセ マユミ		0284-20-1307

										提供していないが対応は可能 テイキョウ タイオウ カノウ		1																																																														獨協医科大学病院		地域医療連携センター医療福祉相談室 チイキ イリョウ レンケイ イリョウ フクシ ソウダンシツ				0282-87-2185

										要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン		1																																																														あしかがの森足利病院		メディカルソーシャルワーカー		福地　哲郎 フクチ テツロウ		0284-91-0611		soudan@hshikagu-hospital.or.jp

										Ｑ7		7.平成26年度において、以下における長期入院児（6ヶ月以上）の患者数は何名ですか（「原疾患」及び「長期入院理由」について、複数の理由がある場合は、主な理由を選んでください） ヘイセイ ネンド イカ チョウキ ニュウイン ジ ゲツイジョウ カンジャスウ ナンメイ ゲンシッカン オヨ チョウキ ニュウイン リユウ フクスウ リユウ バアイ オモ リユウ エラ				7.平成26年度において、以下における長期入院児（6ヶ月以上）の患者数は何名ですか（「原疾患」及び「長期入院理由」について、複数の理由がある場合は、主な理由を選んでください） ヘイセイ ネンド イカ チョウキ ニュウイン ジ ゲツイジョウ カンジャスウ ナンメイ ゲンシッカン オヨ チョウキ ニュウイン リユウ フクスウ リユウ バアイ オモ リユウ エラ																																																										那須赤十字病院		地域医療福祉連携課福祉係長 チイキ イリョウ フクシ レンケイ カ フクシ カカリチョウ		野中美希 ノナカ ミキ		0287-23-1122		renkeika@nasu.jrc.or.jp

										Q8		8.重症心身障害児（者）に対する相談窓口はありますか ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ソウダン マドグチ

																1		ある		13

																2		ない		7

																														できる		できない		要相談 ヨウ ソウダン						できる		できない		要相談 ヨウ ソウダン						提供している テイキョウ		提供していない テイキョウ		提供していないが対応は可能 テイキョウ タイオウ カノウ		要相談 ヨウ ソウダン										NICU及びGCU オヨ		PICU		その他小児病棟 タ ショウニ ビョウトウ

																												予防接種 ヨボウ セッシュ		13		3		4				18歳未満 サイ ミマン		4		14		2						5		10		5		5								6ヶ月以上1年未満 ゲツイジョウ ネン ミマン		9		0		11

																												一次診療
（経過観察、栄養観察を含む） イチジ シンリョウ ケイカ カンサツ エイヨウ カンサツ フク		13		3		4				18歳以上 サイ イジョウ		3		9		8																				1年以上2年未満 ネンイジョウ ネン ミマン		1		0		10

																												経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ		9		7		4																提供している テイキョウ		5												2年以上 ネンイジョウ		4		0		154

																												経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ		8		8		4						できる		できない		要相談 ヨウ ソウダン						提供していない テイキョウ		10

																												中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ		7		8		5						5		10		5						提供していないが対応は可能 テイキョウ タイオウ カノウ		5

																												酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ		9		8		3						3		9		8						要相談 ヨウ ソウダン		5														NICU及びGCU オヨ		PICU		その他小児病棟 タ ショウニ ビョウトウ

																												気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ		8		8		4																														新生児仮死 シンセイジ カシ		2		0		38

																												人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ		8		9		3																														仮死以外の神経、筋疾患 カシ イガイ シンケイ キン シッカン		3		0		48

																												尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ		7		8		5						ある		ない										乳児～2歳 ニュウジ サイ		3歳～6歳 サイ サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13歳～17歳 サイ サイ		18歳以上 サイイジョウ				事故 ジコ		0		0		4

																												人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ		7		8		5						13		7								気管切開人工呼吸患者 キカン セッカイ ジンコウ コキュウ カンジャ		11		4		8		5		12				先天異常症候群 センテン イジョウ ショウコウグン		11		0		22

																												褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ		7		6		7																非気管切開人工呼吸患者（NPPV) ヒ キカン セッカイ ジンコウ コキュウ カンジャ		2		0		0		0		1				慢性肺疾患、気道病変 マンセイ ハイ シッカン キドウ ビョウヘン		1		0		0

																																																		気管切開患者 キカン セッカイ カンジャ		2		3		2		0		14				低出生体重児 テイ シュッセイ タイジュウ ジ		5		0		7

																														できる		できない		要相談 ヨウ ソウダン																その他 タ		4		2		2		0		1				社会的事情 シャカイテキ ジジョウ		0		0		2

																												予防接種 ヨボウ セッシュ		0		19		1																														その他 タ		2		0		44

																												経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ		0		20		0

																												経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ		0		20		0																																NICU及びGCU オヨ		PICU		その他小児病棟 タ ショウニ ビョウトウ

																												中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ		0		20		0																														病状が不安定 ビョウジョウ フアンテイ		6		0		30

																												酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ		0		20		0																														療育施設入所待ち リョウイク シセツ ニュウショ マ		0		0		18

																												気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ		0		20		0																														中間施設受入体制の不備 チュウカン シセツ ウケイレ タイセイ フビ		0		0		0

																												人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ		0		20		0																														地域サポートの不備 チイキ フビ		0		0		0

																												尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ		0		20		0																														病院の在宅医療フォロー体制不備 ビョウイン ザイタク イリョウ タイセイ フビ		0		0		0

																												人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ		0		20		0																														家族の受入困難 カゾク ウケイレ コンナン		4		0		127

																												褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ		0		20		0																														家庭環境、経済的理由 カテイ カンキョウ ケイザイテキ リユウ		1		0		5

																																																																在宅準備中 ザイタク ジュンビチュウ		3		0		4

																																																																その他 タ		0		0		1

																												24時間、重症心身障害児の医療に対応ができますか
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病院 (記述)

		承諾可否 ショウダク カヒ		診療所名 シンリョウジョ メイ		電話番号 デンワ バンゴウ		郵便番号 ユウビンバンゴウ		所在地 ショザイチ		9.重症心身障害児（者）の方に対する医療、在宅生活等についてお気づきのことなど、ご自由にお書きください。



		否 イナ		野木病院		0280-57-1011		329-0101		下都賀郡野木町友沼5320-2

		否 イナ		今市病院		0288-22-2200		321-1261		日光市今市381

		否 イナ		黒須病院　		028-682-8811		329-1311		さくら市氏家2650

		否 イナ		日光市民病院		0288-50-1188		321-1441		日光市清滝安良沢町1752-10		小児科常務医がいないため、小児科非常勤医師在院時のみ相談可能と考えます ショウニカ ジョウム イ ショウニカ ヒジョウキン イシ ザイイン ジ ソウダン カノウ カンガ

		否 イナ		国際医療福祉大学塩谷病院　		0287-44-1155		329-2145		矢板市富田77

		否 イナ		那須南病院		0287-84-3911		321-0621		栃木県那須烏山市中央3-2-13

		承諾 ショウダク		西方病院		0282-92-2323		322-0601		栃木県上都賀郡西方町金崎273-3

		承諾 ショウダク		新小山市民病院		0285-36-0200		323-0827		栃木県小山市神鳥谷2251-1 ３２３－０８２７		重症心身障害児（者）の方々の外来診察は随時受け入れておりますが、特に障害児の入院についてはまだ十分に対応できる体制になっておりません。そのため、今回のガイドマップの内容で受け入れ可能な項目が少なく申し訳ありません。相談については、幅広く承っております。 ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ カタガタ ガイライ シンサツ ズイジ ウ イ トク ショウガイジ ニュウイン ジュウブン タイオウ タイセイ コンカイ ナイヨウ ウ イ カノウ コウモク スク モウ ワケ ソウダン ハバヒロ ウケタマワ

		承諾 ショウダク		小山厚生病院		0285-22-1105		323-0031		栃木県小山市八幡町2-10-6		在宅生活困難者につき当院では入院で対応させていただくことが多いです。 ザイタク セイカツ コンナン シャ トウイン ニュウイン タイオウ オオ

		承諾 ショウダク		石橋総合病院		0285-53-1134		329-0511		栃木県下野市石橋628

		承諾 ショウダク		下都賀総合病院		0282-22-2551		328-0044		栃木県栃木市富士見町5-32

		承諾 ショウダク		とちの木病院		0282-22-7722		328-0071		栃木県栃木市大町39-5

		承諾 ショウダク		自治医科大学附属病院　		0285-44-2111		329-0498		下野市薬師寺3311-1		在宅医療を充実させていただくうえで、往診医や地域の開業医の先生方との連携強化やスタッフの充実が望まれると思います。 ザイタク イリョウ ジュウジツ オウシン イ チイキ カイギョウイ センセイガタ レンケイ キョウカ ジュウジツ ノゾ オモ

		承諾 ショウダク		済生会宇都宮病院		028-626-5500		321-0974		宇都宮市竹林町911-1

		承諾 ショウダク		足利赤十字病院		0284-21-0121		326-0843		栃木県足利市五十部町284-1		医療依存度の高い患者様が自宅へ退院する場合、利用できる社会資源が限られており、デイサービスやリハビリテーション、ショートステイなどのサービスを本人、ご家族様のニーズに合わせて利用していただくことが困難なケースが多々あります。（例：家族としては週２回以上リハビリに本人を通わせたいと考えているが、リハビリテーション事業所としては利用者数も多いため、週1回の対応が限度と考えている場合など）今回のアンケート調査を機に、各地域の社会資源の情報を整理し、なるべくニーズに合わせて、多くの方に適切にサービスを利用していただける環境を構築できればと思っております。よろしくお願いいたします。 イリョウ イゾンド タカ カンジャサマ ジタク タイイン バアイ リヨウ シャカイ シゲン カギ ホンニン カゾク サマ ア リヨウ コンナン タタ レイ カゾク シュウ カイイジョウ ホンニン カヨ カンガ ジギョウショ リヨウシャ スウ オオ シュウ カイ タイオウ ゲンド カンガ バアイ コンカイ チョウサ キ カクチイキ シャカイ シゲン ジョウホウ セイリ ア オオ カタ テキセツ リヨウ カンキョウ コウチク オモ ネガ

		承諾 ショウダク		獨協医科大学病院		0282-86-1111		321-0293		下都賀郡壬生町大字北小林880

		承諾 ショウダク		あしかがの森足利病院		0284-91-0611		326-0011		足利市大沼田町615

		承諾 ショウダク		JCHO　うつのみや病院		028-653-1001		321-0143		宇都宮市南高砂町11-17

		承諾 ショウダク		菅又病院　		028-676-0311		329-1207		塩谷郡高根沢町花岡2351		要相談の診療項目につきましては、病院にお電話で問い合わせていただければ対応いたします。小児科の入院対応はしておりません。外来診察につきましては、急性期の管理は困難であることもありますが、状態が安定している場合には相談いただければ可能な限り対応いたします。 ヨウ ソウダン シンリョウ コウモク ビョウイン デンワ ト ア タイオウ ショウニカ ニュウイン タイオウ ガイライ シンサツ キュウセイキ カンリ コンナン ジョウタイ アンテイ バアイ ソウダン カノウ カギ タイオウ

		承諾 ショウダク		那須赤十字病院		0287-23-1122		324-8686		栃木県大田原市中田原1081-4





病院Ｑ7統計



				乳児～2歳 ニュウジ サイ		3歳～6歳 サイ サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13歳～17歳 サイ サイ		18歳以上 サイイジョウ

		気管切開人工呼吸患者 キカン セッカイ ジンコウ コキュウ カンジャ		11		4		8		5		12

		非気管切開人工呼吸患者（NPPV) ヒ キカン セッカイ ジンコウ コキュウ カンジャ		2		0		0		0		1

		気管切開患者 キカン セッカイ カンジャ		2		3		2		0		14

		その他 タ		4		2		2		0		1



		入院期間 ニュウイン キカン		NICU及びGCU オヨ		PICU		その他小児病棟 タ ショウニ ビョウトウ

		6ヶ月以上1年未満 ゲツイジョウ ネン ミマン		9		0		11

		1年以上2年未満 ネンイジョウ ネン ミマン		1		0		10

		2年以上 ネンイジョウ		4		0		154

		原疾患 ゲンシッカン		NICU及びGCU オヨ		PICU		その他小児病棟 タ ショウニ ビョウトウ

		新生児仮死 シンセイジ カシ		2		0		38

		仮死以外の神経、筋疾患 カシ イガイ シンケイ キン シッカン		3		0		48

		事故 ジコ		0		0		4

		先天異常症候群 センテン イジョウ ショウコウグン		11		0		22

		慢性肺疾患、気道病変 マンセイ ハイ シッカン キドウ ビョウヘン		1		0		0

		低出生体重児 テイ シュッセイ タイジュウ ジ		5		0		7

		社会的事情 シャカイテキ ジジョウ		0		0		2

		その他 タ		2		0		44

		長期入院理由 チョウキ ニュウイン リユウ		NICU及びGCU オヨ		PICU		その他小児病棟 タ ショウニ ビョウトウ

		病状が不安定 ビョウジョウ フアンテイ		6		0		30

		療育施設入所待ち リョウイク シセツ ニュウショ マ		0		0		18

		中間施設受入体制の不備 チュウカン シセツ ウケイレ タイセイ フビ		0		0		0

		地域サポートの不備 チイキ フビ		0		0		0

		病院の在宅医療フォロー体制不備 ビョウイン ザイタク イリョウ タイセイ フビ		0		0		0

		家族の受入困難 カゾク ウケイレ コンナン		4		0		127

		家庭環境、経済的理由 カテイ カンキョウ ケイザイテキ リユウ		1		0		5

		在宅準備中 ザイタク ジュンビチュウ		3		0		4

		その他 タ		0		0		1





黒須病院

				乳児～2歳 ニュウジ サイ		3歳～6歳 サイ サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13歳～17歳 サイ サイ		18歳以上 サイイジョウ

		気管切開人工呼吸患者 キカン セッカイ ジンコウ コキュウ カンジャ										1

		非気管切開人工呼吸患者（NPPV) ヒ キカン セッカイ ジンコウ コキュウ カンジャ										0

		気管切開患者 キカン セッカイ カンジャ										3

		その他 タ



		入院期間 ニュウイン キカン		NICU及びGCU オヨ		PICU		その他小児病棟 タ ショウニ ビョウトウ

		6ヶ月以上1年未満 ゲツイジョウ ネン ミマン

		1年以上2年未満 ネンイジョウ ネン ミマン

		2年以上 ネンイジョウ

		原疾患 ゲンシッカン

		新生児仮死 シンセイジ カシ

		仮死以外の神経、筋疾患 カシ イガイ シンケイ キン シッカン

		事故（溺水、交通事故、転落等） ジコ デキスイ コウツウ ジコ テンラク ナド

		先天異常症候群（染色体異常、欠乏奇形症候群、欠乏性代謝異常など） センテン イジョウ ショウコウグン センショクタイ イジョウ ケツボウ キケイ ショウコウグン ケツボウ セイ タイシャ イジョウ

		慢性肺疾患、気道病変 マンセイ ハイ シッカン キドウ ビョウヘン

		低出生体重児 テイ シュッセイ タイジュウ ジ

		社会的事情 シャカイテキ ジジョウ

		その他 タ

		長期入院理由 チョウキ ニュウイン リユウ

		病状が不安定 ビョウジョウ フアンテイ

		療育施設入所待ち リョウイク シセツ ニュウショ マ

		中間施設受入体制の不備 チュウカン シセツ ウケイレ タイセイ フビ

		地域サポートの不備 チイキ フビ

		病院の在宅医療フォロー体制不備 ビョウイン ザイタク イリョウ タイセイ フビ

		家族の受入困難 カゾク ウケイレ コンナン

		家庭環境、経済的理由 カテイ カンキョウ ケイザイテキ リユウ

		在宅準備中 ザイタク ジュンビチュウ

		その他 タ





自治医科大学附属病院

				乳児～2歳 ニュウジ サイ		3歳～6歳 サイ サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13歳～17歳 サイ サイ		18歳以上 サイイジョウ

		気管切開人工呼吸患者 キカン セッカイ ジンコウ コキュウ カンジャ		1

		非気管切開人工呼吸患者（NPPV) ヒ キカン セッカイ ジンコウ コキュウ カンジャ		1

		気管切開患者 キカン セッカイ カンジャ						1				1

		その他 タ		2		1



		入院期間 ニュウイン キカン		NICU及びGCU オヨ		PICU		その他小児病棟 タ ショウニ ビョウトウ

		6ヶ月以上1年未満 ゲツイジョウ ネン ミマン						4

		1年以上2年未満 ネンイジョウ ネン ミマン						2

		2年以上 ネンイジョウ						1

		原疾患 ゲンシッカン

		新生児仮死 シンセイジ カシ

		仮死以外の神経、筋疾患 カシ イガイ シンケイ キン シッカン						3

		事故（溺水、交通事故、転落等） ジコ デキスイ コウツウ ジコ テンラク ナド

		先天異常症候群（染色体異常、欠乏奇形症候群、欠乏性代謝異常など） センテン イジョウ ショウコウグン センショクタイ イジョウ ケツボウ キケイ ショウコウグン ケツボウ セイ タイシャ イジョウ						3

		慢性肺疾患、気道病変 マンセイ ハイ シッカン キドウ ビョウヘン

		低出生体重児 テイ シュッセイ タイジュウ ジ						1

		社会的事情 シャカイテキ ジジョウ

		その他 タ

		長期入院理由 チョウキ ニュウイン リユウ

		病状が不安定 ビョウジョウ フアンテイ						5

		療育施設入所待ち リョウイク シセツ ニュウショ マ						0

		中間施設受入体制の不備 チュウカン シセツ ウケイレ タイセイ フビ						0

		地域サポートの不備 チイキ フビ						0

		病院の在宅医療フォロー体制不備 ビョウイン ザイタク イリョウ タイセイ フビ						0

		家族の受入困難 カゾク ウケイレ コンナン						1

		家庭環境、経済的理由 カテイ カンキョウ ケイザイテキ リユウ						0

		在宅準備中 ザイタク ジュンビチュウ						1

		その他 タ						0





済生会宇都宮病院

				乳児～2歳 ニュウジ サイ		3歳～6歳 サイ サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13歳～17歳 サイ サイ		18歳以上 サイイジョウ

		気管切開人工呼吸患者 キカン セッカイ ジンコウ コキュウ カンジャ						1				2

		非気管切開人工呼吸患者（NPPV) ヒ キカン セッカイ ジンコウ コキュウ カンジャ

		気管切開患者 キカン セッカイ カンジャ

		その他 タ										1



		入院期間 ニュウイン キカン		NICU及びGCU オヨ		PICU		その他小児病棟 タ ショウニ ビョウトウ

		6ヶ月以上1年未満 ゲツイジョウ ネン ミマン						1

		1年以上2年未満 ネンイジョウ ネン ミマン

		2年以上 ネンイジョウ						3

		原疾患 ゲンシッカン

		新生児仮死 シンセイジ カシ						1

		仮死以外の神経、筋疾患 カシ イガイ シンケイ キン シッカン

		事故（溺水、交通事故、転落等） ジコ デキスイ コウツウ ジコ テンラク ナド

		先天異常症候群（染色体異常、欠乏奇形症候群、欠乏性代謝異常など） センテン イジョウ ショウコウグン センショクタイ イジョウ ケツボウ キケイ ショウコウグン ケツボウ セイ タイシャ イジョウ

		慢性肺疾患、気道病変 マンセイ ハイ シッカン キドウ ビョウヘン

		低出生体重児 テイ シュッセイ タイジュウ ジ

		社会的事情 シャカイテキ ジジョウ

		その他 タ						3

		長期入院理由 チョウキ ニュウイン リユウ

		病状が不安定 ビョウジョウ フアンテイ

		療育施設入所待ち リョウイク シセツ ニュウショ マ						3

		中間施設受入体制の不備 チュウカン シセツ ウケイレ タイセイ フビ

		地域サポートの不備 チイキ フビ

		病院の在宅医療フォロー体制不備 ビョウイン ザイタク イリョウ タイセイ フビ

		家族の受入困難 カゾク ウケイレ コンナン

		家庭環境、経済的理由 カテイ カンキョウ ケイザイテキ リユウ

		在宅準備中 ザイタク ジュンビチュウ

		その他 タ						1





足利赤十字病院

				乳児～2歳 ニュウジ サイ		3歳～6歳 サイ サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13歳～17歳 サイ サイ		18歳以上 サイイジョウ

		気管切開人工呼吸患者 キカン セッカイ ジンコウ コキュウ カンジャ

		非気管切開人工呼吸患者（NPPV) ヒ キカン セッカイ ジンコウ コキュウ カンジャ		1

		気管切開患者 キカン セッカイ カンジャ

		その他 タ



		入院期間 ニュウイン キカン		NICU及びGCU オヨ		PICU		その他小児病棟 タ ショウニ ビョウトウ

		6ヶ月以上1年未満 ゲツイジョウ ネン ミマン						1

		1年以上2年未満 ネンイジョウ ネン ミマン

		2年以上 ネンイジョウ

		原疾患 ゲンシッカン

		新生児仮死 シンセイジ カシ

		仮死以外の神経、筋疾患 カシ イガイ シンケイ キン シッカン

		事故（溺水、交通事故、転落等） ジコ デキスイ コウツウ ジコ テンラク ナド

		先天異常症候群（染色体異常、欠乏奇形症候群、欠乏性代謝異常など） センテン イジョウ ショウコウグン センショクタイ イジョウ ケツボウ キケイ ショウコウグン ケツボウ セイ タイシャ イジョウ

		慢性肺疾患、気道病変 マンセイ ハイ シッカン キドウ ビョウヘン

		低出生体重児 テイ シュッセイ タイジュウ ジ

		社会的事情 シャカイテキ ジジョウ

		その他 タ						1

		長期入院理由 チョウキ ニュウイン リユウ

		病状が不安定 ビョウジョウ フアンテイ

		療育施設入所待ち リョウイク シセツ ニュウショ マ

		中間施設受入体制の不備 チュウカン シセツ ウケイレ タイセイ フビ

		地域サポートの不備 チイキ フビ

		病院の在宅医療フォロー体制不備 ビョウイン ザイタク イリョウ タイセイ フビ

		家族の受入困難 カゾク ウケイレ コンナン

		家庭環境、経済的理由 カテイ カンキョウ ケイザイテキ リユウ						1

		在宅準備中 ザイタク ジュンビチュウ

		その他 タ





獨協医科大学病院

				乳児～2歳 ニュウジ サイ		3歳～6歳 サイ サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13歳～17歳 サイ サイ		18歳以上 サイイジョウ

		気管切開人工呼吸患者 キカン セッカイ ジンコウ コキュウ カンジャ		10		1		3

		非気管切開人工呼吸患者（NPPV) ヒ キカン セッカイ ジンコウ コキュウ カンジャ

		気管切開患者 キカン セッカイ カンジャ		2

		その他 タ		2				1



		入院期間 ニュウイン キカン		NICU及びGCU オヨ		PICU		その他小児病棟 タ ショウニ ビョウトウ

		6ヶ月以上1年未満 ゲツイジョウ ネン ミマン		9				4

		1年以上2年未満 ネンイジョウ ネン ミマン						2

		2年以上 ネンイジョウ						4

		原疾患 ゲンシッカン

		新生児仮死 シンセイジ カシ

		仮死以外の神経、筋疾患 カシ イガイ シンケイ キン シッカン		2

		事故（溺水、交通事故、転落等） ジコ デキスイ コウツウ ジコ テンラク ナド

		先天異常症候群（染色体異常、欠乏奇形症候群、欠乏性代謝異常など） センテン イジョウ ショウコウグン センショクタイ イジョウ ケツボウ キケイ ショウコウグン ケツボウ セイ タイシャ イジョウ		10

		慢性肺疾患、気道病変 マンセイ ハイ シッカン キドウ ビョウヘン

		低出生体重児 テイ シュッセイ タイジュウ ジ		5

		社会的事情 シャカイテキ ジジョウ

		その他 タ		2

		長期入院理由 チョウキ ニュウイン リユウ

		病状が不安定 ビョウジョウ フアンテイ		6				2

		療育施設入所待ち リョウイク シセツ ニュウショ マ						15

		中間施設受入体制の不備 チュウカン シセツ ウケイレ タイセイ フビ

		地域サポートの不備 チイキ フビ

		病院の在宅医療フォロー体制不備 ビョウイン ザイタク イリョウ タイセイ フビ

		家族の受入困難 カゾク ウケイレ コンナン

		家庭環境、経済的理由 カテイ カンキョウ ケイザイテキ リユウ		1

		在宅準備中 ザイタク ジュンビチュウ		2				3

		その他 タ





あしかがの森足利病院

				乳児～2歳 ニュウジ サイ		3歳～6歳 サイ サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13歳～17歳 サイ サイ		18歳以上 サイイジョウ

		気管切開人工呼吸患者 キカン セッカイ ジンコウ コキュウ カンジャ				3		4		5		9

		非気管切開人工呼吸患者（NPPV) ヒ キカン セッカイ ジンコウ コキュウ カンジャ										1

		気管切開患者 キカン セッカイ カンジャ				3		1				10

		その他 タ				1		1



		入院期間 ニュウイン キカン		NICU及びGCU オヨ		PICU		その他小児病棟 タ ショウニ ビョウトウ

		6ヶ月以上1年未満 ゲツイジョウ ネン ミマン						1

		1年以上2年未満 ネンイジョウ ネン ミマン		1				6

		2年以上 ネンイジョウ		4				146

		原疾患 ゲンシッカン

		新生児仮死 シンセイジ カシ		2				37

		仮死以外の神経、筋疾患 カシ イガイ シンケイ キン シッカン		1				45

		事故（溺水、交通事故、転落等） ジコ デキスイ コウツウ ジコ テンラク ナド						4

		先天異常症候群（染色体異常、欠乏奇形症候群、欠乏性代謝異常など） センテン イジョウ ショウコウグン センショクタイ イジョウ ケツボウ キケイ ショウコウグン ケツボウ セイ タイシャ イジョウ		1				19

		慢性肺疾患、気道病変 マンセイ ハイ シッカン キドウ ビョウヘン		1

		低出生体重児 テイ シュッセイ タイジュウ ジ						6

		社会的事情 シャカイテキ ジジョウ						2

		その他 タ						40

		長期入院理由 チョウキ ニュウイン リユウ

		病状が不安定 ビョウジョウ フアンテイ						23

		療育施設入所待ち リョウイク シセツ ニュウショ マ

		中間施設受入体制の不備 チュウカン シセツ ウケイレ タイセイ フビ

		地域サポートの不備 チイキ フビ

		病院の在宅医療フォロー体制不備 ビョウイン ザイタク イリョウ タイセイ フビ

		家族の受入困難 カゾク ウケイレ コンナン		4				126

		家庭環境、経済的理由 カテイ カンキョウ ケイザイテキ リユウ						4

		在宅準備中 ザイタク ジュンビチュウ		1

		その他 タ





管理

		1/15/16		09:30～11:30		120

		1/16/16		19:30～22:00		150

		1/19/16		16:20～17：30		70

		1/28/16		17：30～18:30		60

				22:30～23：30		60

				11：30～13:30		120

		1/30/16		12:00～14：30		150

		1/31/16		15：30～17：45		135

		2/1/16		16：00～18：00		120

		2/1/16		23：30～0：40		70
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						17.5833333333












































相談支援事業所一覧表

		市区郡 シク グン		事業所名 ジギョウショ メイ		電話番号 デンワ バンゴウ		FAX番号 バンゴウ		郵便番号 ユウビンバンゴウ		所在地 ショザイチ		訪問可能な主な市町村 ホウモン カノウ オモ シチョウソン

		足利市 アシカガシ		特定相談支援センターはじめ		0284-22-4561		0284-22-4562		326-0143		足利市葉鹿町735-1		足利市 アシカガシ

		足利市 アシカガシ		足利障害者相談支援センター		0284-44-0307		0284-44-0318		326-0064		足利市東砂原後町1072		足利市、佐野市 アシカガシ サノシ

		足利市 アシカガシ		足利ケアサービス		0284-21-7630		0284-21-3109		326-0843		足利市五十部町809-3		足利市、佐野市、太田市 アシカガシ サノシ オオタシ

		足利市 アシカガシ		障害者相談支援センターフォレスト		0284-91-1816		0284-91-2867		326-0011		足利市大沼田町615		足利市及び近隣市町村 アシカガシ オヨ キンリン シチョウソン

		足利市 アシカガシ		相談支援事業所こころみ		0284-41-5039		0284-43-2665		326-0061		足利市田島町611-2

		宇都宮市 ウツノミヤシ		相談支援事業所ポンテ		028-652-7288		028-652-6355		321-0341		宇都宮市古賀志町1964-12		宇都宮、鹿沼、日光、壬生 ウツノミヤ カヌマ ニッコウ ミブ

		宇都宮市 ウツノミヤシ		うつのみや		028-632-6074		028-632-6075		320-0861		宇都宮市西2-1-7		宇都宮市 ウツノミヤシ

		宇都宮市 ウツノミヤシ		サポートセンターきりん		028-612-3838		028-678-3257		321-0905		宇都宮市平出工業団地43-100 ウツノミヤシ ヒライデコウギョウダンチ		宇都宮市 ウツノミヤシ

		宇都宮市 ウツノミヤシ		サポートセンターとみや生活支援センター		028-665-8230		028-665-8230		321-2116		宇都宮市徳次郎町540		宇都宮市 ウツノミヤシ

		宇都宮市 ウツノミヤシ		サポートセンターひばり		028-670-0330		028-667-7315		321-3236		宇都宮市竹下町435-159		宇都宮市 ウツノミヤシ

		宇都宮市 ウツノミヤシ		相談支援センターネクスト		080-8854-9551		028-612-7174		320-0034		宇都宮市泉町6-25		宇都宮市 ウツノミヤシ

		宇都宮市 ウツノミヤシ		特定相談支援事業所やすらぎ		028-650-7727		028-650-7728		320-0011		宇都宮市富士見が丘3－19－20		宇都宮市 ウツノミヤシ

		宇都宮市 ウツノミヤシ		障がい者生活支援センターこぶし		028-680-5746		028-688-0214		321-0126		宇都宮市茂原町837-1		宇都宮市、上三川町 ウツノミヤシ カミノカワマチ

		大田原市 オオタワラシ		相談支援事業所つばさ		0287-53-7393		0287-53-7394		324-0044		大田原市親園824-1		大田原市、那須塩原市、那須烏山市、矢板市、さくら市、那須町、塩谷町、高根沢町 オオタワラシ ナスシオバラシ ナスカラスヤマシ ヤイタシ シ ナスマチ シオ タニ マチ タカネザワマチ

		大田原市 オオタワラシ		相談支援事業所とまり木		0287-54-2854		0287-54-2230		324-0231		大田原市北野上3952		大田原市、那須塩原市、那須町 オオタワラシ ナスシオバラシ ナスマチ

		小山市 オヤマシ		相談支援事業所わくわくおやま		0285-24-6575		0285-20-0255		323-0022		小山市駅東通り3-9-6		小山市 オヤマシ

		小山市 オヤマシ		友井タクシー介護ステーションふれあい		0285-30-0840		0285-30-0844		323-0025		小山市城山町2丁目12-25		小山市 オヤマシ

		小山市 オヤマシ		相談支援事業所おやま		0285-22-1833		0285-22-8946		323-0014		小山市喜沢660		小山市、下野市 オヤマシ シモノ シ

		小山市 オヤマシ		社会就労センターえいぶるの里 シャカイ シュウロウ サト		0285-22-4561		0285-22-4581		323-0003		小山市東島田2403-2		小山市、下野市、上三川町、野木町、結城市、古河市、筑西市 オヤマシ シモノ シ カミノカワマチ ノギマチ ユウキシ コガシ ツク ニシ シ

		小山市 オヤマシ		はつらつサロン南天相談支援事業所		0285-22-4659		0285-38-6529		323-0027		小山市花垣町2-3-19		小山市、栃木市 オヤマシ トチギシ

		小山市 オヤマシ		相談支援事業所みどり		0285-45-8362		0285-45-8397		329-0214		小山市乙女786-1		小山市、栃木市、古河市、結城市 オヤマシ トチギシ コガシ ユウキシ

		上三川町 カミノカワマチ		上三川障がい児・者生活相談支援センター		0285-38-6854		0285-38-6841		329-0611		上三川町上三川5082-15		上三川町 カミノカワマチ

		さくら市 シ		障がい者支援センターにんべん		028-686-2539		028-686-2584		329-1417		さくら市フィオーレ喜連川5-2-1　フィオーレガーデン1-102		さくら市 シ

		佐野市 サノシ		社会福祉法人とちのみ会　こなかの森 シャカイ フクシ ホウジン カイ モリ		0283-24-5757		0283-24-6294		327-0001		佐野市小中町1280		佐野市、足利市 サノシ アシカガシ

		佐野市 サノシ		さの社協相談支援センターほっぷ		0283-22-8152		0283-22-8199		327-0003		佐野市大橋町3212-27		佐野市全域 サノシ ゼンイキ

		下野市 シモノ シ		南栃木支援センター相談支援		0285-44-6118		0285-44-7215		329-0412		下野市柴1432-105		下野市、小山市、壬生町 シモノ シ オヤマシ ミブマチ

		下野市 シモノ シ		下野市相談支援事業所 こばと		0285-44-6783		0285-44-6783		329-0414		下野市小金井1146-6		下野市、上三川町 シモノ シ カミノカワマチ

		高根沢町 タカネザワマチ		高根沢町障害児者生活支援センターすまいる タカネザワマチ		028-612-2751		028-612-2752		329-1225		塩谷郡高根沢町石末1825　福祉センター内 シオヤグン タカネザワマチ イシヅエ フクシ ナイ		高根沢町 タカネザワマチ

		高根沢町 タカネザワマチ		障害者相談支援センターいぶき		028-678-3502		028-676-3501		329-1216		塩谷郡高根沢町桑窪2266-2		高根沢町 タカネザワマチ

		栃木市 トチギシ		相談支援事業所わらしべの家		0282-27-1627		0282-27-1675		328-0011		栃木市大宮町2708-3		栃木市 トチギシ

		栃木市 トチギシ		相談支援センターぴあん ソウダン シエン		0282-31-1755		0282-31-2919		328-0067		栃木市皆川城内町333-2		栃木市、小山市 トチギシ オヤマシ

		栃木市 トチギシ		相談支援事業所「ピュア」		0282-31-3911		0282-31-3912		328-0133		栃木市大森町465		栃木市、鹿沼市、佐野市、小山市、壬生町 トチギシ カヌマシ サノシ オヤマシ ミブマチ

		栃木市 トチギシ		相談支援ウエイブ		0282-23-4465		0282-23-4465		328-0012		栃木市平柳町1-2-7		栃木市、壬生町 トチギシ ミブマチ

		栃木市 トチギシ		もくせいの里		0282-43-0593		0282-43-1387		329-4405		栃木市大平町西山田1198		栃木市内 トチギシナイ

		那須町 ナスマチ		障がい者相談支援事業所ケアサプライ		0287-73-5312		0287-73-5311		329-3221		那須郡那須町漆塚762-102 ナスグン ナスマチ ウルシツカ		白河市、那須町、那須塩原市、大田原市 シラカワシ ナスマチ ナスシオバラシ オオタワラシ

		那須塩原市 ナスシオバラ シ		相談支援事業所テトテ		0287-36-7171		0287-36-7181		329-2732		那須塩原市一区町251-1		那須塩原市（大田原、矢板、那須町、那珂川町、烏山） ナスシオバラ シ オオタワラ ヤイタ ナスマチ ナカガワマチ カラスヤマ

		那須塩原市 ナスシオバラ シ		相談支援事業のぞみ		0287-65-2288		0287-65-2282		329-3152		那須塩原市上中野53		那須塩原市、大田原市、那須町 ナスシオバラ シ オオタワラシ ナスマチ

		那須塩原市 ナスシオバラ シ		相談支援事業所　空		0287-73-8165		0287-73-8165		329-3157		那須塩原市大原間西1-19-9		那須塩原市、大田原市、那須町 ナスシオバラ シ オオタワラシ ナスマチ

		那須塩原市 ナスシオバラ シ		指定特定相談支援事業所あじさい		0287-60-3361		0287-60-3362		325-0034		那須塩原市東原166		那須塩原市、那須町 ナスシオバラ シ ナスマチ

		野木町 ノギマチ		さわやか相談支援センター		0280-57-4884		0280-57-4994		329-0112		野木町南赤塚1145-1		小山市、野木町、古河市、栃木市 オヤマシ ノギマチ コガシ トチギシ

		芳賀郡 ハガ グン		相談支援センター光輝舎		0285-70-2020		0285-72-8222		321-4105		芳賀郡益子町北中1113-1		芳賀郡、真岡市等 ハガ グン モオカシ ナド

		芳賀郡 ハガ グン		相談支援センターみさと		0285-72-9767				321-4104		芳賀郡益子町大沢2800-5		芳賀郡内（真岡市、益子町、市貝町、芳賀町、茂木町） ハガ グンナイ モオカシ マシコ チョウ イチ ガイ マチ ハガマチ モギマチ

		真岡市 モオカシ		相談支援センターのどか　真岡センター		0285-81-5890		0285-85-8452		321-4305		真岡市荒町111-1		真岡市、芳賀町、市貝町、益子町、茂木町 モオカシ ハガマチ イチガイ マチ マシコ チョウ モギ マチ

		真岡市 モオカシ		真岡介護センター		0285-80-5200		0285-80-5211		321-4361		真岡市並木町1-8-1　シティ並木102 ナミキ		真岡市、芳賀町南部、市貝町南部、益子町西部、上三川東部 モオカシ ハガマチ ナンブ イチ ガイ チョウ ナンブ マシコ チョウ セイブ カミノカワ トウブ

		壬生町 ミブマチ		指定障害者相談支援事業所あるしぇん		0282-86-7665		0282-21-7109		321-0201		下都賀郡壬生町安塚2032 シモツガグン ミブマチ ヤスヅカ		壬生町 ミブマチ





訪問看護事業所一覧表

		市区郡 シク グン		事業所名 ジギョウショ メイ		電話番号 デンワ バンゴウ		FAX番号 バンゴウ		郵便番号 ユウビンバンゴウ		所在地 ショザイチ		訪問可能な主な市町村 ホウモン カノウ オモ シチョウソン

		足利市 アシカガシ		あおい訪問看護ステーション		0284-73-9456		0284-72-7600		326-0831		足利市堀込町2556 セレッソ・コート1階		足利市とその周辺（佐野市、館林市、巴楽町、太田市、桐生市） アシカガシ シュウヘン サノシ タテバヤシシ トモエ ラク マチ オオタシ キリュウシ				足利市 アシカガシ		2

		足利市 アシカガシ		ライフ訪問看護リハビリテーション		0284-64-8799		0284-64-8335		326-0831		足利市堀込町2656-7　ASKビル301号		足利市、佐野市、館林市、邑楽郡、太田市、桐生市 アシカガシ サノシ タテバヤシシ オウラ グン オオタシ キリュウシ				宇都宮市 ウツノミヤシ		7

		宇都宮市 ウツノミヤシ		ＷＡＤＥＷＡＤＥ訪問看護ステーション		028-666-5420		028-666-5460		321-0923		宇都宮市下栗町2913-1 ウツノミヤシ シモグリマチ		宇都宮市、上三川町、 ウツノミヤシ カミノカワマチ				大田原市 オオタワラシ		4

		宇都宮市 ウツノミヤシ		訪問看護ステーションここあ		028-600-3735		028-600-3736		321-2116		宇都宮市徳次郎町998-9 ウツノミヤシ トクジロウマチ		宇都宮市、日光市、 ウツノミヤシ ニッコウシ				小山市 オヤマシ		3

		宇都宮市 ウツノミヤシ		訪問看護ステーションうつのみや		028-612-6103		028-612-6104		320-0852		宇都宮市下砥上町字並塚643番地1		宇都宮市、壬生町 ウツノミヤシ ミブマチ				鹿沼市 カヌマシ		1

		宇都宮市 ウツノミヤシ		訪問看護ステーションあるく		028-643-5586		028-678-8796		320-0036		宇都宮市小幡2-6-14 		宇都宮市 ウツノミヤシ				さくら市 シ		1

		宇都宮市 ウツノミヤシ		訪問看護ステーション風		028-612-1333		028-612-1384		321-0117		宇都宮市城南3丁目5-6		宇都宮、鹿沼、下野、壬生 ウツノミヤ カヌマ シモノ ミブ				佐野市 サノシ		2

		宇都宮市 ウツノミヤシ		訪問看護ステーションほっと		028-626-5739		028-625-8201		321-0974		宇都宮市竹林町958		宇都宮市 ウツノミヤシ				下野市 シモツケシ		1

		宇都宮市 ウツノミヤシ		宮の橋訪問看護ステーション		028-635-9839		028-635-9839		321-0963		宇都宮市南大通り1-1-23		宇都宮市 ウツノミヤシ				高根沢町 タカネザワマチ		1

		大田原市 オオタワラシ		訪問看護ステーションゆりの木		0287-47-5123		0287-47-5124		324-0028		大田原市山の手1-1-7 ヤマ テ		大田原市、那須塩原市、那珂川町 オオタワラシ ナスシオバラ シ ナカガワマチ				栃木市 トチギシ		1

		大田原市 オオタワラシ		とちぎ訪問看護ステーションくろばね		0287-54-0507		0287-54-0580		324-0241		大田原市黒羽向町142番地		大田原市、那須塩原市、那須町、那珂川町 オオタワラシ ナスシオバラ シ ナスマチ ナカガワマチ				那須烏山市 ナスカラスヤマシ		1

		大田原市 オオタワラシ		さくら訪問看護ステーション		0287-29-3252		0287-29-3252		324-0058		大田原市紫塚3-2633-10		大田原市、那須塩原市、矢板市 オオタワラシ ナスシオバラ シ ヤイタ シ				那須塩原市 ナスシオバラ シ		1

		大田原市 オオタワラシ		那須赤十字訪問看護ステーション		0287-23-8866		0287-23-8903		324-8686		大田原市中田原1081-4		大田原市、那須塩原市（一部を除く） オオタワラシ ナスシオバラ シ イチブ ノゾ				野木町 ノギマチ		1

		小山市 オヤマシ		とちぎ訪問看護ステーションおやま		0285-39-8602		0285-39-8607		323-0827		小山市神鳥谷2251-7 オヤマシ ヒトトノヤ		小山市、下野市（南部）、野木町（北部） オヤマシ シモノ シ ナンブ ノギ マチ ホクブ				壬生町 ミブマチ		1

		小山市 オヤマシ		わくわく訪問看護ステーションおやま		0285-24-6575		0285-20-0255		323-0022		小山市駅東通り3-9-6		小山市、結城市（茨城県）、下野市の一部、栃木市（PTのみ） オヤマシ ユウキシ イバラキケン シモノ シ イチブ トチギシ				真岡市 モオカシ		1

		小山市 オヤマシ		訪問看護ステーションみどり		0285-45-8362		0285-45-8397		329-0214		小山市乙女786-1		小山市、栃木市、古河市、結城市 オヤマシ トチギシ コガシ ユウキシ						28

		鹿沼市 カヌマシ		鹿沼訪問看護ステーション		0289-60-5650		0289-60-1687		322-0021		鹿沼市上野町320-3高橋ビル1階103号室		鹿沼市、旧宇都宮市、旧今市市、壬生町、西片町 カヌマシ キュウ ウツノミヤシ キュウ イマイチシ ミブマチ ニシカタマチ

		さくら市 シ		訪問看護ステーション卯の郷		028-682-7770		028-682-7766		329-1311		さくら市氏家2650番地		さくら市（周辺15ｋｍ以内）、塩谷町、那須烏山市、宇都宮市、高根沢町 シ シュウヘン イナイ シオヤ マチ ナスカラスヤマシ ウツノミヤシ タカネザワ マチ

		佐野市 サノシ		訪問看護ステーションマザーの家		0283-85-7771		0283-85-7772		327-0504		佐野市中町942-1		佐野市 サノシ

		佐野市 サノシ		訪問看護ステーション佐野		0283-86-7013		0283-86-7031		327-0847		佐野市天神町774-22 メープルハイツ101号室		足利市、佐野市、栃木市（旧岩船市） アシカガシ サノシ トチギシ キュウ イワフネ シ

		下野市 シモツケシ		訪問看護ステーション石橋		0285-52-2293		0285-52-2268		329-0511		下野市石橋628番地		下野市、上三川町、壬生町、宇都宮市（部） シモノ シ カミノカワマチ ミブマチ ウツノミヤシ ブ

		高根沢町 タカネザワ マチ		訪問看護ステーションたかねざわ		028-680-1701		028-680-1702		329-1233		塩谷郡高根沢町宝積寺2426-8 		高根沢町、さくら市、那須烏山市、芳賀町、市貝町、茂木町、益子町、宇都宮市 タカネザワマチ シ ナスカラスヤマシ ハガ マチ イチ カイ チョウ モギマチ マシコ チョウ ウツノミヤシ

		栃木市 トチギシ		訪問看護ステーションオリーブ		0282-27-8414		0282-27-8415		328-0027		栃木市今泉町1丁目17番29号		栃木市、小山市、下野市、壬生町 トチギシ オヤマシ シモノ シ ミブ マチ

		那須烏山市 ナスカラスヤマシ		訪問看護ステーションあい		0287-83-8035		0287-83-8222		321-0628		那須烏山市金井2-5-9 ベンチャープラザ7号室 ゴウシツ		那須烏山市、那珂川町、茂木町、一貝町 ナスカラスヤマシ ナカガワマチ モギマチ イチ ガイ マチ

		那須塩原市 ナスシオバラ シ		マロニエ訪問看護ステーション		0287-37-6322		0287-39-3305		329-2763		那須塩原市井口537-3 にしなすの総合在宅ケアセンター内		那須塩原市、那須町、大田原市　リハビリのみ→那珂川町訪問可能 ナスシオバラ シ ナスマチ オオタワラシ ナカガワ マチ ホウモン カノウ

		野木町 ノギマチ		訪問看護ステーションたんぽぽ		0280-57-1888		0280-57-3819		329-0101		下都賀郡野木町友沼5119-12		野木町、小山市、旧藤岡町 ノギマチ オヤマシ キュウ フジオカマチ

		壬生町 ミブマチ		とちぎ訪問看護ステーションみぶ		0282-82-7262		0282-82-7260		321-0218		下都賀郡壬生町落合1-18-12		上三川町、下野市、壬生町、宇都宮 カミノカワマチ シモノ シ ミブ チョウ ウツノミヤ

		真岡市 モオカシ		芳賀赤十字訪問看護ステーション		0285-84-8266		0285-84-8266		321-4306		真岡市台町2461		芳賀郡全域（真岡市、益子町、芳賀町、茂木町） ハガ グン ゼンイキ モオカシ マシコマチ ハガマチ モギ マチ





診療所一覧表

		市区郡 シク グン		診療所名 シンリョウジョ メイ		電話番号 デンワ バンゴウ		郵便番号 ユウビンバンゴウ		所在地 ショザイチ

		足利市 アシカガシ		山浦内科医院		0284-21-6653 		326-0843		足利市五十部町1256-5

		足利市 アシカガシ		あいファミリィクリニック足利 アシカガ		0284-22-3788		329-4213		足利市寺岡町505-1

		足利市 アシカガシ		かしま産婦人科 サンフジンカ		0284-65-0341		326-0844		足利市鹿島町501-1

		足利市 アシカガシ		くさの小児科		0284-73-7000		326-0335		足利市上渋垂町338-3

		足利市 アシカガシ		すながクリニック		0284-44-7211		326-0015		足利市八椚町494-1　

		宇都宮市 ウツノミヤシ		医療法人　亀田内科		028-633-2884		320-0812		宇都宮市一番町1-28

		宇都宮市 ウツノミヤシ		越戸クリニック		028-660-6190		321-0951		宇都宮市越戸町139-6

		宇都宮市 ウツノミヤシ		福田こどもクリニック		028-659-8850		320-0852		宇都宮市下砥上町1545-20

		宇都宮市 ウツノミヤシ		きくちクリニック		028-683-3387		321-0903		宇都宮市下平出町614-2

		宇都宮市 ウツノミヤシ		てらもと小児科		028-650-6636		321-0975		宇都宮市関堀町971-6

		宇都宮市 ウツノミヤシ		あおい内科小児科ｸﾘﾆｯｸ		028-663-6000		321-0973		宇都宮市岩曽町1086-1

		宇都宮市 ウツノミヤシ		桜井消化器科・内科		028-643-0870		320-0073		宇都宮市細谷1-7-38

		宇都宮市 ウツノミヤシ		鈴木内科クリニック		028-655-1229		321-0139		宇都宮市若松原2-4-19

		宇都宮市 ウツノミヤシ		大根田内科医院		028-624-6322		320-0072		宇都宮市若草3-4-22

		宇都宮市 ウツノミヤシ		てらだファミリークリニック		028-654-2188		321-0132		宇都宮市雀の宮5-5-1

		宇都宮市 ウツノミヤシ		清原台こどもクリニック キヨハラ ダイ		028-305-6017		321-3223		宇都宮市清原台2-4-14

		宇都宮市 ウツノミヤシ		森田医院		028-633-1573		320-0861		宇都宮市西3-5-8

		宇都宮市 ウツノミヤシ		こどもヶ丘診療所		028-615-1077		321-0151		宇都宮市西川田町183-21

		宇都宮市 ウツノミヤシ		有村小児科医院		028-656-7207		321-0912		宇都宮市石井町3128-11

		宇都宮市 ウツノミヤシ		いちはらファミリークリニック		028-612-8350		321-0414		宇都宮市中里町322

		宇都宮市 ウツノミヤシ		豊郷中央渡辺内科　		028-622-8900		320-0004		宇都宮市長岡町1217-5

		宇都宮市 ウツノミヤシ		宇都宮市子ども発達センター診療所 ウツノミヤシ コ ハッタツ シンリョウジョ		028-647-4720		320-0851		宇都宮市鶴田町970-1

		宇都宮市 ウツノミヤシ		梅園医院		028-633-2869		320-0035		宇都宮市伝馬町3-28

		宇都宮市 ウツノミヤシ		片山医院		028-661-9764		321-0944		宇都宮市東峰町3008-21

		宇都宮市 ウツノミヤシ		冨塚メデｲカルクリニック		028-666-2555		321-2116		宇都宮市徳次郎町888

		宇都宮市 ウツノミヤシ		豊郷台クリニック ユタカ ゴウ ダイ		028-643-8998		320-0003		宇都宮市豊郷台2-21-3

		宇都宮市 ウツノミヤシ		みやの杜クリニック　		028-683-7811		321-0904		宇都宮市陽東2-4-5

		宇都宮市 ウツノミヤシ		医療法人　赤羽病院		028-661-5446		321-0904		宇都宮市陽東7-2-2

		大田原市 オオタワラシ		くろばね齋藤醫院		0287-54-0031		324-0233		大田原市黒羽田町612

		大田原市 オオタワラシ		さいとうハート＆キッズクリニック		0287-53-7979		324-0043		大田原市浅香1-4-3

		大田原市 オオタワラシ		あさかクリニック		0287-22-2601		324-0043		大田原市浅香3-3711

		小山市 オヤマシ		神鳥谷クリニック		0285-22-7700		323-0827		小山市神鳥谷1-19-1

		小山市 オヤマシ		小山すぎの木クリニック		0285-30-3456		323-0806		小山市中久喜1131-1

		小山市 オヤマシ		おおきこどもクリニック		0285-41-0025 		329-0207		小山市美しが丘3-35-3

		鹿沼市 カヌマシ		小川こどもクリニック		0289-74-5421		322-0027		鹿沼市貝島町5006-2

		鹿沼市 カヌマシ		飯岡小児科		0289-65-3257		322-0074		鹿沼市日吉町569-2

		鹿沼市 カヌマシ		小松医院		0289-60-5515		322-0064		鹿沼市文化橋町2300-1

		鹿沼市 カヌマシ		いとうこどもクリニック		0289-63-5566		322-0025		鹿沼市緑町2-2-29

		上三川 カミノカワ		やの小児科医院		0285-56-0280		329-0611		河内郡上三川町上三川3446-3

		さくら市 シ		仲嶋医院		028-681-7755		329-1311		さくら市氏家3245-17

		佐野市 サノシ		稲毛クリニック		0283-25-2566		327-0103		佐野市石塚町893-1

		佐野市 サノシ		こばやしファミリークリニック		0283-85-9900		327-0311		佐野市多田町566

		佐野市 サノシ		坪水医院		0283-62-0265		327-0312		佐野市栃本町2241

		佐野市 サノシ		緑の屋根診療所		0283-20-2577		327-0843		佐野市堀米町1348-5

		佐野市 サノシ		キッズクリニックはせがわ		0283-27-0200		327-0843		佐野市堀米町3946-6

		下野市 シモノ シ		グリムこどもクリニック		0285-51-1515		329-0502		下野市下古山2-6-17

		下野市 シモノ シ		にじいろこども診療所 シンリョウジョ		0285-44-7716		329-0414		下野市小金井4-1-1

		下野市 シモノ シ		角田内科医院		0285-53-5665 		329-0511		下野市石橋549

		下野市 シモノ シ		佐藤内科		0285-53-1305		329-0511		下野市石橋839-14

		下野市 シモノ シ		おかべこどもクリニック		0285-40-7300 		329-0433		下野市緑5-17-12

		高根沢町 タカネザワマチ		にいたに内科　		028-675-6515		329-1231		塩谷郡高根沢町宝石台 3-3-19

		栃木市 トチギシ		熊倉医院		0282-55-8425		329-4316		栃木市岩舟町新里180-1 トチギシ

		栃木市 トチギシ		竹田内科小児科クリニック		0282-29-1233		328-0011		栃木市大宮町52番地

		栃木市 トチギシ		田村医院		0282-43-3368		329-4423		栃木市大平町西水代1835-1

		栃木市 トチギシ		小森谷内科医院		0282-43-7327		329-4404		栃木市大平町富田4003-8

		栃木市 トチギシ		持田医院		0282-67-3661		329-0319		栃木市藤岡町中根115-5

		栃木市 トチギシ		腰塚医院		0282-62-2072		323-1104		栃木市藤岡町藤岡1845-10

		栃木市 トチギシ		よこやま内科小児科クリニック		0282-24-8102		328-0075		栃木市箱森町38-70

		栃木市 トチギシ		サンレディースクリニック		0282-24-3541		328-0024		栃木市樋ノ口町504-1

		栃木市 トチギシ		桜井こどもクリニック		0282-24-5987		328-0034		栃木市本町16-9

		栃木市 トチギシ		さいとう小児科 ショウニカ		0282-22-0757 		328-0015		栃木市万町30番16号

		那珂川町 ナカガワマチ		佐藤医院		0287-96-2841		324-0501		那須郡那珂川町小川2960-1

		那珂川町 ナカガワマチ		飯塚医院		0287-92-2034		324-0613		那須郡那珂川町馬頭484-3

		那珂川町 ナカガワマチ		立花医院		0287-72-0311		325-0003		那須郡那須町寺子乙3967-190

		那須塩原市 ナスシオバラ シ		中川医院 ナカガワ イイン		0287-62-0040		325-0057		那須塩原市黒磯幸町6-27

		那須塩原市 ナスシオバラ シ		さいとうクリニック		0287-39-1805		329-2724		那須塩原市西幸町7-13

		那須塩原市 ナスシオバラ シ		みずぬまクリニック		0287-39-1581		329-2751		那須塩原市東三島2-80-6

		日光市 ニッコウシ		吉原医院		0288-21-0161		321-1261		日光市今市826-4

		日光市 ニッコウシ		木村内科医院		0288-22-7880		321-1264		日光市瀬尾497-1

		益子町 マシコマチ		鈴木医院		0285-72-2032		321-4217		益子町益子1747-2

		壬生町 ミブマチ		小倉医院		0282-82-0057		321-0227		壬生町通町10-5

		壬生町 ミブマチ		大橋内科クリニック		0282-82-8522		321-0219		壬生町福和田1003-1

		壬生町 ミブマチ		かとう小児科 ショウニカ		0282-82-7576		321-0218		壬生町落合3-7-30

		真岡市 モオカシ		ひがのクリニック		0285-74-0051 		321-4521		真岡市久下田941-1

		真岡市 モオカシ		小林診療所		0285-82-3873		321-4369		真岡市熊倉3-10-7

		真岡市 モオカシ		西真岡こどもクリニック		0285-81-7900		321-4341		真岡市高勢町3-205-1

		真岡市 モオカシ		田井の里クリニック		0285-81-6502		321-4301		真岡市西田井内外748-2

		真岡市 モオカシ		深谷医院 フカヤ イイン		0285-75-0007 		321-4502		真岡市物井1268-7

		茂木町 モギマチ		吉永医院		0285-63-2303		321-3564		茂木町増井190-1





病院一覧表

		市区郡 シク グン		診療所名 シンリョウジョ メイ		電話番号 デンワ バンゴウ		郵便番号 ユウビンバンゴウ		所在地 ショザイチ																																																						相談窓口 ソウダン マドグチ		部署名・職名 ブショ メイ ショクメイ		ご担当者氏名 タントウシャ シメイ		連絡先TEL レンラクサキ		連絡先MAIL レンラクサキ

		足利市 アシカガシ		あしかがの森足利病院		0284-91-0611		326-0011		足利市大沼田町615		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		1		2		別紙参照 ベッシ サンショウ		有		メディカルソーシャルワーカー		福地　哲郎 フクチ テツロウ		0284-91-0611		soudan@hshikagu-hospital.or.jp

		足利市 アシカガシ		足利赤十字病院		0284-21-0121		326-0843		足利市五十部町284-1		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		3		1		2		別紙参照 ベッシ サンショウ		有		事務部医事課社会福祉士 ジム ブ イジ カ シャカイ フクシ シ		布施　麻由実 フセ マユミ		0284-20-1307

		宇都宮市 ウツノミヤシ		済生会宇都宮病院		028-626-5500		321-0974		宇都宮市竹林町911-1		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		2		別紙参照 ベッシ サンショウ		有		地域連携課 チイキ レンケイ カ		荻津　守 オギツ カミ		028-626-5500

		宇都宮市 ウツノミヤシ		JCHO　うつのみや病院		028-653-1001		321-0143		宇都宮市南高砂町11-17		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		無

		大田原市 オオタワラシ		那須赤十字病院		0287-23-1122		324-8686		大田原市中田原1081-4		1		1		3		3		3		1		3		1		3		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		1		4		なし		有		地域医療福祉連携課福祉係長 チイキ イリョウ フクシ レンケイ カ フクシ カカリチョウ		野中 美希 ノナカ ミキ		0287-23-1122		renkeika@nasu.jrc.or.jp

		小山市 オヤマシ		新小山市民病院		0285-36-0200		323-0827		小山市神鳥谷2251-1 オヤマシ ヒトトノヤ		1		1		3		2		2		2		2		2		2		2		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		2		なし		有		医療相談室保健師 イリョウ ソウダンシツ ホケンシ		多賀谷 邦子 タガヤ クニコ		0285-36-0256		soudan@hospital.oyama.tochigi.jp

		小山市 オヤマシ		小山厚生病院		0285-22-1105		323-0031		小山市八幡町2-10-6		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		2		なし		有		看護師長 カンゴシ チョウ		横家 よね子 ヨコ イエ コ		0285-22-1105
0285-24-9890

		下野市 シモツケシ		自治医科大学附属病院　		0285-44-2111		329-0498		下野市薬師寺3311-1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		2		3		2		別紙参照 ベッシ サンショウ		有		地域医療連携部（看護師） チイキ イリョウ レンケイ ブ カンゴシ		黒田　光恵 クロダ ミツエ		0285-44-2111		mazuek@jichi.ac.jp

		下野市 シモツケシ		石橋総合病院		0285-53-1134		329-0511		下野市石橋628		1		1		1		1		1		1		1		2		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		1		なし		有		地域医療連携部 チイキ イリョウ レンケイ ブ		(部長)岩崎 さゆり ブチョウ イワサキ		0285-53-1134		ishibashi-renkei@yushikai.jp

		高根沢町 タカネザワマチ		菅又病院　		028-676-0311		329-1207		塩谷郡高根沢町花岡2351		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		無

		栃木市 トチギシ		とちの木病院		0282-22-7722		328-0071		栃木市大町39-5		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		無

		栃木市 トチギシ		下都賀総合病院		0282-22-2551		328-0044		栃木市富士見町5-32		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		3		なし		有		医療福祉相談室 イリョウ フクシ ソウダンシツ		MSWが3人おります ニン		0282-22-2551

		栃木市 トチギシ		西方病院		0282-92-2323		322-0601		栃木市西方町金崎273-3 トチギシ		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		有		西方病院地域連携室 ニシカタ ビョウイン チイキ レンケイ シツ				0282-25-7310		nishikata-renkei@cc9.ne.jp

		壬生町 ミブマチ		獨協医科大学病院		0282-86-1111		321-0293		下都賀郡壬生町大字北小林880		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		3		2		別紙参照 ベッシ サンショウ		有		地域医療連携センター医療福祉相談室 チイキ イリョウ レンケイ イリョウ フクシ ソウダンシツ				0282-87-2185
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相談支援事業所

		Ｑ1.貴施設について、お伺いいたします キ シセツ ウカガ										事業所名とコメントをくっつけるで一表を作る ジギョウショ メイ イッピョウ ツク

		1		事業所名 ジギョウショ メイ								今月中 コンゲツ チュウ

		2		電話番号 デンワ バンゴウ								地図と一覧表をパワーポイント チズ イチラン ヒョウ

		3		FAX番号 バンゴウ								各項目ごとにページを作る カクコウモク ツク

		4		所在地 ショザイチ

		5		訪問可能な主な市町村 ホウモン カノウ オモ シチョウソン

		Ｑ2.重症心身障害児（者）の定義をご存知ですか ジュウショウシンシンショウガイジ シャ テイギ ゾンジ

		Ｑ2-1		知っている シ

		Ｑ2-2		知らない シ

		Ｑ3.重症心身障害児（者）の方（家族・関係機関等）からの相談を受けたことがありますか ジュウショウシンシンショウガイジ シャ カタ カゾク カンケイ キカン ナド ソウダン ウ

		Ｑ3-1		1		ある

		Ｑ3-2		2		ない

		Ｑ3-1-Ａ

				Ａ-1それは誰からの相談でしたか ダレ ソウダン

				1		ａ.家族 カゾク

				2		ｂ.支援者 シエンシャ

				3		ｃ.関係機関 カンケイ キカン

				Ａ-2それはどんな相談でしたか（複数回答可） ソウダン フクスウ カイトウ カ

				1		ａ.生活上の相談 セイカツ ジョウ ソウダン

				2		ｂ.医療的な相談 イリョウテキ ソウダン

				3		ｃ.制度に関する相談 セイド カン ソウダン

				4		ｄ.教育に関する相談 キョウイク カン ソウダン

				5		ｅ.サービス等利用計画書作成に関する相談 ナド リヨウ ケイカクショ サクセイ カン ソウダン

				6		ｆ.その他 タ

				Ａ-3それらの相談事業所として対応（解決）はできましたか ソウダン ジギョウショ タイオウ カイケツ

				1		ａ.できた

				2		ｂ.できなかった

				Ａ-3-1それはどうしてですか

				1		ａ解決手段・方法がなかった カイケツ シュダン ホウホウ

				2		ｂ.ほかの相談支援事業所に依頼した ソウダン シエン ジギョウショ イライ

				3		ｃ.行政に依頼した ギョウセイ イライ

				4		ｄ.その他 タ

		Ｑ4.Ｑ3-2「ない」→これから重症心身障害児（者）の方（本人・家族等）からの相談があればどのように対応されますか ジュウショウシンシンショウガイジ シャ カタ ホンニン カゾク ナド ソウダン タイオウ

				Ｑ4-1		自分の事業所で対応する ジブン ジギョウショ タイオウ

				Ｑ4-2		ほかの相談支援事業所へ依頼する ソウダン シエン ジギョウショ イライ

				Ｑ4-3		行政に依頼する ギョウセイ イライ

				Ｑ4-4		その他 タ

		Ｑ5.重症心身障害児（者）の方のサービス等利用計画書を作成したことがありますか ジュウショウシンシンショウガイジ シャ カタ ナド リヨウ ケイカクショ サクセイ

				Ｑ5-1		ある

				Ｑ5-2		ない

						Ｑ5-1-Ａ		「ある」と回答→作成にあたり、苦労したこと困ったことがありましたか カイトウ サクセイ クロウ コマ

						Ｑ5-2-Ａ		「ない」と回答 カイトウ

						1		ａ.今後依頼があれば作成する コンゴ イライ サクセイ

						2		ｂ.他の相談支援事業所に依頼する ホカ ソウダン シエン ジギョウショ イライ

						3		ｃ.作成するかどうかわからない サクセイ

						Ｑ5-2-Ａ-1		b.cを回答→それはどうしてですか カイトウ

		Q6.重症心身障害児（者）の方がより良い在宅生活をしていく上で何か必要だと思うことがあればご自由にお書きください ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ カタ ヨ ザイタク セイカツ ウエ ナニ ヒツヨウ オモ ジユウ カ



		承諾可否 ショウダク カヒ		Q1												Ｑ2.重症心身障害児（者）の定義をご存知ですか ジュウショウシンシンショウガイジ シャ テイギ ゾンジ				Ｑ3.重症心身障害児（者）の方（家族・関係機関等）からの相談を受けたことがありますか ジュウショウシンシンショウガイジ シャ カタ カゾク カンケイ キカン ナド ソウダン ウ																														Ｑ4.Ｑ3-2「ない」→これから重症心身障害児（者）の方（本人・家族等）からの相談があればどのように対応されますか ジュウショウシンシンショウガイジ シャ カタ ホンニン カゾク ナド ソウダン タイオウ										Ｑ5.重症心身障害児（者）の方のサービス等利用計画書を作成したことがありますか ジュウショウシンシンショウガイジ シャ カタ ナド リヨウ ケイカクショ サクセイ										Q6.重症心身障害児（者）の方がより良い在宅生活をしていく上で何か必要だと思うことがあればご自由にお書きください ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ カタ ヨ ザイタク セイカツ ウエ ナニ ヒツヨウ オモ ジユウ カ

				事業所名 ジギョウショ メイ		電話番号 デンワ バンゴウ		FAX番号 バンゴウ		郵便番号 ユウビンバンゴウ		所在地 ショザイチ		訪問可能な主な市町村 ホウモン カノウ オモ シチョウソン		知っている		知らない シ		ある		ない		それは誰からの相談でしたか						それはどんな相談でしたか														それらの相談事業所として対応（解決）はできましたか						自分の事業所で対応する ジブン ジギョウショ タイオウ		他の相談支援事業所へ依頼する ホカ ソウダン シエン ジギョウショ イライ		行政に依頼する ギョウセイ イライ		その他 タ				ある		ない		「ある」と回答		「ない」
と回答		b.c（23）を回答

																								家族 カゾク		支援者 シエンシャ		関係機関 カンケイ キカン		生活上の相談 セイカツ ジョウ ソウダン		医療的な相談 イリョウテキ ソウダン		制度に関する相談 セイド カン ソウダン		教育に関する相談 キョウイク カン ソウダン		サービス等利用計画書作成に関する相談 ナド リヨウ ケイカクショ サクセイ カン ソウダン		その他 タ		その他回答 タ カイトウ		それらの相談事業所として対応（解決）はできましたか		それはどうしてですか		それはどうしてですか

		否 イナ		手話通訳派遣協会相談支援事業所		0287-73-4422		0287-62-7776		325-0026		栃木県那須塩原市上厚崎431-17 ３２５－００２６				0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		0		1		本事業所と同様の地域で一般相談支援事業所と連携を図り対応する ホン ジギョウショ ドウヨウ チイキ イッパン ソウダン シエン ジギョウショ レンケイ ハカ タイオウ		0		1		0		2		当事業所は手話通訳派遣を主目的とする事業所であるため、聴覚障害に対するノウハウはあるがそれ以外の障害者に対応する専門性を有していない為 トウ ジギョウショ シュワ ツウヤク ハケン シュモクテキ ジギョウショ チョウカク ショウガイ タイ イガイ ショウガイシャ タイオウ センモンセイ ユウ タメ

		否 イナ		相談支援事業所すまいる		0285-45-7199		0285-45-8437		329-0205		小山市間々田750-1		小山市 オヤマシ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		1		0				0		1		0		3		現在担当させていただいているケースの他に受け入れる時間的余裕がないため。また専門的な知識や経験がなく自信がないため。 ゲンザイ タントウ ホカ ウ イ ジカンテキ ヨユウ センモンテキ チシキ ケイケン ジシン

		否 イナ		やまゆりの里		0284-90-2030		0284-90-2031		326-0011		足利市大沼田町525-1		足利市 アシカガシ		0		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		ショートステイの利用が可能かどうか リヨウ カノウ		2		1		ショートの利用を希望していたが、幼児で夜間に吸引が必要とのことだったので職員配置上困難と判断 リヨウ キボウ ヨウジ ヤカン キュウイン ヒツヨウ ショクイン ハイチ ジョウ コンナン ハンダン		0		0		0		0				0		1		0		2		あしかがの森さんが近くにあり専門性もあるため モリ チカ センモンセイ

		否 イナ		相談支援センターひかり		028-612-7717		028-612-7718		320-0072		宇都宮市若草4-20-7		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		0		1		0		1		0		0		1		0		1		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		居宅介護事業所とニーズのマッチング キョタク カイゴ ジギョウショ		0				短期入所事業所（医療的ケア対応型）の整備 タンキ ニュウショ ジギョウショ イリョウテキ タイオウガタ セイビ

		否 イナ		相談支援センター歩み		028-667-5151		028-667-5150		321-3233		宇都宮市上籠谷町3792		真岡市、芳賀町、宇都宮市 モオカシ ハガマチ ウツノミヤシ		0		1		1		0		0		1		0		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		毎日お会いしている方ではないしお話ができる方ではないので、計画書を作ることは少々戸惑いはありましたが、すべて療育指導室の先生にご指導いただき作成することができました。お幸せな時を過ごしてほしいという思いはいっぱいありますが、なにも出来ていない自分が申し訳ないような気持ちです。 マイニチ ア カタ ハナシ カタ ケイカクショ ツク ショウショウ トマド リョウイク シドウシツ センセイ シドウ サクセイ シアワ トキ ス オモ デキ ジブン モウ ワケ キモ		0				すみません。経験不足で在宅の方はよくわかりませんが、独立行政法人国立病院機構宇都宮病院にお伺いし行き届いた介護、職員の先生方の情熱にこういうところで重症心身障害者の方が過ごせることは幸せなのでは…としみじみ思いました。 ケイケン ブソク ザイタク カタ ドクリツ ギョウセイ ホウジン コクリツ ビョウイン キコウ ウツノミヤ ビョウイン ウカガ イ トド カイゴ ショクイン センセイガタ ジョウネツ ジュウショウ シンシン ショウガイシャ カタ ス シアワ オモ

		否 イナ		ワークス共育		0287-39-5593		0287-39-5630		329-2213		那須塩原市上大貫2028-2				1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		0		1		状況に応じて対応する ジョウキョウ オウ タイオウ		0		1				1				相談支援専門員のレベルアップが必要ではないかと思います ソウダン シエン センモンイン ヒツヨウ オモ

		否 イナ		指定特定相談支援センタードリーム		0288-32-2280		0288-32-2281		321-2341		日光市大沢町274		日光市、塩谷町、鹿沼市、宇都宮市 ニッコウシ シオヤ チョウ カヌマシ ウツノミヤ シ		0		1		1		0		1		0		0		1		1		1		0		0		0				1		0				0		0		0		0				1		0		計画を作成するにあたり医療機関との連携方法を具体化していくことに連絡調整に時間を要しました。また医師同士でのやりとりの方が早いように感じました。※解決できたと言っても施設の空き待ちで関係する病院で入院しております。 ケイカク サクセイ イリョウ キカン レンケイ ホウホウ グタイカ レンラク チョウセイ ジカン ヨウ イシ ドウシ ホウ ハヤ カン カイケツ イ シセツ ア マ カンケイ ビョウイン ニュウイン		0				入所ではなく、医療ケアのできる短期入所やグループホーム、日中一時、生活介護の拡充が必要であること。また重症心身障害児（者）への理解を広めていき、理解者を増やすこと、訪問看護、訪問医療、居宅介護も活用しやすい環境づくりを相談支援専門員はネットワークづくりに努めなければんらないと思います。 ニュウショ イリョウ タンキ ニュウショ ニッチュウ イチジ セイカツ カイゴ カクジュウ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ リカイ ヒロ リカイシャ フ ホウモン カンゴ ホウモン イリョウ キョタク カイゴ カツヨウ カンキョウ ソウダン シエン センモンイン ツト オモ

		否 イナ		ユーファーム支援センター		028-689-0070		028-680-0750		321-0972		宇都宮市下川俣町206-127		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2		これまでの実績として主に就労系の利用計画の作成を行っており重症心身障害児の方への支援については経験や人員の不足から対応が困難であると思われるため ジッセキ オモ シュウロウ ケイ リヨウ ケイカク サクセイ オコナ ジュウショウ シンシン ショウガイジ カタ シエン ケイケン ジンイン フソク タイオウ コンナン オモ

		否 イナ		障害者相談支援センターひびき		028-666-7601		028-666-7602		321-0403		宇都宮市下小倉町1536		宇都宮市、さくら市 ウツノミヤシ シ		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2		かつて受け入れたことがなく、またスタッフにも医療的ケアの知識や経験が乏しく、自信をもって迎え入れることができない ウ イ イリョウテキ チシキ ケイケン トボ ジシン ムカ イ		受け入れる施設が近辺にあること ウ イ シセツ キンペン

		否 イナ		相談支援事業ぴゅあ		028-611-1771		028-611-1772		321-0911		宇都宮市問屋町3426-46		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2

		否 イナ		指定特定相談支援事業所すえひろ		0287-23-3962		0287-24-1670		324-0042		大田原市末広1-2-5		大田原市、大田原市以外は交通費を受領 オオタワラシ オオタワラシ イガイ コウツウヒ ジュリョウ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2		事業所の対象を精神障害に限定し、市に申請しているため ジギョウショ タイショウ セイシン ショウガイ ゲンテイ シ シンセイ

		否 イナ		相談支援センターふじみだい		0285-44-0200		0285-44-4255		329-0412		下野市芝1123		下野市 シモノ シ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		0		1		ケースによって検討 ケントウ		0		1				2

		否 イナ		相談支援センターひゅーまにあ宇都宮		028-678-5385		028-678-5395		320-0802		宇都宮市江野町6-15大立ビル4階		宇都宮市（鹿沼市等近隣市町村） ウツノミヤシ カヌマシ ナド キンリン シチョウソン		0		1		1		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		あるではありますが、初めての作成でまた完成はしていない段階です。病院で実施されている活動医療等で自分自身が未熟で理解が足りていない為に苦労しています。 ハジ サクセイ カンセイ ダンカイ ビョウイン ジッシ カツドウ イリョウ ナド ジブン ジシン ミジュク リカイ タ タメ クロウ		0				①医療面での安心②外部と交流する機会③家族の方への支援 イリョウ メン アンシン ガイブ コウリュウ キカイ カゾク カタ シエン

		否 イナ		地域活動支援センターあしかが		0284-41-2643		0284-43-0463		326-0808		足利市本城1-1547		足利市 アシカガシ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0						0		1		0		0				0		1				2		専門外で知識等はなく、計画書の作成は難しいため センモンガイ チシキ トウ ケイカクショ サクセイ ムズカ

		否 イナ		南那須地区障害者相談支援センター		0287-80-1020		0287-80-1027		321-0624		那須烏山市旭1-18-8		那須烏山市、那珂川町 ナスカラスヤマシ ナカガワマチ		1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		アセスメント、院内での面会予定の調整、家族への説明など インナイ メンカイ ヨテイ チョウセイ カゾク セツメイ		0				在宅医療、訪問リハビリなど24時間対応出来る専門家チーム ザイタク イリョウ ホウモン ジカン タイオウ デキ センモンカ

		否 イナ		ワン・ハーモニー		0287-22-8255		0287-48-7225		324-0042		大田原市末広1-3618-13				0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				0

		否 イナ		ひまわり相談支援事業所		0282-20-5006		0282-23-4878		328-0052		栃木市祝町12－9				0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		1		0				0		1				3		意思伝達が自分にとって受け止められるかに不安があるため イシ デンタツ ジブン ウ ト フアン

		否 イナ		サンフラワーライフ		0285-22-1109		0285-22-1345		323-0808		小山市出井1936		小山市内 オヤマシナイ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				3		近隣に受け入れ施設が少なく在宅福祉サービスに向けるのが難しい キンリン ウ イ シセツ スク ザイタク フクシ ム ムズカ

		否 イナ		natu- la(ナチュラ)		0287-67-3115		0287-67-3115		329-3153		那須塩原市大原間239-1		那須塩原市、大田原市、那須町 ナスシオバラ シ オオタワラシ ナスマチ		0		1		1		0		1		0		0		1		1		1		0		0		0				1		0				0		0		0		0				1		0		サービス自体の幅がせまいため、本人が安全に安心した生活をうけられるためにどう組み合わせたら良いか。又、家族によっては苦手な事業所もあり限られた事業所を探すのが難しかった。 ジタイ ハバ ホンニン アンゼン アンシン セイカツ ク ア ヨ マタ カゾク ニガテ ジギョウショ カギ ジギョウショ サガ ムズカ		0				訪問系のサービスがもっと充実して欲しい ホウモン ケイ ジュウジツ ホ

		否 イナ		相談支援事業所ふるさとホーム那須		0287-98-3001		0287-98-8080		324-0414		大田原市片府田1301-59		大田原市、那須町、那須塩原市、周辺 オオタワラシ ナスマチ ナスシオバラ シ シュウヘン		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2		主な精神知的関係なので、今後はできるよう専門的な部分の勉強が必要です。 オモ セイシン チテキ カンケイ コンゴ センモンテキ ブブン ベンキョウ ヒツヨウ		①専門相談②居場所③地域の理解 センモン ソウダン イバショ チイキ リカイ

		否 イナ		特定相談支援事業所きのこ		028-635-8746		028-635-8778		320-0846		栃木県宇都宮市滝の原2-4-42 ３２０－０８４６		宇都宮市 ウツノミヤシ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		1		0				0		1				3		どのように作成したらいいか不安のため サクセイ フアン

		否 イナ		こども発達支援センター鹿沼市あおば園		0289-63-1745		0289-63-1745		322-0074		鹿沼市日吉町320－1				1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		1		0				0		1				2		相談支援専門員の不足、児童発達支援事業所利用のための計画書作成が主な業務になっている ソウダン シエン センモンイン フソク ジドウ ハッタツ シエン ジギョウショ リヨウ ケイカクショ サクセイ オモ ギョウム

		否 イナ		障害者相談支援センターみつか・Ｒｕ		028-648-3971		028-648-3936		321-0347		宇都宮市飯田町261		宇都宮市、鹿沼市 ウツノミヤシ カヌマシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		1		状況に応じして他機関と連携し判断する場合もある ジョウキョウ オウ ホカ キカン レンケイ ハンダン バアイ		0		1				1		計画依頼の状況に応じて対応できない月もある（モニタリング件数） ケイカク イライ ジョウキョウ オウ タイオウ ツキ ケンスウ

		否 イナ		工房つばさ		0285-40-0388		0285-40-6700		329-0401		下野市箕輪425-1		下野市、上三川町、壬生町、ただし状況に応じて対応することが難しい場合もある シモノ シ カミノカワマチ ミブマチ ジョウキョウ オウ タイオウ ムズカ バアイ		1		0		1		0		1		0		0		1		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		短期入所、ヘルパーなどの利用希望があっても受け入れてくれる事業所が見つからない タンキ ニュウショ リヨウ キボウ ウ イ ジギョウショ ミ		3		状況により作成することができない場合がある ジョウキョウ サクセイ バアイ		重心の方の短期入所等の利用ができるところが必要。在宅でのサービスの受入必要だと思われる。 ジュウシン カタ タンキ ニュウショ ナド リヨウ ヒツヨウ ザイタク ウケイレ ヒツヨウ オモ

		否 イナ		相談支援事業所グーフォ		028-673-0002		028-671-0785		329-1105		宇都宮市中岡本町3178-3				1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1				在宅生活を支える家族に負担が重くならないようにする。緊急時に対応してくれる医療ケア付きの宿泊施設を増やしてほしい ザイタク セイカツ ササ カゾク フタン オモ キンキュウジ タイオウ イリョウ ツ シュクハク シセツ フ

		否 イナ		那珂川町社協相談支援事業所		0287-92-1273		0287-92-1295		324-0613		那珂川町馬頭560-1		那珂川町 ナカガワマチ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				0				移動支援サービス イドウ シエン

		否 イナ		相談支援事業所大山田ノンフェール		0287-93-0660		0287-83-8182		324-0602		那珂川町大山田下郷955		那珂川町 ナカガワマチ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		1		0				0		1				2		平成27年度で相談支援事業を終了するため ヘイセイ ネンド ソウダン シエン ジギョウ シュウリョウ

		否 イナ		在宅サポートこころ		028-651-0780		028-651-0781		320-0042		宇都宮市材木町4-24				0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2

		否 イナ		相談支援事業所みらい ソウダン シエン ジギョウショ		0280-57-2673		0280-57-2673		329-0111		野木町丸林371-12		野木町、小山市 ノギマチ オヤマシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		0		1		しかるべき関係機関と連携して対応する カンケイ キカン レンケイ タイオウ		0		1				3		重症心身のノウハウがない ジュウショウ シンシン

		否 イナ		大田原市社会福祉協議会		0287-54-1849		0287-54-2745		324-0233		栃木県大田原市黒羽田町848 ３２４－０２３３		大田原市内 オオタワラシナイ		0		1		1		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0				2		1				0		1		0		0				0		1				2		職員が未熟なため ショクイン ミジュク		在宅医療の充実、居宅介護の２４時間対応（サービス事業所）の充実 ザイタク イリョウ ジュウジツ キョタク カイゴ ジカン タイオウ ジギョウショ ジュウジツ

		否 イナ		障がい者相談支援センターとまつり		028-680-5570		028-680-5271		320-0052		宇都宮市中戸祭町813		宇都宮市、近隣市町村 ウツノミヤシ キンリン シチョウソン		0		1		1		0		1		0		0		1		0		0		0		0		1		親子間の関わり オヤコ カン カカ		0		0		現在対応中 ゲンザイ タイオウチュウ		0		0		0		0				1		0		保護者との連携がとれない ホゴシャ レンケイ		0

		否 イナ		宇都宮市社会福祉協議会		028-636-1536		028-636-1537		320-0806		宇都宮市中央1-1-15		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		0				2		1		医療的ケアが必要な方が長時間外出したい。長時間支援者の拘束、移動手段（車の中での対応）、医療的ケアが必要な方が外出したいときに外出できる環境がすぐに整えられない、医療的けが必要な方で要介助であるが、歩行できる方が利用できる短期入所先はないか（アクセス時間も含む） イリョウテキ ヒツヨウ カタ チョウジカン ガイシュツ チョウジカン シエン シャ コウソク イドウ シュダン クルマ ナカ タイオウ イリョウテキ ヒツヨウ カタ ガイシュツ ガイシュツ カンキョウ トトノ イリョウテキ ヒツヨウ カタ ヨウ カイジョ ホコウ カタ リヨウ タンキ ニュウショ サキ ジカン フク		0		0		0		0				1		0		専門的（医療面）な知識がなく、専門用語が多く調べたり聞いたりしながら支援していくこと。長く関わらないと親の思いまで聞き出せないこと。 センモンテキ イリョウ メン チシキ センモン ヨウゴ オオ シラ キ シエン ナガ カカ オヤ オモ キ ダ		0				当事者が何歳になっても利用できるサービス環境（短期入所、訪問入浴など）。教育もほかのお子さん同様平等に受けられる機会（学校行事も含む）。相談対応できる人材の確保。緊急時でも利用できるサービスの調整・確保。直接支援できるサービス・人材を増やすこと。 トウジシャ ナンサイ リヨウ カンキョウ タンキ ニュウショ ホウモン ニュウヨク キョウイク コ ドウヨウ ビョウドウ ウ キカイ ガッコウ ギョウジ フク ソウダン タイオウ ジンザイ カクホ キンキュウジ リヨウ チョウセイ カクホ チョクセツ シエン ジンザイ フ

		承諾 ショウダク		ライフサポートセンターゆめ		0280-33-3624		0280-57-4624		329-0111		野木町丸林630-4		野木町、その周辺地域 ノギマチ シュウヘン チイキ		1		0		1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		1		福祉サービス利用に関する相談 フクシ リヨウ カン ソウダン		1		0				0		0		0		0				1		0		医療的な情報、知識に乏しくわからない用語などが数多く出てきた。医療的ケアの内容の聞き取り（どの部分を聞いていけばよいのか） イリョウテキ ジョウホウ チシキ トボ ヨウゴ カズオオ デ イリョウテキ ナイヨウ キ ト ブブン キ		0				Ｆａの負担軽減のためのレスパイト先（ＨＰ、ＳＳ機関等）。家族それぞれの訴え、希望を明確にしていく。関係機関がチームになりＦａの支え応援をしていく。 フタン ケイゲン サキ キカンナド カゾク ウッタ キボウ メイカク カンケイ キカン ササ オウエン

		承諾 ショウダク		足利ケアサービス		0284-21-7630		0284-21-3109		326-0843		足利市五十部町809-3		足利市、佐野市、太田市 アシカガシ サノシ オオタシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		0		1		ケースによって対応する タイオウ		0		1				3

		承諾 ショウダク		相談支援センターみさと		0285-72-9767				321-4104		芳賀郡益子町大沢2800-5		芳賀郡内（真岡市、益子町、市貝町、芳賀町、茂木町） ハガ グンナイ モオカシ マシコ チョウ イチ ガイ マチ ハガマチ モギマチ		1		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		資源が少ない、短期入所先の確保が難しかった。計画を作るのには、医療情報が難しく感じられた。 シゲン スク タンキ ニュウショ サキ カクホ ムズカ ケイカク ツク イリョウ ジョウホウ ムズカ カン		0				連携の取れる医療関係者がたくさん地域の中にいてくれると安心して生活できるかな。外出や余暇の充実を図るために医療の必要な人の生活が限られてしまっている（あきらめてしまっている） レンケイ ト イリョウ カンケイシャ チイキ ナカ アンシン セイカツ ガイシュツ ヨカ ジュウジツ ハカ イリョウ ヒツヨウ ヒト セイカツ カギ

		承諾 ショウダク		サポートセンターとみや生活支援センター		028-665-8230		028-665-8230		321-2116		宇都宮市徳次郎町540		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		0		1		0		0		0		0		1		1		1		1		1		0				0		1		医療的なケアが必要な利用者様の日中活動先が限られて利用できない人がいる。学校との連携が取りにくい。通勤手段・行事参加制限があり平等性が保たれない。学校はサービスで対応を望み、福祉行政は教育で何とかするべきとつねに折り合わない。 イリョウテキ ヒツヨウ リヨウシャサマ ニッチュウ カツドウ サキ カギ リヨウ ヒト ガッコウ レンケイ ト ツウキン シュダン ギョウジ サンカ セイゲン ビョウドウセイ タモ ガッコウ タイオウ ノゾ フクシ ギョウセイ キョウイク ナン オ ア		0		0		1		0		協力してほしい キョウリョク		1		0		利用できるサービスが限られている。社会参加できる機会が少なく、場が限られている。介護者の負担軽減が取りにくい。夢や希望を叶えるための資源が少ない。 リヨウ カギ シャカイ サンカ キカイ スク バ カギ カイゴシャ フタン ケイゲン ト ユメ キボウ カナ シゲン スク		0				通勤手段、保護者なくても教育が受けられる環境。常に親同行を求めるのでは、自立につながらず、いつになっても親の負担は軽減されない。親が安心して託せる日中活動の場。社会参加、役割を担える環境作り、職場。地域で生活していくための交流の機会や場があるといい。緊急的にレスパイトを受け入れてくれる場。 ツウキン シュダン ホゴシャ キョウイク ウ カンキョウ ツネ オヤ ドウコウ モト ジリツ オヤ フタン ケイゲン オヤ アンシン タク ニッチュウ カツドウ バ シャカイ サンカ ヤクワリ ニナ カンキョウ ヅク ショクバ チイキ セイカツ コウリュウ キカイ バ キンキュウテキ ウ イ バ

		承諾 ショウダク		社会就労センターえいぶるの里 シャカイ シュウロウ サト		0285-22-4561		0285-224581		323-0003		小山市東島田2403-2		小山市、下野市、上三川町、野木町、結城市、古河市、筑西市 オヤマシ シモノ シ カミノカワマチ ノギマチ ユウキシ コガシ ツク ニシ シ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				1		0		自己決定が難しいため、家族中心の考えになってしまうこと。また、利用できる社会資源が少ない。 ジコ ケッテイ ムズカ カゾク チュウシン カンガ リヨウ シャカイ シゲン スク		1				関係機関との連携、特に在宅が長い方は医療機関とのかかわりが家族も含め、希薄になってしまい、二次障害に対応できない。地域に総合的に支援でき、医療的ケアが受けられる場所、または訪問医療の充実が必要と思います。 カンケイ キカン レンケイ トク ザイタク ナガ カタ イリョウ キカン カゾク フク キハク ニジ ショウガイ タイオウ チイキ ソウゴウテキ シエン イリョウテキ ウ バショ ホウモン イリョウ ジュウジツ ヒツヨウ オモ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所「ピュア」		0282-31-3911		0282-31-3912		328-0133		栃木市大森町465		栃木市、鹿沼市、佐野市、小山市、壬生町 トチギシ カヌマシ サノシ オヤマシ ミブマチ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1

		承諾 ショウダク		社会福祉法人とちのみ会　こなかの森 シャカイ フクシ ホウジン カイ モリ		0283-24-5757		0283-24-6294		327-0001		佐野市小中町1280		佐野市、足利市 サノシ アシカガシ		1		0		1		0		1		0		0		1		0		1		0		0		0				1		2		通所型のため、短期入所の受け入れはサービスとして提供できず、他施設の紹介、相談支援事業につなげている。 ツウショ ガタ タンキ ニュウショ ウ イ テイキョウ タ シセツ ショウカイ ソウダン シエン ジギョウ		0		0		0		0				1		0		療養型短期入所ほかの施設への短期入所の受け入れ状況など、受け入れ場所を見つけるなど。短期入所時の発作発症時医療への繋ぎが困難。問題多（かかりつけ医への搬送） リョウヨウガタ タンキ ニュウショ シセツ タンキ ニュウショ ウ イ ジョウキョウ ウ イ バショ ミ タンキ ニュウショ ジ ホッサ ハッショウ ジ イリョウ ツナ コンナン モンダイ タ イ ハンソウ		0				佐野市には、身障（重心）短期入所施設がなく老人施設に佐野市が委託しているが、利用する人もいなく、サービスが使いづらい状態にある。短期入所受け入れ可能施設が増えることで、家族のほうも使いやすく利便性があがると考えます。 サノシ シンショウ ジュウシン タンキ ニュウショ シセツ ロウジン シセツ サノシ イタク リヨウ ヒト ツカ ジョウタイ タンキ ニュウショ ウ イ カノウ シセツ フ カゾク ツカ リベンセイ カンガ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所テトテ		0287-36-7171		0287-36-7181		329-2732		那須塩原市一区町251-1		那須塩原市（大田原、矢板、那須町、那珂川町、烏山） ナスシオバラ シ オオタワラ ヤイタ ナスマチ ナカガワマチ カラスヤマ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		0		1		委託の相談支援事業所や重心専門の事業所に相談する イタク ソウダン シエン ジギョウショ ジュウシン センモン ジギョウショ ソウダン		0		1				3		その方にとって、より専門性の高い方が対応することが望ましいと思いますので、作成が適するか否か周囲のサービス状況なども考慮して決めたいと思います。適切にアドバイスをいただける地域の環境が整っていれば、スキルアップ、経験の積み重ねのためにも作成したいです。 カタ センモンセイ タカ ホウ タイオウ ノゾ オモ サクセイ テキ イナ シュウイ ジョウキョウ コウリョ キ オモ テキセツ チイキ カンキョウ トトノ ケイケン ツ カサ サクセイ		相談支援専門員のスキルアップ。きめ細かい支援（サービスの充実）本人のニーズを正しく理解できる人材の育成と地域の理解。 ソウダン シエン センモンイン コマ シエン ジュウジツ ホンニン タダ リカイ ジンザイ イクセイ チイキ リカイ

		承諾 ショウダク		指定特定相談支援事業所あじさい		0287-60-3361		0287-60-3362		325-0034		那須塩原市東原166		那須塩原市、那須町 ナスシオバラ シ ナスマチ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2				訪問看護、訪問診療を行う医師が必要だと思います。 ホウモン カンゴ ホウモン シンリョウ オコナ イシ ヒツヨウ オモ

		承諾 ショウダク		障害者相談支援センターいぶき		028-678-3502		028-676-3501		329-1216		高根沢町桑窪2266-2		高根沢町 タカネザワマチ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1				短期入所など受け入れてくれる施設を増やしてほしい。県内で受け入れていただけない為、県外の施設を考えなくてはいけない方がいます。 タンキ ニュウショ ウ イ シセツ フ ケンナイ ウ イ タメ ケンガイ シセツ カンガ カタ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所わくわくおやま		0285-24-6575		0285-20-0255		323-0022		小山市駅東通り3-9-6		小山市 オヤマシ		1		0		1		0		1		1		1		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		関係事業所が多いことで情報収集連携等大変。医療機関とも連携を図る必要あり。レスパイト、ショートステイの受入困難。利用できる事業所が少ない。 カンケイ ジギョウショ オオ ジョウホウ シュウシュウ レンケイ ナド タイヘン イリョウ キカン レンケイ ハカ ヒツヨウ ウケイレ コンナン リヨウ ジギョウショ スク		0				重症心身障害児（者）を受け入れしてくれる事業所、施設がもっと多くあればよいと思われる。通所日中一時短期入所など。相談支援、計画作成についてもほかの事業所が受け入れてくれないとの理由で受け入れ可能事業所へ集中してしまう為、相談員への研修等を増やせばよいが。しかし日々の業務が多忙であるため、難しいのかな？ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ ウ イ ジギョウショ シセツ オオ オモ ツウショ ニッチュウ イチジ タンキ ニュウショ ソウダン シエン ケイカク サクセイ ジギョウショ ウ イ リユウ ウ イ カノウ ジギョウショ シュウチュウ タメ ソウダン イン ケンシュウ ナド フ ヒビ ギョウム タボウ ムズカ

		承諾 ショウダク		相談支援センターネクスト		080-8854-9551		0280-612-1558		320-0034		宇都宮市泉町6-25		宇都宮市 ウツノミヤシ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2

		承諾 ショウダク		相談支援事業のぞみ		0287-65-2288		0287-65-2282		329-3152		那須塩原市上中野53		那須塩原市、大田原市、那須町 ナスシオバラ シ オオタワラシ ナスマチ		1		0		1		0		0		0		1		1		1		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		現サービスでの医療ケアをふまえ、将来にむけて他事業との連携につなげるよう計画作成、調整に苦労した。 ゲン イリョウ ショウライ タ ジギョウ レンケイ ケイカク サクセイ チョウセイ クロウ		0				選択肢が増えるよう受け入れ可能な福祉サービス事業所の増加が必要だと思われます。 センタクシ フ ウ イ カノウ フクシ ジギョウショ ゾウカ ヒツヨウ オモ

		承諾 ショウダク		サポートセンターひばり		028-670-0330		028-667-7315		321-3236		宇都宮市竹下町435-159		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		苦労ではないが、お母様がとても一生懸命ですでにサービスも繋がっていたため、現状を計画にする形となったが、計画作成後のかかわりについて相談員としてどのようにすべきことが望ましいかと考える。 クロウ カアサマ イッショウケンメイ ツナ ゲンジョウ ケイカク カタチ ケイカク サクセイ ゴ ソウダン イン ノゾ カンガ		0				福祉サービスや医療、またボランティアが入室されるととてもよいと思います。また、介助者（家族）のケアも考えると気軽に参加できるようなイベント（医療が整っていたり、介助するボランティアさんがいたり）や、同じ重症心身障害児（者）をもつかたとのネットワークがあるといいのかなと思います。 フクシ イリョウ ニュウシツ オモ カイジョシャ カゾク カンガ キガル サンカ イリョウ トトノ カイジョ オナ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ オモ

		承諾 ショウダク		高根沢町障害児者生活支援センターすまいる タカネザワマチ		028-612-2751		028-612-2752		329-1225		栃木県塩谷郡高根沢町石末1825　福祉センター内 ３２９－１２２５ フクシ ナイ		高根沢町 タカネザワマチ		1		0		1		0		0		0		1		0		0		1		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		地元に使える資源がなく苦労した ジモト ツカ シゲン クロウ		0				①医療と福祉の連携ネットワーク②重心の方でも利用できるサービスが増えること③訪問診療医 イリョウ フクシ レンケイ ジュウシン カタ リヨウ フ ホウモン シンリョウ イ

		承諾 ショウダク		障害者相談支援センターフォレスト		0284-91-1816		0284-91-2867		326-0011		足利市大沼田町615		足利市及び近隣市町村 アシカガシ オヨ キンリン シチョウソン		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0				0

		承諾 ショウダク		障がい者相談支援事業所ケアサプライ		0287-73-5312		0287-73-5311		329-3221		栃木県那須郡那須町漆塚762-102 ３２９－３２２１		白河市、那須町、那須塩原市、大田原市 シラカワシ ナスマチ ナスシオバラシ オオタワラシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1				サービスを提供できる事業所の充実を図る テイキョウ ジギョウショ ジュウジツ ハカ

		承諾 ショウダク		南栃木支援センター相談支援		0285-44-6118		0285-44-7215		329-0412		下野市柴1432-105		下野市、小山市、壬生町 シモノ シ オヤマシ ミブマチ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		0		1		介護保険と併用する場合のみ対応する カイゴ ホケン ヘイヨウ バアイ タイオウ		0		1				3		介護保険と併用する場合のみ作成する カイゴ ホケン ヘイヨウ バアイ サクセイ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所とまり木		0287-54-2854		0287-54-2230		324-0231		大田原市北野上3952		大田原市、那須塩原市、那須町 オオタワラシ ナスシオバラシ ナスマチ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1				当事業所の対応範囲は現在、知的障害者特に中・軽度が主だが、精神（高次脳機能障害も含む）分野もやり始めている。今後重症心身障害者もほかの相談支援事業所の助けを得ながら、勉強しながら対応したいと考えている。そのために研修や見学の機会を多く作っていただきたい。今は、当事業所はその程度しか考えられない。 トウ ジギョウショ タイオウ ハンイ ゲンザイ チテキ ショウガイシャ トク チュウ ケイド オモ セイシン コウジ ノウ キノウ ショウガイ フク ブンヤ ハジ コンゴ ジュウショウ シンシン ショウガイシャ ソウダン シエン ジギョウショ タス エ ベンキョウ タイオウ カンガ ケンシュウ ケンガク キカイ オオ ツク イマ トウ ジギョウショ テイド カンガ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所ポンテ		028-652-7288		028-652-6355		321-0341		宇都宮市古賀志町1964-12		宇都宮、鹿沼、日光、壬生 ウツノミヤ カヌマ ニッコウ ミブ		0		1		1		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0				0				未就学児（3～5才）の方の医療型児童発達支援を分離で行う施設が数か所あると良いと思います。 ミシュウガクジ サイ カタ イリョウ ガタ ジドウ ハッタツ シエン ブンリ オコナ シセツ スウ ショ ヨ オモ

		承諾 ショウダク		相談支援センター光輝舎		0285-70-2020		0285-72-8222		321-4105		芳賀郡益子町北中1113-1		芳賀郡、真岡市等 ハガ グン モオカシ ナド		1		0		1		0		1		1		1		1		0		1		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		利用できるサービス事業所が少ない。重心児者に合わせたプログラムが見つからない（近隣で） リヨウ ジギョウショ スク ジュウシン ジ シャ ア ミ キンリン		0				本人の状態にもよるが、重度化する状況に対応できる事業所の確保。家族の負担が大きくなり在宅生活の継続が困難になることが予測されるので、在宅で支援が受けられるような体制の充実と、レスパイトサービスの拡大。 ホンニン ジョウタイ ジュウドカ ジョウキョウ タイオウ ジギョウショ カクホ カゾク フタン オオ ザイタク セイカツ ケイゾク コンナン ヨソク ザイタク シエン ウ タイセイ ジュウジツ カクダイ

		承諾 ショウダク		特定相談支援事業所やすらぎ		028-650-7727		028-650-7728		320-0011		宇都宮市富士見が丘3－19－20		宇都宮市 ウツノミヤシ		0		0		1		0		1		0		0		0		0		1		1		0		0				0		3		対応できるヘルパーがいれば支援する タイオウ シエン		0		0		0		0				0		1				3

		承諾 ショウダク		障がい者支援センターにんべん		028-686-2539		028-686-2584		329-1417		さくら市フィオーレ喜連川5-2-1　フィオーレガーデン1-102		さくら市 シ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1				地域資源アンケートをいただきありがとうございました。設問に対しまして知識不足にこれでいいのかという思いです。相談支援専門員として設問にありました「3」要望がでますれば、先輩相談員・各職種の方々に相談・指導をいただき、相談支援事業を行ってみたいと考えます。大島先生について学ばせて頂きました。 チイキ シゲン セツモン タイ チシキ ブソク オモ ソウダン シエン センモンイン セツモン ヨウボウ センパイ ソウダン イン カクショクシュ カタガタ ソウダン シドウ ソウダン シエン ジギョウ オコナ カンガ オオシマ センセイ マナ イタダ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所おやま		0285-22-1833		0285-228946		323-0014		小山市喜沢660		小山市、下野市 オヤマシ シモノ シ		1		0		1		0		1		1		0		0		0		0		0		1		0				2		3				0		0		0		0				1		0		本人の意思が明確でないので親の意向中心のものになってしまった。 ホンニン イシ メイカク オヤ イコウ チュウシン		0

		承諾 ショウダク		真岡介護センター		0285-80-5200		0285-80-5211		321-4361		真岡市並木町1-8-1　シティ並木102 ナミキ		真岡市、芳賀町南部、市貝町南部、益子町西部、上三川東部 モオカシ ハガマチ ナンブ イチ ガイ チョウ ナンブ マシコ チョウ セイブ カミノカワ トウブ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		0		1				0		1				3		担当者の受け持ちケースの状況など考慮し対応できるか検討したい タントウシャ ウ モ ジョウキョウ コウリョ タイオウ ケントウ

		承諾 ショウダク		さの社協相談支援センターほっぷ		0283-22-8152		0283-22-8199		327-0003		佐野市大橋町3212-27		佐野市全域 サノシ ゼンイキ		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2		現在相談支援専門員1名で行っているため ゲンザイ ソウダン シエン センモンイン メイ オコナ

		承諾 ショウダク		相談支援ウエイブ		0282-23-4465		0282-23-4465		328-0012		栃木市平柳町1-2-7		栃木市、壬生町 トチギシ ミブマチ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		1		0				0		1				2		指定特定相談支援事業で精神に対応しているため シテイ トクテイ ソウダン シエン ジギョウ セイシン タイオウ		ご家族の中だけでは生活がマンネリ化して単調になりかねないので、音楽、体を動かす、読み聞かせ麻痺・拘縮のマッサージなどのリハビリの頻度を高める。ご本人が楽しいと感じることを提供できる。ご家族が疲弊しないよう旅行や趣味などの充実した時間がもてるようサービスを利用していくこと。 カゾク ナカ セイカツ カ タンチョウ オンガク カラダ ウゴ ヨ キ マヒ コウシュク ヒンド タカ ホンニン タノ カン テイキョウ カゾク ヒヘイ リョコウ シュミ ジュウジツ ジカン リヨウ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所わらしべの家		0282-27-1627		0282-27-1675		328-0011		栃木市大宮町2708-3		栃木市 トチギシ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1		専門的な知識が不十分なため行政などの機関と相談しながらの対応となります センモンテキ チシキ フジュウブン ギョウセイ キカン ソウダン タイオウ		短期入所や移動支援などの福祉サービス利用時にお付き合いのある医療機関や訪問看護の看護師が同行でき緊急時の対応が迅速にとれる体制（すでにできていたらすみません） タンキ ニュウショ イドウ シエン フクシ リヨウ ジ ツ ア イリョウ キカン ホウモン カンゴ カンゴシ ドウコウ キンキュウジ タイオウ ジンソク タイセイ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所　空		0287-73-8165		0287-73-8165		329-3157		那須塩原市大原間西1-19-9		那須塩原市、大田原市、那須町 ナスシオバラ シ オオタワラシ ナスマチ		1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		重心のお子様の療育支援をやっていたので、苦労はありませんでしたが、医療（訪問看護）訪問リハ訪問入浴の制度を知らなかったので、その方々との連携が取れて大変勉強になりました。 ジュウシン コサマ リョウイク シエン クロウ イリョウ ホウモン カンゴ ホウモン ホウモン ニュウヨク セイド シ カタガタ レンケイ ト タイヘン ベンキョウ		0				医療的ケアの必要な方には支援スタッフ・必ず看護師の方が不在では双方安心したケアはできません。例）乳幼児の通所事業は保母と看護師さん。小学→高校までは義務教育がありますが事後に生活介護はもちろんですが、本当に重心の方の為の日中活動の場が不足しているとおもいますので重心の方の通所事業は必要と思います。家庭以外で通える場所→一時預かりや療育支援事業→高校卒業後は通所施設（一時預かりも含めて） イリョウテキ ヒツヨウ カタ シエン カナラ カンゴシ カタ フザイ ソウホウ アンシン レイ ニュウヨウジ ツウショ ジギョウ ホボ カンゴシ ショウガク コウコウ ギム キョウイク ジゴ セイカツ カイゴ ホントウ ジュウシン カタ タメ ニッチュウ カツドウ バ フソク ジュウシン カタ ツウショ ジギョウ ヒツヨウ オモ カテイ イガイ カヨ バショ イチジ アズ リョウイク シエン ジギョウ コウコウ ソツギョウゴ ツウショ シセツ イチジ アズ フク

		承諾 ショウダク		相談支援事業所みどり		0285-45-8362		0285-45-8397		329-0214		小山市乙女786-1		小山市、栃木市、古河市、結城市 オヤマシ トチギシ コガシ ユウキシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0		大人は対応可能 オトナ タイオウ カノウ		1		1		大人はあるが、こどもはない。先日訪問介護を事業所にお願いしたところどこの事業所も受けていただけなかった。 オトナ センジツ ホウモン カイゴ ジギョウショ ネガ ジギョウショ ウ		3		成人しか計画相談をしたことがないので不安である。当事業所は相談員が一名なので相談する相手がいない セイジン ケイカク ソウダン フアン トウ ジギョウショ ソウダン イン イチメイ ソウダン アイテ		サービス事業所で受けてもらえないケースがある。特に重心や精神知的等重複して疾患を持っていると問い合わせた時点でお断りされてします。 ジギョウショ ウ トク ジュウシン セイシン チテキ ナド チョウフク シッカン モ ト ア ジテン コトワ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所こころみ		0284-41-5039		0284-43-2665		326-0061		足利市田島町611-2				0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		1		0				0		1				3		これまで前例がなく、またこの障害について熟知した方（機関）があるならそちらでしていただいた方がご本人様にとってよい支援であると考えるから。※現在当法人の入所・通所等サービスを利用されている方の相談支援がほとんどの状況です。 ゼンレイ ショウガイ ジュクチ カタ キカン ホウ ホンニンサマ シエン カンガ ゲンザイ トウホウジン ニュウショ ツウショ ナド リヨウ カタ ソウダン シエン ジョウキョウ

		承諾 ショウダク		相談支援センターのどか　真岡センター		0285-81-5890		0285-85-8452		321-4305		真岡市荒町111-1		真岡市、芳賀町、市貝町、益子町、茂木町 モオカシ ハガマチ イチガイ マチ マシコ チョウ モギ マチ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1				在宅での生活では家族の介護負担の軽減が必要。フォーマルインフォーマルの枠にとらわれない福祉サービス。 ザイタク セイカツ カゾク カイゴ フタン ケイゲン ヒツヨウ ワク フクシ

		承諾 ショウダク		友井タクシー介護ステーションふれあい		0285-30-0840		0285-30-0844		323-0025		小山市城山町2丁目12-25		小山市 オヤマシ		1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		利用するサービスは多様で、施設・病院・学校など医療福祉事業所数も多く連携を図るのが困難。学校行事に参加するための会出自の支援サービスがない。 リヨウ タヨウ シセツ ビョウイン ガッコウ イリョウ フクシ ジギョウショ スウ オオ レンケイ ハカ コンナン ガッコウ ギョウジ サンカ カイ シュツジ シエン		0				ご家族様が安心して預けることができる施設と必要に預けられる施設の数は少ない。片道１時間以上かかるためとても不便に思います。呼吸器の方の預かり先は少ない。 カゾクサマ アンシン アズ シセツ ヒツヨウ アズ シセツ カズ スク カタミチ ジカン イジョウ フベン オモ コキュウキ カタ アズ サキ スク

		承諾 ショウダク		もくせいの里		0282-43-0593		0282-43-1387		329-4405		栃木市大平町西山田1198		栃木市内 トチギシナイ		0		1		1		0		1		0		0		1		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		ニーズにあてはまるサービスがなかった。例）①入浴支援②移送サービス　①自宅の浴槽では支援が入れず訪問入浴を検討。しかし、浴槽を置けるスペースがなく断念。②主たる介護者が入院。学校までの送迎ができず特例で市の移送サービスを利用するもかなり時間を要した。 レイ ニュウヨク シエン イソウ ジタク ヨクソウ シエン ハイ ホウモン ニュウヨク ケントウ ヨクソウ オ ダンネン シュ カイゴシャ ニュウイン ガッコウ ソウゲイ トクレイ シ イソウ リヨウ ジカン ヨウ		0				①地域の理解や協力②受け入れの拡大（重心の通所、24時間看護体制が整った短期入所）③デマンドタクシー等関係者の重心に対する理解（理解附属により資源として存在するが利用しがたい）④児童が入浴支援を受けられる環境（家族の身体的な介護負担軽減） チイキ リカイ キョウリョク ウ イ カクダイ ジュウシン ツウショ ジカン カンゴ タイセイ トトノ タンキ ニュウショ ナド カンケイシャ ジュウシン タイ リカイ リカイ フゾク シゲン ソンザイ リヨウ ジドウ ニュウヨク シエン ウ カンキョウ カゾク シンタイテキ カイゴ フタン ケイゲン

		承諾 ショウダク		足利障害者相談支援センター		0284-44-0307		0284-44-0318		326-0064		足利市東砂原後町1072		足利市、佐野市 アシカガシ サノシ		1		0		1		0		1		0		0		1		0		1		0		1		0				1		0				0		0		0		0				0		1				2		委託相談支援事業所のため イタク ソウダン シエン ジギョウショ		医療的ケアが整った施設のショートステイ充実が必要。また、特に呼吸器をつけた方のショート療養介護の利用とそれらを利用するための送迎体制の充実が必要。 イリョウテキ トトノ シセツ ジュウジツ ヒツヨウ トク コキュウキ カタ リョウヨウ カイゴ リヨウ リヨウ ソウゲイ タイセイ ジュウジツ ヒツヨウ

		承諾 ショウダク		指定障害者相談支援事業所あるしぇん		0282-86-7665		0282-21-7109		321-0201		栃木県下都賀郡壬生町安塚2032 ３２１－０２０１		壬生町 ミブマチ		1		0		1		0		1		0		0		1		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		①相談支援専門員として重症心身障害児（者）の方に対する支援の知識や経験が少ない②医療的ケアが必要となる方に対して対応できる福祉サービス（事業所）が少ない。 ソウダン シエン センモンイン ジュウショウシンシンショウガイジ シャ カタ タイ シエン チシキ ケイケン スク イリョウテキ ヒツヨウ カタ タイ タイオウ フクシ ジギョウショ スク		0				医療的ケアが必要な方に関して、福祉のサービスでは対応しきれない部分が多く、結果として家族が本人を抱え込まざるを得ない現状があるように感じます。家族の介護負担が少しでも軽減できるよう福祉サービスも柔軟な対応が出来るようになるといいなと思います。 イリョウテキ ヒツヨウ カタ カン フクシ タイオウ ブブン オオ ケッカ カゾク ホンニン カカ コ エ ゲンジョウ カン カゾク カイゴ フタン スコ ケイゲン フクシ ジュウナン タイオウ デキ オモ

		承諾 ショウダク		下野市相談支援事業所 こばと		0285-44-6783		0285-44-6783		329-0414		下野市小金井1146-6		下野市、上三川町 シモノ シ カミノカワマチ		1		0		1		0		0		0		1		1		0		1		1		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		医療的ケアが必要な乳幼児に対応できるヘルパー事業所。短期入所・日中一時支援事業所が近くにない（少ない）。 イリョウテキ ヒツヨウ ニュウヨウジ タイオウ ジギョウショ タンキ ニュウショ ニッチュウ イチジ シエン ジギョウショ チカ スク		0				設問5で回答した内容：外出可能な方は児童発達支援を利用可能であるが無理な方は外部との交流をもちにくい。訪問看護・訪問リハビリが入っているケースはいいがない場合母子で孤立しがち。幸いあそびの支援をしてくれるヘルパー事業所があり支援につながっている。ヘルパー利用を希望されない家庭、利用したくてもヘルパー事業所がない等支援に苦慮する。 セツモン カイトウ ナイヨウ ガイシュツ カノウ カタ ジドウ ハッタツ シエン リヨウ カノウ ムリ カタ ガイブ コウリュウ ホウモン カンゴ ホウモン ハイ バアイ ボシ コリツ サイワ シエン ジギョウショ シエン リヨウ キボウ カテイ リヨウ ジギョウショ ナド シエン クリョ

		承諾 ショウダク		相談支援センターぴあん ソウダン シエン		0282-31-1755		0282-31-2919		328-0067		栃木市皆川城内町333-2		栃木市、小山市 トチギシ オヤマシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1				これまで現場で関わったことがなく、事例検討でしか情報を把握しておらず不安はあります。でも関係機関やご家族様からいろいろなことを教えて頂きながら相談支援として専門性を活かせればと思っています。色々な立場の方からお話をお伺いしてもご家族や医療機関専門的な事業所の負担が大きく相談支援があまり役に立つことができていない（場合によっては自ら引いてしまう）今の現状を少しでも変えていければいいと思います。 ゲンバ カカ ジレイ ケントウ ジョウホウ ハアク フアン カンケイ キカン カゾクサマ オシ イタダ ソウダン シエン センモンセイ イ オモ イロイロ タチバ カタ ハナシ ウカガ カゾク イリョウ キカン センモンテキ ジギョウショ フタン オオ ソウダン シエン ヤク タ バアイ ミズカ ヒ イマ ゲンジョウ スコ カ オモ

		承諾 ショウダク		うつのみや		028-632-6074/090-4059-9728		028-632-6075		320-0861		宇都宮市西2-1-7		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				3		専門的な知識を社会資源のアドバイスを他相談支援事業所からいただきながらみずからの事業所で引き受けるという形が望ましい センモンテキ チシキ シャカイ シゲン ホカ ソウダン シエン ジギョウショ ジギョウショ ヒ ウ カタチ ノゾ

		承諾 ショウダク		サポートセンターきりん		028-612-3838		028-678-3257		321-0905		栃木県宇都宮市平出工業団地43-100 ３２１－０９０５		宇都宮市 ウツノミヤシ		0		1		1		0		1		0		0		1		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		療養介護に入所しているので他のサービスの利用が困難。そのための社会資源をつなげたり、活用したりするのが難しい。 リョウヨウ カイゴ ニュウショ ホカ リヨウ コンナン シャカイ シゲン カツヨウ ムズカ		0				今後、市町村などで展開されていく生活拠点に関する事業をうまく活用できればいいなと感じています。入所されている方々については地域とのつながり方が今後は重要になってくると思われますので、広く門扉を開けた活動などが多くなってくるといいなと思っています。 コンゴ シチョウソン テンカイ セイカツ キョテン カン ジギョウ カツヨウ カン ニュウショ カタガタ チイキ カタ コンゴ ジュウヨウ オモ ヒロ モンピ ア カツドウ オオ オモ

		承諾 ショウダク		さわやか相談支援センター		0280-57-4884		0280-57-4994		329-0112		野木町南赤塚1145-1		小山市、野木町、古河市、栃木市 オヤマシ ノギマチ コガシ トチギシ		0		1		1		0		0		0		1		0		0		1		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		現実的な目標の位置づけ ゲンジツテキ モクヒョウ イチ		0

		承諾 ショウダク		相談支援事業所つばさ		0287-53-7393		0287-53-7394		324-0044		大田原市親園824-1		大田原市、那須塩原市、那須烏山市、矢板市、さくら市、那須町、塩谷町、高根沢町 オオタワラシ ナスシオバラシ ナスカラスヤマシ ヤイタシ シ ナスマチ シオ タニ マチ タカネザワマチ		1		0		1		0		1		0		1		1		0		1		0		0		0				1		2		医療的なケアが必要なケース、将来的に短期入所につなげたいケースだった為、専門の事業所に依頼した イリョウテキ ヒツヨウ ショウライテキ タンキ ニュウショ タメ センモン ジギョウショ イライ		1		1		0		0				1		0		使えるサービスの少なさに調整が難しかった ツカ スク チョウセイ ムズカ		1				乳幼児期の受け入れ可能な福祉サービス等の社会資源が必要である。 ニュウヨウジ キ ウ イ カノウ フクシ ナド シャカイシゲン ヒツヨウ

		承諾 ショウダク		特定相談支援センターはじめ		0284-22-4561		0284-22-4562		326-0143		足利市葉鹿町735-1		足利市 アシカガシ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1

		承諾 ショウダク		上三川障がい児・者生活相談支援センター		0285-38-6854		0285-38-6841		329-0611		上三川町上三川5082-15		上三川町 カミノカワマチ		1		0		1		0		1		0		0		1		0		0		0		0		0				1		0				0		0		0		0				1		0				0

		承諾 ショウダク		はつらつサロン南天相談支援事業所		0285-22-4659		0285-38-6529		323-0027		小山市花垣町2-3-19		小山市、栃木市 オヤマシ トチギシ		0		0		1		0		1		1		0		1		1		1		1		1		0				0		0				0		0		0		0				1		0		利用したいサービス事業所が少なく生活改善、家族、支援者の負担軽減に繋がらない（訪問入浴、ショートステイ、生活介護などなど（就労Ａ型））医師によっては連携が困難。何処の精神科がよいかと利用者に問われるが答えは解らない。 リヨウ ジギョウショ スク セイカツ カイゼン カゾク シエンシャ フタン ケイゲン ツナ ホウモン ニュウヨク セイカツ カイゴ シュウロウ ガタ イシ レンケイ コンナン ドコ セイシンカ リヨウシャ ト コタ ワカ		0				本人の選択や受け入れ事業所の間口を広げる。例えば入浴はヘルパーの2人対応で行ているがヘルパー不足や腰痛の悪化などで対応が難しくなってくる。機会浴のできる生活介護を勧めるも本人の選択肢がない。自宅から出かける自由さのようなものが閉ざされているような気がする。反面高齢者のサービスは増加する一方で利用者が不足し閉鎖なども聞かれる。高齢者・障害者がともにデイサービスやショートステイを利用できるようにならないかと思う。障害児については働く両親をサポートすることで生活の安定や療育などへ通園のし易さを図り、送迎サービスの充実など。 ホンニン センタク ウ イ ジギョウショ マグチ ヒロ タト ニュウヨク ニン タイオウ オコナ ブソク ヨウツウ アッカ タイオウ ムズカ キカイ ヨク セイカツ カイゴ スス ホンニン センタクシ ジタク デ ジユウ ト キ ハンメン コウレイシャ ゾウカ イッポウ リヨウシャ フソク ヘイサ キ コウレイシャ ショウガイシャ リヨウ オモ ショウガイジ ハタラ リョウシン セイカツ アンテイ リョウイク ツウエン ヤス ハカ ソウゲイ ジュウジツ

		承諾 ショウダク		障がい者生活支援センターこぶし		028-680-5746		028-688-0214		321-0126		栃木県宇都宮市茂原町837-1		宇都宮市、上三川町 ウツノミヤシ カミノカワマチ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1				①医療機関との細かな連携体制②相談関係者を含め本人に関わり支援をするなかで即座に動きが取れるようなフットワークの軽いチーム作り イリョウ キカン コマ レンケイ タイセイ ソウダン カンケイシャ フク ホンニン カカ シエン ソクザ ウゴ ト カル ヅク





相談支援事業所 (作業)

		Ｑ1.貴施設について、お伺いいたします キ シセツ ウカガ										事業所名とコメントをくっつけるで一表を作る ジギョウショ メイ イッピョウ ツク

		1		事業所名 ジギョウショ メイ								今月中 コンゲツ チュウ

		2		電話番号 デンワ バンゴウ								地図と一覧表をパワーポイント チズ イチラン ヒョウ

		3		FAX番号 バンゴウ								各項目ごとにページを作る カクコウモク ツク

		4		所在地 ショザイチ

		5		訪問可能な主な市町村 ホウモン カノウ オモ シチョウソン

		Ｑ2.重症心身障害児（者）の定義をご存知ですか ジュウショウシンシンショウガイジ シャ テイギ ゾンジ

		Ｑ2-1		知っている シ

		Ｑ2-2		知らない シ

		Ｑ3.重症心身障害児（者）の方（家族・関係機関等）からの相談を受けたことがありますか ジュウショウシンシンショウガイジ シャ カタ カゾク カンケイ キカン ナド ソウダン ウ

		Ｑ3-1		1		ある

		Ｑ3-2		2		ない

		Ｑ3-1-Ａ

				Ａ-1それは誰からの相談でしたか ダレ ソウダン

				1		ａ.家族 カゾク

				2		ｂ.支援者 シエンシャ

				3		ｃ.関係機関 カンケイ キカン

				Ａ-2それはどんな相談でしたか（複数回答可） ソウダン フクスウ カイトウ カ

				1		ａ.生活上の相談 セイカツ ジョウ ソウダン

				2		ｂ.医療的な相談 イリョウテキ ソウダン

				3		ｃ.制度に関する相談 セイド カン ソウダン

				4		ｄ.教育に関する相談 キョウイク カン ソウダン

				5		ｅ.サービス等利用計画書作成に関する相談 ナド リヨウ ケイカクショ サクセイ カン ソウダン

				6		ｆ.その他 タ

				Ａ-3それらの相談事業所として対応（解決）はできましたか ソウダン ジギョウショ タイオウ カイケツ

				1		ａ.できた

				2		ｂ.できなかった

				Ａ-3-1それはどうしてですか

				1		ａ解決手段・方法がなかった カイケツ シュダン ホウホウ

				2		ｂ.ほかの相談支援事業所に依頼した ソウダン シエン ジギョウショ イライ

				3		ｃ.行政に依頼した ギョウセイ イライ

				4		ｄ.その他 タ

		Ｑ4.Ｑ3-2「ない」→これから重症心身障害児（者）の方（本人・家族等）からの相談があればどのように対応されますか ジュウショウシンシンショウガイジ シャ カタ ホンニン カゾク ナド ソウダン タイオウ

				Ｑ4-1		自分の事業所で対応する ジブン ジギョウショ タイオウ

				Ｑ4-2		ほかの相談支援事業所へ依頼する ソウダン シエン ジギョウショ イライ

				Ｑ4-3		行政に依頼する ギョウセイ イライ

				Ｑ4-4		その他 タ

		Ｑ5.重症心身障害児（者）の方のサービス等利用計画書を作成したことがありますか ジュウショウシンシンショウガイジ シャ カタ ナド リヨウ ケイカクショ サクセイ

				Ｑ5-1		ある

				Ｑ5-2		ない

						Ｑ5-1-Ａ		「ある」と回答→作成にあたり、苦労したこと困ったことがありましたか カイトウ サクセイ クロウ コマ

						Ｑ5-2-Ａ		「ない」と回答 カイトウ

						1		ａ.今後依頼があれば作成する コンゴ イライ サクセイ

						2		ｂ.他の相談支援事業所に依頼する ホカ ソウダン シエン ジギョウショ イライ

						3		ｃ.作成するかどうかわからない サクセイ

						Ｑ5-2-Ａ-1		b.cを回答→それはどうしてですか カイトウ

		Q6.重症心身障害児（者）の方がより良い在宅生活をしていく上で何か必要だと思うことがあればご自由にお書きください ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ カタ ヨ ザイタク セイカツ ウエ ナニ ヒツヨウ オモ ジユウ カ



		承諾可否 ショウダク カヒ		Q1												Ｑ2.重症心身障害児（者）の定義をご存知ですか ジュウショウシンシンショウガイジ シャ テイギ ゾンジ				Ｑ3.重症心身障害児（者）の方（家族・関係機関等）からの相談を受けたことがありますか ジュウショウシンシンショウガイジ シャ カタ カゾク カンケイ キカン ナド ソウダン ウ																														Ｑ4.Ｑ3-2「ない」→これから重症心身障害児（者）の方（本人・家族等）からの相談があればどのように対応されますか ジュウショウシンシンショウガイジ シャ カタ ホンニン カゾク ナド ソウダン タイオウ										Ｑ5.重症心身障害児（者）の方のサービス等利用計画書を作成したことがありますか ジュウショウシンシンショウガイジ シャ カタ ナド リヨウ ケイカクショ サクセイ										Q6.重症心身障害児（者）の方がより良い在宅生活をしていく上で何か必要だと思うことがあればご自由にお書きください ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ カタ ヨ ザイタク セイカツ ウエ ナニ ヒツヨウ オモ ジユウ カ

				事業所名 ジギョウショ メイ		電話番号 デンワ バンゴウ		FAX番号 バンゴウ		郵便番号 ユウビンバンゴウ		所在地 ショザイチ		訪問可能な主な市町村 ホウモン カノウ オモ シチョウソン		知っている		知らない シ		ある		ない		それは誰からの相談でしたか						それはどんな相談でしたか														それらの相談事業所として対応（解決）はできましたか						自分の事業所で対応する ジブン ジギョウショ タイオウ		他の相談支援事業所へ依頼する ホカ ソウダン シエン ジギョウショ イライ		行政に依頼する ギョウセイ イライ		その他 タ				ある		ない		「ある」と回答		「ない」
と回答		b.c（23）を回答

																								家族 カゾク		支援者 シエンシャ		関係機関 カンケイ キカン		生活上の相談 セイカツ ジョウ ソウダン		医療的な相談 イリョウテキ ソウダン		制度に関する相談 セイド カン ソウダン		教育に関する相談 キョウイク カン ソウダン		サービス等利用計画書作成に関する相談 ナド リヨウ ケイカクショ サクセイ カン ソウダン		その他 タ		その他回答 タ カイトウ		それらの相談事業所として対応（解決）はできましたか		それはどうしてですか		それはどうしてですか

		否 イナ		手話通訳派遣協会相談支援事業所		0287-73-4422		0287-62-7776		325-0026		栃木県那須塩原市上厚崎431-17 ３２５－００２６				0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		0		1		本事業所と同様の地域で一般相談支援事業所と連携を図り対応する ホン ジギョウショ ドウヨウ チイキ イッパン ソウダン シエン ジギョウショ レンケイ ハカ タイオウ		0		1		0		2		当事業所は手話通訳派遣を主目的とする事業所であるため、聴覚障害に対するノウハウはあるがそれ以外の障害者に対応する専門性を有していない為 トウ ジギョウショ シュワ ツウヤク ハケン シュモクテキ ジギョウショ チョウカク ショウガイ タイ イガイ ショウガイシャ タイオウ センモンセイ ユウ タメ

		否 イナ		相談支援事業所すまいる		0285-45-7199		0285-45-8437		329-0205		小山市間々田750-1		小山市 オヤマシ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		1		0				0		1		0		3		現在担当させていただいているケースの他に受け入れる時間的余裕がないため。また専門的な知識や経験がなく自信がないため。 ゲンザイ タントウ ホカ ウ イ ジカンテキ ヨユウ センモンテキ チシキ ケイケン ジシン

		否 イナ		やまゆりの里		0284-90-2030		0284-90-2031		326-0011		足利市大沼田町525-1		足利市 アシカガシ		0		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		ショートステイの利用が可能かどうか リヨウ カノウ		2		1		ショートの利用を希望していたが、幼児で夜間に吸引が必要とのことだったので職員配置上困難と判断 リヨウ キボウ ヨウジ ヤカン キュウイン ヒツヨウ ショクイン ハイチ ジョウ コンナン ハンダン		0		0		0		0				0		1		0		2		あしかがの森さんが近くにあり専門性もあるため モリ チカ センモンセイ

		否 イナ		相談支援センターひかり		028-612-7717		028-612-7718		320-0072		宇都宮市若草4-20-7		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		0		1		0		1		0		0		1		0		1		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		居宅介護事業所とニーズのマッチング キョタク カイゴ ジギョウショ		0				短期入所事業所（医療的ケア対応型）の整備 タンキ ニュウショ ジギョウショ イリョウテキ タイオウガタ セイビ

		否 イナ		相談支援センター歩み		028-667-5151		028-667-5150		321-3233		宇都宮市上籠谷町3792		真岡市、芳賀町、宇都宮市 モオカシ ハガマチ ウツノミヤシ		0		1		1		0		0		1		0		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		毎日お会いしている方ではないしお話ができる方ではないので、計画書を作ることは少々戸惑いはありましたが、すべて療育指導室の先生にご指導いただき作成することができました。お幸せな時を過ごしてほしいという思いはいっぱいありますが、なにも出来ていない自分が申し訳ないような気持ちです。 マイニチ ア カタ ハナシ カタ ケイカクショ ツク ショウショウ トマド リョウイク シドウシツ センセイ シドウ サクセイ シアワ トキ ス オモ デキ ジブン モウ ワケ キモ		0				すみません。経験不足で在宅の方はよくわかりませんが、独立行政法人国立病院機構宇都宮病院にお伺いし行き届いた介護、職員の先生方の情熱にこういうところで重症心身障害者の方が過ごせることは幸せなのでは…としみじみ思いました。 ケイケン ブソク ザイタク カタ ドクリツ ギョウセイ ホウジン コクリツ ビョウイン キコウ ウツノミヤ ビョウイン ウカガ イ トド カイゴ ショクイン センセイガタ ジョウネツ ジュウショウ シンシン ショウガイシャ カタ ス シアワ オモ

		否 イナ		ワークス共育		0287-39-5593		0287-39-5630		329-2213		那須塩原市上大貫2028-2				1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		0		1		状況に応じて対応する ジョウキョウ オウ タイオウ		0		1				1				相談支援専門員のレベルアップが必要ではないかと思います ソウダン シエン センモンイン ヒツヨウ オモ

		否 イナ		指定特定相談支援センタードリーム		0288-32-2280		0288-32-2281		321-2341		日光市大沢町274		日光市、塩谷町、鹿沼市、宇都宮市 ニッコウシ シオヤ チョウ カヌマシ ウツノミヤ シ		0		1		1		0		1		0		0		1		1		1		0		0		0				1		0				0		0		0		0				1		0		計画を作成するにあたり医療機関との連携方法を具体化していくことに連絡調整に時間を要しました。また医師同士でのやりとりの方が早いように感じました。※解決できたと言っても施設の空き待ちで関係する病院で入院しております。 ケイカク サクセイ イリョウ キカン レンケイ ホウホウ グタイカ レンラク チョウセイ ジカン ヨウ イシ ドウシ ホウ ハヤ カン カイケツ イ シセツ ア マ カンケイ ビョウイン ニュウイン		0				入所ではなく、医療ケアのできる短期入所やグループホーム、日中一時、生活介護の拡充が必要であること。また重症心身障害児（者）への理解を広めていき、理解者を増やすこと、訪問看護、訪問医療、居宅介護も活用しやすい環境づくりを相談支援専門員はネットワークづくりに努めなければんらないと思います。 ニュウショ イリョウ タンキ ニュウショ ニッチュウ イチジ セイカツ カイゴ カクジュウ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ リカイ ヒロ リカイシャ フ ホウモン カンゴ ホウモン イリョウ キョタク カイゴ カツヨウ カンキョウ ソウダン シエン センモンイン ツト オモ

		否 イナ		ユーファーム支援センター		028-689-0070		028-680-0750		321-0972		宇都宮市下川俣町206-127		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2		これまでの実績として主に就労系の利用計画の作成を行っており重症心身障害児の方への支援については経験や人員の不足から対応が困難であると思われるため ジッセキ オモ シュウロウ ケイ リヨウ ケイカク サクセイ オコナ ジュウショウ シンシン ショウガイジ カタ シエン ケイケン ジンイン フソク タイオウ コンナン オモ

		否 イナ		障害者相談支援センターひびき		028-666-7601		028-666-7602		321-0403		宇都宮市下小倉町1536		宇都宮市、さくら市 ウツノミヤシ シ		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2		かつて受け入れたことがなく、またスタッフにも医療的ケアの知識や経験が乏しく、自信をもって迎え入れることができない ウ イ イリョウテキ チシキ ケイケン トボ ジシン ムカ イ		受け入れる施設が近辺にあること ウ イ シセツ キンペン

		否 イナ		相談支援事業ぴゅあ		028-611-1771		028-611-1772		321-0911		宇都宮市問屋町3426-46		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2

		否 イナ		指定特定相談支援事業所すえひろ		0287-23-3962		0287-24-1670		324-0042		大田原市末広1-2-5		大田原市、大田原市以外は交通費を受領 オオタワラシ オオタワラシ イガイ コウツウヒ ジュリョウ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2		事業所の対象を精神障害に限定し、市に申請しているため ジギョウショ タイショウ セイシン ショウガイ ゲンテイ シ シンセイ

		否 イナ		相談支援センターふじみだい		0285-44-0200		0285-44-4255		329-0412		下野市芝1123		下野市 シモノ シ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		0		1		ケースによって検討 ケントウ		0		1				2

		否 イナ		相談支援センターひゅーまにあ宇都宮		028-678-5385		028-678-5395		320-0802		宇都宮市江野町6-15大立ビル4階		宇都宮市（鹿沼市等近隣市町村） ウツノミヤシ カヌマシ ナド キンリン シチョウソン		0		1		1		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		あるではありますが、初めての作成でまた完成はしていない段階です。病院で実施されている活動医療等で自分自身が未熟で理解が足りていない為に苦労しています。 ハジ サクセイ カンセイ ダンカイ ビョウイン ジッシ カツドウ イリョウ ナド ジブン ジシン ミジュク リカイ タ タメ クロウ		0				①医療面での安心②外部と交流する機会③家族の方への支援 イリョウ メン アンシン ガイブ コウリュウ キカイ カゾク カタ シエン

		否 イナ		地域活動支援センターあしかが		0284-41-2643		0284-43-0463		326-0808		足利市本城1-1547		足利市 アシカガシ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0						0		1		0		0				0		1				2		専門外で知識等はなく、計画書の作成は難しいため センモンガイ チシキ トウ ケイカクショ サクセイ ムズカ

		否 イナ		南那須地区障害者相談支援センター		0287-80-1020		0287-80-1027		321-0624		那須烏山市旭1-18-8		那須烏山市、那珂川町 ナスカラスヤマシ ナカガワマチ		1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		アセスメント、院内での面会予定の調整、家族への説明など インナイ メンカイ ヨテイ チョウセイ カゾク セツメイ		0				在宅医療、訪問リハビリなど24時間対応出来る専門家チーム ザイタク イリョウ ホウモン ジカン タイオウ デキ センモンカ

		否 イナ		ワン・ハーモニー		0287-22-8255		0287-48-7225		324-0042		大田原市末広1-3618-13				0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				0

		否 イナ		ひまわり相談支援事業所		0282-20-5006		0282-23-4878		328-0052		栃木市祝町12－9				0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		1		0				0		1				3		意思伝達が自分にとって受け止められるかに不安があるため イシ デンタツ ジブン ウ ト フアン

		否 イナ		サンフラワーライフ		0285-22-1109		0285-22-1345		323-0808		小山市出井1936		小山市内 オヤマシナイ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				3		近隣に受け入れ施設が少なく在宅福祉サービスに向けるのが難しい キンリン ウ イ シセツ スク ザイタク フクシ ム ムズカ

		否 イナ		natu- la(ナチュラ)		0287-67-3115		0287-67-3115		329-3153		那須塩原市大原間239-1		那須塩原市、大田原市、那須町 ナスシオバラ シ オオタワラシ ナスマチ		0		1		1		0		1		0		0		1		1		1		0		0		0				1		0				0		0		0		0				1		0		サービス自体の幅がせまいため、本人が安全に安心した生活をうけられるためにどう組み合わせたら良いか。又、家族によっては苦手な事業所もあり限られた事業所を探すのが難しかった。 ジタイ ハバ ホンニン アンゼン アンシン セイカツ ク ア ヨ マタ カゾク ニガテ ジギョウショ カギ ジギョウショ サガ ムズカ		0				訪問系のサービスがもっと充実して欲しい ホウモン ケイ ジュウジツ ホ

		否 イナ		相談支援事業所ふるさとホーム那須		0287-98-3001		0287-98-8080		324-0414		大田原市片府田1301-59		大田原市、那須町、那須塩原市、周辺 オオタワラシ ナスマチ ナスシオバラ シ シュウヘン		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2		主な精神知的関係なので、今後はできるよう専門的な部分の勉強が必要です。 オモ セイシン チテキ カンケイ コンゴ センモンテキ ブブン ベンキョウ ヒツヨウ		①専門相談②居場所③地域の理解 センモン ソウダン イバショ チイキ リカイ

		否 イナ		特定相談支援事業所きのこ		028-635-8746		028-635-8778		320-0846		栃木県宇都宮市滝の原2-4-42 ３２０－０８４６		宇都宮市 ウツノミヤシ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		1		0				0		1				3		どのように作成したらいいか不安のため サクセイ フアン

		否 イナ		こども発達支援センター鹿沼市あおば園		0289-63-1745		0289-63-1745		322-0074		鹿沼市日吉町320－1				1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		1		0				0		1				2		相談支援専門員の不足、児童発達支援事業所利用のための計画書作成が主な業務になっている ソウダン シエン センモンイン フソク ジドウ ハッタツ シエン ジギョウショ リヨウ ケイカクショ サクセイ オモ ギョウム

		否 イナ		障害者相談支援センターみつか・Ｒｕ		028-648-3971		028-648-3936		321-0347		宇都宮市飯田町261		宇都宮市、鹿沼市 ウツノミヤシ カヌマシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		1		状況に応じして他機関と連携し判断する場合もある ジョウキョウ オウ ホカ キカン レンケイ ハンダン バアイ		0		1				1		計画依頼の状況に応じて対応できない月もある（モニタリング件数） ケイカク イライ ジョウキョウ オウ タイオウ ツキ ケンスウ

		否 イナ		工房つばさ		0285-40-0388		0285-40-6700		329-0401		下野市箕輪425-1		下野市、上三川町、壬生町、ただし状況に応じて対応することが難しい場合もある シモノ シ カミノカワマチ ミブマチ ジョウキョウ オウ タイオウ ムズカ バアイ		1		0		1		0		1		0		0		1		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		短期入所、ヘルパーなどの利用希望があっても受け入れてくれる事業所が見つからない タンキ ニュウショ リヨウ キボウ ウ イ ジギョウショ ミ		3		状況により作成することができない場合がある ジョウキョウ サクセイ バアイ		重心の方の短期入所等の利用ができるところが必要。在宅でのサービスの受入必要だと思われる。 ジュウシン カタ タンキ ニュウショ ナド リヨウ ヒツヨウ ザイタク ウケイレ ヒツヨウ オモ

		否 イナ		相談支援事業所グーフォ		028-673-0002		028-671-0785		329-1105		宇都宮市中岡本町3178-3				1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1				在宅生活を支える家族に負担が重くならないようにする。緊急時に対応してくれる医療ケア付きの宿泊施設を増やしてほしい ザイタク セイカツ ササ カゾク フタン オモ キンキュウジ タイオウ イリョウ ツ シュクハク シセツ フ

		否 イナ		那珂川町社協相談支援事業所		0287-92-1273		0287-92-1295		324-0613		那珂川町馬頭560-1		那珂川町 ナカガワマチ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				0				移動支援サービス イドウ シエン

		否 イナ		相談支援事業所大山田ノンフェール		0287-93-0660		0287-83-8182		324-0602		那珂川町大山田下郷955		那珂川町 ナカガワマチ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		1		0				0		1				2		平成27年度で相談支援事業を終了するため ヘイセイ ネンド ソウダン シエン ジギョウ シュウリョウ

		否 イナ		在宅サポートこころ		028-651-0780		028-651-0781		320-0042		宇都宮市材木町4-24				0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2

		否 イナ		相談支援事業所みらい ソウダン シエン ジギョウショ		0280-57-2673		0280-57-2673		329-0111		野木町丸林371-12		野木町、小山市 ノギマチ オヤマシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		0		1		しかるべき関係機関と連携して対応する カンケイ キカン レンケイ タイオウ		0		1				3		重症心身のノウハウがない ジュウショウ シンシン

		否 イナ		大田原市社会福祉協議会		0287-54-1849		0287-54-2745		324-0233		栃木県大田原市黒羽田町848 ３２４－０２３３		大田原市内 オオタワラシナイ		0		1		1		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0				2		1				0		1		0		0				0		1				2		職員が未熟なため ショクイン ミジュク		在宅医療の充実、居宅介護の２４時間対応（サービス事業所）の充実 ザイタク イリョウ ジュウジツ キョタク カイゴ ジカン タイオウ ジギョウショ ジュウジツ

		否 イナ		障がい者相談支援センターとまつり		028-680-5570		028-680-5271		320-0052		宇都宮市中戸祭町813		宇都宮市、近隣市町村 ウツノミヤシ キンリン シチョウソン		0		1		1		0		1		0		0		1		0		0		0		0		1		親子間の関わり オヤコ カン カカ		0		0		現在対応中 ゲンザイ タイオウチュウ		0		0		0		0				1		0		保護者との連携がとれない ホゴシャ レンケイ		0

		否 イナ		宇都宮市社会福祉協議会		028-636-1536		028-636-1537		320-0806		宇都宮市中央1-1-15		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		0				2		1		医療的ケアが必要な方が長時間外出したい。長時間支援者の拘束、移動手段（車の中での対応）、医療的ケアが必要な方が外出したいときに外出できる環境がすぐに整えられない、医療的けが必要な方で要介助であるが、歩行できる方が利用できる短期入所先はないか（アクセス時間も含む） イリョウテキ ヒツヨウ カタ チョウジカン ガイシュツ チョウジカン シエン シャ コウソク イドウ シュダン クルマ ナカ タイオウ イリョウテキ ヒツヨウ カタ ガイシュツ ガイシュツ カンキョウ トトノ イリョウテキ ヒツヨウ カタ ヨウ カイジョ ホコウ カタ リヨウ タンキ ニュウショ サキ ジカン フク		0		0		0		0				1		0		専門的（医療面）な知識がなく、専門用語が多く調べたり聞いたりしながら支援していくこと。長く関わらないと親の思いまで聞き出せないこと。 センモンテキ イリョウ メン チシキ センモン ヨウゴ オオ シラ キ シエン ナガ カカ オヤ オモ キ ダ		0				当事者が何歳になっても利用できるサービス環境（短期入所、訪問入浴など）。教育もほかのお子さん同様平等に受けられる機会（学校行事も含む）。相談対応できる人材の確保。緊急時でも利用できるサービスの調整・確保。直接支援できるサービス・人材を増やすこと。 トウジシャ ナンサイ リヨウ カンキョウ タンキ ニュウショ ホウモン ニュウヨク キョウイク コ ドウヨウ ビョウドウ ウ キカイ ガッコウ ギョウジ フク ソウダン タイオウ ジンザイ カクホ キンキュウジ リヨウ チョウセイ カクホ チョクセツ シエン ジンザイ フ

		承諾 ショウダク		ライフサポートセンターゆめ		0280-33-3624		0280-57-4624		329-0111		野木町丸林630-4		野木町、その周辺地域 ノギマチ シュウヘン チイキ		1		0		1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		1		福祉サービス利用に関する相談 フクシ リヨウ カン ソウダン		1		0				0		0		0		0				1		0		医療的な情報、知識に乏しくわからない用語などが数多く出てきた。医療的ケアの内容の聞き取り（どの部分を聞いていけばよいのか） イリョウテキ ジョウホウ チシキ トボ ヨウゴ カズオオ デ イリョウテキ ナイヨウ キ ト ブブン キ		0				Ｆａの負担軽減のためのレスパイト先（ＨＰ、ＳＳ機関等）。家族それぞれの訴え、希望を明確にしていく。関係機関がチームになりＦａの支え応援をしていく。 フタン ケイゲン サキ キカンナド カゾク ウッタ キボウ メイカク カンケイ キカン ササ オウエン

		承諾 ショウダク		足利ケアサービス		0284-21-7630		0284-21-3109		326-0843		足利市五十部町809-3		足利市、佐野市、太田市 アシカガシ サノシ オオタシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		0		1		ケースによって対応する タイオウ		0		1				3

		承諾 ショウダク		相談支援センターみさと		0285-72-9767				321-4104		芳賀郡益子町大沢2800-5		芳賀郡内（真岡市、益子町、市貝町、芳賀町、茂木町） ハガ グンナイ モオカシ マシコ チョウ イチ ガイ マチ ハガマチ モギマチ		1		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		資源が少ない、短期入所先の確保が難しかった。計画を作るのには、医療情報が難しく感じられた。 シゲン スク タンキ ニュウショ サキ カクホ ムズカ ケイカク ツク イリョウ ジョウホウ ムズカ カン		0				連携の取れる医療関係者がたくさん地域の中にいてくれると安心して生活できるかな。外出や余暇の充実を図るために医療の必要な人の生活が限られてしまっている（あきらめてしまっている） レンケイ ト イリョウ カンケイシャ チイキ ナカ アンシン セイカツ ガイシュツ ヨカ ジュウジツ ハカ イリョウ ヒツヨウ ヒト セイカツ カギ

		承諾 ショウダク		サポートセンターとみや生活支援センター		028-665-8230		028-665-8230		321-2116		宇都宮市徳次郎町540		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		0		1		0		0		0		0		1		1		1		1		1		0				0		1		医療的なケアが必要な利用者様の日中活動先が限られて利用できない人がいる。学校との連携が取りにくい。通勤手段・行事参加制限があり平等性が保たれない。学校はサービスで対応を望み、福祉行政は教育で何とかするべきとつねに折り合わない。 イリョウテキ ヒツヨウ リヨウシャサマ ニッチュウ カツドウ サキ カギ リヨウ ヒト ガッコウ レンケイ ト ツウキン シュダン ギョウジ サンカ セイゲン ビョウドウセイ タモ ガッコウ タイオウ ノゾ フクシ ギョウセイ キョウイク ナン オ ア		0		0		1		0		協力してほしい キョウリョク		1		0		利用できるサービスが限られている。社会参加できる機会が少なく、場が限られている。介護者の負担軽減が取りにくい。夢や希望を叶えるための資源が少ない。 リヨウ カギ シャカイ サンカ キカイ スク バ カギ カイゴシャ フタン ケイゲン ト ユメ キボウ カナ シゲン スク		0				通勤手段、保護者なくても教育が受けられる環境。常に親同行を求めるのでは、自立につながらず、いつになっても親の負担は軽減されない。親が安心して託せる日中活動の場。社会参加、役割を担える環境作り、職場。地域で生活していくための交流の機会や場があるといい。緊急的にレスパイトを受け入れてくれる場。 ツウキン シュダン ホゴシャ キョウイク ウ カンキョウ ツネ オヤ ドウコウ モト ジリツ オヤ フタン ケイゲン オヤ アンシン タク ニッチュウ カツドウ バ シャカイ サンカ ヤクワリ ニナ カンキョウ ヅク ショクバ チイキ セイカツ コウリュウ キカイ バ キンキュウテキ ウ イ バ

		承諾 ショウダク		社会就労センターえいぶるの里 シャカイ シュウロウ サト		0285-22-4561		0285-224581		323-0003		小山市東島田2403-2		小山市、下野市、上三川町、野木町、結城市、古河市、筑西市 オヤマシ シモノ シ カミノカワマチ ノギマチ ユウキシ コガシ ツク ニシ シ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				1		0		自己決定が難しいため、家族中心の考えになってしまうこと。また、利用できる社会資源が少ない。 ジコ ケッテイ ムズカ カゾク チュウシン カンガ リヨウ シャカイ シゲン スク		1				関係機関との連携、特に在宅が長い方は医療機関とのかかわりが家族も含め、希薄になってしまい、二次障害に対応できない。地域に総合的に支援でき、医療的ケアが受けられる場所、または訪問医療の充実が必要と思います。 カンケイ キカン レンケイ トク ザイタク ナガ カタ イリョウ キカン カゾク フク キハク ニジ ショウガイ タイオウ チイキ ソウゴウテキ シエン イリョウテキ ウ バショ ホウモン イリョウ ジュウジツ ヒツヨウ オモ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所「ピュア」		0282-31-3911		0282-31-3912		328-0133		栃木市大森町465		栃木市、鹿沼市、佐野市、小山市、壬生町 トチギシ カヌマシ サノシ オヤマシ ミブマチ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1

		承諾 ショウダク		社会福祉法人とちのみ会　こなかの森 シャカイ フクシ ホウジン カイ モリ		0283-24-5757		0283-24-6294		327-0001		佐野市小中町1280		佐野市、足利市 サノシ アシカガシ		1		0		1		0		1		0		0		1		0		1		0		0		0				1		2		通所型のため、短期入所の受け入れはサービスとして提供できず、他施設の紹介、相談支援事業につなげている。 ツウショ ガタ タンキ ニュウショ ウ イ テイキョウ タ シセツ ショウカイ ソウダン シエン ジギョウ		0		0		0		0				1		0		療養型短期入所ほかの施設への短期入所の受け入れ状況など、受け入れ場所を見つけるなど。短期入所時の発作発症時医療への繋ぎが困難。問題多（かかりつけ医への搬送） リョウヨウガタ タンキ ニュウショ シセツ タンキ ニュウショ ウ イ ジョウキョウ ウ イ バショ ミ タンキ ニュウショ ジ ホッサ ハッショウ ジ イリョウ ツナ コンナン モンダイ タ イ ハンソウ		0				佐野市には、身障（重心）短期入所施設がなく老人施設に佐野市が委託しているが、利用する人もいなく、サービスが使いづらい状態にある。短期入所受け入れ可能施設が増えることで、家族のほうも使いやすく利便性があがると考えます。 サノシ シンショウ ジュウシン タンキ ニュウショ シセツ ロウジン シセツ サノシ イタク リヨウ ヒト ツカ ジョウタイ タンキ ニュウショ ウ イ カノウ シセツ フ カゾク ツカ リベンセイ カンガ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所テトテ		0287-36-7171		0287-36-7181		329-2732		那須塩原市一区町251-1		那須塩原市（大田原、矢板、那須町、那珂川町、烏山） ナスシオバラ シ オオタワラ ヤイタ ナスマチ ナカガワマチ カラスヤマ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		0		1		委託の相談支援事業所や重心専門の事業所に相談する イタク ソウダン シエン ジギョウショ ジュウシン センモン ジギョウショ ソウダン		0		1				3		その方にとって、より専門性の高い方が対応することが望ましいと思いますので、作成が適するか否か周囲のサービス状況なども考慮して決めたいと思います。適切にアドバイスをいただける地域の環境が整っていれば、スキルアップ、経験の積み重ねのためにも作成したいです。 カタ センモンセイ タカ ホウ タイオウ ノゾ オモ サクセイ テキ イナ シュウイ ジョウキョウ コウリョ キ オモ テキセツ チイキ カンキョウ トトノ ケイケン ツ カサ サクセイ		相談支援専門員のスキルアップ。きめ細かい支援（サービスの充実）本人のニーズを正しく理解できる人材の育成と地域の理解。 ソウダン シエン センモンイン コマ シエン ジュウジツ ホンニン タダ リカイ ジンザイ イクセイ チイキ リカイ

		承諾 ショウダク		指定特定相談支援事業所あじさい		0287-60-3361		0287-60-3362		325-0034		那須塩原市東原166		那須塩原市、那須町 ナスシオバラ シ ナスマチ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2				訪問看護、訪問診療を行う医師が必要だと思います。 ホウモン カンゴ ホウモン シンリョウ オコナ イシ ヒツヨウ オモ

		承諾 ショウダク		障害者相談支援センターいぶき		028-678-3502		028-676-3501		329-1216		高根沢町桑窪2266-2		高根沢町 タカネザワマチ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1				短期入所など受け入れてくれる施設を増やしてほしい。県内で受け入れていただけない為、県外の施設を考えなくてはいけない方がいます。 タンキ ニュウショ ウ イ シセツ フ ケンナイ ウ イ タメ ケンガイ シセツ カンガ カタ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所わくわくおやま		0285-24-6575		0285-20-0255		323-0022		小山市駅東通り3-9-6		小山市 オヤマシ		1		0		1		0		1		1		1		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		関係事業所が多いことで情報収集連携等大変。医療機関とも連携を図る必要あり。レスパイト、ショートステイの受入困難。利用できる事業所が少ない。 カンケイ ジギョウショ オオ ジョウホウ シュウシュウ レンケイ ナド タイヘン イリョウ キカン レンケイ ハカ ヒツヨウ ウケイレ コンナン リヨウ ジギョウショ スク		0				重症心身障害児（者）を受け入れしてくれる事業所、施設がもっと多くあればよいと思われる。通所日中一時短期入所など。相談支援、計画作成についてもほかの事業所が受け入れてくれないとの理由で受け入れ可能事業所へ集中してしまう為、相談員への研修等を増やせばよいが。しかし日々の業務が多忙であるため、難しいのかな？ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ ウ イ ジギョウショ シセツ オオ オモ ツウショ ニッチュウ イチジ タンキ ニュウショ ソウダン シエン ケイカク サクセイ ジギョウショ ウ イ リユウ ウ イ カノウ ジギョウショ シュウチュウ タメ ソウダン イン ケンシュウ ナド フ ヒビ ギョウム タボウ ムズカ

		承諾 ショウダク		相談支援センターネクスト		080-8854-9551		0280-612-1558		320-0034		宇都宮市泉町6-25		宇都宮市 ウツノミヤシ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2

		承諾 ショウダク		相談支援事業のぞみ		0287-65-2288		0287-65-2282		329-3152		那須塩原市上中野53		那須塩原市、大田原市、那須町 ナスシオバラ シ オオタワラシ ナスマチ		1		0		1		0		0		0		1		1		1		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		現サービスでの医療ケアをふまえ、将来にむけて他事業との連携につなげるよう計画作成、調整に苦労した。 ゲン イリョウ ショウライ タ ジギョウ レンケイ ケイカク サクセイ チョウセイ クロウ		0				選択肢が増えるよう受け入れ可能な福祉サービス事業所の増加が必要だと思われます。 センタクシ フ ウ イ カノウ フクシ ジギョウショ ゾウカ ヒツヨウ オモ

		承諾 ショウダク		サポートセンターひばり		028-670-0330		028-667-7315		321-3236		宇都宮市竹下町435-159		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		苦労ではないが、お母様がとても一生懸命ですでにサービスも繋がっていたため、現状を計画にする形となったが、計画作成後のかかわりについて相談員としてどのようにすべきことが望ましいかと考える。 クロウ カアサマ イッショウケンメイ ツナ ゲンジョウ ケイカク カタチ ケイカク サクセイ ゴ ソウダン イン ノゾ カンガ		0				福祉サービスや医療、またボランティアが入室されるととてもよいと思います。また、介助者（家族）のケアも考えると気軽に参加できるようなイベント（医療が整っていたり、介助するボランティアさんがいたり）や、同じ重症心身障害児（者）をもつかたとのネットワークがあるといいのかなと思います。 フクシ イリョウ ニュウシツ オモ カイジョシャ カゾク カンガ キガル サンカ イリョウ トトノ カイジョ オナ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ オモ

		承諾 ショウダク		高根沢町障害児者生活支援センターすまいる タカネザワマチ		028-612-2751		028-612-2752		329-1225		栃木県塩谷郡高根沢町石末1825　福祉センター内 ３２９－１２２５ フクシ ナイ		高根沢町 タカネザワマチ		1		0		1		0		0		0		1		0		0		1		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		地元に使える資源がなく苦労した ジモト ツカ シゲン クロウ		0				①医療と福祉の連携ネットワーク②重心の方でも利用できるサービスが増えること③訪問診療医 イリョウ フクシ レンケイ ジュウシン カタ リヨウ フ ホウモン シンリョウ イ

		承諾 ショウダク		障害者相談支援センターフォレスト		0284-91-1816		0284-91-2867		326-0011		足利市大沼田町615		足利市及び近隣市町村 アシカガシ オヨ キンリン シチョウソン		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0				0

		承諾 ショウダク		障がい者相談支援事業所ケアサプライ		0287-73-5312		0287-73-5311		329-3221		栃木県那須郡那須町漆塚762-102 ３２９－３２２１		白河市、那須町、那須塩原市、大田原市 シラカワシ ナスマチ ナスシオバラシ オオタワラシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1				サービスを提供できる事業所の充実を図る テイキョウ ジギョウショ ジュウジツ ハカ

		承諾 ショウダク		南栃木支援センター相談支援		0285-44-6118		0285-44-7215		329-0412		下野市柴1432-105		下野市、小山市、壬生町 シモノ シ オヤマシ ミブマチ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		0		1		介護保険と併用する場合のみ対応する カイゴ ホケン ヘイヨウ バアイ タイオウ		0		1				3		介護保険と併用する場合のみ作成する カイゴ ホケン ヘイヨウ バアイ サクセイ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所とまり木		0287-54-2854		0287-54-2230		324-0231		大田原市北野上3952		大田原市、那須塩原市、那須町 オオタワラシ ナスシオバラシ ナスマチ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1				当事業所の対応範囲は現在、知的障害者特に中・軽度が主だが、精神（高次脳機能障害も含む）分野もやり始めている。今後重症心身障害者もほかの相談支援事業所の助けを得ながら、勉強しながら対応したいと考えている。そのために研修や見学の機会を多く作っていただきたい。今は、当事業所はその程度しか考えられない。 トウ ジギョウショ タイオウ ハンイ ゲンザイ チテキ ショウガイシャ トク チュウ ケイド オモ セイシン コウジ ノウ キノウ ショウガイ フク ブンヤ ハジ コンゴ ジュウショウ シンシン ショウガイシャ ソウダン シエン ジギョウショ タス エ ベンキョウ タイオウ カンガ ケンシュウ ケンガク キカイ オオ ツク イマ トウ ジギョウショ テイド カンガ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所ポンテ		028-652-7288		028-652-6355		321-0341		宇都宮市古賀志町1964-12		宇都宮、鹿沼、日光、壬生 ウツノミヤ カヌマ ニッコウ ミブ		0		1		1		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0				0				未就学児（3～5才）の方の医療型児童発達支援を分離で行う施設が数か所あると良いと思います。 ミシュウガクジ サイ カタ イリョウ ガタ ジドウ ハッタツ シエン ブンリ オコナ シセツ スウ ショ ヨ オモ

		承諾 ショウダク		相談支援センター光輝舎		0285-70-2020		0285-72-8222		321-4105		芳賀郡益子町北中1113-1		芳賀郡、真岡市等 ハガ グン モオカシ ナド		1		0		1		0		1		1		1		1		0		1		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		利用できるサービス事業所が少ない。重心児者に合わせたプログラムが見つからない（近隣で） リヨウ ジギョウショ スク ジュウシン ジ シャ ア ミ キンリン		0				本人の状態にもよるが、重度化する状況に対応できる事業所の確保。家族の負担が大きくなり在宅生活の継続が困難になることが予測されるので、在宅で支援が受けられるような体制の充実と、レスパイトサービスの拡大。 ホンニン ジョウタイ ジュウドカ ジョウキョウ タイオウ ジギョウショ カクホ カゾク フタン オオ ザイタク セイカツ ケイゾク コンナン ヨソク ザイタク シエン ウ タイセイ ジュウジツ カクダイ

		承諾 ショウダク		特定相談支援事業所やすらぎ		028-650-7727		028-650-7728		320-0011		宇都宮市富士見が丘3－19－20		宇都宮市 ウツノミヤシ		0		0		1		0		1		0		0		0		0		1		1		0		0				0		3		対応できるヘルパーがいれば支援する タイオウ シエン		0		0		0		0				0		1				3

		承諾 ショウダク		障がい者支援センターにんべん		028-686-2539		028-686-2584		329-1417		さくら市フィオーレ喜連川5-2-1　フィオーレガーデン1-102		さくら市 シ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1				地域資源アンケートをいただきありがとうございました。設問に対しまして知識不足にこれでいいのかという思いです。相談支援専門員として設問にありました「3」要望がでますれば、先輩相談員・各職種の方々に相談・指導をいただき、相談支援事業を行ってみたいと考えます。大島先生について学ばせて頂きました。 チイキ シゲン セツモン タイ チシキ ブソク オモ ソウダン シエン センモンイン セツモン ヨウボウ センパイ ソウダン イン カクショクシュ カタガタ ソウダン シドウ ソウダン シエン ジギョウ オコナ カンガ オオシマ センセイ マナ イタダ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所おやま		0285-22-1833		0285-228946		323-0014		小山市喜沢660		小山市、下野市 オヤマシ シモノ シ		1		0		1		0		1		1		0		0		0		0		0		1		0				2		3				0		0		0		0				1		0		本人の意思が明確でないので親の意向中心のものになってしまった。 ホンニン イシ メイカク オヤ イコウ チュウシン		0

		承諾 ショウダク		真岡介護センター		0285-80-5200		0285-80-5211		321-4361		真岡市並木町1-8-1　シティ並木102 ナミキ		真岡市、芳賀町南部、市貝町南部、益子町西部、上三川東部 モオカシ ハガマチ ナンブ イチ ガイ チョウ ナンブ マシコ チョウ セイブ カミノカワ トウブ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		0		1				0		1				3		担当者の受け持ちケースの状況など考慮し対応できるか検討したい タントウシャ ウ モ ジョウキョウ コウリョ タイオウ ケントウ

		承諾 ショウダク		さの社協相談支援センターほっぷ		0283-22-8152		0283-22-8199		327-0003		佐野市大橋町3212-27		佐野市全域 サノシ ゼンイキ		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2		現在相談支援専門員1名で行っているため ゲンザイ ソウダン シエン センモンイン メイ オコナ

		承諾 ショウダク		相談支援ウエイブ		0282-23-4465		0282-23-4465		328-0012		栃木市平柳町1-2-7		栃木市、壬生町 トチギシ ミブマチ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		1		0				0		1				2		指定特定相談支援事業で精神に対応しているため シテイ トクテイ ソウダン シエン ジギョウ セイシン タイオウ		ご家族の中だけでは生活がマンネリ化して単調になりかねないので、音楽、体を動かす、読み聞かせ麻痺・拘縮のマッサージなどのリハビリの頻度を高める。ご本人が楽しいと感じることを提供できる。ご家族が疲弊しないよう旅行や趣味などの充実した時間がもてるようサービスを利用していくこと。 カゾク ナカ セイカツ カ タンチョウ オンガク カラダ ウゴ ヨ キ マヒ コウシュク ヒンド タカ ホンニン タノ カン テイキョウ カゾク ヒヘイ リョコウ シュミ ジュウジツ ジカン リヨウ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所わらしべの家		0282-27-1627		0282-27-1675		328-0011		栃木市大宮町2708-3		栃木市 トチギシ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1		専門的な知識が不十分なため行政などの機関と相談しながらの対応となります センモンテキ チシキ フジュウブン ギョウセイ キカン ソウダン タイオウ		短期入所や移動支援などの福祉サービス利用時にお付き合いのある医療機関や訪問看護の看護師が同行でき緊急時の対応が迅速にとれる体制（すでにできていたらすみません） タンキ ニュウショ イドウ シエン フクシ リヨウ ジ ツ ア イリョウ キカン ホウモン カンゴ カンゴシ ドウコウ キンキュウジ タイオウ ジンソク タイセイ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所　空		0287-73-8165		0287-73-8165		329-3157		那須塩原市大原間西1-19-9		那須塩原市、大田原市、那須町 ナスシオバラ シ オオタワラシ ナスマチ		1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		重心のお子様の療育支援をやっていたので、苦労はありませんでしたが、医療（訪問看護）訪問リハ訪問入浴の制度を知らなかったので、その方々との連携が取れて大変勉強になりました。 ジュウシン コサマ リョウイク シエン クロウ イリョウ ホウモン カンゴ ホウモン ホウモン ニュウヨク セイド シ カタガタ レンケイ ト タイヘン ベンキョウ		0				医療的ケアの必要な方には支援スタッフ・必ず看護師の方が不在では双方安心したケアはできません。例）乳幼児の通所事業は保母と看護師さん。小学→高校までは義務教育がありますが事後に生活介護はもちろんですが、本当に重心の方の為の日中活動の場が不足しているとおもいますので重心の方の通所事業は必要と思います。家庭以外で通える場所→一時預かりや療育支援事業→高校卒業後は通所施設（一時預かりも含めて） イリョウテキ ヒツヨウ カタ シエン カナラ カンゴシ カタ フザイ ソウホウ アンシン レイ ニュウヨウジ ツウショ ジギョウ ホボ カンゴシ ショウガク コウコウ ギム キョウイク ジゴ セイカツ カイゴ ホントウ ジュウシン カタ タメ ニッチュウ カツドウ バ フソク ジュウシン カタ ツウショ ジギョウ ヒツヨウ オモ カテイ イガイ カヨ バショ イチジ アズ リョウイク シエン ジギョウ コウコウ ソツギョウゴ ツウショ シセツ イチジ アズ フク

		承諾 ショウダク		相談支援事業所みどり		0285-45-8362		0285-45-8397		329-0214		小山市乙女786-1		小山市、栃木市、古河市、結城市 オヤマシ トチギシ コガシ ユウキシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0		大人は対応可能 オトナ タイオウ カノウ		1		1		大人はあるが、こどもはない。先日訪問介護を事業所にお願いしたところどこの事業所も受けていただけなかった。 オトナ センジツ ホウモン カイゴ ジギョウショ ネガ ジギョウショ ウ		3		成人しか計画相談をしたことがないので不安である。当事業所は相談員が一名なので相談する相手がいない セイジン ケイカク ソウダン フアン トウ ジギョウショ ソウダン イン イチメイ ソウダン アイテ		サービス事業所で受けてもらえないケースがある。特に重心や精神知的等重複して疾患を持っていると問い合わせた時点でお断りされてします。 ジギョウショ ウ トク ジュウシン セイシン チテキ ナド チョウフク シッカン モ ト ア ジテン コトワ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所こころみ		0284-41-5039		0284-43-2665		326-0061		足利市田島町611-2				0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		1		0				0		1				3		これまで前例がなく、またこの障害について熟知した方（機関）があるならそちらでしていただいた方がご本人様にとってよい支援であると考えるから。※現在当法人の入所・通所等サービスを利用されている方の相談支援がほとんどの状況です。 ゼンレイ ショウガイ ジュクチ カタ キカン ホウ ホンニンサマ シエン カンガ ゲンザイ トウホウジン ニュウショ ツウショ ナド リヨウ カタ ソウダン シエン ジョウキョウ

		承諾 ショウダク		相談支援センターのどか　真岡センター		0285-81-5890		0285-85-8452		321-4305		真岡市荒町111-1		真岡市、芳賀町、市貝町、益子町、茂木町 モオカシ ハガマチ イチガイ マチ マシコ チョウ モギ マチ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1				在宅での生活では家族の介護負担の軽減が必要。フォーマルインフォーマルの枠にとらわれない福祉サービス。 ザイタク セイカツ カゾク カイゴ フタン ケイゲン ヒツヨウ ワク フクシ

		承諾 ショウダク		友井タクシー介護ステーションふれあい		0285-30-0840		0285-30-0844		323-0025		小山市城山町2丁目12-25		小山市 オヤマシ		1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		利用するサービスは多様で、施設・病院・学校など医療福祉事業所数も多く連携を図るのが困難。学校行事に参加するための会出自の支援サービスがない。 リヨウ タヨウ シセツ ビョウイン ガッコウ イリョウ フクシ ジギョウショ スウ オオ レンケイ ハカ コンナン ガッコウ ギョウジ サンカ カイ シュツジ シエン		0				ご家族様が安心して預けることができる施設と必要に預けられる施設の数は少ない。片道１時間以上かかるためとても不便に思います。呼吸器の方の預かり先は少ない。 カゾクサマ アンシン アズ シセツ ヒツヨウ アズ シセツ カズ スク カタミチ ジカン イジョウ フベン オモ コキュウキ カタ アズ サキ スク

		承諾 ショウダク		もくせいの里		0282-43-0593		0282-43-1387		329-4405		栃木市大平町西山田1198		栃木市内 トチギシナイ		0		1		1		0		1		0		0		1		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		ニーズにあてはまるサービスがなかった。例）①入浴支援②移送サービス　①自宅の浴槽では支援が入れず訪問入浴を検討。しかし、浴槽を置けるスペースがなく断念。②主たる介護者が入院。学校までの送迎ができず特例で市の移送サービスを利用するもかなり時間を要した。 レイ ニュウヨク シエン イソウ ジタク ヨクソウ シエン ハイ ホウモン ニュウヨク ケントウ ヨクソウ オ ダンネン シュ カイゴシャ ニュウイン ガッコウ ソウゲイ トクレイ シ イソウ リヨウ ジカン ヨウ		0				①地域の理解や協力②受け入れの拡大（重心の通所、24時間看護体制が整った短期入所）③デマンドタクシー等関係者の重心に対する理解（理解附属により資源として存在するが利用しがたい）④児童が入浴支援を受けられる環境（家族の身体的な介護負担軽減） チイキ リカイ キョウリョク ウ イ カクダイ ジュウシン ツウショ ジカン カンゴ タイセイ トトノ タンキ ニュウショ ナド カンケイシャ ジュウシン タイ リカイ リカイ フゾク シゲン ソンザイ リヨウ ジドウ ニュウヨク シエン ウ カンキョウ カゾク シンタイテキ カイゴ フタン ケイゲン

		承諾 ショウダク		足利障害者相談支援センター		0284-44-0307		0284-44-0318		326-0064		足利市東砂原後町1072		足利市、佐野市 アシカガシ サノシ		1		0		1		0		1		0		0		1		0		1		0		1		0				1		0				0		0		0		0				0		1				2		委託相談支援事業所のため イタク ソウダン シエン ジギョウショ		医療的ケアが整った施設のショートステイ充実が必要。また、特に呼吸器をつけた方のショート療養介護の利用とそれらを利用するための送迎体制の充実が必要。 イリョウテキ トトノ シセツ ジュウジツ ヒツヨウ トク コキュウキ カタ リョウヨウ カイゴ リヨウ リヨウ ソウゲイ タイセイ ジュウジツ ヒツヨウ

		承諾 ショウダク		指定障害者相談支援事業所あるしぇん		0282-86-7665		0282-21-7109		321-0201		栃木県下都賀郡壬生町安塚2032 ３２１－０２０１		壬生町 ミブマチ		1		0		1		0		1		0		0		1		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		①相談支援専門員として重症心身障害児（者）の方に対する支援の知識や経験が少ない②医療的ケアが必要となる方に対して対応できる福祉サービス（事業所）が少ない。 ソウダン シエン センモンイン ジュウショウシンシンショウガイジ シャ カタ タイ シエン チシキ ケイケン スク イリョウテキ ヒツヨウ カタ タイ タイオウ フクシ ジギョウショ スク		0				医療的ケアが必要な方に関して、福祉のサービスでは対応しきれない部分が多く、結果として家族が本人を抱え込まざるを得ない現状があるように感じます。家族の介護負担が少しでも軽減できるよう福祉サービスも柔軟な対応が出来るようになるといいなと思います。 イリョウテキ ヒツヨウ カタ カン フクシ タイオウ ブブン オオ ケッカ カゾク ホンニン カカ コ エ ゲンジョウ カン カゾク カイゴ フタン スコ ケイゲン フクシ ジュウナン タイオウ デキ オモ

		承諾 ショウダク		下野市相談支援事業所 こばと		0285-44-6783		0285-44-6783		329-0414		下野市小金井1146-6		下野市、上三川町 シモノ シ カミノカワマチ		1		0		1		0		0		0		1		1		0		1		1		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		医療的ケアが必要な乳幼児に対応できるヘルパー事業所。短期入所・日中一時支援事業所が近くにない（少ない）。 イリョウテキ ヒツヨウ ニュウヨウジ タイオウ ジギョウショ タンキ ニュウショ ニッチュウ イチジ シエン ジギョウショ チカ スク		0				設問5で回答した内容：外出可能な方は児童発達支援を利用可能であるが無理な方は外部との交流をもちにくい。訪問看護・訪問リハビリが入っているケースはいいがない場合母子で孤立しがち。幸いあそびの支援をしてくれるヘルパー事業所があり支援につながっている。ヘルパー利用を希望されない家庭、利用したくてもヘルパー事業所がない等支援に苦慮する。 セツモン カイトウ ナイヨウ ガイシュツ カノウ カタ ジドウ ハッタツ シエン リヨウ カノウ ムリ カタ ガイブ コウリュウ ホウモン カンゴ ホウモン ハイ バアイ ボシ コリツ サイワ シエン ジギョウショ シエン リヨウ キボウ カテイ リヨウ ジギョウショ ナド シエン クリョ

		承諾 ショウダク		相談支援センターぴあん ソウダン シエン		0282-31-1755		0282-31-2919		328-0067		栃木市皆川城内町333-2		栃木市、小山市 トチギシ オヤマシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1				これまで現場で関わったことがなく、事例検討でしか情報を把握しておらず不安はあります。でも関係機関やご家族様からいろいろなことを教えて頂きながら相談支援として専門性を活かせればと思っています。色々な立場の方からお話をお伺いしてもご家族や医療機関専門的な事業所の負担が大きく相談支援があまり役に立つことができていない（場合によっては自ら引いてしまう）今の現状を少しでも変えていければいいと思います。 ゲンバ カカ ジレイ ケントウ ジョウホウ ハアク フアン カンケイ キカン カゾクサマ オシ イタダ ソウダン シエン センモンセイ イ オモ イロイロ タチバ カタ ハナシ ウカガ カゾク イリョウ キカン センモンテキ ジギョウショ フタン オオ ソウダン シエン ヤク タ バアイ ミズカ ヒ イマ ゲンジョウ スコ カ オモ

		承諾 ショウダク		うつのみや		028-632-6074/090-4059-9728		028-632-6075		320-0861		宇都宮市西2-1-7		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				3		専門的な知識を社会資源のアドバイスを他相談支援事業所からいただきながらみずからの事業所で引き受けるという形が望ましい センモンテキ チシキ シャカイ シゲン ホカ ソウダン シエン ジギョウショ ジギョウショ ヒ ウ カタチ ノゾ

		承諾 ショウダク		サポートセンターきりん		028-612-3838		028-678-3257		321-0905		栃木県宇都宮市平出工業団地43-100 ３２１－０９０５		宇都宮市 ウツノミヤシ		0		1		1		0		1		0		0		1		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		療養介護に入所しているので他のサービスの利用が困難。そのための社会資源をつなげたり、活用したりするのが難しい。 リョウヨウ カイゴ ニュウショ ホカ リヨウ コンナン シャカイ シゲン カツヨウ ムズカ		0				今後、市町村などで展開されていく生活拠点に関する事業をうまく活用できればいいなと感じています。入所されている方々については地域とのつながり方が今後は重要になってくると思われますので、広く門扉を開けた活動などが多くなってくるといいなと思っています。 コンゴ シチョウソン テンカイ セイカツ キョテン カン ジギョウ カツヨウ カン ニュウショ カタガタ チイキ カタ コンゴ ジュウヨウ オモ ヒロ モンピ ア カツドウ オオ オモ

		承諾 ショウダク		さわやか相談支援センター		0280-57-4884		0280-57-4994		329-0112		野木町南赤塚1145-1		小山市、野木町、古河市、栃木市 オヤマシ ノギマチ コガシ トチギシ		0		1		1		0		0		0		1		0		0		1		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		現実的な目標の位置づけ ゲンジツテキ モクヒョウ イチ		0

		承諾 ショウダク		相談支援事業所つばさ		0287-53-7393		0287-53-7394		324-0044		大田原市親園824-1		大田原市、那須塩原市、那須烏山市、矢板市、さくら市、那須町、塩谷町、高根沢町 オオタワラシ ナスシオバラシ ナスカラスヤマシ ヤイタシ シ ナスマチ シオ タニ マチ タカネザワマチ		1		0		1		0		1		0		1		1		0		1		0		0		0				1		2		医療的なケアが必要なケース、将来的に短期入所につなげたいケースだった為、専門の事業所に依頼した イリョウテキ ヒツヨウ ショウライテキ タンキ ニュウショ タメ センモン ジギョウショ イライ		1		1		0		0				1		0		使えるサービスの少なさに調整が難しかった ツカ スク チョウセイ ムズカ		1				乳幼児期の受け入れ可能な福祉サービス等の社会資源が必要である。 ニュウヨウジ キ ウ イ カノウ フクシ ナド シャカイシゲン ヒツヨウ

		承諾 ショウダク		特定相談支援センターはじめ		0284-22-4561		0284-22-4562		326-0143		足利市葉鹿町735-1		足利市 アシカガシ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1

		承諾 ショウダク		上三川障がい児・者生活相談支援センター		0285-38-6854		0285-38-6841		329-0611		上三川町上三川5082-15		上三川町 カミノカワマチ		1		0		1		0		1		0		0		1		0		0		0		0		0				1		0				0		0		0		0				1		0				0

		承諾 ショウダク		はつらつサロン南天相談支援事業所		0285-22-4659		0285-38-6529		323-0027		小山市花垣町2-3-19		小山市、栃木市 オヤマシ トチギシ		0		0		1		0		1		1		0		1		1		1		1		1		0				0		0				0		0		0		0				1		0		利用したいサービス事業所が少なく生活改善、家族、支援者の負担軽減に繋がらない（訪問入浴、ショートステイ、生活介護などなど（就労Ａ型））医師によっては連携が困難。何処の精神科がよいかと利用者に問われるが答えは解らない。 リヨウ ジギョウショ スク セイカツ カイゼン カゾク シエンシャ フタン ケイゲン ツナ ホウモン ニュウヨク セイカツ カイゴ シュウロウ ガタ イシ レンケイ コンナン ドコ セイシンカ リヨウシャ ト コタ ワカ		0				本人の選択や受け入れ事業所の間口を広げる。例えば入浴はヘルパーの2人対応で行ているがヘルパー不足や腰痛の悪化などで対応が難しくなってくる。機会浴のできる生活介護を勧めるも本人の選択肢がない。自宅から出かける自由さのようなものが閉ざされているような気がする。反面高齢者のサービスは増加する一方で利用者が不足し閉鎖なども聞かれる。高齢者・障害者がともにデイサービスやショートステイを利用できるようにならないかと思う。障害児については働く両親をサポートすることで生活の安定や療育などへ通園のし易さを図り、送迎サービスの充実など。 ホンニン センタク ウ イ ジギョウショ マグチ ヒロ タト ニュウヨク ニン タイオウ オコナ ブソク ヨウツウ アッカ タイオウ ムズカ キカイ ヨク セイカツ カイゴ スス ホンニン センタクシ ジタク デ ジユウ ト キ ハンメン コウレイシャ ゾウカ イッポウ リヨウシャ フソク ヘイサ キ コウレイシャ ショウガイシャ リヨウ オモ ショウガイジ ハタラ リョウシン セイカツ アンテイ リョウイク ツウエン ヤス ハカ ソウゲイ ジュウジツ

		承諾 ショウダク		障がい者生活支援センターこぶし		028-680-5746		028-688-0214		321-0126		栃木県宇都宮市茂原町837-1		宇都宮市、上三川町 ウツノミヤシ カミノカワマチ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1				①医療機関との細かな連携体制②相談関係者を含め本人に関わり支援をするなかで即座に動きが取れるようなフットワークの軽いチーム作り イリョウ キカン コマ レンケイ タイセイ ソウダン カンケイシャ フク ホンニン カカ シエン ソクザ ウゴ ト カル ヅク
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ある	今後依頼があれば作成する	他の相談支援事業所に依頼する	作成するかどうかわからない	33	15	18	14	

相談支援事業所 (記述)

		Ｑ1.貴施設について、お伺いいたします キ シセツ ウカガ										事業所名とコメントをくっつけるで一表を作る ジギョウショ メイ イッピョウ ツク

		1		事業所名 ジギョウショ メイ								今月中 コンゲツ チュウ

		2		電話番号 デンワ バンゴウ								地図と一覧表をパワーポイント チズ イチラン ヒョウ

		3		FAX番号 バンゴウ								各項目ごとにページを作る カクコウモク ツク

		4		所在地 ショザイチ

		5		訪問可能な主な市町村 ホウモン カノウ オモ シチョウソン

		Ｑ2.重症心身障害児（者）の定義をご存知ですか ジュウショウシンシンショウガイジ シャ テイギ ゾンジ

		Ｑ2-1		知っている シ

		Ｑ2-2		知らない シ

		Ｑ3.重症心身障害児（者）の方（家族・関係機関等）からの相談を受けたことがありますか ジュウショウシンシンショウガイジ シャ カタ カゾク カンケイ キカン ナド ソウダン ウ

		Ｑ3-1		1		ある

		Ｑ3-2		2		ない

		Ｑ3-1-Ａ

				Ａ-1それは誰からの相談でしたか ダレ ソウダン

				1		ａ.家族 カゾク

				2		ｂ.支援者 シエンシャ

				3		ｃ.関係機関 カンケイ キカン

				Ａ-2それはどんな相談でしたか（複数回答可） ソウダン フクスウ カイトウ カ

				1		ａ.生活上の相談 セイカツ ジョウ ソウダン

				2		ｂ.医療的な相談 イリョウテキ ソウダン

				3		ｃ.制度に関する相談 セイド カン ソウダン

				4		ｄ.教育に関する相談 キョウイク カン ソウダン

				5		ｅ.サービス等利用計画書作成に関する相談 ナド リヨウ ケイカクショ サクセイ カン ソウダン

				6		ｆ.その他 タ

				Ａ-3それらの相談事業所として対応（解決）はできましたか ソウダン ジギョウショ タイオウ カイケツ

				1		ａ.できた

				2		ｂ.できなかった

				Ａ-3-1それはどうしてですか

				1		ａ解決手段・方法がなかった カイケツ シュダン ホウホウ

				2		ｂ.ほかの相談支援事業所に依頼した ソウダン シエン ジギョウショ イライ

				3		ｃ.行政に依頼した ギョウセイ イライ

				4		ｄ.その他 タ

		Ｑ4.Ｑ3-2「ない」→これから重症心身障害児（者）の方（本人・家族等）からの相談があればどのように対応されますか ジュウショウシンシンショウガイジ シャ カタ ホンニン カゾク ナド ソウダン タイオウ

				Ｑ4-1		自分の事業所で対応する ジブン ジギョウショ タイオウ

				Ｑ4-2		ほかの相談支援事業所へ依頼する ソウダン シエン ジギョウショ イライ

				Ｑ4-3		行政に依頼する ギョウセイ イライ

				Ｑ4-4		その他 タ

		Ｑ5.重症心身障害児（者）の方のサービス等利用計画書を作成したことがありますか ジュウショウシンシンショウガイジ シャ カタ ナド リヨウ ケイカクショ サクセイ

				Ｑ5-1		ある

				Ｑ5-2		ない

						Ｑ5-1-Ａ		「ある」と回答→作成にあたり、苦労したこと困ったことがありましたか カイトウ サクセイ クロウ コマ

						Ｑ5-2-Ａ		「ない」と回答 カイトウ

						1		ａ.今後依頼があれば作成する コンゴ イライ サクセイ

						2		ｂ.他の相談支援事業所に依頼する ホカ ソウダン シエン ジギョウショ イライ

						3		ｃ.作成するかどうかわからない サクセイ

						Ｑ5-2-Ａ-1		b.cを回答→それはどうしてですか カイトウ

		Q6.重症心身障害児（者）の方がより良い在宅生活をしていく上で何か必要だと思うことがあればご自由にお書きください ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ カタ ヨ ザイタク セイカツ ウエ ナニ ヒツヨウ オモ ジユウ カ



		承諾可否 ショウダク カヒ		Q1												Ｑ2.重症心身障害児（者）の定義をご存知ですか ジュウショウシンシンショウガイジ シャ テイギ ゾンジ				Ｑ3.重症心身障害児（者）の方（家族・関係機関等）からの相談を受けたことがありますか ジュウショウシンシンショウガイジ シャ カタ カゾク カンケイ キカン ナド ソウダン ウ																														Ｑ4.Ｑ3-2「ない」→これから重症心身障害児（者）の方（本人・家族等）からの相談があればどのように対応されますか ジュウショウシンシンショウガイジ シャ カタ ホンニン カゾク ナド ソウダン タイオウ										Ｑ5.重症心身障害児（者）の方のサービス等利用計画書を作成したことがありますか ジュウショウシンシンショウガイジ シャ カタ ナド リヨウ ケイカクショ サクセイ										Q6.重症心身障害児（者）の方がより良い在宅生活をしていく上で何か必要だと思うことがあればご自由にお書きください ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ カタ ヨ ザイタク セイカツ ウエ ナニ ヒツヨウ オモ ジユウ カ

				事業所名 ジギョウショ メイ		電話番号 デンワ バンゴウ		FAX番号 バンゴウ		郵便番号 ユウビンバンゴウ		所在地 ショザイチ		訪問可能な主な市町村 ホウモン カノウ オモ シチョウソン		知っている		知らない シ		ある		ない		それは誰からの相談でしたか						それはどんな相談でしたか														それらの相談事業所として対応（解決）はできましたか						自分の事業所で対応する ジブン ジギョウショ タイオウ		他の相談支援事業所へ依頼する ホカ ソウダン シエン ジギョウショ イライ		行政に依頼する ギョウセイ イライ		その他 タ				ある		ない		「ある」と回答		「ない」
と回答		b.c（23）を回答

																								家族 カゾク		支援者 シエンシャ		関係機関 カンケイ キカン		生活上の相談 セイカツ ジョウ ソウダン		医療的な相談 イリョウテキ ソウダン		制度に関する相談 セイド カン ソウダン		教育に関する相談 キョウイク カン ソウダン		サービス等利用計画書作成に関する相談 ナド リヨウ ケイカクショ サクセイ カン ソウダン		その他 タ		その他回答 タ カイトウ		それらの相談事業所として対応（解決）はできましたか		それはどうしてですか		それはどうしてですか

		否 イナ		手話通訳派遣協会相談支援事業所		0287-73-4422		0287-62-7776		325-0026		栃木県那須塩原市上厚崎431-17 ３２５－００２６				0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		0		1		本事業所と同様の地域で一般相談支援事業所と連携を図り対応する ホン ジギョウショ ドウヨウ チイキ イッパン ソウダン シエン ジギョウショ レンケイ ハカ タイオウ		0		1		0		2		当事業所は手話通訳派遣を主目的とする事業所であるため、聴覚障害に対するノウハウはあるがそれ以外の障害者に対応する専門性を有していない為 トウ ジギョウショ シュワ ツウヤク ハケン シュモクテキ ジギョウショ チョウカク ショウガイ タイ イガイ ショウガイシャ タイオウ センモンセイ ユウ タメ

		否 イナ		相談支援事業所すまいる		0285-45-7199		0285-45-8437		329-0205		小山市間々田750-1		小山市 オヤマシ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		1		0				0		1		0		3		現在担当させていただいているケースの他に受け入れる時間的余裕がないため。また専門的な知識や経験がなく自信がないため。 ゲンザイ タントウ ホカ ウ イ ジカンテキ ヨユウ センモンテキ チシキ ケイケン ジシン

		否 イナ		やまゆりの里		0284-90-2030		0284-90-2031		326-0011		足利市大沼田町525-1		足利市 アシカガシ		0		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		ショートステイの利用が可能かどうか リヨウ カノウ		2		1		ショートの利用を希望していたが、幼児で夜間に吸引が必要とのことだったので職員配置上困難と判断 リヨウ キボウ ヨウジ ヤカン キュウイン ヒツヨウ ショクイン ハイチ ジョウ コンナン ハンダン		0		0		0		0				0		1		0		2		あしかがの森さんが近くにあり専門性もあるため モリ チカ センモンセイ

		否 イナ		相談支援センターひかり		028-612-7717		028-612-7718		320-0072		宇都宮市若草4-20-7		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		0		1		0		1		0		0		1		0		1		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		居宅介護事業所とニーズのマッチング キョタク カイゴ ジギョウショ		0				短期入所事業所（医療的ケア対応型）の整備 タンキ ニュウショ ジギョウショ イリョウテキ タイオウガタ セイビ

		否 イナ		相談支援センター歩み		028-667-5151		028-667-5150		321-3233		宇都宮市上籠谷町3792		真岡市、芳賀町、宇都宮市 モオカシ ハガマチ ウツノミヤシ		0		1		1		0		0		1		0		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		毎日お会いしている方ではないしお話ができる方ではないので、計画書を作ることは少々戸惑いはありましたが、すべて療育指導室の先生にご指導いただき作成することができました。お幸せな時を過ごしてほしいという思いはいっぱいありますが、なにも出来ていない自分が申し訳ないような気持ちです。 マイニチ ア カタ ハナシ カタ ケイカクショ ツク ショウショウ トマド リョウイク シドウシツ センセイ シドウ サクセイ シアワ トキ ス オモ デキ ジブン モウ ワケ キモ		0				すみません。経験不足で在宅の方はよくわかりませんが、独立行政法人国立病院機構宇都宮病院にお伺いし行き届いた介護、職員の先生方の情熱にこういうところで重症心身障害者の方が過ごせることは幸せなのでは…としみじみ思いました。 ケイケン ブソク ザイタク カタ ドクリツ ギョウセイ ホウジン コクリツ ビョウイン キコウ ウツノミヤ ビョウイン ウカガ イ トド カイゴ ショクイン センセイガタ ジョウネツ ジュウショウ シンシン ショウガイシャ カタ ス シアワ オモ

		否 イナ		ワークス共育		0287-39-5593		0287-39-5630		329-2213		那須塩原市上大貫2028-2				1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		0		1		状況に応じて対応する ジョウキョウ オウ タイオウ		0		1				1				相談支援専門員のレベルアップが必要ではないかと思います ソウダン シエン センモンイン ヒツヨウ オモ

		否 イナ		指定特定相談支援センタードリーム		0288-32-2280		0288-32-2281		321-2341		日光市大沢町274		日光市、塩谷町、鹿沼市、宇都宮市 ニッコウシ シオヤ チョウ カヌマシ ウツノミヤ シ		0		1		1		0		1		0		0		1		1		1		0		0		0				1		0				0		0		0		0				1		0		計画を作成するにあたり医療機関との連携方法を具体化していくことに連絡調整に時間を要しました。また医師同士でのやりとりの方が早いように感じました。※解決できたと言っても施設の空き待ちで関係する病院で入院しております。 ケイカク サクセイ イリョウ キカン レンケイ ホウホウ グタイカ レンラク チョウセイ ジカン ヨウ イシ ドウシ ホウ ハヤ カン カイケツ イ シセツ ア マ カンケイ ビョウイン ニュウイン		0				入所ではなく、医療ケアのできる短期入所やグループホーム、日中一時、生活介護の拡充が必要であること。また重症心身障害児（者）への理解を広めていき、理解者を増やすこと、訪問看護、訪問医療、居宅介護も活用しやすい環境づくりを相談支援専門員はネットワークづくりに努めなければんらないと思います。 ニュウショ イリョウ タンキ ニュウショ ニッチュウ イチジ セイカツ カイゴ カクジュウ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ リカイ ヒロ リカイシャ フ ホウモン カンゴ ホウモン イリョウ キョタク カイゴ カツヨウ カンキョウ ソウダン シエン センモンイン ツト オモ

		否 イナ		ユーファーム支援センター		028-689-0070		028-680-0750		321-0972		宇都宮市下川俣町206-127		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2		これまでの実績として主に就労系の利用計画の作成を行っており重症心身障害児の方への支援については経験や人員の不足から対応が困難であると思われるため ジッセキ オモ シュウロウ ケイ リヨウ ケイカク サクセイ オコナ ジュウショウ シンシン ショウガイジ カタ シエン ケイケン ジンイン フソク タイオウ コンナン オモ

		否 イナ		障害者相談支援センターひびき		028-666-7601		028-666-7602		321-0403		宇都宮市下小倉町1536		宇都宮市、さくら市 ウツノミヤシ シ		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2		かつて受け入れたことがなく、またスタッフにも医療的ケアの知識や経験が乏しく、自信をもって迎え入れることができない ウ イ イリョウテキ チシキ ケイケン トボ ジシン ムカ イ		受け入れる施設が近辺にあること ウ イ シセツ キンペン

		否 イナ		相談支援事業ぴゅあ		028-611-1771		028-611-1772		321-0911		宇都宮市問屋町3426-46		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2

		否 イナ		指定特定相談支援事業所すえひろ		0287-23-3962		0287-24-1670		324-0042		大田原市末広1-2-5		大田原市、大田原市以外は交通費を受領 オオタワラシ オオタワラシ イガイ コウツウヒ ジュリョウ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2		事業所の対象を精神障害に限定し、市に申請しているため ジギョウショ タイショウ セイシン ショウガイ ゲンテイ シ シンセイ

		否 イナ		相談支援センターふじみだい		0285-44-0200		0285-44-4255		329-0412		下野市芝1123		下野市 シモノ シ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		0		1		ケースによって検討 ケントウ		0		1				2

		否 イナ		相談支援センターひゅーまにあ宇都宮		028-678-5385		028-678-5395		320-0802		宇都宮市江野町6-15大立ビル4階		宇都宮市（鹿沼市等近隣市町村） ウツノミヤシ カヌマシ ナド キンリン シチョウソン		0		1		1		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		あるではありますが、初めての作成でまた完成はしていない段階です。病院で実施されている活動医療等で自分自身が未熟で理解が足りていない為に苦労しています。 ハジ サクセイ カンセイ ダンカイ ビョウイン ジッシ カツドウ イリョウ ナド ジブン ジシン ミジュク リカイ タ タメ クロウ		0				①医療面での安心②外部と交流する機会③家族の方への支援 イリョウ メン アンシン ガイブ コウリュウ キカイ カゾク カタ シエン

		否 イナ		地域活動支援センターあしかが		0284-41-2643		0284-43-0463		326-0808		足利市本城1-1547		足利市 アシカガシ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0						0		1		0		0				0		1				2		専門外で知識等はなく、計画書の作成は難しいため センモンガイ チシキ トウ ケイカクショ サクセイ ムズカ

		否 イナ		南那須地区障害者相談支援センター		0287-80-1020		0287-80-1027		321-0624		那須烏山市旭1-18-8		那須烏山市、那珂川町 ナスカラスヤマシ ナカガワマチ		1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		アセスメント、院内での面会予定の調整、家族への説明など インナイ メンカイ ヨテイ チョウセイ カゾク セツメイ		0				在宅医療、訪問リハビリなど24時間対応出来る専門家チーム ザイタク イリョウ ホウモン ジカン タイオウ デキ センモンカ

		否 イナ		ワン・ハーモニー		0287-22-8255		0287-48-7225		324-0042		大田原市末広1-3618-13				0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				0

		否 イナ		ひまわり相談支援事業所		0282-20-5006		0282-23-4878		328-0052		栃木市祝町12－9				0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		1		0				0		1				3		意思伝達が自分にとって受け止められるかに不安があるため イシ デンタツ ジブン ウ ト フアン

		否 イナ		サンフラワーライフ		0285-22-1109		0285-22-1345		323-0808		小山市出井1936		小山市内 オヤマシナイ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				3		近隣に受け入れ施設が少なく在宅福祉サービスに向けるのが難しい キンリン ウ イ シセツ スク ザイタク フクシ ム ムズカ

		否 イナ		natu- la(ナチュラ)		0287-67-3115		0287-67-3115		329-3153		那須塩原市大原間239-1		那須塩原市、大田原市、那須町 ナスシオバラ シ オオタワラシ ナスマチ		0		1		1		0		1		0		0		1		1		1		0		0		0				1		0				0		0		0		0				1		0		サービス自体の幅がせまいため、本人が安全に安心した生活をうけられるためにどう組み合わせたら良いか。又、家族によっては苦手な事業所もあり限られた事業所を探すのが難しかった。 ジタイ ハバ ホンニン アンゼン アンシン セイカツ ク ア ヨ マタ カゾク ニガテ ジギョウショ カギ ジギョウショ サガ ムズカ		0				訪問系のサービスがもっと充実して欲しい ホウモン ケイ ジュウジツ ホ

		否 イナ		相談支援事業所ふるさとホーム那須		0287-98-3001		0287-98-8080		324-0414		大田原市片府田1301-59		大田原市、那須町、那須塩原市、周辺 オオタワラシ ナスマチ ナスシオバラ シ シュウヘン		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2		主な精神知的関係なので、今後はできるよう専門的な部分の勉強が必要です。 オモ セイシン チテキ カンケイ コンゴ センモンテキ ブブン ベンキョウ ヒツヨウ		①専門相談②居場所③地域の理解 センモン ソウダン イバショ チイキ リカイ

		否 イナ		特定相談支援事業所きのこ		028-635-8746		028-635-8778		320-0846		栃木県宇都宮市滝の原2-4-42 ３２０－０８４６		宇都宮市 ウツノミヤシ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		1		0				0		1				3		どのように作成したらいいか不安のため サクセイ フアン

		否 イナ		こども発達支援センター鹿沼市あおば園		0289-63-1745		0289-63-1745		322-0074		鹿沼市日吉町320－1				1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		1		0				0		1				2		相談支援専門員の不足、児童発達支援事業所利用のための計画書作成が主な業務になっている ソウダン シエン センモンイン フソク ジドウ ハッタツ シエン ジギョウショ リヨウ ケイカクショ サクセイ オモ ギョウム

		否 イナ		障害者相談支援センターみつか・Ｒｕ		028-648-3971		028-648-3936		321-0347		宇都宮市飯田町261		宇都宮市、鹿沼市 ウツノミヤシ カヌマシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		1		状況に応じして他機関と連携し判断する場合もある ジョウキョウ オウ ホカ キカン レンケイ ハンダン バアイ		0		1				1		計画依頼の状況に応じて対応できない月もある（モニタリング件数） ケイカク イライ ジョウキョウ オウ タイオウ ツキ ケンスウ

		否 イナ		工房つばさ		0285-40-0388		0285-40-6700		329-0401		下野市箕輪425-1		下野市、上三川町、壬生町、ただし状況に応じて対応することが難しい場合もある シモノ シ カミノカワマチ ミブマチ ジョウキョウ オウ タイオウ ムズカ バアイ		1		0		1		0		1		0		0		1		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		短期入所、ヘルパーなどの利用希望があっても受け入れてくれる事業所が見つからない タンキ ニュウショ リヨウ キボウ ウ イ ジギョウショ ミ		3		状況により作成することができない場合がある ジョウキョウ サクセイ バアイ		重心の方の短期入所等の利用ができるところが必要。在宅でのサービスの受入必要だと思われる。 ジュウシン カタ タンキ ニュウショ ナド リヨウ ヒツヨウ ザイタク ウケイレ ヒツヨウ オモ

		否 イナ		相談支援事業所グーフォ		028-673-0002		028-671-0785		329-1105		宇都宮市中岡本町3178-3				1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1				在宅生活を支える家族に負担が重くならないようにする。緊急時に対応してくれる医療ケア付きの宿泊施設を増やしてほしい ザイタク セイカツ ササ カゾク フタン オモ キンキュウジ タイオウ イリョウ ツ シュクハク シセツ フ

		否 イナ		那珂川町社協相談支援事業所		0287-92-1273		0287-92-1295		324-0613		那珂川町馬頭560-1		那珂川町 ナカガワマチ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				0				移動支援サービス イドウ シエン

		否 イナ		相談支援事業所大山田ノンフェール		0287-93-0660		0287-83-8182		324-0602		那珂川町大山田下郷955		那珂川町 ナカガワマチ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		1		0				0		1				2		平成27年度で相談支援事業を終了するため ヘイセイ ネンド ソウダン シエン ジギョウ シュウリョウ

		否 イナ		在宅サポートこころ		028-651-0780		028-651-0781		320-0042		宇都宮市材木町4-24				0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2

		否 イナ		相談支援事業所みらい ソウダン シエン ジギョウショ		0280-57-2673		0280-57-2673		329-0111		野木町丸林371-12		野木町、小山市 ノギマチ オヤマシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		0		1		しかるべき関係機関と連携して対応する カンケイ キカン レンケイ タイオウ		0		1				3		重症心身のノウハウがない ジュウショウ シンシン

		否 イナ		大田原市社会福祉協議会		0287-54-1849		0287-54-2745		324-0233		栃木県大田原市黒羽田町848 ３２４－０２３３		大田原市内 オオタワラシナイ		0		1		1		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0				2		1				0		1		0		0				0		1				2		職員が未熟なため ショクイン ミジュク		在宅医療の充実、居宅介護の２４時間対応（サービス事業所）の充実 ザイタク イリョウ ジュウジツ キョタク カイゴ ジカン タイオウ ジギョウショ ジュウジツ

		否 イナ		障がい者相談支援センターとまつり		028-680-5570		028-680-5271		320-0052		宇都宮市中戸祭町813		宇都宮市、近隣市町村 ウツノミヤシ キンリン シチョウソン		0		1		1		0		1		0		0		1		0		0		0		0		1		親子間の関わり オヤコ カン カカ		0		0		現在対応中 ゲンザイ タイオウチュウ		0		0		0		0				1		0		保護者との連携がとれない ホゴシャ レンケイ		0

		否 イナ		宇都宮市社会福祉協議会		028-636-1536		028-636-1537		320-0806		宇都宮市中央1-1-15		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		0				2		1		医療的ケアが必要な方が長時間外出したい。長時間支援者の拘束、移動手段（車の中での対応）、医療的ケアが必要な方が外出したいときに外出できる環境がすぐに整えられない、医療的けが必要な方で要介助であるが、歩行できる方が利用できる短期入所先はないか（アクセス時間も含む） イリョウテキ ヒツヨウ カタ チョウジカン ガイシュツ チョウジカン シエン シャ コウソク イドウ シュダン クルマ ナカ タイオウ イリョウテキ ヒツヨウ カタ ガイシュツ ガイシュツ カンキョウ トトノ イリョウテキ ヒツヨウ カタ ヨウ カイジョ ホコウ カタ リヨウ タンキ ニュウショ サキ ジカン フク		0		0		0		0				1		0		専門的（医療面）な知識がなく、専門用語が多く調べたり聞いたりしながら支援していくこと。長く関わらないと親の思いまで聞き出せないこと。 センモンテキ イリョウ メン チシキ センモン ヨウゴ オオ シラ キ シエン ナガ カカ オヤ オモ キ ダ		0				当事者が何歳になっても利用できるサービス環境（短期入所、訪問入浴など）。教育もほかのお子さん同様平等に受けられる機会（学校行事も含む）。相談対応できる人材の確保。緊急時でも利用できるサービスの調整・確保。直接支援できるサービス・人材を増やすこと。 トウジシャ ナンサイ リヨウ カンキョウ タンキ ニュウショ ホウモン ニュウヨク キョウイク コ ドウヨウ ビョウドウ ウ キカイ ガッコウ ギョウジ フク ソウダン タイオウ ジンザイ カクホ キンキュウジ リヨウ チョウセイ カクホ チョクセツ シエン ジンザイ フ

		承諾 ショウダク		ライフサポートセンターゆめ		0280-33-3624		0280-57-4624		329-0111		野木町丸林630-4		野木町、その周辺地域 ノギマチ シュウヘン チイキ		1		0		1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		1		福祉サービス利用に関する相談 フクシ リヨウ カン ソウダン		1		0				0		0		0		0				1		0		医療的な情報、知識に乏しくわからない用語などが数多く出てきた。医療的ケアの内容の聞き取り（どの部分を聞いていけばよいのか） イリョウテキ ジョウホウ チシキ トボ ヨウゴ カズオオ デ イリョウテキ ナイヨウ キ ト ブブン キ		0				Ｆａの負担軽減のためのレスパイト先（ＨＰ、ＳＳ機関等）。家族それぞれの訴え、希望を明確にしていく。関係機関がチームになりＦａの支え応援をしていく。 フタン ケイゲン サキ キカンナド カゾク ウッタ キボウ メイカク カンケイ キカン ササ オウエン

		承諾 ショウダク		足利ケアサービス		0284-21-7630		0284-21-3109		326-0843		足利市五十部町809-3		足利市、佐野市、太田市 アシカガシ サノシ オオタシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		0		1		ケースによって対応する タイオウ		0		1				3

		承諾 ショウダク		相談支援センターみさと		0285-72-9767				321-4104		芳賀郡益子町大沢2800-5		芳賀郡内（真岡市、益子町、市貝町、芳賀町、茂木町） ハガ グンナイ モオカシ マシコ チョウ イチ ガイ マチ ハガマチ モギマチ		1		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		資源が少ない、短期入所先の確保が難しかった。計画を作るのには、医療情報が難しく感じられた。 シゲン スク タンキ ニュウショ サキ カクホ ムズカ ケイカク ツク イリョウ ジョウホウ ムズカ カン		0				連携の取れる医療関係者がたくさん地域の中にいてくれると安心して生活できるかな。外出や余暇の充実を図るために医療の必要な人の生活が限られてしまっている（あきらめてしまっている） レンケイ ト イリョウ カンケイシャ チイキ ナカ アンシン セイカツ ガイシュツ ヨカ ジュウジツ ハカ イリョウ ヒツヨウ ヒト セイカツ カギ

		承諾 ショウダク		サポートセンターとみや生活支援センター		028-665-8230		028-665-8230		321-2116		宇都宮市徳次郎町540		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		0		1		0		0		0		0		1		1		1		1		1		0				0		1		医療的なケアが必要な利用者様の日中活動先が限られて利用できない人がいる。学校との連携が取りにくい。通勤手段・行事参加制限があり平等性が保たれない。学校はサービスで対応を望み、福祉行政は教育で何とかするべきとつねに折り合わない。 イリョウテキ ヒツヨウ リヨウシャサマ ニッチュウ カツドウ サキ カギ リヨウ ヒト ガッコウ レンケイ ト ツウキン シュダン ギョウジ サンカ セイゲン ビョウドウセイ タモ ガッコウ タイオウ ノゾ フクシ ギョウセイ キョウイク ナン オ ア		0		0		1		0		協力してほしい キョウリョク		1		0		利用できるサービスが限られている。社会参加できる機会が少なく、場が限られている。介護者の負担軽減が取りにくい。夢や希望を叶えるための資源が少ない。 リヨウ カギ シャカイ サンカ キカイ スク バ カギ カイゴシャ フタン ケイゲン ト ユメ キボウ カナ シゲン スク		0				通勤手段、保護者なくても教育が受けられる環境。常に親同行を求めるのでは、自立につながらず、いつになっても親の負担は軽減されない。親が安心して託せる日中活動の場。社会参加、役割を担える環境作り、職場。地域で生活していくための交流の機会や場があるといい。緊急的にレスパイトを受け入れてくれる場。 ツウキン シュダン ホゴシャ キョウイク ウ カンキョウ ツネ オヤ ドウコウ モト ジリツ オヤ フタン ケイゲン オヤ アンシン タク ニッチュウ カツドウ バ シャカイ サンカ ヤクワリ ニナ カンキョウ ヅク ショクバ チイキ セイカツ コウリュウ キカイ バ キンキュウテキ ウ イ バ

		承諾 ショウダク		社会就労センターえいぶるの里 シャカイ シュウロウ サト		0285-22-4561		0285-224581		323-0003		小山市東島田2403-2		小山市、下野市、上三川町、野木町、結城市、古河市、筑西市 オヤマシ シモノ シ カミノカワマチ ノギマチ ユウキシ コガシ ツク ニシ シ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				1		0		自己決定が難しいため、家族中心の考えになってしまうこと。また、利用できる社会資源が少ない。 ジコ ケッテイ ムズカ カゾク チュウシン カンガ リヨウ シャカイ シゲン スク		1				関係機関との連携、特に在宅が長い方は医療機関とのかかわりが家族も含め、希薄になってしまい、二次障害に対応できない。地域に総合的に支援でき、医療的ケアが受けられる場所、または訪問医療の充実が必要と思います。 カンケイ キカン レンケイ トク ザイタク ナガ カタ イリョウ キカン カゾク フク キハク ニジ ショウガイ タイオウ チイキ ソウゴウテキ シエン イリョウテキ ウ バショ ホウモン イリョウ ジュウジツ ヒツヨウ オモ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所「ピュア」		0282-31-3911		0282-31-3912		328-0133		栃木市大森町465		栃木市、鹿沼市、佐野市、小山市、壬生町 トチギシ カヌマシ サノシ オヤマシ ミブマチ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1

		承諾 ショウダク		社会福祉法人とちのみ会　こなかの森 シャカイ フクシ ホウジン カイ モリ		0283-24-5757		0283-24-6294		327-0001		佐野市小中町1280		佐野市、足利市 サノシ アシカガシ		1		0		1		0		1		0		0		1		0		1		0		0		0				1		2		通所型のため、短期入所の受け入れはサービスとして提供できず、他施設の紹介、相談支援事業につなげている。 ツウショ ガタ タンキ ニュウショ ウ イ テイキョウ タ シセツ ショウカイ ソウダン シエン ジギョウ		0		0		0		0				1		0		療養型短期入所ほかの施設への短期入所の受け入れ状況など、受け入れ場所を見つけるなど。短期入所時の発作発症時医療への繋ぎが困難。問題多（かかりつけ医への搬送） リョウヨウガタ タンキ ニュウショ シセツ タンキ ニュウショ ウ イ ジョウキョウ ウ イ バショ ミ タンキ ニュウショ ジ ホッサ ハッショウ ジ イリョウ ツナ コンナン モンダイ タ イ ハンソウ		0				佐野市には、身障（重心）短期入所施設がなく老人施設に佐野市が委託しているが、利用する人もいなく、サービスが使いづらい状態にある。短期入所受け入れ可能施設が増えることで、家族のほうも使いやすく利便性があがると考えます。 サノシ シンショウ ジュウシン タンキ ニュウショ シセツ ロウジン シセツ サノシ イタク リヨウ ヒト ツカ ジョウタイ タンキ ニュウショ ウ イ カノウ シセツ フ カゾク ツカ リベンセイ カンガ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所テトテ		0287-36-7171		0287-36-7181		329-2732		那須塩原市一区町251-1		那須塩原市（大田原、矢板、那須町、那珂川町、烏山） ナスシオバラ シ オオタワラ ヤイタ ナスマチ ナカガワマチ カラスヤマ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		0		1		委託の相談支援事業所や重心専門の事業所に相談する イタク ソウダン シエン ジギョウショ ジュウシン センモン ジギョウショ ソウダン		0		1				3		その方にとって、より専門性の高い方が対応することが望ましいと思いますので、作成が適するか否か周囲のサービス状況なども考慮して決めたいと思います。適切にアドバイスをいただける地域の環境が整っていれば、スキルアップ、経験の積み重ねのためにも作成したいです。 カタ センモンセイ タカ ホウ タイオウ ノゾ オモ サクセイ テキ イナ シュウイ ジョウキョウ コウリョ キ オモ テキセツ チイキ カンキョウ トトノ ケイケン ツ カサ サクセイ		相談支援専門員のスキルアップ。きめ細かい支援（サービスの充実）本人のニーズを正しく理解できる人材の育成と地域の理解。 ソウダン シエン センモンイン コマ シエン ジュウジツ ホンニン タダ リカイ ジンザイ イクセイ チイキ リカイ

		承諾 ショウダク		指定特定相談支援事業所あじさい		0287-60-3361		0287-60-3362		325-0034		那須塩原市東原166		那須塩原市、那須町 ナスシオバラ シ ナスマチ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2				訪問看護、訪問診療を行う医師が必要だと思います。 ホウモン カンゴ ホウモン シンリョウ オコナ イシ ヒツヨウ オモ

		承諾 ショウダク		障害者相談支援センターいぶき		028-678-3502		028-676-3501		329-1216		高根沢町桑窪2266-2		高根沢町 タカネザワマチ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1				短期入所など受け入れてくれる施設を増やしてほしい。県内で受け入れていただけない為、県外の施設を考えなくてはいけない方がいます。 タンキ ニュウショ ウ イ シセツ フ ケンナイ ウ イ タメ ケンガイ シセツ カンガ カタ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所わくわくおやま		0285-24-6575		0285-20-0255		323-0022		小山市駅東通り3-9-6		小山市 オヤマシ		1		0		1		0		1		1		1		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		関係事業所が多いことで情報収集連携等大変。医療機関とも連携を図る必要あり。レスパイト、ショートステイの受入困難。利用できる事業所が少ない。 カンケイ ジギョウショ オオ ジョウホウ シュウシュウ レンケイ ナド タイヘン イリョウ キカン レンケイ ハカ ヒツヨウ ウケイレ コンナン リヨウ ジギョウショ スク		0				重症心身障害児（者）を受け入れしてくれる事業所、施設がもっと多くあればよいと思われる。通所日中一時短期入所など。相談支援、計画作成についてもほかの事業所が受け入れてくれないとの理由で受け入れ可能事業所へ集中してしまう為、相談員への研修等を増やせばよいが。しかし日々の業務が多忙であるため、難しいのかな？ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ ウ イ ジギョウショ シセツ オオ オモ ツウショ ニッチュウ イチジ タンキ ニュウショ ソウダン シエン ケイカク サクセイ ジギョウショ ウ イ リユウ ウ イ カノウ ジギョウショ シュウチュウ タメ ソウダン イン ケンシュウ ナド フ ヒビ ギョウム タボウ ムズカ

		承諾 ショウダク		相談支援センターネクスト		080-8854-9551		0280-612-1558		320-0034		宇都宮市泉町6-25		宇都宮市 ウツノミヤシ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2

		承諾 ショウダク		相談支援事業のぞみ		0287-65-2288		0287-65-2282		329-3152		那須塩原市上中野53		那須塩原市、大田原市、那須町 ナスシオバラ シ オオタワラシ ナスマチ		1		0		1		0		0		0		1		1		1		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		現サービスでの医療ケアをふまえ、将来にむけて他事業との連携につなげるよう計画作成、調整に苦労した。 ゲン イリョウ ショウライ タ ジギョウ レンケイ ケイカク サクセイ チョウセイ クロウ		0				選択肢が増えるよう受け入れ可能な福祉サービス事業所の増加が必要だと思われます。 センタクシ フ ウ イ カノウ フクシ ジギョウショ ゾウカ ヒツヨウ オモ

		承諾 ショウダク		サポートセンターひばり		028-670-0330		028-667-7315		321-3236		宇都宮市竹下町435-159		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		苦労ではないが、お母様がとても一生懸命ですでにサービスも繋がっていたため、現状を計画にする形となったが、計画作成後のかかわりについて相談員としてどのようにすべきことが望ましいかと考える。 クロウ カアサマ イッショウケンメイ ツナ ゲンジョウ ケイカク カタチ ケイカク サクセイ ゴ ソウダン イン ノゾ カンガ		0				福祉サービスや医療、またボランティアが入室されるととてもよいと思います。また、介助者（家族）のケアも考えると気軽に参加できるようなイベント（医療が整っていたり、介助するボランティアさんがいたり）や、同じ重症心身障害児（者）をもつかたとのネットワークがあるといいのかなと思います。 フクシ イリョウ ニュウシツ オモ カイジョシャ カゾク カンガ キガル サンカ イリョウ トトノ カイジョ オナ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ オモ

		承諾 ショウダク		高根沢町障害児者生活支援センターすまいる タカネザワマチ		028-612-2751		028-612-2752		329-1225		栃木県塩谷郡高根沢町石末1825　福祉センター内 ３２９－１２２５ フクシ ナイ		高根沢町 タカネザワマチ		1		0		1		0		0		0		1		0		0		1		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		地元に使える資源がなく苦労した ジモト ツカ シゲン クロウ		0				①医療と福祉の連携ネットワーク②重心の方でも利用できるサービスが増えること③訪問診療医 イリョウ フクシ レンケイ ジュウシン カタ リヨウ フ ホウモン シンリョウ イ

		承諾 ショウダク		障害者相談支援センターフォレスト		0284-91-1816		0284-91-2867		326-0011		足利市大沼田町615		足利市及び近隣市町村 アシカガシ オヨ キンリン シチョウソン		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0				0

		承諾 ショウダク		障がい者相談支援事業所ケアサプライ		0287-73-5312		0287-73-5311		329-3221		栃木県那須郡那須町漆塚762-102 ３２９－３２２１		白河市、那須町、那須塩原市、大田原市 シラカワシ ナスマチ ナスシオバラシ オオタワラシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1				サービスを提供できる事業所の充実を図る テイキョウ ジギョウショ ジュウジツ ハカ

		承諾 ショウダク		南栃木支援センター相談支援		0285-44-6118		0285-44-7215		329-0412		下野市柴1432-105		下野市、小山市、壬生町 シモノ シ オヤマシ ミブマチ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		0		1		介護保険と併用する場合のみ対応する カイゴ ホケン ヘイヨウ バアイ タイオウ		0		1				3		介護保険と併用する場合のみ作成する カイゴ ホケン ヘイヨウ バアイ サクセイ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所とまり木		0287-54-2854		0287-54-2230		324-0231		大田原市北野上3952		大田原市、那須塩原市、那須町 オオタワラシ ナスシオバラシ ナスマチ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1				当事業所の対応範囲は現在、知的障害者特に中・軽度が主だが、精神（高次脳機能障害も含む）分野もやり始めている。今後重症心身障害者もほかの相談支援事業所の助けを得ながら、勉強しながら対応したいと考えている。そのために研修や見学の機会を多く作っていただきたい。今は、当事業所はその程度しか考えられない。 トウ ジギョウショ タイオウ ハンイ ゲンザイ チテキ ショウガイシャ トク チュウ ケイド オモ セイシン コウジ ノウ キノウ ショウガイ フク ブンヤ ハジ コンゴ ジュウショウ シンシン ショウガイシャ ソウダン シエン ジギョウショ タス エ ベンキョウ タイオウ カンガ ケンシュウ ケンガク キカイ オオ ツク イマ トウ ジギョウショ テイド カンガ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所ポンテ		028-652-7288		028-652-6355		321-0341		宇都宮市古賀志町1964-12		宇都宮、鹿沼、日光、壬生 ウツノミヤ カヌマ ニッコウ ミブ		0		1		1		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0				0				未就学児（3～5才）の方の医療型児童発達支援を分離で行う施設が数か所あると良いと思います。 ミシュウガクジ サイ カタ イリョウ ガタ ジドウ ハッタツ シエン ブンリ オコナ シセツ スウ ショ ヨ オモ

		承諾 ショウダク		相談支援センター光輝舎		0285-70-2020		0285-72-8222		321-4105		芳賀郡益子町北中1113-1		芳賀郡、真岡市等 ハガ グン モオカシ ナド		1		0		1		0		1		1		1		1		0		1		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		利用できるサービス事業所が少ない。重心児者に合わせたプログラムが見つからない（近隣で） リヨウ ジギョウショ スク ジュウシン ジ シャ ア ミ キンリン		0				本人の状態にもよるが、重度化する状況に対応できる事業所の確保。家族の負担が大きくなり在宅生活の継続が困難になることが予測されるので、在宅で支援が受けられるような体制の充実と、レスパイトサービスの拡大。 ホンニン ジョウタイ ジュウドカ ジョウキョウ タイオウ ジギョウショ カクホ カゾク フタン オオ ザイタク セイカツ ケイゾク コンナン ヨソク ザイタク シエン ウ タイセイ ジュウジツ カクダイ

		承諾 ショウダク		特定相談支援事業所やすらぎ		028-650-7727		028-650-7728		320-0011		宇都宮市富士見が丘3－19－20		宇都宮市 ウツノミヤシ		0		0		1		0		1		0		0		0		0		1		1		0		0				0		3		対応できるヘルパーがいれば支援する タイオウ シエン		0		0		0		0				0		1				3

		承諾 ショウダク		障がい者支援センターにんべん		028-686-2539		028-686-2584		329-1417		さくら市フィオーレ喜連川5-2-1　フィオーレガーデン1-102		さくら市 シ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1				地域資源アンケートをいただきありがとうございました。設問に対しまして知識不足にこれでいいのかという思いです。相談支援専門員として設問にありました「3」要望がでますれば、先輩相談員・各職種の方々に相談・指導をいただき、相談支援事業を行ってみたいと考えます。大島先生について学ばせて頂きました。 チイキ シゲン セツモン タイ チシキ ブソク オモ ソウダン シエン センモンイン セツモン ヨウボウ センパイ ソウダン イン カクショクシュ カタガタ ソウダン シドウ ソウダン シエン ジギョウ オコナ カンガ オオシマ センセイ マナ イタダ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所おやま		0285-22-1833		0285-228946		323-0014		小山市喜沢660		小山市、下野市 オヤマシ シモノ シ		1		0		1		0		1		1		0		0		0		0		0		1		0				2		3				0		0		0		0				1		0		本人の意思が明確でないので親の意向中心のものになってしまった。 ホンニン イシ メイカク オヤ イコウ チュウシン		0

		承諾 ショウダク		真岡介護センター		0285-80-5200		0285-80-5211		321-4361		真岡市並木町1-8-1　シティ並木102 ナミキ		真岡市、芳賀町南部、市貝町南部、益子町西部、上三川東部 モオカシ ハガマチ ナンブ イチ ガイ チョウ ナンブ マシコ チョウ セイブ カミノカワ トウブ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		0		1				0		1				3		担当者の受け持ちケースの状況など考慮し対応できるか検討したい タントウシャ ウ モ ジョウキョウ コウリョ タイオウ ケントウ

		承諾 ショウダク		さの社協相談支援センターほっぷ		0283-22-8152		0283-22-8199		327-0003		佐野市大橋町3212-27		佐野市全域 サノシ ゼンイキ		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2		現在相談支援専門員1名で行っているため ゲンザイ ソウダン シエン センモンイン メイ オコナ

		承諾 ショウダク		相談支援ウエイブ		0282-23-4465		0282-23-4465		328-0012		栃木市平柳町1-2-7		栃木市、壬生町 トチギシ ミブマチ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		1		0				0		1				2		指定特定相談支援事業で精神に対応しているため シテイ トクテイ ソウダン シエン ジギョウ セイシン タイオウ		ご家族の中だけでは生活がマンネリ化して単調になりかねないので、音楽、体を動かす、読み聞かせ麻痺・拘縮のマッサージなどのリハビリの頻度を高める。ご本人が楽しいと感じることを提供できる。ご家族が疲弊しないよう旅行や趣味などの充実した時間がもてるようサービスを利用していくこと。 カゾク ナカ セイカツ カ タンチョウ オンガク カラダ ウゴ ヨ キ マヒ コウシュク ヒンド タカ ホンニン タノ カン テイキョウ カゾク ヒヘイ リョコウ シュミ ジュウジツ ジカン リヨウ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所わらしべの家		0282-27-1627		0282-27-1675		328-0011		栃木市大宮町2708-3		栃木市 トチギシ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1		専門的な知識が不十分なため行政などの機関と相談しながらの対応となります センモンテキ チシキ フジュウブン ギョウセイ キカン ソウダン タイオウ		短期入所や移動支援などの福祉サービス利用時にお付き合いのある医療機関や訪問看護の看護師が同行でき緊急時の対応が迅速にとれる体制（すでにできていたらすみません） タンキ ニュウショ イドウ シエン フクシ リヨウ ジ ツ ア イリョウ キカン ホウモン カンゴ カンゴシ ドウコウ キンキュウジ タイオウ ジンソク タイセイ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所　空		0287-73-8165		0287-73-8165		329-3157		那須塩原市大原間西1-19-9		那須塩原市、大田原市、那須町 ナスシオバラ シ オオタワラシ ナスマチ		1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		重心のお子様の療育支援をやっていたので、苦労はありませんでしたが、医療（訪問看護）訪問リハ訪問入浴の制度を知らなかったので、その方々との連携が取れて大変勉強になりました。 ジュウシン コサマ リョウイク シエン クロウ イリョウ ホウモン カンゴ ホウモン ホウモン ニュウヨク セイド シ カタガタ レンケイ ト タイヘン ベンキョウ		0				医療的ケアの必要な方には支援スタッフ・必ず看護師の方が不在では双方安心したケアはできません。例）乳幼児の通所事業は保母と看護師さん。小学→高校までは義務教育がありますが事後に生活介護はもちろんですが、本当に重心の方の為の日中活動の場が不足しているとおもいますので重心の方の通所事業は必要と思います。家庭以外で通える場所→一時預かりや療育支援事業→高校卒業後は通所施設（一時預かりも含めて） イリョウテキ ヒツヨウ カタ シエン カナラ カンゴシ カタ フザイ ソウホウ アンシン レイ ニュウヨウジ ツウショ ジギョウ ホボ カンゴシ ショウガク コウコウ ギム キョウイク ジゴ セイカツ カイゴ ホントウ ジュウシン カタ タメ ニッチュウ カツドウ バ フソク ジュウシン カタ ツウショ ジギョウ ヒツヨウ オモ カテイ イガイ カヨ バショ イチジ アズ リョウイク シエン ジギョウ コウコウ ソツギョウゴ ツウショ シセツ イチジ アズ フク

		承諾 ショウダク		相談支援事業所みどり		0285-45-8362		0285-45-8397		329-0214		小山市乙女786-1		小山市、栃木市、古河市、結城市 オヤマシ トチギシ コガシ ユウキシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0		大人は対応可能 オトナ タイオウ カノウ		1		1		大人はあるが、こどもはない。先日訪問介護を事業所にお願いしたところどこの事業所も受けていただけなかった。 オトナ センジツ ホウモン カイゴ ジギョウショ ネガ ジギョウショ ウ		3		成人しか計画相談をしたことがないので不安である。当事業所は相談員が一名なので相談する相手がいない セイジン ケイカク ソウダン フアン トウ ジギョウショ ソウダン イン イチメイ ソウダン アイテ		サービス事業所で受けてもらえないケースがある。特に重心や精神知的等重複して疾患を持っていると問い合わせた時点でお断りされてします。 ジギョウショ ウ トク ジュウシン セイシン チテキ ナド チョウフク シッカン モ ト ア ジテン コトワ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所こころみ		0284-41-5039		0284-43-2665		326-0061		足利市田島町611-2				0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		1		0				0		1				3		これまで前例がなく、またこの障害について熟知した方（機関）があるならそちらでしていただいた方がご本人様にとってよい支援であると考えるから。※現在当法人の入所・通所等サービスを利用されている方の相談支援がほとんどの状況です。 ゼンレイ ショウガイ ジュクチ カタ キカン ホウ ホンニンサマ シエン カンガ ゲンザイ トウホウジン ニュウショ ツウショ ナド リヨウ カタ ソウダン シエン ジョウキョウ

		承諾 ショウダク		相談支援センターのどか　真岡センター		0285-81-5890		0285-85-8452		321-4305		真岡市荒町111-1		真岡市、芳賀町、市貝町、益子町、茂木町 モオカシ ハガマチ イチガイ マチ マシコ チョウ モギ マチ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1				在宅での生活では家族の介護負担の軽減が必要。フォーマルインフォーマルの枠にとらわれない福祉サービス。 ザイタク セイカツ カゾク カイゴ フタン ケイゲン ヒツヨウ ワク フクシ

		承諾 ショウダク		友井タクシー介護ステーションふれあい		0285-30-0840		0285-30-0844		323-0025		小山市城山町2丁目12-25		小山市 オヤマシ		1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		利用するサービスは多様で、施設・病院・学校など医療福祉事業所数も多く連携を図るのが困難。学校行事に参加するための会出自の支援サービスがない。 リヨウ タヨウ シセツ ビョウイン ガッコウ イリョウ フクシ ジギョウショ スウ オオ レンケイ ハカ コンナン ガッコウ ギョウジ サンカ カイ シュツジ シエン		0				ご家族様が安心して預けることができる施設と必要に預けられる施設の数は少ない。片道１時間以上かかるためとても不便に思います。呼吸器の方の預かり先は少ない。 カゾクサマ アンシン アズ シセツ ヒツヨウ アズ シセツ カズ スク カタミチ ジカン イジョウ フベン オモ コキュウキ カタ アズ サキ スク

		承諾 ショウダク		もくせいの里		0282-43-0593		0282-43-1387		329-4405		栃木市大平町西山田1198		栃木市内 トチギシナイ		0		1		1		0		1		0		0		1		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		ニーズにあてはまるサービスがなかった。例）①入浴支援②移送サービス　①自宅の浴槽では支援が入れず訪問入浴を検討。しかし、浴槽を置けるスペースがなく断念。②主たる介護者が入院。学校までの送迎ができず特例で市の移送サービスを利用するもかなり時間を要した。 レイ ニュウヨク シエン イソウ ジタク ヨクソウ シエン ハイ ホウモン ニュウヨク ケントウ ヨクソウ オ ダンネン シュ カイゴシャ ニュウイン ガッコウ ソウゲイ トクレイ シ イソウ リヨウ ジカン ヨウ		0				①地域の理解や協力②受け入れの拡大（重心の通所、24時間看護体制が整った短期入所）③デマンドタクシー等関係者の重心に対する理解（理解附属により資源として存在するが利用しがたい）④児童が入浴支援を受けられる環境（家族の身体的な介護負担軽減） チイキ リカイ キョウリョク ウ イ カクダイ ジュウシン ツウショ ジカン カンゴ タイセイ トトノ タンキ ニュウショ ナド カンケイシャ ジュウシン タイ リカイ リカイ フゾク シゲン ソンザイ リヨウ ジドウ ニュウヨク シエン ウ カンキョウ カゾク シンタイテキ カイゴ フタン ケイゲン

		承諾 ショウダク		足利障害者相談支援センター		0284-44-0307		0284-44-0318		326-0064		足利市東砂原後町1072		足利市、佐野市 アシカガシ サノシ		1		0		1		0		1		0		0		1		0		1		0		1		0				1		0				0		0		0		0				0		1				2		委託相談支援事業所のため イタク ソウダン シエン ジギョウショ		医療的ケアが整った施設のショートステイ充実が必要。また、特に呼吸器をつけた方のショート療養介護の利用とそれらを利用するための送迎体制の充実が必要。 イリョウテキ トトノ シセツ ジュウジツ ヒツヨウ トク コキュウキ カタ リョウヨウ カイゴ リヨウ リヨウ ソウゲイ タイセイ ジュウジツ ヒツヨウ

		承諾 ショウダク		指定障害者相談支援事業所あるしぇん		0282-86-7665		0282-21-7109		321-0201		栃木県下都賀郡壬生町安塚2032 ３２１－０２０１		壬生町 ミブマチ		1		0		1		0		1		0		0		1		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		①相談支援専門員として重症心身障害児（者）の方に対する支援の知識や経験が少ない②医療的ケアが必要となる方に対して対応できる福祉サービス（事業所）が少ない。 ソウダン シエン センモンイン ジュウショウシンシンショウガイジ シャ カタ タイ シエン チシキ ケイケン スク イリョウテキ ヒツヨウ カタ タイ タイオウ フクシ ジギョウショ スク		0				医療的ケアが必要な方に関して、福祉のサービスでは対応しきれない部分が多く、結果として家族が本人を抱え込まざるを得ない現状があるように感じます。家族の介護負担が少しでも軽減できるよう福祉サービスも柔軟な対応が出来るようになるといいなと思います。 イリョウテキ ヒツヨウ カタ カン フクシ タイオウ ブブン オオ ケッカ カゾク ホンニン カカ コ エ ゲンジョウ カン カゾク カイゴ フタン スコ ケイゲン フクシ ジュウナン タイオウ デキ オモ

		承諾 ショウダク		下野市相談支援事業所 こばと		0285-44-6783		0285-44-6783		329-0414		下野市小金井1146-6		下野市、上三川町 シモノ シ カミノカワマチ		1		0		1		0		0		0		1		1		0		1		1		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		医療的ケアが必要な乳幼児に対応できるヘルパー事業所。短期入所・日中一時支援事業所が近くにない（少ない）。 イリョウテキ ヒツヨウ ニュウヨウジ タイオウ ジギョウショ タンキ ニュウショ ニッチュウ イチジ シエン ジギョウショ チカ スク		0				設問5で回答した内容：外出可能な方は児童発達支援を利用可能であるが無理な方は外部との交流をもちにくい。訪問看護・訪問リハビリが入っているケースはいいがない場合母子で孤立しがち。幸いあそびの支援をしてくれるヘルパー事業所があり支援につながっている。ヘルパー利用を希望されない家庭、利用したくてもヘルパー事業所がない等支援に苦慮する。 セツモン カイトウ ナイヨウ ガイシュツ カノウ カタ ジドウ ハッタツ シエン リヨウ カノウ ムリ カタ ガイブ コウリュウ ホウモン カンゴ ホウモン ハイ バアイ ボシ コリツ サイワ シエン ジギョウショ シエン リヨウ キボウ カテイ リヨウ ジギョウショ ナド シエン クリョ

		承諾 ショウダク		相談支援センターぴあん ソウダン シエン		0282-31-1755		0282-31-2919		328-0067		栃木市皆川城内町333-2		栃木市、小山市 トチギシ オヤマシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1				これまで現場で関わったことがなく、事例検討でしか情報を把握しておらず不安はあります。でも関係機関やご家族様からいろいろなことを教えて頂きながら相談支援として専門性を活かせればと思っています。色々な立場の方からお話をお伺いしてもご家族や医療機関専門的な事業所の負担が大きく相談支援があまり役に立つことができていない（場合によっては自ら引いてしまう）今の現状を少しでも変えていければいいと思います。 ゲンバ カカ ジレイ ケントウ ジョウホウ ハアク フアン カンケイ キカン カゾクサマ オシ イタダ ソウダン シエン センモンセイ イ オモ イロイロ タチバ カタ ハナシ ウカガ カゾク イリョウ キカン センモンテキ ジギョウショ フタン オオ ソウダン シエン ヤク タ バアイ ミズカ ヒ イマ ゲンジョウ スコ カ オモ

		承諾 ショウダク		うつのみや		028-632-6074/090-4059-9728		028-632-6075		320-0861		宇都宮市西2-1-7		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				3		専門的な知識を社会資源のアドバイスを他相談支援事業所からいただきながらみずからの事業所で引き受けるという形が望ましい センモンテキ チシキ シャカイ シゲン ホカ ソウダン シエン ジギョウショ ジギョウショ ヒ ウ カタチ ノゾ

		承諾 ショウダク		サポートセンターきりん		028-612-3838		028-678-3257		321-0905		栃木県宇都宮市平出工業団地43-100 ３２１－０９０５		宇都宮市 ウツノミヤシ		0		1		1		0		1		0		0		1		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		療養介護に入所しているので他のサービスの利用が困難。そのための社会資源をつなげたり、活用したりするのが難しい。 リョウヨウ カイゴ ニュウショ ホカ リヨウ コンナン シャカイ シゲン カツヨウ ムズカ		0				今後、市町村などで展開されていく生活拠点に関する事業をうまく活用できればいいなと感じています。入所されている方々については地域とのつながり方が今後は重要になってくると思われますので、広く門扉を開けた活動などが多くなってくるといいなと思っています。 コンゴ シチョウソン テンカイ セイカツ キョテン カン ジギョウ カツヨウ カン ニュウショ カタガタ チイキ カタ コンゴ ジュウヨウ オモ ヒロ モンピ ア カツドウ オオ オモ

		承諾 ショウダク		さわやか相談支援センター		0280-57-4884		0280-57-4994		329-0112		野木町南赤塚1145-1		小山市、野木町、古河市、栃木市 オヤマシ ノギマチ コガシ トチギシ		0		1		1		0		0		0		1		0		0		1		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		現実的な目標の位置づけ ゲンジツテキ モクヒョウ イチ		0

		承諾 ショウダク		相談支援事業所つばさ		0287-53-7393		0287-53-7394		324-0044		大田原市親園824-1		大田原市、那須塩原市、那須烏山市、矢板市、さくら市、那須町、塩谷町、高根沢町 オオタワラシ ナスシオバラシ ナスカラスヤマシ ヤイタシ シ ナスマチ シオ タニ マチ タカネザワマチ		1		0		1		0		1		0		1		1		0		1		0		0		0				1		2		医療的なケアが必要なケース、将来的に短期入所につなげたいケースだった為、専門の事業所に依頼した イリョウテキ ヒツヨウ ショウライテキ タンキ ニュウショ タメ センモン ジギョウショ イライ		1		1		0		0				1		0		使えるサービスの少なさに調整が難しかった ツカ スク チョウセイ ムズカ		1				乳幼児期の受け入れ可能な福祉サービス等の社会資源が必要である。 ニュウヨウジ キ ウ イ カノウ フクシ ナド シャカイシゲン ヒツヨウ

		承諾 ショウダク		特定相談支援センターはじめ		0284-22-4561		0284-22-4562		326-0143		足利市葉鹿町735-1		足利市 アシカガシ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1

		承諾 ショウダク		上三川障がい児・者生活相談支援センター		0285-38-6854		0285-38-6841		329-0611		上三川町上三川5082-15		上三川町 カミノカワマチ		1		0		1		0		1		0		0		1		0		0		0		0		0				1		0				0		0		0		0				1		0				0

		承諾 ショウダク		はつらつサロン南天相談支援事業所		0285-22-4659		0285-38-6529		323-0027		小山市花垣町2-3-19		小山市、栃木市 オヤマシ トチギシ		0		0		1		0		1		1		0		1		1		1		1		1		0				0		0				0		0		0		0				1		0		利用したいサービス事業所が少なく生活改善、家族、支援者の負担軽減に繋がらない（訪問入浴、ショートステイ、生活介護などなど（就労Ａ型））医師によっては連携が困難。何処の精神科がよいかと利用者に問われるが答えは解らない。 リヨウ ジギョウショ スク セイカツ カイゼン カゾク シエンシャ フタン ケイゲン ツナ ホウモン ニュウヨク セイカツ カイゴ シュウロウ ガタ イシ レンケイ コンナン ドコ セイシンカ リヨウシャ ト コタ ワカ		0				本人の選択や受け入れ事業所の間口を広げる。例えば入浴はヘルパーの2人対応で行ているがヘルパー不足や腰痛の悪化などで対応が難しくなってくる。機会浴のできる生活介護を勧めるも本人の選択肢がない。自宅から出かける自由さのようなものが閉ざされているような気がする。反面高齢者のサービスは増加する一方で利用者が不足し閉鎖なども聞かれる。高齢者・障害者がともにデイサービスやショートステイを利用できるようにならないかと思う。障害児については働く両親をサポートすることで生活の安定や療育などへ通園のし易さを図り、送迎サービスの充実など。 ホンニン センタク ウ イ ジギョウショ マグチ ヒロ タト ニュウヨク ニン タイオウ オコナ ブソク ヨウツウ アッカ タイオウ ムズカ キカイ ヨク セイカツ カイゴ スス ホンニン センタクシ ジタク デ ジユウ ト キ ハンメン コウレイシャ ゾウカ イッポウ リヨウシャ フソク ヘイサ キ コウレイシャ ショウガイシャ リヨウ オモ ショウガイジ ハタラ リョウシン セイカツ アンテイ リョウイク ツウエン ヤス ハカ ソウゲイ ジュウジツ

		承諾 ショウダク		障がい者生活支援センターこぶし		028-680-5746		028-688-0214		321-0126		栃木県宇都宮市茂原町837-1		宇都宮市、上三川町 ウツノミヤシ カミノカワマチ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1				①医療機関との細かな連携体制②相談関係者を含め本人に関わり支援をするなかで即座に動きが取れるようなフットワークの軽いチーム作り イリョウ キカン コマ レンケイ タイセイ ソウダン カンケイシャ フク ホンニン カカ シエン ソクザ ウゴ ト カル ヅク

								Ｑ2.重症心身障害児（者）の定義をご存知ですか

				1		知っている シ		40

				2		知らない シ		33

								Ｑ3.重症心身障害児（者）の方（家族・関係機関等）からの相談を受けたことがありますか

						ある		35

						ない		43

										それは誰からの相談でしたか

								ａ.家族 カゾク		27

								ｂ.支援者 シエンシャ		6

								ｃ.関係機関 カンケイ キカン		12

										それはどんな相談でしたか

								生活上の相談 セイカツ ジョウ ソウダン		19

								医療的な相談 イリョウテキ ソウダン		7

								制度に関する相談 セイド カン ソウダン		15

								教育に関する相談 キョウイク カン ソウダン		5

								サービス等利用計画書作成に関する相談 ナド リヨウ ケイカクショ サクセイ カン ソウダン		26

								その他 タ		3

										それらの相談事業所として対応（解決）はできましたか

								ａ.できた		27

								ｂ.できなかった		4

								Ｑ4.Ｑ3-2「ない」→これから重症心身障害児（者）の方（本人・家族等）からの相談があればどのように対応されますか

						自分の事業所で対応する ジブン ジギョウショ タイオウ		17

						ほかの相談支援事業所へ依頼する ソウダン シエン ジギョウショ イライ		15

						行政に依頼する ギョウセイ イライ		8

						その他 タ		9

								Ｑ5.重症心身障害児（者）の方のサービス等利用計画書を作成したことがありますか

						ある		33

						ない		46

						今後依頼があれば作成する コンゴ イライ サクセイ		15

						他の相談支援事業所に依頼する ホカ ソウダン シエン ジギョウショ イライ		18

						作成するかどうかわからない サクセイ		14

										「ない」と回答 カイトウ



重症心身障害児（者）の定義をご存知ですか

Ｑ2.重症心身障害児（者）の定義をご存知ですか	Ｑ3.重症心身障害児（者）の方（家族・関係機関等）からの相談を受けたことがありますか	それは誰からの相談でしたか	それはどんな相談でしたか	それらの相談事業所として対応（解決）はできましたか	Ｑ5.重症心身障害児（者）の方のサービス等利用計画書を作成したことがありますか	Ｑ5.重症心身障害児（者）の方のサービス等利用計画書

　　 を作成したことがありますか

ない
59%



訪問看護事業所

		Ｑ1.貴施設について、お伺いいたします キ シセツ ウカガ

		1		事業所名 ジギョウショ メイ

		2		電話番号 デンワ バンゴウ

		3		FAX番号 バンゴウ

		4		所在地 ショザイチ

		5		職員構成（常勤・非常勤は問いません） ショクイン コウセイ ジョウキン ヒジョウキン ト

						看護師 カンゴシ

						作業療法士 サギョウ リョウホウシ

						准看護師 ジュンカンゴシ

						理学療法士 リガク リョウホウシ

						保健師 ホケンシ

						言語療法士 ゲンゴ リョウホウシ

						その他 タ

		6		訪問可能な主な市町村 ホウモン カノウ オモ シチョウソン

		Q2.いままでに以下の項目を在宅看護で行ったことがありますか（あるものすべてにチェックをしてください） イカ コウモク ザイタク カンゴ オコナ

								成人在宅 セイジン ザイタク				小児在宅 ショウニ ザイタク

				在宅人工呼吸器の管理 ザイタク ジンコウ コキュウキ カンリ

				気管カニューレの交換 キカン コウカン

				気管カニューレ部位のガーゼ交換 キカン ブイ コウカン

				気管内吸引 キカンナイ キュウイン

				食事介助 ショクジ カイジョ

				経鼻チューブの交換 ケイビ コウカン

				胃瘻の管理 イロウ カンリ

				経管栄養の注入 ケイカン エイヨウ チュウニュウ

				ストーマの管理 カンリ

				尿道カテーテルの管理 ニョウドウ カンリ

				導尿 ドウニョウ

				入浴介助 ニュウヨク カイジョ

				看護師によるリハビリテーション カンゴシ

				OTもしくはPTによるリハビリテーション

				中心静脈カテーテル管理 チュウシン ジョウミャク カンリ

				高カロリー輸液の管理 コウ ユエキ カンリ

				薬剤の静注（抗生物質や利尿剤など） ヤクザイ ジョウチュウ コウセイ ブッシツ リニョウザイ

				麻薬による疼痛コントロール マヤク ウズ ツウ

				終末期の医療的ケア シュウマツキ イリョウテキ

				在宅での看取り ザイタク ミト

				24時間対応 ジカン タイオウ

		Q3.現時点で、依頼のあった場合、重症心身障害児（者）の在宅医療を行うことはできますか ゲンジテン イライ バアイ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ ザイタク イリョウ オコナ

		1		できる

		2		できない

		3		要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン

		Q4.依頼があった場合に可能な医療的ケアと身体介護についてお答えください イライ バアイ カノウ イリョウテキ シンタイ カイゴ コタ

		※個別シートにて対応 コベツ タイオウ



				Ｑ1.貴施設について、お伺いいたします キ シセツ ウカガ																										Q2.いままでに以下の項目を在宅看護で行ったことがありますか（あるものすべてにチェックをしてください）【1.ある、0.ない】 イカ コウモク ザイタク カンゴ オコナ																																																																																				Q3		Q4.依頼があった場合に可能な医療的ケアと身体介護についてお答えください【1.できる、2.できない、3.要相談（条件による）】 イライ バアイ カノウ イリョウテキ シンタイ カイゴ コタ ヨウ ソウダン ジョウケン																																																																																																																																																																																																																		Q5.重症心身障害児（者）の方に対する医療、在宅生活等についてお気づきのことなど、ご自由にお書きください ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ カタ タイ イリョウ ザイタク セイカツナド キ ジユウ カ

				事業所名 ジギョウショ メイ		電話番号 デンワ バンゴウ		FAX番号 バンゴウ		郵便番号 ユウビンバンゴウ		所在地 ショザイチ		職員構成（常勤・非常勤は問いません）【人数：名】 ショクイン コウセイ ジョウキン ヒジョウキン ト ニンズウ メイ														訪問可能な主な市町村 ホウモン カノウ オモ シチョウソン		在宅人工呼吸器の管理 ザイタク ジンコウ コキュウキ カンリ				気管カニューレの交換 キカン コウカン				気管カニューレ部位のガーゼ交換 キカン ブイ コウカン				気管内吸引 キカンナイ キュウイン				食事介助 ショクジ カイジョ				経鼻チューブの交換 ケイビ コウカン				胃瘻の管理 イロウ カンリ				経管栄養の注入 ケイカン エイヨウ チュウニュウ				ストーマの管理 カンリ				尿道カテーテルの管理 ニョウドウ カンリ				導尿 ドウニョウ				入浴介助 ニュウヨク カイジョ				看護師によるリハビリテーション カンゴシ				OTもしくはPTによるリハビリテーション				中心静脈カテーテル管理 チュウシン ジョウミャク カンリ				高カロリー輸液の管理 コウ ユエキ カンリ				薬剤の静注（抗生物質や利尿剤など） ヤクザイ ジョウチュウ コウセイ ブッシツ リニョウザイ				麻薬による疼痛コントロール マヤク ウズ ツウ				終末期の医療的ケア シュウマツキ イリョウテキ				在宅での看取り ザイタク ミト				24時間対応 ジカン タイオウ						在宅人工呼吸器の管理 ザイタク ジンコウ コキュウキ カンリ										気管カニューレの交換 キカン コウカン										気管カニューレの管理（日常の交換以外の対応） キカン カンリ ニチジョウ コウカン イガイ タイオウ										気管内吸引 キカンナイ キュウイン										食事介助 ショクジ カイジョ										経鼻チューブの交換 ケイビ コウカン										ストーマの管理 カンリ										尿道カテーテルの管理 ニョウドウ カンリ										導尿 ドウニョウ										入浴介助 ニュウヨク カイジョ										看護師によるリハビリテーション カンゴシ										OTもしくはPTによるリハビリテーション										中心静脈カテーテル管理 チュウシン ジョウミャク カンリ										高カロリー輸液の管理 コウ ユエキ カンリ										薬剤の静注（抗生物質や利尿剤など） ヤクザイ ジョウチュウ コウセイ ブッシツ リニョウザイ										麻薬による疼痛コントロール マヤク トウツウ										終末期の医療的ケア シュウマツキ イリョウテキ										在宅での看取り ザイタク ミト										24時間対応 ジカン タイオウ										外出の介助 ガイシュツ カイジョ										通院の介助 ツウイン カイジョ

		承諾可否 ショウダク カヒ												看護師 カンゴシ		作業療法士 サギョウ リョウホウシ		准看護師 ジュンカンゴシ		理学療法士 リガク リョウホウシ		保健師 ホケンシ		言語療法士 ゲンゴ リョウホウシ		その他 タ				成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ				乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ

		否 ヒ		曙訪問看護ステーション アケボノ ホウモン カンゴ		028-660-7803		028-683-5306		321-0901		宇都宮市平出町413番地		8		3		0		3		0		1				宇都宮、高根沢 ウツノミヤ タカネザワ		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		3		2		2		2		2		3		2		2		2		2		2		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		1		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		1		1		1		3		3		3		1		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		2		2		2		2		2		いつも大変お世話になっております。当STでも数名の小児利用者をNS、PT、OTでサポートしています。又、貴院のショートステイを利用させて頂いております。ご利用者様、家族が安心して過ごせるよう地域でサポートできたらと考えています。どうぞよろしくお願い申し上げます。 タイヘン セワ トウ スウメイ ショウニ リヨウシャ マタ キ イン リヨウ イタダ リヨウシャサマ カゾク アンシン ス チイキ カンガ ネガ モウ ア

		否 ヒ		とちぎメディカルセンター		0282-22-5810		0282-225812		328-0043		栃木市境町27-21		9		0		4		1		0		1		2		栃木市、小山市、壬生町 トチギシ オヤマシ ミブマチ		1		1		1		0		1		1		1		1		1		0		1		0		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		0		1		1		3		2		1		1		1		1		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		2		2		2		1		1		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		1		1		1		1		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		2		2		2		2		2

		否 ヒ		あいケアステーション		0282-23-6221		0282-24-9850		328-0074		栃木市薗部町2-5-9		1		0		2		2		0		0				栃木市 トチギシ		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		3		2		2		2		2		3		2		2		2		2		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		3		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		3		2		2		2		2		3		2		2		2		2		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		2		2		2		2		3

		否 ヒ		訪問看護ステーションこすもす		0285-80-5511		0285-80-5512		321-4337		真岡市上高間木2-24-4		4		2		0		1		0		0						1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		3		2		2		2		3		3		2		2		2		3		3		2		2		2		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		3		3		3		3		3		3		3		2		2		2		3		3		2		2		2		3		3		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		2		2		2		2		3		2		2		2		2		3		2		2		2		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		1		3		3		3		3		3		2		2		2		2		2		緊急時に主治医又はバッックベットのある病院との連携がとれる体制が整っていないと、在宅での対応に不安があります。
現在のところ、小児科、精神科看護を経験したスタッフがいない為、受け入れに不安がありますので今回はガイドマップ等に公表することに同意する事は控えさせていただきたいと思います。 キンキュウジ シュジイ マタ ビョウイン レンケイ タイセイ トトノ ザイタク タイオウ フアン ゲンザイ ショウニカ セイシンカ カンゴ ケイケン タメ ウ イ フアン コンカイ ナド コウヒョウ ドウイ コト ヒカ オモ

		否 ヒ		訪問看護ステーションひばり		0289-64-7226		0289-64-2225		322-8550		鹿沼市下田町1-1033		6		1		0		1		0		0				市内及び近隣市 シナイ オヨ キンリン シ		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		0		1		1		2

chizuru_tanaka: 未記入		1		1		2		2		1		2		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		1		3		3		1		1		1		3		3		3		3		1		3		3		1		1		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		1		3		3		3		1		1		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1

		否 ヒ		訪問看護ステーション那須		0287-73-5048		0287-63-4566		325-0023		那須塩原市豊浦10-706		5		0		2		0		0		0				那須塩原市、大田原市、那須町 ナスシオバラ シ オオタワラシ ナスマチ		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		0		0		1		0		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		2

chizuru_tanaka: 未記入		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1

		承諾 ショウダク		さくら訪問看護ステーション		0287-29-3252		0287-29-3252		324-0058		大田原市紫塚3-2633-10		5		0		0		1		0		0				大田原市、那須塩原市、矢板市 オオタワラシ ナスシオバラ シ ヤイタ シ		1		0		1		1		1		1		1		1		1		0		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		0		1		1		3		3		3		3		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		小児の受入数（実績）が少ないので、実際依頼があった場合、入院中から手技等の指導を受けたいと思います。 ショウニ ウケイレスウ ジッセキ スク ジッサイ イライ バアイ ニュウインチュウ シュギ ナド シドウ ウ オモ

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションたんぽぽ		0280-57-1888		0280-57-3819		329-0101		下都賀郡野木町友沼5119-12		20		3		0		5		0		0		2		野木町、小山市、旧藤岡町 ノギマチ オヤマシ キュウ フジオカマチ		1		1		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		1		1		1		1		1		1		0		0		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		3		1		1		1		1		1		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		3		3		3		3		3		1		1		3		2		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		2		2		2		2		2		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		受け入れてくれる訪問看護Stの数が少ないと思います。研修会の機会を設けてサービス体制が構築できると良いと思います。 ウ イ ホウモン カンゴ カズ スク オモ ケンシュウカイ キカイ モウ タイセイ コウチク ヨ オモ

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションうつのみや		028-612-6103		028-612-6104		320-0852		宇都宮市下砥上町字並塚643番地1		11		0		0		0		0		0		1		宇都宮市、壬生町 ウツノミヤシ ミブマチ		1		1		0		0		1		1		1		1		1		0		0		0		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		2

chizuru_tanaka: 未記入		3		3		3		3		1		2		2		2		2		2		3		3		3		1		1		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		3		3		3		1		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		3		3		3		1		1		3		3		3		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーション石橋		0285-52-2293		0285-52-2268		329-0511		下野市石橋628番地		7		0		0		1		0		0		1		下野市、上三川町、壬生町、宇都宮市（部） シモノ シ カミノカワマチ ミブマチ ウツノミヤシ ブ		1		1		0		0		1		1		1		1		1		0		1		0		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		3		1		1		1		1		1		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		1		3		3		3		3		3		3		3		3		1		1		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		2		2		2		2		2		最近、訪問依頼が増えてきていますが、私たち看護師の力量不足から利用者家族へ満足のいく看護が提供できないように感じています。現在の、利用者家族から教わることが多くあり、私たちが勉強になります。ただ、訪問していて思うことは、ご両親の今までの経験でケアが進み危険であり、指導させていただいても理解が得られないこともあり、ジレンマとなっています。例）誤嚥性肺炎を繰り返している方にヘッドアップして食事を摂るよう説明してもフラットのままであったり、他の方でPEG造設されているので、栄養はPEGからにして経口からは楽しみ程度にしてと言っても、食事を経口から摂るなど。 サイキン ホウモン イライ フ ワタクシ カンゴシ リキリョウ ブソク リヨウシャ カゾク マンゾク カンゴ テイキョウ カン ゲンザイ リヨウシャ カゾク オソ オオ ワタシ ベンキョウ ホウモン オモ リョウシン イマ ケイケン スス キケン シドウ リカイ エ レイ ゴエンセイ ハイエン ク カエ カタ ショクジ ト セツメイ ホカ カタ ゾウ セツ エイヨウ ケイコウ タノ テイド イ ショクジ ケイコウ ト

		承諾 ショウダク		マロニエ訪問看護ステーション		0287-37-6322		0287-39-3305		329-2763		那須塩原市井口537-3 にしなすの総合在宅ｹｱｾﾝﾀｰ内		5		7		0		5		0		2		1		那須塩原市、那須町、大田原市　リハビリのみ→那珂川町訪問可能 ナスシオバラ シ ナスマチ オオタワラシ ナカガワ マチ ホウモン カノウ		1		1		1		0		1		1		1		1		0		0		0		1		1		1		1		1		1		0		1		1		1		1		1		1		0		0		1		1		1		0		1		0		0		0		1		0		1		1		1		1		1		1		3		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーション佐野		0283-86-7013		0283-86-7031		327-0847		佐野市天神町７７４－２２ メープルハイツ１０１号室		3		0		1		0		0		0		1		足利市、佐野市、栃木市（旧岩船市） アシカガシ サノシ トチギシ キュウ イワフネ シ		0		0		0		0		1		0		1		0		1		0		0		0		1		0		0		0		1		0		1		0		0		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		2		2		2		2		2		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1

		承諾 ショウダク		とちぎ訪問看護ステーションくろばね		0287-54-0507		0287-54-0580		324-0241		大田原市黒羽向町142番地		6		0		0		0		1		0		2		大田原市、那須塩原市、那須町、那珂川町 オオタワラシ ナスシオバラ シ ナスマチ ナカガワマチ		1		0		0		0		1		1		1		1		1		0		1		0		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		3		3		3		3		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		1		2		2		2		2		2		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3

		承諾 ショウダク		鹿沼訪問看護ステーション		0289-60-5650		0289-60-1687		322-0021		鹿沼市上野町320-3高橋ビル１階１０３号室		5		0		0		0		0		0				鹿沼市、旧宇都宮市、旧今市市、壬生町、西片町 カヌマシ キュウ ウツノミヤシ キュウ イマイチシ ミブマチ ニシカタマチ		0		0		0		0		0		0		1		0		1		0		0		0		1		0		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		2

chizuru_tanaka: 未記入		2		2		2		2		1		2		2		2		2		3		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションほっと		028-626-5739		028-625-8201		321-0974		宇都宮市竹林町958		11		0		0		2		0		0		0		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2

		承諾 ショウダク		芳賀赤十字訪問看護ステーション		0285-84-8266		0285-84-8266		321-4306		真岡市台町2461		6		0		0		0		0		0		0		芳賀郡全域（真岡市、益子町、芳賀町、茂木町） ハガ グン ゼンイキ モオカシ マシコマチ ハガマチ モギ マチ		1		1		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		3		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		当ステーションは今年度小児在宅医との連携を開始することができました。安心して在宅療養を継続できるよう、多職種と連携し、実施しています。高齢者が介護サービスを選択するように、サービスの充実は得られていません。現実は家族だけで利用者（児）のケアを実施しているケースもあり家族の介護負担は大きいと考えます。負担軽減のためには、スムーズなレスパイト入院や日中の一時お預かり等充実した施設が増えることでさらに安心した療養環境の提供ができると思います。よろしくお願いいたします。 トウ コンネンド ショウニ ザイタク イ レンケイ カイシ アンシン ザイタク リョウヨウ ケイゾク タ ショクシュ レンケイ ジッシ コウレイシャ カイゴ センタク ジュウジツ エ ゲンジツ カゾク リヨウシャ ジ ジッシ カゾク カイゴ フタン オオ カンガ フタン ケイゲン ニュウイン ニッチュウ イチジ アズ ナド ジュウジツ シセツ フ アンシン リョウヨウ カンキョウ テイキョウ オモ ネガ

		承諾 ショウダク		とちぎ訪問看護ステーションみぶ		0282-82-7262		0282-82-7260		321-0218		下都賀郡壬生町落合1-18-12		16		0		0		0		0		0		1		上三川町、下野市、壬生町、宇都宮 カミノカワマチ シモノ シ ミブ チョウ ウツノミヤ		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		1		0		1		1		1		1		1		1		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		病院との連携が大切。在宅生活を支援するためにチームで対応する（介護者の支援） ビョウイン レンケイ タイセツ ザイタク セイカツ シエン タイオウ カイゴシャ シエン

		承諾 ショウダク		ＷＡＤＥＷＡＤＥ訪問看護ステーション		028-666-5420		028-666-5460		321-0923		栃木県宇都宮市下栗町2913-1 ３２１－０９２３		12		0		0		0		0		0				宇都宮市、上三川町、 ウツノミヤシ カミノカワマチ		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		0		0		1		0		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		重心の方を看る側（介護者）の負担軽減の必要性を感じてしまいます。まだまだ「私がやらなければ」という気持ちが強く、様々な資源活用へと動きが進むような発信が大切だと思っています。 ジュウシン カタ ミ ガワ カイゴシャ フタン ケイゲン ヒツヨウセイ カン ワタシ キモ ツヨ サマザマ シゲン カツヨウ ウゴ スス ハッシン タイセツ オモ

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションあい		0287-83-8035		0287-83-8222		321-0628		那須烏山市金井2-5-9 ベンチャープラザ7号室 ゴウシツ		8		0		1		0		0		0		1		那須烏山市、那珂川町、茂木町、一貝町 ナスカラスヤマシ ナカガワマチ モギマチ イチ ガイ マチ		1		1		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		0		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		小児や重心など医療依存度が高い方には家族が安心して預けられる事業所とスタッフが必要です（レスパイトの本当の意味で）訪問看護スタッフが動きやすい仕組みがあればもっと介入できると思います。例えば在宅以外への支援での算定が可能になる。長時間支援が可能になるなど。在宅支援診療所が多ければ助かります。開業医で努力してくださる医師の力で乗り切っている地域は特にそう感じます。後方病院親元病院との連携、地域との調整などスムーズにシームレスに行われるとうれしいです。行政からの介入が少なく、制度のことなど知らないまま苦労されている方が多いので、窓口での丁寧かつタイミングよく助言をしていただくと嬉しいです。 ショウニ ジュウシン イリョウ イゾンド タカ カタ カゾク アンシン アズ ジギョウショ ヒツヨウ ホントウ イミ ホウモン カンゴ ウゴ シク カイニュウ オモ タト ザイタク イガイ シエン サンテイ カノウ チョウジカン シエン カノウ ザイタク シエン シンリョウジョ オオ タス カイギョウイ ドリョク イシ チカラ ノ キ チイキ トク カン コウホウ ビョウイン オヤモト ビョウイン レンケイ チイキ チョウセイ オコナ ギョウセイ カイニュウ スク セイド シ クロウ カタ オオ マドグチ テイネイ ジョゲン ウレ

		承諾 ショウダク		あおい訪問看護ステーション		0284-73-9456		0284-72-7600		326-0831		足利市堀込町2556 セレッソ・コート１階		16		0		0		4		0		0				足利市とその周辺（佐野市、館林市、巴楽町、太田市、桐生市） アシカガシ シュウヘン サノシ タテバヤシシ トモエ ラク マチ オオタシ キリュウシ		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1

		承諾 ショウダク		那須赤十字訪問看護ステーション		0287-23-8866		0287-23-8903		324-8686		大田原市中田原1081-4		8		1		0		0		0		0				大田原市、那須塩原市（一部を除く） オオタワラシ ナスシオバラ シ イチブ ノゾ		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		1		1		0		1		0		1		1		1		0		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションゆりの木		0287-47-5123		0287-47-5124		324-0028		大田原市山の手1-1-7 ヤマ テ		4		0		0		0		0		0				大田原市、那須塩原市、那珂川町 オオタワラシ ナスシオバラ シ ナカガワマチ		1		1		1		0		1		1		1		1		0		0		0		1		1		0		1		1		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		0		0		1		0		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		3		1		1		1		1		2		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		3		1		1		1		1		3		1		1		1		1		1		1		1		1		3		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		3		3		1		3		3		1		1		1		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		重症心身障害児施設で勤務したことのある看護師が2名いますので積極的に依頼があれば支援させていただきたいと思っています。こどもはやはり親元で成長発達できることが何よりも必要なことであると思っています。 ジュウショウ シンシン ショウガイ ジ シセツ キンム カンゴシ メイ セッキョクテキ イライ シエン オモ オヤモト セイチョウ ハッタツ ナニ ヒツヨウ オモ

		承諾 ショウダク		ライフ訪問看護リハビリテーション		0284-64-8799		0284-64-8335		326-0831		足利市堀込町2656-7　ASKビル３０１号		5		0		0		1		0		0		0		足利市、佐野市、館林市、邑楽郡、太田市、桐生市 アシカガシ サノシ タテバヤシシ オウラ グン オオタシ キリュウシ		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		この件に関する研修の案内が少ないため、学ぶ機会をもっと増やしてほしい ケン カン ケンシュウ アンナイ スク マナ キカイ フ

		承諾 ショウダク		わくわく訪問看護ステーションおやま		0285-24-6575		0285-20-0255		323-0022		小山市駅東通り3-9-6		11		0		0		5		0		0		0		小山市、結城市（茨城県）、下野市の一部、栃木市（PTのみ） オヤマシ ユウキシ イバラキケン シモノ シ イチブ トチギシ		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		1		1		1		1		3		3		3		1		1		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		自立支援のケアマネージャーがいるが、医療福祉行政をうまく連携してまとめる役割が果たせていない。それぞれが別々で動いており、介護者が困ったときの相談窓口に迷う。 ジリツ シエン イリョウ フクシ ギョウセイ レンケイ ヤクワリ ハ ベツベツ ウゴ カイゴシャ コマ ソウダン マドグチ マヨ

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーション風		028-612-1333		028-612-1384		321-0117		宇都宮市城南3丁目5-6		3		1		0		1		0		0				宇都宮、鹿沼、下野、壬生 ウツノミヤ カヌマ シモノ ミブ		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		1		1		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1

		承諾 ショウダク		宮の橋訪問看護ステーション		028-635-9839		028-635-9839		321-0963		宇都宮市南大通り1-1-23		7		0		0		1		0		0		0		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		1		1		0		1		1		1		1		1		0		0		0		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		レスパイト等受け入れ先が少ない。市のコーディネーター様がご多忙の様子であり、要望に対しての対応にかなりの時間を要する（対応されないこともある）。年度変わるときなど、担当者（市）の引き継ぎがされず、進んでいた調整も振り出しに戻ってしまうことがある。 トウ ウ イ サキ スク シ サマ タボウ ヨウス ヨウボウ タイ タイオウ ジカン ヨウ タイオウ ネンド カ タントウシャ シ ヒ ツ スス チョウセイ フ ダ モド

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションオリーブ		0282-27-8414		0282-27-8415		328-0027		栃木市今泉町1丁目17番29号		7		0		0		0		0		0				栃木市、小山市、下野市、壬生町 トチギシ オヤマシ シモノ シ ミブ マチ		1		1		1		0		1		1		1		1		0		0		0		0		1		1		1		1		0		0		1		1		1		0		1		1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションマザーの家		0283-85-7771		0283-85-7772		327-0504		佐野市中町942-1		2		0		3		0		0		0				佐野市 サノシ		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーション卯の郷		028-682-7770		028-682-7766		329-1311		さくら市氏家2650番地		3		0		0		0		0		0				さくら市（周辺15ｋｍ以内）、塩谷町、那須烏山市、宇都宮市、高根沢町 シ シュウヘン イナイ シオヤ マチ ナスカラスヤマシ ウツノミヤシ タカネザワ マチ		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		3		3		3		3		3		1		2		2		2		2		2		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		2		2		2		3		3		3		3		1		1		1		3		3		3		3		1		2		2		2		2		2		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		2		2		2		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションたかねざわ		028-680-1701		028-680-1702		329-1233		塩谷郡高根沢町宝積寺2426-8 		16		0		0		0		0		0				高根沢町、さくら市、那須烏山市、芳賀町、市貝町、茂木町、益子町、宇都宮市 タカネザワマチ シ ナスカラスヤマシ ハガ マチ イチ カイ チョウ モギマチ マシコ チョウ ウツノミヤシ		1		1		1		0		1		1		1		1		1		0		1		0		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		2		2		2		2		2

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションみどり		0285-45-8362		0285-45-8397		329-0214		小山市乙女786-1		3		0		1		0		0		0				小山市、栃木市、古河市、結城市 オヤマシ トチギシ コガシ ユウキシ		0		0		1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		1		0		1		0		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		3		2		2		2		3		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		1		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		1		1		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		訪問看護師がもっと社会資源として同行できるとよいと思う。在宅での療養はもっと看護師が活躍できる体制が整うとよいと思った。 ホウモン カンゴシ シャカイ シゲン ドウコウ オモ ザイタク リョウヨウ カンゴシ カツヤク タイセイ トトノ オモ

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションあるく		028-643-5586		028-678-8796		320-0036		宇都宮市小幡2-6-14 		5		0		1		0		0		0		1		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		0		1		0		1		0		1		0		0		1		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3

		承諾 ショウダク		とちぎ訪問看護ステーションおやま		0285-39-8602		0285-39-8607		323-0827		栃木県小山市神鳥谷2251-7 ３２３－０８２７		12		0		0		0		0		0		1		小山市、下野市（南部）、野木町（北部） オヤマシ シモノ シ ナンブ ノギ マチ ホクブ		1		1		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		1		1		1		0		0		1		0		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		3		3		1		1		1		3		1		1		1		1		小児の重症心身障害児の訪問看護を行っていく上で。たびたび感じるのが成長に伴った教育、就学が難しく親御さんの希望通りにいかないことが多く残念に思います。難しいところだと思いますが… ショウニ ジュウショウ シンシン ショウガイジ ホウモン カンゴ オコナ ウエ カン セイチョウ トモナ キョウイク シュウガク ムズカ オヤゴ キボウ ドオ オオ ザンネン オモ ムズカ オモ

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションここあ		028-600-3735		028-600-3736		321-2116		栃木県宇都宮市徳次郎町998-9 ３２１－２１１６		10		1		0		1		0		0		2		宇都宮市、日光市、 ウツノミヤシ ニッコウシ		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2

chizuru_tanaka: 未記入		

chizuru_tanaka: 未記入		

chizuru_tanaka: 未記入		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3







訪問看護事業所 (記述)

		Ｑ1.貴施設について、お伺いいたします キ シセツ ウカガ

		1		事業所名 ジギョウショ メイ

		2		電話番号 デンワ バンゴウ

		3		FAX番号 バンゴウ

		4		所在地 ショザイチ

		5		職員構成（常勤・非常勤は問いません） ショクイン コウセイ ジョウキン ヒジョウキン ト

						看護師 カンゴシ

						作業療法士 サギョウ リョウホウシ

						准看護師 ジュンカンゴシ

						理学療法士 リガク リョウホウシ

						保健師 ホケンシ

						言語療法士 ゲンゴ リョウホウシ

						その他 タ

		6		訪問可能な主な市町村 ホウモン カノウ オモ シチョウソン

		Q2.いままでに以下の項目を在宅看護で行ったことがありますか（あるものすべてにチェックをしてください） イカ コウモク ザイタク カンゴ オコナ

								成人在宅 セイジン ザイタク				小児在宅 ショウニ ザイタク

				在宅人工呼吸器の管理 ザイタク ジンコウ コキュウキ カンリ

				気管カニューレの交換 キカン コウカン

				気管カニューレ部位のガーゼ交換 キカン ブイ コウカン

				気管内吸引 キカンナイ キュウイン

				食事介助 ショクジ カイジョ

				経鼻チューブの交換 ケイビ コウカン

				胃瘻の管理 イロウ カンリ

				経管栄養の注入 ケイカン エイヨウ チュウニュウ

				ストーマの管理 カンリ

				尿道カテーテルの管理 ニョウドウ カンリ

				導尿 ドウニョウ

				入浴介助 ニュウヨク カイジョ

				看護師によるリハビリテーション カンゴシ

				OTもしくはPTによるリハビリテーション

				中心静脈カテーテル管理 チュウシン ジョウミャク カンリ

				高カロリー輸液の管理 コウ ユエキ カンリ

				薬剤の静注（抗生物質や利尿剤など） ヤクザイ ジョウチュウ コウセイ ブッシツ リニョウザイ

				麻薬による疼痛コントロール マヤク ウズ ツウ

				終末期の医療的ケア シュウマツキ イリョウテキ

				在宅での看取り ザイタク ミト

				24時間対応 ジカン タイオウ

		Q3.現時点で、依頼のあった場合、重症心身障害児（者）の在宅医療を行うことはできますか ゲンジテン イライ バアイ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ ザイタク イリョウ オコナ

		1		できる

		2		できない

		3		要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン

		Q4.依頼があった場合に可能な医療的ケアと身体介護についてお答えください イライ バアイ カノウ イリョウテキ シンタイ カイゴ コタ

		※個別シートにて対応 コベツ タイオウ



				Ｑ1.貴施設について、お伺いいたします キ シセツ ウカガ										Q5.重症心身障害児（者）の方に対する医療、在宅生活等についてお気づきのことなど、ご自由にお書きください ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ カタ タイ イリョウ ザイタク セイカツナド キ ジユウ カ

				事業所名 ジギョウショ メイ		電話番号 デンワ バンゴウ		FAX番号 バンゴウ		郵便番号 ユウビンバンゴウ		所在地 ショザイチ

		承諾可否 ショウダク カヒ

		否 ヒ		曙訪問看護ステーション アケボノ ホウモン カンゴ		028-660-7803		028-683-5306		321-0901		宇都宮市平出町413番地		いつも大変お世話になっております。当STでも数名の小児利用者をNS、PT、OTでサポートしています。又、貴院のショートステイを利用させて頂いております。ご利用者様、家族が安心して過ごせるよう地域でサポートできたらと考えています。どうぞよろしくお願い申し上げます。 タイヘン セワ トウ スウメイ ショウニ リヨウシャ マタ キ イン リヨウ イタダ リヨウシャサマ カゾク アンシン ス チイキ カンガ ネガ モウ ア

		否 ヒ		とちぎメディカルセンター		0282-22-5810		0282-225812		328-0043		栃木市境町27-21

		否 ヒ		あいケアステーション		0282-23-6221		0282-24-9850		328-0074		栃木市薗部町2-5-9

		否 ヒ		訪問看護ステーションこすもす		0285-80-5511		0285-80-5512		321-4337		真岡市上高間木2-24-4		緊急時に主治医又はバッックベットのある病院との連携がとれる体制が整っていないと、在宅での対応に不安があります。
現在のところ、小児科、精神科看護を経験したスタッフがいない為、受け入れに不安がありますので今回はガイドマップ等に公表することに同意する事は控えさせていただきたいと思います。 キンキュウジ シュジイ マタ ビョウイン レンケイ タイセイ トトノ ザイタク タイオウ フアン ゲンザイ ショウニカ セイシンカ カンゴ ケイケン タメ ウ イ フアン コンカイ ナド コウヒョウ ドウイ コト ヒカ オモ

		否 ヒ		訪問看護ステーションひばり		0289-64-7226		0289-64-2225		322-8550		鹿沼市下田町1-1033

		否 ヒ		訪問看護ステーション那須		0287-73-5048		0287-63-4566		325-0023		那須塩原市豊浦10-706

		承諾 ショウダク		さくら訪問看護ステーション		0287-29-3252		0287-29-3252		324-0058		大田原市紫塚3-2633-10		小児の受入数（実績）が少ないので、実際依頼があった場合、入院中から手技等の指導を受けたいと思います。 ショウニ ウケイレスウ ジッセキ スク ジッサイ イライ バアイ ニュウインチュウ シュギ ナド シドウ ウ オモ

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションたんぽぽ		0280-57-1888		0280-57-3819		329-0101		下都賀郡野木町友沼5119-12		受け入れてくれる訪問看護Stの数が少ないと思います。研修会の機会を設けてサービス体制が構築できると良いと思います。 ウ イ ホウモン カンゴ カズ スク オモ ケンシュウカイ キカイ モウ タイセイ コウチク ヨ オモ

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションうつのみや		028-612-6103		028-612-6104		320-0852		宇都宮市下砥上町字並塚643番地1

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーション石橋		0285-52-2293		0285-52-2268		329-0511		下野市石橋628番地		最近、訪問依頼が増えてきていますが、私たち看護師の力量不足から利用者家族へ満足のいく看護が提供できないように感じています。現在の、利用者家族から教わることが多くあり、私たちが勉強になります。ただ、訪問していて思うことは、ご両親の今までの経験でケアが進み危険であり、指導させていただいても理解が得られないこともあり、ジレンマとなっています。例）誤嚥性肺炎を繰り返している方にヘッドアップして食事を摂るよう説明してもフラットのままであったり、他の方でPEG造設されているので、栄養はPEGからにして経口からは楽しみ程度にしてと言っても、食事を経口から摂るなど。 サイキン ホウモン イライ フ ワタクシ カンゴシ リキリョウ ブソク リヨウシャ カゾク マンゾク カンゴ テイキョウ カン ゲンザイ リヨウシャ カゾク オソ オオ ワタシ ベンキョウ ホウモン オモ リョウシン イマ ケイケン スス キケン シドウ リカイ エ レイ ゴエンセイ ハイエン ク カエ カタ ショクジ ト セツメイ ホカ カタ ゾウ セツ エイヨウ ケイコウ タノ テイド イ ショクジ ケイコウ ト

		承諾 ショウダク		マロニエ訪問看護ステーション		0287-37-6322		0287-39-3305		329-2763		那須塩原市井口537-3 にしなすの総合在宅ｹｱｾﾝﾀｰ内

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーション佐野		0283-86-7013		0283-86-7031		327-0847		佐野市天神町７７４－２２ メープルハイツ１０１号室

		承諾 ショウダク		とちぎ訪問看護ステーションくろばね		0287-54-0507		0287-54-0580		324-0241		大田原市黒羽向町142番地

		承諾 ショウダク		鹿沼訪問看護ステーション		0289-60-5650		0289-60-1687		322-0021		鹿沼市上野町320-3高橋ビル１階１０３号室

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションほっと		028-626-5739		028-625-8201		321-0974		宇都宮市竹林町958

		承諾 ショウダク		芳賀赤十字訪問看護ステーション		0285-84-8266		0285-84-8266		321-4306		真岡市台町2461		当ステーションは今年度小児在宅医との連携を開始することができました。安心して在宅療養を継続できるよう、多職種と連携し、実施しています。高齢者が介護サービスを選択するように、サービスの充実は得られていません。現実は家族だけで利用者（児）のケアを実施しているケースもあり家族の介護負担は大きいと考えます。負担軽減のためには、スムーズなレスパイト入院や日中の一時お預かり等充実した施設が増えることでさらに安心した療養環境の提供ができると思います。よろしくお願いいたします。 トウ コンネンド ショウニ ザイタク イ レンケイ カイシ アンシン ザイタク リョウヨウ ケイゾク タ ショクシュ レンケイ ジッシ コウレイシャ カイゴ センタク ジュウジツ エ ゲンジツ カゾク リヨウシャ ジ ジッシ カゾク カイゴ フタン オオ カンガ フタン ケイゲン ニュウイン ニッチュウ イチジ アズ ナド ジュウジツ シセツ フ アンシン リョウヨウ カンキョウ テイキョウ オモ ネガ

		承諾 ショウダク		とちぎ訪問看護ステーションみぶ		0282-82-7262		0282-82-7260		321-0218		下都賀郡壬生町落合1-18-12		病院との連携が大切。在宅生活を支援するためにチームで対応する（介護者の支援） ビョウイン レンケイ タイセツ ザイタク セイカツ シエン タイオウ カイゴシャ シエン

		承諾 ショウダク		ＷＡＤＥＷＡＤＥ訪問看護ステーション		028-666-5420		028-666-5460		321-0923		栃木県宇都宮市下栗町2913-1 ３２１－０９２３		重心の方を看る側（介護者）の負担軽減の必要性を感じてしまいます。まだまだ「私がやらなければ」という気持ちが強く、様々な資源活用へと動きが進むような発信が大切だと思っています。 ジュウシン カタ ミ ガワ カイゴシャ フタン ケイゲン ヒツヨウセイ カン ワタシ キモ ツヨ サマザマ シゲン カツヨウ ウゴ スス ハッシン タイセツ オモ

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションあい		0287-83-8035		0287-83-8222		321-0628		那須烏山市金井2-5-9 ベンチャープラザ7号室 ゴウシツ		小児や重心など医療依存度が高い方には家族が安心して預けられる事業所とスタッフが必要です（レスパイトの本当の意味で）訪問看護スタッフが動きやすい仕組みがあればもっと介入できると思います。例えば在宅以外への支援での算定が可能になる。長時間支援が可能になるなど。在宅支援診療所が多ければ助かります。開業医で努力してくださる医師の力で乗り切っている地域は特にそう感じます。後方病院親元病院との連携、地域との調整などスムーズにシームレスに行われるとうれしいです。行政からの介入が少なく、制度のことなど知らないまま苦労されている方が多いので、窓口での丁寧かつタイミングよく助言をしていただくと嬉しいです。 ショウニ ジュウシン イリョウ イゾンド タカ カタ カゾク アンシン アズ ジギョウショ ヒツヨウ ホントウ イミ ホウモン カンゴ ウゴ シク カイニュウ オモ タト ザイタク イガイ シエン サンテイ カノウ チョウジカン シエン カノウ ザイタク シエン シンリョウジョ オオ タス カイギョウイ ドリョク イシ チカラ ノ キ チイキ トク カン コウホウ ビョウイン オヤモト ビョウイン レンケイ チイキ チョウセイ オコナ ギョウセイ カイニュウ スク セイド シ クロウ カタ オオ マドグチ テイネイ ジョゲン ウレ

		承諾 ショウダク		あおい訪問看護ステーション		0284-73-9456		0284-72-7600		326-0831		足利市堀込町2556 セレッソ・コート１階

		承諾 ショウダク		那須赤十字訪問看護ステーション		0287-23-8866		0287-23-8903		324-8686		大田原市中田原1081-4

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションゆりの木		0287-47-5123		0287-47-5124		324-0028		大田原市山の手1-1-7 ヤマ テ		重症心身障害児施設で勤務したことのある看護師が2名いますので積極的に依頼があれば支援させていただきたいと思っています。こどもはやはり親元で成長発達できることが何よりも必要なことであると思っています。 ジュウショウ シンシン ショウガイ ジ シセツ キンム カンゴシ メイ セッキョクテキ イライ シエン オモ オヤモト セイチョウ ハッタツ ナニ ヒツヨウ オモ

		承諾 ショウダク		ライフ訪問看護リハビリテーション		0284-64-8799		0284-64-8335		326-0831		足利市堀込町2656-7　ASKビル３０１号		この件に関する研修の案内が少ないため、学ぶ機会をもっと増やしてほしい ケン カン ケンシュウ アンナイ スク マナ キカイ フ

		承諾 ショウダク		わくわく訪問看護ステーションおやま		0285-24-6575		0285-20-0255		323-0022		小山市駅東通り3-9-6		自立支援のケアマネージャーがいるが、医療福祉行政をうまく連携してまとめる役割が果たせていない。それぞれが別々で動いており、介護者が困ったときの相談窓口に迷う。 ジリツ シエン イリョウ フクシ ギョウセイ レンケイ ヤクワリ ハ ベツベツ ウゴ カイゴシャ コマ ソウダン マドグチ マヨ

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーション風		028-612-1333		028-612-1384		321-0117		宇都宮市城南3丁目5-6

		承諾 ショウダク		宮の橋訪問看護ステーション		028-635-9839		028-635-9839		321-0963		宇都宮市南大通り1-1-23		レスパイト等受け入れ先が少ない。市のコーディネーター様がご多忙の様子であり、要望に対しての対応にかなりの時間を要する（対応されないこともある）。年度変わるときなど、担当者（市）の引き継ぎがされず、進んでいた調整も振り出しに戻ってしまうことがある。 トウ ウ イ サキ スク シ サマ タボウ ヨウス ヨウボウ タイ タイオウ ジカン ヨウ タイオウ ネンド カ タントウシャ シ ヒ ツ スス チョウセイ フ ダ モド

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションオリーブ		0282-27-8414		0282-27-8415		328-0027		栃木市今泉町1丁目17番29号

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションマザーの家		0283-85-7771		0283-85-7772		327-0504		佐野市中町942-1

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーション卯の郷		028-682-7770		028-682-7766		329-1311		さくら市氏家2650番地

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションたかねざわ		028-680-1701		028-680-1702		329-1233		塩谷郡高根沢町宝積寺2426-8 

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションみどり		0285-45-8362		0285-45-8397		329-0214		小山市乙女786-1		訪問看護師がもっと社会資源として同行できるとよいと思う。在宅での療養はもっと看護師が活躍できる体制が整うとよいと思った。 ホウモン カンゴシ シャカイ シゲン ドウコウ オモ ザイタク リョウヨウ カンゴシ カツヤク タイセイ トトノ オモ

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションあるく		028-643-5586		028-678-8796		320-0036		宇都宮市小幡2-6-14 

		承諾 ショウダク		とちぎ訪問看護ステーションおやま		0285-39-8602		0285-39-8607		323-0827		栃木県小山市神鳥谷2251-7 ３２３－０８２７		小児の重症心身障害児の訪問看護を行っていく上で。たびたび感じるのが成長に伴った教育、就学が難しく親御さんの希望通りにいかないことが多く残念に思います。難しいところだと思いますが… ショウニ ジュウショウ シンシン ショウガイジ ホウモン カンゴ オコナ ウエ カン セイチョウ トモナ キョウイク シュウガク ムズカ オヤゴ キボウ ドオ オオ ザンネン オモ ムズカ オモ

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションここあ		028-600-3735		028-600-3736		321-2116		栃木県宇都宮市徳次郎町998-9 ３２１－２１１６







訪問看護事業所 (作業)

		Ｑ1.貴施設について、お伺いいたします キ シセツ ウカガ

		1		事業所名 ジギョウショ メイ

		2		電話番号 デンワ バンゴウ

		3		FAX番号 バンゴウ

		4		所在地 ショザイチ

		5		職員構成（常勤・非常勤は問いません） ショクイン コウセイ ジョウキン ヒジョウキン ト

						看護師 カンゴシ

						作業療法士 サギョウ リョウホウシ

						准看護師 ジュンカンゴシ

						理学療法士 リガク リョウホウシ

						保健師 ホケンシ

						言語療法士 ゲンゴ リョウホウシ

						その他 タ

		6		訪問可能な主な市町村 ホウモン カノウ オモ シチョウソン

		Q2.いままでに以下の項目を在宅看護で行ったことがありますか（あるものすべてにチェックをしてください） イカ コウモク ザイタク カンゴ オコナ

								成人在宅 セイジン ザイタク				小児在宅 ショウニ ザイタク

				在宅人工呼吸器の管理 ザイタク ジンコウ コキュウキ カンリ

				気管カニューレの交換 キカン コウカン

				気管カニューレ部位のガーゼ交換 キカン ブイ コウカン

				気管内吸引 キカンナイ キュウイン

				食事介助 ショクジ カイジョ

				経鼻チューブの交換 ケイビ コウカン

				胃瘻の管理 イロウ カンリ

				経管栄養の注入 ケイカン エイヨウ チュウニュウ

				ストーマの管理 カンリ

				尿道カテーテルの管理 ニョウドウ カンリ

				導尿 ドウニョウ

				入浴介助 ニュウヨク カイジョ

				看護師によるリハビリテーション カンゴシ

				OTもしくはPTによるリハビリテーション

				中心静脈カテーテル管理 チュウシン ジョウミャク カンリ

				高カロリー輸液の管理 コウ ユエキ カンリ

				薬剤の静注（抗生物質や利尿剤など） ヤクザイ ジョウチュウ コウセイ ブッシツ リニョウザイ

				麻薬による疼痛コントロール マヤク ウズ ツウ

				終末期の医療的ケア シュウマツキ イリョウテキ

				在宅での看取り ザイタク ミト

				24時間対応 ジカン タイオウ

		Q3.現時点で、依頼のあった場合、重症心身障害児（者）の在宅医療を行うことはできますか ゲンジテン イライ バアイ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ ザイタク イリョウ オコナ

		1		できる

		2		できない

		3		要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン

		Q4.依頼があった場合に可能な医療的ケアと身体介護についてお答えください イライ バアイ カノウ イリョウテキ シンタイ カイゴ コタ

		※個別シートにて対応 コベツ タイオウ



				Ｑ1.貴施設について、お伺いいたします キ シセツ ウカガ																																												Q2.いままでに以下の項目を在宅看護で行ったことがありますか（あるものすべてにチェックをしてください）【1.ある、0.ない】 イカ コウモク ザイタク カンゴ オコナ																																																																																				Q3		Q4.依頼があった場合に可能な医療的ケアと身体介護についてお答えください【1.できる、2.できない、3.要相談（条件による）】 イライ バアイ カノウ イリョウテキ シンタイ カイゴ コタ ヨウ ソウダン ジョウケン																																																																																																																																																																																																																		Q5.重症心身障害児（者）の方に対する医療、在宅生活等についてお気づきのことなど、ご自由にお書きください ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ カタ タイ イリョウ ザイタク セイカツナド キ ジユウ カ

				事業所名 ジギョウショ メイ		電話番号 デンワ バンゴウ		FAX番号 バンゴウ		郵便番号 ユウビンバンゴウ		所在地 ショザイチ		職員構成（常勤・非常勤は問いません）【人数：名】 ショクイン コウセイ ジョウキン ヒジョウキン ト ニンズウ メイ																																訪問可能な主な市町村 ホウモン カノウ オモ シチョウソン		在宅人工呼吸器の管理 ザイタク ジンコウ コキュウキ カンリ				気管カニューレの交換 キカン コウカン				気管カニューレ部位のガーゼ交換 キカン ブイ コウカン				気管内吸引 キカンナイ キュウイン				食事介助 ショクジ カイジョ				経鼻チューブの交換 ケイビ コウカン				胃瘻の管理 イロウ カンリ				経管栄養の注入 ケイカン エイヨウ チュウニュウ				ストーマの管理 カンリ				尿道カテーテルの管理 ニョウドウ カンリ				導尿 ドウニョウ				入浴介助 ニュウヨク カイジョ				看護師によるリハビリテーション カンゴシ				OTもしくはPTによるリハビリテーション				中心静脈カテーテル管理 チュウシン ジョウミャク カンリ				高カロリー輸液の管理 コウ ユエキ カンリ				薬剤の静注（抗生物質や利尿剤など） ヤクザイ ジョウチュウ コウセイ ブッシツ リニョウザイ				麻薬による疼痛コントロール マヤク ウズ ツウ				終末期の医療的ケア シュウマツキ イリョウテキ				在宅での看取り ザイタク ミト				24時間対応 ジカン タイオウ						在宅人工呼吸器の管理 ザイタク ジンコウ コキュウキ カンリ										気管カニューレの交換 キカン コウカン										気管カニューレの管理（日常の交換以外の対応） キカン カンリ ニチジョウ コウカン イガイ タイオウ										気管内吸引 キカンナイ キュウイン										食事介助 ショクジ カイジョ										経鼻チューブの交換 ケイビ コウカン										ストーマの管理 カンリ										尿道カテーテルの管理 ニョウドウ カンリ										導尿 ドウニョウ										入浴介助 ニュウヨク カイジョ										看護師によるリハビリテーション カンゴシ										OTもしくはPTによるリハビリテーション										中心静脈カテーテル管理 チュウシン ジョウミャク カンリ										高カロリー輸液の管理 コウ ユエキ カンリ										薬剤の静注（抗生物質や利尿剤など） ヤクザイ ジョウチュウ コウセイ ブッシツ リニョウザイ										麻薬による疼痛コントロール マヤク トウツウ										終末期の医療的ケア シュウマツキ イリョウテキ										在宅での看取り ザイタク ミト										24時間対応 ジカン タイオウ										外出の介助 ガイシュツ カイジョ										通院の介助 ツウイン カイジョ

		承諾可否 ショウダク カヒ												看護師 カンゴシ		作業療法士 サギョウ リョウホウシ		准看護師 ジュンカンゴシ		理学療法士 リガク リョウホウシ		保健師 ホケンシ		言語療法士 ゲンゴ リョウホウシ		その他 タ																						成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ				乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ

		否 ヒ		曙訪問看護ステーション アケボノ ホウモン カンゴ		028-660-7803		028-683-5306		321-0901		宇都宮市平出町413番地		8		3		0		3		0		1		0		宇都宮 ウツノミヤ		高根沢 タカネザワ														宇都宮市 ウツノミヤシ		宇都宮、高根沢 ウツノミヤ タカネザワ		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		3		2		2		2		2		3		2		2		2		2		2		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		1		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		1		1		1		3		3		3		1		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		2		2		2		2		2		いつも大変お世話になっております。当STでも数名の小児利用者をNS、PT、OTでサポートしています。又、貴院のショートステイを利用させて頂いております。ご利用者様、家族が安心して過ごせるよう地域でサポートできたらと考えています。どうぞよろしくお願い申し上げます。 タイヘン セワ トウ スウメイ ショウニ リヨウシャ マタ キ イン リヨウ イタダ リヨウシャサマ カゾク アンシン ス チイキ カンガ ネガ モウ ア

		否 ヒ		とちぎメディカルセンター		0282-22-5810		0282-225812		328-0043		栃木市境町27-21		9		0		4		1		0		1		2		栃木市 トチギシ		小山市 オヤマシ		壬生町 ミブマチ												栃木市 トチギシ		栃木市、小山市、壬生町 トチギシ オヤマシ ミブマチ		1		1		1		0		1		1		1		1		1		0		1		0		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		0		1		1		3		2		1		1		1		1		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		2		2		2		1		1		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		1		1		1		1		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		2		2		2		2		2

		否 ヒ		あいケアステーション		0282-23-6221		0282-24-9850		328-0074		栃木市薗部町2-5-9		1		0		2		2		0		0		0		栃木市 トチギシ																栃木市 トチギシ		栃木市 トチギシ		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		3		2		2		2		2		3		2		2		2		2		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		3		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		3		2		2		2		2		3		2		2		2		2		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		2		2		2		2		3

		否 ヒ		訪問看護ステーションこすもす		0285-80-5511		0285-80-5512		321-4337		真岡市上高間木2-24-4		4		2		0		1		0		0		0																		鹿沼市 カヌマシ				1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		3		2		2		2		3		3		2		2		2		3		3		2		2		2		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		3		3		3		3		3		3		3		2		2		2		3		3		2		2		2		3		3		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		2		2		2		2		3		2		2		2		2		3		2		2		2		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		1		3		3		3		3		3		2		2		2		2		2		緊急時に主治医又はバッックベットのある病院との連携がとれる体制が整っていないと、在宅での対応に不安があります。
現在のところ、小児科、精神科看護を経験したスタッフがいない為、受け入れに不安がありますので今回はガイドマップ等に公表することに同意する事は控えさせていただきたいと思います。 キンキュウジ シュジイ マタ ビョウイン レンケイ タイセイ トトノ ザイタク タイオウ フアン ゲンザイ ショウニカ セイシンカ カンゴ ケイケン タメ ウ イ フアン コンカイ ナド コウヒョウ ドウイ コト ヒカ オモ

		否 ヒ		訪問看護ステーションひばり		0289-64-7226		0289-64-2225		322-8550		鹿沼市下田町1-1033		6		1		0		1		0		0		0		鹿沼市 カヌマシ																那須塩原市 ナスシオバラ シ		市内及び近隣市 シナイ オヨ キンリン シ		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		0		1		1		2

chizuru_tanaka: 未記入		1		1		2		2		1		2		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		1		3		3		1		1		1		3		3		3		3		1		3		3		1		1		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		1		3		3		3		1		1		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1

		否 ヒ		訪問看護ステーション那須		0287-73-5048		0287-63-4566		325-0023		那須塩原市豊浦10-706		5		0		2		0		0		0		0		那須塩原市 ナスシオバラ シ		大田原市 オオタワラシ		那須町 ナスマチ												大田原市 オオタワラシ		那須塩原市、大田原市、那須町 ナスシオバラ シ オオタワラシ ナスマチ		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		0		0		1		0		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		2

chizuru_tanaka: 未記入		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1

		承諾 ショウダク		さくら訪問看護ステーション		0287-29-3252		0287-29-3252		324-0058		大田原市紫塚3-2633-10		5		0		0		1		0		0		0		大田原市 オオタワラシ		那須塩原市 ナスシオバラ シ		矢板市 ヤイタシ												野木町 ノギマチ		大田原市、那須塩原市、矢板市 オオタワラシ ナスシオバラ シ ヤイタ シ		1		0		1		1		1		1		1		1		1		0		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		0		1		1		3		3		3		3		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		小児の受入数（実績）が少ないので、実際依頼があった場合、入院中から手技等の指導を受けたいと思います。 ショウニ ウケイレスウ ジッセキ スク ジッサイ イライ バアイ ニュウインチュウ シュギ ナド シドウ ウ オモ

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションたんぽぽ		0280-57-1888		0280-57-3819		329-0101		下都賀郡野木町友沼5119-12		20		3		0		5		0		0		2		野木町 ノギマチ		小山市 オヤマシ		旧藤岡町 キュウ フジオカマチ												宇都宮市 ウツノミヤシ		野木町、小山市、旧藤岡町 ノギマチ オヤマシ キュウ フジオカマチ		1		1		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		1		1		1		1		1		1		0		0		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		3		1		1		1		1		1		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		3		3		3		3		3		1		1		3		2		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		2		2		2		2		2		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		受け入れてくれる訪問看護Stの数が少ないと思います。研修会の機会を設けてサービス体制が構築できると良いと思います。 ウ イ ホウモン カンゴ カズ スク オモ ケンシュウカイ キカイ モウ タイセイ コウチク ヨ オモ

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションうつのみや		028-612-6103		028-612-6104		320-0852		宇都宮市下砥上町字並塚643番地1		11		0		0		0		0		0		1		宇都宮市 ウツノミヤシ		壬生町 ミブマチ														下野市 シモノ シ		宇都宮市、壬生町 ウツノミヤシ ミブマチ		1		1		0		0		1		1		1		1		1		0		0		0		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		2

chizuru_tanaka: 未記入		3		3		3		3		1		2		2		2		2		2		3		3		3		1		1		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		3		3		3		1		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		3		3		3		1		1		3		3		3		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーション石橋		0285-52-2293		0285-52-2268		329-0511		下野市石橋628番地		7		0		0		1		0		0		1		下野市 シモノ シ		上三川町 カミノカワマチ		壬生町 ミブマチ		宇都宮市 ウツノミヤシ										那須塩原市 ナスシオバラ シ		下野市、上三川町、壬生町、宇都宮市（部） シモノ シ カミノカワマチ ミブマチ ウツノミヤシ ブ		1		1		0		0		1		1		1		1		1		0		1		0		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		3		1		1		1		1		1		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		1		3		3		3		3		3		3		3		3		1		1		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		2		2		2		2		2		最近、訪問依頼が増えてきていますが、私たち看護師の力量不足から利用者家族へ満足のいく看護が提供できないように感じています。現在の、利用者家族から教わることが多くあり、私たちが勉強になります。ただ、訪問していて思うことは、ご両親の今までの経験でケアが進み危険であり、指導させていただいても理解が得られないこともあり、ジレンマとなっています。例）誤嚥性肺炎を繰り返している方にヘッドアップして食事を摂るよう説明してもフラットのままであったり、他の方でPEG造設されているので、栄養はPEGからにして経口からは楽しみ程度にしてと言っても、食事を経口から摂るなど。 サイキン ホウモン イライ フ ワタクシ カンゴシ リキリョウ ブソク リヨウシャ カゾク マンゾク カンゴ テイキョウ カン ゲンザイ リヨウシャ カゾク オソ オオ ワタシ ベンキョウ ホウモン オモ リョウシン イマ ケイケン スス キケン シドウ リカイ エ レイ ゴエンセイ ハイエン ク カエ カタ ショクジ ト セツメイ ホカ カタ ゾウ セツ エイヨウ ケイコウ タノ テイド イ ショクジ ケイコウ ト

		承諾 ショウダク		マロニエ訪問看護ステーション		0287-37-6322		0287-39-3305		329-2763		那須塩原市井口537-3 にしなすの総合在宅ｹｱｾﾝﾀｰ内		5		7		0		5		0		2		1		那須塩原市 ナスシオバラ シ		那須町 ナスマチ		大田原市 オオタワラシ												足利市 アシカガシ		那須塩原市、那須町、大田原市　リハビリのみ→那珂川町訪問可能 ナスシオバラ シ ナスマチ オオタワラシ ナカガワ マチ ホウモン カノウ		1		1		1		0		1		1		1		1		0		0		0		1		1		1		1		1		1		0		1		1		1		1		1		1		0		0		1		1		1		0		1		0		0		0		1		0		1		1		1		1		1		1		3		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーション佐野		0283-86-7013		0283-86-7031		327-0847		佐野市天神町７７４－２２ メープルハイツ１０１号室		3		0		1		0		0		0		1		足利市 アシカガシ		佐野市 サノシ		栃木市 トチギシ												大田原市 オオタワラシ		足利市、佐野市、栃木市（旧岩船市） アシカガシ サノシ トチギシ キュウ イワフネ シ		0		0		0		0		1		0		1		0		1		0		0		0		1		0		0		0		1		0		1		0		0		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		2		2		2		2		2		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1

		承諾 ショウダク		とちぎ訪問看護ステーションくろばね		0287-54-0507		0287-54-0580		324-0241		大田原市黒羽向町142番地		6		0		0		0		1		0		2		大田原市 オオタワラシ		那須塩原市 ナスシオバラ シ		那須町 ナスマチ		那珂川町 ナカガワマチ										鹿沼市 カヌマシ		大田原市、那須塩原市、那須町、那珂川町 オオタワラシ ナスシオバラ シ ナスマチ ナカガワマチ		1		0		0		0		1		1		1		1		1		0		1		0		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		3		3		3		3		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		1		2		2		2		2		2		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3

		承諾 ショウダク		鹿沼訪問看護ステーション		0289-60-5650		0289-60-1687		322-0021		鹿沼市上野町320-3高橋ビル１階１０３号室		5		0		0		0		0		0		0		鹿沼市 カヌマシ		旧宇都宮市 キュウ ウツノミヤシ		旧今市市 キュウ イマイチシ		壬生町 ミブマチ		西片町 ニシカタマチ								宇都宮市 ウツノミヤシ		鹿沼市、旧宇都宮市、旧今市市、壬生町、西片町 カヌマシ キュウ ウツノミヤシ キュウ イマイチシ ミブマチ ニシカタマチ		0		0		0		0		0		0		1		0		1		0		0		0		1		0		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		2

chizuru_tanaka: 未記入		2		2		2		2		1		2		2		2		2		3		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションほっと		028-626-5739		028-625-8201		321-0974		宇都宮市竹林町958		11		0		0		2		0		0		0		宇都宮市 ウツノミヤシ																真岡市 モオカシ		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2

		承諾 ショウダク		芳賀赤十字訪問看護ステーション		0285-84-8266		0285-84-8266		321-4306		真岡市台町2461		6		0		0		0		0		0		0		真岡市 モオカシ		益子町 マシコマチ		芳賀町 ハガマチ		茂木町 モギマチ										上三川町 カミノカワマチ		芳賀郡全域（真岡市、益子町、芳賀町、茂木町） ハガ グン ゼンイキ モオカシ マシコマチ ハガマチ モギ マチ		1		1		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		3		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		当ステーションは今年度小児在宅医との連携を開始することができました。安心して在宅療養を継続できるよう、多職種と連携し、実施しています。高齢者が介護サービスを選択するように、サービスの充実は得られていません。現実は家族だけで利用者（児）のケアを実施しているケースもあり家族の介護負担は大きいと考えます。負担軽減のためには、スムーズなレスパイト入院や日中の一時お預かり等充実した施設が増えることでさらに安心した療養環境の提供ができると思います。よろしくお願いいたします。 トウ コンネンド ショウニ ザイタク イ レンケイ カイシ アンシン ザイタク リョウヨウ ケイゾク タ ショクシュ レンケイ ジッシ コウレイシャ カイゴ センタク ジュウジツ エ ゲンジツ カゾク リヨウシャ ジ ジッシ カゾク カイゴ フタン オオ カンガ フタン ケイゲン ニュウイン ニッチュウ イチジ アズ ナド ジュウジツ シセツ フ アンシン リョウヨウ カンキョウ テイキョウ オモ ネガ

		承諾 ショウダク		とちぎ訪問看護ステーションみぶ		0282-82-7262		0282-82-7260		321-0218		下都賀郡壬生町落合1-18-12		16		0		0		0		0		0		1		上三川町 カミノカワマチ		下野市 シモツケシ		壬生町 ミブマチ		宇都宮市 ウツノミヤシ										宇都宮市 ウツノミヤシ		上三川町、下野市、壬生町、宇都宮 カミノカワマチ シモノ シ ミブ チョウ ウツノミヤ		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		1		0		1		1		1		1		1		1		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		病院との連携が大切。在宅生活を支援するためにチームで対応する（介護者の支援） ビョウイン レンケイ タイセツ ザイタク セイカツ シエン タイオウ カイゴシャ シエン

		承諾 ショウダク		ＷＡＤＥＷＡＤＥ訪問看護ステーション		028-666-5420		028-666-5460		321-0923		栃木県宇都宮市下栗町2913-1 ３２１－０９２３		12		0		0		0		0		0		0		宇都宮市 ウツノミヤシ		上三川町 カミノカワマチ														那須烏山市 ナスカラスヤマシ		宇都宮市、上三川町、 ウツノミヤシ カミノカワマチ		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		0		0		1		0		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		重心の方を看る側（介護者）の負担軽減の必要性を感じてしまいます。まだまだ「私がやらなければ」という気持ちが強く、様々な資源活用へと動きが進むような発信が大切だと思っています。 ジュウシン カタ ミ ガワ カイゴシャ フタン ケイゲン ヒツヨウセイ カン ワタシ キモ ツヨ サマザマ シゲン カツヨウ ウゴ スス ハッシン タイセツ オモ

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションあい		0287-83-8035		0287-83-8222		321-0628		那須烏山市金井2-5-9 ベンチャープラザ7号室 ゴウシツ		8		0		1		0		0		0		1		那須烏山市 ナスカラスヤマシ		那珂川町 ナカガワマチ		茂木町 モギマチ		一貝町 イチ ガイ チョウ										足利市 アシカガシ		那須烏山市、那珂川町、茂木町、一貝町 ナスカラスヤマシ ナカガワマチ モギマチ イチ ガイ マチ		1		1		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		0		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		小児や重心など医療依存度が高い方には家族が安心して預けられる事業所とスタッフが必要です（レスパイトの本当の意味で）訪問看護スタッフが動きやすい仕組みがあればもっと介入できると思います。例えば在宅以外への支援での算定が可能になる。長時間支援が可能になるなど。在宅支援診療所が多ければ助かります。開業医で努力してくださる医師の力で乗り切っている地域は特にそう感じます。後方病院親元病院との連携、地域との調整などスムーズにシームレスに行われるとうれしいです。行政からの介入が少なく、制度のことなど知らないまま苦労されている方が多いので、窓口での丁寧かつタイミングよく助言をしていただくと嬉しいです。 ショウニ ジュウシン イリョウ イゾンド タカ カタ カゾク アンシン アズ ジギョウショ ヒツヨウ ホントウ イミ ホウモン カンゴ ウゴ シク カイニュウ オモ タト ザイタク イガイ シエン サンテイ カノウ チョウジカン シエン カノウ ザイタク シエン シンリョウジョ オオ タス カイギョウイ ドリョク イシ チカラ ノ キ チイキ トク カン コウホウ ビョウイン オヤモト ビョウイン レンケイ チイキ チョウセイ オコナ ギョウセイ カイニュウ スク セイド シ クロウ カタ オオ マドグチ テイネイ ジョゲン ウレ

		承諾 ショウダク		あおい訪問看護ステーション		0284-73-9456		0284-72-7600		326-0831		足利市堀込町2556 セレッソ・コート１階		16		0		0		4		0		0		0		足利市 アシカガシ		佐野市 サノシ														大田原市 オオタワラシ		足利市とその周辺（佐野市、館林市、巴楽町、太田市、桐生市） アシカガシ シュウヘン サノシ タテバヤシシ トモエ ラク マチ オオタシ キリュウシ		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1

		承諾 ショウダク		那須赤十字訪問看護ステーション		0287-23-8866		0287-23-8903		324-8686		大田原市中田原1081-4		8		1		0		0		0		0		0		大田原市 オオタワラシ		那須塩原市 ナスシオバラ シ														大田原市 オオタワラシ		大田原市、那須塩原市（一部を除く） オオタワラシ ナスシオバラ シ イチブ ノゾ		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		1		1		0		1		0		1		1		1		0		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションゆりの木		0287-47-5123		0287-47-5124		324-0028		大田原市山の手1-1-7 ヤマ テ		4		0		0		0		0		0		0		大田原市 オオタワラシ		那須塩原市 ナスシオバラ シ		那珂川町 ナカガワマチ												足利市 アシカガシ		大田原市、那須塩原市、那珂川町 オオタワラシ ナスシオバラ シ ナカガワマチ		1		1		1		0		1		1		1		1		0		0		0		1		1		0		1		1		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		0		0		1		0		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		3		1		1		1		1		2		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		3		1		1		1		1		3		1		1		1		1		1		1		1		1		3		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		3		3		1		3		3		1		1		1		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		重症心身障害児施設で勤務したことのある看護師が2名いますので積極的に依頼があれば支援させていただきたいと思っています。こどもはやはり親元で成長発達できることが何よりも必要なことであると思っています。 ジュウショウ シンシン ショウガイ ジ シセツ キンム カンゴシ メイ セッキョクテキ イライ シエン オモ オヤモト セイチョウ ハッタツ ナニ ヒツヨウ オモ

		承諾 ショウダク		ライフ訪問看護リハビリテーション		0284-64-8799		0284-64-8335		326-0831		足利市堀込町2656-7　ASKビル３０１号		5		0		0		1		0		0		0		足利市 アシカガシ		佐野市 サノシ														小山市 オヤマシ		足利市、佐野市、館林市、邑楽郡、太田市、桐生市 アシカガシ サノシ タテバヤシシ オウラ グン オオタシ キリュウシ		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		この件に関する研修の案内が少ないため、学ぶ機会をもっと増やしてほしい ケン カン ケンシュウ アンナイ スク マナ キカイ フ

		承諾 ショウダク		わくわく訪問看護ステーションおやま		0285-24-6575		0285-20-0255		323-0022		小山市駅東通り3-9-6		11		0		0		5		0		0		0		小山市 オヤマシ		下野市 シモツケシ		栃木市 トチギシ												宇都宮市 ウツノミヤシ		小山市、結城市（茨城県）、下野市の一部、栃木市（PTのみ） オヤマシ ユウキシ イバラキケン シモノ シ イチブ トチギシ		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		1		1		1		1		3		3		3		1		1		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		自立支援のケアマネージャーがいるが、医療福祉行政をうまく連携してまとめる役割が果たせていない。それぞれが別々で動いており、介護者が困ったときの相談窓口に迷う。 ジリツ シエン イリョウ フクシ ギョウセイ レンケイ ヤクワリ ハ ベツベツ ウゴ カイゴシャ コマ ソウダン マドグチ マヨ

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーション風		028-612-1333		028-612-1384		321-0117		宇都宮市城南3丁目5-6		3		1		0		1		0		0		0		宇都宮市 ウツノミヤシ		鹿沼市 カヌマシ		下野市 シモツケシ		壬生町 ミブマチ										宇都宮市 ウツノミヤシ		宇都宮、鹿沼、下野、壬生 ウツノミヤ カヌマ シモノ ミブ		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		1		1		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1

		承諾 ショウダク		宮の橋訪問看護ステーション		028-635-9839		028-635-9839		321-0963		宇都宮市南大通り1-1-23		7		0		0		1		0		0		0		宇都宮市 ウツノミヤシ																栃木市 トチギシ		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		1		1		0		1		1		1		1		1		0		0		0		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		レスパイト等受け入れ先が少ない。市のコーディネーター様がご多忙の様子であり、要望に対しての対応にかなりの時間を要する（対応されないこともある）。年度変わるときなど、担当者（市）の引き継ぎがされず、進んでいた調整も振り出しに戻ってしまうことがある。 トウ ウ イ サキ スク シ サマ タボウ ヨウス ヨウボウ タイ タイオウ ジカン ヨウ タイオウ ネンド カ タントウシャ シ ヒ ツ スス チョウセイ フ ダ モド

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションオリーブ		0282-27-8414		0282-27-8415		328-0027		栃木市今泉町1丁目17番29号		7		0		0		0		0		0		0		栃木市 トチギシ		小山市 オヤマシ		下野市 シモツケシ		壬生町 ミブマチ										佐野市 サノシ		栃木市、小山市、下野市、壬生町 トチギシ オヤマシ シモノ シ ミブ マチ		1		1		1		0		1		1		1		1		0		0		0		0		1		1		1		1		0		0		1		1		1		0		1		1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションマザーの家		0283-85-7771		0283-85-7772		327-0504		佐野市中町942-1		2		0		3		0		0		0		0		佐野市 サノシ																さくら市 シ		佐野市 サノシ		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーション卯の郷		028-682-7770		028-682-7766		329-1311		さくら市氏家2650番地		3		0		0		0		0		0		0		さくら市 シ		塩谷町 シオヤ マチ		那須烏山市 ナスカラスヤマシ		宇都宮市 ウツノミヤシ		高根沢町 タカネザワマチ								高根沢町 タカネザワマチ		さくら市（周辺15ｋｍ以内）、塩谷町、那須烏山市、宇都宮市、高根沢町 シ シュウヘン イナイ シオヤ マチ ナスカラスヤマシ ウツノミヤシ タカネザワ マチ		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		3		3		3		3		3		1		2		2		2		2		2		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		2		2		2		3		3		3		3		1		1		1		3		3		3		3		1		2		2		2		2		2		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		2		2		2		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションたかねざわ		028-680-1701		028-680-1702		329-1233		塩谷郡高根沢町宝積寺2426-8 		16		0		0		0		0		0		0		高根沢町 タカネザワマチ		さくら市 シ		那須烏山市 ナスカラスヤマシ		芳賀町 ハガマチ		一貝町 イチ ガイ チョウ		茂木町 モギマチ		益子町 マシコ チョウ		宇都宮市 ウツノミヤシ		小山市 オヤマシ		高根沢町、さくら市、那須烏山市、芳賀町、市貝町、茂木町、益子町、宇都宮市 タカネザワマチ シ ナスカラスヤマシ ハガ マチ イチ カイ チョウ モギマチ マシコ チョウ ウツノミヤシ		1		1		1		0		1		1		1		1		1		0		1		0		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		2		2		2		2		2

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションみどり		0285-45-8362		0285-45-8397		329-0214		小山市乙女786-1		3		0		1		0		0		0		0		小山市 オヤマシ		栃木市 トチギシ		古河市 コガシ												宇都宮市 ウツノミヤシ		小山市、栃木市、古河市、結城市 オヤマシ トチギシ コガシ ユウキシ		0		0		1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		1		0		1		0		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		3		2		2		2		3		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		1		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		1		1		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		訪問看護師がもっと社会資源として同行できるとよいと思う。在宅での療養はもっと看護師が活躍できる体制が整うとよいと思った。 ホウモン カンゴシ シャカイ シゲン ドウコウ オモ ザイタク リョウヨウ カンゴシ カツヤク タイセイ トトノ オモ

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションあるく		028-643-5586		028-678-8796		320-0036		宇都宮市小幡2-6-14 		5		0		1		0		0		0		1		宇都宮市 ウツノミヤシ																小山市 オヤマシ		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		0		1		0		1		0		1		0		0		1		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3

		承諾 ショウダク		とちぎ訪問看護ステーションおやま		0285-39-8602		0285-39-8607		323-0827		栃木県小山市神鳥谷2251-7 ３２３－０８２７		12		0		0		0		0		0		1		小山市 オヤマシ		下野市 シモツケシ		野木町 ノギマチ												宇都宮市 ウツノミヤシ		小山市、下野市（南部）、野木町（北部） オヤマシ シモノ シ ナンブ ノギ マチ ホクブ		1		1		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		1		1		1		0		0		1		0		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		3		3		1		1		1		3		1		1		1		1		小児の重症心身障害児の訪問看護を行っていく上で。たびたび感じるのが成長に伴った教育、就学が難しく親御さんの希望通りにいかないことが多く残念に思います。難しいところだと思いますが… ショウニ ジュウショウ シンシン ショウガイジ ホウモン カンゴ オコナ ウエ カン セイチョウ トモナ キョウイク シュウガク ムズカ オヤゴ キボウ ドオ オオ ザンネン オモ ムズカ オモ

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションここあ		028-600-3735		028-600-3736		321-2116		栃木県宇都宮市徳次郎町998-9 ３２１－２１１６		10		1		0		1		0		0		2		宇都宮市 ウツノミヤシ		日光市 ニッコウシ														高根沢町 タカネザワ マチ		宇都宮市、日光市、 ウツノミヤシ ニッコウシ		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2

chizuru_tanaka: 未記入		

chizuru_tanaka: 未記入		

chizuru_tanaka: 未記入		

chizuru_tanaka: 未記入		

chizuru_tanaka: 未記入		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3

																																												小山市 オヤマシ

																																												大田原市 オオタワラシ				28		21		24		11		30		23		31		24		28		14		22		17		32		21		31		19		32		6		33		7		31		8		33		20		33		18		16		9		29		2		30		4		28		3		30		3		32		6		31		4		33		22

																																												那須塩原市 ナスシオバラ シ				28		21		24		11		30		23		31		24		28		14		22		17		32		21		31		19		32		6		33		7		31		8		33		20		33		18		16		9		29		2		30		4		28		3		30		3		32		6		31		4		33		22

																																												小山市 オヤマシ

																																												壬生町 ミブマチ

																																												上三川町 カミノカワマチ

																																												那須町 ナスマチ

														260		19		15		35		1		4		16																		佐野市 サノシ				Q2.いままでに以下の項目を在宅看護で行ったことがありますか（あるものすべてにチェックをしてください）																																																																																						Q4.依頼があった場合に可能な医療的ケアと身体介護についてお答えください

				事業所名 ジギョウショ メイ		電話番号 デンワ バンゴウ		FAX番号 バンゴウ		郵便番号 ユウビンバンゴウ		所在地 ショザイチ		職員構成（常勤・非常勤は問いません）【人数：名】 ショクイン コウセイ ジョウキン ヒジョウキン ト ニンズウ メイ																														那須塩原市 ナスシオバラ シ		訪問可能な主な市町村 ホウモン カノウ オモ シチョウソン		在宅人工呼吸器の管理 ザイタク ジンコウ コキュウキ カンリ				気管カニューレの交換 キカン コウカン				気管カニューレ部位のガーゼ交換 キカン ブイ コウカン				気管内吸引 キカンナイ キュウイン				食事介助 ショクジ カイジョ				経鼻チューブの交換 ケイビ コウカン				胃瘻の管理 イロウ カンリ				経管栄養の注入 ケイカン エイヨウ チュウニュウ				ストーマの管理 カンリ				尿道カテーテルの管理 ニョウドウ カンリ				導尿 ドウニョウ				入浴介助 ニュウヨク カイジョ				看護師によるリハビリテーション カンゴシ				OTもしくはPTによるリハビリテーション				中心静脈カテーテル管理 チュウシン ジョウミャク カンリ				高カロリー輸液の管理 コウ ユエキ カンリ				薬剤の静注（抗生物質や利尿剤など） ヤクザイ ジョウチュウ コウセイ ブッシツ リニョウザイ				麻薬による疼痛コントロール マヤク ウズ ツウ				終末期の医療的ケア シュウマツキ イリョウテキ				在宅での看取り ザイタク ミト				24時間対応 ジカン タイオウ						在宅人工呼吸器の管理 ザイタク ジンコウ コキュウキ カンリ										気管カニューレの交換 キカン コウカン										気管カニューレの管理（日常の交換以外の対応） キカン カンリ ニチジョウ コウカン イガイ タイオウ										気管内吸引 キカンナイ キュウイン										食事介助 ショクジ カイジョ										経鼻チューブの交換 ケイビ コウカン										ストーマの管理 カンリ										尿道カテーテルの管理 ニョウドウ カンリ										導尿 ドウニョウ										入浴介助 ニュウヨク カイジョ										看護師によるリハビリテーション カンゴシ										OTもしくはPTによるリハビリテーション										中心静脈カテーテル管理 チュウシン ジョウミャク カンリ										高カロリー輸液の管理 コウ ユエキ カンリ										薬剤の静注（抗生物質や利尿剤など） ヤクザイ ジョウチュウ コウセイ ブッシツ リニョウザイ										麻薬による疼痛コントロール マヤク トウツウ										終末期の医療的ケア シュウマツキ イリョウテキ										在宅での看取り ザイタク ミト										24時間対応 ジカン タイオウ										外出の介助 ガイシュツ カイジョ										通院の介助 ツウイン カイジョ

														看護師 カンゴシ		作業療法士 サギョウ リョウホウシ		准看護師 ジュンカンゴシ		理学療法士 リガク リョウホウシ		保健師 ホケンシ		言語療法士 ゲンゴ リョウホウシ		その他 タ																		旧宇都宮市 キュウ ウツノミヤシ				成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ				乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ

																												訪問可能市町村 ホウモン カノウ シチョウソン		事業所数 ジギョウショ スウ														益子町 マシコマチ																																																																																								できる		18		20		19		20		27		9		11		13		13		18		22		22		22		24		30		25		25		26		29		34		25		25		26		27		31		16		17		19		21		27		21		22		23		26		32		16		18		22		25		33		16		18		22		24		32		26		25		29		30		31		18		20		22		23		30		9		10		9		9		12		20		20		23		25		31		21		22		24		27		32		14		14		16		18		27		12		12		13		15		25		18		17		19		20		28		19		18		19		21		29		23		23		24		25		33		7		7		9		10		14		5		6		7		8		11

																				成人 セイジン		小児 ショウニ						足利市 アシカガシ		3														下野市 シモツケシ																																																																																								できない		8		7		8		5		1		18		15		14		12		6		6		6		6		4		1		5		5		5		4		0		6		6		6		5		1		11		11		11		9		3		5		5		5		3		0		8		8		8		5		0		9		8		8		5		0		5		6		5		4		1		8		7		7		6		2		19		18		18		19		17		7		7		7		6		1		6		6		6		5		1		10		10		10		7		2		6		6		6		5		1		6		6		6		5		2		5		5		5		4		1		5		5		5		4		1		11		11		11		10		7		17		17		17		16		13

																		在宅人工呼吸器の管理 ザイタク ジンコウ コキュウキ カンリ		28		21						市貝町 イチ		2														上三川町 カミノカワマチ																																																																																								要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン		8		7		7		9		6		7		8		7		9		10		6		6		6		6		3		4		4		3		1		0		3		3		2		2		2		7		6		4		4		4		8		7		6		5		2		10		8		4		4		1		9		8		4		5		2		3		3		0		0		2		8		7		5		5		2		6		6		7		6		5		7		7		4		3		2		7		6		4		2		1		10		10		8		9		5		16		16		15		14		8		10		11		9		9		4		10		11		10		9		4		6		6		5		5		0		16		16		14		14		13		12		11		10		10		10

																		気管カニューレの交換 キカン コウカン		24		11						宇都宮市		13														那珂川町 ナカガワマチ

																		気管カニューレ部位のガーゼ交換 キカン ブイ コウカン		30		23						大田原市		6														佐野市 サノシ																																																																																								Ｑ4.できる

																		気管内吸引 キカンナイ キュウイン		31		24						小山市		6														那須塩原市 ナスシオバラ シ				看護師 カンゴシ		作業療法士 サギョウ リョウホウシ		准看護師 ジュンカンゴシ		理学療法士 リガク リョウホウシ		保健師 ホケンシ		言語療法士 ゲンゴ リョウホウシ		その他 タ																																																																										在宅人工呼吸器の管理		気管カニューレの交換		気管カニューレの管理
（日常の交換以外の対応）		気管内吸引		食事介助		経鼻チューブの交換		ストーマの管理		尿道カテーテルの管理		導尿		入浴介助		看護師による
リハビリテーション				OTもしくはPTによる
リハビリテーション		中心静脈カテーテル管理 チュウシン ジョウミャク カンリ		高カロリー輸液の管理 コウ ユエキ カンリ		薬剤の静注
（抗生物質や利尿剤など） ヤクザイ ジョウチュウ コウセイ ブッシツ リニョウザイ		麻薬による疼痛コントロール マヤク トウツウ		終末期の医療的ケア シュウマツキ イリョウテキ		在宅での看取り ザイタク ミト		24時間対応 ジカン タイオウ		外出の介助		通院の介助

																		食事介助 ショクジ カイジョ		28		14						鹿沼市		3														那須塩原市 ナスシオバラ シ				260		19		15		35		1		4		16																																																																								乳児～2歳 ニュウジ サイ		18		9		22		25		25		16		21		16		16		26		18		乳児～2歳 ニュウジ サイ		9		20		21		14		12		18		19		23		7		5

																		経鼻チューブの交換 ケイビ コウカン		22		17						上三川町		3														佐野市 サノシ																																																																																								3～6歳 サイ		20		11		22		25		25		17		22		18		18		25		20		3～6歳 サイ		10		20		22		14		12		17		18		23		7		6

																		胃瘻の管理 イロウ カンリ		32		21						さくら市		2														下野市 シモツケシ																																																																																								7歳～12歳 サイ サイ		19		13		22		26		26		19		23		22		22		29		22		7歳～12歳 サイ サイ		9		23		24		16		13		19		19		24		9		7

																		経管栄養の注入 ケイカン エイヨウ チュウニュウ		31		19						佐野市 サノシ		4														鹿沼市 カヌマシ				看護師 カンゴシ		260						できる		できない		要相談 ヨウ ソウダン																																																																								13～17歳 サイ		20		13		24		29		24		21		26		25		24		30		23		13～17歳 サイ		9		25		27		18		15		20		21		25		10		8

																		ストーマの管理 カンリ		32		6						塩谷町 シオヤ マチ		1														小山市 オヤマシ				作業療法士 サギョウ リョウホウシ		19						14		6		14																																																																								18歳以上 サイイジョウ		27		18		30		34		31		27		32		33		32		31		30		18歳以上 サイイジョウ		12		31		32		27		25		28		29		33		14		11













																		尿道カテーテルの管理 ニョウドウ カンリ		33		7						下野市		6														塩谷町 シオヤ マチ				准看護師 ジュンカンゴシ		15

																		導尿 ドウニョウ		31		8						高根沢町		3														さくら市 シ				理学療法士 リガク リョウホウシ		35																																																																																		Ｑ4.できない

																				成人 セイジン		小児 ショウニ

																		入浴介助 ニュウヨク カイジョ		33		20						栃木市 トチギシ		8														栃木市 トチギシ				保健師 ホケンシ		1																																																																																				在宅人工呼吸器の管理		気管カニューレの交換		気管カニューレの管理
（日常の交換以外の対応）		気管内吸引		食事介助		経鼻チューブの交換		ストーマの管理		尿道カテーテルの管理		導尿		入浴介助		看護師による
リハビリテーション				OTもしくはPTによる
リハビリテーション		中心静脈カテーテル管理 チュウシン ジョウミャク カンリ		高カロリー輸液の管理 コウ ユエキ カンリ		薬剤の静注
（抗生物質や利尿剤など） ヤクザイ ジョウチュウ コウセイ ブッシツ リニョウザイ		麻薬による疼痛コントロール マヤク トウツウ		終末期の医療的ケア シュウマツキ イリョウテキ		在宅での看取り ザイタク ミト		24時間対応 ジカン タイオウ		外出の介助		通院の介助

																		看護師によるリハビリテーション カンゴシ		33		18						那珂川町		3														下野市 シモツケシ				言語療法士 ゲンゴ リョウホウシ		4																																																																																		乳児～2歳 ニュウジ サイ		8		18		6		5		6		11		5		8		9		5		8		乳児～2歳 ニュウジ サイ		19		7		6		10		6		6		5		5		11		17

																		OTもしくはPTによるリハビリテーション		16		9						那須烏山市		3														日光市 ニッコウシ				その他 タ		16																																																																																		3～6歳 サイ		7		15		6		5		6		11		5		8		8		6		7		3～6歳 サイ		18		7		6		10		6		6		5		5		11		17

																		中心静脈カテーテル管理 チュウシン ジョウミャク カンリ		29		2						那須塩原市		6														壬生町 ミブマチ																																																																																								7歳～12歳 サイ サイ		8		14		6		5		6		11		5		8		8		5		7		7歳～12歳 サイ サイ		18		7		6		10		6		6		5		5		11		17

																		高カロリー輸液の管理 コウ ユエキ カンリ		30		4						那須町 ナスマチ		3														那須町 ナスマチ																																																																																								13～17歳 サイ		5		12		4		4		5		9		3		5		5		4		6		13～17歳 サイ		19		6		5		7		5		5		4		4		10		16

																		薬剤の静注（抗生物質や利尿剤など） ヤクザイ ジョウチュウ コウセイ ブッシツ リニョウザイ		28		3						日光市 ニッコウシ		2														矢板市 ヤイタシ																																																																																								18歳以上 サイイジョウ		1		6		1		0		1		3		0		0		0		1		2		18歳以上 サイイジョウ		17		1		1		2		1		2		1		1		7		13

																		麻薬による疼痛コントロール マヤク ウズ ツウ		30		3						野木町 ノギマチ		2														旧藤岡町 キュウ フジオカマチ

																		終末期の医療的ケア シュウマツキ イリョウテキ		32		6						芳賀町 ハガマチ		2														壬生町 ミブマチ																																																																																								Ｑ4.要相談 ヨウ ソウダン

																		在宅での看取り ザイタク ミト		31		4						益子町 マシコマチ		2														大田原市 オオタワラシ																																																																																										在宅人工呼吸器の管理		気管カニューレの交換		気管カニューレの管理
（日常の交換以外の対応）		気管内吸引		食事介助		経鼻チューブの交換		ストーマの管理		尿道カテーテルの管理		導尿		入浴介助		看護師による
リハビリテーション				OTもしくはPTによる
リハビリテーション		中心静脈カテーテル管理 チュウシン ジョウミャク カンリ		高カロリー輸液の管理 コウ ユエキ カンリ		薬剤の静注
（抗生物質や利尿剤など） ヤクザイ ジョウチュウ コウセイ ブッシツ リニョウザイ		麻薬による疼痛コントロール マヤク トウツウ		終末期の医療的ケア シュウマツキ イリョウテキ		在宅での看取り ザイタク ミト		24時間対応 ジカン タイオウ		外出の介助		通院の介助

																		24時間対応 ジカン タイオウ		33		22						壬生町 ミブマチ		7														栃木市 トチギシ																																																																																								乳児～2歳 ニュウジ サイ		8		7		6		4		3		7		8		10		9		3		8		乳児～2歳 ニュウジ サイ		6		7		7		10		16		10		10		6		16		12

																												真岡市 モオカシ		1														那須町 ナスマチ																																																																																								3～6歳 サイ		7		8		6		4		3		6		7		8		8		3		7		3～6歳 サイ		6		7		6		10		16		11		11		6		16		11

																												茂木町 モギマチ		3														旧今市市 キュウ イマイチシ																																																																																								7歳～12歳 サイ サイ		7		7		6		3		2		4		6		4		4		0		5		7歳～12歳 サイ サイ		7		4		4		8		15		9		10		5		14		10

																												矢板市 ヤイタシ		1														芳賀町 ハガマチ						Q3.現時点で、依頼のあった場合、重症心身障害児（者）の在宅医療を行うことはできますか ゲンジテン イライ バアイ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ ザイタク イリョウ オコナ																																																																																		13～17歳 サイ		9		9		6		1		2		4		5		4		5		0		5		13～17歳 サイ		6		3		2		9		14		9		9		5		14		10

																																												壬生町 ミブマチ				できる		14																																																																																		18歳以上 サイイジョウ		6		10		3		0		2		4		2		1		2		2		2		18歳以上 サイイジョウ		5		2		1		5		8		4		4		0		13		10

																																												茂木町 モギマチ				できない		6

																																												那珂川町 ナカガワマチ				要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン		14

																																												栃木市 トチギシ

																																												下野市 シモツケシ

																																												下野市 シモツケシ				在宅人工呼吸器の管理 ザイタク ジンコウ コキュウキ カンリ		気管カニューレの交換 キカン コウカン		気管カニューレ部位のガーゼ交換 キカン ブイ コウカン		気管内吸引 キカンナイ キュウイン		食事介助 ショクジ カイジョ		経鼻チューブの交換 ケイビ コウカン		胃瘻の管理 イロウ カンリ		経管栄養の注入 ケイカン エイヨウ チュウニュウ		ストーマの管理 カンリ		尿道カテーテルの管理 ニョウドウ カンリ		導尿 ドウニョウ		入浴介助 ニュウヨク カイジョ		看護師によるリハビリテーション カンゴシ		OTもしくはPTによるリハビリテーション		中心静脈カテーテル管理 チュウシン ジョウミャク カンリ		高カロリー輸液の管理 コウ ユエキ カンリ		薬剤の静注（抗生物質や利尿剤など） ヤクザイ ジョウチュウ コウセイ ブッシツ リニョウザイ		麻薬による疼痛コントロール マヤク ウズ ツウ		終末期の医療的ケア シュウマツキ イリョウテキ		在宅での看取り ザイタク ミト		24時間対応 ジカン タイオウ

																																												那須烏山市 ナスカラスヤマシ		成人 セイジン		28		24		30		31		28		22		32		31		32		33		31		33		33		16		29		30		28		30		32		31		33

																																												那須烏山市 ナスカラスヤマシ		小児 ショウニ		21		11		23		24		14		17		21		19		6		7		8		20		18		9		2		4		3		3		6		4		22

																																												古河市 コガシ

																																												野木町 ノギマチ

																																												宇都宮市 ウツノミヤシ

																																												那珂川町 ナカガワマチ

																																												壬生町 ミブマチ

																																												茂木町 モギマチ

																																												宇都宮市 ウツノミヤシ

																																												一貝町 イチ ガイ チョウ

																																												壬生町 ミブマチ

																																												壬生町 ミブマチ

																																												宇都宮市 ウツノミヤシ

																																												芳賀町 ハガマチ

																																												西片町 ニシカタマチ

																																												高根沢町 タカネザワマチ

																																												一貝町 イチ ガイ チョウ

																																												茂木町 モギマチ

																																												益子町 マシコ チョウ

																																												宇都宮市 ウツノミヤシ



成人	在宅人工呼吸器の管理	気管カニューレの交換	気管カニューレ部位のガーゼ交換	気管内吸引	食事介助	経鼻チューブの交換	胃瘻の管理	経管栄養の注入	ストーマの管理	尿道カテーテルの管理	導尿	入浴介助	看護師によるリハビリテーション	OTもしくはPT	によるリハビリテーション	中心静脈カテーテル管理	高カロリー輸液の管理	薬剤の静注（抗生物質や利尿剤など）	麻薬による疼痛コントロール	終末期の医療的ケア	在宅での看取り	24時間対応	28	24	30	31	28	22	32	31	32	33	31	33	33	16	29	30	28	30	32	31	33	小児	在宅人工呼吸器の管理	気管カニューレの交換	気管カニューレ部位のガーゼ交換	気管内吸引	食事介助	経鼻チューブの交換	胃瘻の管理	経管栄養の注入	ストーマの管理	尿道カテーテルの管理	導尿	入浴介助	看護師によるリハビリテーション	OTもしくはPTによるリハビリテーション	中心静脈カテーテル管理	高カロリー輸液の管理	薬剤の静注（抗生物質や利尿剤など）	麻薬による疼痛コントロール	終末期の医療的ケア	在宅での看取り	24時間対応	21	11	23	24	14	17	21	19	6	7	8	20	18	9	2	4	3	3	6	4	22	Q3.現時点で、依頼のあった場合、重症心身障害児（者）の在宅医療を行うことはできますか

Q3.現時点で、依頼のあった場合、重症心身障害児（者）の在宅医療を行うことはできますか	できる	できない	要相談（条件による）	14	6	14	乳児～2歳	在宅人工呼吸器の管理	気管カニューレの交換	気管カニューレの管理	
（日常の交換以外の対応）	気管内吸引	食事介助	経鼻チューブの交換	ストーマの管理	尿道カテーテルの管理	導尿	入浴介助	看護師による	
リハビリテーション	OTもしくはPTによる	
リハビリテーション	中心静脈カテーテル管理	高カロリー輸液の管理	薬剤の静注	
（抗生物質や利尿剤など）	麻薬による疼痛コントロール	終末期の医療的ケア	在宅での看取り	24時間対応	外出の介助	通院の介助	18	9	22	25	25	16	21	16	16	26	18	0	9	20	21	14	12	18	19	23	7	5	3～6歳	在宅人工呼吸器の管理	気管カニューレの交換	気管カニューレの管理	
（日常の交換以外の対応）	気管内吸引	食事介助	経鼻チューブの交換	ストーマの管理	尿道カテーテルの管理	導尿	入浴介助	看護師による	
リハビリテーション	OTもしくはPTによる	
リハビリテーション	中心静脈カテーテル管理	高カロリー輸液の管理	薬剤の静注	
（抗生物質や利尿剤など）	麻薬による疼痛コントロール	終末期の医療的ケア	在宅での看取り	24時間対応	外出の介助	通院の介助	20	11	22	25	25	17	22	18	18	25	20	0	10	20	22	14	12	17	18	23	7	6	7歳～12歳	在宅人工呼吸器の管理	気管カニューレの交換	気管カニューレの管理	
（日常の交換以外の対応）	気管内吸引	食事介助	経鼻チューブの交換	ストーマの管理	尿道カテーテルの管理	導尿	入浴介助	看護師による	
リハビリテーション	OTもしくはPTによる	
リハビリテーション	中心静脈カテーテル管理	高カロリー輸液の管理	薬剤の静注	
（抗生物質や利尿剤など）	麻薬による疼痛コントロール	終末期の医療的ケア	在宅での看取り	24時間対応	外出の介助	通院の介助	19	13	22	26	26	19	23	22	22	29	22	0	9	23	24	16	13	19	19	24	9	7	13～17歳	在宅人工呼吸器の管理	気管カニューレの交換	気管カニューレの管理	
（日常の交換以外の対応）	気管内吸引	食事介助	経鼻チューブの交換	ストーマの管理	尿道カテーテルの管理	導尿	入浴介助	看護師による	
リハビリテーション	OTもしくはPTによる	
リハビリテーション	中心静脈カテーテル管理	高カロリー輸液の管理	薬剤の静注	
（抗生物質や利尿剤など）	麻薬による疼痛コントロール	終末期の医療的ケア	在宅での看取り	24時間対応	外出の介助	通院の介助	20	13	24	29	24	21	26	25	24	30	23	0	9	25	27	18	15	20	21	25	10	8	18歳以上	在宅人工呼吸器の管理	気管カニューレの交換	気管カニューレの管理	
（日常の交換以外の対応）	気管内吸引	食事介助	経鼻チューブの交換	ストーマの管理	尿道カテーテルの管理	導尿	入浴介助	看護師による	
リハビリテーション	OTもしくはPTによる	
リハビリテーション	中心静脈カテーテル管理	高カロリー輸液の管理	薬剤の静注	
（抗生物質や利尿剤など）	麻薬による疼痛コントロール	終末期の医療的ケア	在宅での看取り	24時間対応	外出の介助	通院の介助	27	18	30	34	31	27	32	33	32	31	30	0	12	31	32	27	25	28	29	33	14	11	乳児～2歳	在宅人工呼吸器の管理	気管カニューレの交換	気管カニューレの管理	
（日常の交換以外の対応）	気管内吸引	食事介助	経鼻チューブの交換	ストーマの管理	尿道カテーテルの管理	導尿	入浴介助	看護師による	
リハビリテーション	OTもしくはPTによる	
リハビリテーション	中心静脈カテーテル管理	高カロリー輸液の管理	薬剤の静注	
（抗生物質や利尿剤など）	麻薬による疼痛コントロール	終末期の医療的ケア	在宅での看取り	24時間対応	外出の介助	通院の介助	8	18	6	5	6	11	5	8	9	5	8	0	19	7	6	10	6	6	5	5	11	17	3～6歳	在宅人工呼吸器の管理	気管カニューレの交換	気管カニューレの管理	
（日常の交換以外の対応）	気管内吸引	食事介助	経鼻チューブの交換	ストーマの管理	尿道カテーテルの管理	導尿	入浴介助	看護師による	
リハビリテーション	OTもしくはPTによる	
リハビリテーション	中心静脈カテーテル管理	高カロリー輸液の管理	薬剤の静注	
（抗生物質や利尿剤など）	麻薬による疼痛コントロール	終末期の医療的ケア	在宅での看取り	24時間対応	外出の介助	通院の介助	7	15	6	5	6	11	5	8	8	6	7	0	18	7	6	10	6	6	5	5	11	17	7歳～12歳	在宅人工呼吸器の管理	気管カニューレの交換	気管カニューレの管理	
（日常の交換以外の対応）	気管内吸引	食事介助	経鼻チューブの交換	ストーマの管理	尿道カテーテルの管理	導尿	入浴介助	看護師による	
リハビリテーション	OTもしくはPTによる	
リハビリテーション	中心静脈カテーテル管理	高カロリー輸液の管理	薬剤の静注	
（抗生物質や利尿剤など）	麻薬による疼痛コントロール	終末期の医療的ケア	在宅での看取り	24時間対応	外出の介助	通院の介助	8	14	6	5	6	11	5	8	8	5	7	0	18	7	6	10	6	6	5	5	11	17	13～17歳	在宅人工呼吸器の管理	気管カニューレの交換	気管カニューレの管理	
（日常の交換以外の対応）	気管内吸引	食事介助	経鼻チューブの交換	ストーマの管理	尿道カテーテルの管理	導尿	入浴介助	看護師による	
リハビリテーション	OTもしくはPTによる	
リハビリテーション	中心静脈カテーテル管理	高カロリー輸液の管理	薬剤の静注	
（抗生物質や利尿剤など）	麻薬による疼痛コントロール	終末期の医療的ケア	在宅での看取り	24	時間対応	外出の介助	通院の介助	5	12	4	4	5	9	3	5	5	4	6	0	19	6	5	7	5	5	4	4	10	16	18歳以上	在宅人工呼吸器の管理	気管カニューレの交換	気管カニューレの管理	
（日常の交換以外の対応）	気管内吸引	食事介助	経鼻チューブの交換	ストーマの管理	尿道カテーテルの管理	導尿	入浴介助	看護師による	
リハ	ビリテーション	OTもしくはPTによる	
リハビリテーション	中心静脈カテーテル管理	高カロリー輸液の管理	薬剤の静注	
（抗生物質や利尿剤など）	麻薬による疼痛コントロール	終末期の医療的ケア	在宅での看取り	24時間対応	外出の介助	通院の介助	1	6	1	0	1	3	0	0	0	1	2	0	17	1	1	2	1	2	1	1	7	13	

乳児～2歳	在宅人工呼吸器の管理	気管カニューレの交換	気管カニューレの管理	
（日常の交換以外の対応）	気管内吸引	食事介助	経鼻チューブの交換	ストーマの管理	尿道カテーテルの管理	導尿	入浴介助	看護師による	
リハビリテーション	OTもしくはPTによる	
リハビリテーション	中心静脈カテーテル管理	高カロリー輸液の管理	薬剤の静注	
（抗生物質や利尿剤など）	麻薬による疼痛コントロール	終末期の医療的ケア	在宅での看取り	24時間対応	外出の介助	通院の介助	8	7	6	4	3	7	8	10	9	3	8	0	6	7	7	10	16	10	10	6	16	12	3～6歳	在宅人工呼吸器の管理	気管カニューレの交換	気管カニューレの管理	
（日常の交換以外の対応）	気管内吸引	食事介助	経鼻チューブの交換	ストーマの管理	尿道カテーテルの管理	導尿	入浴介助	看護師による	
リハビリテーション	OTもしくはPTによる	
リハビリテーション	中心静脈カテーテル管理	高カロリー輸液の管理	薬剤の静注	
（抗生物質や利尿剤など）	麻薬による疼痛コントロール	終末期の医療的ケア	在宅での看取り	24時間対応	外出の介助	通院の介助	7	8	6	4	3	6	7	8	8	3	7	0	6	7	6	10	16	11	11	6	16	11	7歳～12歳	在宅人工呼吸器の管理	気管カニューレの交換	気管カニューレの管理	
（日常の交換以外の対応）	気管内吸引	食事介助	経鼻チューブの交換	ストーマの管理	尿道カテーテルの管理	導尿	入浴介助	看護師による	
リハビリテーション	OTもしくはPTによる	
リハビリテーション	中心静脈カテーテル管理	高カロリー輸液の管理	薬剤の静注	
（抗生物質や利尿剤など）	麻薬による疼痛コントロール	終末期の医療的ケア	在宅での看取り	24時間対応	外出の介助	通院の介助	7	7	6	3	2	4	6	4	4	0	5	0	7	4	4	8	15	9	10	5	14	10	13～17歳	在宅人工呼吸器の管理	気管カニューレの交換	気管カニューレの管理	
（日常の交換以外の対応）	気管内吸引	食事介助	経鼻チューブの交換	ストーマの管理	尿道カテーテルの管理	導尿	入浴介助	看護師による	
リハビリテーション	OTもしくはPTによる	
リハビリテーション	中心静脈カテーテル管理	高カロリー輸液の管理	薬剤の静注	
（抗生物質や利尿剤など）	麻薬による疼痛コントロール	終末期の医療的ケア	在宅での看取り	24時間	対応	外出の介助	通院の介助	9	9	6	1	2	4	5	4	5	0	5	0	6	3	2	9	14	9	9	5	14	10	18歳以上	在宅人工呼吸器の管理	気管カニューレの交換	気管カニューレの管理	
（日常の交換以外の対応）	気管内吸引	食事介助	経鼻チューブの交換	ストーマの管理	尿道カテーテルの管理	導尿	入浴介助	看護師による	
リハビリ	テーション	OTもしくはPTによる	
リハビリテーション	中心静脈カテーテル管理	高カロリー輸液の管理	薬剤の静注	
（抗生物質や利尿剤など）	麻薬による疼痛コントロール	終末期の医療的ケア	在宅での看取り	24時間対応	外出の介助	通院の介助	6	10	3	0	2	4	2	1	2	2	2	0	5	2	1	5	8	4	4	0	13	10	

診療所

		Ｑ１		1.医療ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する外来診療について、以下の医療行為に対応できますか。 イリョウ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ガイライ シンリョウ イカ イリョウ コウイ タイオウ

				Ｑ1-1										予防接種 ヨボウ セッシュ

				Ｑ1-2										一次診療
（経過観察、栄養観察を含む） イチジ シンリョウ ケイカ カンサツ エイヨウ カンサツ フク

				Ｑ1-3										経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ

				Ｑ1-4										経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ

				Ｑ1-5										中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ

				Ｑ1-6										酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ

				Ｑ1-7										気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ

				Ｑ1-8										人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ

				Ｑ1-9										尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ

				Ｑ1-10										人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ

				Ｑ1-11										褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ

		Ｑ２		2.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する往診及び訪問診療について、以下の医療行為に対応できますか イリョウテキ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ オウシン オヨ ホウモン シンリョウ イカ イリョウ コウイ タイオウ

				Ｑ2-1										予防接種 ヨボウ セッシュ

				Ｑ2-2										一次診療
（経過観察、栄養観察を含む） イチジ シンリョウ ケイカ カンサツ エイヨウ カンサツ フク

				Ｑ2-3										経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ

				Ｑ2-4										経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ

				Ｑ2-5										中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ

				Ｑ2-6										酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ

				Ｑ2-7										気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ

				Ｑ2-8										人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ

				Ｑ2-9										尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ

				Ｑ2-10										人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ

				Ｑ2-11										褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ

		Ｑ3		3.24時間、重症心身障害児（18歳未満）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイジ サイ ミマン イリョウ タイオウ

				Ｑ3-1										できる

				Ｑ3-2										できない

				Ｑ3-3										要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン

		Ｑ4		4.24時間、重症心身障害者（18歳以上）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイシャ サイ イジョウ イリョウ タイオウ

				Ｑ4-1										できる

				Ｑ4-2										できない

				Ｑ4-3										要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン

		Ｑ5		5.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する訪問リハビリてーションを提供していますか イリョウテキ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ホウモン テイキョウ

				Ｑ5-1										提供している テイキョウ

				Ｑ5-2										提供していない テイキョウ

				Ｑ5-3										提供していないが対応は可能 テイキョウ タイオウ カノウ

				Ｑ5-4										要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン

		Ｑ6		6.重症心身障害児（者）在宅医療に対応できるようになるための条件はなんですか ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ ザイタク イリョウ タイオウ ジョウケン

				Ｑ6-1										診療報酬の点数が増えること シンリョウ ホウシュウ テンスウ フ

				Ｑ6-2										訪問看護尾の連携 ホウモン カンゴ オ レンケイ

				Ｑ6-3										病院との連携 ビョウイン レンケイ

				Ｑ6-4										在宅療養支援診療所と小児科医とのグループ診療 ザイタク リョウヨウ シエン シンリョウジョ ショウニ カ イ シンリョウ

				Ｑ6-5										在宅療養支援診療所に助言や相談を求めることができること ザイタク リョウヨウ シエン シンリョウジョ ジョゲン ソウダン モト

				Ｑ6-6										小児科医に助言や相談を求めることができること ショウニ カ イ ジョゲン ソウダン モト

				Ｑ6-7										経験のある医師がいること ケイケン イシ

				Ｑ6-8										研修などの自己のスキルアップ ケンシュウ ジコ

				Ｑ6-9										その他 タ

		Ｑ7		7.重症心身障害児（者）の方に対する医療、在宅生活等についてお気づきのことなど、ご自由にお書きください ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ カタ タイ イリョウ ザイタク セイカツ ナド キ ジユウ カ



		承諾可否 ショウダク カヒ		診療所名 シンリョウジョ メイ		電話番号 デンワ バンゴウ		郵便番号 ユウビンバンゴウ		所在地 ショザイチ		電話番号 デンワ バンゴウ		Ｑ１　1.医療ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する外来診療について、以下の医療行為に対応できますか。																								Ｑ２　2.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する往診及び訪問診療について、以下の医療行為に対応できますか																						Ｑ3		Ｑ4		Ｑ5		Ｑ6　6.重症心身障害児（者）在宅医療に対応できるようになるための条件はなんですか																		Ｑ7重症心身障害児（者）の方に対する医療、在宅生活等についてお気づきのことなど、ご自由にお書きください

														Ｑ1-1		Ｑ1-2		Ｑ1-3		Ｑ1-4		Ｑ1-5		Ｑ1-6		Ｑ1-7		Ｑ1-8		Ｑ1-9		Ｑ1-10		Ｑ1-11				Ｑ2-1		Ｑ2-2		Ｑ2-3		Ｑ2-4		Ｑ2-5		Ｑ2-6		Ｑ2-7		Ｑ2-8		Ｑ2-9		Ｑ2-10		Ｑ2-11								Ｑ6-1		Ｑ6-2		Ｑ6-3		Ｑ6-4		Ｑ6-5		Ｑ6-6		Ｑ6-7		Ｑ6-8		Ｑ6-9

		否 ヒ		不明 フメイ						不明 フメイ		不明 フメイ		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		7		0		0

		否 ヒ		不明 フメイ						不明 フメイ		不明 フメイ		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		1		1		0		0		0		1		0

		否 ヒ		不明 フメイ						不明 フメイ		不明 フメイ		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		不明 フメイ						不明 フメイ		不明 フメイ		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		0

		否 ヒ		不明 フメイ						不明 フメイ		不明 フメイ		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		否 ヒ		不明 フメイ						不明 フメイ		不明 フメイ		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		0		1		0

		否 ヒ		不明 フメイ						不明 フメイ		不明 フメイ		1		1		2		2		2		2		2		2		1		2		1				1		1		2		2		2		2		2		2		1		2		1		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		その他：各種の健康的処置の管理ができるかどうか。その訓練を受けているかどうかです。 タ カクシュ ケンコウテキ ショチ カンリ クンレン ウ

		否 ヒ		不明 フメイ						不明 フメイ		不明 フメイ		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		0		0		1		0		0

		否 ヒ		不明 フメイ						不明 フメイ		不明 フメイ		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		その他:スタッフ不足（医師、看護師、介助者）スペース不足 タ フソク イシ カンゴシ カイジョシャ フソク

		否 ヒ		宇都宮市保健所 ウツノミヤシ ホケンジョ				321-0974		宇都宮市竹林町972				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		その他：保健所は直接的な医療サービスを行っていないことから、今後も対応は行わない タ ホケンジョ チョクセツ テキ イリョウ オコナ コンゴ タイオウ オコナ

		承諾 ショウダク		深谷医院 フカヤ イイン		0285-75-0007 		321-4502		真岡市物井1268-7				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		1				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		1		2		2		2		0		0		1		1		0		0		0		0		0

		否 ヒ		こどもクリニックしまむら				326-0822		足利市田中町908-4				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		かしま産婦人科 サンフジンカ		0284-65-0341		326-0844		足利市鹿島町501-1				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		婦人科疾患（不正性器出血/帯下/外陰掻痒等）については外来対応させて頂いております フジンカ シッカン フセイ セイキ シュッケツ タイゲ ガイイン カ カユ ナド ガイライ タイオウ イタダ

		否 ヒ		医療法人雄仁会　奥山医院 イリョウ ホウジン ユウジン カイ オクヤマ イイン				322-0065		鹿沼市上材木町2320				1		3		3		3		3		3		1		3		3		2		2				1		3		2		3		2		3		1		3		3		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		1		1		0		0

		否 ヒ		水沼医院 ミズヌマ イイン				321-0628		那須烏山市金井1-14-8				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		3				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		飯野医院				321-4539		真岡市長沼730-1				3		2		2		2		2		3		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		おおきこどもクリニック		0285-41-0025 		329-0207		小山市美しが丘3-35-3				1		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		宇都宮市子ども発達センター診療所 ウツノミヤシ コ ハッタツ シンリョウジョ		028-647-4720		320-0851		栃木県宇都宮市鶴田町970-1				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		その他：子ども発達センター内の療育を利用する児の診療所であるため タ コ ハッタツ ナイ リョウイク リヨウ ジ シンリョウジョ

		承諾 ショウダク		中川医院 ナカガワ イイン		0287-62-0040		325-0057		那須塩原市黒磯幸町6-27				3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		1		0		1		0

		否 ヒ		ももやこどもクリニック				321-0118		宇都宮市インターパーク3-6-1				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		1		0		0		0		0		0

		否 ヒ		阿久津医院 アクツ イイン				329-1226		高根沢町大谷176-1 タカネザワマチ オオタニ				1		1		2		2		2		3		2		2		3		3		3				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		1		0		0		0		1		0		0

		否 ヒ		伊保内診療所 イホ ナイ シンリョウジョ				327-0034		佐野市伊保内町3841-1				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		1		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		にじいろこども診療所 シンリョウジョ		0285-44-7716		329-0414		下野市小金井4-1-1				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		0		1		1		0

		否 ヒ		戸野塚内科医院 トノヅカ ナイカ イイン				323-0064		小山市下石塚471				3		3		3		3		3		1		1		1		1		3		1				3		3		3		3		3		1		1		1		1		3		1		3		3		4		0		0		1		0		0		1		1		1		0

		否 ヒ		賀川診療所 カガワ シンリョウジョ				326-0843		足利市五十部町1785				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		1		0		1		0		0

		承諾 ショウダク		豊郷台クリニック ユタカ ゴウ ダイ		028-643-8998		320-0003		宇都宮市豊郷台2-21-3		028-643-8998（FAX8999）		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1				1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		2		0		1		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		いとうこどもクリニック		0289-63-5566		322-0025		鹿沼市緑町2-2-29				1		1		3		3		2		2		3		2		2		3		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		0		0		1		1		0

		承諾 ショウダク		清原台こどもクリニック キヨハラ ダイ		028-305-6017		321-3223		宇都宮市清原台2-4-14				1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		その他：医師、看護師の増員 タ イシ カンゴシ ゾウイン

		否 ヒ		阿部医院				324-0032		大田原市佐久山2018 オオタワラシ サクヤマ		0287-28-0053（FAX0287-28-2112）		1		1		2		2		2		2		1		2		1		2		1				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		4		0		1		1		0		1		0		0		1		0

		否 ヒ		中元内科医院 ナカモト ナイカ イイン				328-0027		栃木市今泉町2-10-18				1		3		2		2		2		3		2		2		3		2		3				3		3		2		2		2		3		2		2		3		2		3		2		2		2		0		0		1		0		1		0		0		1		0		①重症心身障害者の重症度の程度問題　②家庭の受け入れ問題、経済的負担 ジュウショウ シンシン ショウガイシャ ジュウショウ ド テイド モンダイ カテイ ウ イ モンダイ ケイザイテキ フタン

		否 ヒ		布川小児科 フカワ ショウニ カ				322-0036		鹿沼市下田町2-1099				1		1		3		3		2		3		2		2		2		3		3				1		1		3		3		2		3		2		2		2		2		3		2		2		2		0		1		1		1		0		0		1		1		0

		否 ヒ		ちづかクリニック				328-0133		栃木市大森町445-4		0282-31-3750		3		3		3		3		2		3		2		2		2		2		3				3		3		3		3		2		3		2		2		2		2		3		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		多島医院 タジマ イイン				321-1524		日光市足尾町赤沢21-28				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		否 ヒ		篠崎内科クリニック シノザキ ナイカ				321-3223		宇都宮市清原台6-1-13				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		否 ヒ		和久医院 ワク イイン				321-3324		芳賀町西水沼119-1				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		否 ヒ		近藤クリニック コンドウ				321-0634		那須烏山市野上町637-2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		0		0		0		0		1		0		0

		否 ヒ		高根沢内科クリニック タカネザワ ナイカ				321-4305		真岡市荒町2-11-1				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		岡田こどもクリニック オカダ				327-0832		佐野市植上町1408-2				1		3		3		3		3		2		3		2		3		3		3				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		0		0		0		0		0		往診医療ができたらと考えていた時もありましたが、現在は物理的に困難で申し訳ありません
重心のお子さんの通院所と個別の相談で応じる可能性はあります オウシン イリョウ カンガ トキ ゲンザイ ブツリテキ コンナン モウ ワケ ジュウシン コ ツウイン ジョ コベツ ソウダン オウ カノウセイ

		否 ヒ		真岡メディカルクリニック モオカ				321-4305		真岡市荒町3-49-6				3		3		3		3		3		3		3		3				3		3				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		0		0		0		1		1		0

		否 ヒ		いしだ整形外科 セイケイ ゲカ				321-0912		宇都宮市石井町3236-1				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		山中クリニック ヤマナカ				327-0835		佐野市植下町2468				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		1		1		0		0		1		0		0

		否 ヒ		医療法人　寿幸会　吉野医院 イリョウ ホウジン コトブキ サチ カイ ヨシノ イイン				320-0014		宇都宮市大曽4-9-11				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		1		1		0		0		1		0		0

		否 ヒ		柳田産婦人科・小児科医院 ヤナギダ サンフジンカ ショウニカ イイン				321-4361		真岡市並木町4-5-3				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		0

		否 ヒ		石田消化器科・内科クリニック イシダ ショウカキ カ ナイカ				321-0216		壬生町壬生丁259-7				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		1		0		0		0		0		0

		否 ヒ		赤羽胃腸科・外科・肛門科医院 アカバネ イチョウカ ゲカ コウモンカ イイン				324-0052		大田原市城山2-5-29				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		医療法人　文仁会　扶桑医院 イリョウ ホウジン ブン ジン カイ フソウ イイン				323-0016		小山市扶桑1-2-1				1		3		3		3		2		2		3		2		3		3		3				3		3		3		2		2		2		3		2		3		2		3		2		2		2		0		0		1		1		0		0		1		1		0

		否 ヒ		馬場医院 ババ イイン				327-0043		佐野市君田町35				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		否 ヒ		井戸川クリニック イドガワ				326-0331		足利市福富町2096-1				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		0		0		1		0		0		0

		否 ヒ		鎌田浅香医院 カマタ アサカ イイン				324-0043		大田原市浅香3-3-9				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		0		1		0		0		0		0		0		0		高額医療はひかえています。悪質ととらえられますので!! コウガク イリョウ アクシツ

		否 ヒ		山門クリニック ヤマカド				328-0031		栃木市日の出町6-35				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		0		0		0		1		0

		否 ヒ		新村ファミリークリニック ニイムラ				328-0011		栃木市大宮町2120-11				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		宇都宮東部クリニック ウツノミヤ トウブ				321-3223		宇都宮市清原台5-14-19				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1

		否 ヒ		車田医院 クルマダ イイン				324-0242		大田原市大豆田457-24				3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3				3		3		3		3		3		0		2		2		3		3		3		2		2		2		0		0		1		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		にがみどう内科クリニック ナイカ				322-0003		鹿沼市仁神堂町351-26				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		松谷内科胃腸科クリニック マツヤ ナイカ イチョウカ				321-3304		芳賀町祖母井1708-17				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		1		0		0

		否 ヒ		まなか医院 イイン				329-1225		高根沢町石末２０９３－１０				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		植木医院 ウエキ イイン				329-2224		塩谷町金枝950				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		1		2		2		2		2		3		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		0		0		0		0		0

		否 ヒ		大岡医院 オオオカ イイン				320-0047		宇都宮市一の沢274-7				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		川野クリニック カワノ				329-1112		宇都宮市上田原町660-6				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		0		1		0

		否 ヒ		陣内医院 ジンナイ イイン				321-0225		壬生町本丸1-7-10		0282-82-0242		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		1		0

		否 ヒ		船越医院 フナコシ イイン				328-0111		栃木市都賀町家中5986-6				1		1		2		2		2		2		2		2		3		2		3				1		1		2		2		2		2		2		2		3		2		3		2		2		2		0		1		1		0		1		1		0		1		0

		否 ヒ		林クリニック ハヤシ				321-0158		宇都宮市西川田本町1-8-29				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		0		0		0		0		0

		否 ヒ		河島医院 カワシマ イイン				329-3436		那須郡那須町伊王野1503				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		松本内科医院 マツモト ナイカ イイン				321-0226		壬生町中央町6-37				3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		否 ヒ		佐藤医院 サトウ イイン				329-2728		栃木県那須塩原市西栄町7-16 ３２９－２７２８		0287-36-0147		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1

		否 ヒ		渡部医院 ワタナベ イイン				329-3153		那須塩原市大原間140-1 ナスシオバラ シ オオハラマ				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		宇都宮市保健センター ウツノミヤシ ホケン				321-0964		宇都宮市駅前通り1-4-6				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		0

		否 ヒ		川村医院 カワムラ イイン				321-2522		日光市鬼怒川温泉大原1396-20				1		1		3		1		3		1		3		2		3		3		3				3		3		3		3		3		3		2		2		3		3		3		2		2		2		0		0		1		0		0		1		1		0		0

		否 ヒ		ほうずみ整形外科内科小児科医院				320-0047		宇都宮市一の沢2-1-43				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		小島内科医院 コジマ ナイカ イイン				321-0168		宇都宮市東原町5-3				3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		1		0		0		0		0

		否 ヒ		那須高原クリニック ナス コウゲン				329-3131		那須塩原市唐杉31-2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		サンフラワークリニック				323-0808		小山市出井1936				3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		昌平町こどもクリニック ショウヘイ マチ				326-0813		足利市昌平町2368				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		①中心となる施設へ患者が訪問するように、移動手段・補助（人、お金）を考えるべき。どうしても動けない、動かせない人のみ専門職（医者以外）が訪問しIT技術等で必要に応じてセンター施設のスペシャリストと連絡し治療（入院‥）の判断をし実行する。
②既存の人・技術・施設を日曜大工的発想で組み合わせて、システムを構築することには賛成できない。現状をどうにかするための方策でなく、医療の公正（正義）を行うためにどうすべきかを考えるべきだと思う チュウシン シセツ カンジャ ホウモン イドウ シュダン ホジョ ヒト カネ カンガ ウゴ ウゴ ヒト センモン ショク イシャ イガイ ホウモン ギジュツナド ヒツヨウ オウ シセツ レンラク チリョウ ニュウイン ハンダン ジッコウ キゾン ヒト ギジュツ シセツ ニチヨウ ダイク テキ ハッソウ ク ア コウチク サンセイ ゲンジョウ ホウサク イリョウ コウセイ セイギ オコナ カンガ オモ

		否 ヒ		赤田診療所 アカダ シンリョウジョ				329-2743		那須塩原市南赤田321-1192				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		手塚内科 テヅカ ナイカ				321-0966		宇都宮市今泉3-12-12				3		3		2		2		2		2		2		2		1		3		3				3		3		2		2		2		2		2		2		3		3		3		2		2		2		0		1		1		0		1		0		1		0		0		今まで具体的な症例に会っていません イマ グタイテキ ショウレイ ア

		否 ヒ		板橋医院 イタバシ イイン				327-0803		佐野市犬伏新町1308-2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		1		1		0

		否 ヒ		倉増医院 クラ マ イイン				320-0856		宇都宮市砥上町675-1				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		その他：人材の確保 タ ジンザイ カクホ

		否 ヒ		もてぎの森メディカルプラザ				321-3541		茂木町烏生田下郷330				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		宮澤クリニック ミヤザワ				329-0412		下野市柴291-2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		金澤医院 カナザワ イイン				325-0052		那須塩原市中央町1-8				1		1		2		2		2		1		2		2		2		2		2				1		1		2		2		2		1		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		つるたfamilyクリニック				320-0857		宇都宮市鶴田1-17-23				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		フォレストサイドクリニック				321-0152		宇都宮市西川田6-6-17		028-684-2775		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		今野内科胃腸科医院 コンノ ナイカ イチョウカ イイン				321-0151		宇都宮市西川田町933-1		028-645-6121		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		1		1		1		0

		否 ヒ		小島原医院 コジマ ハラ イイン				329-1104		宇都宮市下岡本町4075				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		1		0

		否 ヒ		永田内科眼科医院 ナガタ ナイカ ガンカイ イン				321-0982		宇都宮市御幸ヶ原町136-9		028-662-6774		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		1		0

		否 ヒ		大栗医院 オオクリ イイン				320-0034		宇都宮市泉町1-27				3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1

		否 ヒ		星小児科医院 ホシ ショウニカ イイン				321-0346		宇都宮市下荒針町3588-2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		金子内科医院 カネコ ナイカ イイン				320-0032		宇都宮市昭和1-1-31				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		否 ヒ		石川医院 イシカワ イイン				322-0015		栃木県鹿沼市上石川1-319 ３２２－００１５		0289-76-3145		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		当方では特別養護老人ホームの嘱託医を兼ねておりますため、24時間体制での診察となっております。今回のアンケートに対しましては、オーバーワークにつき協力いたしかねます。 トウホウ トクベツ ヨウゴ ロウジン ショクタクイ カ ジカン タイセイ シンサツ コンカイ タイ キョウリョク

		否 ヒ		しみずファミリークリニック				321-0951		宇都宮市越戸3-15-27				1		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		0		0		0		0		0

		否 ヒ		岡医院 オカ イイン				321-1403		日光市下鉢石町997-1				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		1		1		0		そもそも開業の小児科医が少ないうえに、在宅医療をやっている小児科はほとんどいないのが現状。以前、在宅の重症心身障害児の訪問診療を頼まれて行ったことがあるが、大人の訪問診療と勝手が違う為、内科医にはハードルが高いと感じた。是非、近くの小児科の先生に少しでも取り組んでもらうしかないかと思います。 カイギョウ ショウニ カ イ スク ザイタク イリョウ ショウニカ ゲンジョウ イゼン ザイタク ジュウショウ シンシン ショウガイジ ホウモン シンリョウ タノ オコナ オトナ ホウモン シンリョウ カッテ チガ タメ ナイカ イ タカ カン ゼヒ チカ ショウニカ センセイ スコ ト ク オモ

		否 ヒ		風見診療所 カザミ シンリョウジョ				329-2335		塩谷町上平27				3		3		1		3		2		3		3		2		1		3		3				3		1		1		3		2		2		3		3		2		1		3		3		2		2		0		1		1		0		1		0		1		1		0

		否 ヒ		土谷医院 ツチヤ イイン				321-0136		宇都宮市みどり野町14-3				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		1		0

		否 ヒ		遠藤小児科 エンドウ ショウニカ				321-0982		宇都宮市御幸ヶ原町224-10				1		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		1		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		油布医院 ユフ イイン				321-0414		宇都宮市中里町175-8				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		1		0

		承諾 ショウダク		さいとう小児科 ショウニカ		0282-22-0757 		328-0015		栃木市万町30番16号		0282-22-0757		1		1		3		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		1		0

		承諾 ショウダク		冨塚メデｲカルクリニック		028-666-2555		321-2116		宇都宮市徳次郎町888				1		1		2		2		2		2		2		2		1		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0		なるべく協力したいが、現在当院副院長が体調悪く、休養中のため困難となっています。 キョウリョク ゲンザイ トウイン フクインチョウ タイチョウ ワル キュウヨウチュウ コンナン

		承諾 ショウダク		山浦内科医院		0284-21-6653 		326-0843		足利市五十部町1256-5				1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3				1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		4		1		1		1		0		0		0		1		0		0

		承諾 ショウダク		小倉医院		0282-82-0057		321-0227		壬生町通町10-5				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		承諾 ショウダク		飯岡小児科		0289-65-3257		322-0074		鹿沼市日吉町569-2				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		3				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		3		2		2		2		0		0		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		角田内科医院		0285-53-5665 		329-0511		下野市石橋549				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		1		1		1		1		1		0		0

		承諾 ショウダク		おかべこどもクリニック		0285-40-7300 		329-0433		下野市緑5-17-12				3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		くろばね齋藤醫院		0287-54-0031		324-0233		大田原市黒羽田町612				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		1		0

		承諾 ショウダク		立花医院		0287-72-0311		325-0003		那須郡那須町寺子乙3967-190				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		その他：スタッフの充実　　1～9すべて当てはまります タ ジュウジツ ア

		承諾 ショウダク		さいとうハート＆キッズクリニック		0287-53-7979		324-0043		大田原市浅香1-4-3				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		1		0

		承諾 ショウダク		小山すぎの木クリニック		0285-30-3456		323-0806		小山市中久喜1131-1				1		1		1		1		1		1		2		2		2		1		1				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		4		1		1		0		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		有村小児科医院		028-656-7207		321-0912		宇都宮市石井町3128-11		028-656-7207		1		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		1		0		1		1		0		無床の診療所の小児科医としては、急性疾患（特に感染症が多く）への対応が中心です。時間に追われています。予防接種については、時間枠をとって対応できます。一次診療についても、訪問看護との連携等があれば対応可能な場合があります。（例えば点滴投薬等）現時点では往診は無理ですが。 ムショウ シンリョウジョ ショウニ カ イ キュウセイ シッカン トク カンセンショウ オオ タイオウ チュウシン ジカン オ ヨボウ セッシュ ジカンワク タイオウ イチジ シンリョウ ホウモン カンゴ レンケイ トウ タイオウ カノウ バアイ タト テンテキ トウヤク ナド ゲンジテン オウシン ムリ

		承諾 ショウダク		吉永医院		0285-63-2303		321-3564		茂木町増井190-1				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		1		1		0		0		0

		承諾 ショウダク		あさかクリニック		0287-22-2601		324-0043		大田原市浅香3-3711				1		1		2		2		2		2		1		1		2		2		2				1		1		2		2		2		2		1		1		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		坪水医院		0283-62-0265		327-0312		佐野市栃本町2241				1		1		3		3		3		3		3		3		1		3		3				1		1		3		3		3		3		3		3		1		3		3		3		3		3		0		1		1		0		0		0		0		1		0		若い頃、町田市にある重度心身障害者の施設にボランティアで行き、足で書いたお手紙をもらって感動しました。何かのお役にたてればと思いますが、現在実態がよく分かりません。 ワカ コロ マチダシ ジュウド シンシン ショウガイシャ シセツ イ アシ カ テガミ カンドウ ナニ ヤク オモ ゲンザイ ジッタイ ワ

		承諾 ショウダク		こどもヶ丘診療所		028-615-1077		321-0151		宇都宮市西川田町183-21				1		1		3		3		3		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		1		0		1		1		0

		承諾 ショウダク		竹田内科小児科クリニック		0282-29-1233		328-0011		栃木市大宮町52番地		0282-29-1233		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		0		1		1		1		0		0		1		0

		承諾 ショウダク		すながクリニック		0284-44-7211		326-0015		足利市八椚町494-1　				1		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		1		1		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		片山医院		028-661-9764		321-0944		宇都宮市東峰町3008-21				1		1		2		2		2		1		2		2		2		2		2				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		4		0		1		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		稲毛クリニック		0283-25-2566		327-0103		佐野市石塚町893-1				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		1		1		1		1		1		その他：当クリニックでは勤務医での診療のみを行っており、重症心身障害児に対応できるシステムはととのっておらず、申し訳ありません。 タ トウ キンムイ シンリョウ オコナ ジュウショウ シンシン ショウガイジ タイオウ モウ ワケ

		承諾 ショウダク		小川こどもクリニック		0289-74-5421		322-0027		鹿沼市貝島町5006-2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		くさの小児科		0284-73-7000		326-0335		足利市上渋垂町338-3				3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		みやの杜クリニック　		028-683-7811		321-0904		宇都宮市陽東2-4-5				1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1				3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		1		0		0		1		0		0		1		0		0		0		Q2訪問診療のみ対応可 ホウモン シンリョウ タイオウ カ

		承諾 ショウダク		にいたに内科　		028-675-6515		329-1231		塩谷郡高根沢町宝石台 3-3-19				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1

		承諾 ショウダク		よこやま内科小児科クリニック		0282-24-8102		328-0075		栃木市箱森町38-70				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		さいとうクリニック		0287-39-1805		329-2724		那須塩原市西幸町7-13				1		1		3		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		0		0		0		0		1		その他：現在の診療所での診療との兼ね合いが困難であり、複数の医師や看護師が必要 タ ゲンザイ シンリョウジョ シンリョウ カ ア コンナン フクスウ イシ カンゴシ ヒツヨウ

		承諾 ショウダク		桜井消化器科・内科		028-643-0870		320-0073		宇都宮市細谷1-7-38				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		承諾 ショウダク		佐藤医院		0287-96-2841		324-0501		那須郡那珂川町小川2960-1				1		1		3		3		2		3		3		2		1		1		1				1		1		3		3		2		3		3		2		1		1		1		3		3		4		0		1		1		1		0		1		0		0		0

		承諾 ショウダク		大根田内科医院		028-624-6322		320-0072		宇都宮市若草3-4-22				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		0		0		0		0		0		0		0		当方の医師が高齢であり、しかもスタッフがそろっていないので在宅医療は無理なので、ましてや重症心身障害者においておやです。 トウホウ イシ コウレイ ザイタク イリョウ ムリ ジュウショウ シンシン ショウガイシャ

		承諾 ショウダク		医療法人　赤羽病院		028-661-5446		321-0904		宇都宮市陽東7-2-2				1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3				3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		2		2		2		0		1		1		1		0		0		1		0		0

		承諾 ショウダク		田井の里クリニック		0285-81-6502		321-4301		真岡市西田井内外748-2				1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2				3		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		みずぬまクリニック		0287-39-1581		329-2751		那須塩原市東三島2-80-6				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		その他：在宅医療をやっていないので現状は無理である タ ザイタク イリョウ ゲンジョウ ムリ

		承諾 ショウダク		キッズクリニックはせがわ		0283-27-0200		327-0843		佐野市堀米町3946-6				1		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		その他：時間的余裕 タ ジカンテキ ヨユウ

		承諾 ショウダク		小森谷内科医院		0282-43-7327		329-4404		栃木市大平町富田4003-8				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		熊倉医院		0282-55-8425		329-4316		下都賀郡岩舟町新里180-1				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		いちはらファミリークリニック		028-612-8350		321-0414		宇都宮市中里町322				3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3				3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		1		2		0		1		1		1		0		1		0		1		0

		承諾 ショウダク		かとう小児科 ショウニカ		0282-82-7576		321-0218		壬生町落合3-7-30		 		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		福田こどもクリニック		028-659-8850		320-0852		栃木県宇都宮市下砥上町1545-20				1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3				1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		2		2		2		0		1		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		てらもと小児科		028-650-6636		321-0975		宇都宮市関堀町971-6				1		1		3		2		2		3		3		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		0		小児科医としてはもっと積極的に協力しなければいけないと思いますが、現在の我診療所の状態では不可能なことが多く残念です。 ショウニ カ イ セッキョクテキ キョウリョク オモ ゲンザイ ワガ シンリョウジョ ジョウタイ フカノウ オオ ザンネン

		承諾 ショウダク		木村内科医院		0288-22-7880		321-1264		日光市瀬尾497-1				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		承諾 ショウダク		こばやしファミリークリニック		0283-85-9900		327-0311		佐野市多田町566				1		1		1		1		3		1		1		2		1		1		1				1		1		1		1		3		1		1		3		1		1		1		3		3		2		0		1		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		あいファミリィクリニック足利 アシカガ		0284-22-3788		329-4213		足利市寺岡町505-1				1		1		1		1		1		1		1		3		1		1		1				1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		1		0		1		0		0		0		0		1		0

		承諾 ショウダク		腰塚医院		0282-62-2072		323-1104		栃木市藤岡町藤岡1845-10				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		1		1		1		1		0

		承諾 ショウダク		桜井こどもクリニック		0282-24-5987		328-0034		栃木市本町16-9				1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		承諾 ショウダク		神鳥谷クリニック		0285-22-7700		323-0827		小山市神鳥谷1-19-1		 		2		2		2		2		2		2		2		2		1		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		持田医院		0282-67-3661		329-0319		栃木市藤岡町中根115-5				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		4		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		田村医院		0282-43-3368		329-4423		栃木市大平町西水代1835-1				1		1		1		1		1		1		1		2		1		1		1				1		1		1		1		1		1		1		2		1		1		1		3		1		4		1		1		1		1		1		1		1		1		0		Q5.訪問看護、訪問リハビリテーションを利用 ホウモン カンゴ ホウモン リヨウ

		承諾 ショウダク		大橋内科クリニック		0282-82-8522		321-0219		壬生町福和田1003-1				1		1		2		2		2		3		2		2		2		2		3				1		1		2		2		2		3		2		2		2		2		3		3		3		2		0		1		1		0		0		0		0		1		0

		承諾 ショウダク		てらだファミリークリニック		028-654-2188		321-0132		宇都宮市雀の宮5-5-1				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		1		1		1		1		0

		承諾 ショウダク		あおい内科小児科ｸﾘﾆｯｸ		028-663-6000		321-0973		宇都宮市岩曽町1086-1				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		1		1		1		その他：往診時間の確保ができること タ オウシン ジカン カクホ

		承諾 ショウダク		飯塚医院		0287-92-2034		324-0613		那須郡那珂川町馬頭484-3				1		1		2		2		2		2		2		2		1		2		1				1		1		2		2		2		2		2		2		1		2		1		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		0

		承諾 ショウダク		やの小児科医院		0285-56-0280		329-0611		河内郡上三川町上三川3446-3				1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3				1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		2		2		2		0		1		1		1		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		仲嶋医院		028-681-7755		329-1311		さくら市氏家3245-17				3		3		3		3		2		3		3		3		3		2		3				3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		2		3		2		1		1		1		1		1		1		1		0		0		成人（18才以上）を対象に回答しました セイジン サイ イジョウ タイショウ カイトウ

		承諾 ショウダク		小林診療所		0285-82-3873		321-4369		真岡市熊倉3-10-7				1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		1				1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		1		2		2		2		0		1		0		0		0		1		0		0		0

		承諾 ショウダク		西真岡こどもクリニック		0285-81-7900		321-4341		真岡市高勢町3-205-1				1		1		1		3		1		1		1		1		1		3		3				1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		その他：現在おこなっています タ ゲンザイ

		承諾 ショウダク		鈴木医院		0285-72-2032		321-4217		益子町益子1747-2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		承諾 ショウダク		緑の屋根診療所		0283-20-2577		327-0843		佐野市堀米町1348-5				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		0		0		1		0		1		0		1		0		0		地域の社会資源が少ない。マンパワー不足 チイキ シャカイ シゲン スク ブソク

		承諾 ショウダク		ひがのクリニック		0285-74-0051 		321-4521		真岡市久下田941-1				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		豊郷中央渡辺内科　		028-622-8900		320-0004		宇都宮市長岡町1217-5				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		1				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		1		0		0

		承諾 ショウダク		きくちクリニック		028-683-3387		321-0903		宇都宮市下平出町614-2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		0		0

		承諾 ショウダク		サンレディースクリニック		0282-24-3541		328-0024		栃木市樋ノ口町504-1				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		医療法人　亀田内科		028-633-2884		320-0812		宇都宮市一番町1-28				1		1		1		2		2		1		2		2		2		2		1				1		1		1		2		2		1		2		2		2		2		1		3		3		3		0		0		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		越戸クリニック		028-660-6190		321-0951		宇都宮市越戸町139-6				1		1		2		2		2		3		2		2		2		2		3				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		佐藤内科		0285-53-1305		329-0511		下野市石橋839-14				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		承諾 ショウダク		グリムこどもクリニック		0285-51-1515		329-0502		下野市下古山2-6-17				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		事前連絡の上での一次診療、予防接種ですので、申し訳ありません。 ジゼン レンラク ウエ イチジ シンリョウ ヨボウ セッシュ モウ ワケ

		承諾 ショウダク		吉原医院		0288-21-0161		321-1261		日光市今市826-4				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		1		1		1		その他：設備 タ セツビ

		承諾 ショウダク		梅園医院		028-633-2869		320-0035		宇都宮市伝馬町3-28				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		1		0		0

		承諾 ショウダク		森田医院		028-633-1573		320-0861		宇都宮市西3-5-8				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		鈴木内科クリニック		028-655-1229		321-0139		宇都宮市若松原2-4-19				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		その他：24時間対応が必要となると考えますが、当院診療時間内の往診は難しいと考えます。 タ ジカン タイオウ ヒツヨウ カンガ トウイン シンリョウ ジカン ナイ オウシン ムズカ カンガ

		承諾 ショウダク		小松医院		0289-60-5515		322-0064		鹿沼市文化橋町2300-1				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		1		0		0		1		0



														1.医療ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する外来診療について、以下の医療行為に対応できますか。 イリョウ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ガイライ シンリョウ イカ イリョウ コウイ タイオウ																								2.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する往診及び訪問診療について、以下の医療行為に対応できますか イリョウテキ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ オウシン オヨ ホウモン シンリョウ イカ イリョウ コウイ タイオウ

														予防接種 ヨボウ セッシュ		一次診療
（経過観察、栄養観察を含む） イチジ シンリョウ ケイカ カンサツ エイヨウ カンサツ フク		経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ		経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ		中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ		酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ		気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ		人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ		尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ		人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ		褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ				予防接種 ヨボウ セッシュ		一次診療
（経過観察、栄養観察を含む） イチジ シンリョウ ケイカ カンサツ エイヨウ カンサツ フク		経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ		経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ		中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ		酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ		気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ		人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ		尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ		人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ		褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ

										1		できる		83		57		12		9		7		13		11		6		17		8		16		できる		39		29		8		6		5		9		9		6		10		7		12

										2		できない		55		80		127		134		142		130		136		146		131		137		124		できない		102		115		141		143		148		140		144		148		140		145		134

										3		要相談 ヨウ ソウダン		27		28		26		22		16		22		18		13		16		20		25		要相談 ヨウ ソウダン		24		21		16		16		12		15		12		11		15		13		19

																																																														0

														3.24時間、重症心身障害児（18歳未満）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイジ サイ ミマン イリョウ タイオウ

										1		できる		1

										2		できない		150

										3		要相談 ヨウ ソウダン		14

														4.24時間、重症心身障害者（18歳以上）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイシャ サイ イジョウ イリョウ タイオウ

										1		できる		3

										2		できない		150

										3		要相談 ヨウ ソウダン		12

														5.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する訪問リハビリてーションを提供していますか イリョウテキ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ホウモン テイキョウ

										1		提供している テイキョウ		1

										2		提供していない テイキョウ		152

										3		提供していないが対応は可能 テイキョウ タイオウ カノウ		4

										4		要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン		8

														6.重症心身障害児（者）在宅医療に対応できるようになるための条件はなんですか

										1		診療報酬の点数が増えること シンリョウ ホウシュウ テンスウ フ		24

										2		訪問看護尾の連携 ホウモン カンゴ オ レンケイ		73

										3		病院との連携 ビョウイン レンケイ		90

										4		在宅療養支援診療所と小児科医とのグループ診療 ザイタク リョウヨウ シエン シンリョウジョ ショウニ カ イ シンリョウ		43

										5		在宅療養支援診療所に助言や相談を求めることができること ザイタク リョウヨウ シエン シンリョウジョ ジョゲン ソウダン モト		28

										6		小児科医に助言や相談を求めることができること ショウニ カ イ ジョゲン ソウダン モト		26

										7		経験のある医師がいること ケイケン イシ		62

										8		研修などの自己のスキルアップ ケンシュウ ジコ		47

										9		その他 タ		21



できる	予防接種	一次診療	
（経過観察、栄養観察を含む）	経鼻経管栄養の管理	経皮経管栄養の管理	
（胃ろう）	中心静脈栄養の管理	酸素療法の管理	気管切開の管理	人工呼吸器の管理	尿道留置カテーテル	
の管理	人工肛門の管理	褥瘡の管理	83	57	12	9	7	13	11	6	17	8	16	できない	予防接種	一次診療	
（経過観察、栄養観察を含む）	経鼻経管栄養の管理	経皮経管栄養の管理	
（胃ろう）	中心静脈栄養の管理	酸素療法の管理	気管切開の管理	人工呼吸器の管理	尿道留置カテーテル	
の管理	人工肛門の管理	褥瘡の管理	55	80	127	134	142	130	136	146	131	137	124	要相談	予防接種	一次診療	
（経過観察、栄養観察を含む）	経鼻経管栄養の管理	経皮経管栄養の管理	
（胃ろう）	中心静脈栄養の管理	酸素療法の管理	気管切開の管理	人工呼吸器の管理	尿道留置カテーテル	
の管理	人工肛門の管理	褥瘡の管理	27	28	26	22	16	22	18	13	16	20	25	3.24時間、重症心身障害児（18歳未満）の医療に対応ができますか	できる	できない	要相談	1	150	14	4.24時間、重症心身障害者（18歳以上）の医療に対応ができますか	できる	できない	要相談	3	150	12	5.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する訪問リハビリてーションを提供していますか	提供している	提供していない	提供していないが対応は可能	要相談（条件による）	1	152	4	8	6.重症心身障害児（者）在宅医療に対応できるようになるための条件はなんですか	診療報酬の点数が増えること	訪問看護尾の連携	病院との連携	在宅療養支援診療所と小児科医とのグループ診療	在宅療養支援診療所に助言や相談を求めることができること	小児科医に	助言や相談を求めることができること	経験のある医師がいること	研修などの自己のスキルアップ	その他	24	73	90	43	28	26	62	47	21	できる	予防接種	一次診療	
（経過観察、栄養観察を含む）	経鼻経管栄養の管理	経皮経管栄養の管理	
（胃ろう）	中心静脈栄養の管理	酸素療法の管理	気管切開の管理	人工呼吸器の管理	尿道留置カテーテル	
の管理	人工肛門の管理	褥瘡の管理	39	29	8	6	5	9	9	6	10	7	12	できない	予防接種	一次診療	
（経過観察、栄養観察を含む）	経鼻経管栄養の管理	経皮経管栄養の管理	
（胃ろう）	中心静脈栄養の管理	酸素療法の管理	気管切開の管理	人工呼吸器の管理	尿道留置カテーテル	
の管理	人工肛門の管理	褥瘡の管理	102	115	141	143	148	140	144	148	140	145	134	要相談	予防接種	一次診療	
（経過観察、栄養観察を含む）	経鼻経管栄養の管理	経皮経管栄養の管理	
（胃ろう）	中心静脈栄養の管理	酸素療法の管理	気管切開の管理	人工呼吸器の管理	尿道留置カテーテル	
の管理	人工肛門の管理	褥瘡の管理	24	21	16	16	12	15	12	11	15	13	19	

診療所 (作業)

		Ｑ１		1.医療ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する外来診療について、以下の医療行為に対応できますか。 イリョウ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ガイライ シンリョウ イカ イリョウ コウイ タイオウ

				Ｑ1-1										予防接種 ヨボウ セッシュ

				Ｑ1-2										一次診療
（経過観察、栄養観察を含む） イチジ シンリョウ ケイカ カンサツ エイヨウ カンサツ フク

				Ｑ1-3										経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ

				Ｑ1-4										経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ

				Ｑ1-5										中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ

				Ｑ1-6										酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ

				Ｑ1-7										気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ

				Ｑ1-8										人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ

				Ｑ1-9										尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ

				Ｑ1-10										人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ

				Ｑ1-11										褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ

		Ｑ２		2.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する往診及び訪問診療について、以下の医療行為に対応できますか イリョウテキ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ オウシン オヨ ホウモン シンリョウ イカ イリョウ コウイ タイオウ

				Ｑ2-1										予防接種 ヨボウ セッシュ

				Ｑ2-2										一次診療
（経過観察、栄養観察を含む） イチジ シンリョウ ケイカ カンサツ エイヨウ カンサツ フク

				Ｑ2-3										経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ

				Ｑ2-4										経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ

				Ｑ2-5										中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ

				Ｑ2-6										酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ

				Ｑ2-7										気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ

				Ｑ2-8										人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ

				Ｑ2-9										尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ

				Ｑ2-10										人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ

				Ｑ2-11										褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ

		Ｑ3		3.24時間、重症心身障害児（18歳未満）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイジ サイ ミマン イリョウ タイオウ

				Ｑ3-1										できる

				Ｑ3-2										できない

				Ｑ3-3										要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン

		Ｑ4		4.24時間、重症心身障害者（18歳以上）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイシャ サイ イジョウ イリョウ タイオウ

				Ｑ4-1										できる

				Ｑ4-2										できない

				Ｑ4-3										要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン

		Ｑ5		5.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する訪問リハビリてーションを提供していますか イリョウテキ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ホウモン テイキョウ

				Ｑ5-1										提供している テイキョウ

				Ｑ5-2										提供していない テイキョウ

				Ｑ5-3										提供していないが対応は可能 テイキョウ タイオウ カノウ

				Ｑ5-4										要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン

		Ｑ6		6.重症心身障害児（者）在宅医療に対応できるようになるための条件はなんですか ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ ザイタク イリョウ タイオウ ジョウケン

				Ｑ6-1										診療報酬の点数が増えること シンリョウ ホウシュウ テンスウ フ

				Ｑ6-2										訪問看護尾の連携 ホウモン カンゴ オ レンケイ

				Ｑ6-3										病院との連携 ビョウイン レンケイ

				Ｑ6-4										在宅療養支援診療所と小児科医とのグループ診療 ザイタク リョウヨウ シエン シンリョウジョ ショウニ カ イ シンリョウ

				Ｑ6-5										在宅療養支援診療所に助言や相談を求めることができること ザイタク リョウヨウ シエン シンリョウジョ ジョゲン ソウダン モト

				Ｑ6-6										小児科医に助言や相談を求めることができること ショウニ カ イ ジョゲン ソウダン モト

				Ｑ6-7										経験のある医師がいること ケイケン イシ

				Ｑ6-8										研修などの自己のスキルアップ ケンシュウ ジコ

				Ｑ6-9										その他 タ

		Ｑ7		7.重症心身障害児（者）の方に対する医療、在宅生活等についてお気づきのことなど、ご自由にお書きください ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ カタ タイ イリョウ ザイタク セイカツ ナド キ ジユウ カ



		承諾可否 ショウダク カヒ		診療所名 シンリョウジョ メイ		電話番号 デンワ バンゴウ		郵便番号 ユウビンバンゴウ		所在地 ショザイチ		電話番号 デンワ バンゴウ		Ｑ１　1.医療ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する外来診療について、以下の医療行為に対応できますか。																								Ｑ２　2.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する往診及び訪問診療について、以下の医療行為に対応できますか																						Ｑ3		Ｑ4		Ｑ5		Ｑ6　6.重症心身障害児（者）在宅医療に対応できるようになるための条件はなんですか																		Ｑ7重症心身障害児（者）の方に対する医療、在宅生活等についてお気づきのことなど、ご自由にお書きください

														Ｑ1-1		Ｑ1-2		Ｑ1-3		Ｑ1-4		Ｑ1-5		Ｑ1-6		Ｑ1-7		Ｑ1-8		Ｑ1-9		Ｑ1-10		Ｑ1-11				Ｑ2-1		Ｑ2-2		Ｑ2-3		Ｑ2-4		Ｑ2-5		Ｑ2-6		Ｑ2-7		Ｑ2-8		Ｑ2-9		Ｑ2-10		Ｑ2-11								Ｑ6-1		Ｑ6-2		Ｑ6-3		Ｑ6-4		Ｑ6-5		Ｑ6-6		Ｑ6-7		Ｑ6-8		Ｑ6-9

		否 ヒ		不明 フメイ						不明 フメイ		不明 フメイ		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		7		0		0

		否 ヒ		不明 フメイ						不明 フメイ		不明 フメイ		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		1		1		0		0		0		1		0

		否 ヒ		不明 フメイ						不明 フメイ		不明 フメイ		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		不明 フメイ						不明 フメイ		不明 フメイ		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		0

		否 ヒ		不明 フメイ						不明 フメイ		不明 フメイ		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		否 ヒ		不明 フメイ						不明 フメイ		不明 フメイ		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		0		1		0

		否 ヒ		不明 フメイ						不明 フメイ		不明 フメイ		1		1		2		2		2		2		2		2		1		2		1				1		1		2		2		2		2		2		2		1		2		1		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		その他：各種の健康的処置の管理ができるかどうか。その訓練を受けているかどうかです。 タ カクシュ ケンコウテキ ショチ カンリ クンレン ウ

		否 ヒ		不明 フメイ						不明 フメイ		不明 フメイ		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		0		0		1		0		0

		否 ヒ		不明 フメイ						不明 フメイ		不明 フメイ		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		その他:スタッフ不足（医師、看護師、介助者）スペース不足 タ フソク イシ カンゴシ カイジョシャ フソク

		否 ヒ		宇都宮市保健所 ウツノミヤシ ホケンジョ				321-0974		宇都宮市竹林町972				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		その他：保健所は直接的な医療サービスを行っていないことから、今後も対応は行わない タ ホケンジョ チョクセツ テキ イリョウ オコナ コンゴ タイオウ オコナ

		承諾 ショウダク		深谷医院 フカヤ イイン		0285-75-0007 		321-4502		真岡市物井1268-7				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		1				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		1		2		2		2		0		0		1		1		0		0		0		0		0

		否 ヒ		こどもクリニックしまむら				326-0822		足利市田中町908-4				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		かしま産婦人科 サンフジンカ		0284-65-0341		326-0844		足利市鹿島町501-1				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		婦人科疾患（不正性器出血/帯下/外陰掻痒等）については外来対応させて頂いております フジンカ シッカン フセイ セイキ シュッケツ タイゲ ガイイン カ カユ ナド ガイライ タイオウ イタダ

		否 ヒ		医療法人雄仁会　奥山医院 イリョウ ホウジン ユウジン カイ オクヤマ イイン				322-0065		鹿沼市上材木町2320				1		3		3		3		3		3		1		3		3		2		2				1		3		2		3		2		3		1		3		3		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		1		1		0		0

		否 ヒ		水沼医院 ミズヌマ イイン				321-0628		那須烏山市金井1-14-8				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		3				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		飯野医院				321-4539		真岡市長沼730-1				3		2		2		2		2		3		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		おおきこどもクリニック		0285-41-0025 		329-0207		小山市美しが丘3-35-3				1		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		宇都宮市子ども発達センター診療所 ウツノミヤシ コ ハッタツ シンリョウジョ		028-647-4720		320-0851		栃木県宇都宮市鶴田町970-1				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		その他：子ども発達センター内の療育を利用する児の診療所であるため タ コ ハッタツ ナイ リョウイク リヨウ ジ シンリョウジョ

		承諾 ショウダク		中川医院 ナカガワ イイン		0287-62-0040		325-0057		那須塩原市黒磯幸町6-27				3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		1		0		1		0

		否 ヒ		ももやこどもクリニック				321-0118		宇都宮市インターパーク3-6-1				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		1		0		0		0		0		0

		否 ヒ		阿久津医院 アクツ イイン				329-1226		高根沢町大谷176-1 タカネザワマチ オオタニ				1		1		2		2		2		3		2		2		3		3		3				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		1		0		0		0		1		0		0

		否 ヒ		伊保内診療所 イホ ナイ シンリョウジョ				327-0034		佐野市伊保内町3841-1				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		1		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		にじいろこども診療所 シンリョウジョ		0285-44-7716		329-0414		下野市小金井4-1-1				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		0		1		1		0

		否 ヒ		戸野塚内科医院 トノヅカ ナイカ イイン				323-0064		小山市下石塚471				3		3		3		3		3		1		1		1		1		3		1				3		3		3		3		3		1		1		1		1		3		1		3		3		4		0		0		1		0		0		1		1		1		0

		否 ヒ		賀川診療所 カガワ シンリョウジョ				326-0843		足利市五十部町1785				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		1		0		1		0		0

		承諾 ショウダク		豊郷台クリニック ユタカ ゴウ ダイ		028-643-8998		320-0003		宇都宮市豊郷台2-21-3		028-643-8998（FAX8999）		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1				1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		2		0		1		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		いとうこどもクリニック		0289-63-5566		322-0025		鹿沼市緑町2-2-29				1		1		3		3		2		2		3		2		2		3		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		0		0		1		1		0

		承諾 ショウダク		清原台こどもクリニック キヨハラ ダイ		028-305-6017		321-3223		宇都宮市清原台2-4-14				1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		その他：医師、看護師の増員 タ イシ カンゴシ ゾウイン

		否 ヒ		阿部医院				324-0032		大田原市佐久山2018 オオタワラシ サクヤマ		0287-28-0053（FAX0287-28-2112）		1		1		2		2		2		2		1		2		1		2		1				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		4		0		1		1		0		1		0		0		1		0

		否 ヒ		中元内科医院 ナカモト ナイカ イイン				328-0027		栃木市今泉町2-10-18				1		3		2		2		2		3		2		2		3		2		3				3		3		2		2		2		3		2		2		3		2		3		2		2		2		0		0		1		0		1		0		0		1		0		①重症心身障害者の重症度の程度問題　②家庭の受け入れ問題、経済的負担 ジュウショウ シンシン ショウガイシャ ジュウショウ ド テイド モンダイ カテイ ウ イ モンダイ ケイザイテキ フタン

		否 ヒ		布川小児科 フカワ ショウニ カ				322-0036		鹿沼市下田町2-1099				1		1		3		3		2		3		2		2		2		3		3				1		1		3		3		2		3		2		2		2		2		3		2		2		2		0		1		1		1		0		0		1		1		0

		否 ヒ		ちづかクリニック				328-0133		栃木市大森町445-4		0282-31-3750		3		3		3		3		2		3		2		2		2		2		3				3		3		3		3		2		3		2		2		2		2		3		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		多島医院 タジマ イイン				321-1524		日光市足尾町赤沢21-28				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		否 ヒ		篠崎内科クリニック シノザキ ナイカ				321-3223		宇都宮市清原台6-1-13				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		否 ヒ		和久医院 ワク イイン				321-3324		芳賀町西水沼119-1				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		否 ヒ		近藤クリニック コンドウ				321-0634		那須烏山市野上町637-2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		0		0		0		0		1		0		0

		否 ヒ		高根沢内科クリニック タカネザワ ナイカ				321-4305		真岡市荒町2-11-1				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		岡田こどもクリニック オカダ				327-0832		佐野市植上町1408-2				1		3		3		3		3		2		3		2		3		3		3				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		0		0		0		0		0		往診医療ができたらと考えていた時もありましたが、現在は物理的に困難で申し訳ありません
重心のお子さんの通院所と個別の相談で応じる可能性はあります オウシン イリョウ カンガ トキ ゲンザイ ブツリテキ コンナン モウ ワケ ジュウシン コ ツウイン ジョ コベツ ソウダン オウ カノウセイ

		否 ヒ		真岡メディカルクリニック モオカ				321-4305		真岡市荒町3-49-6				3		3		3		3		3		3		3		3				3		3				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		0		0		0		1		1		0

		否 ヒ		いしだ整形外科 セイケイ ゲカ				321-0912		宇都宮市石井町3236-1				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		山中クリニック ヤマナカ				327-0835		佐野市植下町2468				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		1		1		0		0		1		0		0

		否 ヒ		医療法人　寿幸会　吉野医院 イリョウ ホウジン コトブキ サチ カイ ヨシノ イイン				320-0014		宇都宮市大曽4-9-11				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		1		1		0		0		1		0		0

		否 ヒ		柳田産婦人科・小児科医院 ヤナギダ サンフジンカ ショウニカ イイン				321-4361		真岡市並木町4-5-3				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		0

		否 ヒ		石田消化器科・内科クリニック イシダ ショウカキ カ ナイカ				321-0216		壬生町壬生丁259-7				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		1		0		0		0		0		0

		否 ヒ		赤羽胃腸科・外科・肛門科医院 アカバネ イチョウカ ゲカ コウモンカ イイン				324-0052		大田原市城山2-5-29				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		医療法人　文仁会　扶桑医院 イリョウ ホウジン ブン ジン カイ フソウ イイン				323-0016		小山市扶桑1-2-1				1		3		3		3		2		2		3		2		3		3		3				3		3		3		2		2		2		3		2		3		2		3		2		2		2		0		0		1		1		0		0		1		1		0

		否 ヒ		馬場医院 ババ イイン				327-0043		佐野市君田町35				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		否 ヒ		井戸川クリニック イドガワ				326-0331		足利市福富町2096-1				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		0		0		1		0		0		0

		否 ヒ		鎌田浅香医院 カマタ アサカ イイン				324-0043		大田原市浅香3-3-9				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		0		1		0		0		0		0		0		0		高額医療はひかえています。悪質ととらえられますので!! コウガク イリョウ アクシツ

		否 ヒ		山門クリニック ヤマカド				328-0031		栃木市日の出町6-35				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		0		0		0		1		0

		否 ヒ		新村ファミリークリニック ニイムラ				328-0011		栃木市大宮町2120-11				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		宇都宮東部クリニック ウツノミヤ トウブ				321-3223		宇都宮市清原台5-14-19				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1

		否 ヒ		車田医院 クルマダ イイン				324-0242		大田原市大豆田457-24				3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3				3		3		3		3		3		0		2		2		3		3		3		2		2		2		0		0		1		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		にがみどう内科クリニック ナイカ				322-0003		鹿沼市仁神堂町351-26				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		松谷内科胃腸科クリニック マツヤ ナイカ イチョウカ				321-3304		芳賀町祖母井1708-17				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		1		0		0

		否 ヒ		まなか医院 イイン				329-1225		高根沢町石末２０９３－１０				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		植木医院 ウエキ イイン				329-2224		塩谷町金枝950				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		1		2		2		2		2		3		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		0		0		0		0		0

		否 ヒ		大岡医院 オオオカ イイン				320-0047		宇都宮市一の沢274-7				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		川野クリニック カワノ				329-1112		宇都宮市上田原町660-6				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		0		1		0

		否 ヒ		陣内医院 ジンナイ イイン				321-0225		壬生町本丸1-7-10		0282-82-0242		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		1		0

		否 ヒ		船越医院 フナコシ イイン				328-0111		栃木市都賀町家中5986-6				1		1		2		2		2		2		2		2		3		2		3				1		1		2		2		2		2		2		2		3		2		3		2		2		2		0		1		1		0		1		1		0		1		0

		否 ヒ		林クリニック ハヤシ				321-0158		宇都宮市西川田本町1-8-29				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		0		0		0		0		0

		否 ヒ		河島医院 カワシマ イイン				329-3436		那須郡那須町伊王野1503				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		松本内科医院 マツモト ナイカ イイン				321-0226		壬生町中央町6-37				3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		否 ヒ		佐藤医院 サトウ イイン				329-2728		栃木県那須塩原市西栄町7-16 ３２９－２７２８		0287-36-0147		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1

		否 ヒ		渡部医院 ワタナベ イイン				329-3153		那須塩原市大原間140-1 ナスシオバラ シ オオハラマ				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		宇都宮市保健センター ウツノミヤシ ホケン				321-0964		宇都宮市駅前通り1-4-6				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		0

		否 ヒ		川村医院 カワムラ イイン				321-2522		日光市鬼怒川温泉大原1396-20				1		1		3		1		3		1		3		2		3		3		3				3		3		3		3		3		3		2		2		3		3		3		2		2		2		0		0		1		0		0		1		1		0		0

		否 ヒ		ほうずみ整形外科内科小児科医院				320-0047		宇都宮市一の沢2-1-43				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		小島内科医院 コジマ ナイカ イイン				321-0168		宇都宮市東原町5-3				3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		1		0		0		0		0

		否 ヒ		那須高原クリニック ナス コウゲン				329-3131		那須塩原市唐杉31-2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		サンフラワークリニック				323-0808		小山市出井1936				3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		昌平町こどもクリニック ショウヘイ マチ				326-0813		足利市昌平町2368				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		①中心となる施設へ患者が訪問するように、移動手段・補助（人、お金）を考えるべき。どうしても動けない、動かせない人のみ専門職（医者以外）が訪問しIT技術等で必要に応じてセンター施設のスペシャリストと連絡し治療（入院‥）の判断をし実行する。
②既存の人・技術・施設を日曜大工的発想で組み合わせて、システムを構築することには賛成できない。現状をどうにかするための方策でなく、医療の公正（正義）を行うためにどうすべきかを考えるべきだと思う チュウシン シセツ カンジャ ホウモン イドウ シュダン ホジョ ヒト カネ カンガ ウゴ ウゴ ヒト センモン ショク イシャ イガイ ホウモン ギジュツナド ヒツヨウ オウ シセツ レンラク チリョウ ニュウイン ハンダン ジッコウ キゾン ヒト ギジュツ シセツ ニチヨウ ダイク テキ ハッソウ ク ア コウチク サンセイ ゲンジョウ ホウサク イリョウ コウセイ セイギ オコナ カンガ オモ

		否 ヒ		赤田診療所 アカダ シンリョウジョ				329-2743		那須塩原市南赤田321-1192				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		手塚内科 テヅカ ナイカ				321-0966		宇都宮市今泉3-12-12				3		3		2		2		2		2		2		2		1		3		3				3		3		2		2		2		2		2		2		3		3		3		2		2		2		0		1		1		0		1		0		1		0		0		今まで具体的な症例に会っていません イマ グタイテキ ショウレイ ア

		否 ヒ		板橋医院 イタバシ イイン				327-0803		佐野市犬伏新町1308-2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		1		1		0

		否 ヒ		倉増医院 クラ マ イイン				320-0856		宇都宮市砥上町675-1				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		その他：人材の確保 タ ジンザイ カクホ

		否 ヒ		もてぎの森メディカルプラザ				321-3541		茂木町烏生田下郷330				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		宮澤クリニック ミヤザワ				329-0412		下野市柴291-2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		金澤医院 カナザワ イイン				325-0052		那須塩原市中央町1-8				1		1		2		2		2		1		2		2		2		2		2				1		1		2		2		2		1		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		つるたfamilyクリニック				320-0857		宇都宮市鶴田1-17-23				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		フォレストサイドクリニック				321-0152		宇都宮市西川田6-6-17		028-684-2775		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		今野内科胃腸科医院 コンノ ナイカ イチョウカ イイン				321-0151		宇都宮市西川田町933-1		028-645-6121		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		1		1		1		0

		否 ヒ		小島原医院 コジマ ハラ イイン				329-1104		宇都宮市下岡本町4075				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		1		0

		否 ヒ		永田内科眼科医院 ナガタ ナイカ ガンカイ イン				321-0982		宇都宮市御幸ヶ原町136-9		028-662-6774		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		1		0

		否 ヒ		大栗医院 オオクリ イイン				320-0034		宇都宮市泉町1-27				3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1

		否 ヒ		星小児科医院 ホシ ショウニカ イイン				321-0346		宇都宮市下荒針町3588-2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		金子内科医院 カネコ ナイカ イイン				320-0032		宇都宮市昭和1-1-31				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		否 ヒ		石川医院 イシカワ イイン				322-0015		栃木県鹿沼市上石川1-319 ３２２－００１５		0289-76-3145		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		当方では特別養護老人ホームの嘱託医を兼ねておりますため、24時間体制での診察となっております。今回のアンケートに対しましては、オーバーワークにつき協力いたしかねます。 トウホウ トクベツ ヨウゴ ロウジン ショクタクイ カ ジカン タイセイ シンサツ コンカイ タイ キョウリョク

		否 ヒ		しみずファミリークリニック				321-0951		宇都宮市越戸3-15-27				1		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		0		0		0		0		0

		否 ヒ		岡医院 オカ イイン				321-1403		日光市下鉢石町997-1				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		1		1		0		そもそも開業の小児科医が少ないうえに、在宅医療をやっている小児科はほとんどいないのが現状。以前、在宅の重症心身障害児の訪問診療を頼まれて行ったことがあるが、大人の訪問診療と勝手が違う為、内科医にはハードルが高いと感じた。是非、近くの小児科の先生に少しでも取り組んでもらうしかないかと思います。 カイギョウ ショウニ カ イ スク ザイタク イリョウ ショウニカ ゲンジョウ イゼン ザイタク ジュウショウ シンシン ショウガイジ ホウモン シンリョウ タノ オコナ オトナ ホウモン シンリョウ カッテ チガ タメ ナイカ イ タカ カン ゼヒ チカ ショウニカ センセイ スコ ト ク オモ

		否 ヒ		風見診療所 カザミ シンリョウジョ				329-2335		塩谷町上平27				3		3		1		3		2		3		3		2		1		3		3				3		1		1		3		2		2		3		3		2		1		3		3		2		2		0		1		1		0		1		0		1		1		0

		否 ヒ		土谷医院 ツチヤ イイン				321-0136		宇都宮市みどり野町14-3				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		1		0

		否 ヒ		遠藤小児科 エンドウ ショウニカ				321-0982		宇都宮市御幸ヶ原町224-10				1		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		1		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		油布医院 ユフ イイン				321-0414		宇都宮市中里町175-8				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		1		0

		承諾 ショウダク		さいとう小児科 ショウニカ		0282-22-0757 		328-0015		栃木市万町30番16号		0282-22-0757		1		1		3		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		1		0

		承諾 ショウダク		冨塚メデｲカルクリニック		028-666-2555		321-2116		宇都宮市徳次郎町888				1		1		2		2		2		2		2		2		1		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0		なるべく協力したいが、現在当院副院長が体調悪く、休養中のため困難となっています。 キョウリョク ゲンザイ トウイン フクインチョウ タイチョウ ワル キュウヨウチュウ コンナン

		承諾 ショウダク		山浦内科医院		0284-21-6653 		326-0843		足利市五十部町1256-5				1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3				1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		4		1		1		1		0		0		0		1		0		0

		承諾 ショウダク		小倉医院		0282-82-0057		321-0227		壬生町通町10-5				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		承諾 ショウダク		飯岡小児科		0289-65-3257		322-0074		鹿沼市日吉町569-2				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		3				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		3		2		2		2		0		0		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		角田内科医院		0285-53-5665 		329-0511		下野市石橋549				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		1		1		1		1		1		0		0

		承諾 ショウダク		おかべこどもクリニック		0285-40-7300 		329-0433		下野市緑5-17-12				3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		くろばね齋藤醫院		0287-54-0031		324-0233		大田原市黒羽田町612				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		1		0

		承諾 ショウダク		立花医院		0287-72-0311		325-0003		那須郡那須町寺子乙3967-190				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		その他：スタッフの充実　　1～9すべて当てはまります タ ジュウジツ ア

		承諾 ショウダク		さいとうハート＆キッズクリニック		0287-53-7979		324-0043		大田原市浅香1-4-3				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		1		0

		承諾 ショウダク		小山すぎの木クリニック		0285-30-3456		323-0806		小山市中久喜1131-1				1		1		1		1		1		1		2		2		2		1		1				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		4		1		1		0		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		有村小児科医院		028-656-7207		321-0912		宇都宮市石井町3128-11		028-656-7207		1		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		1		0		1		1		0		無床の診療所の小児科医としては、急性疾患（特に感染症が多く）への対応が中心です。時間に追われています。予防接種については、時間枠をとって対応できます。一次診療についても、訪問看護との連携等があれば対応可能な場合があります。（例えば点滴投薬等）現時点では往診は無理ですが。 ムショウ シンリョウジョ ショウニ カ イ キュウセイ シッカン トク カンセンショウ オオ タイオウ チュウシン ジカン オ ヨボウ セッシュ ジカンワク タイオウ イチジ シンリョウ ホウモン カンゴ レンケイ トウ タイオウ カノウ バアイ タト テンテキ トウヤク ナド ゲンジテン オウシン ムリ

		承諾 ショウダク		吉永医院		0285-63-2303		321-3564		茂木町増井190-1				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		1		1		0		0		0

		承諾 ショウダク		あさかクリニック		0287-22-2601		324-0043		大田原市浅香3-3711				1		1		2		2		2		2		1		1		2		2		2				1		1		2		2		2		2		1		1		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		坪水医院		0283-62-0265		327-0312		佐野市栃本町2241				1		1		3		3		3		3		3		3		1		3		3				1		1		3		3		3		3		3		3		1		3		3		3		3		3		0		1		1		0		0		0		0		1		0		若い頃、町田市にある重度心身障害者の施設にボランティアで行き、足で書いたお手紙をもらって感動しました。何かのお役にたてればと思いますが、現在実態がよく分かりません。 ワカ コロ マチダシ ジュウド シンシン ショウガイシャ シセツ イ アシ カ テガミ カンドウ ナニ ヤク オモ ゲンザイ ジッタイ ワ

		承諾 ショウダク		こどもヶ丘診療所		028-615-1077		321-0151		宇都宮市西川田町183-21				1		1		3		3		3		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		1		0		1		1		0

		承諾 ショウダク		竹田内科小児科クリニック		0282-29-1233		328-0011		栃木市大宮町52番地		0282-29-1233		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		0		1		1		1		0		0		1		0

		承諾 ショウダク		すながクリニック		0284-44-7211		326-0015		足利市八椚町494-1　				1		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		1		1		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		片山医院		028-661-9764		321-0944		宇都宮市東峰町3008-21				1		1		2		2		2		1		2		2		2		2		2				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		4		0		1		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		稲毛クリニック		0283-25-2566		327-0103		佐野市石塚町893-1				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		1		1		1		1		1		その他：当クリニックでは勤務医での診療のみを行っており、重症心身障害児に対応できるシステムはととのっておらず、申し訳ありません。 タ トウ キンムイ シンリョウ オコナ ジュウショウ シンシン ショウガイジ タイオウ モウ ワケ

		承諾 ショウダク		小川こどもクリニック		0289-74-5421		322-0027		鹿沼市貝島町5006-2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		くさの小児科		0284-73-7000		326-0335		足利市上渋垂町338-3				3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		みやの杜クリニック　		028-683-7811		321-0904		宇都宮市陽東2-4-5				1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1				3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		1		0		0		1		0		0		1		0		0		0		Q2訪問診療のみ対応可 ホウモン シンリョウ タイオウ カ

		承諾 ショウダク		にいたに内科　		028-675-6515		329-1231		塩谷郡高根沢町宝石台 3-3-19				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1

		承諾 ショウダク		よこやま内科小児科クリニック		0282-24-8102		328-0075		栃木市箱森町38-70				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		さいとうクリニック		0287-39-1805		329-2724		那須塩原市西幸町7-13				1		1		3		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		0		0		0		0		1		その他：現在の診療所での診療との兼ね合いが困難であり、複数の医師や看護師が必要 タ ゲンザイ シンリョウジョ シンリョウ カ ア コンナン フクスウ イシ カンゴシ ヒツヨウ

		承諾 ショウダク		桜井消化器科・内科		028-643-0870		320-0073		宇都宮市細谷1-7-38				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		承諾 ショウダク		佐藤医院		0287-96-2841		324-0501		那須郡那珂川町小川2960-1				1		1		3		3		2		3		3		2		1		1		1				1		1		3		3		2		3		3		2		1		1		1		3		3		4		0		1		1		1		0		1		0		0		0

		承諾 ショウダク		大根田内科医院		028-624-6322		320-0072		宇都宮市若草3-4-22				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		0		0		0		0		0		0		0		当方の医師が高齢であり、しかもスタッフがそろっていないので在宅医療は無理なので、ましてや重症心身障害者においておやです。 トウホウ イシ コウレイ ザイタク イリョウ ムリ ジュウショウ シンシン ショウガイシャ

		承諾 ショウダク		医療法人　赤羽病院		028-661-5446		321-0904		宇都宮市陽東7-2-2				1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3				3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		2		2		2		0		1		1		1		0		0		1		0		0

		承諾 ショウダク		田井の里クリニック		0285-81-6502		321-4301		真岡市西田井内外748-2				1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2				3		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		みずぬまクリニック		0287-39-1581		329-2751		那須塩原市東三島2-80-6				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		その他：在宅医療をやっていないので現状は無理である タ ザイタク イリョウ ゲンジョウ ムリ

		承諾 ショウダク		キッズクリニックはせがわ		0283-27-0200		327-0843		佐野市堀米町3946-6				1		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		その他：時間的余裕 タ ジカンテキ ヨユウ

		承諾 ショウダク		小森谷内科医院		0282-43-7327		329-4404		栃木市大平町富田4003-8				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		熊倉医院		0282-55-8425		329-4316		下都賀郡岩舟町新里180-1				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		いちはらファミリークリニック		028-612-8350		321-0414		宇都宮市中里町322				3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3				3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		1		2		0		1		1		1		0		1		0		1		0

		承諾 ショウダク		かとう小児科 ショウニカ		0282-82-7576		321-0218		壬生町落合3-7-30		 		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		福田こどもクリニック		028-659-8850		320-0852		栃木県宇都宮市下砥上町1545-20				1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3				1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		2		2		2		0		1		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		てらもと小児科		028-650-6636		321-0975		宇都宮市関堀町971-6				1		1		3		2		2		3		3		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		0		小児科医としてはもっと積極的に協力しなければいけないと思いますが、現在の我診療所の状態では不可能なことが多く残念です。 ショウニ カ イ セッキョクテキ キョウリョク オモ ゲンザイ ワガ シンリョウジョ ジョウタイ フカノウ オオ ザンネン

		承諾 ショウダク		木村内科医院		0288-22-7880		321-1264		日光市瀬尾497-1				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		承諾 ショウダク		こばやしファミリークリニック		0283-85-9900		327-0311		佐野市多田町566				1		1		1		1		3		1		1		2		1		1		1				1		1		1		1		3		1		1		3		1		1		1		3		3		2		0		1		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		あいファミリィクリニック足利 アシカガ		0284-22-3788		329-4213		足利市寺岡町505-1				1		1		1		1		1		1		1		3		1		1		1				1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		1		0		1		0		0		0		0		1		0

		承諾 ショウダク		腰塚医院		0282-62-2072		323-1104		栃木市藤岡町藤岡1845-10				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		1		1		1		1		0

		承諾 ショウダク		桜井こどもクリニック		0282-24-5987		328-0034		栃木市本町16-9				1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		承諾 ショウダク		神鳥谷クリニック		0285-22-7700		323-0827		小山市神鳥谷1-19-1		 		2		2		2		2		2		2		2		2		1		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		持田医院		0282-67-3661		329-0319		栃木市藤岡町中根115-5				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		4		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		田村医院		0282-43-3368		329-4423		栃木市大平町西水代1835-1				1		1		1		1		1		1		1		2		1		1		1				1		1		1		1		1		1		1		2		1		1		1		3		1		4		1		1		1		1		1		1		1		1		0		Q5.訪問看護、訪問リハビリテーションを利用 ホウモン カンゴ ホウモン リヨウ

		承諾 ショウダク		大橋内科クリニック		0282-82-8522		321-0219		壬生町福和田1003-1				1		1		2		2		2		3		2		2		2		2		3				1		1		2		2		2		3		2		2		2		2		3		3		3		2		0		1		1		0		0		0		0		1		0

		承諾 ショウダク		てらだファミリークリニック		028-654-2188		321-0132		宇都宮市雀の宮5-5-1				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		1		1		1		1		0

		承諾 ショウダク		あおい内科小児科ｸﾘﾆｯｸ		028-663-6000		321-0973		宇都宮市岩曽町1086-1				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		1		1		1		その他：往診時間の確保ができること タ オウシン ジカン カクホ

		承諾 ショウダク		飯塚医院		0287-92-2034		324-0613		那須郡那珂川町馬頭484-3				1		1		2		2		2		2		2		2		1		2		1				1		1		2		2		2		2		2		2		1		2		1		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		0

		承諾 ショウダク		やの小児科医院		0285-56-0280		329-0611		河内郡上三川町上三川3446-3				1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3				1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		2		2		2		0		1		1		1		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		仲嶋医院		028-681-7755		329-1311		さくら市氏家3245-17				3		3		3		3		2		3		3		3		3		2		3				3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		2		3		2		1		1		1		1		1		1		1		0		0		成人（18才以上）を対象に回答しました セイジン サイ イジョウ タイショウ カイトウ

		承諾 ショウダク		小林診療所		0285-82-3873		321-4369		真岡市熊倉3-10-7				1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		1				1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		1		2		2		2		0		1		0		0		0		1		0		0		0

		承諾 ショウダク		西真岡こどもクリニック		0285-81-7900		321-4341		真岡市高勢町3-205-1				1		1		1		3		1		1		1		1		1		3		3				1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		その他：現在おこなっています タ ゲンザイ

		承諾 ショウダク		鈴木医院		0285-72-2032		321-4217		益子町益子1747-2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		承諾 ショウダク		緑の屋根診療所		0283-20-2577		327-0843		佐野市堀米町1348-5				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		0		0		1		0		1		0		1		0		0		地域の社会資源が少ない。マンパワー不足 チイキ シャカイ シゲン スク ブソク

		承諾 ショウダク		ひがのクリニック		0285-74-0051 		321-4521		真岡市久下田941-1				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		豊郷中央渡辺内科　		028-622-8900		320-0004		宇都宮市長岡町1217-5				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		1				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		1		0		0

		承諾 ショウダク		きくちクリニック		028-683-3387		321-0903		宇都宮市下平出町614-2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		0		0

		承諾 ショウダク		サンレディースクリニック		0282-24-3541		328-0024		栃木市樋ノ口町504-1				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		医療法人　亀田内科		028-633-2884		320-0812		宇都宮市一番町1-28				1		1		1		2		2		1		2		2		2		2		1				1		1		1		2		2		1		2		2		2		2		1		3		3		3		0		0		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		越戸クリニック		028-660-6190		321-0951		宇都宮市越戸町139-6				1		1		2		2		2		3		2		2		2		2		3				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		佐藤内科		0285-53-1305		329-0511		下野市石橋839-14				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		承諾 ショウダク		グリムこどもクリニック		0285-51-1515		329-0502		下野市下古山2-6-17				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		事前連絡の上での一次診療、予防接種ですので、申し訳ありません。 ジゼン レンラク ウエ イチジ シンリョウ ヨボウ セッシュ モウ ワケ

		承諾 ショウダク		吉原医院		0288-21-0161		321-1261		日光市今市826-4				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		1		1		1		その他：設備 タ セツビ

		承諾 ショウダク		梅園医院		028-633-2869		320-0035		宇都宮市伝馬町3-28				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		1		0		0

		承諾 ショウダク		森田医院		028-633-1573		320-0861		宇都宮市西3-5-8				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		鈴木内科クリニック		028-655-1229		321-0139		宇都宮市若松原2-4-19				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		その他：24時間対応が必要となると考えますが、当院診療時間内の往診は難しいと考えます。 タ ジカン タイオウ ヒツヨウ カンガ トウイン シンリョウ ジカン ナイ オウシン ムズカ カンガ

		承諾 ショウダク		小松医院		0289-60-5515		322-0064		鹿沼市文化橋町2300-1				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		1		0		0		1		0



														1.医療ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する外来診療について、以下の医療行為に対応できますか。 イリョウ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ガイライ シンリョウ イカ イリョウ コウイ タイオウ																								2.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する往診及び訪問診療について、以下の医療行為に対応できますか イリョウテキ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ オウシン オヨ ホウモン シンリョウ イカ イリョウ コウイ タイオウ

														予防接種 ヨボウ セッシュ		一次診療
（経過観察、栄養観察を含む） イチジ シンリョウ ケイカ カンサツ エイヨウ カンサツ フク		経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ		経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ		中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ		酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ		気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ		人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ		尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ		人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ		褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ				予防接種 ヨボウ セッシュ		一次診療
（経過観察、栄養観察を含む） イチジ シンリョウ ケイカ カンサツ エイヨウ カンサツ フク		経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ		経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ		中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ		酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ		気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ		人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ		尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ		人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ		褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ

										1		できる		83		57		12		9		7		13		11		6		17		8		16		できる		39		29		8		6		5		9		9		6		10		7		12

										2		できない		55		80		127		134		142		130		136		146		131		137		124		できない		102		115		141		143		148		140		144		148		140		145		134

										3		要相談 ヨウ ソウダン		27		28		26		22		16		22		18		13		16		20		25		要相談 ヨウ ソウダン		24		21		16		16		12		15		12		11		15		13		19

																																																														0

														3.24時間、重症心身障害児（18歳未満）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイジ サイ ミマン イリョウ タイオウ

										1		できる		1

										2		できない		150

										3		要相談 ヨウ ソウダン		14



														4.24時間、重症心身障害者（18歳以上）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイシャ サイ イジョウ イリョウ タイオウ

										1		できる		3

										2		できない		150

										3		要相談 ヨウ ソウダン		12



														5.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する訪問リハビリてーションを提供していますか イリョウテキ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ホウモン テイキョウ

										1		提供している テイキョウ		1

										2		提供していない テイキョウ		152

										3		提供していないが対応は可能 テイキョウ タイオウ カノウ		4

										4		要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン		8



														6.重症心身障害児（者）在宅医療に対応できるようになるための条件はなんですか

										1		診療報酬の点数が増えること シンリョウ ホウシュウ テンスウ フ		24

										2		訪問看護尾の連携 ホウモン カンゴ オ レンケイ		73

										3		病院との連携 ビョウイン レンケイ		90

										4		在宅療養支援診療所と小児科医との
グループ診療 ザイタク リョウヨウ シエン シンリョウジョ ショウニ カ イ シンリョウ		43

										5		在宅療養支援診療所に助言や
相談を求めることができること ザイタク リョウヨウ シエン シンリョウジョ ジョゲン ソウダン モト		28

										6		小児科医に助言や相談を求めることができること ショウニ カ イ ジョゲン ソウダン モト		26

										7		経験のある医師がいること ケイケン イシ		62

										8		研修などの自己のスキルアップ ケンシュウ ジコ		47

										9		その他 タ		21



できる	予防接種	一次診療	
（経過観察、栄養観察を含む）	経鼻経管栄養の管理	経皮経管栄養の管理	
（胃ろう）	中心静脈栄養の管理	酸素療法の管理	気管切開の管理	人工呼吸器の管理	尿道留置カテーテル	
の管理	人工肛門の管理	褥瘡の管理	83	57	12	9	7	13	11	6	17	8	16	できない	予防接種	一次診療	
（経過観察、栄養観察を含む）	経鼻経管栄養の管理	経皮経管栄養の管理	
（胃ろう）	中心静脈栄養の管理	酸素療法の管理	気管切開の管理	人工呼吸器の管理	尿道留置カテーテル	
の管理	人工肛門の管理	褥瘡の管理	55	80	127	134	142	130	136	146	131	137	124	要相談	予防接種	一次診療	
（経過観察、栄養観察を含む）	経鼻経管栄養の管理	経皮経管栄養の管理	
（胃ろう）	中心静脈栄養の管理	酸素療法の管理	気管切開の管理	人工呼吸器の管理	尿道留置カテーテル	
の管理	人工肛門の管理	褥瘡の管理	27	28	26	22	16	22	18	13	16	20	25	3.24時間、重症心身障害児（18歳未満）の医療に対応ができますか	できる	できない	要相談	1	150	14	4.24時間、重症心身障害者（18歳以上）の医療に対応ができますか	できる	できない	要相談	3	150	12	5.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する訪問リハビリてーションを提供していますか	提供している	提供していない	提供していないが対応は可能	要相談（条件による）	1	152	4	8	6.重症心身障害児（者）在宅医療に対応できるようになるための条件はなんですか	診療報酬の点数が増えること	訪問看護尾の連携	病院との連携	在宅療養支援診療所と小児科医との	
グループ診療	在宅療養支援診療所に助言や	
相談を求めることができること	小児科医に助言や相談を求めることができること	経験のある医師がいること	研修などの自己のスキルアップ	その他	24	73	90	43	28	26	62	47	21	できる	予防接種	一次診療	
（経過観察、栄養観察を含む）	経鼻経管栄養の管理	経皮経管栄養の管理	
（胃ろう）	中心静脈栄養の管理	酸素療法の管理	気管切開の管理	人工呼吸器の管理	尿道留置カテーテル	
の管理	人工肛門の管理	褥瘡の管理	39	29	8	6	5	9	9	6	10	7	12	できない	予防接種	一次診療	
（経過観察、栄養観察を含む）	経鼻経管栄養の管理	経皮経管栄養の管理	
（胃ろう）	中心静脈栄養の管理	酸素療法の管理	気管切開の管理	人工呼吸器の管理	尿道留置カテーテル	
の管理	人工肛門の管理	褥瘡の管理	102	115	141	143	148	140	144	148	140	145	134	要相談	予防接種	一次診療	
（経過観察、栄養観察を含む）	経鼻経管栄養の管理	経皮経管栄養の管理	
（胃ろう）	中心静脈栄養の管理	酸素療法の管理	気管切開の管理	人工呼吸器の管理	尿道留置カテーテル	
の管理	人工肛門の管理	褥瘡の管理	24	21	16	16	12	15	12	11	15	13	19	

診療所 (記述)

		Ｑ１		1.医療ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する外来診療について、以下の医療行為に対応できますか。 イリョウ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ガイライ シンリョウ イカ イリョウ コウイ タイオウ

				Ｑ1-1

				Ｑ1-2

				Ｑ1-3

				Ｑ1-4

				Ｑ1-5

				Ｑ1-6

				Ｑ1-7

				Ｑ1-8

				Ｑ1-9

				Ｑ1-10

				Ｑ1-11

		Ｑ２		2.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する往診及び訪問診療について、以下の医療行為に対応できますか イリョウテキ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ オウシン オヨ ホウモン シンリョウ イカ イリョウ コウイ タイオウ

				Ｑ2-1

				Ｑ2-2

				Ｑ2-3

				Ｑ2-4

				Ｑ2-5

				Ｑ2-6

				Ｑ2-7

				Ｑ2-8

				Ｑ2-9

				Ｑ2-10

				Ｑ2-11

		Ｑ3		3.24時間、重症心身障害児（18歳未満）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイジ サイ ミマン イリョウ タイオウ

				Ｑ3-1

				Ｑ3-2

				Ｑ3-3

		Ｑ4		4.24時間、重症心身障害者（18歳以上）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイシャ サイ イジョウ イリョウ タイオウ

				Ｑ4-1

				Ｑ4-2

				Ｑ4-3

		Ｑ5		5.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する訪問リハビリてーションを提供していますか イリョウテキ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ホウモン テイキョウ

				Ｑ5-1

				Ｑ5-2

				Ｑ5-3

				Ｑ5-4

		Ｑ6		6.重症心身障害児（者）在宅医療に対応できるようになるための条件はなんですか ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ ザイタク イリョウ タイオウ ジョウケン

				Ｑ6-1

				Ｑ6-2

				Ｑ6-3

				Ｑ6-4

				Ｑ6-5

				Ｑ6-6

				Ｑ6-7

				Ｑ6-8

				Ｑ6-9

		Ｑ7		7.重症心身障害児（者）の方に対する医療、在宅生活等についてお気づきのことなど、ご自由にお書きください ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ カタ タイ イリョウ ザイタク セイカツ ナド キ ジユウ カ



		承諾可否 ショウダク カヒ		診療所名 シンリョウジョ メイ		電話番号 デンワ バンゴウ		郵便番号 ユウビンバンゴウ		所在地 ショザイチ		電話番号 デンワ バンゴウ		Ｑ7重症心身障害児（者）の方に対する医療、在宅生活等についてお気づきのことなど、ご自由にお書きください

		承諾 ショウダク		深谷医院 フカヤ イイン		0285-75-0007 		321-4502		真岡市物井1268-7

		承諾 ショウダク		かしま産婦人科 サンフジンカ		0284-65-0341		326-0844		足利市鹿島町501-1				婦人科疾患（不正性器出血/帯下/外陰掻痒等）については外来対応させて頂いております フジンカ シッカン フセイ セイキ シュッケツ タイゲ ガイイン カ カユ ナド ガイライ タイオウ イタダ

		承諾 ショウダク		おおきこどもクリニック		0285-41-0025 		329-0207		小山市美しが丘3-35-3

		承諾 ショウダク		宇都宮市子ども発達センター診療所 ウツノミヤシ コ ハッタツ シンリョウジョ		028-647-4720		320-0851		栃木県宇都宮市鶴田町970-1				その他：子ども発達センター内の療育を利用する児の診療所であるため タ コ ハッタツ ナイ リョウイク リヨウ ジ シンリョウジョ

		承諾 ショウダク		中川医院 ナカガワ イイン		0287-62-0040		325-0057		那須塩原市黒磯幸町6-27

		承諾 ショウダク		にじいろこども診療所 シンリョウジョ		0285-44-7716		329-0414		下野市小金井4-1-1

		承諾 ショウダク		豊郷台クリニック ユタカ ゴウ ダイ		028-643-8998		320-0003		宇都宮市豊郷台2-21-3		028-643-8998（FAX8999）

		承諾 ショウダク		いとうこどもクリニック		0289-63-5566		322-0025		鹿沼市緑町2-2-29

		承諾 ショウダク		清原台こどもクリニック キヨハラ ダイ		028-305-6017		321-3223		宇都宮市清原台2-4-14				その他：医師、看護師の増員 タ イシ カンゴシ ゾウイン

		承諾 ショウダク		さいとう小児科 ショウニカ		0282-22-0757 		328-0015		栃木市万町30番16号		0282-22-0757

		承諾 ショウダク		冨塚メデｲカルクリニック		028-666-2555		321-2116		宇都宮市徳次郎町888				なるべく協力したいが、現在当院副院長が体調悪く、休養中のため困難となっています。 キョウリョク ゲンザイ トウイン フクインチョウ タイチョウ ワル キュウヨウチュウ コンナン

		承諾 ショウダク		山浦内科医院		0284-21-6653 		326-0843		足利市五十部町1256-5

		承諾 ショウダク		小倉医院		0282-82-0057		321-0227		壬生町通町10-5

		承諾 ショウダク		飯岡小児科		0289-65-3257		322-0074		鹿沼市日吉町569-2

		承諾 ショウダク		角田内科医院		0285-53-5665 		329-0511		下野市石橋549

		承諾 ショウダク		おかべこどもクリニック		0285-40-7300 		329-0433		下野市緑5-17-12

		承諾 ショウダク		くろばね齋藤醫院		0287-54-0031		324-0233		大田原市黒羽田町612

		承諾 ショウダク		立花医院		0287-72-0311		325-0003		那須郡那須町寺子乙3967-190				その他：スタッフの充実　　1～9すべて当てはまります タ ジュウジツ ア

		承諾 ショウダク		さいとうハート＆キッズクリニック		0287-53-7979		324-0043		大田原市浅香1-4-3

		承諾 ショウダク		小山すぎの木クリニック		0285-30-3456		323-0806		小山市中久喜1131-1

		承諾 ショウダク		有村小児科医院		028-656-7207		321-0912		宇都宮市石井町3128-11		028-656-7207		無床の診療所の小児科医としては、急性疾患（特に感染症が多く）への対応が中心です。時間に追われています。予防接種については、時間枠をとって対応できます。一次診療についても、訪問看護との連携等があれば対応可能な場合があります。（例えば点滴投薬等）現時点では往診は無理ですが。 ムショウ シンリョウジョ ショウニ カ イ キュウセイ シッカン トク カンセンショウ オオ タイオウ チュウシン ジカン オ ヨボウ セッシュ ジカンワク タイオウ イチジ シンリョウ ホウモン カンゴ レンケイ トウ タイオウ カノウ バアイ タト テンテキ トウヤク ナド ゲンジテン オウシン ムリ

		承諾 ショウダク		吉永医院		0285-63-2303		321-3564		茂木町増井190-1

		承諾 ショウダク		あさかクリニック		0287-22-2601		324-0043		大田原市浅香3-3711

		承諾 ショウダク		坪水医院		0283-62-0265		327-0312		佐野市栃本町2241				若い頃、町田市にある重度心身障害者の施設にボランティアで行き、足で書いたお手紙をもらって感動しました。何かのお役にたてればと思いますが、現在実態がよく分かりません。 ワカ コロ マチダシ ジュウド シンシン ショウガイシャ シセツ イ アシ カ テガミ カンドウ ナニ ヤク オモ ゲンザイ ジッタイ ワ

		承諾 ショウダク		こどもヶ丘診療所		028-615-1077		321-0151		宇都宮市西川田町183-21

		承諾 ショウダク		竹田内科小児科クリニック		0282-29-1233		328-0011		栃木市大宮町52番地		0282-29-1233

		承諾 ショウダク		すながクリニック		0284-44-7211		326-0015		足利市八椚町494-1　

		承諾 ショウダク		片山医院		028-661-9764		321-0944		宇都宮市東峰町3008-21

		承諾 ショウダク		稲毛クリニック		0283-25-2566		327-0103		佐野市石塚町893-1				その他：当クリニックでは勤務医での診療のみを行っており、重症心身障害児に対応できるシステムはととのっておらず、申し訳ありません。 タ トウ キンムイ シンリョウ オコナ ジュウショウ シンシン ショウガイジ タイオウ モウ ワケ

		承諾 ショウダク		小川こどもクリニック		0289-74-5421		322-0027		鹿沼市貝島町5006-2

		承諾 ショウダク		くさの小児科		0284-73-7000		326-0335		足利市上渋垂町338-3

		承諾 ショウダク		みやの杜クリニック　		028-683-7811		321-0904		宇都宮市陽東2-4-5				Q2訪問診療のみ対応可 ホウモン シンリョウ タイオウ カ

		承諾 ショウダク		にいたに内科　		028-675-6515		329-1231		塩谷郡高根沢町宝石台 3-3-19

		承諾 ショウダク		よこやま内科小児科クリニック		0282-24-8102		328-0075		栃木市箱森町38-70

		承諾 ショウダク		さいとうクリニック		0287-39-1805		329-2724		那須塩原市西幸町7-13				その他：現在の診療所での診療との兼ね合いが困難であり、複数の医師や看護師が必要 タ ゲンザイ シンリョウジョ シンリョウ カ ア コンナン フクスウ イシ カンゴシ ヒツヨウ

		承諾 ショウダク		桜井消化器科・内科		028-643-0870		320-0073		宇都宮市細谷1-7-38

		承諾 ショウダク		佐藤医院		0287-96-2841		324-0501		那須郡那珂川町小川2960-1

		承諾 ショウダク		大根田内科医院		028-624-6322		320-0072		宇都宮市若草3-4-22				当方の医師が高齢であり、しかもスタッフがそろっていないので在宅医療は無理なので、ましてや重症心身障害者においておやです。 トウホウ イシ コウレイ ザイタク イリョウ ムリ ジュウショウ シンシン ショウガイシャ

		承諾 ショウダク		医療法人　赤羽病院		028-661-5446		321-0904		宇都宮市陽東7-2-2

		承諾 ショウダク		田井の里クリニック		0285-81-6502		321-4301		真岡市西田井内外748-2

		承諾 ショウダク		みずぬまクリニック		0287-39-1581		329-2751		那須塩原市東三島2-80-6				その他：在宅医療をやっていないので現状は無理である タ ザイタク イリョウ ゲンジョウ ムリ

		承諾 ショウダク		キッズクリニックはせがわ		0283-27-0200		327-0843		佐野市堀米町3946-6				その他：時間的余裕 タ ジカンテキ ヨユウ

		承諾 ショウダク		小森谷内科医院		0282-43-7327		329-4404		栃木市大平町富田4003-8

		承諾 ショウダク		熊倉医院		0282-55-8425		329-4316		下都賀郡岩舟町新里180-1

		承諾 ショウダク		いちはらファミリークリニック		028-612-8350		321-0414		宇都宮市中里町322

		承諾 ショウダク		かとう小児科 ショウニカ		0282-82-7576		321-0218		壬生町落合3-7-30		 

		承諾 ショウダク		福田こどもクリニック		028-659-8850		320-0852		栃木県宇都宮市下砥上町1545-20

		承諾 ショウダク		てらもと小児科		028-650-6636		321-0975		宇都宮市関堀町971-6				小児科医としてはもっと積極的に協力しなければいけないと思いますが、現在の我診療所の状態では不可能なことが多く残念です。 ショウニ カ イ セッキョクテキ キョウリョク オモ ゲンザイ ワガ シンリョウジョ ジョウタイ フカノウ オオ ザンネン

		承諾 ショウダク		木村内科医院		0288-22-7880		321-1264		日光市瀬尾497-1

		承諾 ショウダク		こばやしファミリークリニック		0283-85-9900		327-0311		佐野市多田町566

		承諾 ショウダク		あいファミリィクリニック足利 アシカガ		0284-22-3788		329-4213		足利市寺岡町505-1

		承諾 ショウダク		腰塚医院		0282-62-2072		323-1104		栃木市藤岡町藤岡1845-10

		承諾 ショウダク		桜井こどもクリニック		0282-24-5987		328-0034		栃木市本町16-9

		承諾 ショウダク		神鳥谷クリニック		0285-22-7700		323-0827		小山市神鳥谷1-19-1		 

		承諾 ショウダク		持田医院		0282-67-3661		329-0319		栃木市藤岡町中根115-5

		承諾 ショウダク		田村医院		0282-43-3368		329-4423		栃木市大平町西水代1835-1				Q5.訪問看護、訪問リハビリテーションを利用 ホウモン カンゴ ホウモン リヨウ

		承諾 ショウダク		大橋内科クリニック		0282-82-8522		321-0219		壬生町福和田1003-1

		承諾 ショウダク		てらだファミリークリニック		028-654-2188		321-0132		宇都宮市雀の宮5-5-1

		承諾 ショウダク		あおい内科小児科ｸﾘﾆｯｸ		028-663-6000		321-0973		宇都宮市岩曽町1086-1				その他：往診時間の確保ができること タ オウシン ジカン カクホ

		承諾 ショウダク		飯塚医院		0287-92-2034		324-0613		那須郡那珂川町馬頭484-3

		承諾 ショウダク		やの小児科医院		0285-56-0280		329-0611		河内郡上三川町上三川3446-3

		承諾 ショウダク		仲嶋医院		028-681-7755		329-1311		さくら市氏家3245-17				成人（18才以上）を対象に回答しました セイジン サイ イジョウ タイショウ カイトウ

		承諾 ショウダク		小林診療所		0285-82-3873		321-4369		真岡市熊倉3-10-7

		承諾 ショウダク		西真岡こどもクリニック		0285-81-7900		321-4341		真岡市高勢町3-205-1				その他：現在おこなっています タ ゲンザイ

		承諾 ショウダク		鈴木医院		0285-72-2032		321-4217		益子町益子1747-2

		承諾 ショウダク		緑の屋根診療所		0283-20-2577		327-0843		佐野市堀米町1348-5				地域の社会資源が少ない。マンパワー不足 チイキ シャカイ シゲン スク ブソク

		承諾 ショウダク		ひがのクリニック		0285-74-0051 		321-4521		真岡市久下田941-1

		承諾 ショウダク		豊郷中央渡辺内科　		028-622-8900		320-0004		宇都宮市長岡町1217-5

		承諾 ショウダク		きくちクリニック		028-683-3387		321-0903		宇都宮市下平出町614-2

		承諾 ショウダク		サンレディースクリニック		0282-24-3541		328-0024		栃木市樋ノ口町504-1

		承諾 ショウダク		医療法人　亀田内科		028-633-2884		320-0812		宇都宮市一番町1-28

		承諾 ショウダク		越戸クリニック		028-660-6190		321-0951		宇都宮市越戸町139-6

		承諾 ショウダク		佐藤内科		0285-53-1305		329-0511		下野市石橋839-14

		承諾 ショウダク		グリムこどもクリニック		0285-51-1515		329-0502		下野市下古山2-6-17				事前連絡の上での一次診療、予防接種ですので、申し訳ありません。 ジゼン レンラク ウエ イチジ シンリョウ ヨボウ セッシュ モウ ワケ

		承諾 ショウダク		吉原医院		0288-21-0161		321-1261		日光市今市826-4				その他：設備 タ セツビ

		承諾 ショウダク		梅園医院		028-633-2869		320-0035		宇都宮市伝馬町3-28

		承諾 ショウダク		森田医院		028-633-1573		320-0861		宇都宮市西3-5-8

		承諾 ショウダク		鈴木内科クリニック		028-655-1229		321-0139		宇都宮市若松原2-4-19				その他：24時間対応が必要となると考えますが、当院診療時間内の往診は難しいと考えます。 タ ジカン タイオウ ヒツヨウ カンガ トウイン シンリョウ ジカン ナイ オウシン ムズカ カンガ

		承諾 ショウダク		小松医院		0289-60-5515		322-0064		鹿沼市文化橋町2300-1
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1	#REF!	

病院

		Ｑ１		1.医療ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する外来診療について、以下の医療行為に対応できますか。 イリョウ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ガイライ シンリョウ イカ イリョウ コウイ タイオウ						1.医療ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する外来診療について、以下の医療行為に対応できますか。 イリョウ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ガイライ シンリョウ イカ イリョウ コウイ タイオウ

				Ｑ1-1						Ｑ1-1		予防接種 ヨボウ セッシュ

				Ｑ1-2						Ｑ1-2		一次診療
（経過観察、栄養観察を含む） イチジ シンリョウ ケイカ カンサツ エイヨウ カンサツ フク

				Ｑ1-3						Ｑ1-3		経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ

				Ｑ1-4						Ｑ1-4		経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ

				Ｑ1-5						Ｑ1-5		中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ

				Ｑ1-6						Ｑ1-6		酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ

				Ｑ1-7						Ｑ1-7		気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ

				Ｑ1-8						Ｑ1-8		人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ

				Ｑ1-9						Ｑ1-9		尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ

				Ｑ1-10						Ｑ1-10		人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ

				Ｑ1-11						Ｑ1-11		褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ

		Ｑ２		2.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する往診及び訪問診療について、以下の医療行為に対応できますか イリョウテキ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ オウシン オヨ ホウモン シンリョウ イカ イリョウ コウイ タイオウ						2.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する往診及び訪問診療について、以下の医療行為に対応できますか イリョウテキ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ オウシン オヨ ホウモン シンリョウ イカ イリョウ コウイ タイオウ

				Ｑ2-1						Ｑ2-1		予防接種 ヨボウ セッシュ

				Ｑ2-2						Ｑ2-2		経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ

				Ｑ2-3						Ｑ2-3		経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ

				Ｑ2-4						Ｑ2-4		中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ

				Ｑ2-5						Ｑ2-5		酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ

				Ｑ2-6						Ｑ2-6		気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ

				Ｑ2-7						Ｑ2-7		人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ

				Ｑ2-8						Ｑ2-8		尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ

				Ｑ2-9						Ｑ2-9		人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ

				Ｑ2-10						Ｑ2-10		褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ

		Ｑ3		3.24時間、重症心身障害児（18歳未満）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイジ サイ ミマン イリョウ タイオウ						3.24時間、重症心身障害児（18歳未満）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイジ サイ ミマン イリョウ タイオウ

				Ｑ3-1						Ｑ3-1		できる

				Ｑ3-2						Ｑ3-2		できない

				Ｑ3-3						Ｑ3-3		要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン

		Ｑ4		4.24時間、重症心身障害者（18歳以上）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイシャ サイ イジョウ イリョウ タイオウ						4.24時間、重症心身障害者（18歳以上）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイシャ サイ イジョウ イリョウ タイオウ

				Ｑ4-1						Ｑ4-1		できる

				Ｑ4-2						Ｑ4-2		できない

				Ｑ4-3						Ｑ4-3		要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン

		Ｑ5		5.重症心身障害児（者）のレスパイト入院に対応できますか ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ ニュウイン タイオウ						5.重症心身障害児（者）のレスパイト入院に対応できますか ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ ニュウイン タイオウ

				Ｑ5-1						Ｑ5-1		できる

				Ｑ5-2						Ｑ5-2		できない

				Ｑ5-3						Ｑ5-3		要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン

		Ｑ6		6.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する訪問リハビリテーションを提供していますか イリョウテキ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ホウモン テイキョウ						6.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する訪問リハビリテーションを提供していますか イリョウテキ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ホウモン テイキョウ

				Ｑ6-1						Ｑ6-1		提供している テイキョウ

				Ｑ6-2						Ｑ6-2		提供していない テイキョウ

				Ｑ6-3						Ｑ6-3		提供していないが対応は可能 テイキョウ タイオウ カノウ

				Ｑ6-4						Ｑ6-4		要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン

		Ｑ7		7.平成26年度において、以下における長期入院児（6ヶ月以上）の患者数は何名ですか（「原疾患」及び「長期入院理由」について、複数の理由がある場合は、主な理由を選んでください） ヘイセイ ネンド イカ チョウキ ニュウイン ジ ゲツイジョウ カンジャスウ ナンメイ ゲンシッカン オヨ チョウキ ニュウイン リユウ フクスウ リユウ バアイ オモ リユウ エラ						7.平成26年度において、以下における長期入院児（6ヶ月以上）の患者数は何名ですか（「原疾患」及び「長期入院理由」について、複数の理由がある場合は、主な理由を選んでください） ヘイセイ ネンド イカ チョウキ ニュウイン ジ ゲツイジョウ カンジャスウ ナンメイ ゲンシッカン オヨ チョウキ ニュウイン リユウ フクスウ リユウ バアイ オモ リユウ エラ

				※個別シートにて対応 コベツ タイオウ						※個別シートにて対応 コベツ タイオウ

		Q8		8.重症心身障害児（者）に対する相談窓口はありますか ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ソウダン マドグチ

										1		ある

										2		ない

		Q9		9.重症心身障害児（者）の方に対する医療、在宅生活等についてお気づきのことなど、ご自由にお書きください。 ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ カタ タイ イリョウ ザイタク セイカツ ナド キ ジユウ カ

		承諾可否 ショウダク カヒ		診療所名 シンリョウジョ メイ		電話番号 デンワ バンゴウ		郵便番号 ユウビンバンゴウ		所在地 ショザイチ		Ｑ1.医療ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する外来診療について、以下の医療行為に対応できますか																						Ｑ２医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する往診及び訪問診療について、以下の医療行為に対応できますか																				Ｑ3		Ｑ4		Ｑ5		Q6		Ｑ7		8.重症心身障害児（者）に対する相談窓口はありますか										Q9

												予防接種 ヨボウ セッシュ		一次診療
（経過観察、栄養観察を含む） イチジ シンリョウ ケイカ カンサツ エイヨウ カンサツ フク		経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ		経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ		中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ		酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ		気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ		人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ		尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ		人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ		褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ		予防接種 ヨボウ セッシュ		経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ		経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ		中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ		酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ		気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ		人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ		尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ		人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ		褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ												有無 ウム		部署名・職名 ブショ メイ ショクメイ		ご担当者氏名 タントウシャ シメイ		連絡先TEL レンラクサキ		連絡先MAIL レンラクサキ

		否 イナ		野木病院		0280-57-1011		329-0101		下都賀郡野木町友沼5320-2		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		2

		否 イナ		今市病院		0288-22-2200		321-1261		日光市今市381		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		2

		否 イナ		黒須病院　		028-682-8811		329-1311		さくら市氏家2650		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		2		2		別紙参照 ベッシ サンショウ		1		病診連携室・社会福祉士 ビョウシンレンケイ シツ シャカイ フクシ シ		井上雅晶 イノウエ マサアキ		028-682-8811（代表）
028-681-5551（直通） ダイヒョウ チョクツウ		byo-renkei@kurosu-hospital.jp

		否 イナ		日光市民病院		0288-50-1188		321-1441		日光市清滝安良沢町1752-10		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		2										小児科常務医がいないため、小児科非常勤医師在院時のみ相談可能と考えます ショウニカ ジョウム イ ショウニカ ヒジョウキン イシ ザイイン ジ ソウダン カノウ カンガ

		否 イナ		国際医療福祉大学塩谷病院　		0287-44-1155		329-2145		矢板市富田77		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		2

		否 イナ		那須南病院		0287-84-3911		321-0621		栃木県那須烏山市中央3-2-13		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		2		2		なし		1		医療福祉相談医療連絡室 イリョウ フクシ ソウダン イリョウ レンラク シツ		原健二 ハラ ケンジ		0287-84-3911

		承諾 ショウダク		西方病院		0282-92-2323		322-0601		栃木県上都賀郡西方町金崎273-3		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		1		西方病院地域連携室 ニシカタ ビョウイン チイキ レンケイ シツ				0282-25-7310		nishikata-renkei@cc9.ne.jp

		承諾 ショウダク		新小山市民病院		0285-36-0200		323-0827		栃木県小山市神鳥谷2251-1 ３２３－０８２７		1		1		3		2		2		2		2		2		2		2		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		2		なし		1		医療相談室保健師 イリョウ ソウダンシツ ホケンシ		多賀谷邦子 タガヤ クニコ		0285-36-0256		soudan@hospital.oyama.tochigi.jp		重症心身障害児（者）の方々の外来診察は随時受け入れておりますが、特に障害児の入院についてはまだ十分に対応できる体制になっておりません。そのため、今回のガイドマップの内容で受け入れ可能な項目が少なく申し訳ありません。相談については、幅広く承っております。 ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ カタガタ ガイライ シンサツ ズイジ ウ イ トク ショウガイジ ニュウイン ジュウブン タイオウ タイセイ コンカイ ナイヨウ ウ イ カノウ コウモク スク モウ ワケ ソウダン ハバヒロ ウケタマワ

		承諾 ショウダク		小山厚生病院		0285-22-1105		323-0031		栃木県小山市八幡町2-10-6		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		2		なし		1		看護師長 カンゴシ チョウ		横家よね子 ヨコ イエ コ		0285-22-1105
0285-24-9890				在宅生活困難者につき当院では入院で対応させていただくことが多いです。 ザイタク セイカツ コンナン シャ トウイン ニュウイン タイオウ オオ

		承諾 ショウダク		石橋総合病院		0285-53-1134		329-0511		栃木県下野市石橋628		1		1		1		1		1		1		1		2		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		1		なし		1		地域医療連携部 チイキ イリョウ レンケイ ブ		（部長）岩崎さゆり ブチョウ イワサキ		0285-53-1134		ishibashi-renkei@yushikai.jp

		承諾 ショウダク		下都賀総合病院		0282-22-2551		328-0044		栃木県栃木市富士見町5-32		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		3		なし		1		医療福祉相談室 イリョウ フクシ ソウダンシツ		MSWが3人おります ニン		0282-22-2551

		承諾 ショウダク		とちの木病院		0282-22-7722		328-0071		栃木県栃木市大町39-5		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		2

		承諾 ショウダク		自治医科大学附属病院　		0285-44-2111		329-0498		下野市薬師寺3311-1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		2		3		2		別紙参照 ベッシ サンショウ		1		地域医療連携部（看護師） チイキ イリョウ レンケイ ブ カンゴシ		黒田　光恵 クロダ ミツエ		0285-44-2111		mazuek@jichi.ac.jp		在宅医療を充実させていただくうえで、往診医や地域の開業医の先生方との連携強化やスタッフの充実が望まれると思います。 ザイタク イリョウ ジュウジツ オウシン イ チイキ カイギョウイ センセイガタ レンケイ キョウカ ジュウジツ ノゾ オモ

		承諾 ショウダク		済生会宇都宮病院		028-626-5500		321-0974		宇都宮市竹林町911-1		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		2		別紙参照 ベッシ サンショウ		1		地域連携課 チイキ レンケイ カ		荻津　守 オギツ カミ		028-626-5500

		承諾 ショウダク		足利赤十字病院		0284-21-0121		326-0843		栃木県足利市五十部町284-1		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		3		1		2		別紙参照 ベッシ サンショウ		1		事務部医事課社会福祉士 ジム ブ イジ カ シャカイ フクシ シ		布施　麻由実 フセ マユミ		0284-20-1307				医療依存度の高い患者様が自宅へ退院する場合、利用できる社会資源が限られており、デイサービスやリハビリテーション、ショートステイなどのサービスを本人、ご家族様のニーズに合わせて利用していただくことが困難なケースが多々あります。（例：家族としては週２回以上リハビリに本人を通わせたいと考えているが、リハビリテーション事業所としては利用者数も多いため、週1回の対応が限度と考えている場合など）今回のアンケート調査を機に、各地域の社会資源の情報を整理し、なるべくニーズに合わせて、多くの方に適切にサービスを利用していただける環境を構築できればと思っております。よろしくお願いいたします。 イリョウ イゾンド タカ カンジャサマ ジタク タイイン バアイ リヨウ シャカイ シゲン カギ ホンニン カゾク サマ ア リヨウ コンナン タタ レイ カゾク シュウ カイイジョウ ホンニン カヨ カンガ ジギョウショ リヨウシャ スウ オオ シュウ カイ タイオウ ゲンド カンガ バアイ コンカイ チョウサ キ カクチイキ シャカイ シゲン ジョウホウ セイリ ア オオ カタ テキセツ リヨウ カンキョウ コウチク オモ ネガ

		承諾 ショウダク		獨協医科大学病院		0282-86-1111		321-0293		下都賀郡壬生町大字北小林880		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		3		2		別紙参照 ベッシ サンショウ		1		地域医療連携センター医療福祉相談室 チイキ イリョウ レンケイ イリョウ フクシ ソウダンシツ				0282-87-2185

		承諾 ショウダク		あしかがの森足利病院		0284-91-0611		326-0011		足利市大沼田町615		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		1		2		別紙参照 ベッシ サンショウ		1		メディカルソーシャルワーカー		福地　哲郎 フクチ テツロウ		0284-91-0611		soudan@hshikagu-hospital.or.jp

		承諾 ショウダク		JCHO　うつのみや病院		028-653-1001		321-0143		宇都宮市南高砂町11-17		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		2

		承諾 ショウダク		菅又病院　		028-676-0311		329-1207		塩谷郡高根沢町花岡2351		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		2										要相談の診療項目につきましては、病院にお電話で問い合わせていただければ対応いたします。小児科の入院対応はしておりません。外来診察につきましては、急性期の管理は困難であることもありますが、状態が安定している場合には相談いただければ可能な限り対応いたします。 ヨウ ソウダン シンリョウ コウモク ビョウイン デンワ ト ア タイオウ ショウニカ ニュウイン タイオウ ガイライ シンサツ キュウセイキ カンリ コンナン ジョウタイ アンテイ バアイ ソウダン カノウ カギ タイオウ

		承諾 ショウダク		那須赤十字病院		0287-23-1122		324-8686		栃木県大田原市中田原1081-4		1		1		3		3		3		1		3		1		3		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		1		4		なし		1		地域医療福祉連携課福祉係長 チイキ イリョウ フクシ レンケイ カ フクシ カカリチョウ		野中美希 ノナカ ミキ		0287-23-1122		renkeika@nasu.jrc.or.jp
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病院（作業）

		Ｑ１		1.医療ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する外来診療について、以下の医療行為に対応できますか。 イリョウ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ガイライ シンリョウ イカ イリョウ コウイ タイオウ						1.医療ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する外来診療について、以下の医療行為に対応できますか。 イリョウ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ガイライ シンリョウ イカ イリョウ コウイ タイオウ

				Ｑ1-1						Ｑ1-1		予防接種 ヨボウ セッシュ

				Ｑ1-2						Ｑ1-2		一次診療
（経過観察、栄養観察を含む） イチジ シンリョウ ケイカ カンサツ エイヨウ カンサツ フク

				Ｑ1-3						Ｑ1-3		経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ

				Ｑ1-4						Ｑ1-4		経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ

				Ｑ1-5						Ｑ1-5		中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ

				Ｑ1-6						Ｑ1-6		酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ

				Ｑ1-7						Ｑ1-7		気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ

				Ｑ1-8						Ｑ1-8		人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ

				Ｑ1-9						Ｑ1-9		尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ

				Ｑ1-10						Ｑ1-10		人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ

				Ｑ1-11						Ｑ1-11		褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ

		Ｑ２		2.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する往診及び訪問診療について、以下の医療行為に対応できますか イリョウテキ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ オウシン オヨ ホウモン シンリョウ イカ イリョウ コウイ タイオウ						2.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する往診及び訪問診療について、以下の医療行為に対応できますか イリョウテキ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ オウシン オヨ ホウモン シンリョウ イカ イリョウ コウイ タイオウ

				Ｑ2-1						Ｑ2-1		予防接種 ヨボウ セッシュ

				Ｑ2-2						Ｑ2-2		経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ

				Ｑ2-3						Ｑ2-3		経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ

				Ｑ2-4						Ｑ2-4		中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ

				Ｑ2-5						Ｑ2-5		酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ

				Ｑ2-6						Ｑ2-6		気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ

				Ｑ2-7						Ｑ2-7		人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ

				Ｑ2-8						Ｑ2-8		尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ

				Ｑ2-9						Ｑ2-9		人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ

				Ｑ2-10						Ｑ2-10		褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ

		Ｑ3		3.24時間、重症心身障害児（18歳未満）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイジ サイ ミマン イリョウ タイオウ						3.24時間、重症心身障害児（18歳未満）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイジ サイ ミマン イリョウ タイオウ

				Ｑ3-1						Ｑ3-1		できる

				Ｑ3-2						Ｑ3-2		できない

				Ｑ3-3						Ｑ3-3		要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン

		Ｑ4		4.24時間、重症心身障害者（18歳以上）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイシャ サイ イジョウ イリョウ タイオウ						4.24時間、重症心身障害者（18歳以上）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイシャ サイ イジョウ イリョウ タイオウ

				Ｑ4-1						Ｑ4-1		できる

				Ｑ4-2						Ｑ4-2		できない

				Ｑ4-3						Ｑ4-3		要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン

		Ｑ5		5.重症心身障害児（者）のレスパイト入院に対応できますか ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ ニュウイン タイオウ						5.重症心身障害児（者）のレスパイト入院に対応できますか ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ ニュウイン タイオウ

				Ｑ5-1						Ｑ5-1		できる

				Ｑ5-2						Ｑ5-2		できない

				Ｑ5-3						Ｑ5-3		要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン

		Ｑ6		6.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する訪問リハビリテーションを提供していますか イリョウテキ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ホウモン テイキョウ						6.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する訪問リハビリテーションを提供していますか イリョウテキ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ホウモン テイキョウ

				Ｑ6-1						Ｑ6-1		提供している テイキョウ

				Ｑ6-2						Ｑ6-2		提供していない テイキョウ

				Ｑ6-3						Ｑ6-3		提供していないが対応は可能 テイキョウ タイオウ カノウ

				Ｑ6-4						Ｑ6-4		要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン

		Ｑ7		7.平成26年度において、以下における長期入院児（6ヶ月以上）の患者数は何名ですか（「原疾患」及び「長期入院理由」について、複数の理由がある場合は、主な理由を選んでください） ヘイセイ ネンド イカ チョウキ ニュウイン ジ ゲツイジョウ カンジャスウ ナンメイ ゲンシッカン オヨ チョウキ ニュウイン リユウ フクスウ リユウ バアイ オモ リユウ エラ						7.平成26年度において、以下における長期入院児（6ヶ月以上）の患者数は何名ですか（「原疾患」及び「長期入院理由」について、複数の理由がある場合は、主な理由を選んでください） ヘイセイ ネンド イカ チョウキ ニュウイン ジ ゲツイジョウ カンジャスウ ナンメイ ゲンシッカン オヨ チョウキ ニュウイン リユウ フクスウ リユウ バアイ オモ リユウ エラ

				※個別シートにて対応 コベツ タイオウ						※個別シートにて対応 コベツ タイオウ

		Q8		8.重症心身障害児（者）に対する相談窓口はありますか ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ソウダン マドグチ

										1		ある

										2		ない

		Q9		9.重症心身障害児（者）の方に対する医療、在宅生活等についてお気づきのことなど、ご自由にお書きください。 ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ カタ タイ イリョウ ザイタク セイカツ ナド キ ジユウ カ

		承諾可否 ショウダク カヒ		診療所名 シンリョウジョ メイ		電話番号 デンワ バンゴウ		郵便番号 ユウビンバンゴウ		所在地 ショザイチ		Ｑ1.医療ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する外来診療について、以下の医療行為に対応できますか																						Ｑ２医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する往診及び訪問診療について、以下の医療行為に対応できますか																				Ｑ3		Ｑ4		Ｑ5		Q6		Ｑ7		8.重症心身障害児（者）に対する相談窓口はありますか										Q9

												予防接種 ヨボウ セッシュ		一次診療
（経過観察、栄養観察を含む） イチジ シンリョウ ケイカ カンサツ エイヨウ カンサツ フク		経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ		経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ		中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ		酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ		気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ		人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ		尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ		人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ		褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ		予防接種 ヨボウ セッシュ		経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ		経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ		中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ		酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ		気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ		人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ		尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ		人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ		褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ												有無 ウム		部署名・職名 ブショ メイ ショクメイ		ご担当者氏名 タントウシャ シメイ		連絡先TEL レンラクサキ		連絡先MAIL レンラクサキ

		否 イナ		野木病院		0280-57-1011		329-0101		下都賀郡野木町友沼5320-2		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		2

		否 イナ		今市病院		0288-22-2200		321-1261		日光市今市381		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		2

		否 イナ		黒須病院　		028-682-8811		329-1311		さくら市氏家2650		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		2		2		別紙参照 ベッシ サンショウ		1		病診連携室・社会福祉士 ビョウシンレンケイ シツ シャカイ フクシ シ		井上雅晶 イノウエ マサアキ		028-682-8811（代表）
028-681-5551（直通） ダイヒョウ チョクツウ		byo-renkei@kurosu-hospital.jp

		否 イナ		日光市民病院		0288-50-1188		321-1441		日光市清滝安良沢町1752-10		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		2										小児科常務医がいないため、小児科非常勤医師在院時のみ相談可能と考えます ショウニカ ジョウム イ ショウニカ ヒジョウキン イシ ザイイン ジ ソウダン カノウ カンガ

		否 イナ		国際医療福祉大学塩谷病院　		0287-44-1155		329-2145		矢板市富田77		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		2

		否 イナ		那須南病院		0287-84-3911		321-0621		栃木県那須烏山市中央3-2-13		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		2		2		なし		1		医療福祉相談医療連絡室 イリョウ フクシ ソウダン イリョウ レンラク シツ		原健二 ハラ ケンジ		0287-84-3911

		承諾 ショウダク		西方病院		0282-92-2323		322-0601		栃木県上都賀郡西方町金崎273-3		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		1		西方病院地域連携室 ニシカタ ビョウイン チイキ レンケイ シツ				0282-25-7310		nishikata-renkei@cc9.ne.jp

		承諾 ショウダク		新小山市民病院		0285-36-0200		323-0827		栃木県小山市神鳥谷2251-1 ３２３－０８２７		1		1		3		2		2		2		2		2		2		2		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		2		なし		1		医療相談室保健師 イリョウ ソウダンシツ ホケンシ		多賀谷邦子 タガヤ クニコ		0285-36-0256		soudan@hospital.oyama.tochigi.jp		重症心身障害児（者）の方々の外来診察は随時受け入れておりますが、特に障害児の入院についてはまだ十分に対応できる体制になっておりません。そのため、今回のガイドマップの内容で受け入れ可能な項目が少なく申し訳ありません。相談については、幅広く承っております。 ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ カタガタ ガイライ シンサツ ズイジ ウ イ トク ショウガイジ ニュウイン ジュウブン タイオウ タイセイ コンカイ ナイヨウ ウ イ カノウ コウモク スク モウ ワケ ソウダン ハバヒロ ウケタマワ

		承諾 ショウダク		小山厚生病院		0285-22-1105		323-0031		栃木県小山市八幡町2-10-6		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		2		なし		1		看護師長 カンゴシ チョウ		横家よね子 ヨコ イエ コ		0285-22-1105
0285-24-9890				在宅生活困難者につき当院では入院で対応させていただくことが多いです。 ザイタク セイカツ コンナン シャ トウイン ニュウイン タイオウ オオ

		承諾 ショウダク		石橋総合病院		0285-53-1134		329-0511		栃木県下野市石橋628		1		1		1		1		1		1		1		2		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		1		なし		1		地域医療連携部 チイキ イリョウ レンケイ ブ		（部長）岩崎さゆり ブチョウ イワサキ		0285-53-1134		ishibashi-renkei@yushikai.jp

		承諾 ショウダク		下都賀総合病院		0282-22-2551		328-0044		栃木県栃木市富士見町5-32		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		3		なし		1		医療福祉相談室 イリョウ フクシ ソウダンシツ		MSWが3人おります ニン		0282-22-2551

		承諾 ショウダク		とちの木病院		0282-22-7722		328-0071		栃木県栃木市大町39-5		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		2

		承諾 ショウダク		自治医科大学附属病院　		0285-44-2111		329-0498		下野市薬師寺3311-1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		2		3		2		別紙参照 ベッシ サンショウ		1		地域医療連携部（看護師） チイキ イリョウ レンケイ ブ カンゴシ		黒田　光恵 クロダ ミツエ		0285-44-2111		mazuek@jichi.ac.jp		在宅医療を充実させていただくうえで、往診医や地域の開業医の先生方との連携強化やスタッフの充実が望まれると思います。 ザイタク イリョウ ジュウジツ オウシン イ チイキ カイギョウイ センセイガタ レンケイ キョウカ ジュウジツ ノゾ オモ

		承諾 ショウダク		済生会宇都宮病院		028-626-5500		321-0974		宇都宮市竹林町911-1		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		2		別紙参照 ベッシ サンショウ		1		地域連携課 チイキ レンケイ カ		荻津　守 オギツ カミ		028-626-5500

		承諾 ショウダク		足利赤十字病院		0284-21-0121		326-0843		栃木県足利市五十部町284-1		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		3		1		2		別紙参照 ベッシ サンショウ		1		事務部医事課社会福祉士 ジム ブ イジ カ シャカイ フクシ シ		布施　麻由実 フセ マユミ		0284-20-1307				医療依存度の高い患者様が自宅へ退院する場合、利用できる社会資源が限られており、デイサービスやリハビリテーション、ショートステイなどのサービスを本人、ご家族様のニーズに合わせて利用していただくことが困難なケースが多々あります。（例：家族としては週２回以上リハビリに本人を通わせたいと考えているが、リハビリテーション事業所としては利用者数も多いため、週1回の対応が限度と考えている場合など）今回のアンケート調査を機に、各地域の社会資源の情報を整理し、なるべくニーズに合わせて、多くの方に適切にサービスを利用していただける環境を構築できればと思っております。よろしくお願いいたします。 イリョウ イゾンド タカ カンジャサマ ジタク タイイン バアイ リヨウ シャカイ シゲン カギ ホンニン カゾク サマ ア リヨウ コンナン タタ レイ カゾク シュウ カイイジョウ ホンニン カヨ カンガ ジギョウショ リヨウシャ スウ オオ シュウ カイ タイオウ ゲンド カンガ バアイ コンカイ チョウサ キ カクチイキ シャカイ シゲン ジョウホウ セイリ ア オオ カタ テキセツ リヨウ カンキョウ コウチク オモ ネガ

		承諾 ショウダク		獨協医科大学病院		0282-86-1111		321-0293		下都賀郡壬生町大字北小林880		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		3		2		別紙参照 ベッシ サンショウ		1		地域医療連携センター医療福祉相談室 チイキ イリョウ レンケイ イリョウ フクシ ソウダンシツ				0282-87-2185

		承諾 ショウダク		あしかがの森足利病院		0284-91-0611		326-0011		足利市大沼田町615		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		1		2		別紙参照 ベッシ サンショウ		1		メディカルソーシャルワーカー		福地　哲郎 フクチ テツロウ		0284-91-0611		soudan@hshikagu-hospital.or.jp

		承諾 ショウダク		JCHO　うつのみや病院		028-653-1001		321-0143		宇都宮市南高砂町11-17		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		2

		承諾 ショウダク		菅又病院　		028-676-0311		329-1207		塩谷郡高根沢町花岡2351		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		2										要相談の診療項目につきましては、病院にお電話で問い合わせていただければ対応いたします。小児科の入院対応はしておりません。外来診察につきましては、急性期の管理は困難であることもありますが、状態が安定している場合には相談いただければ可能な限り対応いたします。 ヨウ ソウダン シンリョウ コウモク ビョウイン デンワ ト ア タイオウ ショウニカ ニュウイン タイオウ ガイライ シンサツ キュウセイキ カンリ コンナン ジョウタイ アンテイ バアイ ソウダン カノウ カギ タイオウ

		承諾 ショウダク		那須赤十字病院		0287-23-1122		324-8686		栃木県大田原市中田原1081-4		1		1		3		3		3		1		3		1		3		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		1		4		なし		1		地域医療福祉連携課福祉係長 チイキ イリョウ フクシ レンケイ カ フクシ カカリチョウ		野中美希 ノナカ ミキ		0287-23-1122		renkeika@nasu.jrc.or.jp



												Ｑ1.医療ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する外来診療について、以下の医療行為に対応できますか

												予防接種 ヨボウ セッシュ		一次診療
（経過観察、栄養観察を含む） イチジ シンリョウ ケイカ カンサツ エイヨウ カンサツ フク		経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ		経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ		中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ		酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ		気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ		人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ		尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ		人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ		褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ

										できる		13		13		9		8		7		9		8		8		7		7		7

										できない		3		3		7		8		8		8		8		9		8		8		6

										要相談 ヨウ ソウダン		4		4		4		4		5		3		4		3		5		5		7



												Ｑ２医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する往診及び訪問診療について、以下の医療行為に対応できますか

												予防接種 ヨボウ セッシュ		経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ		経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ		中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ		酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ		気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ		人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ		尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ		人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ		褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ

										できる		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

										できない		19		20		20		20		20		20		20		20		20		20

										要相談 ヨウ ソウダン		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0



										Ｑ3		3.24時間、重症心身障害児（18歳未満）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイジ サイ ミマン イリョウ タイオウ				3.24時間、重症心身障害児（18歳未満）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイジ サイ ミマン イリョウ タイオウ

										できる		4

										できない		14

										要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン		2

										Ｑ4		4.24時間、重症心身障害者（18歳以上）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイシャ サイ イジョウ イリョウ タイオウ				4.24時間、重症心身障害者（18歳以上）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイシャ サイ イジョウ イリョウ タイオウ

										できる		3

										できない		9																																																														事業所名 ジギョウショ メイ		部署名・職名 ブショ メイ ショクメイ		ご担当者氏名 タントウシャ シメイ		連絡先TEL レンラクサキ		Mail

										要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン		8																																																														西方病院		西方病院地域連携室 ニシカタ ビョウイン チイキ レンケイ シツ				0282-25-7310		nishikata-renkei@cc9.ne.jp

										Ｑ5		5.重症心身障害児（者）のレスパイト入院に対応できますか ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ ニュウイン タイオウ				5.重症心身障害児（者）のレスパイト入院に対応できますか ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ ニュウイン タイオウ																																																										新小山市民病院		医療相談室保健師 イリョウ ソウダンシツ ホケンシ		多賀谷邦子 タガヤ クニコ		0285-36-0256		soudan@hospital.oyama.tochigi.jp

										できる		5																																																														小山厚生病院		看護師長 カンゴシ チョウ		横家よね子 ヨコ イエ コ		0285-22-1105
0285-24-9890

										できない		10																																																														石橋総合病院		地域医療連携部 チイキ イリョウ レンケイ ブ		（部長）岩崎さゆり ブチョウ イワサキ		0285-53-1134		ishibashi-renkei@yushikai.jp

										要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン		5																																																														下都賀総合病院		医療福祉相談室 イリョウ フクシ ソウダンシツ		MSWが3人おります ニン		0282-22-2551

										Ｑ6		6.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する訪問リハビリテーションを提供していますか イリョウテキ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ホウモン テイキョウ				6.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する訪問リハビリテーションを提供していますか イリョウテキ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ホウモン テイキョウ																																																										自治医科大学附属病院　		地域医療連携部（看護師） チイキ イリョウ レンケイ ブ カンゴシ		黒田　光恵 クロダ ミツエ		0285-44-2111		mazuek@jichi.ac.jp

										提供している テイキョウ		1																																																														済生会宇都宮病院		地域連携課 チイキ レンケイ カ		荻津　守 オギツ カミ		028-626-5500

										提供していない テイキョウ		17																																																														足利赤十字病院		事務部医事課社会福祉士 ジム ブ イジ カ シャカイ フクシ シ		布施　麻由実 フセ マユミ		0284-20-1307

										提供していないが対応は可能 テイキョウ タイオウ カノウ		1																																																														獨協医科大学病院		地域医療連携センター医療福祉相談室 チイキ イリョウ レンケイ イリョウ フクシ ソウダンシツ				0282-87-2185

										要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン		1																																																														あしかがの森足利病院		メディカルソーシャルワーカー		福地　哲郎 フクチ テツロウ		0284-91-0611		soudan@hshikagu-hospital.or.jp

										Ｑ7		7.平成26年度において、以下における長期入院児（6ヶ月以上）の患者数は何名ですか（「原疾患」及び「長期入院理由」について、複数の理由がある場合は、主な理由を選んでください） ヘイセイ ネンド イカ チョウキ ニュウイン ジ ゲツイジョウ カンジャスウ ナンメイ ゲンシッカン オヨ チョウキ ニュウイン リユウ フクスウ リユウ バアイ オモ リユウ エラ				7.平成26年度において、以下における長期入院児（6ヶ月以上）の患者数は何名ですか（「原疾患」及び「長期入院理由」について、複数の理由がある場合は、主な理由を選んでください） ヘイセイ ネンド イカ チョウキ ニュウイン ジ ゲツイジョウ カンジャスウ ナンメイ ゲンシッカン オヨ チョウキ ニュウイン リユウ フクスウ リユウ バアイ オモ リユウ エラ																																																										那須赤十字病院		地域医療福祉連携課福祉係長 チイキ イリョウ フクシ レンケイ カ フクシ カカリチョウ		野中美希 ノナカ ミキ		0287-23-1122		renkeika@nasu.jrc.or.jp

										Q8		8.重症心身障害児（者）に対する相談窓口はありますか ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ソウダン マドグチ

																1		ある		13

																2		ない		7

																														できる		できない		要相談 ヨウ ソウダン						できる		できない		要相談 ヨウ ソウダン						提供している テイキョウ		提供していない テイキョウ		提供していないが対応は可能 テイキョウ タイオウ カノウ		要相談 ヨウ ソウダン										NICU及びGCU オヨ		PICU		その他小児病棟 タ ショウニ ビョウトウ

																												予防接種 ヨボウ セッシュ		13		3		4				18歳未満 サイ ミマン		4		14		2						5		10		5		5								6ヶ月以上1年未満 ゲツイジョウ ネン ミマン		9		0		11

																												一次診療
（経過観察、栄養観察を含む） イチジ シンリョウ ケイカ カンサツ エイヨウ カンサツ フク		13		3		4				18歳以上 サイ イジョウ		3		9		8																				1年以上2年未満 ネンイジョウ ネン ミマン		1		0		10

																												経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ		9		7		4																提供している テイキョウ		5												2年以上 ネンイジョウ		4		0		154

																												経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ		8		8		4						できる		できない		要相談 ヨウ ソウダン						提供していない テイキョウ		10

																												中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ		7		8		5						5		10		5						提供していないが対応は可能 テイキョウ タイオウ カノウ		5

																												酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ		9		8		3						3		9		8						要相談 ヨウ ソウダン		5														NICU及びGCU オヨ		PICU		その他小児病棟 タ ショウニ ビョウトウ

																												気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ		8		8		4																														新生児仮死 シンセイジ カシ		2		0		38

																												人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ		8		9		3																														仮死以外の神経、筋疾患 カシ イガイ シンケイ キン シッカン		3		0		48

																												尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ		7		8		5						ある		ない										乳児～2歳 ニュウジ サイ		3歳～6歳 サイ サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13歳～17歳 サイ サイ		18歳以上 サイイジョウ				事故 ジコ		0		0		4

																												人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ		7		8		5						13		7								気管切開人工呼吸患者 キカン セッカイ ジンコウ コキュウ カンジャ		11		4		8		5		12				先天異常症候群 センテン イジョウ ショウコウグン		11		0		22

																												褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ		7		6		7																非気管切開人工呼吸患者（NPPV) ヒ キカン セッカイ ジンコウ コキュウ カンジャ		2		0		0		0		1				慢性肺疾患、気道病変 マンセイ ハイ シッカン キドウ ビョウヘン		1		0		0

																																																		気管切開患者 キカン セッカイ カンジャ		2		3		2		0		14				低出生体重児 テイ シュッセイ タイジュウ ジ		5		0		7

																														できる		できない		要相談 ヨウ ソウダン																その他 タ		4		2		2		0		1				社会的事情 シャカイテキ ジジョウ		0		0		2

																												予防接種 ヨボウ セッシュ		0		19		1																														その他 タ		2		0		44

																												経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ		0		20		0

																												経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ		0		20		0																																NICU及びGCU オヨ		PICU		その他小児病棟 タ ショウニ ビョウトウ

																												中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ		0		20		0																														病状が不安定 ビョウジョウ フアンテイ		6		0		30

																												酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ		0		20		0																														療育施設入所待ち リョウイク シセツ ニュウショ マ		0		0		18

																												気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ		0		20		0																														中間施設受入体制の不備 チュウカン シセツ ウケイレ タイセイ フビ		0		0		0

																												人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ		0		20		0																														地域サポートの不備 チイキ フビ		0		0		0

																												尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ		0		20		0																														病院の在宅医療フォロー体制不備 ビョウイン ザイタク イリョウ タイセイ フビ		0		0		0

																												人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ		0		20		0																														家族の受入困難 カゾク ウケイレ コンナン		4		0		127

																												褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ		0		20		0																														家庭環境、経済的理由 カテイ カンキョウ ケイザイテキ リユウ		1		0		5

																																																																在宅準備中 ザイタク ジュンビチュウ		3		0		4

																																																																その他 タ		0		0		1

																												24時間、重症心身障害児の医療に対応ができますか
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病院 (記述)

		承諾可否 ショウダク カヒ		診療所名 シンリョウジョ メイ		電話番号 デンワ バンゴウ		郵便番号 ユウビンバンゴウ		所在地 ショザイチ		9.重症心身障害児（者）の方に対する医療、在宅生活等についてお気づきのことなど、ご自由にお書きください。



		否 イナ		野木病院		0280-57-1011		329-0101		下都賀郡野木町友沼5320-2

		否 イナ		今市病院		0288-22-2200		321-1261		日光市今市381

		否 イナ		黒須病院　		028-682-8811		329-1311		さくら市氏家2650

		否 イナ		日光市民病院		0288-50-1188		321-1441		日光市清滝安良沢町1752-10		小児科常務医がいないため、小児科非常勤医師在院時のみ相談可能と考えます ショウニカ ジョウム イ ショウニカ ヒジョウキン イシ ザイイン ジ ソウダン カノウ カンガ

		否 イナ		国際医療福祉大学塩谷病院　		0287-44-1155		329-2145		矢板市富田77

		否 イナ		那須南病院		0287-84-3911		321-0621		栃木県那須烏山市中央3-2-13

		承諾 ショウダク		西方病院		0282-92-2323		322-0601		栃木県上都賀郡西方町金崎273-3

		承諾 ショウダク		新小山市民病院		0285-36-0200		323-0827		栃木県小山市神鳥谷2251-1 ３２３－０８２７		重症心身障害児（者）の方々の外来診察は随時受け入れておりますが、特に障害児の入院についてはまだ十分に対応できる体制になっておりません。そのため、今回のガイドマップの内容で受け入れ可能な項目が少なく申し訳ありません。相談については、幅広く承っております。 ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ カタガタ ガイライ シンサツ ズイジ ウ イ トク ショウガイジ ニュウイン ジュウブン タイオウ タイセイ コンカイ ナイヨウ ウ イ カノウ コウモク スク モウ ワケ ソウダン ハバヒロ ウケタマワ

		承諾 ショウダク		小山厚生病院		0285-22-1105		323-0031		栃木県小山市八幡町2-10-6		在宅生活困難者につき当院では入院で対応させていただくことが多いです。 ザイタク セイカツ コンナン シャ トウイン ニュウイン タイオウ オオ

		承諾 ショウダク		石橋総合病院		0285-53-1134		329-0511		栃木県下野市石橋628

		承諾 ショウダク		下都賀総合病院		0282-22-2551		328-0044		栃木県栃木市富士見町5-32

		承諾 ショウダク		とちの木病院		0282-22-7722		328-0071		栃木県栃木市大町39-5

		承諾 ショウダク		自治医科大学附属病院　		0285-44-2111		329-0498		下野市薬師寺3311-1		在宅医療を充実させていただくうえで、往診医や地域の開業医の先生方との連携強化やスタッフの充実が望まれると思います。 ザイタク イリョウ ジュウジツ オウシン イ チイキ カイギョウイ センセイガタ レンケイ キョウカ ジュウジツ ノゾ オモ

		承諾 ショウダク		済生会宇都宮病院		028-626-5500		321-0974		宇都宮市竹林町911-1

		承諾 ショウダク		足利赤十字病院		0284-21-0121		326-0843		栃木県足利市五十部町284-1		医療依存度の高い患者様が自宅へ退院する場合、利用できる社会資源が限られており、デイサービスやリハビリテーション、ショートステイなどのサービスを本人、ご家族様のニーズに合わせて利用していただくことが困難なケースが多々あります。（例：家族としては週２回以上リハビリに本人を通わせたいと考えているが、リハビリテーション事業所としては利用者数も多いため、週1回の対応が限度と考えている場合など）今回のアンケート調査を機に、各地域の社会資源の情報を整理し、なるべくニーズに合わせて、多くの方に適切にサービスを利用していただける環境を構築できればと思っております。よろしくお願いいたします。 イリョウ イゾンド タカ カンジャサマ ジタク タイイン バアイ リヨウ シャカイ シゲン カギ ホンニン カゾク サマ ア リヨウ コンナン タタ レイ カゾク シュウ カイイジョウ ホンニン カヨ カンガ ジギョウショ リヨウシャ スウ オオ シュウ カイ タイオウ ゲンド カンガ バアイ コンカイ チョウサ キ カクチイキ シャカイ シゲン ジョウホウ セイリ ア オオ カタ テキセツ リヨウ カンキョウ コウチク オモ ネガ

		承諾 ショウダク		獨協医科大学病院		0282-86-1111		321-0293		下都賀郡壬生町大字北小林880

		承諾 ショウダク		あしかがの森足利病院		0284-91-0611		326-0011		足利市大沼田町615

		承諾 ショウダク		JCHO　うつのみや病院		028-653-1001		321-0143		宇都宮市南高砂町11-17

		承諾 ショウダク		菅又病院　		028-676-0311		329-1207		塩谷郡高根沢町花岡2351		要相談の診療項目につきましては、病院にお電話で問い合わせていただければ対応いたします。小児科の入院対応はしておりません。外来診察につきましては、急性期の管理は困難であることもありますが、状態が安定している場合には相談いただければ可能な限り対応いたします。 ヨウ ソウダン シンリョウ コウモク ビョウイン デンワ ト ア タイオウ ショウニカ ニュウイン タイオウ ガイライ シンサツ キュウセイキ カンリ コンナン ジョウタイ アンテイ バアイ ソウダン カノウ カギ タイオウ

		承諾 ショウダク		那須赤十字病院		0287-23-1122		324-8686		栃木県大田原市中田原1081-4





病院Ｑ7統計



				乳児～2歳 ニュウジ サイ		3歳～6歳 サイ サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13歳～17歳 サイ サイ		18歳以上 サイイジョウ

		気管切開人工呼吸患者 キカン セッカイ ジンコウ コキュウ カンジャ		11		4		8		5		12

		非気管切開人工呼吸患者（NPPV) ヒ キカン セッカイ ジンコウ コキュウ カンジャ		2		0		0		0		1

		気管切開患者 キカン セッカイ カンジャ		2		3		2		0		14

		その他 タ		4		2		2		0		1



		入院期間 ニュウイン キカン		NICU及びGCU オヨ		PICU		その他小児病棟 タ ショウニ ビョウトウ

		6ヶ月以上1年未満 ゲツイジョウ ネン ミマン		9		0		11

		1年以上2年未満 ネンイジョウ ネン ミマン		1		0		10

		2年以上 ネンイジョウ		4		0		154

		原疾患 ゲンシッカン		NICU及びGCU オヨ		PICU		その他小児病棟 タ ショウニ ビョウトウ

		新生児仮死 シンセイジ カシ		2		0		38

		仮死以外の神経、筋疾患 カシ イガイ シンケイ キン シッカン		3		0		48

		事故 ジコ		0		0		4

		先天異常症候群 センテン イジョウ ショウコウグン		11		0		22

		慢性肺疾患、気道病変 マンセイ ハイ シッカン キドウ ビョウヘン		1		0		0

		低出生体重児 テイ シュッセイ タイジュウ ジ		5		0		7

		社会的事情 シャカイテキ ジジョウ		0		0		2

		その他 タ		2		0		44

		長期入院理由 チョウキ ニュウイン リユウ		NICU及びGCU オヨ		PICU		その他小児病棟 タ ショウニ ビョウトウ

		病状が不安定 ビョウジョウ フアンテイ		6		0		30

		療育施設入所待ち リョウイク シセツ ニュウショ マ		0		0		18

		中間施設受入体制の不備 チュウカン シセツ ウケイレ タイセイ フビ		0		0		0

		地域サポートの不備 チイキ フビ		0		0		0

		病院の在宅医療フォロー体制不備 ビョウイン ザイタク イリョウ タイセイ フビ		0		0		0

		家族の受入困難 カゾク ウケイレ コンナン		4		0		127

		家庭環境、経済的理由 カテイ カンキョウ ケイザイテキ リユウ		1		0		5

		在宅準備中 ザイタク ジュンビチュウ		3		0		4

		その他 タ		0		0		1





黒須病院

				乳児～2歳 ニュウジ サイ		3歳～6歳 サイ サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13歳～17歳 サイ サイ		18歳以上 サイイジョウ

		気管切開人工呼吸患者 キカン セッカイ ジンコウ コキュウ カンジャ										1

		非気管切開人工呼吸患者（NPPV) ヒ キカン セッカイ ジンコウ コキュウ カンジャ										0

		気管切開患者 キカン セッカイ カンジャ										3

		その他 タ



		入院期間 ニュウイン キカン		NICU及びGCU オヨ		PICU		その他小児病棟 タ ショウニ ビョウトウ

		6ヶ月以上1年未満 ゲツイジョウ ネン ミマン

		1年以上2年未満 ネンイジョウ ネン ミマン

		2年以上 ネンイジョウ

		原疾患 ゲンシッカン

		新生児仮死 シンセイジ カシ

		仮死以外の神経、筋疾患 カシ イガイ シンケイ キン シッカン

		事故（溺水、交通事故、転落等） ジコ デキスイ コウツウ ジコ テンラク ナド

		先天異常症候群（染色体異常、欠乏奇形症候群、欠乏性代謝異常など） センテン イジョウ ショウコウグン センショクタイ イジョウ ケツボウ キケイ ショウコウグン ケツボウ セイ タイシャ イジョウ

		慢性肺疾患、気道病変 マンセイ ハイ シッカン キドウ ビョウヘン

		低出生体重児 テイ シュッセイ タイジュウ ジ

		社会的事情 シャカイテキ ジジョウ

		その他 タ

		長期入院理由 チョウキ ニュウイン リユウ

		病状が不安定 ビョウジョウ フアンテイ

		療育施設入所待ち リョウイク シセツ ニュウショ マ

		中間施設受入体制の不備 チュウカン シセツ ウケイレ タイセイ フビ

		地域サポートの不備 チイキ フビ

		病院の在宅医療フォロー体制不備 ビョウイン ザイタク イリョウ タイセイ フビ

		家族の受入困難 カゾク ウケイレ コンナン

		家庭環境、経済的理由 カテイ カンキョウ ケイザイテキ リユウ

		在宅準備中 ザイタク ジュンビチュウ

		その他 タ





自治医科大学附属病院

				乳児～2歳 ニュウジ サイ		3歳～6歳 サイ サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13歳～17歳 サイ サイ		18歳以上 サイイジョウ

		気管切開人工呼吸患者 キカン セッカイ ジンコウ コキュウ カンジャ		1

		非気管切開人工呼吸患者（NPPV) ヒ キカン セッカイ ジンコウ コキュウ カンジャ		1

		気管切開患者 キカン セッカイ カンジャ						1				1

		その他 タ		2		1



		入院期間 ニュウイン キカン		NICU及びGCU オヨ		PICU		その他小児病棟 タ ショウニ ビョウトウ

		6ヶ月以上1年未満 ゲツイジョウ ネン ミマン						4

		1年以上2年未満 ネンイジョウ ネン ミマン						2

		2年以上 ネンイジョウ						1

		原疾患 ゲンシッカン

		新生児仮死 シンセイジ カシ

		仮死以外の神経、筋疾患 カシ イガイ シンケイ キン シッカン						3

		事故（溺水、交通事故、転落等） ジコ デキスイ コウツウ ジコ テンラク ナド

		先天異常症候群（染色体異常、欠乏奇形症候群、欠乏性代謝異常など） センテン イジョウ ショウコウグン センショクタイ イジョウ ケツボウ キケイ ショウコウグン ケツボウ セイ タイシャ イジョウ						3

		慢性肺疾患、気道病変 マンセイ ハイ シッカン キドウ ビョウヘン

		低出生体重児 テイ シュッセイ タイジュウ ジ						1

		社会的事情 シャカイテキ ジジョウ

		その他 タ

		長期入院理由 チョウキ ニュウイン リユウ

		病状が不安定 ビョウジョウ フアンテイ						5

		療育施設入所待ち リョウイク シセツ ニュウショ マ						0

		中間施設受入体制の不備 チュウカン シセツ ウケイレ タイセイ フビ						0

		地域サポートの不備 チイキ フビ						0

		病院の在宅医療フォロー体制不備 ビョウイン ザイタク イリョウ タイセイ フビ						0

		家族の受入困難 カゾク ウケイレ コンナン						1

		家庭環境、経済的理由 カテイ カンキョウ ケイザイテキ リユウ						0

		在宅準備中 ザイタク ジュンビチュウ						1

		その他 タ						0





済生会宇都宮病院

				乳児～2歳 ニュウジ サイ		3歳～6歳 サイ サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13歳～17歳 サイ サイ		18歳以上 サイイジョウ

		気管切開人工呼吸患者 キカン セッカイ ジンコウ コキュウ カンジャ						1				2

		非気管切開人工呼吸患者（NPPV) ヒ キカン セッカイ ジンコウ コキュウ カンジャ

		気管切開患者 キカン セッカイ カンジャ

		その他 タ										1



		入院期間 ニュウイン キカン		NICU及びGCU オヨ		PICU		その他小児病棟 タ ショウニ ビョウトウ

		6ヶ月以上1年未満 ゲツイジョウ ネン ミマン						1

		1年以上2年未満 ネンイジョウ ネン ミマン

		2年以上 ネンイジョウ						3

		原疾患 ゲンシッカン

		新生児仮死 シンセイジ カシ						1

		仮死以外の神経、筋疾患 カシ イガイ シンケイ キン シッカン

		事故（溺水、交通事故、転落等） ジコ デキスイ コウツウ ジコ テンラク ナド

		先天異常症候群（染色体異常、欠乏奇形症候群、欠乏性代謝異常など） センテン イジョウ ショウコウグン センショクタイ イジョウ ケツボウ キケイ ショウコウグン ケツボウ セイ タイシャ イジョウ

		慢性肺疾患、気道病変 マンセイ ハイ シッカン キドウ ビョウヘン

		低出生体重児 テイ シュッセイ タイジュウ ジ

		社会的事情 シャカイテキ ジジョウ

		その他 タ						3

		長期入院理由 チョウキ ニュウイン リユウ

		病状が不安定 ビョウジョウ フアンテイ

		療育施設入所待ち リョウイク シセツ ニュウショ マ						3

		中間施設受入体制の不備 チュウカン シセツ ウケイレ タイセイ フビ

		地域サポートの不備 チイキ フビ

		病院の在宅医療フォロー体制不備 ビョウイン ザイタク イリョウ タイセイ フビ

		家族の受入困難 カゾク ウケイレ コンナン

		家庭環境、経済的理由 カテイ カンキョウ ケイザイテキ リユウ

		在宅準備中 ザイタク ジュンビチュウ

		その他 タ						1





足利赤十字病院

				乳児～2歳 ニュウジ サイ		3歳～6歳 サイ サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13歳～17歳 サイ サイ		18歳以上 サイイジョウ

		気管切開人工呼吸患者 キカン セッカイ ジンコウ コキュウ カンジャ

		非気管切開人工呼吸患者（NPPV) ヒ キカン セッカイ ジンコウ コキュウ カンジャ		1

		気管切開患者 キカン セッカイ カンジャ

		その他 タ



		入院期間 ニュウイン キカン		NICU及びGCU オヨ		PICU		その他小児病棟 タ ショウニ ビョウトウ

		6ヶ月以上1年未満 ゲツイジョウ ネン ミマン						1

		1年以上2年未満 ネンイジョウ ネン ミマン

		2年以上 ネンイジョウ

		原疾患 ゲンシッカン

		新生児仮死 シンセイジ カシ

		仮死以外の神経、筋疾患 カシ イガイ シンケイ キン シッカン

		事故（溺水、交通事故、転落等） ジコ デキスイ コウツウ ジコ テンラク ナド

		先天異常症候群（染色体異常、欠乏奇形症候群、欠乏性代謝異常など） センテン イジョウ ショウコウグン センショクタイ イジョウ ケツボウ キケイ ショウコウグン ケツボウ セイ タイシャ イジョウ

		慢性肺疾患、気道病変 マンセイ ハイ シッカン キドウ ビョウヘン

		低出生体重児 テイ シュッセイ タイジュウ ジ

		社会的事情 シャカイテキ ジジョウ

		その他 タ						1

		長期入院理由 チョウキ ニュウイン リユウ

		病状が不安定 ビョウジョウ フアンテイ

		療育施設入所待ち リョウイク シセツ ニュウショ マ

		中間施設受入体制の不備 チュウカン シセツ ウケイレ タイセイ フビ

		地域サポートの不備 チイキ フビ

		病院の在宅医療フォロー体制不備 ビョウイン ザイタク イリョウ タイセイ フビ

		家族の受入困難 カゾク ウケイレ コンナン

		家庭環境、経済的理由 カテイ カンキョウ ケイザイテキ リユウ						1

		在宅準備中 ザイタク ジュンビチュウ

		その他 タ





獨協医科大学病院

				乳児～2歳 ニュウジ サイ		3歳～6歳 サイ サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13歳～17歳 サイ サイ		18歳以上 サイイジョウ

		気管切開人工呼吸患者 キカン セッカイ ジンコウ コキュウ カンジャ		10		1		3

		非気管切開人工呼吸患者（NPPV) ヒ キカン セッカイ ジンコウ コキュウ カンジャ

		気管切開患者 キカン セッカイ カンジャ		2

		その他 タ		2				1



		入院期間 ニュウイン キカン		NICU及びGCU オヨ		PICU		その他小児病棟 タ ショウニ ビョウトウ

		6ヶ月以上1年未満 ゲツイジョウ ネン ミマン		9				4

		1年以上2年未満 ネンイジョウ ネン ミマン						2

		2年以上 ネンイジョウ						4

		原疾患 ゲンシッカン

		新生児仮死 シンセイジ カシ

		仮死以外の神経、筋疾患 カシ イガイ シンケイ キン シッカン		2

		事故（溺水、交通事故、転落等） ジコ デキスイ コウツウ ジコ テンラク ナド

		先天異常症候群（染色体異常、欠乏奇形症候群、欠乏性代謝異常など） センテン イジョウ ショウコウグン センショクタイ イジョウ ケツボウ キケイ ショウコウグン ケツボウ セイ タイシャ イジョウ		10

		慢性肺疾患、気道病変 マンセイ ハイ シッカン キドウ ビョウヘン

		低出生体重児 テイ シュッセイ タイジュウ ジ		5

		社会的事情 シャカイテキ ジジョウ

		その他 タ		2

		長期入院理由 チョウキ ニュウイン リユウ

		病状が不安定 ビョウジョウ フアンテイ		6				2

		療育施設入所待ち リョウイク シセツ ニュウショ マ						15

		中間施設受入体制の不備 チュウカン シセツ ウケイレ タイセイ フビ

		地域サポートの不備 チイキ フビ

		病院の在宅医療フォロー体制不備 ビョウイン ザイタク イリョウ タイセイ フビ

		家族の受入困難 カゾク ウケイレ コンナン

		家庭環境、経済的理由 カテイ カンキョウ ケイザイテキ リユウ		1

		在宅準備中 ザイタク ジュンビチュウ		2				3

		その他 タ





あしかがの森足利病院

				乳児～2歳 ニュウジ サイ		3歳～6歳 サイ サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13歳～17歳 サイ サイ		18歳以上 サイイジョウ

		気管切開人工呼吸患者 キカン セッカイ ジンコウ コキュウ カンジャ				3		4		5		9

		非気管切開人工呼吸患者（NPPV) ヒ キカン セッカイ ジンコウ コキュウ カンジャ										1

		気管切開患者 キカン セッカイ カンジャ				3		1				10

		その他 タ				1		1



		入院期間 ニュウイン キカン		NICU及びGCU オヨ		PICU		その他小児病棟 タ ショウニ ビョウトウ

		6ヶ月以上1年未満 ゲツイジョウ ネン ミマン						1

		1年以上2年未満 ネンイジョウ ネン ミマン		1				6

		2年以上 ネンイジョウ		4				146

		原疾患 ゲンシッカン

		新生児仮死 シンセイジ カシ		2				37

		仮死以外の神経、筋疾患 カシ イガイ シンケイ キン シッカン		1				45

		事故（溺水、交通事故、転落等） ジコ デキスイ コウツウ ジコ テンラク ナド						4

		先天異常症候群（染色体異常、欠乏奇形症候群、欠乏性代謝異常など） センテン イジョウ ショウコウグン センショクタイ イジョウ ケツボウ キケイ ショウコウグン ケツボウ セイ タイシャ イジョウ		1				19

		慢性肺疾患、気道病変 マンセイ ハイ シッカン キドウ ビョウヘン		1

		低出生体重児 テイ シュッセイ タイジュウ ジ						6

		社会的事情 シャカイテキ ジジョウ						2

		その他 タ						40

		長期入院理由 チョウキ ニュウイン リユウ

		病状が不安定 ビョウジョウ フアンテイ						23

		療育施設入所待ち リョウイク シセツ ニュウショ マ

		中間施設受入体制の不備 チュウカン シセツ ウケイレ タイセイ フビ

		地域サポートの不備 チイキ フビ

		病院の在宅医療フォロー体制不備 ビョウイン ザイタク イリョウ タイセイ フビ

		家族の受入困難 カゾク ウケイレ コンナン		4				126

		家庭環境、経済的理由 カテイ カンキョウ ケイザイテキ リユウ						4

		在宅準備中 ザイタク ジュンビチュウ		1

		その他 タ





管理

		1/15/16		09:30～11:30		120

		1/16/16		19:30～22:00		150

		1/19/16		16:20～17：30		70

		1/28/16		17：30～18:30		60

				22:30～23：30		60

				11：30～13:30		120

		1/30/16		12:00～14：30		150

		1/31/16		15：30～17：45		135

		2/1/16		16：00～18：00		120

		2/1/16		23：30～0：40		70
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自分の事業

所で対応す

る
35%

ほかの相談

支援事業所

へ依頼する
31%

行政に依頼

する
16%

その他
18%

３.これから重症心身障害児（者）の方（本人・家族等）からの相談があればどのように対応されますか】

自分の事業所で対応する 17
ほかの相談支援事業所へ依頼する 15
行政に依頼する 8
その他 9

ある
41%

今後依頼があれ

ば作成する
19%

他の相談支援事

業所に依頼する
22%

作成するかどう

かわからない
18%

ない
59%

４.重症心身障害児（者）の方のサービス等利用計画書を作成したことがありますか

ある 33
ない 46

今後依頼があれば作成する 15
他の相談支援事業所に依頼する 18
作成するかどうかわからない 14

■その他
・本事業所と同様の地域で一般相談支援事業所と
連携を図り対応する

・しかるべき関係機関と連携して対応する
・介護保険と併用する場合のみ対応する
・大人は対応可能
ケースによって検討
・状況に応じて対応する

■「ある」と回答→【作成にあたり、苦労したこと困ったことがありましたか】

■「ない」と回答

・居宅介護事業所とニーズのマッチング
・アセスメント、院内での面会予定の調整、家族への説明など
・短期入所、ヘルパーなどの利用希望があっても受け入れてくれる事業所が見つからない
・保護者との連携がとれない
・自己決定が難しいため、家族中心の考えになってしまうこと。また、利用できる社会資源が少ない。
・専門的（医療面）な知識がなく、専門用語が多く調べたり聞いたりしながら支援していくこと。長く関わらないと
親の思いまで聞き出せないこと。

・利用できるサービス事業所が少ない。重心児者に合わせたプログラムが見つからない（近隣で）
・医療的ケアが必要な乳幼児に対応できるヘルパー事業所。短期入所・日中一時支援事業所が近くにない（少ない）。

Ⅳ．相談支援事業所


相談支援事業所一覧表

		市区郡 シク グン		事業所名 ジギョウショ メイ		電話番号 デンワ バンゴウ		FAX番号 バンゴウ		郵便番号 ユウビンバンゴウ		所在地 ショザイチ		訪問可能な主な市町村 ホウモン カノウ オモ シチョウソン

		足利市 アシカガシ		特定相談支援センターはじめ		0284-22-4561		0284-22-4562		326-0143		足利市葉鹿町735-1		足利市 アシカガシ

		足利市 アシカガシ		足利障害者相談支援センター		0284-44-0307		0284-44-0318		326-0064		足利市東砂原後町1072		足利市、佐野市 アシカガシ サノシ

		足利市 アシカガシ		足利ケアサービス		0284-21-7630		0284-21-3109		326-0843		足利市五十部町809-3		足利市、佐野市、太田市 アシカガシ サノシ オオタシ

		足利市 アシカガシ		障害者相談支援センターフォレスト		0284-91-1816		0284-91-2867		326-0011		足利市大沼田町615		足利市及び近隣市町村 アシカガシ オヨ キンリン シチョウソン

		足利市 アシカガシ		相談支援事業所こころみ		0284-41-5039		0284-43-2665		326-0061		足利市田島町611-2

		宇都宮市 ウツノミヤシ		相談支援事業所ポンテ		028-652-7288		028-652-6355		321-0341		宇都宮市古賀志町1964-12		宇都宮、鹿沼、日光、壬生 ウツノミヤ カヌマ ニッコウ ミブ

		宇都宮市 ウツノミヤシ		うつのみや		028-632-6074		028-632-6075		320-0861		宇都宮市西2-1-7		宇都宮市 ウツノミヤシ

		宇都宮市 ウツノミヤシ		サポートセンターきりん		028-612-3838		028-678-3257		321-0905		宇都宮市平出工業団地43-100 ウツノミヤシ ヒライデコウギョウダンチ		宇都宮市 ウツノミヤシ

		宇都宮市 ウツノミヤシ		サポートセンターとみや生活支援センター		028-665-8230		028-665-8230		321-2116		宇都宮市徳次郎町540		宇都宮市 ウツノミヤシ

		宇都宮市 ウツノミヤシ		サポートセンターひばり		028-670-0330		028-667-7315		321-3236		宇都宮市竹下町435-159		宇都宮市 ウツノミヤシ

		宇都宮市 ウツノミヤシ		相談支援センターネクスト		080-8854-9551		028-612-7174		320-0034		宇都宮市泉町6-25		宇都宮市 ウツノミヤシ

		宇都宮市 ウツノミヤシ		特定相談支援事業所やすらぎ		028-650-7727		028-650-7728		320-0011		宇都宮市富士見が丘3－19－20		宇都宮市 ウツノミヤシ

		宇都宮市 ウツノミヤシ		障がい者生活支援センターこぶし		028-680-5746		028-688-0214		321-0126		宇都宮市茂原町837-1		宇都宮市、上三川町 ウツノミヤシ カミノカワマチ

		大田原市 オオタワラシ		相談支援事業所つばさ		0287-53-7393		0287-53-7394		324-0044		大田原市親園824-1		大田原市、那須塩原市、那須烏山市、矢板市、さくら市、那須町、塩谷町、高根沢町 オオタワラシ ナスシオバラシ ナスカラスヤマシ ヤイタシ シ ナスマチ シオ タニ マチ タカネザワマチ

		大田原市 オオタワラシ		相談支援事業所とまり木		0287-54-2854		0287-54-2230		324-0231		大田原市北野上3952		大田原市、那須塩原市、那須町 オオタワラシ ナスシオバラシ ナスマチ

		小山市 オヤマシ		相談支援事業所わくわくおやま		0285-24-6575		0285-20-0255		323-0022		小山市駅東通り3-9-6		小山市 オヤマシ

		小山市 オヤマシ		友井タクシー介護ステーションふれあい		0285-30-0840		0285-30-0844		323-0025		小山市城山町2丁目12-25		小山市 オヤマシ

		小山市 オヤマシ		相談支援事業所おやま		0285-22-1833		0285-22-8946		323-0014		小山市喜沢660		小山市、下野市 オヤマシ シモノ シ

		小山市 オヤマシ		社会就労センターえいぶるの里 シャカイ シュウロウ サト		0285-22-4561		0285-22-4581		323-0003		小山市東島田2403-2		小山市、下野市、上三川町、野木町、結城市、古河市、筑西市 オヤマシ シモノ シ カミノカワマチ ノギマチ ユウキシ コガシ ツク ニシ シ

		小山市 オヤマシ		はつらつサロン南天相談支援事業所		0285-22-4659		0285-38-6529		323-0027		小山市花垣町2-3-19		小山市、栃木市 オヤマシ トチギシ

		小山市 オヤマシ		相談支援事業所みどり		0285-45-8362		0285-45-8397		329-0214		小山市乙女786-1		小山市、栃木市、古河市、結城市 オヤマシ トチギシ コガシ ユウキシ

		上三川町 カミノカワマチ		上三川障がい児・者生活相談支援センター		0285-38-6854		0285-38-6841		329-0611		上三川町上三川5082-15		上三川町 カミノカワマチ

		さくら市 シ		障がい者支援センターにんべん		028-686-2539		028-686-2584		329-1417		さくら市フィオーレ喜連川5-2-1　フィオーレガーデン1-102		さくら市 シ

		佐野市 サノシ		社会福祉法人とちのみ会　こなかの森 シャカイ フクシ ホウジン カイ モリ		0283-24-5757		0283-24-6294		327-0001		佐野市小中町1280		佐野市、足利市 サノシ アシカガシ

		佐野市 サノシ		さの社協相談支援センターほっぷ		0283-22-8152		0283-22-8199		327-0003		佐野市大橋町3212-27		佐野市全域 サノシ ゼンイキ

		下野市 シモノ シ		南栃木支援センター相談支援		0285-44-6118		0285-44-7215		329-0412		下野市柴1432-105		下野市、小山市、壬生町 シモノ シ オヤマシ ミブマチ

		下野市 シモノ シ		下野市相談支援事業所 こばと		0285-44-6783		0285-44-6783		329-0414		下野市小金井1146-6		下野市、上三川町 シモノ シ カミノカワマチ

		高根沢町 タカネザワマチ		高根沢町障害児者生活支援センターすまいる タカネザワマチ		028-612-2751		028-612-2752		329-1225		塩谷郡高根沢町石末1825　福祉センター内 シオヤグン タカネザワマチ イシヅエ フクシ ナイ		高根沢町 タカネザワマチ

		高根沢町 タカネザワマチ		障害者相談支援センターいぶき		028-678-3502		028-676-3501		329-1216		塩谷郡高根沢町桑窪2266-2		高根沢町 タカネザワマチ

		栃木市 トチギシ		相談支援事業所わらしべの家		0282-27-1627		0282-27-1675		328-0011		栃木市大宮町2708-3		栃木市 トチギシ

		栃木市 トチギシ		相談支援センターぴあん ソウダン シエン		0282-31-1755		0282-31-2919		328-0067		栃木市皆川城内町333-2		栃木市、小山市 トチギシ オヤマシ

		栃木市 トチギシ		相談支援事業所「ピュア」		0282-31-3911		0282-31-3912		328-0133		栃木市大森町465		栃木市、鹿沼市、佐野市、小山市、壬生町 トチギシ カヌマシ サノシ オヤマシ ミブマチ

		栃木市 トチギシ		相談支援ウエイブ		0282-23-4465		0282-23-4465		328-0012		栃木市平柳町1-2-7		栃木市、壬生町 トチギシ ミブマチ

		栃木市 トチギシ		もくせいの里		0282-43-0593		0282-43-1387		329-4405		栃木市大平町西山田1198		栃木市内 トチギシナイ

		那須町 ナスマチ		障がい者相談支援事業所ケアサプライ		0287-73-5312		0287-73-5311		329-3221		那須郡那須町漆塚762-102 ナスグン ナスマチ ウルシツカ		白河市、那須町、那須塩原市、大田原市 シラカワシ ナスマチ ナスシオバラシ オオタワラシ

		那須塩原市 ナスシオバラ シ		相談支援事業所テトテ		0287-36-7171		0287-36-7181		329-2732		那須塩原市一区町251-1		那須塩原市（大田原、矢板、那須町、那珂川町、烏山） ナスシオバラ シ オオタワラ ヤイタ ナスマチ ナカガワマチ カラスヤマ

		那須塩原市 ナスシオバラ シ		相談支援事業のぞみ		0287-65-2288		0287-65-2282		329-3152		那須塩原市上中野53		那須塩原市、大田原市、那須町 ナスシオバラ シ オオタワラシ ナスマチ

		那須塩原市 ナスシオバラ シ		相談支援事業所　空		0287-73-8165		0287-73-8165		329-3157		那須塩原市大原間西1-19-9		那須塩原市、大田原市、那須町 ナスシオバラ シ オオタワラシ ナスマチ

		那須塩原市 ナスシオバラ シ		指定特定相談支援事業所あじさい		0287-60-3361		0287-60-3362		325-0034		那須塩原市東原166		那須塩原市、那須町 ナスシオバラ シ ナスマチ

		野木町 ノギマチ		さわやか相談支援センター		0280-57-4884		0280-57-4994		329-0112		野木町南赤塚1145-1		小山市、野木町、古河市、栃木市 オヤマシ ノギマチ コガシ トチギシ

		芳賀郡 ハガ グン		相談支援センター光輝舎		0285-70-2020		0285-72-8222		321-4105		芳賀郡益子町北中1113-1		芳賀郡、真岡市等 ハガ グン モオカシ ナド

		芳賀郡 ハガ グン		相談支援センターみさと		0285-72-9767				321-4104		芳賀郡益子町大沢2800-5		芳賀郡内（真岡市、益子町、市貝町、芳賀町、茂木町） ハガ グンナイ モオカシ マシコ チョウ イチ ガイ マチ ハガマチ モギマチ

		真岡市 モオカシ		相談支援センターのどか　真岡センター		0285-81-5890		0285-85-8452		321-4305		真岡市荒町111-1		真岡市、芳賀町、市貝町、益子町、茂木町 モオカシ ハガマチ イチガイ マチ マシコ チョウ モギ マチ

		真岡市 モオカシ		真岡介護センター		0285-80-5200		0285-80-5211		321-4361		真岡市並木町1-8-1　シティ並木102 ナミキ		真岡市、芳賀町南部、市貝町南部、益子町西部、上三川東部 モオカシ ハガマチ ナンブ イチ ガイ チョウ ナンブ マシコ チョウ セイブ カミノカワ トウブ

		壬生町 ミブマチ		指定障害者相談支援事業所あるしぇん		0282-86-7665		0282-21-7109		321-0201		下都賀郡壬生町安塚2032 シモツガグン ミブマチ ヤスヅカ		壬生町 ミブマチ





訪問看護事業所一覧表

		市区郡 シク グン		事業所名 ジギョウショ メイ		電話番号 デンワ バンゴウ		FAX番号 バンゴウ		郵便番号 ユウビンバンゴウ		所在地 ショザイチ		訪問可能な主な市町村 ホウモン カノウ オモ シチョウソン

		足利市 アシカガシ		あおい訪問看護ステーション		0284-73-9456		0284-72-7600		326-0831		足利市堀込町2556 セレッソ・コート1階		足利市とその周辺（佐野市、館林市、巴楽町、太田市、桐生市） アシカガシ シュウヘン サノシ タテバヤシシ トモエ ラク マチ オオタシ キリュウシ				足利市 アシカガシ		2

		足利市 アシカガシ		ライフ訪問看護リハビリテーション		0284-64-8799		0284-64-8335		326-0831		足利市堀込町2656-7　ASKビル301号		足利市、佐野市、館林市、邑楽郡、太田市、桐生市 アシカガシ サノシ タテバヤシシ オウラ グン オオタシ キリュウシ				宇都宮市 ウツノミヤシ		7

		宇都宮市 ウツノミヤシ		ＷＡＤＥＷＡＤＥ訪問看護ステーション		028-666-5420		028-666-5460		321-0923		宇都宮市下栗町2913-1 ウツノミヤシ シモグリマチ		宇都宮市、上三川町、 ウツノミヤシ カミノカワマチ				大田原市 オオタワラシ		4

		宇都宮市 ウツノミヤシ		訪問看護ステーションここあ		028-600-3735		028-600-3736		321-2116		宇都宮市徳次郎町998-9 ウツノミヤシ トクジロウマチ		宇都宮市、日光市、 ウツノミヤシ ニッコウシ				小山市 オヤマシ		3

		宇都宮市 ウツノミヤシ		訪問看護ステーションうつのみや		028-612-6103		028-612-6104		320-0852		宇都宮市下砥上町字並塚643番地1		宇都宮市、壬生町 ウツノミヤシ ミブマチ				鹿沼市 カヌマシ		1

		宇都宮市 ウツノミヤシ		訪問看護ステーションあるく		028-643-5586		028-678-8796		320-0036		宇都宮市小幡2-6-14 		宇都宮市 ウツノミヤシ				さくら市 シ		1

		宇都宮市 ウツノミヤシ		訪問看護ステーション風		028-612-1333		028-612-1384		321-0117		宇都宮市城南3丁目5-6		宇都宮、鹿沼、下野、壬生 ウツノミヤ カヌマ シモノ ミブ				佐野市 サノシ		2

		宇都宮市 ウツノミヤシ		訪問看護ステーションほっと		028-626-5739		028-625-8201		321-0974		宇都宮市竹林町958		宇都宮市 ウツノミヤシ				下野市 シモツケシ		1

		宇都宮市 ウツノミヤシ		宮の橋訪問看護ステーション		028-635-9839		028-635-9839		321-0963		宇都宮市南大通り1-1-23		宇都宮市 ウツノミヤシ				高根沢町 タカネザワマチ		1

		大田原市 オオタワラシ		訪問看護ステーションゆりの木		0287-47-5123		0287-47-5124		324-0028		大田原市山の手1-1-7 ヤマ テ		大田原市、那須塩原市、那珂川町 オオタワラシ ナスシオバラ シ ナカガワマチ				栃木市 トチギシ		1

		大田原市 オオタワラシ		とちぎ訪問看護ステーションくろばね		0287-54-0507		0287-54-0580		324-0241		大田原市黒羽向町142番地		大田原市、那須塩原市、那須町、那珂川町 オオタワラシ ナスシオバラ シ ナスマチ ナカガワマチ				那須烏山市 ナスカラスヤマシ		1

		大田原市 オオタワラシ		さくら訪問看護ステーション		0287-29-3252		0287-29-3252		324-0058		大田原市紫塚3-2633-10		大田原市、那須塩原市、矢板市 オオタワラシ ナスシオバラ シ ヤイタ シ				那須塩原市 ナスシオバラ シ		1

		大田原市 オオタワラシ		那須赤十字訪問看護ステーション		0287-23-8866		0287-23-8903		324-8686		大田原市中田原1081-4		大田原市、那須塩原市（一部を除く） オオタワラシ ナスシオバラ シ イチブ ノゾ				野木町 ノギマチ		1

		小山市 オヤマシ		とちぎ訪問看護ステーションおやま		0285-39-8602		0285-39-8607		323-0827		小山市神鳥谷2251-7 オヤマシ ヒトトノヤ		小山市、下野市（南部）、野木町（北部） オヤマシ シモノ シ ナンブ ノギ マチ ホクブ				壬生町 ミブマチ		1

		小山市 オヤマシ		わくわく訪問看護ステーションおやま		0285-24-6575		0285-20-0255		323-0022		小山市駅東通り3-9-6		小山市、結城市（茨城県）、下野市の一部、栃木市（PTのみ） オヤマシ ユウキシ イバラキケン シモノ シ イチブ トチギシ				真岡市 モオカシ		1

		小山市 オヤマシ		訪問看護ステーションみどり		0285-45-8362		0285-45-8397		329-0214		小山市乙女786-1		小山市、栃木市、古河市、結城市 オヤマシ トチギシ コガシ ユウキシ						28

		鹿沼市 カヌマシ		鹿沼訪問看護ステーション		0289-60-5650		0289-60-1687		322-0021		鹿沼市上野町320-3高橋ビル1階103号室		鹿沼市、旧宇都宮市、旧今市市、壬生町、西片町 カヌマシ キュウ ウツノミヤシ キュウ イマイチシ ミブマチ ニシカタマチ

		さくら市 シ		訪問看護ステーション卯の郷		028-682-7770		028-682-7766		329-1311		さくら市氏家2650番地		さくら市（周辺15ｋｍ以内）、塩谷町、那須烏山市、宇都宮市、高根沢町 シ シュウヘン イナイ シオヤ マチ ナスカラスヤマシ ウツノミヤシ タカネザワ マチ

		佐野市 サノシ		訪問看護ステーションマザーの家		0283-85-7771		0283-85-7772		327-0504		佐野市中町942-1		佐野市 サノシ

		佐野市 サノシ		訪問看護ステーション佐野		0283-86-7013		0283-86-7031		327-0847		佐野市天神町774-22 メープルハイツ101号室		足利市、佐野市、栃木市（旧岩船市） アシカガシ サノシ トチギシ キュウ イワフネ シ

		下野市 シモツケシ		訪問看護ステーション石橋		0285-52-2293		0285-52-2268		329-0511		下野市石橋628番地		下野市、上三川町、壬生町、宇都宮市（部） シモノ シ カミノカワマチ ミブマチ ウツノミヤシ ブ

		高根沢町 タカネザワ マチ		訪問看護ステーションたかねざわ		028-680-1701		028-680-1702		329-1233		塩谷郡高根沢町宝積寺2426-8 		高根沢町、さくら市、那須烏山市、芳賀町、市貝町、茂木町、益子町、宇都宮市 タカネザワマチ シ ナスカラスヤマシ ハガ マチ イチ カイ チョウ モギマチ マシコ チョウ ウツノミヤシ

		栃木市 トチギシ		訪問看護ステーションオリーブ		0282-27-8414		0282-27-8415		328-0027		栃木市今泉町1丁目17番29号		栃木市、小山市、下野市、壬生町 トチギシ オヤマシ シモノ シ ミブ マチ

		那須烏山市 ナスカラスヤマシ		訪問看護ステーションあい		0287-83-8035		0287-83-8222		321-0628		那須烏山市金井2-5-9 ベンチャープラザ7号室 ゴウシツ		那須烏山市、那珂川町、茂木町、一貝町 ナスカラスヤマシ ナカガワマチ モギマチ イチ ガイ マチ

		那須塩原市 ナスシオバラ シ		マロニエ訪問看護ステーション		0287-37-6322		0287-39-3305		329-2763		那須塩原市井口537-3 にしなすの総合在宅ケアセンター内		那須塩原市、那須町、大田原市　リハビリのみ→那珂川町訪問可能 ナスシオバラ シ ナスマチ オオタワラシ ナカガワ マチ ホウモン カノウ

		野木町 ノギマチ		訪問看護ステーションたんぽぽ		0280-57-1888		0280-57-3819		329-0101		下都賀郡野木町友沼5119-12		野木町、小山市、旧藤岡町 ノギマチ オヤマシ キュウ フジオカマチ

		壬生町 ミブマチ		とちぎ訪問看護ステーションみぶ		0282-82-7262		0282-82-7260		321-0218		下都賀郡壬生町落合1-18-12		上三川町、下野市、壬生町、宇都宮 カミノカワマチ シモノ シ ミブ チョウ ウツノミヤ

		真岡市 モオカシ		芳賀赤十字訪問看護ステーション		0285-84-8266		0285-84-8266		321-4306		真岡市台町2461		芳賀郡全域（真岡市、益子町、芳賀町、茂木町） ハガ グン ゼンイキ モオカシ マシコマチ ハガマチ モギ マチ





診療所一覧表

		市区郡 シク グン		診療所名 シンリョウジョ メイ		電話番号 デンワ バンゴウ		郵便番号 ユウビンバンゴウ		所在地 ショザイチ

		足利市 アシカガシ		山浦内科医院		0284-21-6653 		326-0843		足利市五十部町1256-5

		足利市 アシカガシ		あいファミリィクリニック足利 アシカガ		0284-22-3788		329-4213		足利市寺岡町505-1

		足利市 アシカガシ		かしま産婦人科 サンフジンカ		0284-65-0341		326-0844		足利市鹿島町501-1

		足利市 アシカガシ		くさの小児科		0284-73-7000		326-0335		足利市上渋垂町338-3

		足利市 アシカガシ		すながクリニック		0284-44-7211		326-0015		足利市八椚町494-1　

		宇都宮市 ウツノミヤシ		医療法人　亀田内科		028-633-2884		320-0812		宇都宮市一番町1-28

		宇都宮市 ウツノミヤシ		越戸クリニック		028-660-6190		321-0951		宇都宮市越戸町139-6

		宇都宮市 ウツノミヤシ		福田こどもクリニック		028-659-8850		320-0852		宇都宮市下砥上町1545-20

		宇都宮市 ウツノミヤシ		きくちクリニック		028-683-3387		321-0903		宇都宮市下平出町614-2

		宇都宮市 ウツノミヤシ		てらもと小児科		028-650-6636		321-0975		宇都宮市関堀町971-6

		宇都宮市 ウツノミヤシ		あおい内科小児科ｸﾘﾆｯｸ		028-663-6000		321-0973		宇都宮市岩曽町1086-1

		宇都宮市 ウツノミヤシ		桜井消化器科・内科		028-643-0870		320-0073		宇都宮市細谷1-7-38

		宇都宮市 ウツノミヤシ		鈴木内科クリニック		028-655-1229		321-0139		宇都宮市若松原2-4-19

		宇都宮市 ウツノミヤシ		大根田内科医院		028-624-6322		320-0072		宇都宮市若草3-4-22

		宇都宮市 ウツノミヤシ		てらだファミリークリニック		028-654-2188		321-0132		宇都宮市雀の宮5-5-1

		宇都宮市 ウツノミヤシ		清原台こどもクリニック キヨハラ ダイ		028-305-6017		321-3223		宇都宮市清原台2-4-14

		宇都宮市 ウツノミヤシ		森田医院		028-633-1573		320-0861		宇都宮市西3-5-8

		宇都宮市 ウツノミヤシ		こどもヶ丘診療所		028-615-1077		321-0151		宇都宮市西川田町183-21

		宇都宮市 ウツノミヤシ		有村小児科医院		028-656-7207		321-0912		宇都宮市石井町3128-11

		宇都宮市 ウツノミヤシ		いちはらファミリークリニック		028-612-8350		321-0414		宇都宮市中里町322

		宇都宮市 ウツノミヤシ		豊郷中央渡辺内科　		028-622-8900		320-0004		宇都宮市長岡町1217-5

		宇都宮市 ウツノミヤシ		宇都宮市子ども発達センター診療所 ウツノミヤシ コ ハッタツ シンリョウジョ		028-647-4720		320-0851		宇都宮市鶴田町970-1

		宇都宮市 ウツノミヤシ		梅園医院		028-633-2869		320-0035		宇都宮市伝馬町3-28

		宇都宮市 ウツノミヤシ		片山医院		028-661-9764		321-0944		宇都宮市東峰町3008-21

		宇都宮市 ウツノミヤシ		冨塚メデｲカルクリニック		028-666-2555		321-2116		宇都宮市徳次郎町888

		宇都宮市 ウツノミヤシ		豊郷台クリニック ユタカ ゴウ ダイ		028-643-8998		320-0003		宇都宮市豊郷台2-21-3

		宇都宮市 ウツノミヤシ		みやの杜クリニック　		028-683-7811		321-0904		宇都宮市陽東2-4-5

		宇都宮市 ウツノミヤシ		医療法人　赤羽病院		028-661-5446		321-0904		宇都宮市陽東7-2-2

		大田原市 オオタワラシ		くろばね齋藤醫院		0287-54-0031		324-0233		大田原市黒羽田町612

		大田原市 オオタワラシ		さいとうハート＆キッズクリニック		0287-53-7979		324-0043		大田原市浅香1-4-3

		大田原市 オオタワラシ		あさかクリニック		0287-22-2601		324-0043		大田原市浅香3-3711

		小山市 オヤマシ		神鳥谷クリニック		0285-22-7700		323-0827		小山市神鳥谷1-19-1

		小山市 オヤマシ		小山すぎの木クリニック		0285-30-3456		323-0806		小山市中久喜1131-1

		小山市 オヤマシ		おおきこどもクリニック		0285-41-0025 		329-0207		小山市美しが丘3-35-3

		鹿沼市 カヌマシ		小川こどもクリニック		0289-74-5421		322-0027		鹿沼市貝島町5006-2

		鹿沼市 カヌマシ		飯岡小児科		0289-65-3257		322-0074		鹿沼市日吉町569-2

		鹿沼市 カヌマシ		小松医院		0289-60-5515		322-0064		鹿沼市文化橋町2300-1

		鹿沼市 カヌマシ		いとうこどもクリニック		0289-63-5566		322-0025		鹿沼市緑町2-2-29

		上三川 カミノカワ		やの小児科医院		0285-56-0280		329-0611		河内郡上三川町上三川3446-3

		さくら市 シ		仲嶋医院		028-681-7755		329-1311		さくら市氏家3245-17

		佐野市 サノシ		稲毛クリニック		0283-25-2566		327-0103		佐野市石塚町893-1

		佐野市 サノシ		こばやしファミリークリニック		0283-85-9900		327-0311		佐野市多田町566

		佐野市 サノシ		坪水医院		0283-62-0265		327-0312		佐野市栃本町2241

		佐野市 サノシ		緑の屋根診療所		0283-20-2577		327-0843		佐野市堀米町1348-5

		佐野市 サノシ		キッズクリニックはせがわ		0283-27-0200		327-0843		佐野市堀米町3946-6

		下野市 シモノ シ		グリムこどもクリニック		0285-51-1515		329-0502		下野市下古山2-6-17

		下野市 シモノ シ		にじいろこども診療所 シンリョウジョ		0285-44-7716		329-0414		下野市小金井4-1-1

		下野市 シモノ シ		角田内科医院		0285-53-5665 		329-0511		下野市石橋549

		下野市 シモノ シ		佐藤内科		0285-53-1305		329-0511		下野市石橋839-14

		下野市 シモノ シ		おかべこどもクリニック		0285-40-7300 		329-0433		下野市緑5-17-12

		高根沢町 タカネザワマチ		にいたに内科　		028-675-6515		329-1231		塩谷郡高根沢町宝石台 3-3-19

		栃木市 トチギシ		熊倉医院		0282-55-8425		329-4316		栃木市岩舟町新里180-1 トチギシ

		栃木市 トチギシ		竹田内科小児科クリニック		0282-29-1233		328-0011		栃木市大宮町52番地

		栃木市 トチギシ		田村医院		0282-43-3368		329-4423		栃木市大平町西水代1835-1

		栃木市 トチギシ		小森谷内科医院		0282-43-7327		329-4404		栃木市大平町富田4003-8

		栃木市 トチギシ		持田医院		0282-67-3661		329-0319		栃木市藤岡町中根115-5

		栃木市 トチギシ		腰塚医院		0282-62-2072		323-1104		栃木市藤岡町藤岡1845-10

		栃木市 トチギシ		よこやま内科小児科クリニック		0282-24-8102		328-0075		栃木市箱森町38-70

		栃木市 トチギシ		サンレディースクリニック		0282-24-3541		328-0024		栃木市樋ノ口町504-1

		栃木市 トチギシ		桜井こどもクリニック		0282-24-5987		328-0034		栃木市本町16-9

		栃木市 トチギシ		さいとう小児科 ショウニカ		0282-22-0757 		328-0015		栃木市万町30番16号

		那珂川町 ナカガワマチ		佐藤医院		0287-96-2841		324-0501		那須郡那珂川町小川2960-1

		那珂川町 ナカガワマチ		飯塚医院		0287-92-2034		324-0613		那須郡那珂川町馬頭484-3

		那珂川町 ナカガワマチ		立花医院		0287-72-0311		325-0003		那須郡那須町寺子乙3967-190

		那須塩原市 ナスシオバラ シ		中川医院 ナカガワ イイン		0287-62-0040		325-0057		那須塩原市黒磯幸町6-27

		那須塩原市 ナスシオバラ シ		さいとうクリニック		0287-39-1805		329-2724		那須塩原市西幸町7-13

		那須塩原市 ナスシオバラ シ		みずぬまクリニック		0287-39-1581		329-2751		那須塩原市東三島2-80-6

		日光市 ニッコウシ		吉原医院		0288-21-0161		321-1261		日光市今市826-4

		日光市 ニッコウシ		木村内科医院		0288-22-7880		321-1264		日光市瀬尾497-1

		益子町 マシコマチ		鈴木医院		0285-72-2032		321-4217		益子町益子1747-2

		壬生町 ミブマチ		小倉医院		0282-82-0057		321-0227		壬生町通町10-5

		壬生町 ミブマチ		大橋内科クリニック		0282-82-8522		321-0219		壬生町福和田1003-1

		壬生町 ミブマチ		かとう小児科 ショウニカ		0282-82-7576		321-0218		壬生町落合3-7-30

		真岡市 モオカシ		ひがのクリニック		0285-74-0051 		321-4521		真岡市久下田941-1

		真岡市 モオカシ		小林診療所		0285-82-3873		321-4369		真岡市熊倉3-10-7

		真岡市 モオカシ		西真岡こどもクリニック		0285-81-7900		321-4341		真岡市高勢町3-205-1

		真岡市 モオカシ		田井の里クリニック		0285-81-6502		321-4301		真岡市西田井内外748-2

		真岡市 モオカシ		深谷医院 フカヤ イイン		0285-75-0007 		321-4502		真岡市物井1268-7

		茂木町 モギマチ		吉永医院		0285-63-2303		321-3564		茂木町増井190-1





病院一覧表

		市区郡 シク グン		診療所名 シンリョウジョ メイ		電話番号 デンワ バンゴウ		郵便番号 ユウビンバンゴウ		所在地 ショザイチ																																																						相談窓口 ソウダン マドグチ		部署名・職名 ブショ メイ ショクメイ		ご担当者氏名 タントウシャ シメイ		連絡先TEL レンラクサキ		連絡先MAIL レンラクサキ

		足利市 アシカガシ		あしかがの森足利病院		0284-91-0611		326-0011		足利市大沼田町615		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		1		2		別紙参照 ベッシ サンショウ		有		メディカルソーシャルワーカー		福地　哲郎 フクチ テツロウ		0284-91-0611		soudan@hshikagu-hospital.or.jp

		足利市 アシカガシ		足利赤十字病院		0284-21-0121		326-0843		足利市五十部町284-1		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		3		1		2		別紙参照 ベッシ サンショウ		有		事務部医事課社会福祉士 ジム ブ イジ カ シャカイ フクシ シ		布施　麻由実 フセ マユミ		0284-20-1307

		宇都宮市 ウツノミヤシ		済生会宇都宮病院		028-626-5500		321-0974		宇都宮市竹林町911-1		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		2		別紙参照 ベッシ サンショウ		有		地域連携課 チイキ レンケイ カ		荻津　守 オギツ カミ		028-626-5500

		宇都宮市 ウツノミヤシ		JCHO　うつのみや病院		028-653-1001		321-0143		宇都宮市南高砂町11-17		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		無

		大田原市 オオタワラシ		那須赤十字病院		0287-23-1122		324-8686		大田原市中田原1081-4		1		1		3		3		3		1		3		1		3		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		1		4		なし		有		地域医療福祉連携課福祉係長 チイキ イリョウ フクシ レンケイ カ フクシ カカリチョウ		野中 美希 ノナカ ミキ		0287-23-1122		renkeika@nasu.jrc.or.jp

		小山市 オヤマシ		新小山市民病院		0285-36-0200		323-0827		小山市神鳥谷2251-1 オヤマシ ヒトトノヤ		1		1		3		2		2		2		2		2		2		2		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		2		なし		有		医療相談室保健師 イリョウ ソウダンシツ ホケンシ		多賀谷 邦子 タガヤ クニコ		0285-36-0256		soudan@hospital.oyama.tochigi.jp

		小山市 オヤマシ		小山厚生病院		0285-22-1105		323-0031		小山市八幡町2-10-6		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		2		なし		有		看護師長 カンゴシ チョウ		横家 よね子 ヨコ イエ コ		0285-22-1105
0285-24-9890

		下野市 シモツケシ		自治医科大学附属病院　		0285-44-2111		329-0498		下野市薬師寺3311-1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		2		3		2		別紙参照 ベッシ サンショウ		有		地域医療連携部（看護師） チイキ イリョウ レンケイ ブ カンゴシ		黒田　光恵 クロダ ミツエ		0285-44-2111		mazuek@jichi.ac.jp

		下野市 シモツケシ		石橋総合病院		0285-53-1134		329-0511		下野市石橋628		1		1		1		1		1		1		1		2		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		1		なし		有		地域医療連携部 チイキ イリョウ レンケイ ブ		(部長)岩崎 さゆり ブチョウ イワサキ		0285-53-1134		ishibashi-renkei@yushikai.jp

		高根沢町 タカネザワマチ		菅又病院　		028-676-0311		329-1207		塩谷郡高根沢町花岡2351		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		無

		栃木市 トチギシ		とちの木病院		0282-22-7722		328-0071		栃木市大町39-5		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		無

		栃木市 トチギシ		下都賀総合病院		0282-22-2551		328-0044		栃木市富士見町5-32		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		3		なし		有		医療福祉相談室 イリョウ フクシ ソウダンシツ		MSWが3人おります ニン		0282-22-2551

		栃木市 トチギシ		西方病院		0282-92-2323		322-0601		栃木市西方町金崎273-3 トチギシ		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		有		西方病院地域連携室 ニシカタ ビョウイン チイキ レンケイ シツ				0282-25-7310		nishikata-renkei@cc9.ne.jp

		壬生町 ミブマチ		獨協医科大学病院		0282-86-1111		321-0293		下都賀郡壬生町大字北小林880		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		3		2		別紙参照 ベッシ サンショウ		有		地域医療連携センター医療福祉相談室 チイキ イリョウ レンケイ イリョウ フクシ ソウダンシツ				0282-87-2185
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相談支援事業所

		Ｑ1.貴施設について、お伺いいたします キ シセツ ウカガ										事業所名とコメントをくっつけるで一表を作る ジギョウショ メイ イッピョウ ツク

		1		事業所名 ジギョウショ メイ								今月中 コンゲツ チュウ

		2		電話番号 デンワ バンゴウ								地図と一覧表をパワーポイント チズ イチラン ヒョウ

		3		FAX番号 バンゴウ								各項目ごとにページを作る カクコウモク ツク

		4		所在地 ショザイチ

		5		訪問可能な主な市町村 ホウモン カノウ オモ シチョウソン

		Ｑ2.重症心身障害児（者）の定義をご存知ですか ジュウショウシンシンショウガイジ シャ テイギ ゾンジ

		Ｑ2-1		知っている シ

		Ｑ2-2		知らない シ

		Ｑ3.重症心身障害児（者）の方（家族・関係機関等）からの相談を受けたことがありますか ジュウショウシンシンショウガイジ シャ カタ カゾク カンケイ キカン ナド ソウダン ウ

		Ｑ3-1		1		ある

		Ｑ3-2		2		ない

		Ｑ3-1-Ａ

				Ａ-1それは誰からの相談でしたか ダレ ソウダン

				1		ａ.家族 カゾク

				2		ｂ.支援者 シエンシャ

				3		ｃ.関係機関 カンケイ キカン

				Ａ-2それはどんな相談でしたか（複数回答可） ソウダン フクスウ カイトウ カ

				1		ａ.生活上の相談 セイカツ ジョウ ソウダン

				2		ｂ.医療的な相談 イリョウテキ ソウダン

				3		ｃ.制度に関する相談 セイド カン ソウダン

				4		ｄ.教育に関する相談 キョウイク カン ソウダン

				5		ｅ.サービス等利用計画書作成に関する相談 ナド リヨウ ケイカクショ サクセイ カン ソウダン

				6		ｆ.その他 タ

				Ａ-3それらの相談事業所として対応（解決）はできましたか ソウダン ジギョウショ タイオウ カイケツ

				1		ａ.できた

				2		ｂ.できなかった

				Ａ-3-1それはどうしてですか

				1		ａ解決手段・方法がなかった カイケツ シュダン ホウホウ

				2		ｂ.ほかの相談支援事業所に依頼した ソウダン シエン ジギョウショ イライ

				3		ｃ.行政に依頼した ギョウセイ イライ

				4		ｄ.その他 タ

		Ｑ4.Ｑ3-2「ない」→これから重症心身障害児（者）の方（本人・家族等）からの相談があればどのように対応されますか ジュウショウシンシンショウガイジ シャ カタ ホンニン カゾク ナド ソウダン タイオウ

				Ｑ4-1		自分の事業所で対応する ジブン ジギョウショ タイオウ

				Ｑ4-2		ほかの相談支援事業所へ依頼する ソウダン シエン ジギョウショ イライ

				Ｑ4-3		行政に依頼する ギョウセイ イライ

				Ｑ4-4		その他 タ

		Ｑ5.重症心身障害児（者）の方のサービス等利用計画書を作成したことがありますか ジュウショウシンシンショウガイジ シャ カタ ナド リヨウ ケイカクショ サクセイ

				Ｑ5-1		ある

				Ｑ5-2		ない

						Ｑ5-1-Ａ		「ある」と回答→作成にあたり、苦労したこと困ったことがありましたか カイトウ サクセイ クロウ コマ

						Ｑ5-2-Ａ		「ない」と回答 カイトウ

						1		ａ.今後依頼があれば作成する コンゴ イライ サクセイ

						2		ｂ.他の相談支援事業所に依頼する ホカ ソウダン シエン ジギョウショ イライ

						3		ｃ.作成するかどうかわからない サクセイ

						Ｑ5-2-Ａ-1		b.cを回答→それはどうしてですか カイトウ

		Q6.重症心身障害児（者）の方がより良い在宅生活をしていく上で何か必要だと思うことがあればご自由にお書きください ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ カタ ヨ ザイタク セイカツ ウエ ナニ ヒツヨウ オモ ジユウ カ



		承諾可否 ショウダク カヒ		Q1												Ｑ2.重症心身障害児（者）の定義をご存知ですか ジュウショウシンシンショウガイジ シャ テイギ ゾンジ				Ｑ3.重症心身障害児（者）の方（家族・関係機関等）からの相談を受けたことがありますか ジュウショウシンシンショウガイジ シャ カタ カゾク カンケイ キカン ナド ソウダン ウ																														Ｑ4.Ｑ3-2「ない」→これから重症心身障害児（者）の方（本人・家族等）からの相談があればどのように対応されますか ジュウショウシンシンショウガイジ シャ カタ ホンニン カゾク ナド ソウダン タイオウ										Ｑ5.重症心身障害児（者）の方のサービス等利用計画書を作成したことがありますか ジュウショウシンシンショウガイジ シャ カタ ナド リヨウ ケイカクショ サクセイ										Q6.重症心身障害児（者）の方がより良い在宅生活をしていく上で何か必要だと思うことがあればご自由にお書きください ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ カタ ヨ ザイタク セイカツ ウエ ナニ ヒツヨウ オモ ジユウ カ

				事業所名 ジギョウショ メイ		電話番号 デンワ バンゴウ		FAX番号 バンゴウ		郵便番号 ユウビンバンゴウ		所在地 ショザイチ		訪問可能な主な市町村 ホウモン カノウ オモ シチョウソン		知っている		知らない シ		ある		ない		それは誰からの相談でしたか						それはどんな相談でしたか														それらの相談事業所として対応（解決）はできましたか						自分の事業所で対応する ジブン ジギョウショ タイオウ		他の相談支援事業所へ依頼する ホカ ソウダン シエン ジギョウショ イライ		行政に依頼する ギョウセイ イライ		その他 タ				ある		ない		「ある」と回答		「ない」
と回答		b.c（23）を回答

																								家族 カゾク		支援者 シエンシャ		関係機関 カンケイ キカン		生活上の相談 セイカツ ジョウ ソウダン		医療的な相談 イリョウテキ ソウダン		制度に関する相談 セイド カン ソウダン		教育に関する相談 キョウイク カン ソウダン		サービス等利用計画書作成に関する相談 ナド リヨウ ケイカクショ サクセイ カン ソウダン		その他 タ		その他回答 タ カイトウ		それらの相談事業所として対応（解決）はできましたか		それはどうしてですか		それはどうしてですか

		否 イナ		手話通訳派遣協会相談支援事業所		0287-73-4422		0287-62-7776		325-0026		栃木県那須塩原市上厚崎431-17 ３２５－００２６				0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		0		1		本事業所と同様の地域で一般相談支援事業所と連携を図り対応する ホン ジギョウショ ドウヨウ チイキ イッパン ソウダン シエン ジギョウショ レンケイ ハカ タイオウ		0		1		0		2		当事業所は手話通訳派遣を主目的とする事業所であるため、聴覚障害に対するノウハウはあるがそれ以外の障害者に対応する専門性を有していない為 トウ ジギョウショ シュワ ツウヤク ハケン シュモクテキ ジギョウショ チョウカク ショウガイ タイ イガイ ショウガイシャ タイオウ センモンセイ ユウ タメ

		否 イナ		相談支援事業所すまいる		0285-45-7199		0285-45-8437		329-0205		小山市間々田750-1		小山市 オヤマシ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		1		0				0		1		0		3		現在担当させていただいているケースの他に受け入れる時間的余裕がないため。また専門的な知識や経験がなく自信がないため。 ゲンザイ タントウ ホカ ウ イ ジカンテキ ヨユウ センモンテキ チシキ ケイケン ジシン

		否 イナ		やまゆりの里		0284-90-2030		0284-90-2031		326-0011		足利市大沼田町525-1		足利市 アシカガシ		0		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		ショートステイの利用が可能かどうか リヨウ カノウ		2		1		ショートの利用を希望していたが、幼児で夜間に吸引が必要とのことだったので職員配置上困難と判断 リヨウ キボウ ヨウジ ヤカン キュウイン ヒツヨウ ショクイン ハイチ ジョウ コンナン ハンダン		0		0		0		0				0		1		0		2		あしかがの森さんが近くにあり専門性もあるため モリ チカ センモンセイ

		否 イナ		相談支援センターひかり		028-612-7717		028-612-7718		320-0072		宇都宮市若草4-20-7		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		0		1		0		1		0		0		1		0		1		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		居宅介護事業所とニーズのマッチング キョタク カイゴ ジギョウショ		0				短期入所事業所（医療的ケア対応型）の整備 タンキ ニュウショ ジギョウショ イリョウテキ タイオウガタ セイビ

		否 イナ		相談支援センター歩み		028-667-5151		028-667-5150		321-3233		宇都宮市上籠谷町3792		真岡市、芳賀町、宇都宮市 モオカシ ハガマチ ウツノミヤシ		0		1		1		0		0		1		0		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		毎日お会いしている方ではないしお話ができる方ではないので、計画書を作ることは少々戸惑いはありましたが、すべて療育指導室の先生にご指導いただき作成することができました。お幸せな時を過ごしてほしいという思いはいっぱいありますが、なにも出来ていない自分が申し訳ないような気持ちです。 マイニチ ア カタ ハナシ カタ ケイカクショ ツク ショウショウ トマド リョウイク シドウシツ センセイ シドウ サクセイ シアワ トキ ス オモ デキ ジブン モウ ワケ キモ		0				すみません。経験不足で在宅の方はよくわかりませんが、独立行政法人国立病院機構宇都宮病院にお伺いし行き届いた介護、職員の先生方の情熱にこういうところで重症心身障害者の方が過ごせることは幸せなのでは…としみじみ思いました。 ケイケン ブソク ザイタク カタ ドクリツ ギョウセイ ホウジン コクリツ ビョウイン キコウ ウツノミヤ ビョウイン ウカガ イ トド カイゴ ショクイン センセイガタ ジョウネツ ジュウショウ シンシン ショウガイシャ カタ ス シアワ オモ

		否 イナ		ワークス共育		0287-39-5593		0287-39-5630		329-2213		那須塩原市上大貫2028-2				1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		0		1		状況に応じて対応する ジョウキョウ オウ タイオウ		0		1				1				相談支援専門員のレベルアップが必要ではないかと思います ソウダン シエン センモンイン ヒツヨウ オモ

		否 イナ		指定特定相談支援センタードリーム		0288-32-2280		0288-32-2281		321-2341		日光市大沢町274		日光市、塩谷町、鹿沼市、宇都宮市 ニッコウシ シオヤ チョウ カヌマシ ウツノミヤ シ		0		1		1		0		1		0		0		1		1		1		0		0		0				1		0				0		0		0		0				1		0		計画を作成するにあたり医療機関との連携方法を具体化していくことに連絡調整に時間を要しました。また医師同士でのやりとりの方が早いように感じました。※解決できたと言っても施設の空き待ちで関係する病院で入院しております。 ケイカク サクセイ イリョウ キカン レンケイ ホウホウ グタイカ レンラク チョウセイ ジカン ヨウ イシ ドウシ ホウ ハヤ カン カイケツ イ シセツ ア マ カンケイ ビョウイン ニュウイン		0				入所ではなく、医療ケアのできる短期入所やグループホーム、日中一時、生活介護の拡充が必要であること。また重症心身障害児（者）への理解を広めていき、理解者を増やすこと、訪問看護、訪問医療、居宅介護も活用しやすい環境づくりを相談支援専門員はネットワークづくりに努めなければんらないと思います。 ニュウショ イリョウ タンキ ニュウショ ニッチュウ イチジ セイカツ カイゴ カクジュウ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ リカイ ヒロ リカイシャ フ ホウモン カンゴ ホウモン イリョウ キョタク カイゴ カツヨウ カンキョウ ソウダン シエン センモンイン ツト オモ

		否 イナ		ユーファーム支援センター		028-689-0070		028-680-0750		321-0972		宇都宮市下川俣町206-127		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2		これまでの実績として主に就労系の利用計画の作成を行っており重症心身障害児の方への支援については経験や人員の不足から対応が困難であると思われるため ジッセキ オモ シュウロウ ケイ リヨウ ケイカク サクセイ オコナ ジュウショウ シンシン ショウガイジ カタ シエン ケイケン ジンイン フソク タイオウ コンナン オモ

		否 イナ		障害者相談支援センターひびき		028-666-7601		028-666-7602		321-0403		宇都宮市下小倉町1536		宇都宮市、さくら市 ウツノミヤシ シ		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2		かつて受け入れたことがなく、またスタッフにも医療的ケアの知識や経験が乏しく、自信をもって迎え入れることができない ウ イ イリョウテキ チシキ ケイケン トボ ジシン ムカ イ		受け入れる施設が近辺にあること ウ イ シセツ キンペン

		否 イナ		相談支援事業ぴゅあ		028-611-1771		028-611-1772		321-0911		宇都宮市問屋町3426-46		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2

		否 イナ		指定特定相談支援事業所すえひろ		0287-23-3962		0287-24-1670		324-0042		大田原市末広1-2-5		大田原市、大田原市以外は交通費を受領 オオタワラシ オオタワラシ イガイ コウツウヒ ジュリョウ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2		事業所の対象を精神障害に限定し、市に申請しているため ジギョウショ タイショウ セイシン ショウガイ ゲンテイ シ シンセイ

		否 イナ		相談支援センターふじみだい		0285-44-0200		0285-44-4255		329-0412		下野市芝1123		下野市 シモノ シ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		0		1		ケースによって検討 ケントウ		0		1				2

		否 イナ		相談支援センターひゅーまにあ宇都宮		028-678-5385		028-678-5395		320-0802		宇都宮市江野町6-15大立ビル4階		宇都宮市（鹿沼市等近隣市町村） ウツノミヤシ カヌマシ ナド キンリン シチョウソン		0		1		1		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		あるではありますが、初めての作成でまた完成はしていない段階です。病院で実施されている活動医療等で自分自身が未熟で理解が足りていない為に苦労しています。 ハジ サクセイ カンセイ ダンカイ ビョウイン ジッシ カツドウ イリョウ ナド ジブン ジシン ミジュク リカイ タ タメ クロウ		0				①医療面での安心②外部と交流する機会③家族の方への支援 イリョウ メン アンシン ガイブ コウリュウ キカイ カゾク カタ シエン

		否 イナ		地域活動支援センターあしかが		0284-41-2643		0284-43-0463		326-0808		足利市本城1-1547		足利市 アシカガシ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0						0		1		0		0				0		1				2		専門外で知識等はなく、計画書の作成は難しいため センモンガイ チシキ トウ ケイカクショ サクセイ ムズカ

		否 イナ		南那須地区障害者相談支援センター		0287-80-1020		0287-80-1027		321-0624		那須烏山市旭1-18-8		那須烏山市、那珂川町 ナスカラスヤマシ ナカガワマチ		1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		アセスメント、院内での面会予定の調整、家族への説明など インナイ メンカイ ヨテイ チョウセイ カゾク セツメイ		0				在宅医療、訪問リハビリなど24時間対応出来る専門家チーム ザイタク イリョウ ホウモン ジカン タイオウ デキ センモンカ

		否 イナ		ワン・ハーモニー		0287-22-8255		0287-48-7225		324-0042		大田原市末広1-3618-13				0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				0

		否 イナ		ひまわり相談支援事業所		0282-20-5006		0282-23-4878		328-0052		栃木市祝町12－9				0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		1		0				0		1				3		意思伝達が自分にとって受け止められるかに不安があるため イシ デンタツ ジブン ウ ト フアン

		否 イナ		サンフラワーライフ		0285-22-1109		0285-22-1345		323-0808		小山市出井1936		小山市内 オヤマシナイ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				3		近隣に受け入れ施設が少なく在宅福祉サービスに向けるのが難しい キンリン ウ イ シセツ スク ザイタク フクシ ム ムズカ

		否 イナ		natu- la(ナチュラ)		0287-67-3115		0287-67-3115		329-3153		那須塩原市大原間239-1		那須塩原市、大田原市、那須町 ナスシオバラ シ オオタワラシ ナスマチ		0		1		1		0		1		0		0		1		1		1		0		0		0				1		0				0		0		0		0				1		0		サービス自体の幅がせまいため、本人が安全に安心した生活をうけられるためにどう組み合わせたら良いか。又、家族によっては苦手な事業所もあり限られた事業所を探すのが難しかった。 ジタイ ハバ ホンニン アンゼン アンシン セイカツ ク ア ヨ マタ カゾク ニガテ ジギョウショ カギ ジギョウショ サガ ムズカ		0				訪問系のサービスがもっと充実して欲しい ホウモン ケイ ジュウジツ ホ

		否 イナ		相談支援事業所ふるさとホーム那須		0287-98-3001		0287-98-8080		324-0414		大田原市片府田1301-59		大田原市、那須町、那須塩原市、周辺 オオタワラシ ナスマチ ナスシオバラ シ シュウヘン		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2		主な精神知的関係なので、今後はできるよう専門的な部分の勉強が必要です。 オモ セイシン チテキ カンケイ コンゴ センモンテキ ブブン ベンキョウ ヒツヨウ		①専門相談②居場所③地域の理解 センモン ソウダン イバショ チイキ リカイ

		否 イナ		特定相談支援事業所きのこ		028-635-8746		028-635-8778		320-0846		栃木県宇都宮市滝の原2-4-42 ３２０－０８４６		宇都宮市 ウツノミヤシ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		1		0				0		1				3		どのように作成したらいいか不安のため サクセイ フアン

		否 イナ		こども発達支援センター鹿沼市あおば園		0289-63-1745		0289-63-1745		322-0074		鹿沼市日吉町320－1				1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		1		0				0		1				2		相談支援専門員の不足、児童発達支援事業所利用のための計画書作成が主な業務になっている ソウダン シエン センモンイン フソク ジドウ ハッタツ シエン ジギョウショ リヨウ ケイカクショ サクセイ オモ ギョウム

		否 イナ		障害者相談支援センターみつか・Ｒｕ		028-648-3971		028-648-3936		321-0347		宇都宮市飯田町261		宇都宮市、鹿沼市 ウツノミヤシ カヌマシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		1		状況に応じして他機関と連携し判断する場合もある ジョウキョウ オウ ホカ キカン レンケイ ハンダン バアイ		0		1				1		計画依頼の状況に応じて対応できない月もある（モニタリング件数） ケイカク イライ ジョウキョウ オウ タイオウ ツキ ケンスウ

		否 イナ		工房つばさ		0285-40-0388		0285-40-6700		329-0401		下野市箕輪425-1		下野市、上三川町、壬生町、ただし状況に応じて対応することが難しい場合もある シモノ シ カミノカワマチ ミブマチ ジョウキョウ オウ タイオウ ムズカ バアイ		1		0		1		0		1		0		0		1		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		短期入所、ヘルパーなどの利用希望があっても受け入れてくれる事業所が見つからない タンキ ニュウショ リヨウ キボウ ウ イ ジギョウショ ミ		3		状況により作成することができない場合がある ジョウキョウ サクセイ バアイ		重心の方の短期入所等の利用ができるところが必要。在宅でのサービスの受入必要だと思われる。 ジュウシン カタ タンキ ニュウショ ナド リヨウ ヒツヨウ ザイタク ウケイレ ヒツヨウ オモ

		否 イナ		相談支援事業所グーフォ		028-673-0002		028-671-0785		329-1105		宇都宮市中岡本町3178-3				1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1				在宅生活を支える家族に負担が重くならないようにする。緊急時に対応してくれる医療ケア付きの宿泊施設を増やしてほしい ザイタク セイカツ ササ カゾク フタン オモ キンキュウジ タイオウ イリョウ ツ シュクハク シセツ フ

		否 イナ		那珂川町社協相談支援事業所		0287-92-1273		0287-92-1295		324-0613		那珂川町馬頭560-1		那珂川町 ナカガワマチ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				0				移動支援サービス イドウ シエン

		否 イナ		相談支援事業所大山田ノンフェール		0287-93-0660		0287-83-8182		324-0602		那珂川町大山田下郷955		那珂川町 ナカガワマチ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		1		0				0		1				2		平成27年度で相談支援事業を終了するため ヘイセイ ネンド ソウダン シエン ジギョウ シュウリョウ

		否 イナ		在宅サポートこころ		028-651-0780		028-651-0781		320-0042		宇都宮市材木町4-24				0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2

		否 イナ		相談支援事業所みらい ソウダン シエン ジギョウショ		0280-57-2673		0280-57-2673		329-0111		野木町丸林371-12		野木町、小山市 ノギマチ オヤマシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		0		1		しかるべき関係機関と連携して対応する カンケイ キカン レンケイ タイオウ		0		1				3		重症心身のノウハウがない ジュウショウ シンシン

		否 イナ		大田原市社会福祉協議会		0287-54-1849		0287-54-2745		324-0233		栃木県大田原市黒羽田町848 ３２４－０２３３		大田原市内 オオタワラシナイ		0		1		1		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0				2		1				0		1		0		0				0		1				2		職員が未熟なため ショクイン ミジュク		在宅医療の充実、居宅介護の２４時間対応（サービス事業所）の充実 ザイタク イリョウ ジュウジツ キョタク カイゴ ジカン タイオウ ジギョウショ ジュウジツ

		否 イナ		障がい者相談支援センターとまつり		028-680-5570		028-680-5271		320-0052		宇都宮市中戸祭町813		宇都宮市、近隣市町村 ウツノミヤシ キンリン シチョウソン		0		1		1		0		1		0		0		1		0		0		0		0		1		親子間の関わり オヤコ カン カカ		0		0		現在対応中 ゲンザイ タイオウチュウ		0		0		0		0				1		0		保護者との連携がとれない ホゴシャ レンケイ		0

		否 イナ		宇都宮市社会福祉協議会		028-636-1536		028-636-1537		320-0806		宇都宮市中央1-1-15		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		0				2		1		医療的ケアが必要な方が長時間外出したい。長時間支援者の拘束、移動手段（車の中での対応）、医療的ケアが必要な方が外出したいときに外出できる環境がすぐに整えられない、医療的けが必要な方で要介助であるが、歩行できる方が利用できる短期入所先はないか（アクセス時間も含む） イリョウテキ ヒツヨウ カタ チョウジカン ガイシュツ チョウジカン シエン シャ コウソク イドウ シュダン クルマ ナカ タイオウ イリョウテキ ヒツヨウ カタ ガイシュツ ガイシュツ カンキョウ トトノ イリョウテキ ヒツヨウ カタ ヨウ カイジョ ホコウ カタ リヨウ タンキ ニュウショ サキ ジカン フク		0		0		0		0				1		0		専門的（医療面）な知識がなく、専門用語が多く調べたり聞いたりしながら支援していくこと。長く関わらないと親の思いまで聞き出せないこと。 センモンテキ イリョウ メン チシキ センモン ヨウゴ オオ シラ キ シエン ナガ カカ オヤ オモ キ ダ		0				当事者が何歳になっても利用できるサービス環境（短期入所、訪問入浴など）。教育もほかのお子さん同様平等に受けられる機会（学校行事も含む）。相談対応できる人材の確保。緊急時でも利用できるサービスの調整・確保。直接支援できるサービス・人材を増やすこと。 トウジシャ ナンサイ リヨウ カンキョウ タンキ ニュウショ ホウモン ニュウヨク キョウイク コ ドウヨウ ビョウドウ ウ キカイ ガッコウ ギョウジ フク ソウダン タイオウ ジンザイ カクホ キンキュウジ リヨウ チョウセイ カクホ チョクセツ シエン ジンザイ フ

		承諾 ショウダク		ライフサポートセンターゆめ		0280-33-3624		0280-57-4624		329-0111		野木町丸林630-4		野木町、その周辺地域 ノギマチ シュウヘン チイキ		1		0		1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		1		福祉サービス利用に関する相談 フクシ リヨウ カン ソウダン		1		0				0		0		0		0				1		0		医療的な情報、知識に乏しくわからない用語などが数多く出てきた。医療的ケアの内容の聞き取り（どの部分を聞いていけばよいのか） イリョウテキ ジョウホウ チシキ トボ ヨウゴ カズオオ デ イリョウテキ ナイヨウ キ ト ブブン キ		0				Ｆａの負担軽減のためのレスパイト先（ＨＰ、ＳＳ機関等）。家族それぞれの訴え、希望を明確にしていく。関係機関がチームになりＦａの支え応援をしていく。 フタン ケイゲン サキ キカンナド カゾク ウッタ キボウ メイカク カンケイ キカン ササ オウエン

		承諾 ショウダク		足利ケアサービス		0284-21-7630		0284-21-3109		326-0843		足利市五十部町809-3		足利市、佐野市、太田市 アシカガシ サノシ オオタシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		0		1		ケースによって対応する タイオウ		0		1				3

		承諾 ショウダク		相談支援センターみさと		0285-72-9767				321-4104		芳賀郡益子町大沢2800-5		芳賀郡内（真岡市、益子町、市貝町、芳賀町、茂木町） ハガ グンナイ モオカシ マシコ チョウ イチ ガイ マチ ハガマチ モギマチ		1		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		資源が少ない、短期入所先の確保が難しかった。計画を作るのには、医療情報が難しく感じられた。 シゲン スク タンキ ニュウショ サキ カクホ ムズカ ケイカク ツク イリョウ ジョウホウ ムズカ カン		0				連携の取れる医療関係者がたくさん地域の中にいてくれると安心して生活できるかな。外出や余暇の充実を図るために医療の必要な人の生活が限られてしまっている（あきらめてしまっている） レンケイ ト イリョウ カンケイシャ チイキ ナカ アンシン セイカツ ガイシュツ ヨカ ジュウジツ ハカ イリョウ ヒツヨウ ヒト セイカツ カギ

		承諾 ショウダク		サポートセンターとみや生活支援センター		028-665-8230		028-665-8230		321-2116		宇都宮市徳次郎町540		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		0		1		0		0		0		0		1		1		1		1		1		0				0		1		医療的なケアが必要な利用者様の日中活動先が限られて利用できない人がいる。学校との連携が取りにくい。通勤手段・行事参加制限があり平等性が保たれない。学校はサービスで対応を望み、福祉行政は教育で何とかするべきとつねに折り合わない。 イリョウテキ ヒツヨウ リヨウシャサマ ニッチュウ カツドウ サキ カギ リヨウ ヒト ガッコウ レンケイ ト ツウキン シュダン ギョウジ サンカ セイゲン ビョウドウセイ タモ ガッコウ タイオウ ノゾ フクシ ギョウセイ キョウイク ナン オ ア		0		0		1		0		協力してほしい キョウリョク		1		0		利用できるサービスが限られている。社会参加できる機会が少なく、場が限られている。介護者の負担軽減が取りにくい。夢や希望を叶えるための資源が少ない。 リヨウ カギ シャカイ サンカ キカイ スク バ カギ カイゴシャ フタン ケイゲン ト ユメ キボウ カナ シゲン スク		0				通勤手段、保護者なくても教育が受けられる環境。常に親同行を求めるのでは、自立につながらず、いつになっても親の負担は軽減されない。親が安心して託せる日中活動の場。社会参加、役割を担える環境作り、職場。地域で生活していくための交流の機会や場があるといい。緊急的にレスパイトを受け入れてくれる場。 ツウキン シュダン ホゴシャ キョウイク ウ カンキョウ ツネ オヤ ドウコウ モト ジリツ オヤ フタン ケイゲン オヤ アンシン タク ニッチュウ カツドウ バ シャカイ サンカ ヤクワリ ニナ カンキョウ ヅク ショクバ チイキ セイカツ コウリュウ キカイ バ キンキュウテキ ウ イ バ

		承諾 ショウダク		社会就労センターえいぶるの里 シャカイ シュウロウ サト		0285-22-4561		0285-224581		323-0003		小山市東島田2403-2		小山市、下野市、上三川町、野木町、結城市、古河市、筑西市 オヤマシ シモノ シ カミノカワマチ ノギマチ ユウキシ コガシ ツク ニシ シ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				1		0		自己決定が難しいため、家族中心の考えになってしまうこと。また、利用できる社会資源が少ない。 ジコ ケッテイ ムズカ カゾク チュウシン カンガ リヨウ シャカイ シゲン スク		1				関係機関との連携、特に在宅が長い方は医療機関とのかかわりが家族も含め、希薄になってしまい、二次障害に対応できない。地域に総合的に支援でき、医療的ケアが受けられる場所、または訪問医療の充実が必要と思います。 カンケイ キカン レンケイ トク ザイタク ナガ カタ イリョウ キカン カゾク フク キハク ニジ ショウガイ タイオウ チイキ ソウゴウテキ シエン イリョウテキ ウ バショ ホウモン イリョウ ジュウジツ ヒツヨウ オモ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所「ピュア」		0282-31-3911		0282-31-3912		328-0133		栃木市大森町465		栃木市、鹿沼市、佐野市、小山市、壬生町 トチギシ カヌマシ サノシ オヤマシ ミブマチ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1

		承諾 ショウダク		社会福祉法人とちのみ会　こなかの森 シャカイ フクシ ホウジン カイ モリ		0283-24-5757		0283-24-6294		327-0001		佐野市小中町1280		佐野市、足利市 サノシ アシカガシ		1		0		1		0		1		0		0		1		0		1		0		0		0				1		2		通所型のため、短期入所の受け入れはサービスとして提供できず、他施設の紹介、相談支援事業につなげている。 ツウショ ガタ タンキ ニュウショ ウ イ テイキョウ タ シセツ ショウカイ ソウダン シエン ジギョウ		0		0		0		0				1		0		療養型短期入所ほかの施設への短期入所の受け入れ状況など、受け入れ場所を見つけるなど。短期入所時の発作発症時医療への繋ぎが困難。問題多（かかりつけ医への搬送） リョウヨウガタ タンキ ニュウショ シセツ タンキ ニュウショ ウ イ ジョウキョウ ウ イ バショ ミ タンキ ニュウショ ジ ホッサ ハッショウ ジ イリョウ ツナ コンナン モンダイ タ イ ハンソウ		0				佐野市には、身障（重心）短期入所施設がなく老人施設に佐野市が委託しているが、利用する人もいなく、サービスが使いづらい状態にある。短期入所受け入れ可能施設が増えることで、家族のほうも使いやすく利便性があがると考えます。 サノシ シンショウ ジュウシン タンキ ニュウショ シセツ ロウジン シセツ サノシ イタク リヨウ ヒト ツカ ジョウタイ タンキ ニュウショ ウ イ カノウ シセツ フ カゾク ツカ リベンセイ カンガ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所テトテ		0287-36-7171		0287-36-7181		329-2732		那須塩原市一区町251-1		那須塩原市（大田原、矢板、那須町、那珂川町、烏山） ナスシオバラ シ オオタワラ ヤイタ ナスマチ ナカガワマチ カラスヤマ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		0		1		委託の相談支援事業所や重心専門の事業所に相談する イタク ソウダン シエン ジギョウショ ジュウシン センモン ジギョウショ ソウダン		0		1				3		その方にとって、より専門性の高い方が対応することが望ましいと思いますので、作成が適するか否か周囲のサービス状況なども考慮して決めたいと思います。適切にアドバイスをいただける地域の環境が整っていれば、スキルアップ、経験の積み重ねのためにも作成したいです。 カタ センモンセイ タカ ホウ タイオウ ノゾ オモ サクセイ テキ イナ シュウイ ジョウキョウ コウリョ キ オモ テキセツ チイキ カンキョウ トトノ ケイケン ツ カサ サクセイ		相談支援専門員のスキルアップ。きめ細かい支援（サービスの充実）本人のニーズを正しく理解できる人材の育成と地域の理解。 ソウダン シエン センモンイン コマ シエン ジュウジツ ホンニン タダ リカイ ジンザイ イクセイ チイキ リカイ

		承諾 ショウダク		指定特定相談支援事業所あじさい		0287-60-3361		0287-60-3362		325-0034		那須塩原市東原166		那須塩原市、那須町 ナスシオバラ シ ナスマチ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2				訪問看護、訪問診療を行う医師が必要だと思います。 ホウモン カンゴ ホウモン シンリョウ オコナ イシ ヒツヨウ オモ

		承諾 ショウダク		障害者相談支援センターいぶき		028-678-3502		028-676-3501		329-1216		高根沢町桑窪2266-2		高根沢町 タカネザワマチ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1				短期入所など受け入れてくれる施設を増やしてほしい。県内で受け入れていただけない為、県外の施設を考えなくてはいけない方がいます。 タンキ ニュウショ ウ イ シセツ フ ケンナイ ウ イ タメ ケンガイ シセツ カンガ カタ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所わくわくおやま		0285-24-6575		0285-20-0255		323-0022		小山市駅東通り3-9-6		小山市 オヤマシ		1		0		1		0		1		1		1		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		関係事業所が多いことで情報収集連携等大変。医療機関とも連携を図る必要あり。レスパイト、ショートステイの受入困難。利用できる事業所が少ない。 カンケイ ジギョウショ オオ ジョウホウ シュウシュウ レンケイ ナド タイヘン イリョウ キカン レンケイ ハカ ヒツヨウ ウケイレ コンナン リヨウ ジギョウショ スク		0				重症心身障害児（者）を受け入れしてくれる事業所、施設がもっと多くあればよいと思われる。通所日中一時短期入所など。相談支援、計画作成についてもほかの事業所が受け入れてくれないとの理由で受け入れ可能事業所へ集中してしまう為、相談員への研修等を増やせばよいが。しかし日々の業務が多忙であるため、難しいのかな？ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ ウ イ ジギョウショ シセツ オオ オモ ツウショ ニッチュウ イチジ タンキ ニュウショ ソウダン シエン ケイカク サクセイ ジギョウショ ウ イ リユウ ウ イ カノウ ジギョウショ シュウチュウ タメ ソウダン イン ケンシュウ ナド フ ヒビ ギョウム タボウ ムズカ

		承諾 ショウダク		相談支援センターネクスト		080-8854-9551		0280-612-1558		320-0034		宇都宮市泉町6-25		宇都宮市 ウツノミヤシ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2

		承諾 ショウダク		相談支援事業のぞみ		0287-65-2288		0287-65-2282		329-3152		那須塩原市上中野53		那須塩原市、大田原市、那須町 ナスシオバラ シ オオタワラシ ナスマチ		1		0		1		0		0		0		1		1		1		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		現サービスでの医療ケアをふまえ、将来にむけて他事業との連携につなげるよう計画作成、調整に苦労した。 ゲン イリョウ ショウライ タ ジギョウ レンケイ ケイカク サクセイ チョウセイ クロウ		0				選択肢が増えるよう受け入れ可能な福祉サービス事業所の増加が必要だと思われます。 センタクシ フ ウ イ カノウ フクシ ジギョウショ ゾウカ ヒツヨウ オモ

		承諾 ショウダク		サポートセンターひばり		028-670-0330		028-667-7315		321-3236		宇都宮市竹下町435-159		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		苦労ではないが、お母様がとても一生懸命ですでにサービスも繋がっていたため、現状を計画にする形となったが、計画作成後のかかわりについて相談員としてどのようにすべきことが望ましいかと考える。 クロウ カアサマ イッショウケンメイ ツナ ゲンジョウ ケイカク カタチ ケイカク サクセイ ゴ ソウダン イン ノゾ カンガ		0				福祉サービスや医療、またボランティアが入室されるととてもよいと思います。また、介助者（家族）のケアも考えると気軽に参加できるようなイベント（医療が整っていたり、介助するボランティアさんがいたり）や、同じ重症心身障害児（者）をもつかたとのネットワークがあるといいのかなと思います。 フクシ イリョウ ニュウシツ オモ カイジョシャ カゾク カンガ キガル サンカ イリョウ トトノ カイジョ オナ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ オモ

		承諾 ショウダク		高根沢町障害児者生活支援センターすまいる タカネザワマチ		028-612-2751		028-612-2752		329-1225		栃木県塩谷郡高根沢町石末1825　福祉センター内 ３２９－１２２５ フクシ ナイ		高根沢町 タカネザワマチ		1		0		1		0		0		0		1		0		0		1		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		地元に使える資源がなく苦労した ジモト ツカ シゲン クロウ		0				①医療と福祉の連携ネットワーク②重心の方でも利用できるサービスが増えること③訪問診療医 イリョウ フクシ レンケイ ジュウシン カタ リヨウ フ ホウモン シンリョウ イ

		承諾 ショウダク		障害者相談支援センターフォレスト		0284-91-1816		0284-91-2867		326-0011		足利市大沼田町615		足利市及び近隣市町村 アシカガシ オヨ キンリン シチョウソン		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0				0

		承諾 ショウダク		障がい者相談支援事業所ケアサプライ		0287-73-5312		0287-73-5311		329-3221		栃木県那須郡那須町漆塚762-102 ３２９－３２２１		白河市、那須町、那須塩原市、大田原市 シラカワシ ナスマチ ナスシオバラシ オオタワラシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1				サービスを提供できる事業所の充実を図る テイキョウ ジギョウショ ジュウジツ ハカ

		承諾 ショウダク		南栃木支援センター相談支援		0285-44-6118		0285-44-7215		329-0412		下野市柴1432-105		下野市、小山市、壬生町 シモノ シ オヤマシ ミブマチ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		0		1		介護保険と併用する場合のみ対応する カイゴ ホケン ヘイヨウ バアイ タイオウ		0		1				3		介護保険と併用する場合のみ作成する カイゴ ホケン ヘイヨウ バアイ サクセイ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所とまり木		0287-54-2854		0287-54-2230		324-0231		大田原市北野上3952		大田原市、那須塩原市、那須町 オオタワラシ ナスシオバラシ ナスマチ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1				当事業所の対応範囲は現在、知的障害者特に中・軽度が主だが、精神（高次脳機能障害も含む）分野もやり始めている。今後重症心身障害者もほかの相談支援事業所の助けを得ながら、勉強しながら対応したいと考えている。そのために研修や見学の機会を多く作っていただきたい。今は、当事業所はその程度しか考えられない。 トウ ジギョウショ タイオウ ハンイ ゲンザイ チテキ ショウガイシャ トク チュウ ケイド オモ セイシン コウジ ノウ キノウ ショウガイ フク ブンヤ ハジ コンゴ ジュウショウ シンシン ショウガイシャ ソウダン シエン ジギョウショ タス エ ベンキョウ タイオウ カンガ ケンシュウ ケンガク キカイ オオ ツク イマ トウ ジギョウショ テイド カンガ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所ポンテ		028-652-7288		028-652-6355		321-0341		宇都宮市古賀志町1964-12		宇都宮、鹿沼、日光、壬生 ウツノミヤ カヌマ ニッコウ ミブ		0		1		1		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0				0				未就学児（3～5才）の方の医療型児童発達支援を分離で行う施設が数か所あると良いと思います。 ミシュウガクジ サイ カタ イリョウ ガタ ジドウ ハッタツ シエン ブンリ オコナ シセツ スウ ショ ヨ オモ

		承諾 ショウダク		相談支援センター光輝舎		0285-70-2020		0285-72-8222		321-4105		芳賀郡益子町北中1113-1		芳賀郡、真岡市等 ハガ グン モオカシ ナド		1		0		1		0		1		1		1		1		0		1		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		利用できるサービス事業所が少ない。重心児者に合わせたプログラムが見つからない（近隣で） リヨウ ジギョウショ スク ジュウシン ジ シャ ア ミ キンリン		0				本人の状態にもよるが、重度化する状況に対応できる事業所の確保。家族の負担が大きくなり在宅生活の継続が困難になることが予測されるので、在宅で支援が受けられるような体制の充実と、レスパイトサービスの拡大。 ホンニン ジョウタイ ジュウドカ ジョウキョウ タイオウ ジギョウショ カクホ カゾク フタン オオ ザイタク セイカツ ケイゾク コンナン ヨソク ザイタク シエン ウ タイセイ ジュウジツ カクダイ

		承諾 ショウダク		特定相談支援事業所やすらぎ		028-650-7727		028-650-7728		320-0011		宇都宮市富士見が丘3－19－20		宇都宮市 ウツノミヤシ		0		0		1		0		1		0		0		0		0		1		1		0		0				0		3		対応できるヘルパーがいれば支援する タイオウ シエン		0		0		0		0				0		1				3

		承諾 ショウダク		障がい者支援センターにんべん		028-686-2539		028-686-2584		329-1417		さくら市フィオーレ喜連川5-2-1　フィオーレガーデン1-102		さくら市 シ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1				地域資源アンケートをいただきありがとうございました。設問に対しまして知識不足にこれでいいのかという思いです。相談支援専門員として設問にありました「3」要望がでますれば、先輩相談員・各職種の方々に相談・指導をいただき、相談支援事業を行ってみたいと考えます。大島先生について学ばせて頂きました。 チイキ シゲン セツモン タイ チシキ ブソク オモ ソウダン シエン センモンイン セツモン ヨウボウ センパイ ソウダン イン カクショクシュ カタガタ ソウダン シドウ ソウダン シエン ジギョウ オコナ カンガ オオシマ センセイ マナ イタダ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所おやま		0285-22-1833		0285-228946		323-0014		小山市喜沢660		小山市、下野市 オヤマシ シモノ シ		1		0		1		0		1		1		0		0		0		0		0		1		0				2		3				0		0		0		0				1		0		本人の意思が明確でないので親の意向中心のものになってしまった。 ホンニン イシ メイカク オヤ イコウ チュウシン		0

		承諾 ショウダク		真岡介護センター		0285-80-5200		0285-80-5211		321-4361		真岡市並木町1-8-1　シティ並木102 ナミキ		真岡市、芳賀町南部、市貝町南部、益子町西部、上三川東部 モオカシ ハガマチ ナンブ イチ ガイ チョウ ナンブ マシコ チョウ セイブ カミノカワ トウブ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		0		1				0		1				3		担当者の受け持ちケースの状況など考慮し対応できるか検討したい タントウシャ ウ モ ジョウキョウ コウリョ タイオウ ケントウ

		承諾 ショウダク		さの社協相談支援センターほっぷ		0283-22-8152		0283-22-8199		327-0003		佐野市大橋町3212-27		佐野市全域 サノシ ゼンイキ		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2		現在相談支援専門員1名で行っているため ゲンザイ ソウダン シエン センモンイン メイ オコナ

		承諾 ショウダク		相談支援ウエイブ		0282-23-4465		0282-23-4465		328-0012		栃木市平柳町1-2-7		栃木市、壬生町 トチギシ ミブマチ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		1		0				0		1				2		指定特定相談支援事業で精神に対応しているため シテイ トクテイ ソウダン シエン ジギョウ セイシン タイオウ		ご家族の中だけでは生活がマンネリ化して単調になりかねないので、音楽、体を動かす、読み聞かせ麻痺・拘縮のマッサージなどのリハビリの頻度を高める。ご本人が楽しいと感じることを提供できる。ご家族が疲弊しないよう旅行や趣味などの充実した時間がもてるようサービスを利用していくこと。 カゾク ナカ セイカツ カ タンチョウ オンガク カラダ ウゴ ヨ キ マヒ コウシュク ヒンド タカ ホンニン タノ カン テイキョウ カゾク ヒヘイ リョコウ シュミ ジュウジツ ジカン リヨウ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所わらしべの家		0282-27-1627		0282-27-1675		328-0011		栃木市大宮町2708-3		栃木市 トチギシ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1		専門的な知識が不十分なため行政などの機関と相談しながらの対応となります センモンテキ チシキ フジュウブン ギョウセイ キカン ソウダン タイオウ		短期入所や移動支援などの福祉サービス利用時にお付き合いのある医療機関や訪問看護の看護師が同行でき緊急時の対応が迅速にとれる体制（すでにできていたらすみません） タンキ ニュウショ イドウ シエン フクシ リヨウ ジ ツ ア イリョウ キカン ホウモン カンゴ カンゴシ ドウコウ キンキュウジ タイオウ ジンソク タイセイ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所　空		0287-73-8165		0287-73-8165		329-3157		那須塩原市大原間西1-19-9		那須塩原市、大田原市、那須町 ナスシオバラ シ オオタワラシ ナスマチ		1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		重心のお子様の療育支援をやっていたので、苦労はありませんでしたが、医療（訪問看護）訪問リハ訪問入浴の制度を知らなかったので、その方々との連携が取れて大変勉強になりました。 ジュウシン コサマ リョウイク シエン クロウ イリョウ ホウモン カンゴ ホウモン ホウモン ニュウヨク セイド シ カタガタ レンケイ ト タイヘン ベンキョウ		0				医療的ケアの必要な方には支援スタッフ・必ず看護師の方が不在では双方安心したケアはできません。例）乳幼児の通所事業は保母と看護師さん。小学→高校までは義務教育がありますが事後に生活介護はもちろんですが、本当に重心の方の為の日中活動の場が不足しているとおもいますので重心の方の通所事業は必要と思います。家庭以外で通える場所→一時預かりや療育支援事業→高校卒業後は通所施設（一時預かりも含めて） イリョウテキ ヒツヨウ カタ シエン カナラ カンゴシ カタ フザイ ソウホウ アンシン レイ ニュウヨウジ ツウショ ジギョウ ホボ カンゴシ ショウガク コウコウ ギム キョウイク ジゴ セイカツ カイゴ ホントウ ジュウシン カタ タメ ニッチュウ カツドウ バ フソク ジュウシン カタ ツウショ ジギョウ ヒツヨウ オモ カテイ イガイ カヨ バショ イチジ アズ リョウイク シエン ジギョウ コウコウ ソツギョウゴ ツウショ シセツ イチジ アズ フク

		承諾 ショウダク		相談支援事業所みどり		0285-45-8362		0285-45-8397		329-0214		小山市乙女786-1		小山市、栃木市、古河市、結城市 オヤマシ トチギシ コガシ ユウキシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0		大人は対応可能 オトナ タイオウ カノウ		1		1		大人はあるが、こどもはない。先日訪問介護を事業所にお願いしたところどこの事業所も受けていただけなかった。 オトナ センジツ ホウモン カイゴ ジギョウショ ネガ ジギョウショ ウ		3		成人しか計画相談をしたことがないので不安である。当事業所は相談員が一名なので相談する相手がいない セイジン ケイカク ソウダン フアン トウ ジギョウショ ソウダン イン イチメイ ソウダン アイテ		サービス事業所で受けてもらえないケースがある。特に重心や精神知的等重複して疾患を持っていると問い合わせた時点でお断りされてします。 ジギョウショ ウ トク ジュウシン セイシン チテキ ナド チョウフク シッカン モ ト ア ジテン コトワ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所こころみ		0284-41-5039		0284-43-2665		326-0061		足利市田島町611-2				0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		1		0				0		1				3		これまで前例がなく、またこの障害について熟知した方（機関）があるならそちらでしていただいた方がご本人様にとってよい支援であると考えるから。※現在当法人の入所・通所等サービスを利用されている方の相談支援がほとんどの状況です。 ゼンレイ ショウガイ ジュクチ カタ キカン ホウ ホンニンサマ シエン カンガ ゲンザイ トウホウジン ニュウショ ツウショ ナド リヨウ カタ ソウダン シエン ジョウキョウ

		承諾 ショウダク		相談支援センターのどか　真岡センター		0285-81-5890		0285-85-8452		321-4305		真岡市荒町111-1		真岡市、芳賀町、市貝町、益子町、茂木町 モオカシ ハガマチ イチガイ マチ マシコ チョウ モギ マチ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1				在宅での生活では家族の介護負担の軽減が必要。フォーマルインフォーマルの枠にとらわれない福祉サービス。 ザイタク セイカツ カゾク カイゴ フタン ケイゲン ヒツヨウ ワク フクシ

		承諾 ショウダク		友井タクシー介護ステーションふれあい		0285-30-0840		0285-30-0844		323-0025		小山市城山町2丁目12-25		小山市 オヤマシ		1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		利用するサービスは多様で、施設・病院・学校など医療福祉事業所数も多く連携を図るのが困難。学校行事に参加するための会出自の支援サービスがない。 リヨウ タヨウ シセツ ビョウイン ガッコウ イリョウ フクシ ジギョウショ スウ オオ レンケイ ハカ コンナン ガッコウ ギョウジ サンカ カイ シュツジ シエン		0				ご家族様が安心して預けることができる施設と必要に預けられる施設の数は少ない。片道１時間以上かかるためとても不便に思います。呼吸器の方の預かり先は少ない。 カゾクサマ アンシン アズ シセツ ヒツヨウ アズ シセツ カズ スク カタミチ ジカン イジョウ フベン オモ コキュウキ カタ アズ サキ スク

		承諾 ショウダク		もくせいの里		0282-43-0593		0282-43-1387		329-4405		栃木市大平町西山田1198		栃木市内 トチギシナイ		0		1		1		0		1		0		0		1		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		ニーズにあてはまるサービスがなかった。例）①入浴支援②移送サービス　①自宅の浴槽では支援が入れず訪問入浴を検討。しかし、浴槽を置けるスペースがなく断念。②主たる介護者が入院。学校までの送迎ができず特例で市の移送サービスを利用するもかなり時間を要した。 レイ ニュウヨク シエン イソウ ジタク ヨクソウ シエン ハイ ホウモン ニュウヨク ケントウ ヨクソウ オ ダンネン シュ カイゴシャ ニュウイン ガッコウ ソウゲイ トクレイ シ イソウ リヨウ ジカン ヨウ		0				①地域の理解や協力②受け入れの拡大（重心の通所、24時間看護体制が整った短期入所）③デマンドタクシー等関係者の重心に対する理解（理解附属により資源として存在するが利用しがたい）④児童が入浴支援を受けられる環境（家族の身体的な介護負担軽減） チイキ リカイ キョウリョク ウ イ カクダイ ジュウシン ツウショ ジカン カンゴ タイセイ トトノ タンキ ニュウショ ナド カンケイシャ ジュウシン タイ リカイ リカイ フゾク シゲン ソンザイ リヨウ ジドウ ニュウヨク シエン ウ カンキョウ カゾク シンタイテキ カイゴ フタン ケイゲン

		承諾 ショウダク		足利障害者相談支援センター		0284-44-0307		0284-44-0318		326-0064		足利市東砂原後町1072		足利市、佐野市 アシカガシ サノシ		1		0		1		0		1		0		0		1		0		1		0		1		0				1		0				0		0		0		0				0		1				2		委託相談支援事業所のため イタク ソウダン シエン ジギョウショ		医療的ケアが整った施設のショートステイ充実が必要。また、特に呼吸器をつけた方のショート療養介護の利用とそれらを利用するための送迎体制の充実が必要。 イリョウテキ トトノ シセツ ジュウジツ ヒツヨウ トク コキュウキ カタ リョウヨウ カイゴ リヨウ リヨウ ソウゲイ タイセイ ジュウジツ ヒツヨウ

		承諾 ショウダク		指定障害者相談支援事業所あるしぇん		0282-86-7665		0282-21-7109		321-0201		栃木県下都賀郡壬生町安塚2032 ３２１－０２０１		壬生町 ミブマチ		1		0		1		0		1		0		0		1		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		①相談支援専門員として重症心身障害児（者）の方に対する支援の知識や経験が少ない②医療的ケアが必要となる方に対して対応できる福祉サービス（事業所）が少ない。 ソウダン シエン センモンイン ジュウショウシンシンショウガイジ シャ カタ タイ シエン チシキ ケイケン スク イリョウテキ ヒツヨウ カタ タイ タイオウ フクシ ジギョウショ スク		0				医療的ケアが必要な方に関して、福祉のサービスでは対応しきれない部分が多く、結果として家族が本人を抱え込まざるを得ない現状があるように感じます。家族の介護負担が少しでも軽減できるよう福祉サービスも柔軟な対応が出来るようになるといいなと思います。 イリョウテキ ヒツヨウ カタ カン フクシ タイオウ ブブン オオ ケッカ カゾク ホンニン カカ コ エ ゲンジョウ カン カゾク カイゴ フタン スコ ケイゲン フクシ ジュウナン タイオウ デキ オモ

		承諾 ショウダク		下野市相談支援事業所 こばと		0285-44-6783		0285-44-6783		329-0414		下野市小金井1146-6		下野市、上三川町 シモノ シ カミノカワマチ		1		0		1		0		0		0		1		1		0		1		1		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		医療的ケアが必要な乳幼児に対応できるヘルパー事業所。短期入所・日中一時支援事業所が近くにない（少ない）。 イリョウテキ ヒツヨウ ニュウヨウジ タイオウ ジギョウショ タンキ ニュウショ ニッチュウ イチジ シエン ジギョウショ チカ スク		0				設問5で回答した内容：外出可能な方は児童発達支援を利用可能であるが無理な方は外部との交流をもちにくい。訪問看護・訪問リハビリが入っているケースはいいがない場合母子で孤立しがち。幸いあそびの支援をしてくれるヘルパー事業所があり支援につながっている。ヘルパー利用を希望されない家庭、利用したくてもヘルパー事業所がない等支援に苦慮する。 セツモン カイトウ ナイヨウ ガイシュツ カノウ カタ ジドウ ハッタツ シエン リヨウ カノウ ムリ カタ ガイブ コウリュウ ホウモン カンゴ ホウモン ハイ バアイ ボシ コリツ サイワ シエン ジギョウショ シエン リヨウ キボウ カテイ リヨウ ジギョウショ ナド シエン クリョ

		承諾 ショウダク		相談支援センターぴあん ソウダン シエン		0282-31-1755		0282-31-2919		328-0067		栃木市皆川城内町333-2		栃木市、小山市 トチギシ オヤマシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1				これまで現場で関わったことがなく、事例検討でしか情報を把握しておらず不安はあります。でも関係機関やご家族様からいろいろなことを教えて頂きながら相談支援として専門性を活かせればと思っています。色々な立場の方からお話をお伺いしてもご家族や医療機関専門的な事業所の負担が大きく相談支援があまり役に立つことができていない（場合によっては自ら引いてしまう）今の現状を少しでも変えていければいいと思います。 ゲンバ カカ ジレイ ケントウ ジョウホウ ハアク フアン カンケイ キカン カゾクサマ オシ イタダ ソウダン シエン センモンセイ イ オモ イロイロ タチバ カタ ハナシ ウカガ カゾク イリョウ キカン センモンテキ ジギョウショ フタン オオ ソウダン シエン ヤク タ バアイ ミズカ ヒ イマ ゲンジョウ スコ カ オモ

		承諾 ショウダク		うつのみや		028-632-6074/090-4059-9728		028-632-6075		320-0861		宇都宮市西2-1-7		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				3		専門的な知識を社会資源のアドバイスを他相談支援事業所からいただきながらみずからの事業所で引き受けるという形が望ましい センモンテキ チシキ シャカイ シゲン ホカ ソウダン シエン ジギョウショ ジギョウショ ヒ ウ カタチ ノゾ

		承諾 ショウダク		サポートセンターきりん		028-612-3838		028-678-3257		321-0905		栃木県宇都宮市平出工業団地43-100 ３２１－０９０５		宇都宮市 ウツノミヤシ		0		1		1		0		1		0		0		1		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		療養介護に入所しているので他のサービスの利用が困難。そのための社会資源をつなげたり、活用したりするのが難しい。 リョウヨウ カイゴ ニュウショ ホカ リヨウ コンナン シャカイ シゲン カツヨウ ムズカ		0				今後、市町村などで展開されていく生活拠点に関する事業をうまく活用できればいいなと感じています。入所されている方々については地域とのつながり方が今後は重要になってくると思われますので、広く門扉を開けた活動などが多くなってくるといいなと思っています。 コンゴ シチョウソン テンカイ セイカツ キョテン カン ジギョウ カツヨウ カン ニュウショ カタガタ チイキ カタ コンゴ ジュウヨウ オモ ヒロ モンピ ア カツドウ オオ オモ

		承諾 ショウダク		さわやか相談支援センター		0280-57-4884		0280-57-4994		329-0112		野木町南赤塚1145-1		小山市、野木町、古河市、栃木市 オヤマシ ノギマチ コガシ トチギシ		0		1		1		0		0		0		1		0		0		1		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		現実的な目標の位置づけ ゲンジツテキ モクヒョウ イチ		0

		承諾 ショウダク		相談支援事業所つばさ		0287-53-7393		0287-53-7394		324-0044		大田原市親園824-1		大田原市、那須塩原市、那須烏山市、矢板市、さくら市、那須町、塩谷町、高根沢町 オオタワラシ ナスシオバラシ ナスカラスヤマシ ヤイタシ シ ナスマチ シオ タニ マチ タカネザワマチ		1		0		1		0		1		0		1		1		0		1		0		0		0				1		2		医療的なケアが必要なケース、将来的に短期入所につなげたいケースだった為、専門の事業所に依頼した イリョウテキ ヒツヨウ ショウライテキ タンキ ニュウショ タメ センモン ジギョウショ イライ		1		1		0		0				1		0		使えるサービスの少なさに調整が難しかった ツカ スク チョウセイ ムズカ		1				乳幼児期の受け入れ可能な福祉サービス等の社会資源が必要である。 ニュウヨウジ キ ウ イ カノウ フクシ ナド シャカイシゲン ヒツヨウ

		承諾 ショウダク		特定相談支援センターはじめ		0284-22-4561		0284-22-4562		326-0143		足利市葉鹿町735-1		足利市 アシカガシ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1

		承諾 ショウダク		上三川障がい児・者生活相談支援センター		0285-38-6854		0285-38-6841		329-0611		上三川町上三川5082-15		上三川町 カミノカワマチ		1		0		1		0		1		0		0		1		0		0		0		0		0				1		0				0		0		0		0				1		0				0

		承諾 ショウダク		はつらつサロン南天相談支援事業所		0285-22-4659		0285-38-6529		323-0027		小山市花垣町2-3-19		小山市、栃木市 オヤマシ トチギシ		0		0		1		0		1		1		0		1		1		1		1		1		0				0		0				0		0		0		0				1		0		利用したいサービス事業所が少なく生活改善、家族、支援者の負担軽減に繋がらない（訪問入浴、ショートステイ、生活介護などなど（就労Ａ型））医師によっては連携が困難。何処の精神科がよいかと利用者に問われるが答えは解らない。 リヨウ ジギョウショ スク セイカツ カイゼン カゾク シエンシャ フタン ケイゲン ツナ ホウモン ニュウヨク セイカツ カイゴ シュウロウ ガタ イシ レンケイ コンナン ドコ セイシンカ リヨウシャ ト コタ ワカ		0				本人の選択や受け入れ事業所の間口を広げる。例えば入浴はヘルパーの2人対応で行ているがヘルパー不足や腰痛の悪化などで対応が難しくなってくる。機会浴のできる生活介護を勧めるも本人の選択肢がない。自宅から出かける自由さのようなものが閉ざされているような気がする。反面高齢者のサービスは増加する一方で利用者が不足し閉鎖なども聞かれる。高齢者・障害者がともにデイサービスやショートステイを利用できるようにならないかと思う。障害児については働く両親をサポートすることで生活の安定や療育などへ通園のし易さを図り、送迎サービスの充実など。 ホンニン センタク ウ イ ジギョウショ マグチ ヒロ タト ニュウヨク ニン タイオウ オコナ ブソク ヨウツウ アッカ タイオウ ムズカ キカイ ヨク セイカツ カイゴ スス ホンニン センタクシ ジタク デ ジユウ ト キ ハンメン コウレイシャ ゾウカ イッポウ リヨウシャ フソク ヘイサ キ コウレイシャ ショウガイシャ リヨウ オモ ショウガイジ ハタラ リョウシン セイカツ アンテイ リョウイク ツウエン ヤス ハカ ソウゲイ ジュウジツ

		承諾 ショウダク		障がい者生活支援センターこぶし		028-680-5746		028-688-0214		321-0126		栃木県宇都宮市茂原町837-1		宇都宮市、上三川町 ウツノミヤシ カミノカワマチ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1				①医療機関との細かな連携体制②相談関係者を含め本人に関わり支援をするなかで即座に動きが取れるようなフットワークの軽いチーム作り イリョウ キカン コマ レンケイ タイセイ ソウダン カンケイシャ フク ホンニン カカ シエン ソクザ ウゴ ト カル ヅク





相談支援事業所 (作業)

		Ｑ1.貴施設について、お伺いいたします キ シセツ ウカガ										事業所名とコメントをくっつけるで一表を作る ジギョウショ メイ イッピョウ ツク

		1		事業所名 ジギョウショ メイ								今月中 コンゲツ チュウ

		2		電話番号 デンワ バンゴウ								地図と一覧表をパワーポイント チズ イチラン ヒョウ

		3		FAX番号 バンゴウ								各項目ごとにページを作る カクコウモク ツク

		4		所在地 ショザイチ

		5		訪問可能な主な市町村 ホウモン カノウ オモ シチョウソン

		Ｑ2.重症心身障害児（者）の定義をご存知ですか ジュウショウシンシンショウガイジ シャ テイギ ゾンジ

		Ｑ2-1		知っている シ

		Ｑ2-2		知らない シ

		Ｑ3.重症心身障害児（者）の方（家族・関係機関等）からの相談を受けたことがありますか ジュウショウシンシンショウガイジ シャ カタ カゾク カンケイ キカン ナド ソウダン ウ

		Ｑ3-1		1		ある

		Ｑ3-2		2		ない

		Ｑ3-1-Ａ

				Ａ-1それは誰からの相談でしたか ダレ ソウダン

				1		ａ.家族 カゾク

				2		ｂ.支援者 シエンシャ

				3		ｃ.関係機関 カンケイ キカン

				Ａ-2それはどんな相談でしたか（複数回答可） ソウダン フクスウ カイトウ カ

				1		ａ.生活上の相談 セイカツ ジョウ ソウダン

				2		ｂ.医療的な相談 イリョウテキ ソウダン

				3		ｃ.制度に関する相談 セイド カン ソウダン

				4		ｄ.教育に関する相談 キョウイク カン ソウダン

				5		ｅ.サービス等利用計画書作成に関する相談 ナド リヨウ ケイカクショ サクセイ カン ソウダン

				6		ｆ.その他 タ

				Ａ-3それらの相談事業所として対応（解決）はできましたか ソウダン ジギョウショ タイオウ カイケツ

				1		ａ.できた

				2		ｂ.できなかった

				Ａ-3-1それはどうしてですか

				1		ａ解決手段・方法がなかった カイケツ シュダン ホウホウ

				2		ｂ.ほかの相談支援事業所に依頼した ソウダン シエン ジギョウショ イライ

				3		ｃ.行政に依頼した ギョウセイ イライ

				4		ｄ.その他 タ

		Ｑ4.Ｑ3-2「ない」→これから重症心身障害児（者）の方（本人・家族等）からの相談があればどのように対応されますか ジュウショウシンシンショウガイジ シャ カタ ホンニン カゾク ナド ソウダン タイオウ

				Ｑ4-1		自分の事業所で対応する ジブン ジギョウショ タイオウ

				Ｑ4-2		ほかの相談支援事業所へ依頼する ソウダン シエン ジギョウショ イライ

				Ｑ4-3		行政に依頼する ギョウセイ イライ

				Ｑ4-4		その他 タ

		Ｑ5.重症心身障害児（者）の方のサービス等利用計画書を作成したことがありますか ジュウショウシンシンショウガイジ シャ カタ ナド リヨウ ケイカクショ サクセイ

				Ｑ5-1		ある

				Ｑ5-2		ない

						Ｑ5-1-Ａ		「ある」と回答→作成にあたり、苦労したこと困ったことがありましたか カイトウ サクセイ クロウ コマ

						Ｑ5-2-Ａ		「ない」と回答 カイトウ

						1		ａ.今後依頼があれば作成する コンゴ イライ サクセイ

						2		ｂ.他の相談支援事業所に依頼する ホカ ソウダン シエン ジギョウショ イライ

						3		ｃ.作成するかどうかわからない サクセイ

						Ｑ5-2-Ａ-1		b.cを回答→それはどうしてですか カイトウ

		Q6.重症心身障害児（者）の方がより良い在宅生活をしていく上で何か必要だと思うことがあればご自由にお書きください ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ カタ ヨ ザイタク セイカツ ウエ ナニ ヒツヨウ オモ ジユウ カ



		承諾可否 ショウダク カヒ		Q1												Ｑ2.重症心身障害児（者）の定義をご存知ですか ジュウショウシンシンショウガイジ シャ テイギ ゾンジ				Ｑ3.重症心身障害児（者）の方（家族・関係機関等）からの相談を受けたことがありますか ジュウショウシンシンショウガイジ シャ カタ カゾク カンケイ キカン ナド ソウダン ウ																														Ｑ4.Ｑ3-2「ない」→これから重症心身障害児（者）の方（本人・家族等）からの相談があればどのように対応されますか ジュウショウシンシンショウガイジ シャ カタ ホンニン カゾク ナド ソウダン タイオウ										Ｑ5.重症心身障害児（者）の方のサービス等利用計画書を作成したことがありますか ジュウショウシンシンショウガイジ シャ カタ ナド リヨウ ケイカクショ サクセイ										Q6.重症心身障害児（者）の方がより良い在宅生活をしていく上で何か必要だと思うことがあればご自由にお書きください ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ カタ ヨ ザイタク セイカツ ウエ ナニ ヒツヨウ オモ ジユウ カ

				事業所名 ジギョウショ メイ		電話番号 デンワ バンゴウ		FAX番号 バンゴウ		郵便番号 ユウビンバンゴウ		所在地 ショザイチ		訪問可能な主な市町村 ホウモン カノウ オモ シチョウソン		知っている		知らない シ		ある		ない		それは誰からの相談でしたか						それはどんな相談でしたか														それらの相談事業所として対応（解決）はできましたか						自分の事業所で対応する ジブン ジギョウショ タイオウ		他の相談支援事業所へ依頼する ホカ ソウダン シエン ジギョウショ イライ		行政に依頼する ギョウセイ イライ		その他 タ				ある		ない		「ある」と回答		「ない」
と回答		b.c（23）を回答

																								家族 カゾク		支援者 シエンシャ		関係機関 カンケイ キカン		生活上の相談 セイカツ ジョウ ソウダン		医療的な相談 イリョウテキ ソウダン		制度に関する相談 セイド カン ソウダン		教育に関する相談 キョウイク カン ソウダン		サービス等利用計画書作成に関する相談 ナド リヨウ ケイカクショ サクセイ カン ソウダン		その他 タ		その他回答 タ カイトウ		それらの相談事業所として対応（解決）はできましたか		それはどうしてですか		それはどうしてですか

		否 イナ		手話通訳派遣協会相談支援事業所		0287-73-4422		0287-62-7776		325-0026		栃木県那須塩原市上厚崎431-17 ３２５－００２６				0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		0		1		本事業所と同様の地域で一般相談支援事業所と連携を図り対応する ホン ジギョウショ ドウヨウ チイキ イッパン ソウダン シエン ジギョウショ レンケイ ハカ タイオウ		0		1		0		2		当事業所は手話通訳派遣を主目的とする事業所であるため、聴覚障害に対するノウハウはあるがそれ以外の障害者に対応する専門性を有していない為 トウ ジギョウショ シュワ ツウヤク ハケン シュモクテキ ジギョウショ チョウカク ショウガイ タイ イガイ ショウガイシャ タイオウ センモンセイ ユウ タメ

		否 イナ		相談支援事業所すまいる		0285-45-7199		0285-45-8437		329-0205		小山市間々田750-1		小山市 オヤマシ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		1		0				0		1		0		3		現在担当させていただいているケースの他に受け入れる時間的余裕がないため。また専門的な知識や経験がなく自信がないため。 ゲンザイ タントウ ホカ ウ イ ジカンテキ ヨユウ センモンテキ チシキ ケイケン ジシン

		否 イナ		やまゆりの里		0284-90-2030		0284-90-2031		326-0011		足利市大沼田町525-1		足利市 アシカガシ		0		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		ショートステイの利用が可能かどうか リヨウ カノウ		2		1		ショートの利用を希望していたが、幼児で夜間に吸引が必要とのことだったので職員配置上困難と判断 リヨウ キボウ ヨウジ ヤカン キュウイン ヒツヨウ ショクイン ハイチ ジョウ コンナン ハンダン		0		0		0		0				0		1		0		2		あしかがの森さんが近くにあり専門性もあるため モリ チカ センモンセイ

		否 イナ		相談支援センターひかり		028-612-7717		028-612-7718		320-0072		宇都宮市若草4-20-7		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		0		1		0		1		0		0		1		0		1		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		居宅介護事業所とニーズのマッチング キョタク カイゴ ジギョウショ		0				短期入所事業所（医療的ケア対応型）の整備 タンキ ニュウショ ジギョウショ イリョウテキ タイオウガタ セイビ

		否 イナ		相談支援センター歩み		028-667-5151		028-667-5150		321-3233		宇都宮市上籠谷町3792		真岡市、芳賀町、宇都宮市 モオカシ ハガマチ ウツノミヤシ		0		1		1		0		0		1		0		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		毎日お会いしている方ではないしお話ができる方ではないので、計画書を作ることは少々戸惑いはありましたが、すべて療育指導室の先生にご指導いただき作成することができました。お幸せな時を過ごしてほしいという思いはいっぱいありますが、なにも出来ていない自分が申し訳ないような気持ちです。 マイニチ ア カタ ハナシ カタ ケイカクショ ツク ショウショウ トマド リョウイク シドウシツ センセイ シドウ サクセイ シアワ トキ ス オモ デキ ジブン モウ ワケ キモ		0				すみません。経験不足で在宅の方はよくわかりませんが、独立行政法人国立病院機構宇都宮病院にお伺いし行き届いた介護、職員の先生方の情熱にこういうところで重症心身障害者の方が過ごせることは幸せなのでは…としみじみ思いました。 ケイケン ブソク ザイタク カタ ドクリツ ギョウセイ ホウジン コクリツ ビョウイン キコウ ウツノミヤ ビョウイン ウカガ イ トド カイゴ ショクイン センセイガタ ジョウネツ ジュウショウ シンシン ショウガイシャ カタ ス シアワ オモ

		否 イナ		ワークス共育		0287-39-5593		0287-39-5630		329-2213		那須塩原市上大貫2028-2				1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		0		1		状況に応じて対応する ジョウキョウ オウ タイオウ		0		1				1				相談支援専門員のレベルアップが必要ではないかと思います ソウダン シエン センモンイン ヒツヨウ オモ

		否 イナ		指定特定相談支援センタードリーム		0288-32-2280		0288-32-2281		321-2341		日光市大沢町274		日光市、塩谷町、鹿沼市、宇都宮市 ニッコウシ シオヤ チョウ カヌマシ ウツノミヤ シ		0		1		1		0		1		0		0		1		1		1		0		0		0				1		0				0		0		0		0				1		0		計画を作成するにあたり医療機関との連携方法を具体化していくことに連絡調整に時間を要しました。また医師同士でのやりとりの方が早いように感じました。※解決できたと言っても施設の空き待ちで関係する病院で入院しております。 ケイカク サクセイ イリョウ キカン レンケイ ホウホウ グタイカ レンラク チョウセイ ジカン ヨウ イシ ドウシ ホウ ハヤ カン カイケツ イ シセツ ア マ カンケイ ビョウイン ニュウイン		0				入所ではなく、医療ケアのできる短期入所やグループホーム、日中一時、生活介護の拡充が必要であること。また重症心身障害児（者）への理解を広めていき、理解者を増やすこと、訪問看護、訪問医療、居宅介護も活用しやすい環境づくりを相談支援専門員はネットワークづくりに努めなければんらないと思います。 ニュウショ イリョウ タンキ ニュウショ ニッチュウ イチジ セイカツ カイゴ カクジュウ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ リカイ ヒロ リカイシャ フ ホウモン カンゴ ホウモン イリョウ キョタク カイゴ カツヨウ カンキョウ ソウダン シエン センモンイン ツト オモ

		否 イナ		ユーファーム支援センター		028-689-0070		028-680-0750		321-0972		宇都宮市下川俣町206-127		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2		これまでの実績として主に就労系の利用計画の作成を行っており重症心身障害児の方への支援については経験や人員の不足から対応が困難であると思われるため ジッセキ オモ シュウロウ ケイ リヨウ ケイカク サクセイ オコナ ジュウショウ シンシン ショウガイジ カタ シエン ケイケン ジンイン フソク タイオウ コンナン オモ

		否 イナ		障害者相談支援センターひびき		028-666-7601		028-666-7602		321-0403		宇都宮市下小倉町1536		宇都宮市、さくら市 ウツノミヤシ シ		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2		かつて受け入れたことがなく、またスタッフにも医療的ケアの知識や経験が乏しく、自信をもって迎え入れることができない ウ イ イリョウテキ チシキ ケイケン トボ ジシン ムカ イ		受け入れる施設が近辺にあること ウ イ シセツ キンペン

		否 イナ		相談支援事業ぴゅあ		028-611-1771		028-611-1772		321-0911		宇都宮市問屋町3426-46		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2

		否 イナ		指定特定相談支援事業所すえひろ		0287-23-3962		0287-24-1670		324-0042		大田原市末広1-2-5		大田原市、大田原市以外は交通費を受領 オオタワラシ オオタワラシ イガイ コウツウヒ ジュリョウ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2		事業所の対象を精神障害に限定し、市に申請しているため ジギョウショ タイショウ セイシン ショウガイ ゲンテイ シ シンセイ

		否 イナ		相談支援センターふじみだい		0285-44-0200		0285-44-4255		329-0412		下野市芝1123		下野市 シモノ シ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		0		1		ケースによって検討 ケントウ		0		1				2

		否 イナ		相談支援センターひゅーまにあ宇都宮		028-678-5385		028-678-5395		320-0802		宇都宮市江野町6-15大立ビル4階		宇都宮市（鹿沼市等近隣市町村） ウツノミヤシ カヌマシ ナド キンリン シチョウソン		0		1		1		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		あるではありますが、初めての作成でまた完成はしていない段階です。病院で実施されている活動医療等で自分自身が未熟で理解が足りていない為に苦労しています。 ハジ サクセイ カンセイ ダンカイ ビョウイン ジッシ カツドウ イリョウ ナド ジブン ジシン ミジュク リカイ タ タメ クロウ		0				①医療面での安心②外部と交流する機会③家族の方への支援 イリョウ メン アンシン ガイブ コウリュウ キカイ カゾク カタ シエン

		否 イナ		地域活動支援センターあしかが		0284-41-2643		0284-43-0463		326-0808		足利市本城1-1547		足利市 アシカガシ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0						0		1		0		0				0		1				2		専門外で知識等はなく、計画書の作成は難しいため センモンガイ チシキ トウ ケイカクショ サクセイ ムズカ

		否 イナ		南那須地区障害者相談支援センター		0287-80-1020		0287-80-1027		321-0624		那須烏山市旭1-18-8		那須烏山市、那珂川町 ナスカラスヤマシ ナカガワマチ		1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		アセスメント、院内での面会予定の調整、家族への説明など インナイ メンカイ ヨテイ チョウセイ カゾク セツメイ		0				在宅医療、訪問リハビリなど24時間対応出来る専門家チーム ザイタク イリョウ ホウモン ジカン タイオウ デキ センモンカ

		否 イナ		ワン・ハーモニー		0287-22-8255		0287-48-7225		324-0042		大田原市末広1-3618-13				0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				0

		否 イナ		ひまわり相談支援事業所		0282-20-5006		0282-23-4878		328-0052		栃木市祝町12－9				0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		1		0				0		1				3		意思伝達が自分にとって受け止められるかに不安があるため イシ デンタツ ジブン ウ ト フアン

		否 イナ		サンフラワーライフ		0285-22-1109		0285-22-1345		323-0808		小山市出井1936		小山市内 オヤマシナイ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				3		近隣に受け入れ施設が少なく在宅福祉サービスに向けるのが難しい キンリン ウ イ シセツ スク ザイタク フクシ ム ムズカ

		否 イナ		natu- la(ナチュラ)		0287-67-3115		0287-67-3115		329-3153		那須塩原市大原間239-1		那須塩原市、大田原市、那須町 ナスシオバラ シ オオタワラシ ナスマチ		0		1		1		0		1		0		0		1		1		1		0		0		0				1		0				0		0		0		0				1		0		サービス自体の幅がせまいため、本人が安全に安心した生活をうけられるためにどう組み合わせたら良いか。又、家族によっては苦手な事業所もあり限られた事業所を探すのが難しかった。 ジタイ ハバ ホンニン アンゼン アンシン セイカツ ク ア ヨ マタ カゾク ニガテ ジギョウショ カギ ジギョウショ サガ ムズカ		0				訪問系のサービスがもっと充実して欲しい ホウモン ケイ ジュウジツ ホ

		否 イナ		相談支援事業所ふるさとホーム那須		0287-98-3001		0287-98-8080		324-0414		大田原市片府田1301-59		大田原市、那須町、那須塩原市、周辺 オオタワラシ ナスマチ ナスシオバラ シ シュウヘン		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2		主な精神知的関係なので、今後はできるよう専門的な部分の勉強が必要です。 オモ セイシン チテキ カンケイ コンゴ センモンテキ ブブン ベンキョウ ヒツヨウ		①専門相談②居場所③地域の理解 センモン ソウダン イバショ チイキ リカイ

		否 イナ		特定相談支援事業所きのこ		028-635-8746		028-635-8778		320-0846		栃木県宇都宮市滝の原2-4-42 ３２０－０８４６		宇都宮市 ウツノミヤシ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		1		0				0		1				3		どのように作成したらいいか不安のため サクセイ フアン

		否 イナ		こども発達支援センター鹿沼市あおば園		0289-63-1745		0289-63-1745		322-0074		鹿沼市日吉町320－1				1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		1		0				0		1				2		相談支援専門員の不足、児童発達支援事業所利用のための計画書作成が主な業務になっている ソウダン シエン センモンイン フソク ジドウ ハッタツ シエン ジギョウショ リヨウ ケイカクショ サクセイ オモ ギョウム

		否 イナ		障害者相談支援センターみつか・Ｒｕ		028-648-3971		028-648-3936		321-0347		宇都宮市飯田町261		宇都宮市、鹿沼市 ウツノミヤシ カヌマシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		1		状況に応じして他機関と連携し判断する場合もある ジョウキョウ オウ ホカ キカン レンケイ ハンダン バアイ		0		1				1		計画依頼の状況に応じて対応できない月もある（モニタリング件数） ケイカク イライ ジョウキョウ オウ タイオウ ツキ ケンスウ

		否 イナ		工房つばさ		0285-40-0388		0285-40-6700		329-0401		下野市箕輪425-1		下野市、上三川町、壬生町、ただし状況に応じて対応することが難しい場合もある シモノ シ カミノカワマチ ミブマチ ジョウキョウ オウ タイオウ ムズカ バアイ		1		0		1		0		1		0		0		1		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		短期入所、ヘルパーなどの利用希望があっても受け入れてくれる事業所が見つからない タンキ ニュウショ リヨウ キボウ ウ イ ジギョウショ ミ		3		状況により作成することができない場合がある ジョウキョウ サクセイ バアイ		重心の方の短期入所等の利用ができるところが必要。在宅でのサービスの受入必要だと思われる。 ジュウシン カタ タンキ ニュウショ ナド リヨウ ヒツヨウ ザイタク ウケイレ ヒツヨウ オモ

		否 イナ		相談支援事業所グーフォ		028-673-0002		028-671-0785		329-1105		宇都宮市中岡本町3178-3				1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1				在宅生活を支える家族に負担が重くならないようにする。緊急時に対応してくれる医療ケア付きの宿泊施設を増やしてほしい ザイタク セイカツ ササ カゾク フタン オモ キンキュウジ タイオウ イリョウ ツ シュクハク シセツ フ

		否 イナ		那珂川町社協相談支援事業所		0287-92-1273		0287-92-1295		324-0613		那珂川町馬頭560-1		那珂川町 ナカガワマチ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				0				移動支援サービス イドウ シエン

		否 イナ		相談支援事業所大山田ノンフェール		0287-93-0660		0287-83-8182		324-0602		那珂川町大山田下郷955		那珂川町 ナカガワマチ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		1		0				0		1				2		平成27年度で相談支援事業を終了するため ヘイセイ ネンド ソウダン シエン ジギョウ シュウリョウ

		否 イナ		在宅サポートこころ		028-651-0780		028-651-0781		320-0042		宇都宮市材木町4-24				0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2

		否 イナ		相談支援事業所みらい ソウダン シエン ジギョウショ		0280-57-2673		0280-57-2673		329-0111		野木町丸林371-12		野木町、小山市 ノギマチ オヤマシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		0		1		しかるべき関係機関と連携して対応する カンケイ キカン レンケイ タイオウ		0		1				3		重症心身のノウハウがない ジュウショウ シンシン

		否 イナ		大田原市社会福祉協議会		0287-54-1849		0287-54-2745		324-0233		栃木県大田原市黒羽田町848 ３２４－０２３３		大田原市内 オオタワラシナイ		0		1		1		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0				2		1				0		1		0		0				0		1				2		職員が未熟なため ショクイン ミジュク		在宅医療の充実、居宅介護の２４時間対応（サービス事業所）の充実 ザイタク イリョウ ジュウジツ キョタク カイゴ ジカン タイオウ ジギョウショ ジュウジツ

		否 イナ		障がい者相談支援センターとまつり		028-680-5570		028-680-5271		320-0052		宇都宮市中戸祭町813		宇都宮市、近隣市町村 ウツノミヤシ キンリン シチョウソン		0		1		1		0		1		0		0		1		0		0		0		0		1		親子間の関わり オヤコ カン カカ		0		0		現在対応中 ゲンザイ タイオウチュウ		0		0		0		0				1		0		保護者との連携がとれない ホゴシャ レンケイ		0

		否 イナ		宇都宮市社会福祉協議会		028-636-1536		028-636-1537		320-0806		宇都宮市中央1-1-15		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		0				2		1		医療的ケアが必要な方が長時間外出したい。長時間支援者の拘束、移動手段（車の中での対応）、医療的ケアが必要な方が外出したいときに外出できる環境がすぐに整えられない、医療的けが必要な方で要介助であるが、歩行できる方が利用できる短期入所先はないか（アクセス時間も含む） イリョウテキ ヒツヨウ カタ チョウジカン ガイシュツ チョウジカン シエン シャ コウソク イドウ シュダン クルマ ナカ タイオウ イリョウテキ ヒツヨウ カタ ガイシュツ ガイシュツ カンキョウ トトノ イリョウテキ ヒツヨウ カタ ヨウ カイジョ ホコウ カタ リヨウ タンキ ニュウショ サキ ジカン フク		0		0		0		0				1		0		専門的（医療面）な知識がなく、専門用語が多く調べたり聞いたりしながら支援していくこと。長く関わらないと親の思いまで聞き出せないこと。 センモンテキ イリョウ メン チシキ センモン ヨウゴ オオ シラ キ シエン ナガ カカ オヤ オモ キ ダ		0				当事者が何歳になっても利用できるサービス環境（短期入所、訪問入浴など）。教育もほかのお子さん同様平等に受けられる機会（学校行事も含む）。相談対応できる人材の確保。緊急時でも利用できるサービスの調整・確保。直接支援できるサービス・人材を増やすこと。 トウジシャ ナンサイ リヨウ カンキョウ タンキ ニュウショ ホウモン ニュウヨク キョウイク コ ドウヨウ ビョウドウ ウ キカイ ガッコウ ギョウジ フク ソウダン タイオウ ジンザイ カクホ キンキュウジ リヨウ チョウセイ カクホ チョクセツ シエン ジンザイ フ

		承諾 ショウダク		ライフサポートセンターゆめ		0280-33-3624		0280-57-4624		329-0111		野木町丸林630-4		野木町、その周辺地域 ノギマチ シュウヘン チイキ		1		0		1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		1		福祉サービス利用に関する相談 フクシ リヨウ カン ソウダン		1		0				0		0		0		0				1		0		医療的な情報、知識に乏しくわからない用語などが数多く出てきた。医療的ケアの内容の聞き取り（どの部分を聞いていけばよいのか） イリョウテキ ジョウホウ チシキ トボ ヨウゴ カズオオ デ イリョウテキ ナイヨウ キ ト ブブン キ		0				Ｆａの負担軽減のためのレスパイト先（ＨＰ、ＳＳ機関等）。家族それぞれの訴え、希望を明確にしていく。関係機関がチームになりＦａの支え応援をしていく。 フタン ケイゲン サキ キカンナド カゾク ウッタ キボウ メイカク カンケイ キカン ササ オウエン

		承諾 ショウダク		足利ケアサービス		0284-21-7630		0284-21-3109		326-0843		足利市五十部町809-3		足利市、佐野市、太田市 アシカガシ サノシ オオタシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		0		1		ケースによって対応する タイオウ		0		1				3

		承諾 ショウダク		相談支援センターみさと		0285-72-9767				321-4104		芳賀郡益子町大沢2800-5		芳賀郡内（真岡市、益子町、市貝町、芳賀町、茂木町） ハガ グンナイ モオカシ マシコ チョウ イチ ガイ マチ ハガマチ モギマチ		1		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		資源が少ない、短期入所先の確保が難しかった。計画を作るのには、医療情報が難しく感じられた。 シゲン スク タンキ ニュウショ サキ カクホ ムズカ ケイカク ツク イリョウ ジョウホウ ムズカ カン		0				連携の取れる医療関係者がたくさん地域の中にいてくれると安心して生活できるかな。外出や余暇の充実を図るために医療の必要な人の生活が限られてしまっている（あきらめてしまっている） レンケイ ト イリョウ カンケイシャ チイキ ナカ アンシン セイカツ ガイシュツ ヨカ ジュウジツ ハカ イリョウ ヒツヨウ ヒト セイカツ カギ

		承諾 ショウダク		サポートセンターとみや生活支援センター		028-665-8230		028-665-8230		321-2116		宇都宮市徳次郎町540		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		0		1		0		0		0		0		1		1		1		1		1		0				0		1		医療的なケアが必要な利用者様の日中活動先が限られて利用できない人がいる。学校との連携が取りにくい。通勤手段・行事参加制限があり平等性が保たれない。学校はサービスで対応を望み、福祉行政は教育で何とかするべきとつねに折り合わない。 イリョウテキ ヒツヨウ リヨウシャサマ ニッチュウ カツドウ サキ カギ リヨウ ヒト ガッコウ レンケイ ト ツウキン シュダン ギョウジ サンカ セイゲン ビョウドウセイ タモ ガッコウ タイオウ ノゾ フクシ ギョウセイ キョウイク ナン オ ア		0		0		1		0		協力してほしい キョウリョク		1		0		利用できるサービスが限られている。社会参加できる機会が少なく、場が限られている。介護者の負担軽減が取りにくい。夢や希望を叶えるための資源が少ない。 リヨウ カギ シャカイ サンカ キカイ スク バ カギ カイゴシャ フタン ケイゲン ト ユメ キボウ カナ シゲン スク		0				通勤手段、保護者なくても教育が受けられる環境。常に親同行を求めるのでは、自立につながらず、いつになっても親の負担は軽減されない。親が安心して託せる日中活動の場。社会参加、役割を担える環境作り、職場。地域で生活していくための交流の機会や場があるといい。緊急的にレスパイトを受け入れてくれる場。 ツウキン シュダン ホゴシャ キョウイク ウ カンキョウ ツネ オヤ ドウコウ モト ジリツ オヤ フタン ケイゲン オヤ アンシン タク ニッチュウ カツドウ バ シャカイ サンカ ヤクワリ ニナ カンキョウ ヅク ショクバ チイキ セイカツ コウリュウ キカイ バ キンキュウテキ ウ イ バ

		承諾 ショウダク		社会就労センターえいぶるの里 シャカイ シュウロウ サト		0285-22-4561		0285-224581		323-0003		小山市東島田2403-2		小山市、下野市、上三川町、野木町、結城市、古河市、筑西市 オヤマシ シモノ シ カミノカワマチ ノギマチ ユウキシ コガシ ツク ニシ シ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				1		0		自己決定が難しいため、家族中心の考えになってしまうこと。また、利用できる社会資源が少ない。 ジコ ケッテイ ムズカ カゾク チュウシン カンガ リヨウ シャカイ シゲン スク		1				関係機関との連携、特に在宅が長い方は医療機関とのかかわりが家族も含め、希薄になってしまい、二次障害に対応できない。地域に総合的に支援でき、医療的ケアが受けられる場所、または訪問医療の充実が必要と思います。 カンケイ キカン レンケイ トク ザイタク ナガ カタ イリョウ キカン カゾク フク キハク ニジ ショウガイ タイオウ チイキ ソウゴウテキ シエン イリョウテキ ウ バショ ホウモン イリョウ ジュウジツ ヒツヨウ オモ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所「ピュア」		0282-31-3911		0282-31-3912		328-0133		栃木市大森町465		栃木市、鹿沼市、佐野市、小山市、壬生町 トチギシ カヌマシ サノシ オヤマシ ミブマチ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1

		承諾 ショウダク		社会福祉法人とちのみ会　こなかの森 シャカイ フクシ ホウジン カイ モリ		0283-24-5757		0283-24-6294		327-0001		佐野市小中町1280		佐野市、足利市 サノシ アシカガシ		1		0		1		0		1		0		0		1		0		1		0		0		0				1		2		通所型のため、短期入所の受け入れはサービスとして提供できず、他施設の紹介、相談支援事業につなげている。 ツウショ ガタ タンキ ニュウショ ウ イ テイキョウ タ シセツ ショウカイ ソウダン シエン ジギョウ		0		0		0		0				1		0		療養型短期入所ほかの施設への短期入所の受け入れ状況など、受け入れ場所を見つけるなど。短期入所時の発作発症時医療への繋ぎが困難。問題多（かかりつけ医への搬送） リョウヨウガタ タンキ ニュウショ シセツ タンキ ニュウショ ウ イ ジョウキョウ ウ イ バショ ミ タンキ ニュウショ ジ ホッサ ハッショウ ジ イリョウ ツナ コンナン モンダイ タ イ ハンソウ		0				佐野市には、身障（重心）短期入所施設がなく老人施設に佐野市が委託しているが、利用する人もいなく、サービスが使いづらい状態にある。短期入所受け入れ可能施設が増えることで、家族のほうも使いやすく利便性があがると考えます。 サノシ シンショウ ジュウシン タンキ ニュウショ シセツ ロウジン シセツ サノシ イタク リヨウ ヒト ツカ ジョウタイ タンキ ニュウショ ウ イ カノウ シセツ フ カゾク ツカ リベンセイ カンガ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所テトテ		0287-36-7171		0287-36-7181		329-2732		那須塩原市一区町251-1		那須塩原市（大田原、矢板、那須町、那珂川町、烏山） ナスシオバラ シ オオタワラ ヤイタ ナスマチ ナカガワマチ カラスヤマ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		0		1		委託の相談支援事業所や重心専門の事業所に相談する イタク ソウダン シエン ジギョウショ ジュウシン センモン ジギョウショ ソウダン		0		1				3		その方にとって、より専門性の高い方が対応することが望ましいと思いますので、作成が適するか否か周囲のサービス状況なども考慮して決めたいと思います。適切にアドバイスをいただける地域の環境が整っていれば、スキルアップ、経験の積み重ねのためにも作成したいです。 カタ センモンセイ タカ ホウ タイオウ ノゾ オモ サクセイ テキ イナ シュウイ ジョウキョウ コウリョ キ オモ テキセツ チイキ カンキョウ トトノ ケイケン ツ カサ サクセイ		相談支援専門員のスキルアップ。きめ細かい支援（サービスの充実）本人のニーズを正しく理解できる人材の育成と地域の理解。 ソウダン シエン センモンイン コマ シエン ジュウジツ ホンニン タダ リカイ ジンザイ イクセイ チイキ リカイ

		承諾 ショウダク		指定特定相談支援事業所あじさい		0287-60-3361		0287-60-3362		325-0034		那須塩原市東原166		那須塩原市、那須町 ナスシオバラ シ ナスマチ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2				訪問看護、訪問診療を行う医師が必要だと思います。 ホウモン カンゴ ホウモン シンリョウ オコナ イシ ヒツヨウ オモ

		承諾 ショウダク		障害者相談支援センターいぶき		028-678-3502		028-676-3501		329-1216		高根沢町桑窪2266-2		高根沢町 タカネザワマチ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1				短期入所など受け入れてくれる施設を増やしてほしい。県内で受け入れていただけない為、県外の施設を考えなくてはいけない方がいます。 タンキ ニュウショ ウ イ シセツ フ ケンナイ ウ イ タメ ケンガイ シセツ カンガ カタ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所わくわくおやま		0285-24-6575		0285-20-0255		323-0022		小山市駅東通り3-9-6		小山市 オヤマシ		1		0		1		0		1		1		1		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		関係事業所が多いことで情報収集連携等大変。医療機関とも連携を図る必要あり。レスパイト、ショートステイの受入困難。利用できる事業所が少ない。 カンケイ ジギョウショ オオ ジョウホウ シュウシュウ レンケイ ナド タイヘン イリョウ キカン レンケイ ハカ ヒツヨウ ウケイレ コンナン リヨウ ジギョウショ スク		0				重症心身障害児（者）を受け入れしてくれる事業所、施設がもっと多くあればよいと思われる。通所日中一時短期入所など。相談支援、計画作成についてもほかの事業所が受け入れてくれないとの理由で受け入れ可能事業所へ集中してしまう為、相談員への研修等を増やせばよいが。しかし日々の業務が多忙であるため、難しいのかな？ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ ウ イ ジギョウショ シセツ オオ オモ ツウショ ニッチュウ イチジ タンキ ニュウショ ソウダン シエン ケイカク サクセイ ジギョウショ ウ イ リユウ ウ イ カノウ ジギョウショ シュウチュウ タメ ソウダン イン ケンシュウ ナド フ ヒビ ギョウム タボウ ムズカ

		承諾 ショウダク		相談支援センターネクスト		080-8854-9551		0280-612-1558		320-0034		宇都宮市泉町6-25		宇都宮市 ウツノミヤシ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2

		承諾 ショウダク		相談支援事業のぞみ		0287-65-2288		0287-65-2282		329-3152		那須塩原市上中野53		那須塩原市、大田原市、那須町 ナスシオバラ シ オオタワラシ ナスマチ		1		0		1		0		0		0		1		1		1		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		現サービスでの医療ケアをふまえ、将来にむけて他事業との連携につなげるよう計画作成、調整に苦労した。 ゲン イリョウ ショウライ タ ジギョウ レンケイ ケイカク サクセイ チョウセイ クロウ		0				選択肢が増えるよう受け入れ可能な福祉サービス事業所の増加が必要だと思われます。 センタクシ フ ウ イ カノウ フクシ ジギョウショ ゾウカ ヒツヨウ オモ

		承諾 ショウダク		サポートセンターひばり		028-670-0330		028-667-7315		321-3236		宇都宮市竹下町435-159		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		苦労ではないが、お母様がとても一生懸命ですでにサービスも繋がっていたため、現状を計画にする形となったが、計画作成後のかかわりについて相談員としてどのようにすべきことが望ましいかと考える。 クロウ カアサマ イッショウケンメイ ツナ ゲンジョウ ケイカク カタチ ケイカク サクセイ ゴ ソウダン イン ノゾ カンガ		0				福祉サービスや医療、またボランティアが入室されるととてもよいと思います。また、介助者（家族）のケアも考えると気軽に参加できるようなイベント（医療が整っていたり、介助するボランティアさんがいたり）や、同じ重症心身障害児（者）をもつかたとのネットワークがあるといいのかなと思います。 フクシ イリョウ ニュウシツ オモ カイジョシャ カゾク カンガ キガル サンカ イリョウ トトノ カイジョ オナ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ オモ

		承諾 ショウダク		高根沢町障害児者生活支援センターすまいる タカネザワマチ		028-612-2751		028-612-2752		329-1225		栃木県塩谷郡高根沢町石末1825　福祉センター内 ３２９－１２２５ フクシ ナイ		高根沢町 タカネザワマチ		1		0		1		0		0		0		1		0		0		1		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		地元に使える資源がなく苦労した ジモト ツカ シゲン クロウ		0				①医療と福祉の連携ネットワーク②重心の方でも利用できるサービスが増えること③訪問診療医 イリョウ フクシ レンケイ ジュウシン カタ リヨウ フ ホウモン シンリョウ イ

		承諾 ショウダク		障害者相談支援センターフォレスト		0284-91-1816		0284-91-2867		326-0011		足利市大沼田町615		足利市及び近隣市町村 アシカガシ オヨ キンリン シチョウソン		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0				0

		承諾 ショウダク		障がい者相談支援事業所ケアサプライ		0287-73-5312		0287-73-5311		329-3221		栃木県那須郡那須町漆塚762-102 ３２９－３２２１		白河市、那須町、那須塩原市、大田原市 シラカワシ ナスマチ ナスシオバラシ オオタワラシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1				サービスを提供できる事業所の充実を図る テイキョウ ジギョウショ ジュウジツ ハカ

		承諾 ショウダク		南栃木支援センター相談支援		0285-44-6118		0285-44-7215		329-0412		下野市柴1432-105		下野市、小山市、壬生町 シモノ シ オヤマシ ミブマチ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		0		1		介護保険と併用する場合のみ対応する カイゴ ホケン ヘイヨウ バアイ タイオウ		0		1				3		介護保険と併用する場合のみ作成する カイゴ ホケン ヘイヨウ バアイ サクセイ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所とまり木		0287-54-2854		0287-54-2230		324-0231		大田原市北野上3952		大田原市、那須塩原市、那須町 オオタワラシ ナスシオバラシ ナスマチ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1				当事業所の対応範囲は現在、知的障害者特に中・軽度が主だが、精神（高次脳機能障害も含む）分野もやり始めている。今後重症心身障害者もほかの相談支援事業所の助けを得ながら、勉強しながら対応したいと考えている。そのために研修や見学の機会を多く作っていただきたい。今は、当事業所はその程度しか考えられない。 トウ ジギョウショ タイオウ ハンイ ゲンザイ チテキ ショウガイシャ トク チュウ ケイド オモ セイシン コウジ ノウ キノウ ショウガイ フク ブンヤ ハジ コンゴ ジュウショウ シンシン ショウガイシャ ソウダン シエン ジギョウショ タス エ ベンキョウ タイオウ カンガ ケンシュウ ケンガク キカイ オオ ツク イマ トウ ジギョウショ テイド カンガ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所ポンテ		028-652-7288		028-652-6355		321-0341		宇都宮市古賀志町1964-12		宇都宮、鹿沼、日光、壬生 ウツノミヤ カヌマ ニッコウ ミブ		0		1		1		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0				0				未就学児（3～5才）の方の医療型児童発達支援を分離で行う施設が数か所あると良いと思います。 ミシュウガクジ サイ カタ イリョウ ガタ ジドウ ハッタツ シエン ブンリ オコナ シセツ スウ ショ ヨ オモ

		承諾 ショウダク		相談支援センター光輝舎		0285-70-2020		0285-72-8222		321-4105		芳賀郡益子町北中1113-1		芳賀郡、真岡市等 ハガ グン モオカシ ナド		1		0		1		0		1		1		1		1		0		1		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		利用できるサービス事業所が少ない。重心児者に合わせたプログラムが見つからない（近隣で） リヨウ ジギョウショ スク ジュウシン ジ シャ ア ミ キンリン		0				本人の状態にもよるが、重度化する状況に対応できる事業所の確保。家族の負担が大きくなり在宅生活の継続が困難になることが予測されるので、在宅で支援が受けられるような体制の充実と、レスパイトサービスの拡大。 ホンニン ジョウタイ ジュウドカ ジョウキョウ タイオウ ジギョウショ カクホ カゾク フタン オオ ザイタク セイカツ ケイゾク コンナン ヨソク ザイタク シエン ウ タイセイ ジュウジツ カクダイ

		承諾 ショウダク		特定相談支援事業所やすらぎ		028-650-7727		028-650-7728		320-0011		宇都宮市富士見が丘3－19－20		宇都宮市 ウツノミヤシ		0		0		1		0		1		0		0		0		0		1		1		0		0				0		3		対応できるヘルパーがいれば支援する タイオウ シエン		0		0		0		0				0		1				3

		承諾 ショウダク		障がい者支援センターにんべん		028-686-2539		028-686-2584		329-1417		さくら市フィオーレ喜連川5-2-1　フィオーレガーデン1-102		さくら市 シ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1				地域資源アンケートをいただきありがとうございました。設問に対しまして知識不足にこれでいいのかという思いです。相談支援専門員として設問にありました「3」要望がでますれば、先輩相談員・各職種の方々に相談・指導をいただき、相談支援事業を行ってみたいと考えます。大島先生について学ばせて頂きました。 チイキ シゲン セツモン タイ チシキ ブソク オモ ソウダン シエン センモンイン セツモン ヨウボウ センパイ ソウダン イン カクショクシュ カタガタ ソウダン シドウ ソウダン シエン ジギョウ オコナ カンガ オオシマ センセイ マナ イタダ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所おやま		0285-22-1833		0285-228946		323-0014		小山市喜沢660		小山市、下野市 オヤマシ シモノ シ		1		0		1		0		1		1		0		0		0		0		0		1		0				2		3				0		0		0		0				1		0		本人の意思が明確でないので親の意向中心のものになってしまった。 ホンニン イシ メイカク オヤ イコウ チュウシン		0

		承諾 ショウダク		真岡介護センター		0285-80-5200		0285-80-5211		321-4361		真岡市並木町1-8-1　シティ並木102 ナミキ		真岡市、芳賀町南部、市貝町南部、益子町西部、上三川東部 モオカシ ハガマチ ナンブ イチ ガイ チョウ ナンブ マシコ チョウ セイブ カミノカワ トウブ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		0		1				0		1				3		担当者の受け持ちケースの状況など考慮し対応できるか検討したい タントウシャ ウ モ ジョウキョウ コウリョ タイオウ ケントウ

		承諾 ショウダク		さの社協相談支援センターほっぷ		0283-22-8152		0283-22-8199		327-0003		佐野市大橋町3212-27		佐野市全域 サノシ ゼンイキ		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2		現在相談支援専門員1名で行っているため ゲンザイ ソウダン シエン センモンイン メイ オコナ

		承諾 ショウダク		相談支援ウエイブ		0282-23-4465		0282-23-4465		328-0012		栃木市平柳町1-2-7		栃木市、壬生町 トチギシ ミブマチ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		1		0				0		1				2		指定特定相談支援事業で精神に対応しているため シテイ トクテイ ソウダン シエン ジギョウ セイシン タイオウ		ご家族の中だけでは生活がマンネリ化して単調になりかねないので、音楽、体を動かす、読み聞かせ麻痺・拘縮のマッサージなどのリハビリの頻度を高める。ご本人が楽しいと感じることを提供できる。ご家族が疲弊しないよう旅行や趣味などの充実した時間がもてるようサービスを利用していくこと。 カゾク ナカ セイカツ カ タンチョウ オンガク カラダ ウゴ ヨ キ マヒ コウシュク ヒンド タカ ホンニン タノ カン テイキョウ カゾク ヒヘイ リョコウ シュミ ジュウジツ ジカン リヨウ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所わらしべの家		0282-27-1627		0282-27-1675		328-0011		栃木市大宮町2708-3		栃木市 トチギシ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1		専門的な知識が不十分なため行政などの機関と相談しながらの対応となります センモンテキ チシキ フジュウブン ギョウセイ キカン ソウダン タイオウ		短期入所や移動支援などの福祉サービス利用時にお付き合いのある医療機関や訪問看護の看護師が同行でき緊急時の対応が迅速にとれる体制（すでにできていたらすみません） タンキ ニュウショ イドウ シエン フクシ リヨウ ジ ツ ア イリョウ キカン ホウモン カンゴ カンゴシ ドウコウ キンキュウジ タイオウ ジンソク タイセイ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所　空		0287-73-8165		0287-73-8165		329-3157		那須塩原市大原間西1-19-9		那須塩原市、大田原市、那須町 ナスシオバラ シ オオタワラシ ナスマチ		1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		重心のお子様の療育支援をやっていたので、苦労はありませんでしたが、医療（訪問看護）訪問リハ訪問入浴の制度を知らなかったので、その方々との連携が取れて大変勉強になりました。 ジュウシン コサマ リョウイク シエン クロウ イリョウ ホウモン カンゴ ホウモン ホウモン ニュウヨク セイド シ カタガタ レンケイ ト タイヘン ベンキョウ		0				医療的ケアの必要な方には支援スタッフ・必ず看護師の方が不在では双方安心したケアはできません。例）乳幼児の通所事業は保母と看護師さん。小学→高校までは義務教育がありますが事後に生活介護はもちろんですが、本当に重心の方の為の日中活動の場が不足しているとおもいますので重心の方の通所事業は必要と思います。家庭以外で通える場所→一時預かりや療育支援事業→高校卒業後は通所施設（一時預かりも含めて） イリョウテキ ヒツヨウ カタ シエン カナラ カンゴシ カタ フザイ ソウホウ アンシン レイ ニュウヨウジ ツウショ ジギョウ ホボ カンゴシ ショウガク コウコウ ギム キョウイク ジゴ セイカツ カイゴ ホントウ ジュウシン カタ タメ ニッチュウ カツドウ バ フソク ジュウシン カタ ツウショ ジギョウ ヒツヨウ オモ カテイ イガイ カヨ バショ イチジ アズ リョウイク シエン ジギョウ コウコウ ソツギョウゴ ツウショ シセツ イチジ アズ フク

		承諾 ショウダク		相談支援事業所みどり		0285-45-8362		0285-45-8397		329-0214		小山市乙女786-1		小山市、栃木市、古河市、結城市 オヤマシ トチギシ コガシ ユウキシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0		大人は対応可能 オトナ タイオウ カノウ		1		1		大人はあるが、こどもはない。先日訪問介護を事業所にお願いしたところどこの事業所も受けていただけなかった。 オトナ センジツ ホウモン カイゴ ジギョウショ ネガ ジギョウショ ウ		3		成人しか計画相談をしたことがないので不安である。当事業所は相談員が一名なので相談する相手がいない セイジン ケイカク ソウダン フアン トウ ジギョウショ ソウダン イン イチメイ ソウダン アイテ		サービス事業所で受けてもらえないケースがある。特に重心や精神知的等重複して疾患を持っていると問い合わせた時点でお断りされてします。 ジギョウショ ウ トク ジュウシン セイシン チテキ ナド チョウフク シッカン モ ト ア ジテン コトワ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所こころみ		0284-41-5039		0284-43-2665		326-0061		足利市田島町611-2				0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		1		0				0		1				3		これまで前例がなく、またこの障害について熟知した方（機関）があるならそちらでしていただいた方がご本人様にとってよい支援であると考えるから。※現在当法人の入所・通所等サービスを利用されている方の相談支援がほとんどの状況です。 ゼンレイ ショウガイ ジュクチ カタ キカン ホウ ホンニンサマ シエン カンガ ゲンザイ トウホウジン ニュウショ ツウショ ナド リヨウ カタ ソウダン シエン ジョウキョウ

		承諾 ショウダク		相談支援センターのどか　真岡センター		0285-81-5890		0285-85-8452		321-4305		真岡市荒町111-1		真岡市、芳賀町、市貝町、益子町、茂木町 モオカシ ハガマチ イチガイ マチ マシコ チョウ モギ マチ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1				在宅での生活では家族の介護負担の軽減が必要。フォーマルインフォーマルの枠にとらわれない福祉サービス。 ザイタク セイカツ カゾク カイゴ フタン ケイゲン ヒツヨウ ワク フクシ

		承諾 ショウダク		友井タクシー介護ステーションふれあい		0285-30-0840		0285-30-0844		323-0025		小山市城山町2丁目12-25		小山市 オヤマシ		1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		利用するサービスは多様で、施設・病院・学校など医療福祉事業所数も多く連携を図るのが困難。学校行事に参加するための会出自の支援サービスがない。 リヨウ タヨウ シセツ ビョウイン ガッコウ イリョウ フクシ ジギョウショ スウ オオ レンケイ ハカ コンナン ガッコウ ギョウジ サンカ カイ シュツジ シエン		0				ご家族様が安心して預けることができる施設と必要に預けられる施設の数は少ない。片道１時間以上かかるためとても不便に思います。呼吸器の方の預かり先は少ない。 カゾクサマ アンシン アズ シセツ ヒツヨウ アズ シセツ カズ スク カタミチ ジカン イジョウ フベン オモ コキュウキ カタ アズ サキ スク

		承諾 ショウダク		もくせいの里		0282-43-0593		0282-43-1387		329-4405		栃木市大平町西山田1198		栃木市内 トチギシナイ		0		1		1		0		1		0		0		1		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		ニーズにあてはまるサービスがなかった。例）①入浴支援②移送サービス　①自宅の浴槽では支援が入れず訪問入浴を検討。しかし、浴槽を置けるスペースがなく断念。②主たる介護者が入院。学校までの送迎ができず特例で市の移送サービスを利用するもかなり時間を要した。 レイ ニュウヨク シエン イソウ ジタク ヨクソウ シエン ハイ ホウモン ニュウヨク ケントウ ヨクソウ オ ダンネン シュ カイゴシャ ニュウイン ガッコウ ソウゲイ トクレイ シ イソウ リヨウ ジカン ヨウ		0				①地域の理解や協力②受け入れの拡大（重心の通所、24時間看護体制が整った短期入所）③デマンドタクシー等関係者の重心に対する理解（理解附属により資源として存在するが利用しがたい）④児童が入浴支援を受けられる環境（家族の身体的な介護負担軽減） チイキ リカイ キョウリョク ウ イ カクダイ ジュウシン ツウショ ジカン カンゴ タイセイ トトノ タンキ ニュウショ ナド カンケイシャ ジュウシン タイ リカイ リカイ フゾク シゲン ソンザイ リヨウ ジドウ ニュウヨク シエン ウ カンキョウ カゾク シンタイテキ カイゴ フタン ケイゲン

		承諾 ショウダク		足利障害者相談支援センター		0284-44-0307		0284-44-0318		326-0064		足利市東砂原後町1072		足利市、佐野市 アシカガシ サノシ		1		0		1		0		1		0		0		1		0		1		0		1		0				1		0				0		0		0		0				0		1				2		委託相談支援事業所のため イタク ソウダン シエン ジギョウショ		医療的ケアが整った施設のショートステイ充実が必要。また、特に呼吸器をつけた方のショート療養介護の利用とそれらを利用するための送迎体制の充実が必要。 イリョウテキ トトノ シセツ ジュウジツ ヒツヨウ トク コキュウキ カタ リョウヨウ カイゴ リヨウ リヨウ ソウゲイ タイセイ ジュウジツ ヒツヨウ

		承諾 ショウダク		指定障害者相談支援事業所あるしぇん		0282-86-7665		0282-21-7109		321-0201		栃木県下都賀郡壬生町安塚2032 ３２１－０２０１		壬生町 ミブマチ		1		0		1		0		1		0		0		1		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		①相談支援専門員として重症心身障害児（者）の方に対する支援の知識や経験が少ない②医療的ケアが必要となる方に対して対応できる福祉サービス（事業所）が少ない。 ソウダン シエン センモンイン ジュウショウシンシンショウガイジ シャ カタ タイ シエン チシキ ケイケン スク イリョウテキ ヒツヨウ カタ タイ タイオウ フクシ ジギョウショ スク		0				医療的ケアが必要な方に関して、福祉のサービスでは対応しきれない部分が多く、結果として家族が本人を抱え込まざるを得ない現状があるように感じます。家族の介護負担が少しでも軽減できるよう福祉サービスも柔軟な対応が出来るようになるといいなと思います。 イリョウテキ ヒツヨウ カタ カン フクシ タイオウ ブブン オオ ケッカ カゾク ホンニン カカ コ エ ゲンジョウ カン カゾク カイゴ フタン スコ ケイゲン フクシ ジュウナン タイオウ デキ オモ

		承諾 ショウダク		下野市相談支援事業所 こばと		0285-44-6783		0285-44-6783		329-0414		下野市小金井1146-6		下野市、上三川町 シモノ シ カミノカワマチ		1		0		1		0		0		0		1		1		0		1		1		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		医療的ケアが必要な乳幼児に対応できるヘルパー事業所。短期入所・日中一時支援事業所が近くにない（少ない）。 イリョウテキ ヒツヨウ ニュウヨウジ タイオウ ジギョウショ タンキ ニュウショ ニッチュウ イチジ シエン ジギョウショ チカ スク		0				設問5で回答した内容：外出可能な方は児童発達支援を利用可能であるが無理な方は外部との交流をもちにくい。訪問看護・訪問リハビリが入っているケースはいいがない場合母子で孤立しがち。幸いあそびの支援をしてくれるヘルパー事業所があり支援につながっている。ヘルパー利用を希望されない家庭、利用したくてもヘルパー事業所がない等支援に苦慮する。 セツモン カイトウ ナイヨウ ガイシュツ カノウ カタ ジドウ ハッタツ シエン リヨウ カノウ ムリ カタ ガイブ コウリュウ ホウモン カンゴ ホウモン ハイ バアイ ボシ コリツ サイワ シエン ジギョウショ シエン リヨウ キボウ カテイ リヨウ ジギョウショ ナド シエン クリョ

		承諾 ショウダク		相談支援センターぴあん ソウダン シエン		0282-31-1755		0282-31-2919		328-0067		栃木市皆川城内町333-2		栃木市、小山市 トチギシ オヤマシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1				これまで現場で関わったことがなく、事例検討でしか情報を把握しておらず不安はあります。でも関係機関やご家族様からいろいろなことを教えて頂きながら相談支援として専門性を活かせればと思っています。色々な立場の方からお話をお伺いしてもご家族や医療機関専門的な事業所の負担が大きく相談支援があまり役に立つことができていない（場合によっては自ら引いてしまう）今の現状を少しでも変えていければいいと思います。 ゲンバ カカ ジレイ ケントウ ジョウホウ ハアク フアン カンケイ キカン カゾクサマ オシ イタダ ソウダン シエン センモンセイ イ オモ イロイロ タチバ カタ ハナシ ウカガ カゾク イリョウ キカン センモンテキ ジギョウショ フタン オオ ソウダン シエン ヤク タ バアイ ミズカ ヒ イマ ゲンジョウ スコ カ オモ

		承諾 ショウダク		うつのみや		028-632-6074/090-4059-9728		028-632-6075		320-0861		宇都宮市西2-1-7		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				3		専門的な知識を社会資源のアドバイスを他相談支援事業所からいただきながらみずからの事業所で引き受けるという形が望ましい センモンテキ チシキ シャカイ シゲン ホカ ソウダン シエン ジギョウショ ジギョウショ ヒ ウ カタチ ノゾ

		承諾 ショウダク		サポートセンターきりん		028-612-3838		028-678-3257		321-0905		栃木県宇都宮市平出工業団地43-100 ３２１－０９０５		宇都宮市 ウツノミヤシ		0		1		1		0		1		0		0		1		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		療養介護に入所しているので他のサービスの利用が困難。そのための社会資源をつなげたり、活用したりするのが難しい。 リョウヨウ カイゴ ニュウショ ホカ リヨウ コンナン シャカイ シゲン カツヨウ ムズカ		0				今後、市町村などで展開されていく生活拠点に関する事業をうまく活用できればいいなと感じています。入所されている方々については地域とのつながり方が今後は重要になってくると思われますので、広く門扉を開けた活動などが多くなってくるといいなと思っています。 コンゴ シチョウソン テンカイ セイカツ キョテン カン ジギョウ カツヨウ カン ニュウショ カタガタ チイキ カタ コンゴ ジュウヨウ オモ ヒロ モンピ ア カツドウ オオ オモ

		承諾 ショウダク		さわやか相談支援センター		0280-57-4884		0280-57-4994		329-0112		野木町南赤塚1145-1		小山市、野木町、古河市、栃木市 オヤマシ ノギマチ コガシ トチギシ		0		1		1		0		0		0		1		0		0		1		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		現実的な目標の位置づけ ゲンジツテキ モクヒョウ イチ		0

		承諾 ショウダク		相談支援事業所つばさ		0287-53-7393		0287-53-7394		324-0044		大田原市親園824-1		大田原市、那須塩原市、那須烏山市、矢板市、さくら市、那須町、塩谷町、高根沢町 オオタワラシ ナスシオバラシ ナスカラスヤマシ ヤイタシ シ ナスマチ シオ タニ マチ タカネザワマチ		1		0		1		0		1		0		1		1		0		1		0		0		0				1		2		医療的なケアが必要なケース、将来的に短期入所につなげたいケースだった為、専門の事業所に依頼した イリョウテキ ヒツヨウ ショウライテキ タンキ ニュウショ タメ センモン ジギョウショ イライ		1		1		0		0				1		0		使えるサービスの少なさに調整が難しかった ツカ スク チョウセイ ムズカ		1				乳幼児期の受け入れ可能な福祉サービス等の社会資源が必要である。 ニュウヨウジ キ ウ イ カノウ フクシ ナド シャカイシゲン ヒツヨウ

		承諾 ショウダク		特定相談支援センターはじめ		0284-22-4561		0284-22-4562		326-0143		足利市葉鹿町735-1		足利市 アシカガシ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1

		承諾 ショウダク		上三川障がい児・者生活相談支援センター		0285-38-6854		0285-38-6841		329-0611		上三川町上三川5082-15		上三川町 カミノカワマチ		1		0		1		0		1		0		0		1		0		0		0		0		0				1		0				0		0		0		0				1		0				0

		承諾 ショウダク		はつらつサロン南天相談支援事業所		0285-22-4659		0285-38-6529		323-0027		小山市花垣町2-3-19		小山市、栃木市 オヤマシ トチギシ		0		0		1		0		1		1		0		1		1		1		1		1		0				0		0				0		0		0		0				1		0		利用したいサービス事業所が少なく生活改善、家族、支援者の負担軽減に繋がらない（訪問入浴、ショートステイ、生活介護などなど（就労Ａ型））医師によっては連携が困難。何処の精神科がよいかと利用者に問われるが答えは解らない。 リヨウ ジギョウショ スク セイカツ カイゼン カゾク シエンシャ フタン ケイゲン ツナ ホウモン ニュウヨク セイカツ カイゴ シュウロウ ガタ イシ レンケイ コンナン ドコ セイシンカ リヨウシャ ト コタ ワカ		0				本人の選択や受け入れ事業所の間口を広げる。例えば入浴はヘルパーの2人対応で行ているがヘルパー不足や腰痛の悪化などで対応が難しくなってくる。機会浴のできる生活介護を勧めるも本人の選択肢がない。自宅から出かける自由さのようなものが閉ざされているような気がする。反面高齢者のサービスは増加する一方で利用者が不足し閉鎖なども聞かれる。高齢者・障害者がともにデイサービスやショートステイを利用できるようにならないかと思う。障害児については働く両親をサポートすることで生活の安定や療育などへ通園のし易さを図り、送迎サービスの充実など。 ホンニン センタク ウ イ ジギョウショ マグチ ヒロ タト ニュウヨク ニン タイオウ オコナ ブソク ヨウツウ アッカ タイオウ ムズカ キカイ ヨク セイカツ カイゴ スス ホンニン センタクシ ジタク デ ジユウ ト キ ハンメン コウレイシャ ゾウカ イッポウ リヨウシャ フソク ヘイサ キ コウレイシャ ショウガイシャ リヨウ オモ ショウガイジ ハタラ リョウシン セイカツ アンテイ リョウイク ツウエン ヤス ハカ ソウゲイ ジュウジツ

		承諾 ショウダク		障がい者生活支援センターこぶし		028-680-5746		028-688-0214		321-0126		栃木県宇都宮市茂原町837-1		宇都宮市、上三川町 ウツノミヤシ カミノカワマチ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1				①医療機関との細かな連携体制②相談関係者を含め本人に関わり支援をするなかで即座に動きが取れるようなフットワークの軽いチーム作り イリョウ キカン コマ レンケイ タイセイ ソウダン カンケイシャ フク ホンニン カカ シエン ソクザ ウゴ ト カル ヅク
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								教育に関する相談 キョウイク カン ソウダン		5						ほかの相談支援事業所へ依頼する ソウダン シエン ジギョウショ イライ		15

								サービス等利用計画書作成に関する相談 ナド リヨウ ケイカクショ サクセイ カン ソウダン		26						行政に依頼する ギョウセイ イライ		8

								その他 タ		3						その他 タ		9

										それらの相談事業所として対応（解決）はできましたか

								ａ.できた		27

								ｂ.できなかった		4

								Ｑ4.Ｑ3-2「ない」→これから重症心身障害児（者）の方（本人・家族等）からの相談があればどのように対応されますか

						自分の事業所で対応する ジブン ジギョウショ タイオウ		17

						ほかの相談支援事業所へ依頼する ソウダン シエン ジギョウショ イライ		15

						行政に依頼する ギョウセイ イライ		8

						その他 タ		9

								Ｑ5.重症心身障害児（者）の方のサービス等利用計画書を作成したことがありますか

						ある		33

						ない		46

						今後依頼があれば作成する コンゴ イライ サクセイ		15

						他の相談支援事業所に依頼する ホカ ソウダン シエン ジギョウショ イライ		18

						作成するかどうかわからない サクセイ		14

										「ない」と回答 カイトウ



重症心身障害児（者）の定義をご存知ですか

Ｑ2.重症心身障害児（者）の定義をご存知ですか	知っている	知らない	40	33	Ｑ3.重症心身障害児（者）の方（家族・関係機関等）からの相談を受けたことがありますか	ある	ない	35	43	それは誰からの相談でしたか	ａ.家族	ｂ.支援者	ｃ.関係機関	27	6	12	それはどんな相談でしたか	生活上の相談	医療的な相談	制度に関する相談	教育に関する相談	サービス等利用計画書作成に関する相談	その他	19	7	15	5	26	3	それらの相談事業所として対応（解決）はできましたか	ａ.できた	ｂ.できなかった	27	4	自分の事業所で対応する	ほかの相談支援事業所へ依頼する	行政に依頼する	その他	17	15	8	9	Ｑ5.重症心身障害児（者）の方のサービス等利用計画書を作成したことがありますか	ある	ない	33	46	Ｑ5.重症心身障害児（者）の方のサービス等利用計画書

　　 を作成したことがありますか

ない
59%

ある	今後依頼があれば作成する	他の相談支援事業所に依頼する	作成するかどうかわからない	33	15	18	14	

相談支援事業所 (記述)

		Ｑ1.貴施設について、お伺いいたします キ シセツ ウカガ										事業所名とコメントをくっつけるで一表を作る ジギョウショ メイ イッピョウ ツク

		1		事業所名 ジギョウショ メイ								今月中 コンゲツ チュウ

		2		電話番号 デンワ バンゴウ								地図と一覧表をパワーポイント チズ イチラン ヒョウ

		3		FAX番号 バンゴウ								各項目ごとにページを作る カクコウモク ツク

		4		所在地 ショザイチ

		5		訪問可能な主な市町村 ホウモン カノウ オモ シチョウソン

		Ｑ2.重症心身障害児（者）の定義をご存知ですか ジュウショウシンシンショウガイジ シャ テイギ ゾンジ

		Ｑ2-1		知っている シ

		Ｑ2-2		知らない シ

		Ｑ3.重症心身障害児（者）の方（家族・関係機関等）からの相談を受けたことがありますか ジュウショウシンシンショウガイジ シャ カタ カゾク カンケイ キカン ナド ソウダン ウ

		Ｑ3-1		1		ある

		Ｑ3-2		2		ない

		Ｑ3-1-Ａ

				Ａ-1それは誰からの相談でしたか ダレ ソウダン

				1		ａ.家族 カゾク

				2		ｂ.支援者 シエンシャ

				3		ｃ.関係機関 カンケイ キカン

				Ａ-2それはどんな相談でしたか（複数回答可） ソウダン フクスウ カイトウ カ

				1		ａ.生活上の相談 セイカツ ジョウ ソウダン

				2		ｂ.医療的な相談 イリョウテキ ソウダン

				3		ｃ.制度に関する相談 セイド カン ソウダン

				4		ｄ.教育に関する相談 キョウイク カン ソウダン

				5		ｅ.サービス等利用計画書作成に関する相談 ナド リヨウ ケイカクショ サクセイ カン ソウダン

				6		ｆ.その他 タ

				Ａ-3それらの相談事業所として対応（解決）はできましたか ソウダン ジギョウショ タイオウ カイケツ

				1		ａ.できた

				2		ｂ.できなかった

				Ａ-3-1それはどうしてですか

				1		ａ解決手段・方法がなかった カイケツ シュダン ホウホウ

				2		ｂ.ほかの相談支援事業所に依頼した ソウダン シエン ジギョウショ イライ

				3		ｃ.行政に依頼した ギョウセイ イライ

				4		ｄ.その他 タ

		Ｑ4.Ｑ3-2「ない」→これから重症心身障害児（者）の方（本人・家族等）からの相談があればどのように対応されますか ジュウショウシンシンショウガイジ シャ カタ ホンニン カゾク ナド ソウダン タイオウ

				Ｑ4-1		自分の事業所で対応する ジブン ジギョウショ タイオウ

				Ｑ4-2		ほかの相談支援事業所へ依頼する ソウダン シエン ジギョウショ イライ

				Ｑ4-3		行政に依頼する ギョウセイ イライ

				Ｑ4-4		その他 タ

		Ｑ5.重症心身障害児（者）の方のサービス等利用計画書を作成したことがありますか ジュウショウシンシンショウガイジ シャ カタ ナド リヨウ ケイカクショ サクセイ

				Ｑ5-1		ある

				Ｑ5-2		ない

						Ｑ5-1-Ａ		「ある」と回答→作成にあたり、苦労したこと困ったことがありましたか カイトウ サクセイ クロウ コマ

						Ｑ5-2-Ａ		「ない」と回答 カイトウ

						1		ａ.今後依頼があれば作成する コンゴ イライ サクセイ

						2		ｂ.他の相談支援事業所に依頼する ホカ ソウダン シエン ジギョウショ イライ

						3		ｃ.作成するかどうかわからない サクセイ

						Ｑ5-2-Ａ-1		b.cを回答→それはどうしてですか カイトウ

		Q6.重症心身障害児（者）の方がより良い在宅生活をしていく上で何か必要だと思うことがあればご自由にお書きください ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ カタ ヨ ザイタク セイカツ ウエ ナニ ヒツヨウ オモ ジユウ カ



		承諾可否 ショウダク カヒ		Q1												Ｑ2.重症心身障害児（者）の定義をご存知ですか ジュウショウシンシンショウガイジ シャ テイギ ゾンジ				Ｑ3.重症心身障害児（者）の方（家族・関係機関等）からの相談を受けたことがありますか ジュウショウシンシンショウガイジ シャ カタ カゾク カンケイ キカン ナド ソウダン ウ																														Ｑ4.Ｑ3-2「ない」→これから重症心身障害児（者）の方（本人・家族等）からの相談があればどのように対応されますか ジュウショウシンシンショウガイジ シャ カタ ホンニン カゾク ナド ソウダン タイオウ										Ｑ5.重症心身障害児（者）の方のサービス等利用計画書を作成したことがありますか ジュウショウシンシンショウガイジ シャ カタ ナド リヨウ ケイカクショ サクセイ										Q6.重症心身障害児（者）の方がより良い在宅生活をしていく上で何か必要だと思うことがあればご自由にお書きください ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ カタ ヨ ザイタク セイカツ ウエ ナニ ヒツヨウ オモ ジユウ カ

				事業所名 ジギョウショ メイ		電話番号 デンワ バンゴウ		FAX番号 バンゴウ		郵便番号 ユウビンバンゴウ		所在地 ショザイチ		訪問可能な主な市町村 ホウモン カノウ オモ シチョウソン		知っている		知らない シ		ある		ない		それは誰からの相談でしたか						それはどんな相談でしたか														それらの相談事業所として対応（解決）はできましたか						自分の事業所で対応する ジブン ジギョウショ タイオウ		他の相談支援事業所へ依頼する ホカ ソウダン シエン ジギョウショ イライ		行政に依頼する ギョウセイ イライ		その他 タ				ある		ない		「ある」と回答		「ない」
と回答		b.c（23）を回答

																								家族 カゾク		支援者 シエンシャ		関係機関 カンケイ キカン		生活上の相談 セイカツ ジョウ ソウダン		医療的な相談 イリョウテキ ソウダン		制度に関する相談 セイド カン ソウダン		教育に関する相談 キョウイク カン ソウダン		サービス等利用計画書作成に関する相談 ナド リヨウ ケイカクショ サクセイ カン ソウダン		その他 タ		その他回答 タ カイトウ		それらの相談事業所として対応（解決）はできましたか		それはどうしてですか		それはどうしてですか

		否 イナ		手話通訳派遣協会相談支援事業所		0287-73-4422		0287-62-7776		325-0026		栃木県那須塩原市上厚崎431-17 ３２５－００２６				0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		0		1		本事業所と同様の地域で一般相談支援事業所と連携を図り対応する ホン ジギョウショ ドウヨウ チイキ イッパン ソウダン シエン ジギョウショ レンケイ ハカ タイオウ		0		1		0		2		当事業所は手話通訳派遣を主目的とする事業所であるため、聴覚障害に対するノウハウはあるがそれ以外の障害者に対応する専門性を有していない為 トウ ジギョウショ シュワ ツウヤク ハケン シュモクテキ ジギョウショ チョウカク ショウガイ タイ イガイ ショウガイシャ タイオウ センモンセイ ユウ タメ

		否 イナ		相談支援事業所すまいる		0285-45-7199		0285-45-8437		329-0205		小山市間々田750-1		小山市 オヤマシ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		1		0				0		1		0		3		現在担当させていただいているケースの他に受け入れる時間的余裕がないため。また専門的な知識や経験がなく自信がないため。 ゲンザイ タントウ ホカ ウ イ ジカンテキ ヨユウ センモンテキ チシキ ケイケン ジシン

		否 イナ		やまゆりの里		0284-90-2030		0284-90-2031		326-0011		足利市大沼田町525-1		足利市 アシカガシ		0		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		ショートステイの利用が可能かどうか リヨウ カノウ		2		1		ショートの利用を希望していたが、幼児で夜間に吸引が必要とのことだったので職員配置上困難と判断 リヨウ キボウ ヨウジ ヤカン キュウイン ヒツヨウ ショクイン ハイチ ジョウ コンナン ハンダン		0		0		0		0				0		1		0		2		あしかがの森さんが近くにあり専門性もあるため モリ チカ センモンセイ

		否 イナ		相談支援センターひかり		028-612-7717		028-612-7718		320-0072		宇都宮市若草4-20-7		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		0		1		0		1		0		0		1		0		1		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		居宅介護事業所とニーズのマッチング キョタク カイゴ ジギョウショ		0				短期入所事業所（医療的ケア対応型）の整備 タンキ ニュウショ ジギョウショ イリョウテキ タイオウガタ セイビ

		否 イナ		相談支援センター歩み		028-667-5151		028-667-5150		321-3233		宇都宮市上籠谷町3792		真岡市、芳賀町、宇都宮市 モオカシ ハガマチ ウツノミヤシ		0		1		1		0		0		1		0		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		毎日お会いしている方ではないしお話ができる方ではないので、計画書を作ることは少々戸惑いはありましたが、すべて療育指導室の先生にご指導いただき作成することができました。お幸せな時を過ごしてほしいという思いはいっぱいありますが、なにも出来ていない自分が申し訳ないような気持ちです。 マイニチ ア カタ ハナシ カタ ケイカクショ ツク ショウショウ トマド リョウイク シドウシツ センセイ シドウ サクセイ シアワ トキ ス オモ デキ ジブン モウ ワケ キモ		0				すみません。経験不足で在宅の方はよくわかりませんが、独立行政法人国立病院機構宇都宮病院にお伺いし行き届いた介護、職員の先生方の情熱にこういうところで重症心身障害者の方が過ごせることは幸せなのでは…としみじみ思いました。 ケイケン ブソク ザイタク カタ ドクリツ ギョウセイ ホウジン コクリツ ビョウイン キコウ ウツノミヤ ビョウイン ウカガ イ トド カイゴ ショクイン センセイガタ ジョウネツ ジュウショウ シンシン ショウガイシャ カタ ス シアワ オモ

		否 イナ		ワークス共育		0287-39-5593		0287-39-5630		329-2213		那須塩原市上大貫2028-2				1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		0		1		状況に応じて対応する ジョウキョウ オウ タイオウ		0		1				1				相談支援専門員のレベルアップが必要ではないかと思います ソウダン シエン センモンイン ヒツヨウ オモ

		否 イナ		指定特定相談支援センタードリーム		0288-32-2280		0288-32-2281		321-2341		日光市大沢町274		日光市、塩谷町、鹿沼市、宇都宮市 ニッコウシ シオヤ チョウ カヌマシ ウツノミヤ シ		0		1		1		0		1		0		0		1		1		1		0		0		0				1		0				0		0		0		0				1		0		計画を作成するにあたり医療機関との連携方法を具体化していくことに連絡調整に時間を要しました。また医師同士でのやりとりの方が早いように感じました。※解決できたと言っても施設の空き待ちで関係する病院で入院しております。 ケイカク サクセイ イリョウ キカン レンケイ ホウホウ グタイカ レンラク チョウセイ ジカン ヨウ イシ ドウシ ホウ ハヤ カン カイケツ イ シセツ ア マ カンケイ ビョウイン ニュウイン		0				入所ではなく、医療ケアのできる短期入所やグループホーム、日中一時、生活介護の拡充が必要であること。また重症心身障害児（者）への理解を広めていき、理解者を増やすこと、訪問看護、訪問医療、居宅介護も活用しやすい環境づくりを相談支援専門員はネットワークづくりに努めなければんらないと思います。 ニュウショ イリョウ タンキ ニュウショ ニッチュウ イチジ セイカツ カイゴ カクジュウ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ リカイ ヒロ リカイシャ フ ホウモン カンゴ ホウモン イリョウ キョタク カイゴ カツヨウ カンキョウ ソウダン シエン センモンイン ツト オモ

		否 イナ		ユーファーム支援センター		028-689-0070		028-680-0750		321-0972		宇都宮市下川俣町206-127		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2		これまでの実績として主に就労系の利用計画の作成を行っており重症心身障害児の方への支援については経験や人員の不足から対応が困難であると思われるため ジッセキ オモ シュウロウ ケイ リヨウ ケイカク サクセイ オコナ ジュウショウ シンシン ショウガイジ カタ シエン ケイケン ジンイン フソク タイオウ コンナン オモ

		否 イナ		障害者相談支援センターひびき		028-666-7601		028-666-7602		321-0403		宇都宮市下小倉町1536		宇都宮市、さくら市 ウツノミヤシ シ		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2		かつて受け入れたことがなく、またスタッフにも医療的ケアの知識や経験が乏しく、自信をもって迎え入れることができない ウ イ イリョウテキ チシキ ケイケン トボ ジシン ムカ イ		受け入れる施設が近辺にあること ウ イ シセツ キンペン

		否 イナ		相談支援事業ぴゅあ		028-611-1771		028-611-1772		321-0911		宇都宮市問屋町3426-46		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2

		否 イナ		指定特定相談支援事業所すえひろ		0287-23-3962		0287-24-1670		324-0042		大田原市末広1-2-5		大田原市、大田原市以外は交通費を受領 オオタワラシ オオタワラシ イガイ コウツウヒ ジュリョウ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2		事業所の対象を精神障害に限定し、市に申請しているため ジギョウショ タイショウ セイシン ショウガイ ゲンテイ シ シンセイ

		否 イナ		相談支援センターふじみだい		0285-44-0200		0285-44-4255		329-0412		下野市芝1123		下野市 シモノ シ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		0		1		ケースによって検討 ケントウ		0		1				2

		否 イナ		相談支援センターひゅーまにあ宇都宮		028-678-5385		028-678-5395		320-0802		宇都宮市江野町6-15大立ビル4階		宇都宮市（鹿沼市等近隣市町村） ウツノミヤシ カヌマシ ナド キンリン シチョウソン		0		1		1		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		あるではありますが、初めての作成でまた完成はしていない段階です。病院で実施されている活動医療等で自分自身が未熟で理解が足りていない為に苦労しています。 ハジ サクセイ カンセイ ダンカイ ビョウイン ジッシ カツドウ イリョウ ナド ジブン ジシン ミジュク リカイ タ タメ クロウ		0				①医療面での安心②外部と交流する機会③家族の方への支援 イリョウ メン アンシン ガイブ コウリュウ キカイ カゾク カタ シエン

		否 イナ		地域活動支援センターあしかが		0284-41-2643		0284-43-0463		326-0808		足利市本城1-1547		足利市 アシカガシ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0						0		1		0		0				0		1				2		専門外で知識等はなく、計画書の作成は難しいため センモンガイ チシキ トウ ケイカクショ サクセイ ムズカ

		否 イナ		南那須地区障害者相談支援センター		0287-80-1020		0287-80-1027		321-0624		那須烏山市旭1-18-8		那須烏山市、那珂川町 ナスカラスヤマシ ナカガワマチ		1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		アセスメント、院内での面会予定の調整、家族への説明など インナイ メンカイ ヨテイ チョウセイ カゾク セツメイ		0				在宅医療、訪問リハビリなど24時間対応出来る専門家チーム ザイタク イリョウ ホウモン ジカン タイオウ デキ センモンカ

		否 イナ		ワン・ハーモニー		0287-22-8255		0287-48-7225		324-0042		大田原市末広1-3618-13				0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				0

		否 イナ		ひまわり相談支援事業所		0282-20-5006		0282-23-4878		328-0052		栃木市祝町12－9				0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		1		0				0		1				3		意思伝達が自分にとって受け止められるかに不安があるため イシ デンタツ ジブン ウ ト フアン

		否 イナ		サンフラワーライフ		0285-22-1109		0285-22-1345		323-0808		小山市出井1936		小山市内 オヤマシナイ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				3		近隣に受け入れ施設が少なく在宅福祉サービスに向けるのが難しい キンリン ウ イ シセツ スク ザイタク フクシ ム ムズカ

		否 イナ		natu- la(ナチュラ)		0287-67-3115		0287-67-3115		329-3153		那須塩原市大原間239-1		那須塩原市、大田原市、那須町 ナスシオバラ シ オオタワラシ ナスマチ		0		1		1		0		1		0		0		1		1		1		0		0		0				1		0				0		0		0		0				1		0		サービス自体の幅がせまいため、本人が安全に安心した生活をうけられるためにどう組み合わせたら良いか。又、家族によっては苦手な事業所もあり限られた事業所を探すのが難しかった。 ジタイ ハバ ホンニン アンゼン アンシン セイカツ ク ア ヨ マタ カゾク ニガテ ジギョウショ カギ ジギョウショ サガ ムズカ		0				訪問系のサービスがもっと充実して欲しい ホウモン ケイ ジュウジツ ホ

		否 イナ		相談支援事業所ふるさとホーム那須		0287-98-3001		0287-98-8080		324-0414		大田原市片府田1301-59		大田原市、那須町、那須塩原市、周辺 オオタワラシ ナスマチ ナスシオバラ シ シュウヘン		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2		主な精神知的関係なので、今後はできるよう専門的な部分の勉強が必要です。 オモ セイシン チテキ カンケイ コンゴ センモンテキ ブブン ベンキョウ ヒツヨウ		①専門相談②居場所③地域の理解 センモン ソウダン イバショ チイキ リカイ

		否 イナ		特定相談支援事業所きのこ		028-635-8746		028-635-8778		320-0846		栃木県宇都宮市滝の原2-4-42 ３２０－０８４６		宇都宮市 ウツノミヤシ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		1		0				0		1				3		どのように作成したらいいか不安のため サクセイ フアン

		否 イナ		こども発達支援センター鹿沼市あおば園		0289-63-1745		0289-63-1745		322-0074		鹿沼市日吉町320－1				1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		1		0				0		1				2		相談支援専門員の不足、児童発達支援事業所利用のための計画書作成が主な業務になっている ソウダン シエン センモンイン フソク ジドウ ハッタツ シエン ジギョウショ リヨウ ケイカクショ サクセイ オモ ギョウム

		否 イナ		障害者相談支援センターみつか・Ｒｕ		028-648-3971		028-648-3936		321-0347		宇都宮市飯田町261		宇都宮市、鹿沼市 ウツノミヤシ カヌマシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		1		状況に応じして他機関と連携し判断する場合もある ジョウキョウ オウ ホカ キカン レンケイ ハンダン バアイ		0		1				1		計画依頼の状況に応じて対応できない月もある（モニタリング件数） ケイカク イライ ジョウキョウ オウ タイオウ ツキ ケンスウ

		否 イナ		工房つばさ		0285-40-0388		0285-40-6700		329-0401		下野市箕輪425-1		下野市、上三川町、壬生町、ただし状況に応じて対応することが難しい場合もある シモノ シ カミノカワマチ ミブマチ ジョウキョウ オウ タイオウ ムズカ バアイ		1		0		1		0		1		0		0		1		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		短期入所、ヘルパーなどの利用希望があっても受け入れてくれる事業所が見つからない タンキ ニュウショ リヨウ キボウ ウ イ ジギョウショ ミ		3		状況により作成することができない場合がある ジョウキョウ サクセイ バアイ		重心の方の短期入所等の利用ができるところが必要。在宅でのサービスの受入必要だと思われる。 ジュウシン カタ タンキ ニュウショ ナド リヨウ ヒツヨウ ザイタク ウケイレ ヒツヨウ オモ

		否 イナ		相談支援事業所グーフォ		028-673-0002		028-671-0785		329-1105		宇都宮市中岡本町3178-3				1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1				在宅生活を支える家族に負担が重くならないようにする。緊急時に対応してくれる医療ケア付きの宿泊施設を増やしてほしい ザイタク セイカツ ササ カゾク フタン オモ キンキュウジ タイオウ イリョウ ツ シュクハク シセツ フ

		否 イナ		那珂川町社協相談支援事業所		0287-92-1273		0287-92-1295		324-0613		那珂川町馬頭560-1		那珂川町 ナカガワマチ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				0				移動支援サービス イドウ シエン

		否 イナ		相談支援事業所大山田ノンフェール		0287-93-0660		0287-83-8182		324-0602		那珂川町大山田下郷955		那珂川町 ナカガワマチ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		1		0				0		1				2		平成27年度で相談支援事業を終了するため ヘイセイ ネンド ソウダン シエン ジギョウ シュウリョウ

		否 イナ		在宅サポートこころ		028-651-0780		028-651-0781		320-0042		宇都宮市材木町4-24				0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2

		否 イナ		相談支援事業所みらい ソウダン シエン ジギョウショ		0280-57-2673		0280-57-2673		329-0111		野木町丸林371-12		野木町、小山市 ノギマチ オヤマシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		0		1		しかるべき関係機関と連携して対応する カンケイ キカン レンケイ タイオウ		0		1				3		重症心身のノウハウがない ジュウショウ シンシン

		否 イナ		大田原市社会福祉協議会		0287-54-1849		0287-54-2745		324-0233		栃木県大田原市黒羽田町848 ３２４－０２３３		大田原市内 オオタワラシナイ		0		1		1		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0				2		1				0		1		0		0				0		1				2		職員が未熟なため ショクイン ミジュク		在宅医療の充実、居宅介護の２４時間対応（サービス事業所）の充実 ザイタク イリョウ ジュウジツ キョタク カイゴ ジカン タイオウ ジギョウショ ジュウジツ

		否 イナ		障がい者相談支援センターとまつり		028-680-5570		028-680-5271		320-0052		宇都宮市中戸祭町813		宇都宮市、近隣市町村 ウツノミヤシ キンリン シチョウソン		0		1		1		0		1		0		0		1		0		0		0		0		1		親子間の関わり オヤコ カン カカ		0		0		現在対応中 ゲンザイ タイオウチュウ		0		0		0		0				1		0		保護者との連携がとれない ホゴシャ レンケイ		0

		否 イナ		宇都宮市社会福祉協議会		028-636-1536		028-636-1537		320-0806		宇都宮市中央1-1-15		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		0				2		1		医療的ケアが必要な方が長時間外出したい。長時間支援者の拘束、移動手段（車の中での対応）、医療的ケアが必要な方が外出したいときに外出できる環境がすぐに整えられない、医療的けが必要な方で要介助であるが、歩行できる方が利用できる短期入所先はないか（アクセス時間も含む） イリョウテキ ヒツヨウ カタ チョウジカン ガイシュツ チョウジカン シエン シャ コウソク イドウ シュダン クルマ ナカ タイオウ イリョウテキ ヒツヨウ カタ ガイシュツ ガイシュツ カンキョウ トトノ イリョウテキ ヒツヨウ カタ ヨウ カイジョ ホコウ カタ リヨウ タンキ ニュウショ サキ ジカン フク		0		0		0		0				1		0		専門的（医療面）な知識がなく、専門用語が多く調べたり聞いたりしながら支援していくこと。長く関わらないと親の思いまで聞き出せないこと。 センモンテキ イリョウ メン チシキ センモン ヨウゴ オオ シラ キ シエン ナガ カカ オヤ オモ キ ダ		0				当事者が何歳になっても利用できるサービス環境（短期入所、訪問入浴など）。教育もほかのお子さん同様平等に受けられる機会（学校行事も含む）。相談対応できる人材の確保。緊急時でも利用できるサービスの調整・確保。直接支援できるサービス・人材を増やすこと。 トウジシャ ナンサイ リヨウ カンキョウ タンキ ニュウショ ホウモン ニュウヨク キョウイク コ ドウヨウ ビョウドウ ウ キカイ ガッコウ ギョウジ フク ソウダン タイオウ ジンザイ カクホ キンキュウジ リヨウ チョウセイ カクホ チョクセツ シエン ジンザイ フ

		承諾 ショウダク		ライフサポートセンターゆめ		0280-33-3624		0280-57-4624		329-0111		野木町丸林630-4		野木町、その周辺地域 ノギマチ シュウヘン チイキ		1		0		1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		1		福祉サービス利用に関する相談 フクシ リヨウ カン ソウダン		1		0				0		0		0		0				1		0		医療的な情報、知識に乏しくわからない用語などが数多く出てきた。医療的ケアの内容の聞き取り（どの部分を聞いていけばよいのか） イリョウテキ ジョウホウ チシキ トボ ヨウゴ カズオオ デ イリョウテキ ナイヨウ キ ト ブブン キ		0				Ｆａの負担軽減のためのレスパイト先（ＨＰ、ＳＳ機関等）。家族それぞれの訴え、希望を明確にしていく。関係機関がチームになりＦａの支え応援をしていく。 フタン ケイゲン サキ キカンナド カゾク ウッタ キボウ メイカク カンケイ キカン ササ オウエン

		承諾 ショウダク		足利ケアサービス		0284-21-7630		0284-21-3109		326-0843		足利市五十部町809-3		足利市、佐野市、太田市 アシカガシ サノシ オオタシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		0		1		ケースによって対応する タイオウ		0		1				3

		承諾 ショウダク		相談支援センターみさと		0285-72-9767				321-4104		芳賀郡益子町大沢2800-5		芳賀郡内（真岡市、益子町、市貝町、芳賀町、茂木町） ハガ グンナイ モオカシ マシコ チョウ イチ ガイ マチ ハガマチ モギマチ		1		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		資源が少ない、短期入所先の確保が難しかった。計画を作るのには、医療情報が難しく感じられた。 シゲン スク タンキ ニュウショ サキ カクホ ムズカ ケイカク ツク イリョウ ジョウホウ ムズカ カン		0				連携の取れる医療関係者がたくさん地域の中にいてくれると安心して生活できるかな。外出や余暇の充実を図るために医療の必要な人の生活が限られてしまっている（あきらめてしまっている） レンケイ ト イリョウ カンケイシャ チイキ ナカ アンシン セイカツ ガイシュツ ヨカ ジュウジツ ハカ イリョウ ヒツヨウ ヒト セイカツ カギ

		承諾 ショウダク		サポートセンターとみや生活支援センター		028-665-8230		028-665-8230		321-2116		宇都宮市徳次郎町540		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		0		1		0		0		0		0		1		1		1		1		1		0				0		1		医療的なケアが必要な利用者様の日中活動先が限られて利用できない人がいる。学校との連携が取りにくい。通勤手段・行事参加制限があり平等性が保たれない。学校はサービスで対応を望み、福祉行政は教育で何とかするべきとつねに折り合わない。 イリョウテキ ヒツヨウ リヨウシャサマ ニッチュウ カツドウ サキ カギ リヨウ ヒト ガッコウ レンケイ ト ツウキン シュダン ギョウジ サンカ セイゲン ビョウドウセイ タモ ガッコウ タイオウ ノゾ フクシ ギョウセイ キョウイク ナン オ ア		0		0		1		0		協力してほしい キョウリョク		1		0		利用できるサービスが限られている。社会参加できる機会が少なく、場が限られている。介護者の負担軽減が取りにくい。夢や希望を叶えるための資源が少ない。 リヨウ カギ シャカイ サンカ キカイ スク バ カギ カイゴシャ フタン ケイゲン ト ユメ キボウ カナ シゲン スク		0				通勤手段、保護者なくても教育が受けられる環境。常に親同行を求めるのでは、自立につながらず、いつになっても親の負担は軽減されない。親が安心して託せる日中活動の場。社会参加、役割を担える環境作り、職場。地域で生活していくための交流の機会や場があるといい。緊急的にレスパイトを受け入れてくれる場。 ツウキン シュダン ホゴシャ キョウイク ウ カンキョウ ツネ オヤ ドウコウ モト ジリツ オヤ フタン ケイゲン オヤ アンシン タク ニッチュウ カツドウ バ シャカイ サンカ ヤクワリ ニナ カンキョウ ヅク ショクバ チイキ セイカツ コウリュウ キカイ バ キンキュウテキ ウ イ バ

		承諾 ショウダク		社会就労センターえいぶるの里 シャカイ シュウロウ サト		0285-22-4561		0285-224581		323-0003		小山市東島田2403-2		小山市、下野市、上三川町、野木町、結城市、古河市、筑西市 オヤマシ シモノ シ カミノカワマチ ノギマチ ユウキシ コガシ ツク ニシ シ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				1		0		自己決定が難しいため、家族中心の考えになってしまうこと。また、利用できる社会資源が少ない。 ジコ ケッテイ ムズカ カゾク チュウシン カンガ リヨウ シャカイ シゲン スク		1				関係機関との連携、特に在宅が長い方は医療機関とのかかわりが家族も含め、希薄になってしまい、二次障害に対応できない。地域に総合的に支援でき、医療的ケアが受けられる場所、または訪問医療の充実が必要と思います。 カンケイ キカン レンケイ トク ザイタク ナガ カタ イリョウ キカン カゾク フク キハク ニジ ショウガイ タイオウ チイキ ソウゴウテキ シエン イリョウテキ ウ バショ ホウモン イリョウ ジュウジツ ヒツヨウ オモ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所「ピュア」		0282-31-3911		0282-31-3912		328-0133		栃木市大森町465		栃木市、鹿沼市、佐野市、小山市、壬生町 トチギシ カヌマシ サノシ オヤマシ ミブマチ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1

		承諾 ショウダク		社会福祉法人とちのみ会　こなかの森 シャカイ フクシ ホウジン カイ モリ		0283-24-5757		0283-24-6294		327-0001		佐野市小中町1280		佐野市、足利市 サノシ アシカガシ		1		0		1		0		1		0		0		1		0		1		0		0		0				1		2		通所型のため、短期入所の受け入れはサービスとして提供できず、他施設の紹介、相談支援事業につなげている。 ツウショ ガタ タンキ ニュウショ ウ イ テイキョウ タ シセツ ショウカイ ソウダン シエン ジギョウ		0		0		0		0				1		0		療養型短期入所ほかの施設への短期入所の受け入れ状況など、受け入れ場所を見つけるなど。短期入所時の発作発症時医療への繋ぎが困難。問題多（かかりつけ医への搬送） リョウヨウガタ タンキ ニュウショ シセツ タンキ ニュウショ ウ イ ジョウキョウ ウ イ バショ ミ タンキ ニュウショ ジ ホッサ ハッショウ ジ イリョウ ツナ コンナン モンダイ タ イ ハンソウ		0				佐野市には、身障（重心）短期入所施設がなく老人施設に佐野市が委託しているが、利用する人もいなく、サービスが使いづらい状態にある。短期入所受け入れ可能施設が増えることで、家族のほうも使いやすく利便性があがると考えます。 サノシ シンショウ ジュウシン タンキ ニュウショ シセツ ロウジン シセツ サノシ イタク リヨウ ヒト ツカ ジョウタイ タンキ ニュウショ ウ イ カノウ シセツ フ カゾク ツカ リベンセイ カンガ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所テトテ		0287-36-7171		0287-36-7181		329-2732		那須塩原市一区町251-1		那須塩原市（大田原、矢板、那須町、那珂川町、烏山） ナスシオバラ シ オオタワラ ヤイタ ナスマチ ナカガワマチ カラスヤマ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		0		1		委託の相談支援事業所や重心専門の事業所に相談する イタク ソウダン シエン ジギョウショ ジュウシン センモン ジギョウショ ソウダン		0		1				3		その方にとって、より専門性の高い方が対応することが望ましいと思いますので、作成が適するか否か周囲のサービス状況なども考慮して決めたいと思います。適切にアドバイスをいただける地域の環境が整っていれば、スキルアップ、経験の積み重ねのためにも作成したいです。 カタ センモンセイ タカ ホウ タイオウ ノゾ オモ サクセイ テキ イナ シュウイ ジョウキョウ コウリョ キ オモ テキセツ チイキ カンキョウ トトノ ケイケン ツ カサ サクセイ		相談支援専門員のスキルアップ。きめ細かい支援（サービスの充実）本人のニーズを正しく理解できる人材の育成と地域の理解。 ソウダン シエン センモンイン コマ シエン ジュウジツ ホンニン タダ リカイ ジンザイ イクセイ チイキ リカイ

		承諾 ショウダク		指定特定相談支援事業所あじさい		0287-60-3361		0287-60-3362		325-0034		那須塩原市東原166		那須塩原市、那須町 ナスシオバラ シ ナスマチ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2				訪問看護、訪問診療を行う医師が必要だと思います。 ホウモン カンゴ ホウモン シンリョウ オコナ イシ ヒツヨウ オモ

		承諾 ショウダク		障害者相談支援センターいぶき		028-678-3502		028-676-3501		329-1216		高根沢町桑窪2266-2		高根沢町 タカネザワマチ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1				短期入所など受け入れてくれる施設を増やしてほしい。県内で受け入れていただけない為、県外の施設を考えなくてはいけない方がいます。 タンキ ニュウショ ウ イ シセツ フ ケンナイ ウ イ タメ ケンガイ シセツ カンガ カタ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所わくわくおやま		0285-24-6575		0285-20-0255		323-0022		小山市駅東通り3-9-6		小山市 オヤマシ		1		0		1		0		1		1		1		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		関係事業所が多いことで情報収集連携等大変。医療機関とも連携を図る必要あり。レスパイト、ショートステイの受入困難。利用できる事業所が少ない。 カンケイ ジギョウショ オオ ジョウホウ シュウシュウ レンケイ ナド タイヘン イリョウ キカン レンケイ ハカ ヒツヨウ ウケイレ コンナン リヨウ ジギョウショ スク		0				重症心身障害児（者）を受け入れしてくれる事業所、施設がもっと多くあればよいと思われる。通所日中一時短期入所など。相談支援、計画作成についてもほかの事業所が受け入れてくれないとの理由で受け入れ可能事業所へ集中してしまう為、相談員への研修等を増やせばよいが。しかし日々の業務が多忙であるため、難しいのかな？ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ ウ イ ジギョウショ シセツ オオ オモ ツウショ ニッチュウ イチジ タンキ ニュウショ ソウダン シエン ケイカク サクセイ ジギョウショ ウ イ リユウ ウ イ カノウ ジギョウショ シュウチュウ タメ ソウダン イン ケンシュウ ナド フ ヒビ ギョウム タボウ ムズカ

		承諾 ショウダク		相談支援センターネクスト		080-8854-9551		0280-612-1558		320-0034		宇都宮市泉町6-25		宇都宮市 ウツノミヤシ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2

		承諾 ショウダク		相談支援事業のぞみ		0287-65-2288		0287-65-2282		329-3152		那須塩原市上中野53		那須塩原市、大田原市、那須町 ナスシオバラ シ オオタワラシ ナスマチ		1		0		1		0		0		0		1		1		1		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		現サービスでの医療ケアをふまえ、将来にむけて他事業との連携につなげるよう計画作成、調整に苦労した。 ゲン イリョウ ショウライ タ ジギョウ レンケイ ケイカク サクセイ チョウセイ クロウ		0				選択肢が増えるよう受け入れ可能な福祉サービス事業所の増加が必要だと思われます。 センタクシ フ ウ イ カノウ フクシ ジギョウショ ゾウカ ヒツヨウ オモ

		承諾 ショウダク		サポートセンターひばり		028-670-0330		028-667-7315		321-3236		宇都宮市竹下町435-159		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		苦労ではないが、お母様がとても一生懸命ですでにサービスも繋がっていたため、現状を計画にする形となったが、計画作成後のかかわりについて相談員としてどのようにすべきことが望ましいかと考える。 クロウ カアサマ イッショウケンメイ ツナ ゲンジョウ ケイカク カタチ ケイカク サクセイ ゴ ソウダン イン ノゾ カンガ		0				福祉サービスや医療、またボランティアが入室されるととてもよいと思います。また、介助者（家族）のケアも考えると気軽に参加できるようなイベント（医療が整っていたり、介助するボランティアさんがいたり）や、同じ重症心身障害児（者）をもつかたとのネットワークがあるといいのかなと思います。 フクシ イリョウ ニュウシツ オモ カイジョシャ カゾク カンガ キガル サンカ イリョウ トトノ カイジョ オナ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ オモ

		承諾 ショウダク		高根沢町障害児者生活支援センターすまいる タカネザワマチ		028-612-2751		028-612-2752		329-1225		栃木県塩谷郡高根沢町石末1825　福祉センター内 ３２９－１２２５ フクシ ナイ		高根沢町 タカネザワマチ		1		0		1		0		0		0		1		0		0		1		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		地元に使える資源がなく苦労した ジモト ツカ シゲン クロウ		0				①医療と福祉の連携ネットワーク②重心の方でも利用できるサービスが増えること③訪問診療医 イリョウ フクシ レンケイ ジュウシン カタ リヨウ フ ホウモン シンリョウ イ

		承諾 ショウダク		障害者相談支援センターフォレスト		0284-91-1816		0284-91-2867		326-0011		足利市大沼田町615		足利市及び近隣市町村 アシカガシ オヨ キンリン シチョウソン		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0				0

		承諾 ショウダク		障がい者相談支援事業所ケアサプライ		0287-73-5312		0287-73-5311		329-3221		栃木県那須郡那須町漆塚762-102 ３２９－３２２１		白河市、那須町、那須塩原市、大田原市 シラカワシ ナスマチ ナスシオバラシ オオタワラシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1				サービスを提供できる事業所の充実を図る テイキョウ ジギョウショ ジュウジツ ハカ

		承諾 ショウダク		南栃木支援センター相談支援		0285-44-6118		0285-44-7215		329-0412		下野市柴1432-105		下野市、小山市、壬生町 シモノ シ オヤマシ ミブマチ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		0		1		介護保険と併用する場合のみ対応する カイゴ ホケン ヘイヨウ バアイ タイオウ		0		1				3		介護保険と併用する場合のみ作成する カイゴ ホケン ヘイヨウ バアイ サクセイ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所とまり木		0287-54-2854		0287-54-2230		324-0231		大田原市北野上3952		大田原市、那須塩原市、那須町 オオタワラシ ナスシオバラシ ナスマチ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1				当事業所の対応範囲は現在、知的障害者特に中・軽度が主だが、精神（高次脳機能障害も含む）分野もやり始めている。今後重症心身障害者もほかの相談支援事業所の助けを得ながら、勉強しながら対応したいと考えている。そのために研修や見学の機会を多く作っていただきたい。今は、当事業所はその程度しか考えられない。 トウ ジギョウショ タイオウ ハンイ ゲンザイ チテキ ショウガイシャ トク チュウ ケイド オモ セイシン コウジ ノウ キノウ ショウガイ フク ブンヤ ハジ コンゴ ジュウショウ シンシン ショウガイシャ ソウダン シエン ジギョウショ タス エ ベンキョウ タイオウ カンガ ケンシュウ ケンガク キカイ オオ ツク イマ トウ ジギョウショ テイド カンガ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所ポンテ		028-652-7288		028-652-6355		321-0341		宇都宮市古賀志町1964-12		宇都宮、鹿沼、日光、壬生 ウツノミヤ カヌマ ニッコウ ミブ		0		1		1		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0				0				未就学児（3～5才）の方の医療型児童発達支援を分離で行う施設が数か所あると良いと思います。 ミシュウガクジ サイ カタ イリョウ ガタ ジドウ ハッタツ シエン ブンリ オコナ シセツ スウ ショ ヨ オモ

		承諾 ショウダク		相談支援センター光輝舎		0285-70-2020		0285-72-8222		321-4105		芳賀郡益子町北中1113-1		芳賀郡、真岡市等 ハガ グン モオカシ ナド		1		0		1		0		1		1		1		1		0		1		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		利用できるサービス事業所が少ない。重心児者に合わせたプログラムが見つからない（近隣で） リヨウ ジギョウショ スク ジュウシン ジ シャ ア ミ キンリン		0				本人の状態にもよるが、重度化する状況に対応できる事業所の確保。家族の負担が大きくなり在宅生活の継続が困難になることが予測されるので、在宅で支援が受けられるような体制の充実と、レスパイトサービスの拡大。 ホンニン ジョウタイ ジュウドカ ジョウキョウ タイオウ ジギョウショ カクホ カゾク フタン オオ ザイタク セイカツ ケイゾク コンナン ヨソク ザイタク シエン ウ タイセイ ジュウジツ カクダイ

		承諾 ショウダク		特定相談支援事業所やすらぎ		028-650-7727		028-650-7728		320-0011		宇都宮市富士見が丘3－19－20		宇都宮市 ウツノミヤシ		0		0		1		0		1		0		0		0		0		1		1		0		0				0		3		対応できるヘルパーがいれば支援する タイオウ シエン		0		0		0		0				0		1				3

		承諾 ショウダク		障がい者支援センターにんべん		028-686-2539		028-686-2584		329-1417		さくら市フィオーレ喜連川5-2-1　フィオーレガーデン1-102		さくら市 シ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1				地域資源アンケートをいただきありがとうございました。設問に対しまして知識不足にこれでいいのかという思いです。相談支援専門員として設問にありました「3」要望がでますれば、先輩相談員・各職種の方々に相談・指導をいただき、相談支援事業を行ってみたいと考えます。大島先生について学ばせて頂きました。 チイキ シゲン セツモン タイ チシキ ブソク オモ ソウダン シエン センモンイン セツモン ヨウボウ センパイ ソウダン イン カクショクシュ カタガタ ソウダン シドウ ソウダン シエン ジギョウ オコナ カンガ オオシマ センセイ マナ イタダ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所おやま		0285-22-1833		0285-228946		323-0014		小山市喜沢660		小山市、下野市 オヤマシ シモノ シ		1		0		1		0		1		1		0		0		0		0		0		1		0				2		3				0		0		0		0				1		0		本人の意思が明確でないので親の意向中心のものになってしまった。 ホンニン イシ メイカク オヤ イコウ チュウシン		0

		承諾 ショウダク		真岡介護センター		0285-80-5200		0285-80-5211		321-4361		真岡市並木町1-8-1　シティ並木102 ナミキ		真岡市、芳賀町南部、市貝町南部、益子町西部、上三川東部 モオカシ ハガマチ ナンブ イチ ガイ チョウ ナンブ マシコ チョウ セイブ カミノカワ トウブ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		0		1				0		1				3		担当者の受け持ちケースの状況など考慮し対応できるか検討したい タントウシャ ウ モ ジョウキョウ コウリョ タイオウ ケントウ

		承諾 ショウダク		さの社協相談支援センターほっぷ		0283-22-8152		0283-22-8199		327-0003		佐野市大橋町3212-27		佐野市全域 サノシ ゼンイキ		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2		現在相談支援専門員1名で行っているため ゲンザイ ソウダン シエン センモンイン メイ オコナ

		承諾 ショウダク		相談支援ウエイブ		0282-23-4465		0282-23-4465		328-0012		栃木市平柳町1-2-7		栃木市、壬生町 トチギシ ミブマチ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		1		0				0		1				2		指定特定相談支援事業で精神に対応しているため シテイ トクテイ ソウダン シエン ジギョウ セイシン タイオウ		ご家族の中だけでは生活がマンネリ化して単調になりかねないので、音楽、体を動かす、読み聞かせ麻痺・拘縮のマッサージなどのリハビリの頻度を高める。ご本人が楽しいと感じることを提供できる。ご家族が疲弊しないよう旅行や趣味などの充実した時間がもてるようサービスを利用していくこと。 カゾク ナカ セイカツ カ タンチョウ オンガク カラダ ウゴ ヨ キ マヒ コウシュク ヒンド タカ ホンニン タノ カン テイキョウ カゾク ヒヘイ リョコウ シュミ ジュウジツ ジカン リヨウ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所わらしべの家		0282-27-1627		0282-27-1675		328-0011		栃木市大宮町2708-3		栃木市 トチギシ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1		専門的な知識が不十分なため行政などの機関と相談しながらの対応となります センモンテキ チシキ フジュウブン ギョウセイ キカン ソウダン タイオウ		短期入所や移動支援などの福祉サービス利用時にお付き合いのある医療機関や訪問看護の看護師が同行でき緊急時の対応が迅速にとれる体制（すでにできていたらすみません） タンキ ニュウショ イドウ シエン フクシ リヨウ ジ ツ ア イリョウ キカン ホウモン カンゴ カンゴシ ドウコウ キンキュウジ タイオウ ジンソク タイセイ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所　空		0287-73-8165		0287-73-8165		329-3157		那須塩原市大原間西1-19-9		那須塩原市、大田原市、那須町 ナスシオバラ シ オオタワラシ ナスマチ		1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		重心のお子様の療育支援をやっていたので、苦労はありませんでしたが、医療（訪問看護）訪問リハ訪問入浴の制度を知らなかったので、その方々との連携が取れて大変勉強になりました。 ジュウシン コサマ リョウイク シエン クロウ イリョウ ホウモン カンゴ ホウモン ホウモン ニュウヨク セイド シ カタガタ レンケイ ト タイヘン ベンキョウ		0				医療的ケアの必要な方には支援スタッフ・必ず看護師の方が不在では双方安心したケアはできません。例）乳幼児の通所事業は保母と看護師さん。小学→高校までは義務教育がありますが事後に生活介護はもちろんですが、本当に重心の方の為の日中活動の場が不足しているとおもいますので重心の方の通所事業は必要と思います。家庭以外で通える場所→一時預かりや療育支援事業→高校卒業後は通所施設（一時預かりも含めて） イリョウテキ ヒツヨウ カタ シエン カナラ カンゴシ カタ フザイ ソウホウ アンシン レイ ニュウヨウジ ツウショ ジギョウ ホボ カンゴシ ショウガク コウコウ ギム キョウイク ジゴ セイカツ カイゴ ホントウ ジュウシン カタ タメ ニッチュウ カツドウ バ フソク ジュウシン カタ ツウショ ジギョウ ヒツヨウ オモ カテイ イガイ カヨ バショ イチジ アズ リョウイク シエン ジギョウ コウコウ ソツギョウゴ ツウショ シセツ イチジ アズ フク

		承諾 ショウダク		相談支援事業所みどり		0285-45-8362		0285-45-8397		329-0214		小山市乙女786-1		小山市、栃木市、古河市、結城市 オヤマシ トチギシ コガシ ユウキシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0		大人は対応可能 オトナ タイオウ カノウ		1		1		大人はあるが、こどもはない。先日訪問介護を事業所にお願いしたところどこの事業所も受けていただけなかった。 オトナ センジツ ホウモン カイゴ ジギョウショ ネガ ジギョウショ ウ		3		成人しか計画相談をしたことがないので不安である。当事業所は相談員が一名なので相談する相手がいない セイジン ケイカク ソウダン フアン トウ ジギョウショ ソウダン イン イチメイ ソウダン アイテ		サービス事業所で受けてもらえないケースがある。特に重心や精神知的等重複して疾患を持っていると問い合わせた時点でお断りされてします。 ジギョウショ ウ トク ジュウシン セイシン チテキ ナド チョウフク シッカン モ ト ア ジテン コトワ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所こころみ		0284-41-5039		0284-43-2665		326-0061		足利市田島町611-2				0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		1		0				0		1				3		これまで前例がなく、またこの障害について熟知した方（機関）があるならそちらでしていただいた方がご本人様にとってよい支援であると考えるから。※現在当法人の入所・通所等サービスを利用されている方の相談支援がほとんどの状況です。 ゼンレイ ショウガイ ジュクチ カタ キカン ホウ ホンニンサマ シエン カンガ ゲンザイ トウホウジン ニュウショ ツウショ ナド リヨウ カタ ソウダン シエン ジョウキョウ

		承諾 ショウダク		相談支援センターのどか　真岡センター		0285-81-5890		0285-85-8452		321-4305		真岡市荒町111-1		真岡市、芳賀町、市貝町、益子町、茂木町 モオカシ ハガマチ イチガイ マチ マシコ チョウ モギ マチ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1				在宅での生活では家族の介護負担の軽減が必要。フォーマルインフォーマルの枠にとらわれない福祉サービス。 ザイタク セイカツ カゾク カイゴ フタン ケイゲン ヒツヨウ ワク フクシ

		承諾 ショウダク		友井タクシー介護ステーションふれあい		0285-30-0840		0285-30-0844		323-0025		小山市城山町2丁目12-25		小山市 オヤマシ		1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		利用するサービスは多様で、施設・病院・学校など医療福祉事業所数も多く連携を図るのが困難。学校行事に参加するための会出自の支援サービスがない。 リヨウ タヨウ シセツ ビョウイン ガッコウ イリョウ フクシ ジギョウショ スウ オオ レンケイ ハカ コンナン ガッコウ ギョウジ サンカ カイ シュツジ シエン		0				ご家族様が安心して預けることができる施設と必要に預けられる施設の数は少ない。片道１時間以上かかるためとても不便に思います。呼吸器の方の預かり先は少ない。 カゾクサマ アンシン アズ シセツ ヒツヨウ アズ シセツ カズ スク カタミチ ジカン イジョウ フベン オモ コキュウキ カタ アズ サキ スク

		承諾 ショウダク		もくせいの里		0282-43-0593		0282-43-1387		329-4405		栃木市大平町西山田1198		栃木市内 トチギシナイ		0		1		1		0		1		0		0		1		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		ニーズにあてはまるサービスがなかった。例）①入浴支援②移送サービス　①自宅の浴槽では支援が入れず訪問入浴を検討。しかし、浴槽を置けるスペースがなく断念。②主たる介護者が入院。学校までの送迎ができず特例で市の移送サービスを利用するもかなり時間を要した。 レイ ニュウヨク シエン イソウ ジタク ヨクソウ シエン ハイ ホウモン ニュウヨク ケントウ ヨクソウ オ ダンネン シュ カイゴシャ ニュウイン ガッコウ ソウゲイ トクレイ シ イソウ リヨウ ジカン ヨウ		0				①地域の理解や協力②受け入れの拡大（重心の通所、24時間看護体制が整った短期入所）③デマンドタクシー等関係者の重心に対する理解（理解附属により資源として存在するが利用しがたい）④児童が入浴支援を受けられる環境（家族の身体的な介護負担軽減） チイキ リカイ キョウリョク ウ イ カクダイ ジュウシン ツウショ ジカン カンゴ タイセイ トトノ タンキ ニュウショ ナド カンケイシャ ジュウシン タイ リカイ リカイ フゾク シゲン ソンザイ リヨウ ジドウ ニュウヨク シエン ウ カンキョウ カゾク シンタイテキ カイゴ フタン ケイゲン

		承諾 ショウダク		足利障害者相談支援センター		0284-44-0307		0284-44-0318		326-0064		足利市東砂原後町1072		足利市、佐野市 アシカガシ サノシ		1		0		1		0		1		0		0		1		0		1		0		1		0				1		0				0		0		0		0				0		1				2		委託相談支援事業所のため イタク ソウダン シエン ジギョウショ		医療的ケアが整った施設のショートステイ充実が必要。また、特に呼吸器をつけた方のショート療養介護の利用とそれらを利用するための送迎体制の充実が必要。 イリョウテキ トトノ シセツ ジュウジツ ヒツヨウ トク コキュウキ カタ リョウヨウ カイゴ リヨウ リヨウ ソウゲイ タイセイ ジュウジツ ヒツヨウ

		承諾 ショウダク		指定障害者相談支援事業所あるしぇん		0282-86-7665		0282-21-7109		321-0201		栃木県下都賀郡壬生町安塚2032 ３２１－０２０１		壬生町 ミブマチ		1		0		1		0		1		0		0		1		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		①相談支援専門員として重症心身障害児（者）の方に対する支援の知識や経験が少ない②医療的ケアが必要となる方に対して対応できる福祉サービス（事業所）が少ない。 ソウダン シエン センモンイン ジュウショウシンシンショウガイジ シャ カタ タイ シエン チシキ ケイケン スク イリョウテキ ヒツヨウ カタ タイ タイオウ フクシ ジギョウショ スク		0				医療的ケアが必要な方に関して、福祉のサービスでは対応しきれない部分が多く、結果として家族が本人を抱え込まざるを得ない現状があるように感じます。家族の介護負担が少しでも軽減できるよう福祉サービスも柔軟な対応が出来るようになるといいなと思います。 イリョウテキ ヒツヨウ カタ カン フクシ タイオウ ブブン オオ ケッカ カゾク ホンニン カカ コ エ ゲンジョウ カン カゾク カイゴ フタン スコ ケイゲン フクシ ジュウナン タイオウ デキ オモ

		承諾 ショウダク		下野市相談支援事業所 こばと		0285-44-6783		0285-44-6783		329-0414		下野市小金井1146-6		下野市、上三川町 シモノ シ カミノカワマチ		1		0		1		0		0		0		1		1		0		1		1		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		医療的ケアが必要な乳幼児に対応できるヘルパー事業所。短期入所・日中一時支援事業所が近くにない（少ない）。 イリョウテキ ヒツヨウ ニュウヨウジ タイオウ ジギョウショ タンキ ニュウショ ニッチュウ イチジ シエン ジギョウショ チカ スク		0				設問5で回答した内容：外出可能な方は児童発達支援を利用可能であるが無理な方は外部との交流をもちにくい。訪問看護・訪問リハビリが入っているケースはいいがない場合母子で孤立しがち。幸いあそびの支援をしてくれるヘルパー事業所があり支援につながっている。ヘルパー利用を希望されない家庭、利用したくてもヘルパー事業所がない等支援に苦慮する。 セツモン カイトウ ナイヨウ ガイシュツ カノウ カタ ジドウ ハッタツ シエン リヨウ カノウ ムリ カタ ガイブ コウリュウ ホウモン カンゴ ホウモン ハイ バアイ ボシ コリツ サイワ シエン ジギョウショ シエン リヨウ キボウ カテイ リヨウ ジギョウショ ナド シエン クリョ

		承諾 ショウダク		相談支援センターぴあん ソウダン シエン		0282-31-1755		0282-31-2919		328-0067		栃木市皆川城内町333-2		栃木市、小山市 トチギシ オヤマシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1				これまで現場で関わったことがなく、事例検討でしか情報を把握しておらず不安はあります。でも関係機関やご家族様からいろいろなことを教えて頂きながら相談支援として専門性を活かせればと思っています。色々な立場の方からお話をお伺いしてもご家族や医療機関専門的な事業所の負担が大きく相談支援があまり役に立つことができていない（場合によっては自ら引いてしまう）今の現状を少しでも変えていければいいと思います。 ゲンバ カカ ジレイ ケントウ ジョウホウ ハアク フアン カンケイ キカン カゾクサマ オシ イタダ ソウダン シエン センモンセイ イ オモ イロイロ タチバ カタ ハナシ ウカガ カゾク イリョウ キカン センモンテキ ジギョウショ フタン オオ ソウダン シエン ヤク タ バアイ ミズカ ヒ イマ ゲンジョウ スコ カ オモ

		承諾 ショウダク		うつのみや		028-632-6074/090-4059-9728		028-632-6075		320-0861		宇都宮市西2-1-7		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				3		専門的な知識を社会資源のアドバイスを他相談支援事業所からいただきながらみずからの事業所で引き受けるという形が望ましい センモンテキ チシキ シャカイ シゲン ホカ ソウダン シエン ジギョウショ ジギョウショ ヒ ウ カタチ ノゾ

		承諾 ショウダク		サポートセンターきりん		028-612-3838		028-678-3257		321-0905		栃木県宇都宮市平出工業団地43-100 ３２１－０９０５		宇都宮市 ウツノミヤシ		0		1		1		0		1		0		0		1		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		療養介護に入所しているので他のサービスの利用が困難。そのための社会資源をつなげたり、活用したりするのが難しい。 リョウヨウ カイゴ ニュウショ ホカ リヨウ コンナン シャカイ シゲン カツヨウ ムズカ		0				今後、市町村などで展開されていく生活拠点に関する事業をうまく活用できればいいなと感じています。入所されている方々については地域とのつながり方が今後は重要になってくると思われますので、広く門扉を開けた活動などが多くなってくるといいなと思っています。 コンゴ シチョウソン テンカイ セイカツ キョテン カン ジギョウ カツヨウ カン ニュウショ カタガタ チイキ カタ コンゴ ジュウヨウ オモ ヒロ モンピ ア カツドウ オオ オモ

		承諾 ショウダク		さわやか相談支援センター		0280-57-4884		0280-57-4994		329-0112		野木町南赤塚1145-1		小山市、野木町、古河市、栃木市 オヤマシ ノギマチ コガシ トチギシ		0		1		1		0		0		0		1		0		0		1		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		現実的な目標の位置づけ ゲンジツテキ モクヒョウ イチ		0

		承諾 ショウダク		相談支援事業所つばさ		0287-53-7393		0287-53-7394		324-0044		大田原市親園824-1		大田原市、那須塩原市、那須烏山市、矢板市、さくら市、那須町、塩谷町、高根沢町 オオタワラシ ナスシオバラシ ナスカラスヤマシ ヤイタシ シ ナスマチ シオ タニ マチ タカネザワマチ		1		0		1		0		1		0		1		1		0		1		0		0		0				1		2		医療的なケアが必要なケース、将来的に短期入所につなげたいケースだった為、専門の事業所に依頼した イリョウテキ ヒツヨウ ショウライテキ タンキ ニュウショ タメ センモン ジギョウショ イライ		1		1		0		0				1		0		使えるサービスの少なさに調整が難しかった ツカ スク チョウセイ ムズカ		1				乳幼児期の受け入れ可能な福祉サービス等の社会資源が必要である。 ニュウヨウジ キ ウ イ カノウ フクシ ナド シャカイシゲン ヒツヨウ

		承諾 ショウダク		特定相談支援センターはじめ		0284-22-4561		0284-22-4562		326-0143		足利市葉鹿町735-1		足利市 アシカガシ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1

		承諾 ショウダク		上三川障がい児・者生活相談支援センター		0285-38-6854		0285-38-6841		329-0611		上三川町上三川5082-15		上三川町 カミノカワマチ		1		0		1		0		1		0		0		1		0		0		0		0		0				1		0				0		0		0		0				1		0				0

		承諾 ショウダク		はつらつサロン南天相談支援事業所		0285-22-4659		0285-38-6529		323-0027		小山市花垣町2-3-19		小山市、栃木市 オヤマシ トチギシ		0		0		1		0		1		1		0		1		1		1		1		1		0				0		0				0		0		0		0				1		0		利用したいサービス事業所が少なく生活改善、家族、支援者の負担軽減に繋がらない（訪問入浴、ショートステイ、生活介護などなど（就労Ａ型））医師によっては連携が困難。何処の精神科がよいかと利用者に問われるが答えは解らない。 リヨウ ジギョウショ スク セイカツ カイゼン カゾク シエンシャ フタン ケイゲン ツナ ホウモン ニュウヨク セイカツ カイゴ シュウロウ ガタ イシ レンケイ コンナン ドコ セイシンカ リヨウシャ ト コタ ワカ		0				本人の選択や受け入れ事業所の間口を広げる。例えば入浴はヘルパーの2人対応で行ているがヘルパー不足や腰痛の悪化などで対応が難しくなってくる。機会浴のできる生活介護を勧めるも本人の選択肢がない。自宅から出かける自由さのようなものが閉ざされているような気がする。反面高齢者のサービスは増加する一方で利用者が不足し閉鎖なども聞かれる。高齢者・障害者がともにデイサービスやショートステイを利用できるようにならないかと思う。障害児については働く両親をサポートすることで生活の安定や療育などへ通園のし易さを図り、送迎サービスの充実など。 ホンニン センタク ウ イ ジギョウショ マグチ ヒロ タト ニュウヨク ニン タイオウ オコナ ブソク ヨウツウ アッカ タイオウ ムズカ キカイ ヨク セイカツ カイゴ スス ホンニン センタクシ ジタク デ ジユウ ト キ ハンメン コウレイシャ ゾウカ イッポウ リヨウシャ フソク ヘイサ キ コウレイシャ ショウガイシャ リヨウ オモ ショウガイジ ハタラ リョウシン セイカツ アンテイ リョウイク ツウエン ヤス ハカ ソウゲイ ジュウジツ

		承諾 ショウダク		障がい者生活支援センターこぶし		028-680-5746		028-688-0214		321-0126		栃木県宇都宮市茂原町837-1		宇都宮市、上三川町 ウツノミヤシ カミノカワマチ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1				①医療機関との細かな連携体制②相談関係者を含め本人に関わり支援をするなかで即座に動きが取れるようなフットワークの軽いチーム作り イリョウ キカン コマ レンケイ タイセイ ソウダン カンケイシャ フク ホンニン カカ シエン ソクザ ウゴ ト カル ヅク

								Ｑ2.重症心身障害児（者）の定義をご存知ですか

				1		知っている シ		40

				2		知らない シ		33

								Ｑ3.重症心身障害児（者）の方（家族・関係機関等）からの相談を受けたことがありますか

						ある		35

						ない		43

										それは誰からの相談でしたか

								ａ.家族 カゾク		27

								ｂ.支援者 シエンシャ		6

								ｃ.関係機関 カンケイ キカン		12

										それはどんな相談でしたか

								生活上の相談 セイカツ ジョウ ソウダン		19

								医療的な相談 イリョウテキ ソウダン		7

								制度に関する相談 セイド カン ソウダン		15

								教育に関する相談 キョウイク カン ソウダン		5

								サービス等利用計画書作成に関する相談 ナド リヨウ ケイカクショ サクセイ カン ソウダン		26

								その他 タ		3

										それらの相談事業所として対応（解決）はできましたか

								ａ.できた		27

								ｂ.できなかった		4

								Ｑ4.Ｑ3-2「ない」→これから重症心身障害児（者）の方（本人・家族等）からの相談があればどのように対応されますか

						自分の事業所で対応する ジブン ジギョウショ タイオウ		17

						ほかの相談支援事業所へ依頼する ソウダン シエン ジギョウショ イライ		15

						行政に依頼する ギョウセイ イライ		8

						その他 タ		9

								Ｑ5.重症心身障害児（者）の方のサービス等利用計画書を作成したことがありますか

						ある		33

						ない		46

						今後依頼があれば作成する コンゴ イライ サクセイ		15

						他の相談支援事業所に依頼する ホカ ソウダン シエン ジギョウショ イライ		18

						作成するかどうかわからない サクセイ		14

										「ない」と回答 カイトウ



重症心身障害児（者）の定義をご存知ですか

Ｑ2.重症心身障害児（者）の定義をご存知ですか	Ｑ3.重症心身障害児（者）の方（家族・関係機関等）からの相談を受けたことがありますか	それは誰からの相談でしたか	それはどんな相談でしたか	それらの相談事業所として対応（解決）はできましたか	Ｑ5.重症心身障害児（者）の方のサービス等利用計画書を作成したことがありますか	Ｑ5.重症心身障害児（者）の方のサービス等利用計画書

　　 を作成したことがありますか

ない
59%



訪問看護事業所

		Ｑ1.貴施設について、お伺いいたします キ シセツ ウカガ

		1		事業所名 ジギョウショ メイ

		2		電話番号 デンワ バンゴウ

		3		FAX番号 バンゴウ

		4		所在地 ショザイチ

		5		職員構成（常勤・非常勤は問いません） ショクイン コウセイ ジョウキン ヒジョウキン ト

						看護師 カンゴシ

						作業療法士 サギョウ リョウホウシ

						准看護師 ジュンカンゴシ

						理学療法士 リガク リョウホウシ

						保健師 ホケンシ

						言語療法士 ゲンゴ リョウホウシ

						その他 タ

		6		訪問可能な主な市町村 ホウモン カノウ オモ シチョウソン

		Q2.いままでに以下の項目を在宅看護で行ったことがありますか（あるものすべてにチェックをしてください） イカ コウモク ザイタク カンゴ オコナ

								成人在宅 セイジン ザイタク				小児在宅 ショウニ ザイタク

				在宅人工呼吸器の管理 ザイタク ジンコウ コキュウキ カンリ

				気管カニューレの交換 キカン コウカン

				気管カニューレ部位のガーゼ交換 キカン ブイ コウカン

				気管内吸引 キカンナイ キュウイン

				食事介助 ショクジ カイジョ

				経鼻チューブの交換 ケイビ コウカン

				胃瘻の管理 イロウ カンリ

				経管栄養の注入 ケイカン エイヨウ チュウニュウ

				ストーマの管理 カンリ

				尿道カテーテルの管理 ニョウドウ カンリ

				導尿 ドウニョウ

				入浴介助 ニュウヨク カイジョ

				看護師によるリハビリテーション カンゴシ

				OTもしくはPTによるリハビリテーション

				中心静脈カテーテル管理 チュウシン ジョウミャク カンリ

				高カロリー輸液の管理 コウ ユエキ カンリ

				薬剤の静注（抗生物質や利尿剤など） ヤクザイ ジョウチュウ コウセイ ブッシツ リニョウザイ

				麻薬による疼痛コントロール マヤク ウズ ツウ

				終末期の医療的ケア シュウマツキ イリョウテキ

				在宅での看取り ザイタク ミト

				24時間対応 ジカン タイオウ

		Q3.現時点で、依頼のあった場合、重症心身障害児（者）の在宅医療を行うことはできますか ゲンジテン イライ バアイ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ ザイタク イリョウ オコナ

		1		できる

		2		できない

		3		要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン

		Q4.依頼があった場合に可能な医療的ケアと身体介護についてお答えください イライ バアイ カノウ イリョウテキ シンタイ カイゴ コタ

		※個別シートにて対応 コベツ タイオウ



				Ｑ1.貴施設について、お伺いいたします キ シセツ ウカガ																										Q2.いままでに以下の項目を在宅看護で行ったことがありますか（あるものすべてにチェックをしてください）【1.ある、0.ない】 イカ コウモク ザイタク カンゴ オコナ																																																																																				Q3		Q4.依頼があった場合に可能な医療的ケアと身体介護についてお答えください【1.できる、2.できない、3.要相談（条件による）】 イライ バアイ カノウ イリョウテキ シンタイ カイゴ コタ ヨウ ソウダン ジョウケン																																																																																																																																																																																																																		Q5.重症心身障害児（者）の方に対する医療、在宅生活等についてお気づきのことなど、ご自由にお書きください ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ カタ タイ イリョウ ザイタク セイカツナド キ ジユウ カ

				事業所名 ジギョウショ メイ		電話番号 デンワ バンゴウ		FAX番号 バンゴウ		郵便番号 ユウビンバンゴウ		所在地 ショザイチ		職員構成（常勤・非常勤は問いません）【人数：名】 ショクイン コウセイ ジョウキン ヒジョウキン ト ニンズウ メイ														訪問可能な主な市町村 ホウモン カノウ オモ シチョウソン		在宅人工呼吸器の管理 ザイタク ジンコウ コキュウキ カンリ				気管カニューレの交換 キカン コウカン				気管カニューレ部位のガーゼ交換 キカン ブイ コウカン				気管内吸引 キカンナイ キュウイン				食事介助 ショクジ カイジョ				経鼻チューブの交換 ケイビ コウカン				胃瘻の管理 イロウ カンリ				経管栄養の注入 ケイカン エイヨウ チュウニュウ				ストーマの管理 カンリ				尿道カテーテルの管理 ニョウドウ カンリ				導尿 ドウニョウ				入浴介助 ニュウヨク カイジョ				看護師によるリハビリテーション カンゴシ				OTもしくはPTによるリハビリテーション				中心静脈カテーテル管理 チュウシン ジョウミャク カンリ				高カロリー輸液の管理 コウ ユエキ カンリ				薬剤の静注（抗生物質や利尿剤など） ヤクザイ ジョウチュウ コウセイ ブッシツ リニョウザイ				麻薬による疼痛コントロール マヤク ウズ ツウ				終末期の医療的ケア シュウマツキ イリョウテキ				在宅での看取り ザイタク ミト				24時間対応 ジカン タイオウ						在宅人工呼吸器の管理 ザイタク ジンコウ コキュウキ カンリ										気管カニューレの交換 キカン コウカン										気管カニューレの管理（日常の交換以外の対応） キカン カンリ ニチジョウ コウカン イガイ タイオウ										気管内吸引 キカンナイ キュウイン										食事介助 ショクジ カイジョ										経鼻チューブの交換 ケイビ コウカン										ストーマの管理 カンリ										尿道カテーテルの管理 ニョウドウ カンリ										導尿 ドウニョウ										入浴介助 ニュウヨク カイジョ										看護師によるリハビリテーション カンゴシ										OTもしくはPTによるリハビリテーション										中心静脈カテーテル管理 チュウシン ジョウミャク カンリ										高カロリー輸液の管理 コウ ユエキ カンリ										薬剤の静注（抗生物質や利尿剤など） ヤクザイ ジョウチュウ コウセイ ブッシツ リニョウザイ										麻薬による疼痛コントロール マヤク トウツウ										終末期の医療的ケア シュウマツキ イリョウテキ										在宅での看取り ザイタク ミト										24時間対応 ジカン タイオウ										外出の介助 ガイシュツ カイジョ										通院の介助 ツウイン カイジョ

		承諾可否 ショウダク カヒ												看護師 カンゴシ		作業療法士 サギョウ リョウホウシ		准看護師 ジュンカンゴシ		理学療法士 リガク リョウホウシ		保健師 ホケンシ		言語療法士 ゲンゴ リョウホウシ		その他 タ				成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ				乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ

		否 ヒ		曙訪問看護ステーション アケボノ ホウモン カンゴ		028-660-7803		028-683-5306		321-0901		宇都宮市平出町413番地		8		3		0		3		0		1				宇都宮、高根沢 ウツノミヤ タカネザワ		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		3		2		2		2		2		3		2		2		2		2		2		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		1		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		1		1		1		3		3		3		1		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		2		2		2		2		2		いつも大変お世話になっております。当STでも数名の小児利用者をNS、PT、OTでサポートしています。又、貴院のショートステイを利用させて頂いております。ご利用者様、家族が安心して過ごせるよう地域でサポートできたらと考えています。どうぞよろしくお願い申し上げます。 タイヘン セワ トウ スウメイ ショウニ リヨウシャ マタ キ イン リヨウ イタダ リヨウシャサマ カゾク アンシン ス チイキ カンガ ネガ モウ ア

		否 ヒ		とちぎメディカルセンター		0282-22-5810		0282-225812		328-0043		栃木市境町27-21		9		0		4		1		0		1		2		栃木市、小山市、壬生町 トチギシ オヤマシ ミブマチ		1		1		1		0		1		1		1		1		1		0		1		0		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		0		1		1		3		2		1		1		1		1		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		2		2		2		1		1		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		1		1		1		1		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		2		2		2		2		2

		否 ヒ		あいケアステーション		0282-23-6221		0282-24-9850		328-0074		栃木市薗部町2-5-9		1		0		2		2		0		0				栃木市 トチギシ		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		3		2		2		2		2		3		2		2		2		2		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		3		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		3		2		2		2		2		3		2		2		2		2		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		2		2		2		2		3

		否 ヒ		訪問看護ステーションこすもす		0285-80-5511		0285-80-5512		321-4337		真岡市上高間木2-24-4		4		2		0		1		0		0						1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		3		2		2		2		3		3		2		2		2		3		3		2		2		2		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		3		3		3		3		3		3		3		2		2		2		3		3		2		2		2		3		3		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		2		2		2		2		3		2		2		2		2		3		2		2		2		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		1		3		3		3		3		3		2		2		2		2		2		緊急時に主治医又はバッックベットのある病院との連携がとれる体制が整っていないと、在宅での対応に不安があります。
現在のところ、小児科、精神科看護を経験したスタッフがいない為、受け入れに不安がありますので今回はガイドマップ等に公表することに同意する事は控えさせていただきたいと思います。 キンキュウジ シュジイ マタ ビョウイン レンケイ タイセイ トトノ ザイタク タイオウ フアン ゲンザイ ショウニカ セイシンカ カンゴ ケイケン タメ ウ イ フアン コンカイ ナド コウヒョウ ドウイ コト ヒカ オモ

		否 ヒ		訪問看護ステーションひばり		0289-64-7226		0289-64-2225		322-8550		鹿沼市下田町1-1033		6		1		0		1		0		0				市内及び近隣市 シナイ オヨ キンリン シ		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		0		1		1		2

chizuru_tanaka: 未記入		1		1		2		2		1		2		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		1		3		3		1		1		1		3		3		3		3		1		3		3		1		1		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		1		3		3		3		1		1		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1

		否 ヒ		訪問看護ステーション那須		0287-73-5048		0287-63-4566		325-0023		那須塩原市豊浦10-706		5		0		2		0		0		0				那須塩原市、大田原市、那須町 ナスシオバラ シ オオタワラシ ナスマチ		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		0		0		1		0		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		2

chizuru_tanaka: 未記入		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1

		承諾 ショウダク		さくら訪問看護ステーション		0287-29-3252		0287-29-3252		324-0058		大田原市紫塚3-2633-10		5		0		0		1		0		0				大田原市、那須塩原市、矢板市 オオタワラシ ナスシオバラ シ ヤイタ シ		1		0		1		1		1		1		1		1		1		0		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		0		1		1		3		3		3		3		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		小児の受入数（実績）が少ないので、実際依頼があった場合、入院中から手技等の指導を受けたいと思います。 ショウニ ウケイレスウ ジッセキ スク ジッサイ イライ バアイ ニュウインチュウ シュギ ナド シドウ ウ オモ

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションたんぽぽ		0280-57-1888		0280-57-3819		329-0101		下都賀郡野木町友沼5119-12		20		3		0		5		0		0		2		野木町、小山市、旧藤岡町 ノギマチ オヤマシ キュウ フジオカマチ		1		1		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		1		1		1		1		1		1		0		0		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		3		1		1		1		1		1		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		3		3		3		3		3		1		1		3		2		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		2		2		2		2		2		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		受け入れてくれる訪問看護Stの数が少ないと思います。研修会の機会を設けてサービス体制が構築できると良いと思います。 ウ イ ホウモン カンゴ カズ スク オモ ケンシュウカイ キカイ モウ タイセイ コウチク ヨ オモ

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションうつのみや		028-612-6103		028-612-6104		320-0852		宇都宮市下砥上町字並塚643番地1		11		0		0		0		0		0		1		宇都宮市、壬生町 ウツノミヤシ ミブマチ		1		1		0		0		1		1		1		1		1		0		0		0		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		2

chizuru_tanaka: 未記入		3		3		3		3		1		2		2		2		2		2		3		3		3		1		1		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		3		3		3		1		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		3		3		3		1		1		3		3		3		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーション石橋		0285-52-2293		0285-52-2268		329-0511		下野市石橋628番地		7		0		0		1		0		0		1		下野市、上三川町、壬生町、宇都宮市（部） シモノ シ カミノカワマチ ミブマチ ウツノミヤシ ブ		1		1		0		0		1		1		1		1		1		0		1		0		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		3		1		1		1		1		1		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		1		3		3		3		3		3		3		3		3		1		1		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		2		2		2		2		2		最近、訪問依頼が増えてきていますが、私たち看護師の力量不足から利用者家族へ満足のいく看護が提供できないように感じています。現在の、利用者家族から教わることが多くあり、私たちが勉強になります。ただ、訪問していて思うことは、ご両親の今までの経験でケアが進み危険であり、指導させていただいても理解が得られないこともあり、ジレンマとなっています。例）誤嚥性肺炎を繰り返している方にヘッドアップして食事を摂るよう説明してもフラットのままであったり、他の方でPEG造設されているので、栄養はPEGからにして経口からは楽しみ程度にしてと言っても、食事を経口から摂るなど。 サイキン ホウモン イライ フ ワタクシ カンゴシ リキリョウ ブソク リヨウシャ カゾク マンゾク カンゴ テイキョウ カン ゲンザイ リヨウシャ カゾク オソ オオ ワタシ ベンキョウ ホウモン オモ リョウシン イマ ケイケン スス キケン シドウ リカイ エ レイ ゴエンセイ ハイエン ク カエ カタ ショクジ ト セツメイ ホカ カタ ゾウ セツ エイヨウ ケイコウ タノ テイド イ ショクジ ケイコウ ト

		承諾 ショウダク		マロニエ訪問看護ステーション		0287-37-6322		0287-39-3305		329-2763		那須塩原市井口537-3 にしなすの総合在宅ｹｱｾﾝﾀｰ内		5		7		0		5		0		2		1		那須塩原市、那須町、大田原市　リハビリのみ→那珂川町訪問可能 ナスシオバラ シ ナスマチ オオタワラシ ナカガワ マチ ホウモン カノウ		1		1		1		0		1		1		1		1		0		0		0		1		1		1		1		1		1		0		1		1		1		1		1		1		0		0		1		1		1		0		1		0		0		0		1		0		1		1		1		1		1		1		3		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーション佐野		0283-86-7013		0283-86-7031		327-0847		佐野市天神町７７４－２２ メープルハイツ１０１号室		3		0		1		0		0		0		1		足利市、佐野市、栃木市（旧岩船市） アシカガシ サノシ トチギシ キュウ イワフネ シ		0		0		0		0		1		0		1		0		1		0		0		0		1		0		0		0		1		0		1		0		0		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		2		2		2		2		2		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1

		承諾 ショウダク		とちぎ訪問看護ステーションくろばね		0287-54-0507		0287-54-0580		324-0241		大田原市黒羽向町142番地		6		0		0		0		1		0		2		大田原市、那須塩原市、那須町、那珂川町 オオタワラシ ナスシオバラ シ ナスマチ ナカガワマチ		1		0		0		0		1		1		1		1		1		0		1		0		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		3		3		3		3		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		1		2		2		2		2		2		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3

		承諾 ショウダク		鹿沼訪問看護ステーション		0289-60-5650		0289-60-1687		322-0021		鹿沼市上野町320-3高橋ビル１階１０３号室		5		0		0		0		0		0				鹿沼市、旧宇都宮市、旧今市市、壬生町、西片町 カヌマシ キュウ ウツノミヤシ キュウ イマイチシ ミブマチ ニシカタマチ		0		0		0		0		0		0		1		0		1		0		0		0		1		0		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		2

chizuru_tanaka: 未記入		2		2		2		2		1		2		2		2		2		3		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションほっと		028-626-5739		028-625-8201		321-0974		宇都宮市竹林町958		11		0		0		2		0		0		0		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2

		承諾 ショウダク		芳賀赤十字訪問看護ステーション		0285-84-8266		0285-84-8266		321-4306		真岡市台町2461		6		0		0		0		0		0		0		芳賀郡全域（真岡市、益子町、芳賀町、茂木町） ハガ グン ゼンイキ モオカシ マシコマチ ハガマチ モギ マチ		1		1		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		3		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		当ステーションは今年度小児在宅医との連携を開始することができました。安心して在宅療養を継続できるよう、多職種と連携し、実施しています。高齢者が介護サービスを選択するように、サービスの充実は得られていません。現実は家族だけで利用者（児）のケアを実施しているケースもあり家族の介護負担は大きいと考えます。負担軽減のためには、スムーズなレスパイト入院や日中の一時お預かり等充実した施設が増えることでさらに安心した療養環境の提供ができると思います。よろしくお願いいたします。 トウ コンネンド ショウニ ザイタク イ レンケイ カイシ アンシン ザイタク リョウヨウ ケイゾク タ ショクシュ レンケイ ジッシ コウレイシャ カイゴ センタク ジュウジツ エ ゲンジツ カゾク リヨウシャ ジ ジッシ カゾク カイゴ フタン オオ カンガ フタン ケイゲン ニュウイン ニッチュウ イチジ アズ ナド ジュウジツ シセツ フ アンシン リョウヨウ カンキョウ テイキョウ オモ ネガ

		承諾 ショウダク		とちぎ訪問看護ステーションみぶ		0282-82-7262		0282-82-7260		321-0218		下都賀郡壬生町落合1-18-12		16		0		0		0		0		0		1		上三川町、下野市、壬生町、宇都宮 カミノカワマチ シモノ シ ミブ チョウ ウツノミヤ		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		1		0		1		1		1		1		1		1		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		病院との連携が大切。在宅生活を支援するためにチームで対応する（介護者の支援） ビョウイン レンケイ タイセツ ザイタク セイカツ シエン タイオウ カイゴシャ シエン

		承諾 ショウダク		ＷＡＤＥＷＡＤＥ訪問看護ステーション		028-666-5420		028-666-5460		321-0923		栃木県宇都宮市下栗町2913-1 ３２１－０９２３		12		0		0		0		0		0				宇都宮市、上三川町、 ウツノミヤシ カミノカワマチ		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		0		0		1		0		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		重心の方を看る側（介護者）の負担軽減の必要性を感じてしまいます。まだまだ「私がやらなければ」という気持ちが強く、様々な資源活用へと動きが進むような発信が大切だと思っています。 ジュウシン カタ ミ ガワ カイゴシャ フタン ケイゲン ヒツヨウセイ カン ワタシ キモ ツヨ サマザマ シゲン カツヨウ ウゴ スス ハッシン タイセツ オモ

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションあい		0287-83-8035		0287-83-8222		321-0628		那須烏山市金井2-5-9 ベンチャープラザ7号室 ゴウシツ		8		0		1		0		0		0		1		那須烏山市、那珂川町、茂木町、一貝町 ナスカラスヤマシ ナカガワマチ モギマチ イチ ガイ マチ		1		1		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		0		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		小児や重心など医療依存度が高い方には家族が安心して預けられる事業所とスタッフが必要です（レスパイトの本当の意味で）訪問看護スタッフが動きやすい仕組みがあればもっと介入できると思います。例えば在宅以外への支援での算定が可能になる。長時間支援が可能になるなど。在宅支援診療所が多ければ助かります。開業医で努力してくださる医師の力で乗り切っている地域は特にそう感じます。後方病院親元病院との連携、地域との調整などスムーズにシームレスに行われるとうれしいです。行政からの介入が少なく、制度のことなど知らないまま苦労されている方が多いので、窓口での丁寧かつタイミングよく助言をしていただくと嬉しいです。 ショウニ ジュウシン イリョウ イゾンド タカ カタ カゾク アンシン アズ ジギョウショ ヒツヨウ ホントウ イミ ホウモン カンゴ ウゴ シク カイニュウ オモ タト ザイタク イガイ シエン サンテイ カノウ チョウジカン シエン カノウ ザイタク シエン シンリョウジョ オオ タス カイギョウイ ドリョク イシ チカラ ノ キ チイキ トク カン コウホウ ビョウイン オヤモト ビョウイン レンケイ チイキ チョウセイ オコナ ギョウセイ カイニュウ スク セイド シ クロウ カタ オオ マドグチ テイネイ ジョゲン ウレ

		承諾 ショウダク		あおい訪問看護ステーション		0284-73-9456		0284-72-7600		326-0831		足利市堀込町2556 セレッソ・コート１階		16		0		0		4		0		0				足利市とその周辺（佐野市、館林市、巴楽町、太田市、桐生市） アシカガシ シュウヘン サノシ タテバヤシシ トモエ ラク マチ オオタシ キリュウシ		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1

		承諾 ショウダク		那須赤十字訪問看護ステーション		0287-23-8866		0287-23-8903		324-8686		大田原市中田原1081-4		8		1		0		0		0		0				大田原市、那須塩原市（一部を除く） オオタワラシ ナスシオバラ シ イチブ ノゾ		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		1		1		0		1		0		1		1		1		0		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションゆりの木		0287-47-5123		0287-47-5124		324-0028		大田原市山の手1-1-7 ヤマ テ		4		0		0		0		0		0				大田原市、那須塩原市、那珂川町 オオタワラシ ナスシオバラ シ ナカガワマチ		1		1		1		0		1		1		1		1		0		0		0		1		1		0		1		1		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		0		0		1		0		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		3		1		1		1		1		2		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		3		1		1		1		1		3		1		1		1		1		1		1		1		1		3		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		3		3		1		3		3		1		1		1		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		重症心身障害児施設で勤務したことのある看護師が2名いますので積極的に依頼があれば支援させていただきたいと思っています。こどもはやはり親元で成長発達できることが何よりも必要なことであると思っています。 ジュウショウ シンシン ショウガイ ジ シセツ キンム カンゴシ メイ セッキョクテキ イライ シエン オモ オヤモト セイチョウ ハッタツ ナニ ヒツヨウ オモ

		承諾 ショウダク		ライフ訪問看護リハビリテーション		0284-64-8799		0284-64-8335		326-0831		足利市堀込町2656-7　ASKビル３０１号		5		0		0		1		0		0		0		足利市、佐野市、館林市、邑楽郡、太田市、桐生市 アシカガシ サノシ タテバヤシシ オウラ グン オオタシ キリュウシ		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		この件に関する研修の案内が少ないため、学ぶ機会をもっと増やしてほしい ケン カン ケンシュウ アンナイ スク マナ キカイ フ

		承諾 ショウダク		わくわく訪問看護ステーションおやま		0285-24-6575		0285-20-0255		323-0022		小山市駅東通り3-9-6		11		0		0		5		0		0		0		小山市、結城市（茨城県）、下野市の一部、栃木市（PTのみ） オヤマシ ユウキシ イバラキケン シモノ シ イチブ トチギシ		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		1		1		1		1		3		3		3		1		1		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		自立支援のケアマネージャーがいるが、医療福祉行政をうまく連携してまとめる役割が果たせていない。それぞれが別々で動いており、介護者が困ったときの相談窓口に迷う。 ジリツ シエン イリョウ フクシ ギョウセイ レンケイ ヤクワリ ハ ベツベツ ウゴ カイゴシャ コマ ソウダン マドグチ マヨ

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーション風		028-612-1333		028-612-1384		321-0117		宇都宮市城南3丁目5-6		3		1		0		1		0		0				宇都宮、鹿沼、下野、壬生 ウツノミヤ カヌマ シモノ ミブ		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		1		1		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1

		承諾 ショウダク		宮の橋訪問看護ステーション		028-635-9839		028-635-9839		321-0963		宇都宮市南大通り1-1-23		7		0		0		1		0		0		0		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		1		1		0		1		1		1		1		1		0		0		0		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		レスパイト等受け入れ先が少ない。市のコーディネーター様がご多忙の様子であり、要望に対しての対応にかなりの時間を要する（対応されないこともある）。年度変わるときなど、担当者（市）の引き継ぎがされず、進んでいた調整も振り出しに戻ってしまうことがある。 トウ ウ イ サキ スク シ サマ タボウ ヨウス ヨウボウ タイ タイオウ ジカン ヨウ タイオウ ネンド カ タントウシャ シ ヒ ツ スス チョウセイ フ ダ モド

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションオリーブ		0282-27-8414		0282-27-8415		328-0027		栃木市今泉町1丁目17番29号		7		0		0		0		0		0				栃木市、小山市、下野市、壬生町 トチギシ オヤマシ シモノ シ ミブ マチ		1		1		1		0		1		1		1		1		0		0		0		0		1		1		1		1		0		0		1		1		1		0		1		1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションマザーの家		0283-85-7771		0283-85-7772		327-0504		佐野市中町942-1		2		0		3		0		0		0				佐野市 サノシ		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーション卯の郷		028-682-7770		028-682-7766		329-1311		さくら市氏家2650番地		3		0		0		0		0		0				さくら市（周辺15ｋｍ以内）、塩谷町、那須烏山市、宇都宮市、高根沢町 シ シュウヘン イナイ シオヤ マチ ナスカラスヤマシ ウツノミヤシ タカネザワ マチ		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		3		3		3		3		3		1		2		2		2		2		2		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		2		2		2		3		3		3		3		1		1		1		3		3		3		3		1		2		2		2		2		2		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		2		2		2		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションたかねざわ		028-680-1701		028-680-1702		329-1233		塩谷郡高根沢町宝積寺2426-8 		16		0		0		0		0		0				高根沢町、さくら市、那須烏山市、芳賀町、市貝町、茂木町、益子町、宇都宮市 タカネザワマチ シ ナスカラスヤマシ ハガ マチ イチ カイ チョウ モギマチ マシコ チョウ ウツノミヤシ		1		1		1		0		1		1		1		1		1		0		1		0		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		2		2		2		2		2

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションみどり		0285-45-8362		0285-45-8397		329-0214		小山市乙女786-1		3		0		1		0		0		0				小山市、栃木市、古河市、結城市 オヤマシ トチギシ コガシ ユウキシ		0		0		1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		1		0		1		0		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		3		2		2		2		3		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		1		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		1		1		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		訪問看護師がもっと社会資源として同行できるとよいと思う。在宅での療養はもっと看護師が活躍できる体制が整うとよいと思った。 ホウモン カンゴシ シャカイ シゲン ドウコウ オモ ザイタク リョウヨウ カンゴシ カツヤク タイセイ トトノ オモ

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションあるく		028-643-5586		028-678-8796		320-0036		宇都宮市小幡2-6-14 		5		0		1		0		0		0		1		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		0		1		0		1		0		1		0		0		1		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3

		承諾 ショウダク		とちぎ訪問看護ステーションおやま		0285-39-8602		0285-39-8607		323-0827		栃木県小山市神鳥谷2251-7 ３２３－０８２７		12		0		0		0		0		0		1		小山市、下野市（南部）、野木町（北部） オヤマシ シモノ シ ナンブ ノギ マチ ホクブ		1		1		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		1		1		1		0		0		1		0		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		3		3		1		1		1		3		1		1		1		1		小児の重症心身障害児の訪問看護を行っていく上で。たびたび感じるのが成長に伴った教育、就学が難しく親御さんの希望通りにいかないことが多く残念に思います。難しいところだと思いますが… ショウニ ジュウショウ シンシン ショウガイジ ホウモン カンゴ オコナ ウエ カン セイチョウ トモナ キョウイク シュウガク ムズカ オヤゴ キボウ ドオ オオ ザンネン オモ ムズカ オモ

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションここあ		028-600-3735		028-600-3736		321-2116		栃木県宇都宮市徳次郎町998-9 ３２１－２１１６		10		1		0		1		0		0		2		宇都宮市、日光市、 ウツノミヤシ ニッコウシ		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2

chizuru_tanaka: 未記入		

chizuru_tanaka: 未記入		

chizuru_tanaka: 未記入		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3







訪問看護事業所 (記述)

		Ｑ1.貴施設について、お伺いいたします キ シセツ ウカガ

		1		事業所名 ジギョウショ メイ

		2		電話番号 デンワ バンゴウ

		3		FAX番号 バンゴウ

		4		所在地 ショザイチ

		5		職員構成（常勤・非常勤は問いません） ショクイン コウセイ ジョウキン ヒジョウキン ト

						看護師 カンゴシ

						作業療法士 サギョウ リョウホウシ

						准看護師 ジュンカンゴシ

						理学療法士 リガク リョウホウシ

						保健師 ホケンシ

						言語療法士 ゲンゴ リョウホウシ

						その他 タ

		6		訪問可能な主な市町村 ホウモン カノウ オモ シチョウソン

		Q2.いままでに以下の項目を在宅看護で行ったことがありますか（あるものすべてにチェックをしてください） イカ コウモク ザイタク カンゴ オコナ

								成人在宅 セイジン ザイタク				小児在宅 ショウニ ザイタク

				在宅人工呼吸器の管理 ザイタク ジンコウ コキュウキ カンリ

				気管カニューレの交換 キカン コウカン

				気管カニューレ部位のガーゼ交換 キカン ブイ コウカン

				気管内吸引 キカンナイ キュウイン

				食事介助 ショクジ カイジョ

				経鼻チューブの交換 ケイビ コウカン

				胃瘻の管理 イロウ カンリ

				経管栄養の注入 ケイカン エイヨウ チュウニュウ

				ストーマの管理 カンリ

				尿道カテーテルの管理 ニョウドウ カンリ

				導尿 ドウニョウ

				入浴介助 ニュウヨク カイジョ

				看護師によるリハビリテーション カンゴシ

				OTもしくはPTによるリハビリテーション

				中心静脈カテーテル管理 チュウシン ジョウミャク カンリ

				高カロリー輸液の管理 コウ ユエキ カンリ

				薬剤の静注（抗生物質や利尿剤など） ヤクザイ ジョウチュウ コウセイ ブッシツ リニョウザイ

				麻薬による疼痛コントロール マヤク ウズ ツウ

				終末期の医療的ケア シュウマツキ イリョウテキ

				在宅での看取り ザイタク ミト

				24時間対応 ジカン タイオウ

		Q3.現時点で、依頼のあった場合、重症心身障害児（者）の在宅医療を行うことはできますか ゲンジテン イライ バアイ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ ザイタク イリョウ オコナ

		1		できる

		2		できない

		3		要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン

		Q4.依頼があった場合に可能な医療的ケアと身体介護についてお答えください イライ バアイ カノウ イリョウテキ シンタイ カイゴ コタ

		※個別シートにて対応 コベツ タイオウ



				Ｑ1.貴施設について、お伺いいたします キ シセツ ウカガ										Q5.重症心身障害児（者）の方に対する医療、在宅生活等についてお気づきのことなど、ご自由にお書きください ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ カタ タイ イリョウ ザイタク セイカツナド キ ジユウ カ

				事業所名 ジギョウショ メイ		電話番号 デンワ バンゴウ		FAX番号 バンゴウ		郵便番号 ユウビンバンゴウ		所在地 ショザイチ

		承諾可否 ショウダク カヒ

		否 ヒ		曙訪問看護ステーション アケボノ ホウモン カンゴ		028-660-7803		028-683-5306		321-0901		宇都宮市平出町413番地		いつも大変お世話になっております。当STでも数名の小児利用者をNS、PT、OTでサポートしています。又、貴院のショートステイを利用させて頂いております。ご利用者様、家族が安心して過ごせるよう地域でサポートできたらと考えています。どうぞよろしくお願い申し上げます。 タイヘン セワ トウ スウメイ ショウニ リヨウシャ マタ キ イン リヨウ イタダ リヨウシャサマ カゾク アンシン ス チイキ カンガ ネガ モウ ア

		否 ヒ		とちぎメディカルセンター		0282-22-5810		0282-225812		328-0043		栃木市境町27-21

		否 ヒ		あいケアステーション		0282-23-6221		0282-24-9850		328-0074		栃木市薗部町2-5-9

		否 ヒ		訪問看護ステーションこすもす		0285-80-5511		0285-80-5512		321-4337		真岡市上高間木2-24-4		緊急時に主治医又はバッックベットのある病院との連携がとれる体制が整っていないと、在宅での対応に不安があります。
現在のところ、小児科、精神科看護を経験したスタッフがいない為、受け入れに不安がありますので今回はガイドマップ等に公表することに同意する事は控えさせていただきたいと思います。 キンキュウジ シュジイ マタ ビョウイン レンケイ タイセイ トトノ ザイタク タイオウ フアン ゲンザイ ショウニカ セイシンカ カンゴ ケイケン タメ ウ イ フアン コンカイ ナド コウヒョウ ドウイ コト ヒカ オモ

		否 ヒ		訪問看護ステーションひばり		0289-64-7226		0289-64-2225		322-8550		鹿沼市下田町1-1033

		否 ヒ		訪問看護ステーション那須		0287-73-5048		0287-63-4566		325-0023		那須塩原市豊浦10-706

		承諾 ショウダク		さくら訪問看護ステーション		0287-29-3252		0287-29-3252		324-0058		大田原市紫塚3-2633-10		小児の受入数（実績）が少ないので、実際依頼があった場合、入院中から手技等の指導を受けたいと思います。 ショウニ ウケイレスウ ジッセキ スク ジッサイ イライ バアイ ニュウインチュウ シュギ ナド シドウ ウ オモ

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションたんぽぽ		0280-57-1888		0280-57-3819		329-0101		下都賀郡野木町友沼5119-12		受け入れてくれる訪問看護Stの数が少ないと思います。研修会の機会を設けてサービス体制が構築できると良いと思います。 ウ イ ホウモン カンゴ カズ スク オモ ケンシュウカイ キカイ モウ タイセイ コウチク ヨ オモ

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションうつのみや		028-612-6103		028-612-6104		320-0852		宇都宮市下砥上町字並塚643番地1

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーション石橋		0285-52-2293		0285-52-2268		329-0511		下野市石橋628番地		最近、訪問依頼が増えてきていますが、私たち看護師の力量不足から利用者家族へ満足のいく看護が提供できないように感じています。現在の、利用者家族から教わることが多くあり、私たちが勉強になります。ただ、訪問していて思うことは、ご両親の今までの経験でケアが進み危険であり、指導させていただいても理解が得られないこともあり、ジレンマとなっています。例）誤嚥性肺炎を繰り返している方にヘッドアップして食事を摂るよう説明してもフラットのままであったり、他の方でPEG造設されているので、栄養はPEGからにして経口からは楽しみ程度にしてと言っても、食事を経口から摂るなど。 サイキン ホウモン イライ フ ワタクシ カンゴシ リキリョウ ブソク リヨウシャ カゾク マンゾク カンゴ テイキョウ カン ゲンザイ リヨウシャ カゾク オソ オオ ワタシ ベンキョウ ホウモン オモ リョウシン イマ ケイケン スス キケン シドウ リカイ エ レイ ゴエンセイ ハイエン ク カエ カタ ショクジ ト セツメイ ホカ カタ ゾウ セツ エイヨウ ケイコウ タノ テイド イ ショクジ ケイコウ ト

		承諾 ショウダク		マロニエ訪問看護ステーション		0287-37-6322		0287-39-3305		329-2763		那須塩原市井口537-3 にしなすの総合在宅ｹｱｾﾝﾀｰ内

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーション佐野		0283-86-7013		0283-86-7031		327-0847		佐野市天神町７７４－２２ メープルハイツ１０１号室

		承諾 ショウダク		とちぎ訪問看護ステーションくろばね		0287-54-0507		0287-54-0580		324-0241		大田原市黒羽向町142番地

		承諾 ショウダク		鹿沼訪問看護ステーション		0289-60-5650		0289-60-1687		322-0021		鹿沼市上野町320-3高橋ビル１階１０３号室

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションほっと		028-626-5739		028-625-8201		321-0974		宇都宮市竹林町958

		承諾 ショウダク		芳賀赤十字訪問看護ステーション		0285-84-8266		0285-84-8266		321-4306		真岡市台町2461		当ステーションは今年度小児在宅医との連携を開始することができました。安心して在宅療養を継続できるよう、多職種と連携し、実施しています。高齢者が介護サービスを選択するように、サービスの充実は得られていません。現実は家族だけで利用者（児）のケアを実施しているケースもあり家族の介護負担は大きいと考えます。負担軽減のためには、スムーズなレスパイト入院や日中の一時お預かり等充実した施設が増えることでさらに安心した療養環境の提供ができると思います。よろしくお願いいたします。 トウ コンネンド ショウニ ザイタク イ レンケイ カイシ アンシン ザイタク リョウヨウ ケイゾク タ ショクシュ レンケイ ジッシ コウレイシャ カイゴ センタク ジュウジツ エ ゲンジツ カゾク リヨウシャ ジ ジッシ カゾク カイゴ フタン オオ カンガ フタン ケイゲン ニュウイン ニッチュウ イチジ アズ ナド ジュウジツ シセツ フ アンシン リョウヨウ カンキョウ テイキョウ オモ ネガ

		承諾 ショウダク		とちぎ訪問看護ステーションみぶ		0282-82-7262		0282-82-7260		321-0218		下都賀郡壬生町落合1-18-12		病院との連携が大切。在宅生活を支援するためにチームで対応する（介護者の支援） ビョウイン レンケイ タイセツ ザイタク セイカツ シエン タイオウ カイゴシャ シエン

		承諾 ショウダク		ＷＡＤＥＷＡＤＥ訪問看護ステーション		028-666-5420		028-666-5460		321-0923		栃木県宇都宮市下栗町2913-1 ３２１－０９２３		重心の方を看る側（介護者）の負担軽減の必要性を感じてしまいます。まだまだ「私がやらなければ」という気持ちが強く、様々な資源活用へと動きが進むような発信が大切だと思っています。 ジュウシン カタ ミ ガワ カイゴシャ フタン ケイゲン ヒツヨウセイ カン ワタシ キモ ツヨ サマザマ シゲン カツヨウ ウゴ スス ハッシン タイセツ オモ

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションあい		0287-83-8035		0287-83-8222		321-0628		那須烏山市金井2-5-9 ベンチャープラザ7号室 ゴウシツ		小児や重心など医療依存度が高い方には家族が安心して預けられる事業所とスタッフが必要です（レスパイトの本当の意味で）訪問看護スタッフが動きやすい仕組みがあればもっと介入できると思います。例えば在宅以外への支援での算定が可能になる。長時間支援が可能になるなど。在宅支援診療所が多ければ助かります。開業医で努力してくださる医師の力で乗り切っている地域は特にそう感じます。後方病院親元病院との連携、地域との調整などスムーズにシームレスに行われるとうれしいです。行政からの介入が少なく、制度のことなど知らないまま苦労されている方が多いので、窓口での丁寧かつタイミングよく助言をしていただくと嬉しいです。 ショウニ ジュウシン イリョウ イゾンド タカ カタ カゾク アンシン アズ ジギョウショ ヒツヨウ ホントウ イミ ホウモン カンゴ ウゴ シク カイニュウ オモ タト ザイタク イガイ シエン サンテイ カノウ チョウジカン シエン カノウ ザイタク シエン シンリョウジョ オオ タス カイギョウイ ドリョク イシ チカラ ノ キ チイキ トク カン コウホウ ビョウイン オヤモト ビョウイン レンケイ チイキ チョウセイ オコナ ギョウセイ カイニュウ スク セイド シ クロウ カタ オオ マドグチ テイネイ ジョゲン ウレ

		承諾 ショウダク		あおい訪問看護ステーション		0284-73-9456		0284-72-7600		326-0831		足利市堀込町2556 セレッソ・コート１階

		承諾 ショウダク		那須赤十字訪問看護ステーション		0287-23-8866		0287-23-8903		324-8686		大田原市中田原1081-4

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションゆりの木		0287-47-5123		0287-47-5124		324-0028		大田原市山の手1-1-7 ヤマ テ		重症心身障害児施設で勤務したことのある看護師が2名いますので積極的に依頼があれば支援させていただきたいと思っています。こどもはやはり親元で成長発達できることが何よりも必要なことであると思っています。 ジュウショウ シンシン ショウガイ ジ シセツ キンム カンゴシ メイ セッキョクテキ イライ シエン オモ オヤモト セイチョウ ハッタツ ナニ ヒツヨウ オモ

		承諾 ショウダク		ライフ訪問看護リハビリテーション		0284-64-8799		0284-64-8335		326-0831		足利市堀込町2656-7　ASKビル３０１号		この件に関する研修の案内が少ないため、学ぶ機会をもっと増やしてほしい ケン カン ケンシュウ アンナイ スク マナ キカイ フ

		承諾 ショウダク		わくわく訪問看護ステーションおやま		0285-24-6575		0285-20-0255		323-0022		小山市駅東通り3-9-6		自立支援のケアマネージャーがいるが、医療福祉行政をうまく連携してまとめる役割が果たせていない。それぞれが別々で動いており、介護者が困ったときの相談窓口に迷う。 ジリツ シエン イリョウ フクシ ギョウセイ レンケイ ヤクワリ ハ ベツベツ ウゴ カイゴシャ コマ ソウダン マドグチ マヨ

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーション風		028-612-1333		028-612-1384		321-0117		宇都宮市城南3丁目5-6

		承諾 ショウダク		宮の橋訪問看護ステーション		028-635-9839		028-635-9839		321-0963		宇都宮市南大通り1-1-23		レスパイト等受け入れ先が少ない。市のコーディネーター様がご多忙の様子であり、要望に対しての対応にかなりの時間を要する（対応されないこともある）。年度変わるときなど、担当者（市）の引き継ぎがされず、進んでいた調整も振り出しに戻ってしまうことがある。 トウ ウ イ サキ スク シ サマ タボウ ヨウス ヨウボウ タイ タイオウ ジカン ヨウ タイオウ ネンド カ タントウシャ シ ヒ ツ スス チョウセイ フ ダ モド

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションオリーブ		0282-27-8414		0282-27-8415		328-0027		栃木市今泉町1丁目17番29号

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションマザーの家		0283-85-7771		0283-85-7772		327-0504		佐野市中町942-1

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーション卯の郷		028-682-7770		028-682-7766		329-1311		さくら市氏家2650番地

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションたかねざわ		028-680-1701		028-680-1702		329-1233		塩谷郡高根沢町宝積寺2426-8 

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションみどり		0285-45-8362		0285-45-8397		329-0214		小山市乙女786-1		訪問看護師がもっと社会資源として同行できるとよいと思う。在宅での療養はもっと看護師が活躍できる体制が整うとよいと思った。 ホウモン カンゴシ シャカイ シゲン ドウコウ オモ ザイタク リョウヨウ カンゴシ カツヤク タイセイ トトノ オモ

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションあるく		028-643-5586		028-678-8796		320-0036		宇都宮市小幡2-6-14 

		承諾 ショウダク		とちぎ訪問看護ステーションおやま		0285-39-8602		0285-39-8607		323-0827		栃木県小山市神鳥谷2251-7 ３２３－０８２７		小児の重症心身障害児の訪問看護を行っていく上で。たびたび感じるのが成長に伴った教育、就学が難しく親御さんの希望通りにいかないことが多く残念に思います。難しいところだと思いますが… ショウニ ジュウショウ シンシン ショウガイジ ホウモン カンゴ オコナ ウエ カン セイチョウ トモナ キョウイク シュウガク ムズカ オヤゴ キボウ ドオ オオ ザンネン オモ ムズカ オモ

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションここあ		028-600-3735		028-600-3736		321-2116		栃木県宇都宮市徳次郎町998-9 ３２１－２１１６







訪問看護事業所 (作業)

		Ｑ1.貴施設について、お伺いいたします キ シセツ ウカガ

		1		事業所名 ジギョウショ メイ

		2		電話番号 デンワ バンゴウ

		3		FAX番号 バンゴウ

		4		所在地 ショザイチ

		5		職員構成（常勤・非常勤は問いません） ショクイン コウセイ ジョウキン ヒジョウキン ト

						看護師 カンゴシ

						作業療法士 サギョウ リョウホウシ

						准看護師 ジュンカンゴシ

						理学療法士 リガク リョウホウシ

						保健師 ホケンシ

						言語療法士 ゲンゴ リョウホウシ

						その他 タ

		6		訪問可能な主な市町村 ホウモン カノウ オモ シチョウソン

		Q2.いままでに以下の項目を在宅看護で行ったことがありますか（あるものすべてにチェックをしてください） イカ コウモク ザイタク カンゴ オコナ

								成人在宅 セイジン ザイタク				小児在宅 ショウニ ザイタク

				在宅人工呼吸器の管理 ザイタク ジンコウ コキュウキ カンリ

				気管カニューレの交換 キカン コウカン

				気管カニューレ部位のガーゼ交換 キカン ブイ コウカン

				気管内吸引 キカンナイ キュウイン

				食事介助 ショクジ カイジョ

				経鼻チューブの交換 ケイビ コウカン

				胃瘻の管理 イロウ カンリ

				経管栄養の注入 ケイカン エイヨウ チュウニュウ

				ストーマの管理 カンリ

				尿道カテーテルの管理 ニョウドウ カンリ

				導尿 ドウニョウ

				入浴介助 ニュウヨク カイジョ

				看護師によるリハビリテーション カンゴシ

				OTもしくはPTによるリハビリテーション

				中心静脈カテーテル管理 チュウシン ジョウミャク カンリ

				高カロリー輸液の管理 コウ ユエキ カンリ

				薬剤の静注（抗生物質や利尿剤など） ヤクザイ ジョウチュウ コウセイ ブッシツ リニョウザイ

				麻薬による疼痛コントロール マヤク ウズ ツウ

				終末期の医療的ケア シュウマツキ イリョウテキ

				在宅での看取り ザイタク ミト

				24時間対応 ジカン タイオウ

		Q3.現時点で、依頼のあった場合、重症心身障害児（者）の在宅医療を行うことはできますか ゲンジテン イライ バアイ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ ザイタク イリョウ オコナ

		1		できる

		2		できない

		3		要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン

		Q4.依頼があった場合に可能な医療的ケアと身体介護についてお答えください イライ バアイ カノウ イリョウテキ シンタイ カイゴ コタ

		※個別シートにて対応 コベツ タイオウ



				Ｑ1.貴施設について、お伺いいたします キ シセツ ウカガ																																												Q2.いままでに以下の項目を在宅看護で行ったことがありますか（あるものすべてにチェックをしてください）【1.ある、0.ない】 イカ コウモク ザイタク カンゴ オコナ																																																																																				Q3		Q4.依頼があった場合に可能な医療的ケアと身体介護についてお答えください【1.できる、2.できない、3.要相談（条件による）】 イライ バアイ カノウ イリョウテキ シンタイ カイゴ コタ ヨウ ソウダン ジョウケン																																																																																																																																																																																																																		Q5.重症心身障害児（者）の方に対する医療、在宅生活等についてお気づきのことなど、ご自由にお書きください ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ カタ タイ イリョウ ザイタク セイカツナド キ ジユウ カ

				事業所名 ジギョウショ メイ		電話番号 デンワ バンゴウ		FAX番号 バンゴウ		郵便番号 ユウビンバンゴウ		所在地 ショザイチ		職員構成（常勤・非常勤は問いません）【人数：名】 ショクイン コウセイ ジョウキン ヒジョウキン ト ニンズウ メイ																																訪問可能な主な市町村 ホウモン カノウ オモ シチョウソン		在宅人工呼吸器の管理 ザイタク ジンコウ コキュウキ カンリ				気管カニューレの交換 キカン コウカン				気管カニューレ部位のガーゼ交換 キカン ブイ コウカン				気管内吸引 キカンナイ キュウイン				食事介助 ショクジ カイジョ				経鼻チューブの交換 ケイビ コウカン				胃瘻の管理 イロウ カンリ				経管栄養の注入 ケイカン エイヨウ チュウニュウ				ストーマの管理 カンリ				尿道カテーテルの管理 ニョウドウ カンリ				導尿 ドウニョウ				入浴介助 ニュウヨク カイジョ				看護師によるリハビリテーション カンゴシ				OTもしくはPTによるリハビリテーション				中心静脈カテーテル管理 チュウシン ジョウミャク カンリ				高カロリー輸液の管理 コウ ユエキ カンリ				薬剤の静注（抗生物質や利尿剤など） ヤクザイ ジョウチュウ コウセイ ブッシツ リニョウザイ				麻薬による疼痛コントロール マヤク ウズ ツウ				終末期の医療的ケア シュウマツキ イリョウテキ				在宅での看取り ザイタク ミト				24時間対応 ジカン タイオウ						在宅人工呼吸器の管理 ザイタク ジンコウ コキュウキ カンリ										気管カニューレの交換 キカン コウカン										気管カニューレの管理（日常の交換以外の対応） キカン カンリ ニチジョウ コウカン イガイ タイオウ										気管内吸引 キカンナイ キュウイン										食事介助 ショクジ カイジョ										経鼻チューブの交換 ケイビ コウカン										ストーマの管理 カンリ										尿道カテーテルの管理 ニョウドウ カンリ										導尿 ドウニョウ										入浴介助 ニュウヨク カイジョ										看護師によるリハビリテーション カンゴシ										OTもしくはPTによるリハビリテーション										中心静脈カテーテル管理 チュウシン ジョウミャク カンリ										高カロリー輸液の管理 コウ ユエキ カンリ										薬剤の静注（抗生物質や利尿剤など） ヤクザイ ジョウチュウ コウセイ ブッシツ リニョウザイ										麻薬による疼痛コントロール マヤク トウツウ										終末期の医療的ケア シュウマツキ イリョウテキ										在宅での看取り ザイタク ミト										24時間対応 ジカン タイオウ										外出の介助 ガイシュツ カイジョ										通院の介助 ツウイン カイジョ

		承諾可否 ショウダク カヒ												看護師 カンゴシ		作業療法士 サギョウ リョウホウシ		准看護師 ジュンカンゴシ		理学療法士 リガク リョウホウシ		保健師 ホケンシ		言語療法士 ゲンゴ リョウホウシ		その他 タ																						成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ				乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ

		否 ヒ		曙訪問看護ステーション アケボノ ホウモン カンゴ		028-660-7803		028-683-5306		321-0901		宇都宮市平出町413番地		8		3		0		3		0		1		0		宇都宮 ウツノミヤ		高根沢 タカネザワ														宇都宮市 ウツノミヤシ		宇都宮、高根沢 ウツノミヤ タカネザワ		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		3		2		2		2		2		3		2		2		2		2		2		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		1		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		1		1		1		3		3		3		1		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		2		2		2		2		2		いつも大変お世話になっております。当STでも数名の小児利用者をNS、PT、OTでサポートしています。又、貴院のショートステイを利用させて頂いております。ご利用者様、家族が安心して過ごせるよう地域でサポートできたらと考えています。どうぞよろしくお願い申し上げます。 タイヘン セワ トウ スウメイ ショウニ リヨウシャ マタ キ イン リヨウ イタダ リヨウシャサマ カゾク アンシン ス チイキ カンガ ネガ モウ ア

		否 ヒ		とちぎメディカルセンター		0282-22-5810		0282-225812		328-0043		栃木市境町27-21		9		0		4		1		0		1		2		栃木市 トチギシ		小山市 オヤマシ		壬生町 ミブマチ												栃木市 トチギシ		栃木市、小山市、壬生町 トチギシ オヤマシ ミブマチ		1		1		1		0		1		1		1		1		1		0		1		0		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		0		1		1		3		2		1		1		1		1		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		2		2		2		1		1		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		1		1		1		1		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		2		2		2		2		2

		否 ヒ		あいケアステーション		0282-23-6221		0282-24-9850		328-0074		栃木市薗部町2-5-9		1		0		2		2		0		0		0		栃木市 トチギシ																栃木市 トチギシ		栃木市 トチギシ		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		3		2		2		2		2		3		2		2		2		2		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		3		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		3		2		2		2		2		3		2		2		2		2		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		2		2		2		2		3

		否 ヒ		訪問看護ステーションこすもす		0285-80-5511		0285-80-5512		321-4337		真岡市上高間木2-24-4		4		2		0		1		0		0		0																		鹿沼市 カヌマシ				1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		3		2		2		2		3		3		2		2		2		3		3		2		2		2		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		3		3		3		3		3		3		3		2		2		2		3		3		2		2		2		3		3		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		2		2		2		2		3		2		2		2		2		3		2		2		2		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		1		3		3		3		3		3		2		2		2		2		2		緊急時に主治医又はバッックベットのある病院との連携がとれる体制が整っていないと、在宅での対応に不安があります。
現在のところ、小児科、精神科看護を経験したスタッフがいない為、受け入れに不安がありますので今回はガイドマップ等に公表することに同意する事は控えさせていただきたいと思います。 キンキュウジ シュジイ マタ ビョウイン レンケイ タイセイ トトノ ザイタク タイオウ フアン ゲンザイ ショウニカ セイシンカ カンゴ ケイケン タメ ウ イ フアン コンカイ ナド コウヒョウ ドウイ コト ヒカ オモ

		否 ヒ		訪問看護ステーションひばり		0289-64-7226		0289-64-2225		322-8550		鹿沼市下田町1-1033		6		1		0		1		0		0		0		鹿沼市 カヌマシ																那須塩原市 ナスシオバラ シ		市内及び近隣市 シナイ オヨ キンリン シ		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		0		1		1		2

chizuru_tanaka: 未記入		1		1		2		2		1		2		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		1		3		3		1		1		1		3		3		3		3		1		3		3		1		1		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		1		3		3		3		1		1		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1

		否 ヒ		訪問看護ステーション那須		0287-73-5048		0287-63-4566		325-0023		那須塩原市豊浦10-706		5		0		2		0		0		0		0		那須塩原市 ナスシオバラ シ		大田原市 オオタワラシ		那須町 ナスマチ												大田原市 オオタワラシ		那須塩原市、大田原市、那須町 ナスシオバラ シ オオタワラシ ナスマチ		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		0		0		1		0		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		2

chizuru_tanaka: 未記入		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1

		承諾 ショウダク		さくら訪問看護ステーション		0287-29-3252		0287-29-3252		324-0058		大田原市紫塚3-2633-10		5		0		0		1		0		0		0		大田原市 オオタワラシ		那須塩原市 ナスシオバラ シ		矢板市 ヤイタシ												野木町 ノギマチ		大田原市、那須塩原市、矢板市 オオタワラシ ナスシオバラ シ ヤイタ シ		1		0		1		1		1		1		1		1		1		0		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		0		1		1		3		3		3		3		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		小児の受入数（実績）が少ないので、実際依頼があった場合、入院中から手技等の指導を受けたいと思います。 ショウニ ウケイレスウ ジッセキ スク ジッサイ イライ バアイ ニュウインチュウ シュギ ナド シドウ ウ オモ

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションたんぽぽ		0280-57-1888		0280-57-3819		329-0101		下都賀郡野木町友沼5119-12		20		3		0		5		0		0		2		野木町 ノギマチ		小山市 オヤマシ		旧藤岡町 キュウ フジオカマチ												宇都宮市 ウツノミヤシ		野木町、小山市、旧藤岡町 ノギマチ オヤマシ キュウ フジオカマチ		1		1		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		1		1		1		1		1		1		0		0		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		3		1		1		1		1		1		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		3		3		3		3		3		1		1		3		2		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		2		2		2		2		2		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		受け入れてくれる訪問看護Stの数が少ないと思います。研修会の機会を設けてサービス体制が構築できると良いと思います。 ウ イ ホウモン カンゴ カズ スク オモ ケンシュウカイ キカイ モウ タイセイ コウチク ヨ オモ

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションうつのみや		028-612-6103		028-612-6104		320-0852		宇都宮市下砥上町字並塚643番地1		11		0		0		0		0		0		1		宇都宮市 ウツノミヤシ		壬生町 ミブマチ														下野市 シモノ シ		宇都宮市、壬生町 ウツノミヤシ ミブマチ		1		1		0		0		1		1		1		1		1		0		0		0		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		2

chizuru_tanaka: 未記入		3		3		3		3		1		2		2		2		2		2		3		3		3		1		1		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		3		3		3		1		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		3		3		3		1		1		3		3		3		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーション石橋		0285-52-2293		0285-52-2268		329-0511		下野市石橋628番地		7		0		0		1		0		0		1		下野市 シモノ シ		上三川町 カミノカワマチ		壬生町 ミブマチ		宇都宮市 ウツノミヤシ										那須塩原市 ナスシオバラ シ		下野市、上三川町、壬生町、宇都宮市（部） シモノ シ カミノカワマチ ミブマチ ウツノミヤシ ブ		1		1		0		0		1		1		1		1		1		0		1		0		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		3		1		1		1		1		1		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		1		3		3		3		3		3		3		3		3		1		1		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		2		2		2		2		2		最近、訪問依頼が増えてきていますが、私たち看護師の力量不足から利用者家族へ満足のいく看護が提供できないように感じています。現在の、利用者家族から教わることが多くあり、私たちが勉強になります。ただ、訪問していて思うことは、ご両親の今までの経験でケアが進み危険であり、指導させていただいても理解が得られないこともあり、ジレンマとなっています。例）誤嚥性肺炎を繰り返している方にヘッドアップして食事を摂るよう説明してもフラットのままであったり、他の方でPEG造設されているので、栄養はPEGからにして経口からは楽しみ程度にしてと言っても、食事を経口から摂るなど。 サイキン ホウモン イライ フ ワタクシ カンゴシ リキリョウ ブソク リヨウシャ カゾク マンゾク カンゴ テイキョウ カン ゲンザイ リヨウシャ カゾク オソ オオ ワタシ ベンキョウ ホウモン オモ リョウシン イマ ケイケン スス キケン シドウ リカイ エ レイ ゴエンセイ ハイエン ク カエ カタ ショクジ ト セツメイ ホカ カタ ゾウ セツ エイヨウ ケイコウ タノ テイド イ ショクジ ケイコウ ト

		承諾 ショウダク		マロニエ訪問看護ステーション		0287-37-6322		0287-39-3305		329-2763		那須塩原市井口537-3 にしなすの総合在宅ｹｱｾﾝﾀｰ内		5		7		0		5		0		2		1		那須塩原市 ナスシオバラ シ		那須町 ナスマチ		大田原市 オオタワラシ												足利市 アシカガシ		那須塩原市、那須町、大田原市　リハビリのみ→那珂川町訪問可能 ナスシオバラ シ ナスマチ オオタワラシ ナカガワ マチ ホウモン カノウ		1		1		1		0		1		1		1		1		0		0		0		1		1		1		1		1		1		0		1		1		1		1		1		1		0		0		1		1		1		0		1		0		0		0		1		0		1		1		1		1		1		1		3		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーション佐野		0283-86-7013		0283-86-7031		327-0847		佐野市天神町７７４－２２ メープルハイツ１０１号室		3		0		1		0		0		0		1		足利市 アシカガシ		佐野市 サノシ		栃木市 トチギシ												大田原市 オオタワラシ		足利市、佐野市、栃木市（旧岩船市） アシカガシ サノシ トチギシ キュウ イワフネ シ		0		0		0		0		1		0		1		0		1		0		0		0		1		0		0		0		1		0		1		0		0		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		2		2		2		2		2		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1

		承諾 ショウダク		とちぎ訪問看護ステーションくろばね		0287-54-0507		0287-54-0580		324-0241		大田原市黒羽向町142番地		6		0		0		0		1		0		2		大田原市 オオタワラシ		那須塩原市 ナスシオバラ シ		那須町 ナスマチ		那珂川町 ナカガワマチ										鹿沼市 カヌマシ		大田原市、那須塩原市、那須町、那珂川町 オオタワラシ ナスシオバラ シ ナスマチ ナカガワマチ		1		0		0		0		1		1		1		1		1		0		1		0		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		3		3		3		3		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		1		2		2		2		2		2		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3

		承諾 ショウダク		鹿沼訪問看護ステーション		0289-60-5650		0289-60-1687		322-0021		鹿沼市上野町320-3高橋ビル１階１０３号室		5		0		0		0		0		0		0		鹿沼市 カヌマシ		旧宇都宮市 キュウ ウツノミヤシ		旧今市市 キュウ イマイチシ		壬生町 ミブマチ		西片町 ニシカタマチ								宇都宮市 ウツノミヤシ		鹿沼市、旧宇都宮市、旧今市市、壬生町、西片町 カヌマシ キュウ ウツノミヤシ キュウ イマイチシ ミブマチ ニシカタマチ		0		0		0		0		0		0		1		0		1		0		0		0		1		0		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		2

chizuru_tanaka: 未記入		2		2		2		2		1		2		2		2		2		3		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションほっと		028-626-5739		028-625-8201		321-0974		宇都宮市竹林町958		11		0		0		2		0		0		0		宇都宮市 ウツノミヤシ																真岡市 モオカシ		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2

		承諾 ショウダク		芳賀赤十字訪問看護ステーション		0285-84-8266		0285-84-8266		321-4306		真岡市台町2461		6		0		0		0		0		0		0		真岡市 モオカシ		益子町 マシコマチ		芳賀町 ハガマチ		茂木町 モギマチ										上三川町 カミノカワマチ		芳賀郡全域（真岡市、益子町、芳賀町、茂木町） ハガ グン ゼンイキ モオカシ マシコマチ ハガマチ モギ マチ		1		1		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		3		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		当ステーションは今年度小児在宅医との連携を開始することができました。安心して在宅療養を継続できるよう、多職種と連携し、実施しています。高齢者が介護サービスを選択するように、サービスの充実は得られていません。現実は家族だけで利用者（児）のケアを実施しているケースもあり家族の介護負担は大きいと考えます。負担軽減のためには、スムーズなレスパイト入院や日中の一時お預かり等充実した施設が増えることでさらに安心した療養環境の提供ができると思います。よろしくお願いいたします。 トウ コンネンド ショウニ ザイタク イ レンケイ カイシ アンシン ザイタク リョウヨウ ケイゾク タ ショクシュ レンケイ ジッシ コウレイシャ カイゴ センタク ジュウジツ エ ゲンジツ カゾク リヨウシャ ジ ジッシ カゾク カイゴ フタン オオ カンガ フタン ケイゲン ニュウイン ニッチュウ イチジ アズ ナド ジュウジツ シセツ フ アンシン リョウヨウ カンキョウ テイキョウ オモ ネガ

		承諾 ショウダク		とちぎ訪問看護ステーションみぶ		0282-82-7262		0282-82-7260		321-0218		下都賀郡壬生町落合1-18-12		16		0		0		0		0		0		1		上三川町 カミノカワマチ		下野市 シモツケシ		壬生町 ミブマチ		宇都宮市 ウツノミヤシ										宇都宮市 ウツノミヤシ		上三川町、下野市、壬生町、宇都宮 カミノカワマチ シモノ シ ミブ チョウ ウツノミヤ		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		1		0		1		1		1		1		1		1		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		病院との連携が大切。在宅生活を支援するためにチームで対応する（介護者の支援） ビョウイン レンケイ タイセツ ザイタク セイカツ シエン タイオウ カイゴシャ シエン

		承諾 ショウダク		ＷＡＤＥＷＡＤＥ訪問看護ステーション		028-666-5420		028-666-5460		321-0923		栃木県宇都宮市下栗町2913-1 ３２１－０９２３		12		0		0		0		0		0		0		宇都宮市 ウツノミヤシ		上三川町 カミノカワマチ														那須烏山市 ナスカラスヤマシ		宇都宮市、上三川町、 ウツノミヤシ カミノカワマチ		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		0		0		1		0		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		重心の方を看る側（介護者）の負担軽減の必要性を感じてしまいます。まだまだ「私がやらなければ」という気持ちが強く、様々な資源活用へと動きが進むような発信が大切だと思っています。 ジュウシン カタ ミ ガワ カイゴシャ フタン ケイゲン ヒツヨウセイ カン ワタシ キモ ツヨ サマザマ シゲン カツヨウ ウゴ スス ハッシン タイセツ オモ

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションあい		0287-83-8035		0287-83-8222		321-0628		那須烏山市金井2-5-9 ベンチャープラザ7号室 ゴウシツ		8		0		1		0		0		0		1		那須烏山市 ナスカラスヤマシ		那珂川町 ナカガワマチ		茂木町 モギマチ		一貝町 イチ ガイ チョウ										足利市 アシカガシ		那須烏山市、那珂川町、茂木町、一貝町 ナスカラスヤマシ ナカガワマチ モギマチ イチ ガイ マチ		1		1		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		0		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		小児や重心など医療依存度が高い方には家族が安心して預けられる事業所とスタッフが必要です（レスパイトの本当の意味で）訪問看護スタッフが動きやすい仕組みがあればもっと介入できると思います。例えば在宅以外への支援での算定が可能になる。長時間支援が可能になるなど。在宅支援診療所が多ければ助かります。開業医で努力してくださる医師の力で乗り切っている地域は特にそう感じます。後方病院親元病院との連携、地域との調整などスムーズにシームレスに行われるとうれしいです。行政からの介入が少なく、制度のことなど知らないまま苦労されている方が多いので、窓口での丁寧かつタイミングよく助言をしていただくと嬉しいです。 ショウニ ジュウシン イリョウ イゾンド タカ カタ カゾク アンシン アズ ジギョウショ ヒツヨウ ホントウ イミ ホウモン カンゴ ウゴ シク カイニュウ オモ タト ザイタク イガイ シエン サンテイ カノウ チョウジカン シエン カノウ ザイタク シエン シンリョウジョ オオ タス カイギョウイ ドリョク イシ チカラ ノ キ チイキ トク カン コウホウ ビョウイン オヤモト ビョウイン レンケイ チイキ チョウセイ オコナ ギョウセイ カイニュウ スク セイド シ クロウ カタ オオ マドグチ テイネイ ジョゲン ウレ

		承諾 ショウダク		あおい訪問看護ステーション		0284-73-9456		0284-72-7600		326-0831		足利市堀込町2556 セレッソ・コート１階		16		0		0		4		0		0		0		足利市 アシカガシ		佐野市 サノシ														大田原市 オオタワラシ		足利市とその周辺（佐野市、館林市、巴楽町、太田市、桐生市） アシカガシ シュウヘン サノシ タテバヤシシ トモエ ラク マチ オオタシ キリュウシ		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1

		承諾 ショウダク		那須赤十字訪問看護ステーション		0287-23-8866		0287-23-8903		324-8686		大田原市中田原1081-4		8		1		0		0		0		0		0		大田原市 オオタワラシ		那須塩原市 ナスシオバラ シ														大田原市 オオタワラシ		大田原市、那須塩原市（一部を除く） オオタワラシ ナスシオバラ シ イチブ ノゾ		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		1		1		0		1		0		1		1		1		0		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションゆりの木		0287-47-5123		0287-47-5124		324-0028		大田原市山の手1-1-7 ヤマ テ		4		0		0		0		0		0		0		大田原市 オオタワラシ		那須塩原市 ナスシオバラ シ		那珂川町 ナカガワマチ												足利市 アシカガシ		大田原市、那須塩原市、那珂川町 オオタワラシ ナスシオバラ シ ナカガワマチ		1		1		1		0		1		1		1		1		0		0		0		1		1		0		1		1		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		0		0		1		0		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		3		1		1		1		1		2		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		3		1		1		1		1		3		1		1		1		1		1		1		1		1		3		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		3		3		1		3		3		1		1		1		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		重症心身障害児施設で勤務したことのある看護師が2名いますので積極的に依頼があれば支援させていただきたいと思っています。こどもはやはり親元で成長発達できることが何よりも必要なことであると思っています。 ジュウショウ シンシン ショウガイ ジ シセツ キンム カンゴシ メイ セッキョクテキ イライ シエン オモ オヤモト セイチョウ ハッタツ ナニ ヒツヨウ オモ

		承諾 ショウダク		ライフ訪問看護リハビリテーション		0284-64-8799		0284-64-8335		326-0831		足利市堀込町2656-7　ASKビル３０１号		5		0		0		1		0		0		0		足利市 アシカガシ		佐野市 サノシ														小山市 オヤマシ		足利市、佐野市、館林市、邑楽郡、太田市、桐生市 アシカガシ サノシ タテバヤシシ オウラ グン オオタシ キリュウシ		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		この件に関する研修の案内が少ないため、学ぶ機会をもっと増やしてほしい ケン カン ケンシュウ アンナイ スク マナ キカイ フ

		承諾 ショウダク		わくわく訪問看護ステーションおやま		0285-24-6575		0285-20-0255		323-0022		小山市駅東通り3-9-6		11		0		0		5		0		0		0		小山市 オヤマシ		下野市 シモツケシ		栃木市 トチギシ												宇都宮市 ウツノミヤシ		小山市、結城市（茨城県）、下野市の一部、栃木市（PTのみ） オヤマシ ユウキシ イバラキケン シモノ シ イチブ トチギシ		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		1		1		1		1		3		3		3		1		1		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		自立支援のケアマネージャーがいるが、医療福祉行政をうまく連携してまとめる役割が果たせていない。それぞれが別々で動いており、介護者が困ったときの相談窓口に迷う。 ジリツ シエン イリョウ フクシ ギョウセイ レンケイ ヤクワリ ハ ベツベツ ウゴ カイゴシャ コマ ソウダン マドグチ マヨ

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーション風		028-612-1333		028-612-1384		321-0117		宇都宮市城南3丁目5-6		3		1		0		1		0		0		0		宇都宮市 ウツノミヤシ		鹿沼市 カヌマシ		下野市 シモツケシ		壬生町 ミブマチ										宇都宮市 ウツノミヤシ		宇都宮、鹿沼、下野、壬生 ウツノミヤ カヌマ シモノ ミブ		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		1		1		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1

		承諾 ショウダク		宮の橋訪問看護ステーション		028-635-9839		028-635-9839		321-0963		宇都宮市南大通り1-1-23		7		0		0		1		0		0		0		宇都宮市 ウツノミヤシ																栃木市 トチギシ		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		1		1		0		1		1		1		1		1		0		0		0		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		レスパイト等受け入れ先が少ない。市のコーディネーター様がご多忙の様子であり、要望に対しての対応にかなりの時間を要する（対応されないこともある）。年度変わるときなど、担当者（市）の引き継ぎがされず、進んでいた調整も振り出しに戻ってしまうことがある。 トウ ウ イ サキ スク シ サマ タボウ ヨウス ヨウボウ タイ タイオウ ジカン ヨウ タイオウ ネンド カ タントウシャ シ ヒ ツ スス チョウセイ フ ダ モド

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションオリーブ		0282-27-8414		0282-27-8415		328-0027		栃木市今泉町1丁目17番29号		7		0		0		0		0		0		0		栃木市 トチギシ		小山市 オヤマシ		下野市 シモツケシ		壬生町 ミブマチ										佐野市 サノシ		栃木市、小山市、下野市、壬生町 トチギシ オヤマシ シモノ シ ミブ マチ		1		1		1		0		1		1		1		1		0		0		0		0		1		1		1		1		0		0		1		1		1		0		1		1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションマザーの家		0283-85-7771		0283-85-7772		327-0504		佐野市中町942-1		2		0		3		0		0		0		0		佐野市 サノシ																さくら市 シ		佐野市 サノシ		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーション卯の郷		028-682-7770		028-682-7766		329-1311		さくら市氏家2650番地		3		0		0		0		0		0		0		さくら市 シ		塩谷町 シオヤ マチ		那須烏山市 ナスカラスヤマシ		宇都宮市 ウツノミヤシ		高根沢町 タカネザワマチ								高根沢町 タカネザワマチ		さくら市（周辺15ｋｍ以内）、塩谷町、那須烏山市、宇都宮市、高根沢町 シ シュウヘン イナイ シオヤ マチ ナスカラスヤマシ ウツノミヤシ タカネザワ マチ		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		3		3		3		3		3		1		2		2		2		2		2		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		2		2		2		3		3		3		3		1		1		1		3		3		3		3		1		2		2		2		2		2		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		2		2		2		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションたかねざわ		028-680-1701		028-680-1702		329-1233		塩谷郡高根沢町宝積寺2426-8 		16		0		0		0		0		0		0		高根沢町 タカネザワマチ		さくら市 シ		那須烏山市 ナスカラスヤマシ		芳賀町 ハガマチ		一貝町 イチ ガイ チョウ		茂木町 モギマチ		益子町 マシコ チョウ		宇都宮市 ウツノミヤシ		小山市 オヤマシ		高根沢町、さくら市、那須烏山市、芳賀町、市貝町、茂木町、益子町、宇都宮市 タカネザワマチ シ ナスカラスヤマシ ハガ マチ イチ カイ チョウ モギマチ マシコ チョウ ウツノミヤシ		1		1		1		0		1		1		1		1		1		0		1		0		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		2		2		2		2		2

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションみどり		0285-45-8362		0285-45-8397		329-0214		小山市乙女786-1		3		0		1		0		0		0		0		小山市 オヤマシ		栃木市 トチギシ		古河市 コガシ												宇都宮市 ウツノミヤシ		小山市、栃木市、古河市、結城市 オヤマシ トチギシ コガシ ユウキシ		0		0		1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		1		0		1		0		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		3		2		2		2		3		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		1		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		1		1		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		訪問看護師がもっと社会資源として同行できるとよいと思う。在宅での療養はもっと看護師が活躍できる体制が整うとよいと思った。 ホウモン カンゴシ シャカイ シゲン ドウコウ オモ ザイタク リョウヨウ カンゴシ カツヤク タイセイ トトノ オモ

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションあるく		028-643-5586		028-678-8796		320-0036		宇都宮市小幡2-6-14 		5		0		1		0		0		0		1		宇都宮市 ウツノミヤシ																小山市 オヤマシ		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		0		1		0		1		0		1		0		0		1		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3

		承諾 ショウダク		とちぎ訪問看護ステーションおやま		0285-39-8602		0285-39-8607		323-0827		栃木県小山市神鳥谷2251-7 ３２３－０８２７		12		0		0		0		0		0		1		小山市 オヤマシ		下野市 シモツケシ		野木町 ノギマチ												宇都宮市 ウツノミヤシ		小山市、下野市（南部）、野木町（北部） オヤマシ シモノ シ ナンブ ノギ マチ ホクブ		1		1		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		1		1		1		0		0		1		0		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		3		3		1		1		1		3		1		1		1		1		小児の重症心身障害児の訪問看護を行っていく上で。たびたび感じるのが成長に伴った教育、就学が難しく親御さんの希望通りにいかないことが多く残念に思います。難しいところだと思いますが… ショウニ ジュウショウ シンシン ショウガイジ ホウモン カンゴ オコナ ウエ カン セイチョウ トモナ キョウイク シュウガク ムズカ オヤゴ キボウ ドオ オオ ザンネン オモ ムズカ オモ

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションここあ		028-600-3735		028-600-3736		321-2116		栃木県宇都宮市徳次郎町998-9 ３２１－２１１６		10		1		0		1		0		0		2		宇都宮市 ウツノミヤシ		日光市 ニッコウシ														高根沢町 タカネザワ マチ		宇都宮市、日光市、 ウツノミヤシ ニッコウシ		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2

chizuru_tanaka: 未記入		

chizuru_tanaka: 未記入		

chizuru_tanaka: 未記入		

chizuru_tanaka: 未記入		

chizuru_tanaka: 未記入		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3

																																												小山市 オヤマシ

																																												大田原市 オオタワラシ				28		21		24		11		30		23		31		24		28		14		22		17		32		21		31		19		32		6		33		7		31		8		33		20		33		18		16		9		29		2		30		4		28		3		30		3		32		6		31		4		33		22

																																												那須塩原市 ナスシオバラ シ				28		21		24		11		30		23		31		24		28		14		22		17		32		21		31		19		32		6		33		7		31		8		33		20		33		18		16		9		29		2		30		4		28		3		30		3		32		6		31		4		33		22

																																												小山市 オヤマシ

																																												壬生町 ミブマチ

																																												上三川町 カミノカワマチ

																																												那須町 ナスマチ

														260		19		15		35		1		4		16																		佐野市 サノシ				Q2.いままでに以下の項目を在宅看護で行ったことがありますか（あるものすべてにチェックをしてください）																																																																																						Q4.依頼があった場合に可能な医療的ケアと身体介護についてお答えください

				事業所名 ジギョウショ メイ		電話番号 デンワ バンゴウ		FAX番号 バンゴウ		郵便番号 ユウビンバンゴウ		所在地 ショザイチ		職員構成（常勤・非常勤は問いません）【人数：名】 ショクイン コウセイ ジョウキン ヒジョウキン ト ニンズウ メイ																														那須塩原市 ナスシオバラ シ		訪問可能な主な市町村 ホウモン カノウ オモ シチョウソン		在宅人工呼吸器の管理 ザイタク ジンコウ コキュウキ カンリ				気管カニューレの交換 キカン コウカン				気管カニューレ部位のガーゼ交換 キカン ブイ コウカン				気管内吸引 キカンナイ キュウイン				食事介助 ショクジ カイジョ				経鼻チューブの交換 ケイビ コウカン				胃瘻の管理 イロウ カンリ				経管栄養の注入 ケイカン エイヨウ チュウニュウ				ストーマの管理 カンリ				尿道カテーテルの管理 ニョウドウ カンリ				導尿 ドウニョウ				入浴介助 ニュウヨク カイジョ				看護師によるリハビリテーション カンゴシ				OTもしくはPTによるリハビリテーション				中心静脈カテーテル管理 チュウシン ジョウミャク カンリ				高カロリー輸液の管理 コウ ユエキ カンリ				薬剤の静注（抗生物質や利尿剤など） ヤクザイ ジョウチュウ コウセイ ブッシツ リニョウザイ				麻薬による疼痛コントロール マヤク ウズ ツウ				終末期の医療的ケア シュウマツキ イリョウテキ				在宅での看取り ザイタク ミト				24時間対応 ジカン タイオウ						在宅人工呼吸器の管理 ザイタク ジンコウ コキュウキ カンリ										気管カニューレの交換 キカン コウカン										気管カニューレの管理（日常の交換以外の対応） キカン カンリ ニチジョウ コウカン イガイ タイオウ										気管内吸引 キカンナイ キュウイン										食事介助 ショクジ カイジョ										経鼻チューブの交換 ケイビ コウカン										ストーマの管理 カンリ										尿道カテーテルの管理 ニョウドウ カンリ										導尿 ドウニョウ										入浴介助 ニュウヨク カイジョ										看護師によるリハビリテーション カンゴシ										OTもしくはPTによるリハビリテーション										中心静脈カテーテル管理 チュウシン ジョウミャク カンリ										高カロリー輸液の管理 コウ ユエキ カンリ										薬剤の静注（抗生物質や利尿剤など） ヤクザイ ジョウチュウ コウセイ ブッシツ リニョウザイ										麻薬による疼痛コントロール マヤク トウツウ										終末期の医療的ケア シュウマツキ イリョウテキ										在宅での看取り ザイタク ミト										24時間対応 ジカン タイオウ										外出の介助 ガイシュツ カイジョ										通院の介助 ツウイン カイジョ

														看護師 カンゴシ		作業療法士 サギョウ リョウホウシ		准看護師 ジュンカンゴシ		理学療法士 リガク リョウホウシ		保健師 ホケンシ		言語療法士 ゲンゴ リョウホウシ		その他 タ																		旧宇都宮市 キュウ ウツノミヤシ				成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ				乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ

																												訪問可能市町村 ホウモン カノウ シチョウソン		事業所数 ジギョウショ スウ														益子町 マシコマチ																																																																																								できる		18		20		19		20		27		9		11		13		13		18		22		22		22		24		30		25		25		26		29		34		25		25		26		27		31		16		17		19		21		27		21		22		23		26		32		16		18		22		25		33		16		18		22		24		32		26		25		29		30		31		18		20		22		23		30		9		10		9		9		12		20		20		23		25		31		21		22		24		27		32		14		14		16		18		27		12		12		13		15		25		18		17		19		20		28		19		18		19		21		29		23		23		24		25		33		7		7		9		10		14		5		6		7		8		11

																				成人 セイジン		小児 ショウニ						足利市 アシカガシ		3														下野市 シモツケシ																																																																																								できない		8		7		8		5		1		18		15		14		12		6		6		6		6		4		1		5		5		5		4		0		6		6		6		5		1		11		11		11		9		3		5		5		5		3		0		8		8		8		5		0		9		8		8		5		0		5		6		5		4		1		8		7		7		6		2		19		18		18		19		17		7		7		7		6		1		6		6		6		5		1		10		10		10		7		2		6		6		6		5		1		6		6		6		5		2		5		5		5		4		1		5		5		5		4		1		11		11		11		10		7		17		17		17		16		13

																		在宅人工呼吸器の管理 ザイタク ジンコウ コキュウキ カンリ		28		21						市貝町 イチ		2														上三川町 カミノカワマチ																																																																																								要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン		8		7		7		9		6		7		8		7		9		10		6		6		6		6		3		4		4		3		1		0		3		3		2		2		2		7		6		4		4		4		8		7		6		5		2		10		8		4		4		1		9		8		4		5		2		3		3		0		0		2		8		7		5		5		2		6		6		7		6		5		7		7		4		3		2		7		6		4		2		1		10		10		8		9		5		16		16		15		14		8		10		11		9		9		4		10		11		10		9		4		6		6		5		5		0		16		16		14		14		13		12		11		10		10		10

																		気管カニューレの交換 キカン コウカン		24		11						宇都宮市		13														那珂川町 ナカガワマチ

																		気管カニューレ部位のガーゼ交換 キカン ブイ コウカン		30		23						大田原市		6														佐野市 サノシ																																																																																								Ｑ4.できる

																		気管内吸引 キカンナイ キュウイン		31		24						小山市		6														那須塩原市 ナスシオバラ シ				看護師 カンゴシ		作業療法士 サギョウ リョウホウシ		准看護師 ジュンカンゴシ		理学療法士 リガク リョウホウシ		保健師 ホケンシ		言語療法士 ゲンゴ リョウホウシ		その他 タ																																																																										在宅人工呼吸器の管理		気管カニューレの交換		気管カニューレの管理
（日常の交換以外の対応）		気管内吸引		食事介助		経鼻チューブの交換		ストーマの管理		尿道カテーテルの管理		導尿		入浴介助		看護師による
リハビリテーション				OTもしくはPTによる
リハビリテーション		中心静脈カテーテル管理 チュウシン ジョウミャク カンリ		高カロリー輸液の管理 コウ ユエキ カンリ		薬剤の静注
（抗生物質や利尿剤など） ヤクザイ ジョウチュウ コウセイ ブッシツ リニョウザイ		麻薬による疼痛コントロール マヤク トウツウ		終末期の医療的ケア シュウマツキ イリョウテキ		在宅での看取り ザイタク ミト		24時間対応 ジカン タイオウ		外出の介助		通院の介助

																		食事介助 ショクジ カイジョ		28		14						鹿沼市		3														那須塩原市 ナスシオバラ シ				260		19		15		35		1		4		16																																																																								乳児～2歳 ニュウジ サイ		18		9		22		25		25		16		21		16		16		26		18		乳児～2歳 ニュウジ サイ		9		20		21		14		12		18		19		23		7		5

																		経鼻チューブの交換 ケイビ コウカン		22		17						上三川町		3														佐野市 サノシ																																																																																								3～6歳 サイ		20		11		22		25		25		17		22		18		18		25		20		3～6歳 サイ		10		20		22		14		12		17		18		23		7		6

																		胃瘻の管理 イロウ カンリ		32		21						さくら市		2														下野市 シモツケシ																																																																																								7歳～12歳 サイ サイ		19		13		22		26		26		19		23		22		22		29		22		7歳～12歳 サイ サイ		9		23		24		16		13		19		19		24		9		7

																		経管栄養の注入 ケイカン エイヨウ チュウニュウ		31		19						佐野市 サノシ		4														鹿沼市 カヌマシ				看護師 カンゴシ		260						できる		できない		要相談 ヨウ ソウダン																																																																								13～17歳 サイ		20		13		24		29		24		21		26		25		24		30		23		13～17歳 サイ		9		25		27		18		15		20		21		25		10		8

																		ストーマの管理 カンリ		32		6						塩谷町 シオヤ マチ		1														小山市 オヤマシ				作業療法士 サギョウ リョウホウシ		19						14		6		14																																																																								18歳以上 サイイジョウ		27		18		30		34		31		27		32		33		32		31		30		18歳以上 サイイジョウ		12		31		32		27		25		28		29		33		14		11













																		尿道カテーテルの管理 ニョウドウ カンリ		33		7						下野市		6														塩谷町 シオヤ マチ				准看護師 ジュンカンゴシ		15

																		導尿 ドウニョウ		31		8						高根沢町		3														さくら市 シ				理学療法士 リガク リョウホウシ		35																																																																																		Ｑ4.できない

																				成人 セイジン		小児 ショウニ

																		入浴介助 ニュウヨク カイジョ		33		20						栃木市 トチギシ		8														栃木市 トチギシ				保健師 ホケンシ		1																																																																																				在宅人工呼吸器の管理		気管カニューレの交換		気管カニューレの管理
（日常の交換以外の対応）		気管内吸引		食事介助		経鼻チューブの交換		ストーマの管理		尿道カテーテルの管理		導尿		入浴介助		看護師による
リハビリテーション				OTもしくはPTによる
リハビリテーション		中心静脈カテーテル管理 チュウシン ジョウミャク カンリ		高カロリー輸液の管理 コウ ユエキ カンリ		薬剤の静注
（抗生物質や利尿剤など） ヤクザイ ジョウチュウ コウセイ ブッシツ リニョウザイ		麻薬による疼痛コントロール マヤク トウツウ		終末期の医療的ケア シュウマツキ イリョウテキ		在宅での看取り ザイタク ミト		24時間対応 ジカン タイオウ		外出の介助		通院の介助

																		看護師によるリハビリテーション カンゴシ		33		18						那珂川町		3														下野市 シモツケシ				言語療法士 ゲンゴ リョウホウシ		4																																																																																		乳児～2歳 ニュウジ サイ		8		18		6		5		6		11		5		8		9		5		8		乳児～2歳 ニュウジ サイ		19		7		6		10		6		6		5		5		11		17

																		OTもしくはPTによるリハビリテーション		16		9						那須烏山市		3														日光市 ニッコウシ				その他 タ		16																																																																																		3～6歳 サイ		7		15		6		5		6		11		5		8		8		6		7		3～6歳 サイ		18		7		6		10		6		6		5		5		11		17

																		中心静脈カテーテル管理 チュウシン ジョウミャク カンリ		29		2						那須塩原市		6														壬生町 ミブマチ																																																																																								7歳～12歳 サイ サイ		8		14		6		5		6		11		5		8		8		5		7		7歳～12歳 サイ サイ		18		7		6		10		6		6		5		5		11		17

																		高カロリー輸液の管理 コウ ユエキ カンリ		30		4						那須町 ナスマチ		3														那須町 ナスマチ																																																																																								13～17歳 サイ		5		12		4		4		5		9		3		5		5		4		6		13～17歳 サイ		19		6		5		7		5		5		4		4		10		16

																		薬剤の静注（抗生物質や利尿剤など） ヤクザイ ジョウチュウ コウセイ ブッシツ リニョウザイ		28		3						日光市 ニッコウシ		2														矢板市 ヤイタシ																																																																																								18歳以上 サイイジョウ		1		6		1		0		1		3		0		0		0		1		2		18歳以上 サイイジョウ		17		1		1		2		1		2		1		1		7		13

																		麻薬による疼痛コントロール マヤク ウズ ツウ		30		3						野木町 ノギマチ		2														旧藤岡町 キュウ フジオカマチ

																		終末期の医療的ケア シュウマツキ イリョウテキ		32		6						芳賀町 ハガマチ		2														壬生町 ミブマチ																																																																																								Ｑ4.要相談 ヨウ ソウダン

																		在宅での看取り ザイタク ミト		31		4						益子町 マシコマチ		2														大田原市 オオタワラシ																																																																																										在宅人工呼吸器の管理		気管カニューレの交換		気管カニューレの管理
（日常の交換以外の対応）		気管内吸引		食事介助		経鼻チューブの交換		ストーマの管理		尿道カテーテルの管理		導尿		入浴介助		看護師による
リハビリテーション				OTもしくはPTによる
リハビリテーション		中心静脈カテーテル管理 チュウシン ジョウミャク カンリ		高カロリー輸液の管理 コウ ユエキ カンリ		薬剤の静注
（抗生物質や利尿剤など） ヤクザイ ジョウチュウ コウセイ ブッシツ リニョウザイ		麻薬による疼痛コントロール マヤク トウツウ		終末期の医療的ケア シュウマツキ イリョウテキ		在宅での看取り ザイタク ミト		24時間対応 ジカン タイオウ		外出の介助		通院の介助

																		24時間対応 ジカン タイオウ		33		22						壬生町 ミブマチ		7														栃木市 トチギシ																																																																																								乳児～2歳 ニュウジ サイ		8		7		6		4		3		7		8		10		9		3		8		乳児～2歳 ニュウジ サイ		6		7		7		10		16		10		10		6		16		12

																												真岡市 モオカシ		1														那須町 ナスマチ																																																																																								3～6歳 サイ		7		8		6		4		3		6		7		8		8		3		7		3～6歳 サイ		6		7		6		10		16		11		11		6		16		11

																												茂木町 モギマチ		3														旧今市市 キュウ イマイチシ																																																																																								7歳～12歳 サイ サイ		7		7		6		3		2		4		6		4		4		0		5		7歳～12歳 サイ サイ		7		4		4		8		15		9		10		5		14		10

																												矢板市 ヤイタシ		1														芳賀町 ハガマチ						Q3.現時点で、依頼のあった場合、重症心身障害児（者）の在宅医療を行うことはできますか ゲンジテン イライ バアイ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ ザイタク イリョウ オコナ																																																																																		13～17歳 サイ		9		9		6		1		2		4		5		4		5		0		5		13～17歳 サイ		6		3		2		9		14		9		9		5		14		10

																																												壬生町 ミブマチ				できる		14																																																																																		18歳以上 サイイジョウ		6		10		3		0		2		4		2		1		2		2		2		18歳以上 サイイジョウ		5		2		1		5		8		4		4		0		13		10

																																												茂木町 モギマチ				できない		6

																																												那珂川町 ナカガワマチ				要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン		14

																																												栃木市 トチギシ

																																												下野市 シモツケシ

																																												下野市 シモツケシ				在宅人工呼吸器の管理 ザイタク ジンコウ コキュウキ カンリ		気管カニューレの交換 キカン コウカン		気管カニューレ部位のガーゼ交換 キカン ブイ コウカン		気管内吸引 キカンナイ キュウイン		食事介助 ショクジ カイジョ		経鼻チューブの交換 ケイビ コウカン		胃瘻の管理 イロウ カンリ		経管栄養の注入 ケイカン エイヨウ チュウニュウ		ストーマの管理 カンリ		尿道カテーテルの管理 ニョウドウ カンリ		導尿 ドウニョウ		入浴介助 ニュウヨク カイジョ		看護師によるリハビリテーション カンゴシ		OTもしくはPTによるリハビリテーション		中心静脈カテーテル管理 チュウシン ジョウミャク カンリ		高カロリー輸液の管理 コウ ユエキ カンリ		薬剤の静注（抗生物質や利尿剤など） ヤクザイ ジョウチュウ コウセイ ブッシツ リニョウザイ		麻薬による疼痛コントロール マヤク ウズ ツウ		終末期の医療的ケア シュウマツキ イリョウテキ		在宅での看取り ザイタク ミト		24時間対応 ジカン タイオウ

																																												那須烏山市 ナスカラスヤマシ		成人 セイジン		28		24		30		31		28		22		32		31		32		33		31		33		33		16		29		30		28		30		32		31		33

																																												那須烏山市 ナスカラスヤマシ		小児 ショウニ		21		11		23		24		14		17		21		19		6		7		8		20		18		9		2		4		3		3		6		4		22

																																												古河市 コガシ

																																												野木町 ノギマチ

																																												宇都宮市 ウツノミヤシ

																																												那珂川町 ナカガワマチ

																																												壬生町 ミブマチ

																																												茂木町 モギマチ

																																												宇都宮市 ウツノミヤシ

																																												一貝町 イチ ガイ チョウ

																																												壬生町 ミブマチ

																																												壬生町 ミブマチ

																																												宇都宮市 ウツノミヤシ

																																												芳賀町 ハガマチ

																																												西片町 ニシカタマチ

																																												高根沢町 タカネザワマチ

																																												一貝町 イチ ガイ チョウ

																																												茂木町 モギマチ

																																												益子町 マシコ チョウ

																																												宇都宮市 ウツノミヤシ



成人	在宅人工呼吸器の管理	気管カニューレの交換	気管カニューレ部位のガーゼ交換	気管内吸引	食事介助	経鼻チューブの交換	胃瘻の管理	経管栄養の注入	ストーマの管理	尿道カテーテルの管理	導尿	入浴介助	看護師によるリハビリテーション	OTもしくはPT	によるリハビリテーション	中心静脈カテーテル管理	高カロリー輸液の管理	薬剤の静注（抗生物質や利尿剤など）	麻薬による疼痛コントロール	終末期の医療的ケア	在宅での看取り	24時間対応	28	24	30	31	28	22	32	31	32	33	31	33	33	16	29	30	28	30	32	31	33	小児	在宅人工呼吸器の管理	気管カニューレの交換	気管カニューレ部位のガーゼ交換	気管内吸引	食事介助	経鼻チューブの交換	胃瘻の管理	経管栄養の注入	ストーマの管理	尿道カテーテルの管理	導尿	入浴介助	看護師によるリハビリテーション	OTもしくはPTによるリハビリテーション	中心静脈カテーテル管理	高カロリー輸液の管理	薬剤の静注（抗生物質や利尿剤など）	麻薬による疼痛コントロール	終末期の医療的ケア	在宅での看取り	24時間対応	21	11	23	24	14	17	21	19	6	7	8	20	18	9	2	4	3	3	6	4	22	Q3.現時点で、依頼のあった場合、重症心身障害児（者）の在宅医療を行うことはできますか

Q3.現時点で、依頼のあった場合、重症心身障害児（者）の在宅医療を行うことはできますか	できる	できない	要相談（条件による）	14	6	14	乳児～2歳	在宅人工呼吸器の管理	気管カニューレの交換	気管カニューレの管理	
（日常の交換以外の対応）	気管内吸引	食事介助	経鼻チューブの交換	ストーマの管理	尿道カテーテルの管理	導尿	入浴介助	看護師による	
リハビリテーション	OTもしくはPTによる	
リハビリテーション	中心静脈カテーテル管理	高カロリー輸液の管理	薬剤の静注	
（抗生物質や利尿剤など）	麻薬による疼痛コントロール	終末期の医療的ケア	在宅での看取り	24時間対応	外出の介助	通院の介助	18	9	22	25	25	16	21	16	16	26	18	0	9	20	21	14	12	18	19	23	7	5	3～6歳	在宅人工呼吸器の管理	気管カニューレの交換	気管カニューレの管理	
（日常の交換以外の対応）	気管内吸引	食事介助	経鼻チューブの交換	ストーマの管理	尿道カテーテルの管理	導尿	入浴介助	看護師による	
リハビリテーション	OTもしくはPTによる	
リハビリテーション	中心静脈カテーテル管理	高カロリー輸液の管理	薬剤の静注	
（抗生物質や利尿剤など）	麻薬による疼痛コントロール	終末期の医療的ケア	在宅での看取り	24時間対応	外出の介助	通院の介助	20	11	22	25	25	17	22	18	18	25	20	0	10	20	22	14	12	17	18	23	7	6	7歳～12歳	在宅人工呼吸器の管理	気管カニューレの交換	気管カニューレの管理	
（日常の交換以外の対応）	気管内吸引	食事介助	経鼻チューブの交換	ストーマの管理	尿道カテーテルの管理	導尿	入浴介助	看護師による	
リハビリテーション	OTもしくはPTによる	
リハビリテーション	中心静脈カテーテル管理	高カロリー輸液の管理	薬剤の静注	
（抗生物質や利尿剤など）	麻薬による疼痛コントロール	終末期の医療的ケア	在宅での看取り	24時間対応	外出の介助	通院の介助	19	13	22	26	26	19	23	22	22	29	22	0	9	23	24	16	13	19	19	24	9	7	13～17歳	在宅人工呼吸器の管理	気管カニューレの交換	気管カニューレの管理	
（日常の交換以外の対応）	気管内吸引	食事介助	経鼻チューブの交換	ストーマの管理	尿道カテーテルの管理	導尿	入浴介助	看護師による	
リハビリテーション	OTもしくはPTによる	
リハビリテーション	中心静脈カテーテル管理	高カロリー輸液の管理	薬剤の静注	
（抗生物質や利尿剤など）	麻薬による疼痛コントロール	終末期の医療的ケア	在宅での看取り	24時間対応	外出の介助	通院の介助	20	13	24	29	24	21	26	25	24	30	23	0	9	25	27	18	15	20	21	25	10	8	18歳以上	在宅人工呼吸器の管理	気管カニューレの交換	気管カニューレの管理	
（日常の交換以外の対応）	気管内吸引	食事介助	経鼻チューブの交換	ストーマの管理	尿道カテーテルの管理	導尿	入浴介助	看護師による	
リハビリテーション	OTもしくはPTによる	
リハビリテーション	中心静脈カテーテル管理	高カロリー輸液の管理	薬剤の静注	
（抗生物質や利尿剤など）	麻薬による疼痛コントロール	終末期の医療的ケア	在宅での看取り	24時間対応	外出の介助	通院の介助	27	18	30	34	31	27	32	33	32	31	30	0	12	31	32	27	25	28	29	33	14	11	乳児～2歳	在宅人工呼吸器の管理	気管カニューレの交換	気管カニューレの管理	
（日常の交換以外の対応）	気管内吸引	食事介助	経鼻チューブの交換	ストーマの管理	尿道カテーテルの管理	導尿	入浴介助	看護師による	
リハビリテーション	OTもしくはPTによる	
リハビリテーション	中心静脈カテーテル管理	高カロリー輸液の管理	薬剤の静注	
（抗生物質や利尿剤など）	麻薬による疼痛コントロール	終末期の医療的ケア	在宅での看取り	24時間対応	外出の介助	通院の介助	8	18	6	5	6	11	5	8	9	5	8	0	19	7	6	10	6	6	5	5	11	17	3～6歳	在宅人工呼吸器の管理	気管カニューレの交換	気管カニューレの管理	
（日常の交換以外の対応）	気管内吸引	食事介助	経鼻チューブの交換	ストーマの管理	尿道カテーテルの管理	導尿	入浴介助	看護師による	
リハビリテーション	OTもしくはPTによる	
リハビリテーション	中心静脈カテーテル管理	高カロリー輸液の管理	薬剤の静注	
（抗生物質や利尿剤など）	麻薬による疼痛コントロール	終末期の医療的ケア	在宅での看取り	24時間対応	外出の介助	通院の介助	7	15	6	5	6	11	5	8	8	6	7	0	18	7	6	10	6	6	5	5	11	17	7歳～12歳	在宅人工呼吸器の管理	気管カニューレの交換	気管カニューレの管理	
（日常の交換以外の対応）	気管内吸引	食事介助	経鼻チューブの交換	ストーマの管理	尿道カテーテルの管理	導尿	入浴介助	看護師による	
リハビリテーション	OTもしくはPTによる	
リハビリテーション	中心静脈カテーテル管理	高カロリー輸液の管理	薬剤の静注	
（抗生物質や利尿剤など）	麻薬による疼痛コントロール	終末期の医療的ケア	在宅での看取り	24時間対応	外出の介助	通院の介助	8	14	6	5	6	11	5	8	8	5	7	0	18	7	6	10	6	6	5	5	11	17	13～17歳	在宅人工呼吸器の管理	気管カニューレの交換	気管カニューレの管理	
（日常の交換以外の対応）	気管内吸引	食事介助	経鼻チューブの交換	ストーマの管理	尿道カテーテルの管理	導尿	入浴介助	看護師による	
リハビリテーション	OTもしくはPTによる	
リハビリテーション	中心静脈カテーテル管理	高カロリー輸液の管理	薬剤の静注	
（抗生物質や利尿剤など）	麻薬による疼痛コントロール	終末期の医療的ケア	在宅での看取り	24	時間対応	外出の介助	通院の介助	5	12	4	4	5	9	3	5	5	4	6	0	19	6	5	7	5	5	4	4	10	16	18歳以上	在宅人工呼吸器の管理	気管カニューレの交換	気管カニューレの管理	
（日常の交換以外の対応）	気管内吸引	食事介助	経鼻チューブの交換	ストーマの管理	尿道カテーテルの管理	導尿	入浴介助	看護師による	
リハ	ビリテーション	OTもしくはPTによる	
リハビリテーション	中心静脈カテーテル管理	高カロリー輸液の管理	薬剤の静注	
（抗生物質や利尿剤など）	麻薬による疼痛コントロール	終末期の医療的ケア	在宅での看取り	24時間対応	外出の介助	通院の介助	1	6	1	0	1	3	0	0	0	1	2	0	17	1	1	2	1	2	1	1	7	13	

乳児～2歳	在宅人工呼吸器の管理	気管カニューレの交換	気管カニューレの管理	
（日常の交換以外の対応）	気管内吸引	食事介助	経鼻チューブの交換	ストーマの管理	尿道カテーテルの管理	導尿	入浴介助	看護師による	
リハビリテーション	OTもしくはPTによる	
リハビリテーション	中心静脈カテーテル管理	高カロリー輸液の管理	薬剤の静注	
（抗生物質や利尿剤など）	麻薬による疼痛コントロール	終末期の医療的ケア	在宅での看取り	24時間対応	外出の介助	通院の介助	8	7	6	4	3	7	8	10	9	3	8	0	6	7	7	10	16	10	10	6	16	12	3～6歳	在宅人工呼吸器の管理	気管カニューレの交換	気管カニューレの管理	
（日常の交換以外の対応）	気管内吸引	食事介助	経鼻チューブの交換	ストーマの管理	尿道カテーテルの管理	導尿	入浴介助	看護師による	
リハビリテーション	OTもしくはPTによる	
リハビリテーション	中心静脈カテーテル管理	高カロリー輸液の管理	薬剤の静注	
（抗生物質や利尿剤など）	麻薬による疼痛コントロール	終末期の医療的ケア	在宅での看取り	24時間対応	外出の介助	通院の介助	7	8	6	4	3	6	7	8	8	3	7	0	6	7	6	10	16	11	11	6	16	11	7歳～12歳	在宅人工呼吸器の管理	気管カニューレの交換	気管カニューレの管理	
（日常の交換以外の対応）	気管内吸引	食事介助	経鼻チューブの交換	ストーマの管理	尿道カテーテルの管理	導尿	入浴介助	看護師による	
リハビリテーション	OTもしくはPTによる	
リハビリテーション	中心静脈カテーテル管理	高カロリー輸液の管理	薬剤の静注	
（抗生物質や利尿剤など）	麻薬による疼痛コントロール	終末期の医療的ケア	在宅での看取り	24時間対応	外出の介助	通院の介助	7	7	6	3	2	4	6	4	4	0	5	0	7	4	4	8	15	9	10	5	14	10	13～17歳	在宅人工呼吸器の管理	気管カニューレの交換	気管カニューレの管理	
（日常の交換以外の対応）	気管内吸引	食事介助	経鼻チューブの交換	ストーマの管理	尿道カテーテルの管理	導尿	入浴介助	看護師による	
リハビリテーション	OTもしくはPTによる	
リハビリテーション	中心静脈カテーテル管理	高カロリー輸液の管理	薬剤の静注	
（抗生物質や利尿剤など）	麻薬による疼痛コントロール	終末期の医療的ケア	在宅での看取り	24時間	対応	外出の介助	通院の介助	9	9	6	1	2	4	5	4	5	0	5	0	6	3	2	9	14	9	9	5	14	10	18歳以上	在宅人工呼吸器の管理	気管カニューレの交換	気管カニューレの管理	
（日常の交換以外の対応）	気管内吸引	食事介助	経鼻チューブの交換	ストーマの管理	尿道カテーテルの管理	導尿	入浴介助	看護師による	
リハビリ	テーション	OTもしくはPTによる	
リハビリテーション	中心静脈カテーテル管理	高カロリー輸液の管理	薬剤の静注	
（抗生物質や利尿剤など）	麻薬による疼痛コントロール	終末期の医療的ケア	在宅での看取り	24時間対応	外出の介助	通院の介助	6	10	3	0	2	4	2	1	2	2	2	0	5	2	1	5	8	4	4	0	13	10	

診療所

		Ｑ１		1.医療ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する外来診療について、以下の医療行為に対応できますか。 イリョウ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ガイライ シンリョウ イカ イリョウ コウイ タイオウ

				Ｑ1-1										予防接種 ヨボウ セッシュ

				Ｑ1-2										一次診療
（経過観察、栄養観察を含む） イチジ シンリョウ ケイカ カンサツ エイヨウ カンサツ フク

				Ｑ1-3										経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ

				Ｑ1-4										経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ

				Ｑ1-5										中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ

				Ｑ1-6										酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ

				Ｑ1-7										気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ

				Ｑ1-8										人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ

				Ｑ1-9										尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ

				Ｑ1-10										人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ

				Ｑ1-11										褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ

		Ｑ２		2.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する往診及び訪問診療について、以下の医療行為に対応できますか イリョウテキ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ オウシン オヨ ホウモン シンリョウ イカ イリョウ コウイ タイオウ

				Ｑ2-1										予防接種 ヨボウ セッシュ

				Ｑ2-2										一次診療
（経過観察、栄養観察を含む） イチジ シンリョウ ケイカ カンサツ エイヨウ カンサツ フク

				Ｑ2-3										経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ

				Ｑ2-4										経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ

				Ｑ2-5										中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ

				Ｑ2-6										酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ

				Ｑ2-7										気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ

				Ｑ2-8										人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ

				Ｑ2-9										尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ

				Ｑ2-10										人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ

				Ｑ2-11										褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ

		Ｑ3		3.24時間、重症心身障害児（18歳未満）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイジ サイ ミマン イリョウ タイオウ

				Ｑ3-1										できる

				Ｑ3-2										できない

				Ｑ3-3										要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン

		Ｑ4		4.24時間、重症心身障害者（18歳以上）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイシャ サイ イジョウ イリョウ タイオウ

				Ｑ4-1										できる

				Ｑ4-2										できない

				Ｑ4-3										要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン

		Ｑ5		5.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する訪問リハビリてーションを提供していますか イリョウテキ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ホウモン テイキョウ

				Ｑ5-1										提供している テイキョウ

				Ｑ5-2										提供していない テイキョウ

				Ｑ5-3										提供していないが対応は可能 テイキョウ タイオウ カノウ

				Ｑ5-4										要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン

		Ｑ6		6.重症心身障害児（者）在宅医療に対応できるようになるための条件はなんですか ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ ザイタク イリョウ タイオウ ジョウケン

				Ｑ6-1										診療報酬の点数が増えること シンリョウ ホウシュウ テンスウ フ

				Ｑ6-2										訪問看護尾の連携 ホウモン カンゴ オ レンケイ

				Ｑ6-3										病院との連携 ビョウイン レンケイ

				Ｑ6-4										在宅療養支援診療所と小児科医とのグループ診療 ザイタク リョウヨウ シエン シンリョウジョ ショウニ カ イ シンリョウ

				Ｑ6-5										在宅療養支援診療所に助言や相談を求めることができること ザイタク リョウヨウ シエン シンリョウジョ ジョゲン ソウダン モト

				Ｑ6-6										小児科医に助言や相談を求めることができること ショウニ カ イ ジョゲン ソウダン モト

				Ｑ6-7										経験のある医師がいること ケイケン イシ

				Ｑ6-8										研修などの自己のスキルアップ ケンシュウ ジコ

				Ｑ6-9										その他 タ

		Ｑ7		7.重症心身障害児（者）の方に対する医療、在宅生活等についてお気づきのことなど、ご自由にお書きください ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ カタ タイ イリョウ ザイタク セイカツ ナド キ ジユウ カ



		承諾可否 ショウダク カヒ		診療所名 シンリョウジョ メイ		電話番号 デンワ バンゴウ		郵便番号 ユウビンバンゴウ		所在地 ショザイチ		電話番号 デンワ バンゴウ		Ｑ１　1.医療ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する外来診療について、以下の医療行為に対応できますか。																								Ｑ２　2.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する往診及び訪問診療について、以下の医療行為に対応できますか																						Ｑ3		Ｑ4		Ｑ5		Ｑ6　6.重症心身障害児（者）在宅医療に対応できるようになるための条件はなんですか																		Ｑ7重症心身障害児（者）の方に対する医療、在宅生活等についてお気づきのことなど、ご自由にお書きください
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		否 ヒ		不明 フメイ						不明 フメイ		不明 フメイ		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		7		0		0

		否 ヒ		不明 フメイ						不明 フメイ		不明 フメイ		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		1		1		0		0		0		1		0

		否 ヒ		不明 フメイ						不明 フメイ		不明 フメイ		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		不明 フメイ						不明 フメイ		不明 フメイ		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		0

		否 ヒ		不明 フメイ						不明 フメイ		不明 フメイ		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		否 ヒ		不明 フメイ						不明 フメイ		不明 フメイ		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		0		1		0

		否 ヒ		不明 フメイ						不明 フメイ		不明 フメイ		1		1		2		2		2		2		2		2		1		2		1				1		1		2		2		2		2		2		2		1		2		1		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		その他：各種の健康的処置の管理ができるかどうか。その訓練を受けているかどうかです。 タ カクシュ ケンコウテキ ショチ カンリ クンレン ウ

		否 ヒ		不明 フメイ						不明 フメイ		不明 フメイ		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		0		0		1		0		0

		否 ヒ		不明 フメイ						不明 フメイ		不明 フメイ		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		その他:スタッフ不足（医師、看護師、介助者）スペース不足 タ フソク イシ カンゴシ カイジョシャ フソク

		否 ヒ		宇都宮市保健所 ウツノミヤシ ホケンジョ				321-0974		宇都宮市竹林町972				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		その他：保健所は直接的な医療サービスを行っていないことから、今後も対応は行わない タ ホケンジョ チョクセツ テキ イリョウ オコナ コンゴ タイオウ オコナ

		承諾 ショウダク		深谷医院 フカヤ イイン		0285-75-0007 		321-4502		真岡市物井1268-7				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		1				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		1		2		2		2		0		0		1		1		0		0		0		0		0

		否 ヒ		こどもクリニックしまむら				326-0822		足利市田中町908-4				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		かしま産婦人科 サンフジンカ		0284-65-0341		326-0844		足利市鹿島町501-1				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		婦人科疾患（不正性器出血/帯下/外陰掻痒等）については外来対応させて頂いております フジンカ シッカン フセイ セイキ シュッケツ タイゲ ガイイン カ カユ ナド ガイライ タイオウ イタダ

		否 ヒ		医療法人雄仁会　奥山医院 イリョウ ホウジン ユウジン カイ オクヤマ イイン				322-0065		鹿沼市上材木町2320				1		3		3		3		3		3		1		3		3		2		2				1		3		2		3		2		3		1		3		3		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		1		1		0		0

		否 ヒ		水沼医院 ミズヌマ イイン				321-0628		那須烏山市金井1-14-8				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		3				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		飯野医院				321-4539		真岡市長沼730-1				3		2		2		2		2		3		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		おおきこどもクリニック		0285-41-0025 		329-0207		小山市美しが丘3-35-3				1		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		宇都宮市子ども発達センター診療所 ウツノミヤシ コ ハッタツ シンリョウジョ		028-647-4720		320-0851		栃木県宇都宮市鶴田町970-1				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		その他：子ども発達センター内の療育を利用する児の診療所であるため タ コ ハッタツ ナイ リョウイク リヨウ ジ シンリョウジョ

		承諾 ショウダク		中川医院 ナカガワ イイン		0287-62-0040		325-0057		那須塩原市黒磯幸町6-27				3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		1		0		1		0

		否 ヒ		ももやこどもクリニック				321-0118		宇都宮市インターパーク3-6-1				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		1		0		0		0		0		0

		否 ヒ		阿久津医院 アクツ イイン				329-1226		高根沢町大谷176-1 タカネザワマチ オオタニ				1		1		2		2		2		3		2		2		3		3		3				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		1		0		0		0		1		0		0

		否 ヒ		伊保内診療所 イホ ナイ シンリョウジョ				327-0034		佐野市伊保内町3841-1				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		1		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		にじいろこども診療所 シンリョウジョ		0285-44-7716		329-0414		下野市小金井4-1-1				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		0		1		1		0

		否 ヒ		戸野塚内科医院 トノヅカ ナイカ イイン				323-0064		小山市下石塚471				3		3		3		3		3		1		1		1		1		3		1				3		3		3		3		3		1		1		1		1		3		1		3		3		4		0		0		1		0		0		1		1		1		0

		否 ヒ		賀川診療所 カガワ シンリョウジョ				326-0843		足利市五十部町1785				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		1		0		1		0		0

		承諾 ショウダク		豊郷台クリニック ユタカ ゴウ ダイ		028-643-8998		320-0003		宇都宮市豊郷台2-21-3		028-643-8998（FAX8999）		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1				1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		2		0		1		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		いとうこどもクリニック		0289-63-5566		322-0025		鹿沼市緑町2-2-29				1		1		3		3		2		2		3		2		2		3		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		0		0		1		1		0

		承諾 ショウダク		清原台こどもクリニック キヨハラ ダイ		028-305-6017		321-3223		宇都宮市清原台2-4-14				1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		その他：医師、看護師の増員 タ イシ カンゴシ ゾウイン

		否 ヒ		阿部医院				324-0032		大田原市佐久山2018 オオタワラシ サクヤマ		0287-28-0053（FAX0287-28-2112）		1		1		2		2		2		2		1		2		1		2		1				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		4		0		1		1		0		1		0		0		1		0

		否 ヒ		中元内科医院 ナカモト ナイカ イイン				328-0027		栃木市今泉町2-10-18				1		3		2		2		2		3		2		2		3		2		3				3		3		2		2		2		3		2		2		3		2		3		2		2		2		0		0		1		0		1		0		0		1		0		①重症心身障害者の重症度の程度問題　②家庭の受け入れ問題、経済的負担 ジュウショウ シンシン ショウガイシャ ジュウショウ ド テイド モンダイ カテイ ウ イ モンダイ ケイザイテキ フタン

		否 ヒ		布川小児科 フカワ ショウニ カ				322-0036		鹿沼市下田町2-1099				1		1		3		3		2		3		2		2		2		3		3				1		1		3		3		2		3		2		2		2		2		3		2		2		2		0		1		1		1		0		0		1		1		0

		否 ヒ		ちづかクリニック				328-0133		栃木市大森町445-4		0282-31-3750		3		3		3		3		2		3		2		2		2		2		3				3		3		3		3		2		3		2		2		2		2		3		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		多島医院 タジマ イイン				321-1524		日光市足尾町赤沢21-28				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		否 ヒ		篠崎内科クリニック シノザキ ナイカ				321-3223		宇都宮市清原台6-1-13				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		否 ヒ		和久医院 ワク イイン				321-3324		芳賀町西水沼119-1				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		否 ヒ		近藤クリニック コンドウ				321-0634		那須烏山市野上町637-2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		0		0		0		0		1		0		0

		否 ヒ		高根沢内科クリニック タカネザワ ナイカ				321-4305		真岡市荒町2-11-1				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		岡田こどもクリニック オカダ				327-0832		佐野市植上町1408-2				1		3		3		3		3		2		3		2		3		3		3				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		0		0		0		0		0		往診医療ができたらと考えていた時もありましたが、現在は物理的に困難で申し訳ありません
重心のお子さんの通院所と個別の相談で応じる可能性はあります オウシン イリョウ カンガ トキ ゲンザイ ブツリテキ コンナン モウ ワケ ジュウシン コ ツウイン ジョ コベツ ソウダン オウ カノウセイ

		否 ヒ		真岡メディカルクリニック モオカ				321-4305		真岡市荒町3-49-6				3		3		3		3		3		3		3		3				3		3				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		0		0		0		1		1		0

		否 ヒ		いしだ整形外科 セイケイ ゲカ				321-0912		宇都宮市石井町3236-1				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		山中クリニック ヤマナカ				327-0835		佐野市植下町2468				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		1		1		0		0		1		0		0

		否 ヒ		医療法人　寿幸会　吉野医院 イリョウ ホウジン コトブキ サチ カイ ヨシノ イイン				320-0014		宇都宮市大曽4-9-11				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		1		1		0		0		1		0		0

		否 ヒ		柳田産婦人科・小児科医院 ヤナギダ サンフジンカ ショウニカ イイン				321-4361		真岡市並木町4-5-3				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		0

		否 ヒ		石田消化器科・内科クリニック イシダ ショウカキ カ ナイカ				321-0216		壬生町壬生丁259-7				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		1		0		0		0		0		0

		否 ヒ		赤羽胃腸科・外科・肛門科医院 アカバネ イチョウカ ゲカ コウモンカ イイン				324-0052		大田原市城山2-5-29				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		医療法人　文仁会　扶桑医院 イリョウ ホウジン ブン ジン カイ フソウ イイン				323-0016		小山市扶桑1-2-1				1		3		3		3		2		2		3		2		3		3		3				3		3		3		2		2		2		3		2		3		2		3		2		2		2		0		0		1		1		0		0		1		1		0

		否 ヒ		馬場医院 ババ イイン				327-0043		佐野市君田町35				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		否 ヒ		井戸川クリニック イドガワ				326-0331		足利市福富町2096-1				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		0		0		1		0		0		0

		否 ヒ		鎌田浅香医院 カマタ アサカ イイン				324-0043		大田原市浅香3-3-9				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		0		1		0		0		0		0		0		0		高額医療はひかえています。悪質ととらえられますので!! コウガク イリョウ アクシツ

		否 ヒ		山門クリニック ヤマカド				328-0031		栃木市日の出町6-35				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		0		0		0		1		0

		否 ヒ		新村ファミリークリニック ニイムラ				328-0011		栃木市大宮町2120-11				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		宇都宮東部クリニック ウツノミヤ トウブ				321-3223		宇都宮市清原台5-14-19				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1

		否 ヒ		車田医院 クルマダ イイン				324-0242		大田原市大豆田457-24				3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3				3		3		3		3		3		0		2		2		3		3		3		2		2		2		0		0		1		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		にがみどう内科クリニック ナイカ				322-0003		鹿沼市仁神堂町351-26				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		松谷内科胃腸科クリニック マツヤ ナイカ イチョウカ				321-3304		芳賀町祖母井1708-17				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		1		0		0

		否 ヒ		まなか医院 イイン				329-1225		高根沢町石末２０９３－１０				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		植木医院 ウエキ イイン				329-2224		塩谷町金枝950				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		1		2		2		2		2		3		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		0		0		0		0		0

		否 ヒ		大岡医院 オオオカ イイン				320-0047		宇都宮市一の沢274-7				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		川野クリニック カワノ				329-1112		宇都宮市上田原町660-6				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		0		1		0

		否 ヒ		陣内医院 ジンナイ イイン				321-0225		壬生町本丸1-7-10		0282-82-0242		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		1		0

		否 ヒ		船越医院 フナコシ イイン				328-0111		栃木市都賀町家中5986-6				1		1		2		2		2		2		2		2		3		2		3				1		1		2		2		2		2		2		2		3		2		3		2		2		2		0		1		1		0		1		1		0		1		0

		否 ヒ		林クリニック ハヤシ				321-0158		宇都宮市西川田本町1-8-29				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		0		0		0		0		0

		否 ヒ		河島医院 カワシマ イイン				329-3436		那須郡那須町伊王野1503				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		松本内科医院 マツモト ナイカ イイン				321-0226		壬生町中央町6-37				3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		否 ヒ		佐藤医院 サトウ イイン				329-2728		栃木県那須塩原市西栄町7-16 ３２９－２７２８		0287-36-0147		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1

		否 ヒ		渡部医院 ワタナベ イイン				329-3153		那須塩原市大原間140-1 ナスシオバラ シ オオハラマ				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		宇都宮市保健センター ウツノミヤシ ホケン				321-0964		宇都宮市駅前通り1-4-6				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		0

		否 ヒ		川村医院 カワムラ イイン				321-2522		日光市鬼怒川温泉大原1396-20				1		1		3		1		3		1		3		2		3		3		3				3		3		3		3		3		3		2		2		3		3		3		2		2		2		0		0		1		0		0		1		1		0		0

		否 ヒ		ほうずみ整形外科内科小児科医院				320-0047		宇都宮市一の沢2-1-43				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		小島内科医院 コジマ ナイカ イイン				321-0168		宇都宮市東原町5-3				3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		1		0		0		0		0

		否 ヒ		那須高原クリニック ナス コウゲン				329-3131		那須塩原市唐杉31-2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		サンフラワークリニック				323-0808		小山市出井1936				3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		昌平町こどもクリニック ショウヘイ マチ				326-0813		足利市昌平町2368				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		①中心となる施設へ患者が訪問するように、移動手段・補助（人、お金）を考えるべき。どうしても動けない、動かせない人のみ専門職（医者以外）が訪問しIT技術等で必要に応じてセンター施設のスペシャリストと連絡し治療（入院‥）の判断をし実行する。
②既存の人・技術・施設を日曜大工的発想で組み合わせて、システムを構築することには賛成できない。現状をどうにかするための方策でなく、医療の公正（正義）を行うためにどうすべきかを考えるべきだと思う チュウシン シセツ カンジャ ホウモン イドウ シュダン ホジョ ヒト カネ カンガ ウゴ ウゴ ヒト センモン ショク イシャ イガイ ホウモン ギジュツナド ヒツヨウ オウ シセツ レンラク チリョウ ニュウイン ハンダン ジッコウ キゾン ヒト ギジュツ シセツ ニチヨウ ダイク テキ ハッソウ ク ア コウチク サンセイ ゲンジョウ ホウサク イリョウ コウセイ セイギ オコナ カンガ オモ

		否 ヒ		赤田診療所 アカダ シンリョウジョ				329-2743		那須塩原市南赤田321-1192				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		手塚内科 テヅカ ナイカ				321-0966		宇都宮市今泉3-12-12				3		3		2		2		2		2		2		2		1		3		3				3		3		2		2		2		2		2		2		3		3		3		2		2		2		0		1		1		0		1		0		1		0		0		今まで具体的な症例に会っていません イマ グタイテキ ショウレイ ア

		否 ヒ		板橋医院 イタバシ イイン				327-0803		佐野市犬伏新町1308-2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		1		1		0

		否 ヒ		倉増医院 クラ マ イイン				320-0856		宇都宮市砥上町675-1				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		その他：人材の確保 タ ジンザイ カクホ

		否 ヒ		もてぎの森メディカルプラザ				321-3541		茂木町烏生田下郷330				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		宮澤クリニック ミヤザワ				329-0412		下野市柴291-2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		金澤医院 カナザワ イイン				325-0052		那須塩原市中央町1-8				1		1		2		2		2		1		2		2		2		2		2				1		1		2		2		2		1		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		つるたfamilyクリニック				320-0857		宇都宮市鶴田1-17-23				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		フォレストサイドクリニック				321-0152		宇都宮市西川田6-6-17		028-684-2775		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		今野内科胃腸科医院 コンノ ナイカ イチョウカ イイン				321-0151		宇都宮市西川田町933-1		028-645-6121		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		1		1		1		0

		否 ヒ		小島原医院 コジマ ハラ イイン				329-1104		宇都宮市下岡本町4075				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		1		0

		否 ヒ		永田内科眼科医院 ナガタ ナイカ ガンカイ イン				321-0982		宇都宮市御幸ヶ原町136-9		028-662-6774		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		1		0

		否 ヒ		大栗医院 オオクリ イイン				320-0034		宇都宮市泉町1-27				3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1

		否 ヒ		星小児科医院 ホシ ショウニカ イイン				321-0346		宇都宮市下荒針町3588-2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		金子内科医院 カネコ ナイカ イイン				320-0032		宇都宮市昭和1-1-31				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		否 ヒ		石川医院 イシカワ イイン				322-0015		栃木県鹿沼市上石川1-319 ３２２－００１５		0289-76-3145		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		当方では特別養護老人ホームの嘱託医を兼ねておりますため、24時間体制での診察となっております。今回のアンケートに対しましては、オーバーワークにつき協力いたしかねます。 トウホウ トクベツ ヨウゴ ロウジン ショクタクイ カ ジカン タイセイ シンサツ コンカイ タイ キョウリョク

		否 ヒ		しみずファミリークリニック				321-0951		宇都宮市越戸3-15-27				1		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		0		0		0		0		0

		否 ヒ		岡医院 オカ イイン				321-1403		日光市下鉢石町997-1				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		1		1		0		そもそも開業の小児科医が少ないうえに、在宅医療をやっている小児科はほとんどいないのが現状。以前、在宅の重症心身障害児の訪問診療を頼まれて行ったことがあるが、大人の訪問診療と勝手が違う為、内科医にはハードルが高いと感じた。是非、近くの小児科の先生に少しでも取り組んでもらうしかないかと思います。 カイギョウ ショウニ カ イ スク ザイタク イリョウ ショウニカ ゲンジョウ イゼン ザイタク ジュウショウ シンシン ショウガイジ ホウモン シンリョウ タノ オコナ オトナ ホウモン シンリョウ カッテ チガ タメ ナイカ イ タカ カン ゼヒ チカ ショウニカ センセイ スコ ト ク オモ

		否 ヒ		風見診療所 カザミ シンリョウジョ				329-2335		塩谷町上平27				3		3		1		3		2		3		3		2		1		3		3				3		1		1		3		2		2		3		3		2		1		3		3		2		2		0		1		1		0		1		0		1		1		0

		否 ヒ		土谷医院 ツチヤ イイン				321-0136		宇都宮市みどり野町14-3				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		1		0

		否 ヒ		遠藤小児科 エンドウ ショウニカ				321-0982		宇都宮市御幸ヶ原町224-10				1		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		1		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		油布医院 ユフ イイン				321-0414		宇都宮市中里町175-8				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		1		0

		承諾 ショウダク		さいとう小児科 ショウニカ		0282-22-0757 		328-0015		栃木市万町30番16号		0282-22-0757		1		1		3		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		1		0

		承諾 ショウダク		冨塚メデｲカルクリニック		028-666-2555		321-2116		宇都宮市徳次郎町888				1		1		2		2		2		2		2		2		1		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0		なるべく協力したいが、現在当院副院長が体調悪く、休養中のため困難となっています。 キョウリョク ゲンザイ トウイン フクインチョウ タイチョウ ワル キュウヨウチュウ コンナン

		承諾 ショウダク		山浦内科医院		0284-21-6653 		326-0843		足利市五十部町1256-5				1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3				1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		4		1		1		1		0		0		0		1		0		0

		承諾 ショウダク		小倉医院		0282-82-0057		321-0227		壬生町通町10-5				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		承諾 ショウダク		飯岡小児科		0289-65-3257		322-0074		鹿沼市日吉町569-2				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		3				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		3		2		2		2		0		0		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		角田内科医院		0285-53-5665 		329-0511		下野市石橋549				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		1		1		1		1		1		0		0

		承諾 ショウダク		おかべこどもクリニック		0285-40-7300 		329-0433		下野市緑5-17-12				3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		くろばね齋藤醫院		0287-54-0031		324-0233		大田原市黒羽田町612				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		1		0

		承諾 ショウダク		立花医院		0287-72-0311		325-0003		那須郡那須町寺子乙3967-190				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		その他：スタッフの充実　　1～9すべて当てはまります タ ジュウジツ ア

		承諾 ショウダク		さいとうハート＆キッズクリニック		0287-53-7979		324-0043		大田原市浅香1-4-3				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		1		0

		承諾 ショウダク		小山すぎの木クリニック		0285-30-3456		323-0806		小山市中久喜1131-1				1		1		1		1		1		1		2		2		2		1		1				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		4		1		1		0		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		有村小児科医院		028-656-7207		321-0912		宇都宮市石井町3128-11		028-656-7207		1		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		1		0		1		1		0		無床の診療所の小児科医としては、急性疾患（特に感染症が多く）への対応が中心です。時間に追われています。予防接種については、時間枠をとって対応できます。一次診療についても、訪問看護との連携等があれば対応可能な場合があります。（例えば点滴投薬等）現時点では往診は無理ですが。 ムショウ シンリョウジョ ショウニ カ イ キュウセイ シッカン トク カンセンショウ オオ タイオウ チュウシン ジカン オ ヨボウ セッシュ ジカンワク タイオウ イチジ シンリョウ ホウモン カンゴ レンケイ トウ タイオウ カノウ バアイ タト テンテキ トウヤク ナド ゲンジテン オウシン ムリ

		承諾 ショウダク		吉永医院		0285-63-2303		321-3564		茂木町増井190-1				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		1		1		0		0		0

		承諾 ショウダク		あさかクリニック		0287-22-2601		324-0043		大田原市浅香3-3711				1		1		2		2		2		2		1		1		2		2		2				1		1		2		2		2		2		1		1		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		坪水医院		0283-62-0265		327-0312		佐野市栃本町2241				1		1		3		3		3		3		3		3		1		3		3				1		1		3		3		3		3		3		3		1		3		3		3		3		3		0		1		1		0		0		0		0		1		0		若い頃、町田市にある重度心身障害者の施設にボランティアで行き、足で書いたお手紙をもらって感動しました。何かのお役にたてればと思いますが、現在実態がよく分かりません。 ワカ コロ マチダシ ジュウド シンシン ショウガイシャ シセツ イ アシ カ テガミ カンドウ ナニ ヤク オモ ゲンザイ ジッタイ ワ

		承諾 ショウダク		こどもヶ丘診療所		028-615-1077		321-0151		宇都宮市西川田町183-21				1		1		3		3		3		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		1		0		1		1		0

		承諾 ショウダク		竹田内科小児科クリニック		0282-29-1233		328-0011		栃木市大宮町52番地		0282-29-1233		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		0		1		1		1		0		0		1		0

		承諾 ショウダク		すながクリニック		0284-44-7211		326-0015		足利市八椚町494-1　				1		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		1		1		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		片山医院		028-661-9764		321-0944		宇都宮市東峰町3008-21				1		1		2		2		2		1		2		2		2		2		2				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		4		0		1		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		稲毛クリニック		0283-25-2566		327-0103		佐野市石塚町893-1				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		1		1		1		1		1		その他：当クリニックでは勤務医での診療のみを行っており、重症心身障害児に対応できるシステムはととのっておらず、申し訳ありません。 タ トウ キンムイ シンリョウ オコナ ジュウショウ シンシン ショウガイジ タイオウ モウ ワケ

		承諾 ショウダク		小川こどもクリニック		0289-74-5421		322-0027		鹿沼市貝島町5006-2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		くさの小児科		0284-73-7000		326-0335		足利市上渋垂町338-3				3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		みやの杜クリニック　		028-683-7811		321-0904		宇都宮市陽東2-4-5				1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1				3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		1		0		0		1		0		0		1		0		0		0		Q2訪問診療のみ対応可 ホウモン シンリョウ タイオウ カ

		承諾 ショウダク		にいたに内科　		028-675-6515		329-1231		塩谷郡高根沢町宝石台 3-3-19				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1

		承諾 ショウダク		よこやま内科小児科クリニック		0282-24-8102		328-0075		栃木市箱森町38-70				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		さいとうクリニック		0287-39-1805		329-2724		那須塩原市西幸町7-13				1		1		3		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		0		0		0		0		1		その他：現在の診療所での診療との兼ね合いが困難であり、複数の医師や看護師が必要 タ ゲンザイ シンリョウジョ シンリョウ カ ア コンナン フクスウ イシ カンゴシ ヒツヨウ

		承諾 ショウダク		桜井消化器科・内科		028-643-0870		320-0073		宇都宮市細谷1-7-38				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		承諾 ショウダク		佐藤医院		0287-96-2841		324-0501		那須郡那珂川町小川2960-1				1		1		3		3		2		3		3		2		1		1		1				1		1		3		3		2		3		3		2		1		1		1		3		3		4		0		1		1		1		0		1		0		0		0

		承諾 ショウダク		大根田内科医院		028-624-6322		320-0072		宇都宮市若草3-4-22				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		0		0		0		0		0		0		0		当方の医師が高齢であり、しかもスタッフがそろっていないので在宅医療は無理なので、ましてや重症心身障害者においておやです。 トウホウ イシ コウレイ ザイタク イリョウ ムリ ジュウショウ シンシン ショウガイシャ

		承諾 ショウダク		医療法人　赤羽病院		028-661-5446		321-0904		宇都宮市陽東7-2-2				1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3				3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		2		2		2		0		1		1		1		0		0		1		0		0

		承諾 ショウダク		田井の里クリニック		0285-81-6502		321-4301		真岡市西田井内外748-2				1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2				3		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		みずぬまクリニック		0287-39-1581		329-2751		那須塩原市東三島2-80-6				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		その他：在宅医療をやっていないので現状は無理である タ ザイタク イリョウ ゲンジョウ ムリ

		承諾 ショウダク		キッズクリニックはせがわ		0283-27-0200		327-0843		佐野市堀米町3946-6				1		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		その他：時間的余裕 タ ジカンテキ ヨユウ

		承諾 ショウダク		小森谷内科医院		0282-43-7327		329-4404		栃木市大平町富田4003-8				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		熊倉医院		0282-55-8425		329-4316		下都賀郡岩舟町新里180-1				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		いちはらファミリークリニック		028-612-8350		321-0414		宇都宮市中里町322				3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3				3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		1		2		0		1		1		1		0		1		0		1		0

		承諾 ショウダク		かとう小児科 ショウニカ		0282-82-7576		321-0218		壬生町落合3-7-30		 		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		福田こどもクリニック		028-659-8850		320-0852		栃木県宇都宮市下砥上町1545-20				1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3				1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		2		2		2		0		1		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		てらもと小児科		028-650-6636		321-0975		宇都宮市関堀町971-6				1		1		3		2		2		3		3		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		0		小児科医としてはもっと積極的に協力しなければいけないと思いますが、現在の我診療所の状態では不可能なことが多く残念です。 ショウニ カ イ セッキョクテキ キョウリョク オモ ゲンザイ ワガ シンリョウジョ ジョウタイ フカノウ オオ ザンネン

		承諾 ショウダク		木村内科医院		0288-22-7880		321-1264		日光市瀬尾497-1				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		承諾 ショウダク		こばやしファミリークリニック		0283-85-9900		327-0311		佐野市多田町566				1		1		1		1		3		1		1		2		1		1		1				1		1		1		1		3		1		1		3		1		1		1		3		3		2		0		1		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		あいファミリィクリニック足利 アシカガ		0284-22-3788		329-4213		足利市寺岡町505-1				1		1		1		1		1		1		1		3		1		1		1				1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		1		0		1		0		0		0		0		1		0

		承諾 ショウダク		腰塚医院		0282-62-2072		323-1104		栃木市藤岡町藤岡1845-10				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		1		1		1		1		0

		承諾 ショウダク		桜井こどもクリニック		0282-24-5987		328-0034		栃木市本町16-9				1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		承諾 ショウダク		神鳥谷クリニック		0285-22-7700		323-0827		小山市神鳥谷1-19-1		 		2		2		2		2		2		2		2		2		1		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		持田医院		0282-67-3661		329-0319		栃木市藤岡町中根115-5				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		4		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		田村医院		0282-43-3368		329-4423		栃木市大平町西水代1835-1				1		1		1		1		1		1		1		2		1		1		1				1		1		1		1		1		1		1		2		1		1		1		3		1		4		1		1		1		1		1		1		1		1		0		Q5.訪問看護、訪問リハビリテーションを利用 ホウモン カンゴ ホウモン リヨウ

		承諾 ショウダク		大橋内科クリニック		0282-82-8522		321-0219		壬生町福和田1003-1				1		1		2		2		2		3		2		2		2		2		3				1		1		2		2		2		3		2		2		2		2		3		3		3		2		0		1		1		0		0		0		0		1		0

		承諾 ショウダク		てらだファミリークリニック		028-654-2188		321-0132		宇都宮市雀の宮5-5-1				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		1		1		1		1		0

		承諾 ショウダク		あおい内科小児科ｸﾘﾆｯｸ		028-663-6000		321-0973		宇都宮市岩曽町1086-1				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		1		1		1		その他：往診時間の確保ができること タ オウシン ジカン カクホ

		承諾 ショウダク		飯塚医院		0287-92-2034		324-0613		那須郡那珂川町馬頭484-3				1		1		2		2		2		2		2		2		1		2		1				1		1		2		2		2		2		2		2		1		2		1		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		0

		承諾 ショウダク		やの小児科医院		0285-56-0280		329-0611		河内郡上三川町上三川3446-3				1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3				1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		2		2		2		0		1		1		1		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		仲嶋医院		028-681-7755		329-1311		さくら市氏家3245-17				3		3		3		3		2		3		3		3		3		2		3				3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		2		3		2		1		1		1		1		1		1		1		0		0		成人（18才以上）を対象に回答しました セイジン サイ イジョウ タイショウ カイトウ

		承諾 ショウダク		小林診療所		0285-82-3873		321-4369		真岡市熊倉3-10-7				1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		1				1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		1		2		2		2		0		1		0		0		0		1		0		0		0

		承諾 ショウダク		西真岡こどもクリニック		0285-81-7900		321-4341		真岡市高勢町3-205-1				1		1		1		3		1		1		1		1		1		3		3				1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		その他：現在おこなっています タ ゲンザイ

		承諾 ショウダク		鈴木医院		0285-72-2032		321-4217		益子町益子1747-2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		承諾 ショウダク		緑の屋根診療所		0283-20-2577		327-0843		佐野市堀米町1348-5				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		0		0		1		0		1		0		1		0		0		地域の社会資源が少ない。マンパワー不足 チイキ シャカイ シゲン スク ブソク

		承諾 ショウダク		ひがのクリニック		0285-74-0051 		321-4521		真岡市久下田941-1				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		豊郷中央渡辺内科　		028-622-8900		320-0004		宇都宮市長岡町1217-5				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		1				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		1		0		0

		承諾 ショウダク		きくちクリニック		028-683-3387		321-0903		宇都宮市下平出町614-2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		0		0

		承諾 ショウダク		サンレディースクリニック		0282-24-3541		328-0024		栃木市樋ノ口町504-1				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		医療法人　亀田内科		028-633-2884		320-0812		宇都宮市一番町1-28				1		1		1		2		2		1		2		2		2		2		1				1		1		1		2		2		1		2		2		2		2		1		3		3		3		0		0		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		越戸クリニック		028-660-6190		321-0951		宇都宮市越戸町139-6				1		1		2		2		2		3		2		2		2		2		3				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		佐藤内科		0285-53-1305		329-0511		下野市石橋839-14				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		承諾 ショウダク		グリムこどもクリニック		0285-51-1515		329-0502		下野市下古山2-6-17				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		事前連絡の上での一次診療、予防接種ですので、申し訳ありません。 ジゼン レンラク ウエ イチジ シンリョウ ヨボウ セッシュ モウ ワケ

		承諾 ショウダク		吉原医院		0288-21-0161		321-1261		日光市今市826-4				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		1		1		1		その他：設備 タ セツビ

		承諾 ショウダク		梅園医院		028-633-2869		320-0035		宇都宮市伝馬町3-28				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		1		0		0

		承諾 ショウダク		森田医院		028-633-1573		320-0861		宇都宮市西3-5-8				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		鈴木内科クリニック		028-655-1229		321-0139		宇都宮市若松原2-4-19				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		その他：24時間対応が必要となると考えますが、当院診療時間内の往診は難しいと考えます。 タ ジカン タイオウ ヒツヨウ カンガ トウイン シンリョウ ジカン ナイ オウシン ムズカ カンガ

		承諾 ショウダク		小松医院		0289-60-5515		322-0064		鹿沼市文化橋町2300-1				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		1		0		0		1		0



														1.医療ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する外来診療について、以下の医療行為に対応できますか。 イリョウ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ガイライ シンリョウ イカ イリョウ コウイ タイオウ																								2.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する往診及び訪問診療について、以下の医療行為に対応できますか イリョウテキ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ オウシン オヨ ホウモン シンリョウ イカ イリョウ コウイ タイオウ

														予防接種 ヨボウ セッシュ		一次診療
（経過観察、栄養観察を含む） イチジ シンリョウ ケイカ カンサツ エイヨウ カンサツ フク		経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ		経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ		中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ		酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ		気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ		人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ		尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ		人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ		褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ				予防接種 ヨボウ セッシュ		一次診療
（経過観察、栄養観察を含む） イチジ シンリョウ ケイカ カンサツ エイヨウ カンサツ フク		経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ		経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ		中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ		酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ		気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ		人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ		尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ		人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ		褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ

										1		できる		83		57		12		9		7		13		11		6		17		8		16		できる		39		29		8		6		5		9		9		6		10		7		12

										2		できない		55		80		127		134		142		130		136		146		131		137		124		できない		102		115		141		143		148		140		144		148		140		145		134

										3		要相談 ヨウ ソウダン		27		28		26		22		16		22		18		13		16		20		25		要相談 ヨウ ソウダン		24		21		16		16		12		15		12		11		15		13		19

																																																														0

														3.24時間、重症心身障害児（18歳未満）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイジ サイ ミマン イリョウ タイオウ

										1		できる		1

										2		できない		150

										3		要相談 ヨウ ソウダン		14

														4.24時間、重症心身障害者（18歳以上）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイシャ サイ イジョウ イリョウ タイオウ

										1		できる		3

										2		できない		150

										3		要相談 ヨウ ソウダン		12

														5.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する訪問リハビリてーションを提供していますか イリョウテキ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ホウモン テイキョウ

										1		提供している テイキョウ		1

										2		提供していない テイキョウ		152

										3		提供していないが対応は可能 テイキョウ タイオウ カノウ		4

										4		要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン		8

														6.重症心身障害児（者）在宅医療に対応できるようになるための条件はなんですか

										1		診療報酬の点数が増えること シンリョウ ホウシュウ テンスウ フ		24

										2		訪問看護尾の連携 ホウモン カンゴ オ レンケイ		73

										3		病院との連携 ビョウイン レンケイ		90

										4		在宅療養支援診療所と小児科医とのグループ診療 ザイタク リョウヨウ シエン シンリョウジョ ショウニ カ イ シンリョウ		43

										5		在宅療養支援診療所に助言や相談を求めることができること ザイタク リョウヨウ シエン シンリョウジョ ジョゲン ソウダン モト		28

										6		小児科医に助言や相談を求めることができること ショウニ カ イ ジョゲン ソウダン モト		26

										7		経験のある医師がいること ケイケン イシ		62

										8		研修などの自己のスキルアップ ケンシュウ ジコ		47

										9		その他 タ		21



できる	予防接種	一次診療	
（経過観察、栄養観察を含む）	経鼻経管栄養の管理	経皮経管栄養の管理	
（胃ろう）	中心静脈栄養の管理	酸素療法の管理	気管切開の管理	人工呼吸器の管理	尿道留置カテーテル	
の管理	人工肛門の管理	褥瘡の管理	83	57	12	9	7	13	11	6	17	8	16	できない	予防接種	一次診療	
（経過観察、栄養観察を含む）	経鼻経管栄養の管理	経皮経管栄養の管理	
（胃ろう）	中心静脈栄養の管理	酸素療法の管理	気管切開の管理	人工呼吸器の管理	尿道留置カテーテル	
の管理	人工肛門の管理	褥瘡の管理	55	80	127	134	142	130	136	146	131	137	124	要相談	予防接種	一次診療	
（経過観察、栄養観察を含む）	経鼻経管栄養の管理	経皮経管栄養の管理	
（胃ろう）	中心静脈栄養の管理	酸素療法の管理	気管切開の管理	人工呼吸器の管理	尿道留置カテーテル	
の管理	人工肛門の管理	褥瘡の管理	27	28	26	22	16	22	18	13	16	20	25	3.24時間、重症心身障害児（18歳未満）の医療に対応ができますか	できる	できない	要相談	1	150	14	4.24時間、重症心身障害者（18歳以上）の医療に対応ができますか	できる	できない	要相談	3	150	12	5.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する訪問リハビリてーションを提供していますか	提供している	提供していない	提供していないが対応は可能	要相談（条件による）	1	152	4	8	6.重症心身障害児（者）在宅医療に対応できるようになるための条件はなんですか	診療報酬の点数が増えること	訪問看護尾の連携	病院との連携	在宅療養支援診療所と小児科医とのグループ診療	在宅療養支援診療所に助言や相談を求めることができること	小児科医に	助言や相談を求めることができること	経験のある医師がいること	研修などの自己のスキルアップ	その他	24	73	90	43	28	26	62	47	21	できる	予防接種	一次診療	
（経過観察、栄養観察を含む）	経鼻経管栄養の管理	経皮経管栄養の管理	
（胃ろう）	中心静脈栄養の管理	酸素療法の管理	気管切開の管理	人工呼吸器の管理	尿道留置カテーテル	
の管理	人工肛門の管理	褥瘡の管理	39	29	8	6	5	9	9	6	10	7	12	できない	予防接種	一次診療	
（経過観察、栄養観察を含む）	経鼻経管栄養の管理	経皮経管栄養の管理	
（胃ろう）	中心静脈栄養の管理	酸素療法の管理	気管切開の管理	人工呼吸器の管理	尿道留置カテーテル	
の管理	人工肛門の管理	褥瘡の管理	102	115	141	143	148	140	144	148	140	145	134	要相談	予防接種	一次診療	
（経過観察、栄養観察を含む）	経鼻経管栄養の管理	経皮経管栄養の管理	
（胃ろう）	中心静脈栄養の管理	酸素療法の管理	気管切開の管理	人工呼吸器の管理	尿道留置カテーテル	
の管理	人工肛門の管理	褥瘡の管理	24	21	16	16	12	15	12	11	15	13	19	

診療所 (作業)

		Ｑ１		1.医療ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する外来診療について、以下の医療行為に対応できますか。 イリョウ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ガイライ シンリョウ イカ イリョウ コウイ タイオウ

				Ｑ1-1										予防接種 ヨボウ セッシュ

				Ｑ1-2										一次診療
（経過観察、栄養観察を含む） イチジ シンリョウ ケイカ カンサツ エイヨウ カンサツ フク

				Ｑ1-3										経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ

				Ｑ1-4										経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ

				Ｑ1-5										中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ

				Ｑ1-6										酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ

				Ｑ1-7										気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ

				Ｑ1-8										人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ

				Ｑ1-9										尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ

				Ｑ1-10										人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ

				Ｑ1-11										褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ

		Ｑ２		2.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する往診及び訪問診療について、以下の医療行為に対応できますか イリョウテキ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ オウシン オヨ ホウモン シンリョウ イカ イリョウ コウイ タイオウ

				Ｑ2-1										予防接種 ヨボウ セッシュ

				Ｑ2-2										一次診療
（経過観察、栄養観察を含む） イチジ シンリョウ ケイカ カンサツ エイヨウ カンサツ フク

				Ｑ2-3										経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ

				Ｑ2-4										経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ

				Ｑ2-5										中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ

				Ｑ2-6										酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ

				Ｑ2-7										気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ

				Ｑ2-8										人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ

				Ｑ2-9										尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ

				Ｑ2-10										人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ

				Ｑ2-11										褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ

		Ｑ3		3.24時間、重症心身障害児（18歳未満）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイジ サイ ミマン イリョウ タイオウ

				Ｑ3-1										できる

				Ｑ3-2										できない

				Ｑ3-3										要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン

		Ｑ4		4.24時間、重症心身障害者（18歳以上）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイシャ サイ イジョウ イリョウ タイオウ

				Ｑ4-1										できる

				Ｑ4-2										できない

				Ｑ4-3										要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン

		Ｑ5		5.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する訪問リハビリてーションを提供していますか イリョウテキ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ホウモン テイキョウ

				Ｑ5-1										提供している テイキョウ

				Ｑ5-2										提供していない テイキョウ

				Ｑ5-3										提供していないが対応は可能 テイキョウ タイオウ カノウ

				Ｑ5-4										要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン

		Ｑ6		6.重症心身障害児（者）在宅医療に対応できるようになるための条件はなんですか ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ ザイタク イリョウ タイオウ ジョウケン

				Ｑ6-1										診療報酬の点数が増えること シンリョウ ホウシュウ テンスウ フ

				Ｑ6-2										訪問看護尾の連携 ホウモン カンゴ オ レンケイ

				Ｑ6-3										病院との連携 ビョウイン レンケイ

				Ｑ6-4										在宅療養支援診療所と小児科医とのグループ診療 ザイタク リョウヨウ シエン シンリョウジョ ショウニ カ イ シンリョウ

				Ｑ6-5										在宅療養支援診療所に助言や相談を求めることができること ザイタク リョウヨウ シエン シンリョウジョ ジョゲン ソウダン モト

				Ｑ6-6										小児科医に助言や相談を求めることができること ショウニ カ イ ジョゲン ソウダン モト

				Ｑ6-7										経験のある医師がいること ケイケン イシ

				Ｑ6-8										研修などの自己のスキルアップ ケンシュウ ジコ

				Ｑ6-9										その他 タ

		Ｑ7		7.重症心身障害児（者）の方に対する医療、在宅生活等についてお気づきのことなど、ご自由にお書きください ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ カタ タイ イリョウ ザイタク セイカツ ナド キ ジユウ カ



		承諾可否 ショウダク カヒ		診療所名 シンリョウジョ メイ		電話番号 デンワ バンゴウ		郵便番号 ユウビンバンゴウ		所在地 ショザイチ		電話番号 デンワ バンゴウ		Ｑ１　1.医療ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する外来診療について、以下の医療行為に対応できますか。																								Ｑ２　2.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する往診及び訪問診療について、以下の医療行為に対応できますか																						Ｑ3		Ｑ4		Ｑ5		Ｑ6　6.重症心身障害児（者）在宅医療に対応できるようになるための条件はなんですか																		Ｑ7重症心身障害児（者）の方に対する医療、在宅生活等についてお気づきのことなど、ご自由にお書きください

														Ｑ1-1		Ｑ1-2		Ｑ1-3		Ｑ1-4		Ｑ1-5		Ｑ1-6		Ｑ1-7		Ｑ1-8		Ｑ1-9		Ｑ1-10		Ｑ1-11				Ｑ2-1		Ｑ2-2		Ｑ2-3		Ｑ2-4		Ｑ2-5		Ｑ2-6		Ｑ2-7		Ｑ2-8		Ｑ2-9		Ｑ2-10		Ｑ2-11								Ｑ6-1		Ｑ6-2		Ｑ6-3		Ｑ6-4		Ｑ6-5		Ｑ6-6		Ｑ6-7		Ｑ6-8		Ｑ6-9

		否 ヒ		不明 フメイ						不明 フメイ		不明 フメイ		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		7		0		0

		否 ヒ		不明 フメイ						不明 フメイ		不明 フメイ		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		1		1		0		0		0		1		0

		否 ヒ		不明 フメイ						不明 フメイ		不明 フメイ		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		不明 フメイ						不明 フメイ		不明 フメイ		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		0

		否 ヒ		不明 フメイ						不明 フメイ		不明 フメイ		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		否 ヒ		不明 フメイ						不明 フメイ		不明 フメイ		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		0		1		0

		否 ヒ		不明 フメイ						不明 フメイ		不明 フメイ		1		1		2		2		2		2		2		2		1		2		1				1		1		2		2		2		2		2		2		1		2		1		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		その他：各種の健康的処置の管理ができるかどうか。その訓練を受けているかどうかです。 タ カクシュ ケンコウテキ ショチ カンリ クンレン ウ

		否 ヒ		不明 フメイ						不明 フメイ		不明 フメイ		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		0		0		1		0		0

		否 ヒ		不明 フメイ						不明 フメイ		不明 フメイ		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		その他:スタッフ不足（医師、看護師、介助者）スペース不足 タ フソク イシ カンゴシ カイジョシャ フソク

		否 ヒ		宇都宮市保健所 ウツノミヤシ ホケンジョ				321-0974		宇都宮市竹林町972				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		その他：保健所は直接的な医療サービスを行っていないことから、今後も対応は行わない タ ホケンジョ チョクセツ テキ イリョウ オコナ コンゴ タイオウ オコナ

		承諾 ショウダク		深谷医院 フカヤ イイン		0285-75-0007 		321-4502		真岡市物井1268-7				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		1				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		1		2		2		2		0		0		1		1		0		0		0		0		0

		否 ヒ		こどもクリニックしまむら				326-0822		足利市田中町908-4				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		かしま産婦人科 サンフジンカ		0284-65-0341		326-0844		足利市鹿島町501-1				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		婦人科疾患（不正性器出血/帯下/外陰掻痒等）については外来対応させて頂いております フジンカ シッカン フセイ セイキ シュッケツ タイゲ ガイイン カ カユ ナド ガイライ タイオウ イタダ

		否 ヒ		医療法人雄仁会　奥山医院 イリョウ ホウジン ユウジン カイ オクヤマ イイン				322-0065		鹿沼市上材木町2320				1		3		3		3		3		3		1		3		3		2		2				1		3		2		3		2		3		1		3		3		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		1		1		0		0

		否 ヒ		水沼医院 ミズヌマ イイン				321-0628		那須烏山市金井1-14-8				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		3				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		飯野医院				321-4539		真岡市長沼730-1				3		2		2		2		2		3		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		おおきこどもクリニック		0285-41-0025 		329-0207		小山市美しが丘3-35-3				1		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		宇都宮市子ども発達センター診療所 ウツノミヤシ コ ハッタツ シンリョウジョ		028-647-4720		320-0851		栃木県宇都宮市鶴田町970-1				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		その他：子ども発達センター内の療育を利用する児の診療所であるため タ コ ハッタツ ナイ リョウイク リヨウ ジ シンリョウジョ

		承諾 ショウダク		中川医院 ナカガワ イイン		0287-62-0040		325-0057		那須塩原市黒磯幸町6-27				3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		1		0		1		0

		否 ヒ		ももやこどもクリニック				321-0118		宇都宮市インターパーク3-6-1				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		1		0		0		0		0		0

		否 ヒ		阿久津医院 アクツ イイン				329-1226		高根沢町大谷176-1 タカネザワマチ オオタニ				1		1		2		2		2		3		2		2		3		3		3				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		1		0		0		0		1		0		0

		否 ヒ		伊保内診療所 イホ ナイ シンリョウジョ				327-0034		佐野市伊保内町3841-1				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		1		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		にじいろこども診療所 シンリョウジョ		0285-44-7716		329-0414		下野市小金井4-1-1				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		0		1		1		0

		否 ヒ		戸野塚内科医院 トノヅカ ナイカ イイン				323-0064		小山市下石塚471				3		3		3		3		3		1		1		1		1		3		1				3		3		3		3		3		1		1		1		1		3		1		3		3		4		0		0		1		0		0		1		1		1		0

		否 ヒ		賀川診療所 カガワ シンリョウジョ				326-0843		足利市五十部町1785				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		1		0		1		0		0

		承諾 ショウダク		豊郷台クリニック ユタカ ゴウ ダイ		028-643-8998		320-0003		宇都宮市豊郷台2-21-3		028-643-8998（FAX8999）		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1				1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		2		0		1		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		いとうこどもクリニック		0289-63-5566		322-0025		鹿沼市緑町2-2-29				1		1		3		3		2		2		3		2		2		3		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		0		0		1		1		0

		承諾 ショウダク		清原台こどもクリニック キヨハラ ダイ		028-305-6017		321-3223		宇都宮市清原台2-4-14				1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		その他：医師、看護師の増員 タ イシ カンゴシ ゾウイン

		否 ヒ		阿部医院				324-0032		大田原市佐久山2018 オオタワラシ サクヤマ		0287-28-0053（FAX0287-28-2112）		1		1		2		2		2		2		1		2		1		2		1				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		4		0		1		1		0		1		0		0		1		0

		否 ヒ		中元内科医院 ナカモト ナイカ イイン				328-0027		栃木市今泉町2-10-18				1		3		2		2		2		3		2		2		3		2		3				3		3		2		2		2		3		2		2		3		2		3		2		2		2		0		0		1		0		1		0		0		1		0		①重症心身障害者の重症度の程度問題　②家庭の受け入れ問題、経済的負担 ジュウショウ シンシン ショウガイシャ ジュウショウ ド テイド モンダイ カテイ ウ イ モンダイ ケイザイテキ フタン

		否 ヒ		布川小児科 フカワ ショウニ カ				322-0036		鹿沼市下田町2-1099				1		1		3		3		2		3		2		2		2		3		3				1		1		3		3		2		3		2		2		2		2		3		2		2		2		0		1		1		1		0		0		1		1		0

		否 ヒ		ちづかクリニック				328-0133		栃木市大森町445-4		0282-31-3750		3		3		3		3		2		3		2		2		2		2		3				3		3		3		3		2		3		2		2		2		2		3		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		多島医院 タジマ イイン				321-1524		日光市足尾町赤沢21-28				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		否 ヒ		篠崎内科クリニック シノザキ ナイカ				321-3223		宇都宮市清原台6-1-13				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		否 ヒ		和久医院 ワク イイン				321-3324		芳賀町西水沼119-1				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		否 ヒ		近藤クリニック コンドウ				321-0634		那須烏山市野上町637-2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		0		0		0		0		1		0		0

		否 ヒ		高根沢内科クリニック タカネザワ ナイカ				321-4305		真岡市荒町2-11-1				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		岡田こどもクリニック オカダ				327-0832		佐野市植上町1408-2				1		3		3		3		3		2		3		2		3		3		3				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		0		0		0		0		0		往診医療ができたらと考えていた時もありましたが、現在は物理的に困難で申し訳ありません
重心のお子さんの通院所と個別の相談で応じる可能性はあります オウシン イリョウ カンガ トキ ゲンザイ ブツリテキ コンナン モウ ワケ ジュウシン コ ツウイン ジョ コベツ ソウダン オウ カノウセイ

		否 ヒ		真岡メディカルクリニック モオカ				321-4305		真岡市荒町3-49-6				3		3		3		3		3		3		3		3				3		3				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		0		0		0		1		1		0

		否 ヒ		いしだ整形外科 セイケイ ゲカ				321-0912		宇都宮市石井町3236-1				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		山中クリニック ヤマナカ				327-0835		佐野市植下町2468				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		1		1		0		0		1		0		0

		否 ヒ		医療法人　寿幸会　吉野医院 イリョウ ホウジン コトブキ サチ カイ ヨシノ イイン				320-0014		宇都宮市大曽4-9-11				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		1		1		0		0		1		0		0

		否 ヒ		柳田産婦人科・小児科医院 ヤナギダ サンフジンカ ショウニカ イイン				321-4361		真岡市並木町4-5-3				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		0

		否 ヒ		石田消化器科・内科クリニック イシダ ショウカキ カ ナイカ				321-0216		壬生町壬生丁259-7				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		1		0		0		0		0		0

		否 ヒ		赤羽胃腸科・外科・肛門科医院 アカバネ イチョウカ ゲカ コウモンカ イイン				324-0052		大田原市城山2-5-29				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		医療法人　文仁会　扶桑医院 イリョウ ホウジン ブン ジン カイ フソウ イイン				323-0016		小山市扶桑1-2-1				1		3		3		3		2		2		3		2		3		3		3				3		3		3		2		2		2		3		2		3		2		3		2		2		2		0		0		1		1		0		0		1		1		0

		否 ヒ		馬場医院 ババ イイン				327-0043		佐野市君田町35				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		否 ヒ		井戸川クリニック イドガワ				326-0331		足利市福富町2096-1				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		0		0		1		0		0		0

		否 ヒ		鎌田浅香医院 カマタ アサカ イイン				324-0043		大田原市浅香3-3-9				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		0		1		0		0		0		0		0		0		高額医療はひかえています。悪質ととらえられますので!! コウガク イリョウ アクシツ

		否 ヒ		山門クリニック ヤマカド				328-0031		栃木市日の出町6-35				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		0		0		0		1		0

		否 ヒ		新村ファミリークリニック ニイムラ				328-0011		栃木市大宮町2120-11				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		宇都宮東部クリニック ウツノミヤ トウブ				321-3223		宇都宮市清原台5-14-19				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1

		否 ヒ		車田医院 クルマダ イイン				324-0242		大田原市大豆田457-24				3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3				3		3		3		3		3		0		2		2		3		3		3		2		2		2		0		0		1		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		にがみどう内科クリニック ナイカ				322-0003		鹿沼市仁神堂町351-26				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		松谷内科胃腸科クリニック マツヤ ナイカ イチョウカ				321-3304		芳賀町祖母井1708-17				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		1		0		0

		否 ヒ		まなか医院 イイン				329-1225		高根沢町石末２０９３－１０				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		植木医院 ウエキ イイン				329-2224		塩谷町金枝950				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		1		2		2		2		2		3		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		0		0		0		0		0

		否 ヒ		大岡医院 オオオカ イイン				320-0047		宇都宮市一の沢274-7				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		川野クリニック カワノ				329-1112		宇都宮市上田原町660-6				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		0		1		0

		否 ヒ		陣内医院 ジンナイ イイン				321-0225		壬生町本丸1-7-10		0282-82-0242		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		1		0

		否 ヒ		船越医院 フナコシ イイン				328-0111		栃木市都賀町家中5986-6				1		1		2		2		2		2		2		2		3		2		3				1		1		2		2		2		2		2		2		3		2		3		2		2		2		0		1		1		0		1		1		0		1		0

		否 ヒ		林クリニック ハヤシ				321-0158		宇都宮市西川田本町1-8-29				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		0		0		0		0		0

		否 ヒ		河島医院 カワシマ イイン				329-3436		那須郡那須町伊王野1503				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		松本内科医院 マツモト ナイカ イイン				321-0226		壬生町中央町6-37				3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		否 ヒ		佐藤医院 サトウ イイン				329-2728		栃木県那須塩原市西栄町7-16 ３２９－２７２８		0287-36-0147		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1

		否 ヒ		渡部医院 ワタナベ イイン				329-3153		那須塩原市大原間140-1 ナスシオバラ シ オオハラマ				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		宇都宮市保健センター ウツノミヤシ ホケン				321-0964		宇都宮市駅前通り1-4-6				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		0

		否 ヒ		川村医院 カワムラ イイン				321-2522		日光市鬼怒川温泉大原1396-20				1		1		3		1		3		1		3		2		3		3		3				3		3		3		3		3		3		2		2		3		3		3		2		2		2		0		0		1		0		0		1		1		0		0

		否 ヒ		ほうずみ整形外科内科小児科医院				320-0047		宇都宮市一の沢2-1-43				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		小島内科医院 コジマ ナイカ イイン				321-0168		宇都宮市東原町5-3				3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		1		0		0		0		0

		否 ヒ		那須高原クリニック ナス コウゲン				329-3131		那須塩原市唐杉31-2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		サンフラワークリニック				323-0808		小山市出井1936				3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		昌平町こどもクリニック ショウヘイ マチ				326-0813		足利市昌平町2368				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		①中心となる施設へ患者が訪問するように、移動手段・補助（人、お金）を考えるべき。どうしても動けない、動かせない人のみ専門職（医者以外）が訪問しIT技術等で必要に応じてセンター施設のスペシャリストと連絡し治療（入院‥）の判断をし実行する。
②既存の人・技術・施設を日曜大工的発想で組み合わせて、システムを構築することには賛成できない。現状をどうにかするための方策でなく、医療の公正（正義）を行うためにどうすべきかを考えるべきだと思う チュウシン シセツ カンジャ ホウモン イドウ シュダン ホジョ ヒト カネ カンガ ウゴ ウゴ ヒト センモン ショク イシャ イガイ ホウモン ギジュツナド ヒツヨウ オウ シセツ レンラク チリョウ ニュウイン ハンダン ジッコウ キゾン ヒト ギジュツ シセツ ニチヨウ ダイク テキ ハッソウ ク ア コウチク サンセイ ゲンジョウ ホウサク イリョウ コウセイ セイギ オコナ カンガ オモ

		否 ヒ		赤田診療所 アカダ シンリョウジョ				329-2743		那須塩原市南赤田321-1192				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		手塚内科 テヅカ ナイカ				321-0966		宇都宮市今泉3-12-12				3		3		2		2		2		2		2		2		1		3		3				3		3		2		2		2		2		2		2		3		3		3		2		2		2		0		1		1		0		1		0		1		0		0		今まで具体的な症例に会っていません イマ グタイテキ ショウレイ ア

		否 ヒ		板橋医院 イタバシ イイン				327-0803		佐野市犬伏新町1308-2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		1		1		0

		否 ヒ		倉増医院 クラ マ イイン				320-0856		宇都宮市砥上町675-1				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		その他：人材の確保 タ ジンザイ カクホ

		否 ヒ		もてぎの森メディカルプラザ				321-3541		茂木町烏生田下郷330				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		宮澤クリニック ミヤザワ				329-0412		下野市柴291-2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		金澤医院 カナザワ イイン				325-0052		那須塩原市中央町1-8				1		1		2		2		2		1		2		2		2		2		2				1		1		2		2		2		1		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		つるたfamilyクリニック				320-0857		宇都宮市鶴田1-17-23				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		フォレストサイドクリニック				321-0152		宇都宮市西川田6-6-17		028-684-2775		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		今野内科胃腸科医院 コンノ ナイカ イチョウカ イイン				321-0151		宇都宮市西川田町933-1		028-645-6121		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		1		1		1		0

		否 ヒ		小島原医院 コジマ ハラ イイン				329-1104		宇都宮市下岡本町4075				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		1		0

		否 ヒ		永田内科眼科医院 ナガタ ナイカ ガンカイ イン				321-0982		宇都宮市御幸ヶ原町136-9		028-662-6774		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		1		0

		否 ヒ		大栗医院 オオクリ イイン				320-0034		宇都宮市泉町1-27				3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1

		否 ヒ		星小児科医院 ホシ ショウニカ イイン				321-0346		宇都宮市下荒針町3588-2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		金子内科医院 カネコ ナイカ イイン				320-0032		宇都宮市昭和1-1-31				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		否 ヒ		石川医院 イシカワ イイン				322-0015		栃木県鹿沼市上石川1-319 ３２２－００１５		0289-76-3145		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		当方では特別養護老人ホームの嘱託医を兼ねておりますため、24時間体制での診察となっております。今回のアンケートに対しましては、オーバーワークにつき協力いたしかねます。 トウホウ トクベツ ヨウゴ ロウジン ショクタクイ カ ジカン タイセイ シンサツ コンカイ タイ キョウリョク

		否 ヒ		しみずファミリークリニック				321-0951		宇都宮市越戸3-15-27				1		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		0		0		0		0		0

		否 ヒ		岡医院 オカ イイン				321-1403		日光市下鉢石町997-1				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		1		1		0		そもそも開業の小児科医が少ないうえに、在宅医療をやっている小児科はほとんどいないのが現状。以前、在宅の重症心身障害児の訪問診療を頼まれて行ったことがあるが、大人の訪問診療と勝手が違う為、内科医にはハードルが高いと感じた。是非、近くの小児科の先生に少しでも取り組んでもらうしかないかと思います。 カイギョウ ショウニ カ イ スク ザイタク イリョウ ショウニカ ゲンジョウ イゼン ザイタク ジュウショウ シンシン ショウガイジ ホウモン シンリョウ タノ オコナ オトナ ホウモン シンリョウ カッテ チガ タメ ナイカ イ タカ カン ゼヒ チカ ショウニカ センセイ スコ ト ク オモ

		否 ヒ		風見診療所 カザミ シンリョウジョ				329-2335		塩谷町上平27				3		3		1		3		2		3		3		2		1		3		3				3		1		1		3		2		2		3		3		2		1		3		3		2		2		0		1		1		0		1		0		1		1		0

		否 ヒ		土谷医院 ツチヤ イイン				321-0136		宇都宮市みどり野町14-3				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		1		0

		否 ヒ		遠藤小児科 エンドウ ショウニカ				321-0982		宇都宮市御幸ヶ原町224-10				1		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		1		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		油布医院 ユフ イイン				321-0414		宇都宮市中里町175-8				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		1		0

		承諾 ショウダク		さいとう小児科 ショウニカ		0282-22-0757 		328-0015		栃木市万町30番16号		0282-22-0757		1		1		3		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		1		0

		承諾 ショウダク		冨塚メデｲカルクリニック		028-666-2555		321-2116		宇都宮市徳次郎町888				1		1		2		2		2		2		2		2		1		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0		なるべく協力したいが、現在当院副院長が体調悪く、休養中のため困難となっています。 キョウリョク ゲンザイ トウイン フクインチョウ タイチョウ ワル キュウヨウチュウ コンナン

		承諾 ショウダク		山浦内科医院		0284-21-6653 		326-0843		足利市五十部町1256-5				1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3				1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		4		1		1		1		0		0		0		1		0		0

		承諾 ショウダク		小倉医院		0282-82-0057		321-0227		壬生町通町10-5				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		承諾 ショウダク		飯岡小児科		0289-65-3257		322-0074		鹿沼市日吉町569-2				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		3				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		3		2		2		2		0		0		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		角田内科医院		0285-53-5665 		329-0511		下野市石橋549				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		1		1		1		1		1		0		0

		承諾 ショウダク		おかべこどもクリニック		0285-40-7300 		329-0433		下野市緑5-17-12				3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		くろばね齋藤醫院		0287-54-0031		324-0233		大田原市黒羽田町612				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		1		0

		承諾 ショウダク		立花医院		0287-72-0311		325-0003		那須郡那須町寺子乙3967-190				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		その他：スタッフの充実　　1～9すべて当てはまります タ ジュウジツ ア

		承諾 ショウダク		さいとうハート＆キッズクリニック		0287-53-7979		324-0043		大田原市浅香1-4-3				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		1		0

		承諾 ショウダク		小山すぎの木クリニック		0285-30-3456		323-0806		小山市中久喜1131-1				1		1		1		1		1		1		2		2		2		1		1				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		4		1		1		0		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		有村小児科医院		028-656-7207		321-0912		宇都宮市石井町3128-11		028-656-7207		1		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		1		0		1		1		0		無床の診療所の小児科医としては、急性疾患（特に感染症が多く）への対応が中心です。時間に追われています。予防接種については、時間枠をとって対応できます。一次診療についても、訪問看護との連携等があれば対応可能な場合があります。（例えば点滴投薬等）現時点では往診は無理ですが。 ムショウ シンリョウジョ ショウニ カ イ キュウセイ シッカン トク カンセンショウ オオ タイオウ チュウシン ジカン オ ヨボウ セッシュ ジカンワク タイオウ イチジ シンリョウ ホウモン カンゴ レンケイ トウ タイオウ カノウ バアイ タト テンテキ トウヤク ナド ゲンジテン オウシン ムリ

		承諾 ショウダク		吉永医院		0285-63-2303		321-3564		茂木町増井190-1				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		1		1		0		0		0

		承諾 ショウダク		あさかクリニック		0287-22-2601		324-0043		大田原市浅香3-3711				1		1		2		2		2		2		1		1		2		2		2				1		1		2		2		2		2		1		1		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		坪水医院		0283-62-0265		327-0312		佐野市栃本町2241				1		1		3		3		3		3		3		3		1		3		3				1		1		3		3		3		3		3		3		1		3		3		3		3		3		0		1		1		0		0		0		0		1		0		若い頃、町田市にある重度心身障害者の施設にボランティアで行き、足で書いたお手紙をもらって感動しました。何かのお役にたてればと思いますが、現在実態がよく分かりません。 ワカ コロ マチダシ ジュウド シンシン ショウガイシャ シセツ イ アシ カ テガミ カンドウ ナニ ヤク オモ ゲンザイ ジッタイ ワ

		承諾 ショウダク		こどもヶ丘診療所		028-615-1077		321-0151		宇都宮市西川田町183-21				1		1		3		3		3		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		1		0		1		1		0

		承諾 ショウダク		竹田内科小児科クリニック		0282-29-1233		328-0011		栃木市大宮町52番地		0282-29-1233		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		0		1		1		1		0		0		1		0

		承諾 ショウダク		すながクリニック		0284-44-7211		326-0015		足利市八椚町494-1　				1		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		1		1		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		片山医院		028-661-9764		321-0944		宇都宮市東峰町3008-21				1		1		2		2		2		1		2		2		2		2		2				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		4		0		1		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		稲毛クリニック		0283-25-2566		327-0103		佐野市石塚町893-1				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		1		1		1		1		1		その他：当クリニックでは勤務医での診療のみを行っており、重症心身障害児に対応できるシステムはととのっておらず、申し訳ありません。 タ トウ キンムイ シンリョウ オコナ ジュウショウ シンシン ショウガイジ タイオウ モウ ワケ

		承諾 ショウダク		小川こどもクリニック		0289-74-5421		322-0027		鹿沼市貝島町5006-2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		くさの小児科		0284-73-7000		326-0335		足利市上渋垂町338-3				3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		みやの杜クリニック　		028-683-7811		321-0904		宇都宮市陽東2-4-5				1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1				3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		1		0		0		1		0		0		1		0		0		0		Q2訪問診療のみ対応可 ホウモン シンリョウ タイオウ カ

		承諾 ショウダク		にいたに内科　		028-675-6515		329-1231		塩谷郡高根沢町宝石台 3-3-19				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1

		承諾 ショウダク		よこやま内科小児科クリニック		0282-24-8102		328-0075		栃木市箱森町38-70				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		さいとうクリニック		0287-39-1805		329-2724		那須塩原市西幸町7-13				1		1		3		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		0		0		0		0		1		その他：現在の診療所での診療との兼ね合いが困難であり、複数の医師や看護師が必要 タ ゲンザイ シンリョウジョ シンリョウ カ ア コンナン フクスウ イシ カンゴシ ヒツヨウ

		承諾 ショウダク		桜井消化器科・内科		028-643-0870		320-0073		宇都宮市細谷1-7-38				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		承諾 ショウダク		佐藤医院		0287-96-2841		324-0501		那須郡那珂川町小川2960-1				1		1		3		3		2		3		3		2		1		1		1				1		1		3		3		2		3		3		2		1		1		1		3		3		4		0		1		1		1		0		1		0		0		0

		承諾 ショウダク		大根田内科医院		028-624-6322		320-0072		宇都宮市若草3-4-22				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		0		0		0		0		0		0		0		当方の医師が高齢であり、しかもスタッフがそろっていないので在宅医療は無理なので、ましてや重症心身障害者においておやです。 トウホウ イシ コウレイ ザイタク イリョウ ムリ ジュウショウ シンシン ショウガイシャ

		承諾 ショウダク		医療法人　赤羽病院		028-661-5446		321-0904		宇都宮市陽東7-2-2				1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3				3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		2		2		2		0		1		1		1		0		0		1		0		0

		承諾 ショウダク		田井の里クリニック		0285-81-6502		321-4301		真岡市西田井内外748-2				1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2				3		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		みずぬまクリニック		0287-39-1581		329-2751		那須塩原市東三島2-80-6				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		その他：在宅医療をやっていないので現状は無理である タ ザイタク イリョウ ゲンジョウ ムリ

		承諾 ショウダク		キッズクリニックはせがわ		0283-27-0200		327-0843		佐野市堀米町3946-6				1		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		その他：時間的余裕 タ ジカンテキ ヨユウ

		承諾 ショウダク		小森谷内科医院		0282-43-7327		329-4404		栃木市大平町富田4003-8				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		熊倉医院		0282-55-8425		329-4316		下都賀郡岩舟町新里180-1				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		いちはらファミリークリニック		028-612-8350		321-0414		宇都宮市中里町322				3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3				3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		1		2		0		1		1		1		0		1		0		1		0

		承諾 ショウダク		かとう小児科 ショウニカ		0282-82-7576		321-0218		壬生町落合3-7-30		 		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		福田こどもクリニック		028-659-8850		320-0852		栃木県宇都宮市下砥上町1545-20				1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3				1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		2		2		2		0		1		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		てらもと小児科		028-650-6636		321-0975		宇都宮市関堀町971-6				1		1		3		2		2		3		3		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		0		小児科医としてはもっと積極的に協力しなければいけないと思いますが、現在の我診療所の状態では不可能なことが多く残念です。 ショウニ カ イ セッキョクテキ キョウリョク オモ ゲンザイ ワガ シンリョウジョ ジョウタイ フカノウ オオ ザンネン

		承諾 ショウダク		木村内科医院		0288-22-7880		321-1264		日光市瀬尾497-1				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		承諾 ショウダク		こばやしファミリークリニック		0283-85-9900		327-0311		佐野市多田町566				1		1		1		1		3		1		1		2		1		1		1				1		1		1		1		3		1		1		3		1		1		1		3		3		2		0		1		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		あいファミリィクリニック足利 アシカガ		0284-22-3788		329-4213		足利市寺岡町505-1				1		1		1		1		1		1		1		3		1		1		1				1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		1		0		1		0		0		0		0		1		0

		承諾 ショウダク		腰塚医院		0282-62-2072		323-1104		栃木市藤岡町藤岡1845-10				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		1		1		1		1		0

		承諾 ショウダク		桜井こどもクリニック		0282-24-5987		328-0034		栃木市本町16-9				1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		承諾 ショウダク		神鳥谷クリニック		0285-22-7700		323-0827		小山市神鳥谷1-19-1		 		2		2		2		2		2		2		2		2		1		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		持田医院		0282-67-3661		329-0319		栃木市藤岡町中根115-5				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		4		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		田村医院		0282-43-3368		329-4423		栃木市大平町西水代1835-1				1		1		1		1		1		1		1		2		1		1		1				1		1		1		1		1		1		1		2		1		1		1		3		1		4		1		1		1		1		1		1		1		1		0		Q5.訪問看護、訪問リハビリテーションを利用 ホウモン カンゴ ホウモン リヨウ

		承諾 ショウダク		大橋内科クリニック		0282-82-8522		321-0219		壬生町福和田1003-1				1		1		2		2		2		3		2		2		2		2		3				1		1		2		2		2		3		2		2		2		2		3		3		3		2		0		1		1		0		0		0		0		1		0

		承諾 ショウダク		てらだファミリークリニック		028-654-2188		321-0132		宇都宮市雀の宮5-5-1				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		1		1		1		1		0

		承諾 ショウダク		あおい内科小児科ｸﾘﾆｯｸ		028-663-6000		321-0973		宇都宮市岩曽町1086-1				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		1		1		1		その他：往診時間の確保ができること タ オウシン ジカン カクホ

		承諾 ショウダク		飯塚医院		0287-92-2034		324-0613		那須郡那珂川町馬頭484-3				1		1		2		2		2		2		2		2		1		2		1				1		1		2		2		2		2		2		2		1		2		1		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		0

		承諾 ショウダク		やの小児科医院		0285-56-0280		329-0611		河内郡上三川町上三川3446-3				1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3				1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		2		2		2		0		1		1		1		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		仲嶋医院		028-681-7755		329-1311		さくら市氏家3245-17				3		3		3		3		2		3		3		3		3		2		3				3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		2		3		2		1		1		1		1		1		1		1		0		0		成人（18才以上）を対象に回答しました セイジン サイ イジョウ タイショウ カイトウ

		承諾 ショウダク		小林診療所		0285-82-3873		321-4369		真岡市熊倉3-10-7				1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		1				1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		1		2		2		2		0		1		0		0		0		1		0		0		0

		承諾 ショウダク		西真岡こどもクリニック		0285-81-7900		321-4341		真岡市高勢町3-205-1				1		1		1		3		1		1		1		1		1		3		3				1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		その他：現在おこなっています タ ゲンザイ

		承諾 ショウダク		鈴木医院		0285-72-2032		321-4217		益子町益子1747-2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		承諾 ショウダク		緑の屋根診療所		0283-20-2577		327-0843		佐野市堀米町1348-5				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		0		0		1		0		1		0		1		0		0		地域の社会資源が少ない。マンパワー不足 チイキ シャカイ シゲン スク ブソク

		承諾 ショウダク		ひがのクリニック		0285-74-0051 		321-4521		真岡市久下田941-1				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		豊郷中央渡辺内科　		028-622-8900		320-0004		宇都宮市長岡町1217-5				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		1				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		1		0		0

		承諾 ショウダク		きくちクリニック		028-683-3387		321-0903		宇都宮市下平出町614-2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		0		0

		承諾 ショウダク		サンレディースクリニック		0282-24-3541		328-0024		栃木市樋ノ口町504-1				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		医療法人　亀田内科		028-633-2884		320-0812		宇都宮市一番町1-28				1		1		1		2		2		1		2		2		2		2		1				1		1		1		2		2		1		2		2		2		2		1		3		3		3		0		0		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		越戸クリニック		028-660-6190		321-0951		宇都宮市越戸町139-6				1		1		2		2		2		3		2		2		2		2		3				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		佐藤内科		0285-53-1305		329-0511		下野市石橋839-14				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		承諾 ショウダク		グリムこどもクリニック		0285-51-1515		329-0502		下野市下古山2-6-17				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		事前連絡の上での一次診療、予防接種ですので、申し訳ありません。 ジゼン レンラク ウエ イチジ シンリョウ ヨボウ セッシュ モウ ワケ

		承諾 ショウダク		吉原医院		0288-21-0161		321-1261		日光市今市826-4				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		1		1		1		その他：設備 タ セツビ

		承諾 ショウダク		梅園医院		028-633-2869		320-0035		宇都宮市伝馬町3-28				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		1		0		0

		承諾 ショウダク		森田医院		028-633-1573		320-0861		宇都宮市西3-5-8				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		鈴木内科クリニック		028-655-1229		321-0139		宇都宮市若松原2-4-19				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		その他：24時間対応が必要となると考えますが、当院診療時間内の往診は難しいと考えます。 タ ジカン タイオウ ヒツヨウ カンガ トウイン シンリョウ ジカン ナイ オウシン ムズカ カンガ

		承諾 ショウダク		小松医院		0289-60-5515		322-0064		鹿沼市文化橋町2300-1				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		1		0		0		1		0



														1.医療ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する外来診療について、以下の医療行為に対応できますか。 イリョウ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ガイライ シンリョウ イカ イリョウ コウイ タイオウ																								2.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する往診及び訪問診療について、以下の医療行為に対応できますか イリョウテキ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ オウシン オヨ ホウモン シンリョウ イカ イリョウ コウイ タイオウ

														予防接種 ヨボウ セッシュ		一次診療
（経過観察、栄養観察を含む） イチジ シンリョウ ケイカ カンサツ エイヨウ カンサツ フク		経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ		経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ		中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ		酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ		気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ		人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ		尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ		人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ		褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ				予防接種 ヨボウ セッシュ		一次診療
（経過観察、栄養観察を含む） イチジ シンリョウ ケイカ カンサツ エイヨウ カンサツ フク		経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ		経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ		中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ		酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ		気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ		人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ		尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ		人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ		褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ

										1		できる		83		57		12		9		7		13		11		6		17		8		16		できる		39		29		8		6		5		9		9		6		10		7		12

										2		できない		55		80		127		134		142		130		136		146		131		137		124		できない		102		115		141		143		148		140		144		148		140		145		134

										3		要相談 ヨウ ソウダン		27		28		26		22		16		22		18		13		16		20		25		要相談 ヨウ ソウダン		24		21		16		16		12		15		12		11		15		13		19

																																																														0

														3.24時間、重症心身障害児（18歳未満）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイジ サイ ミマン イリョウ タイオウ

										1		できる		1

										2		できない		150

										3		要相談 ヨウ ソウダン		14

														4.24時間、重症心身障害者（18歳以上）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイシャ サイ イジョウ イリョウ タイオウ

										1		できる		3

										2		できない		150

										3		要相談 ヨウ ソウダン		12

														5.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する訪問リハビリてーションを提供していますか イリョウテキ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ホウモン テイキョウ

										1		提供している テイキョウ		1

										2		提供していない テイキョウ		152

										3		提供していないが対応は可能 テイキョウ タイオウ カノウ		4

										4		要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン		8

														6.重症心身障害児（者）在宅医療に対応できるようになるための条件はなんですか

										1		診療報酬の点数が増えること シンリョウ ホウシュウ テンスウ フ		24

										2		訪問看護尾の連携 ホウモン カンゴ オ レンケイ		73

										3		病院との連携 ビョウイン レンケイ		90

										4		在宅療養支援診療所と小児科医とのグループ診療 ザイタク リョウヨウ シエン シンリョウジョ ショウニ カ イ シンリョウ		43

										5		在宅療養支援診療所に助言や相談を求めることができること ザイタク リョウヨウ シエン シンリョウジョ ジョゲン ソウダン モト		28

										6		小児科医に助言や相談を求めることができること ショウニ カ イ ジョゲン ソウダン モト		26

										7		経験のある医師がいること ケイケン イシ		62

										8		研修などの自己のスキルアップ ケンシュウ ジコ		47

										9		その他 タ		21



できる	予防接種	一次診療	
（経過観察、栄養観察を含む）	経鼻経管栄養の管理	経皮経管栄養の管理	
（胃ろう）	中心静脈栄養の管理	酸素療法の管理	気管切開の管理	人工呼吸器の管理	尿道留置カテーテル	
の管理	人工肛門の管理	褥瘡の管理	83	57	12	9	7	13	11	6	17	8	16	できない	予防接種	一次診療	
（経過観察、栄養観察を含む）	経鼻経管栄養の管理	経皮経管栄養の管理	
（胃ろう）	中心静脈栄養の管理	酸素療法の管理	気管切開の管理	人工呼吸器の管理	尿道留置カテーテル	
の管理	人工肛門の管理	褥瘡の管理	55	80	127	134	142	130	136	146	131	137	124	要相談	予防接種	一次診療	
（経過観察、栄養観察を含む）	経鼻経管栄養の管理	経皮経管栄養の管理	
（胃ろう）	中心静脈栄養の管理	酸素療法の管理	気管切開の管理	人工呼吸器の管理	尿道留置カテーテル	
の管理	人工肛門の管理	褥瘡の管理	27	28	26	22	16	22	18	13	16	20	25	3.24時間、重症心身障害児（18歳未満）の医療に対応ができますか	できる	できない	要相談	1	150	14	4.24時間、重症心身障害者（18歳以上）の医療に対応ができますか	できる	できない	要相談	3	150	12	5.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する訪問リハビリてーションを提供していますか	提供している	提供していない	提供していないが対応は可能	要相談（条件による）	1	152	4	8	6.重症心身障害児（者）在宅医療に対応できるようになるための条件はなんですか	診療報酬の点数が増えること	訪問看護尾の連携	病院との連携	在宅療養支援診療所と小児科医とのグループ診療	在宅療養支援診療所に助言や相談を求めることができること	小児科医に助言や相談を求めることができること	経験のある医師がいること	研修などの自己のスキルアップ	その他	24	73	90	43	28	26	62	47	21	できる	予防接種	一次診療	
（経過観察、栄養観察を含む）	経鼻経管栄養の管理	経皮経管栄養の管理	
（胃ろう）	中心静脈栄養の管理	酸素療法の管理	気管切開の管理	人工呼吸器の管理	尿道留置カテーテル	
の管理	人工肛門の管理	褥瘡の管理	39	29	8	6	5	9	9	6	10	7	12	できない	予防接種	一次診療	
（経過観察、栄養観察を含む）	経鼻経管栄養の管理	経皮経管栄養の管理	
（胃ろう）	中心静脈栄養の管理	酸素療法の管理	気管切開の管理	人工呼吸器の管理	尿道留置カテーテル	
の管理	人工肛門の管理	褥瘡の管理	102	115	141	143	148	140	144	148	140	145	134	要相談	予防接種	一次診療	
（経過観察、栄養観察を含む）	経鼻経管栄養の管理	経皮経管栄養の管理	
（胃ろう）	中心静脈栄養の管理	酸素療法の管理	気管切開の管理	人工呼吸器の管理	尿道留置カテーテル	
の管理	人工肛門の管理	褥瘡の管理	24	21	16	16	12	15	12	11	15	13	19	

診療所 (記述)

		Ｑ１		1.医療ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する外来診療について、以下の医療行為に対応できますか。 イリョウ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ガイライ シンリョウ イカ イリョウ コウイ タイオウ

				Ｑ1-1

				Ｑ1-2

				Ｑ1-3

				Ｑ1-4

				Ｑ1-5

				Ｑ1-6

				Ｑ1-7

				Ｑ1-8

				Ｑ1-9

				Ｑ1-10

				Ｑ1-11

		Ｑ２		2.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する往診及び訪問診療について、以下の医療行為に対応できますか イリョウテキ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ オウシン オヨ ホウモン シンリョウ イカ イリョウ コウイ タイオウ

				Ｑ2-1

				Ｑ2-2

				Ｑ2-3

				Ｑ2-4

				Ｑ2-5

				Ｑ2-6

				Ｑ2-7

				Ｑ2-8

				Ｑ2-9

				Ｑ2-10

				Ｑ2-11

		Ｑ3		3.24時間、重症心身障害児（18歳未満）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイジ サイ ミマン イリョウ タイオウ

				Ｑ3-1

				Ｑ3-2

				Ｑ3-3

		Ｑ4		4.24時間、重症心身障害者（18歳以上）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイシャ サイ イジョウ イリョウ タイオウ

				Ｑ4-1

				Ｑ4-2

				Ｑ4-3

		Ｑ5		5.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する訪問リハビリてーションを提供していますか イリョウテキ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ホウモン テイキョウ

				Ｑ5-1

				Ｑ5-2

				Ｑ5-3

				Ｑ5-4

		Ｑ6		6.重症心身障害児（者）在宅医療に対応できるようになるための条件はなんですか ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ ザイタク イリョウ タイオウ ジョウケン

				Ｑ6-1

				Ｑ6-2

				Ｑ6-3

				Ｑ6-4

				Ｑ6-5

				Ｑ6-6

				Ｑ6-7

				Ｑ6-8

				Ｑ6-9

		Ｑ7		7.重症心身障害児（者）の方に対する医療、在宅生活等についてお気づきのことなど、ご自由にお書きください ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ カタ タイ イリョウ ザイタク セイカツ ナド キ ジユウ カ



		承諾可否 ショウダク カヒ		診療所名 シンリョウジョ メイ		電話番号 デンワ バンゴウ		郵便番号 ユウビンバンゴウ		所在地 ショザイチ		電話番号 デンワ バンゴウ		Ｑ7重症心身障害児（者）の方に対する医療、在宅生活等についてお気づきのことなど、ご自由にお書きください

		承諾 ショウダク		深谷医院 フカヤ イイン		0285-75-0007 		321-4502		真岡市物井1268-7

		承諾 ショウダク		かしま産婦人科 サンフジンカ		0284-65-0341		326-0844		足利市鹿島町501-1				婦人科疾患（不正性器出血/帯下/外陰掻痒等）については外来対応させて頂いております フジンカ シッカン フセイ セイキ シュッケツ タイゲ ガイイン カ カユ ナド ガイライ タイオウ イタダ

		承諾 ショウダク		おおきこどもクリニック		0285-41-0025 		329-0207		小山市美しが丘3-35-3

		承諾 ショウダク		宇都宮市子ども発達センター診療所 ウツノミヤシ コ ハッタツ シンリョウジョ		028-647-4720		320-0851		栃木県宇都宮市鶴田町970-1				その他：子ども発達センター内の療育を利用する児の診療所であるため タ コ ハッタツ ナイ リョウイク リヨウ ジ シンリョウジョ

		承諾 ショウダク		中川医院 ナカガワ イイン		0287-62-0040		325-0057		那須塩原市黒磯幸町6-27

		承諾 ショウダク		にじいろこども診療所 シンリョウジョ		0285-44-7716		329-0414		下野市小金井4-1-1

		承諾 ショウダク		豊郷台クリニック ユタカ ゴウ ダイ		028-643-8998		320-0003		宇都宮市豊郷台2-21-3		028-643-8998（FAX8999）

		承諾 ショウダク		いとうこどもクリニック		0289-63-5566		322-0025		鹿沼市緑町2-2-29

		承諾 ショウダク		清原台こどもクリニック キヨハラ ダイ		028-305-6017		321-3223		宇都宮市清原台2-4-14				その他：医師、看護師の増員 タ イシ カンゴシ ゾウイン

		承諾 ショウダク		さいとう小児科 ショウニカ		0282-22-0757 		328-0015		栃木市万町30番16号		0282-22-0757

		承諾 ショウダク		冨塚メデｲカルクリニック		028-666-2555		321-2116		宇都宮市徳次郎町888				なるべく協力したいが、現在当院副院長が体調悪く、休養中のため困難となっています。 キョウリョク ゲンザイ トウイン フクインチョウ タイチョウ ワル キュウヨウチュウ コンナン

		承諾 ショウダク		山浦内科医院		0284-21-6653 		326-0843		足利市五十部町1256-5

		承諾 ショウダク		小倉医院		0282-82-0057		321-0227		壬生町通町10-5

		承諾 ショウダク		飯岡小児科		0289-65-3257		322-0074		鹿沼市日吉町569-2

		承諾 ショウダク		角田内科医院		0285-53-5665 		329-0511		下野市石橋549

		承諾 ショウダク		おかべこどもクリニック		0285-40-7300 		329-0433		下野市緑5-17-12

		承諾 ショウダク		くろばね齋藤醫院		0287-54-0031		324-0233		大田原市黒羽田町612

		承諾 ショウダク		立花医院		0287-72-0311		325-0003		那須郡那須町寺子乙3967-190				その他：スタッフの充実　　1～9すべて当てはまります タ ジュウジツ ア

		承諾 ショウダク		さいとうハート＆キッズクリニック		0287-53-7979		324-0043		大田原市浅香1-4-3

		承諾 ショウダク		小山すぎの木クリニック		0285-30-3456		323-0806		小山市中久喜1131-1

		承諾 ショウダク		有村小児科医院		028-656-7207		321-0912		宇都宮市石井町3128-11		028-656-7207		無床の診療所の小児科医としては、急性疾患（特に感染症が多く）への対応が中心です。時間に追われています。予防接種については、時間枠をとって対応できます。一次診療についても、訪問看護との連携等があれば対応可能な場合があります。（例えば点滴投薬等）現時点では往診は無理ですが。 ムショウ シンリョウジョ ショウニ カ イ キュウセイ シッカン トク カンセンショウ オオ タイオウ チュウシン ジカン オ ヨボウ セッシュ ジカンワク タイオウ イチジ シンリョウ ホウモン カンゴ レンケイ トウ タイオウ カノウ バアイ タト テンテキ トウヤク ナド ゲンジテン オウシン ムリ

		承諾 ショウダク		吉永医院		0285-63-2303		321-3564		茂木町増井190-1

		承諾 ショウダク		あさかクリニック		0287-22-2601		324-0043		大田原市浅香3-3711

		承諾 ショウダク		坪水医院		0283-62-0265		327-0312		佐野市栃本町2241				若い頃、町田市にある重度心身障害者の施設にボランティアで行き、足で書いたお手紙をもらって感動しました。何かのお役にたてればと思いますが、現在実態がよく分かりません。 ワカ コロ マチダシ ジュウド シンシン ショウガイシャ シセツ イ アシ カ テガミ カンドウ ナニ ヤク オモ ゲンザイ ジッタイ ワ

		承諾 ショウダク		こどもヶ丘診療所		028-615-1077		321-0151		宇都宮市西川田町183-21

		承諾 ショウダク		竹田内科小児科クリニック		0282-29-1233		328-0011		栃木市大宮町52番地		0282-29-1233

		承諾 ショウダク		すながクリニック		0284-44-7211		326-0015		足利市八椚町494-1　

		承諾 ショウダク		片山医院		028-661-9764		321-0944		宇都宮市東峰町3008-21

		承諾 ショウダク		稲毛クリニック		0283-25-2566		327-0103		佐野市石塚町893-1				その他：当クリニックでは勤務医での診療のみを行っており、重症心身障害児に対応できるシステムはととのっておらず、申し訳ありません。 タ トウ キンムイ シンリョウ オコナ ジュウショウ シンシン ショウガイジ タイオウ モウ ワケ

		承諾 ショウダク		小川こどもクリニック		0289-74-5421		322-0027		鹿沼市貝島町5006-2

		承諾 ショウダク		くさの小児科		0284-73-7000		326-0335		足利市上渋垂町338-3

		承諾 ショウダク		みやの杜クリニック　		028-683-7811		321-0904		宇都宮市陽東2-4-5				Q2訪問診療のみ対応可 ホウモン シンリョウ タイオウ カ

		承諾 ショウダク		にいたに内科　		028-675-6515		329-1231		塩谷郡高根沢町宝石台 3-3-19

		承諾 ショウダク		よこやま内科小児科クリニック		0282-24-8102		328-0075		栃木市箱森町38-70

		承諾 ショウダク		さいとうクリニック		0287-39-1805		329-2724		那須塩原市西幸町7-13				その他：現在の診療所での診療との兼ね合いが困難であり、複数の医師や看護師が必要 タ ゲンザイ シンリョウジョ シンリョウ カ ア コンナン フクスウ イシ カンゴシ ヒツヨウ

		承諾 ショウダク		桜井消化器科・内科		028-643-0870		320-0073		宇都宮市細谷1-7-38

		承諾 ショウダク		佐藤医院		0287-96-2841		324-0501		那須郡那珂川町小川2960-1

		承諾 ショウダク		大根田内科医院		028-624-6322		320-0072		宇都宮市若草3-4-22				当方の医師が高齢であり、しかもスタッフがそろっていないので在宅医療は無理なので、ましてや重症心身障害者においておやです。 トウホウ イシ コウレイ ザイタク イリョウ ムリ ジュウショウ シンシン ショウガイシャ

		承諾 ショウダク		医療法人　赤羽病院		028-661-5446		321-0904		宇都宮市陽東7-2-2

		承諾 ショウダク		田井の里クリニック		0285-81-6502		321-4301		真岡市西田井内外748-2

		承諾 ショウダク		みずぬまクリニック		0287-39-1581		329-2751		那須塩原市東三島2-80-6				その他：在宅医療をやっていないので現状は無理である タ ザイタク イリョウ ゲンジョウ ムリ

		承諾 ショウダク		キッズクリニックはせがわ		0283-27-0200		327-0843		佐野市堀米町3946-6				その他：時間的余裕 タ ジカンテキ ヨユウ

		承諾 ショウダク		小森谷内科医院		0282-43-7327		329-4404		栃木市大平町富田4003-8

		承諾 ショウダク		熊倉医院		0282-55-8425		329-4316		下都賀郡岩舟町新里180-1

		承諾 ショウダク		いちはらファミリークリニック		028-612-8350		321-0414		宇都宮市中里町322

		承諾 ショウダク		かとう小児科 ショウニカ		0282-82-7576		321-0218		壬生町落合3-7-30		 

		承諾 ショウダク		福田こどもクリニック		028-659-8850		320-0852		栃木県宇都宮市下砥上町1545-20

		承諾 ショウダク		てらもと小児科		028-650-6636		321-0975		宇都宮市関堀町971-6				小児科医としてはもっと積極的に協力しなければいけないと思いますが、現在の我診療所の状態では不可能なことが多く残念です。 ショウニ カ イ セッキョクテキ キョウリョク オモ ゲンザイ ワガ シンリョウジョ ジョウタイ フカノウ オオ ザンネン

		承諾 ショウダク		木村内科医院		0288-22-7880		321-1264		日光市瀬尾497-1

		承諾 ショウダク		こばやしファミリークリニック		0283-85-9900		327-0311		佐野市多田町566

		承諾 ショウダク		あいファミリィクリニック足利 アシカガ		0284-22-3788		329-4213		足利市寺岡町505-1

		承諾 ショウダク		腰塚医院		0282-62-2072		323-1104		栃木市藤岡町藤岡1845-10

		承諾 ショウダク		桜井こどもクリニック		0282-24-5987		328-0034		栃木市本町16-9

		承諾 ショウダク		神鳥谷クリニック		0285-22-7700		323-0827		小山市神鳥谷1-19-1		 

		承諾 ショウダク		持田医院		0282-67-3661		329-0319		栃木市藤岡町中根115-5

		承諾 ショウダク		田村医院		0282-43-3368		329-4423		栃木市大平町西水代1835-1				Q5.訪問看護、訪問リハビリテーションを利用 ホウモン カンゴ ホウモン リヨウ

		承諾 ショウダク		大橋内科クリニック		0282-82-8522		321-0219		壬生町福和田1003-1

		承諾 ショウダク		てらだファミリークリニック		028-654-2188		321-0132		宇都宮市雀の宮5-5-1

		承諾 ショウダク		あおい内科小児科ｸﾘﾆｯｸ		028-663-6000		321-0973		宇都宮市岩曽町1086-1				その他：往診時間の確保ができること タ オウシン ジカン カクホ

		承諾 ショウダク		飯塚医院		0287-92-2034		324-0613		那須郡那珂川町馬頭484-3

		承諾 ショウダク		やの小児科医院		0285-56-0280		329-0611		河内郡上三川町上三川3446-3

		承諾 ショウダク		仲嶋医院		028-681-7755		329-1311		さくら市氏家3245-17				成人（18才以上）を対象に回答しました セイジン サイ イジョウ タイショウ カイトウ

		承諾 ショウダク		小林診療所		0285-82-3873		321-4369		真岡市熊倉3-10-7

		承諾 ショウダク		西真岡こどもクリニック		0285-81-7900		321-4341		真岡市高勢町3-205-1				その他：現在おこなっています タ ゲンザイ

		承諾 ショウダク		鈴木医院		0285-72-2032		321-4217		益子町益子1747-2

		承諾 ショウダク		緑の屋根診療所		0283-20-2577		327-0843		佐野市堀米町1348-5				地域の社会資源が少ない。マンパワー不足 チイキ シャカイ シゲン スク ブソク

		承諾 ショウダク		ひがのクリニック		0285-74-0051 		321-4521		真岡市久下田941-1

		承諾 ショウダク		豊郷中央渡辺内科　		028-622-8900		320-0004		宇都宮市長岡町1217-5

		承諾 ショウダク		きくちクリニック		028-683-3387		321-0903		宇都宮市下平出町614-2

		承諾 ショウダク		サンレディースクリニック		0282-24-3541		328-0024		栃木市樋ノ口町504-1

		承諾 ショウダク		医療法人　亀田内科		028-633-2884		320-0812		宇都宮市一番町1-28

		承諾 ショウダク		越戸クリニック		028-660-6190		321-0951		宇都宮市越戸町139-6

		承諾 ショウダク		佐藤内科		0285-53-1305		329-0511		下野市石橋839-14

		承諾 ショウダク		グリムこどもクリニック		0285-51-1515		329-0502		下野市下古山2-6-17				事前連絡の上での一次診療、予防接種ですので、申し訳ありません。 ジゼン レンラク ウエ イチジ シンリョウ ヨボウ セッシュ モウ ワケ

		承諾 ショウダク		吉原医院		0288-21-0161		321-1261		日光市今市826-4				その他：設備 タ セツビ

		承諾 ショウダク		梅園医院		028-633-2869		320-0035		宇都宮市伝馬町3-28

		承諾 ショウダク		森田医院		028-633-1573		320-0861		宇都宮市西3-5-8

		承諾 ショウダク		鈴木内科クリニック		028-655-1229		321-0139		宇都宮市若松原2-4-19				その他：24時間対応が必要となると考えますが、当院診療時間内の往診は難しいと考えます。 タ ジカン タイオウ ヒツヨウ カンガ トウイン シンリョウ ジカン ナイ オウシン ムズカ カンガ

		承諾 ショウダク		小松医院		0289-60-5515		322-0064		鹿沼市文化橋町2300-1







										1		できる

										2		できない

										3		要相談 ヨウ ソウダン





										1		できる

										2		できない

										3		要相談 ヨウ ソウダン





										1		できる

										2		できない

										3		要相談 ヨウ ソウダン





										1		提供している テイキョウ

										2		提供していない テイキョウ

										3		提供していないが対応は可能 テイキョウ タイオウ カノウ

										4		要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン





										1		診療報酬の点数が増えること シンリョウ ホウシュウ テンスウ フ

										2		訪問看護尾の連携 ホウモン カンゴ オ レンケイ

										3		病院との連携 ビョウイン レンケイ

										4		在宅療養支援診療所と小児科医とのグループ診療 ザイタク リョウヨウ シエン シンリョウジョ ショウニ カ イ シンリョウ

										5		在宅療養支援診療所に助言や相談を求めることができること ザイタク リョウヨウ シエン シンリョウジョ ジョゲン ソウダン モト

										6		小児科医に助言や相談を求めることができること ショウニ カ イ ジョゲン ソウダン モト

										7		経験のある医師がいること ケイケン イシ

										8		研修などの自己のスキルアップ ケンシュウ ジコ

										9		その他 タ



1	#REF!	

病院

		Ｑ１		1.医療ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する外来診療について、以下の医療行為に対応できますか。 イリョウ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ガイライ シンリョウ イカ イリョウ コウイ タイオウ						1.医療ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する外来診療について、以下の医療行為に対応できますか。 イリョウ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ガイライ シンリョウ イカ イリョウ コウイ タイオウ

				Ｑ1-1						Ｑ1-1		予防接種 ヨボウ セッシュ

				Ｑ1-2						Ｑ1-2		一次診療
（経過観察、栄養観察を含む） イチジ シンリョウ ケイカ カンサツ エイヨウ カンサツ フク

				Ｑ1-3						Ｑ1-3		経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ

				Ｑ1-4						Ｑ1-4		経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ

				Ｑ1-5						Ｑ1-5		中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ

				Ｑ1-6						Ｑ1-6		酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ

				Ｑ1-7						Ｑ1-7		気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ

				Ｑ1-8						Ｑ1-8		人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ

				Ｑ1-9						Ｑ1-9		尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ

				Ｑ1-10						Ｑ1-10		人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ

				Ｑ1-11						Ｑ1-11		褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ

		Ｑ２		2.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する往診及び訪問診療について、以下の医療行為に対応できますか イリョウテキ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ オウシン オヨ ホウモン シンリョウ イカ イリョウ コウイ タイオウ						2.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する往診及び訪問診療について、以下の医療行為に対応できますか イリョウテキ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ オウシン オヨ ホウモン シンリョウ イカ イリョウ コウイ タイオウ

				Ｑ2-1						Ｑ2-1		予防接種 ヨボウ セッシュ

				Ｑ2-2						Ｑ2-2		経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ

				Ｑ2-3						Ｑ2-3		経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ

				Ｑ2-4						Ｑ2-4		中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ

				Ｑ2-5						Ｑ2-5		酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ

				Ｑ2-6						Ｑ2-6		気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ

				Ｑ2-7						Ｑ2-7		人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ

				Ｑ2-8						Ｑ2-8		尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ

				Ｑ2-9						Ｑ2-9		人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ

				Ｑ2-10						Ｑ2-10		褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ

		Ｑ3		3.24時間、重症心身障害児（18歳未満）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイジ サイ ミマン イリョウ タイオウ						3.24時間、重症心身障害児（18歳未満）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイジ サイ ミマン イリョウ タイオウ

				Ｑ3-1						Ｑ3-1		できる

				Ｑ3-2						Ｑ3-2		できない

				Ｑ3-3						Ｑ3-3		要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン

		Ｑ4		4.24時間、重症心身障害者（18歳以上）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイシャ サイ イジョウ イリョウ タイオウ						4.24時間、重症心身障害者（18歳以上）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイシャ サイ イジョウ イリョウ タイオウ

				Ｑ4-1						Ｑ4-1		できる

				Ｑ4-2						Ｑ4-2		できない

				Ｑ4-3						Ｑ4-3		要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン

		Ｑ5		5.重症心身障害児（者）のレスパイト入院に対応できますか ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ ニュウイン タイオウ						5.重症心身障害児（者）のレスパイト入院に対応できますか ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ ニュウイン タイオウ

				Ｑ5-1						Ｑ5-1		できる

				Ｑ5-2						Ｑ5-2		できない

				Ｑ5-3						Ｑ5-3		要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン

		Ｑ6		6.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する訪問リハビリテーションを提供していますか イリョウテキ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ホウモン テイキョウ						6.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する訪問リハビリテーションを提供していますか イリョウテキ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ホウモン テイキョウ

				Ｑ6-1						Ｑ6-1		提供している テイキョウ

				Ｑ6-2						Ｑ6-2		提供していない テイキョウ

				Ｑ6-3						Ｑ6-3		提供していないが対応は可能 テイキョウ タイオウ カノウ

				Ｑ6-4						Ｑ6-4		要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン

		Ｑ7		7.平成26年度において、以下における長期入院児（6ヶ月以上）の患者数は何名ですか（「原疾患」及び「長期入院理由」について、複数の理由がある場合は、主な理由を選んでください） ヘイセイ ネンド イカ チョウキ ニュウイン ジ ゲツイジョウ カンジャスウ ナンメイ ゲンシッカン オヨ チョウキ ニュウイン リユウ フクスウ リユウ バアイ オモ リユウ エラ						7.平成26年度において、以下における長期入院児（6ヶ月以上）の患者数は何名ですか（「原疾患」及び「長期入院理由」について、複数の理由がある場合は、主な理由を選んでください） ヘイセイ ネンド イカ チョウキ ニュウイン ジ ゲツイジョウ カンジャスウ ナンメイ ゲンシッカン オヨ チョウキ ニュウイン リユウ フクスウ リユウ バアイ オモ リユウ エラ

				※個別シートにて対応 コベツ タイオウ						※個別シートにて対応 コベツ タイオウ

		Q8		8.重症心身障害児（者）に対する相談窓口はありますか ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ソウダン マドグチ

										1		ある

										2		ない

		Q9		9.重症心身障害児（者）の方に対する医療、在宅生活等についてお気づきのことなど、ご自由にお書きください。 ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ カタ タイ イリョウ ザイタク セイカツ ナド キ ジユウ カ

		承諾可否 ショウダク カヒ		診療所名 シンリョウジョ メイ		電話番号 デンワ バンゴウ		郵便番号 ユウビンバンゴウ		所在地 ショザイチ		Ｑ1.医療ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する外来診療について、以下の医療行為に対応できますか																						Ｑ２医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する往診及び訪問診療について、以下の医療行為に対応できますか																				Ｑ3		Ｑ4		Ｑ5		Q6		Ｑ7		8.重症心身障害児（者）に対する相談窓口はありますか										Q9

												予防接種 ヨボウ セッシュ		一次診療
（経過観察、栄養観察を含む） イチジ シンリョウ ケイカ カンサツ エイヨウ カンサツ フク		経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ		経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ		中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ		酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ		気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ		人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ		尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ		人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ		褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ		予防接種 ヨボウ セッシュ		経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ		経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ		中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ		酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ		気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ		人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ		尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ		人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ		褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ												有無 ウム		部署名・職名 ブショ メイ ショクメイ		ご担当者氏名 タントウシャ シメイ		連絡先TEL レンラクサキ		連絡先MAIL レンラクサキ

		否 イナ		野木病院		0280-57-1011		329-0101		下都賀郡野木町友沼5320-2		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		2

		否 イナ		今市病院		0288-22-2200		321-1261		日光市今市381		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		2

		否 イナ		黒須病院　		028-682-8811		329-1311		さくら市氏家2650		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		2		2		別紙参照 ベッシ サンショウ		1		病診連携室・社会福祉士 ビョウシンレンケイ シツ シャカイ フクシ シ		井上雅晶 イノウエ マサアキ		028-682-8811（代表）
028-681-5551（直通） ダイヒョウ チョクツウ		byo-renkei@kurosu-hospital.jp

		否 イナ		日光市民病院		0288-50-1188		321-1441		日光市清滝安良沢町1752-10		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		2										小児科常務医がいないため、小児科非常勤医師在院時のみ相談可能と考えます ショウニカ ジョウム イ ショウニカ ヒジョウキン イシ ザイイン ジ ソウダン カノウ カンガ

		否 イナ		国際医療福祉大学塩谷病院　		0287-44-1155		329-2145		矢板市富田77		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		2

		否 イナ		那須南病院		0287-84-3911		321-0621		栃木県那須烏山市中央3-2-13		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		2		2		なし		1		医療福祉相談医療連絡室 イリョウ フクシ ソウダン イリョウ レンラク シツ		原健二 ハラ ケンジ		0287-84-3911

		承諾 ショウダク		西方病院		0282-92-2323		322-0601		栃木県上都賀郡西方町金崎273-3		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		1		西方病院地域連携室 ニシカタ ビョウイン チイキ レンケイ シツ				0282-25-7310		nishikata-renkei@cc9.ne.jp

		承諾 ショウダク		新小山市民病院		0285-36-0200		323-0827		栃木県小山市神鳥谷2251-1 ３２３－０８２７		1		1		3		2		2		2		2		2		2		2		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		2		なし		1		医療相談室保健師 イリョウ ソウダンシツ ホケンシ		多賀谷邦子 タガヤ クニコ		0285-36-0256		soudan@hospital.oyama.tochigi.jp		重症心身障害児（者）の方々の外来診察は随時受け入れておりますが、特に障害児の入院についてはまだ十分に対応できる体制になっておりません。そのため、今回のガイドマップの内容で受け入れ可能な項目が少なく申し訳ありません。相談については、幅広く承っております。 ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ カタガタ ガイライ シンサツ ズイジ ウ イ トク ショウガイジ ニュウイン ジュウブン タイオウ タイセイ コンカイ ナイヨウ ウ イ カノウ コウモク スク モウ ワケ ソウダン ハバヒロ ウケタマワ

		承諾 ショウダク		小山厚生病院		0285-22-1105		323-0031		栃木県小山市八幡町2-10-6		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		2		なし		1		看護師長 カンゴシ チョウ		横家よね子 ヨコ イエ コ		0285-22-1105
0285-24-9890				在宅生活困難者につき当院では入院で対応させていただくことが多いです。 ザイタク セイカツ コンナン シャ トウイン ニュウイン タイオウ オオ

		承諾 ショウダク		石橋総合病院		0285-53-1134		329-0511		栃木県下野市石橋628		1		1		1		1		1		1		1		2		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		1		なし		1		地域医療連携部 チイキ イリョウ レンケイ ブ		（部長）岩崎さゆり ブチョウ イワサキ		0285-53-1134		ishibashi-renkei@yushikai.jp

		承諾 ショウダク		下都賀総合病院		0282-22-2551		328-0044		栃木県栃木市富士見町5-32		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		3		なし		1		医療福祉相談室 イリョウ フクシ ソウダンシツ		MSWが3人おります ニン		0282-22-2551

		承諾 ショウダク		とちの木病院		0282-22-7722		328-0071		栃木県栃木市大町39-5		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		2

		承諾 ショウダク		自治医科大学附属病院　		0285-44-2111		329-0498		下野市薬師寺3311-1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		2		3		2		別紙参照 ベッシ サンショウ		1		地域医療連携部（看護師） チイキ イリョウ レンケイ ブ カンゴシ		黒田　光恵 クロダ ミツエ		0285-44-2111		mazuek@jichi.ac.jp		在宅医療を充実させていただくうえで、往診医や地域の開業医の先生方との連携強化やスタッフの充実が望まれると思います。 ザイタク イリョウ ジュウジツ オウシン イ チイキ カイギョウイ センセイガタ レンケイ キョウカ ジュウジツ ノゾ オモ

		承諾 ショウダク		済生会宇都宮病院		028-626-5500		321-0974		宇都宮市竹林町911-1		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		2		別紙参照 ベッシ サンショウ		1		地域連携課 チイキ レンケイ カ		荻津　守 オギツ カミ		028-626-5500

		承諾 ショウダク		足利赤十字病院		0284-21-0121		326-0843		栃木県足利市五十部町284-1		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		3		1		2		別紙参照 ベッシ サンショウ		1		事務部医事課社会福祉士 ジム ブ イジ カ シャカイ フクシ シ		布施　麻由実 フセ マユミ		0284-20-1307				医療依存度の高い患者様が自宅へ退院する場合、利用できる社会資源が限られており、デイサービスやリハビリテーション、ショートステイなどのサービスを本人、ご家族様のニーズに合わせて利用していただくことが困難なケースが多々あります。（例：家族としては週２回以上リハビリに本人を通わせたいと考えているが、リハビリテーション事業所としては利用者数も多いため、週1回の対応が限度と考えている場合など）今回のアンケート調査を機に、各地域の社会資源の情報を整理し、なるべくニーズに合わせて、多くの方に適切にサービスを利用していただける環境を構築できればと思っております。よろしくお願いいたします。 イリョウ イゾンド タカ カンジャサマ ジタク タイイン バアイ リヨウ シャカイ シゲン カギ ホンニン カゾク サマ ア リヨウ コンナン タタ レイ カゾク シュウ カイイジョウ ホンニン カヨ カンガ ジギョウショ リヨウシャ スウ オオ シュウ カイ タイオウ ゲンド カンガ バアイ コンカイ チョウサ キ カクチイキ シャカイ シゲン ジョウホウ セイリ ア オオ カタ テキセツ リヨウ カンキョウ コウチク オモ ネガ

		承諾 ショウダク		獨協医科大学病院		0282-86-1111		321-0293		下都賀郡壬生町大字北小林880		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		3		2		別紙参照 ベッシ サンショウ		1		地域医療連携センター医療福祉相談室 チイキ イリョウ レンケイ イリョウ フクシ ソウダンシツ				0282-87-2185

		承諾 ショウダク		あしかがの森足利病院		0284-91-0611		326-0011		足利市大沼田町615		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		1		2		別紙参照 ベッシ サンショウ		1		メディカルソーシャルワーカー		福地　哲郎 フクチ テツロウ		0284-91-0611		soudan@hshikagu-hospital.or.jp

		承諾 ショウダク		JCHO　うつのみや病院		028-653-1001		321-0143		宇都宮市南高砂町11-17		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		2

		承諾 ショウダク		菅又病院　		028-676-0311		329-1207		塩谷郡高根沢町花岡2351		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		2										要相談の診療項目につきましては、病院にお電話で問い合わせていただければ対応いたします。小児科の入院対応はしておりません。外来診察につきましては、急性期の管理は困難であることもありますが、状態が安定している場合には相談いただければ可能な限り対応いたします。 ヨウ ソウダン シンリョウ コウモク ビョウイン デンワ ト ア タイオウ ショウニカ ニュウイン タイオウ ガイライ シンサツ キュウセイキ カンリ コンナン ジョウタイ アンテイ バアイ ソウダン カノウ カギ タイオウ

		承諾 ショウダク		那須赤十字病院		0287-23-1122		324-8686		栃木県大田原市中田原1081-4		1		1		3		3		3		1		3		1		3		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		1		4		なし		1		地域医療福祉連携課福祉係長 チイキ イリョウ フクシ レンケイ カ フクシ カカリチョウ		野中美希 ノナカ ミキ		0287-23-1122		renkeika@nasu.jrc.or.jp
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病院（作業）

		Ｑ１		1.医療ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する外来診療について、以下の医療行為に対応できますか。 イリョウ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ガイライ シンリョウ イカ イリョウ コウイ タイオウ						1.医療ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する外来診療について、以下の医療行為に対応できますか。 イリョウ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ガイライ シンリョウ イカ イリョウ コウイ タイオウ

				Ｑ1-1						Ｑ1-1		予防接種 ヨボウ セッシュ

				Ｑ1-2						Ｑ1-2		一次診療
（経過観察、栄養観察を含む） イチジ シンリョウ ケイカ カンサツ エイヨウ カンサツ フク

				Ｑ1-3						Ｑ1-3		経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ

				Ｑ1-4						Ｑ1-4		経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ

				Ｑ1-5						Ｑ1-5		中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ

				Ｑ1-6						Ｑ1-6		酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ

				Ｑ1-7						Ｑ1-7		気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ

				Ｑ1-8						Ｑ1-8		人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ

				Ｑ1-9						Ｑ1-9		尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ

				Ｑ1-10						Ｑ1-10		人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ

				Ｑ1-11						Ｑ1-11		褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ

		Ｑ２		2.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する往診及び訪問診療について、以下の医療行為に対応できますか イリョウテキ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ オウシン オヨ ホウモン シンリョウ イカ イリョウ コウイ タイオウ						2.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する往診及び訪問診療について、以下の医療行為に対応できますか イリョウテキ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ オウシン オヨ ホウモン シンリョウ イカ イリョウ コウイ タイオウ

				Ｑ2-1						Ｑ2-1		予防接種 ヨボウ セッシュ

				Ｑ2-2						Ｑ2-2		経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ

				Ｑ2-3						Ｑ2-3		経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ

				Ｑ2-4						Ｑ2-4		中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ

				Ｑ2-5						Ｑ2-5		酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ

				Ｑ2-6						Ｑ2-6		気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ

				Ｑ2-7						Ｑ2-7		人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ

				Ｑ2-8						Ｑ2-8		尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ

				Ｑ2-9						Ｑ2-9		人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ

				Ｑ2-10						Ｑ2-10		褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ

		Ｑ3		3.24時間、重症心身障害児（18歳未満）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイジ サイ ミマン イリョウ タイオウ						3.24時間、重症心身障害児（18歳未満）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイジ サイ ミマン イリョウ タイオウ

				Ｑ3-1						Ｑ3-1		できる

				Ｑ3-2						Ｑ3-2		できない

				Ｑ3-3						Ｑ3-3		要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン

		Ｑ4		4.24時間、重症心身障害者（18歳以上）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイシャ サイ イジョウ イリョウ タイオウ						4.24時間、重症心身障害者（18歳以上）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイシャ サイ イジョウ イリョウ タイオウ

				Ｑ4-1						Ｑ4-1		できる

				Ｑ4-2						Ｑ4-2		できない

				Ｑ4-3						Ｑ4-3		要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン

		Ｑ5		5.重症心身障害児（者）のレスパイト入院に対応できますか ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ ニュウイン タイオウ						5.重症心身障害児（者）のレスパイト入院に対応できますか ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ ニュウイン タイオウ

				Ｑ5-1						Ｑ5-1		できる

				Ｑ5-2						Ｑ5-2		できない

				Ｑ5-3						Ｑ5-3		要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン

		Ｑ6		6.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する訪問リハビリテーションを提供していますか イリョウテキ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ホウモン テイキョウ						6.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する訪問リハビリテーションを提供していますか イリョウテキ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ホウモン テイキョウ

				Ｑ6-1						Ｑ6-1		提供している テイキョウ

				Ｑ6-2						Ｑ6-2		提供していない テイキョウ

				Ｑ6-3						Ｑ6-3		提供していないが対応は可能 テイキョウ タイオウ カノウ

				Ｑ6-4						Ｑ6-4		要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン

		Ｑ7		7.平成26年度において、以下における長期入院児（6ヶ月以上）の患者数は何名ですか（「原疾患」及び「長期入院理由」について、複数の理由がある場合は、主な理由を選んでください） ヘイセイ ネンド イカ チョウキ ニュウイン ジ ゲツイジョウ カンジャスウ ナンメイ ゲンシッカン オヨ チョウキ ニュウイン リユウ フクスウ リユウ バアイ オモ リユウ エラ						7.平成26年度において、以下における長期入院児（6ヶ月以上）の患者数は何名ですか（「原疾患」及び「長期入院理由」について、複数の理由がある場合は、主な理由を選んでください） ヘイセイ ネンド イカ チョウキ ニュウイン ジ ゲツイジョウ カンジャスウ ナンメイ ゲンシッカン オヨ チョウキ ニュウイン リユウ フクスウ リユウ バアイ オモ リユウ エラ

				※個別シートにて対応 コベツ タイオウ						※個別シートにて対応 コベツ タイオウ

		Q8		8.重症心身障害児（者）に対する相談窓口はありますか ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ソウダン マドグチ

										1		ある

										2		ない

		Q9		9.重症心身障害児（者）の方に対する医療、在宅生活等についてお気づきのことなど、ご自由にお書きください。 ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ カタ タイ イリョウ ザイタク セイカツ ナド キ ジユウ カ

		承諾可否 ショウダク カヒ		診療所名 シンリョウジョ メイ		電話番号 デンワ バンゴウ		郵便番号 ユウビンバンゴウ		所在地 ショザイチ		Ｑ1.医療ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する外来診療について、以下の医療行為に対応できますか																						Ｑ２医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する往診及び訪問診療について、以下の医療行為に対応できますか																				Ｑ3		Ｑ4		Ｑ5		Q6		Ｑ7		8.重症心身障害児（者）に対する相談窓口はありますか										Q9

												予防接種 ヨボウ セッシュ		一次診療
（経過観察、栄養観察を含む） イチジ シンリョウ ケイカ カンサツ エイヨウ カンサツ フク		経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ		経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ		中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ		酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ		気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ		人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ		尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ		人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ		褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ		予防接種 ヨボウ セッシュ		経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ		経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ		中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ		酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ		気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ		人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ		尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ		人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ		褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ												有無 ウム		部署名・職名 ブショ メイ ショクメイ		ご担当者氏名 タントウシャ シメイ		連絡先TEL レンラクサキ		連絡先MAIL レンラクサキ

		否 イナ		野木病院		0280-57-1011		329-0101		下都賀郡野木町友沼5320-2		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		2

		否 イナ		今市病院		0288-22-2200		321-1261		日光市今市381		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		2

		否 イナ		黒須病院　		028-682-8811		329-1311		さくら市氏家2650		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		2		2		別紙参照 ベッシ サンショウ		1		病診連携室・社会福祉士 ビョウシンレンケイ シツ シャカイ フクシ シ		井上雅晶 イノウエ マサアキ		028-682-8811（代表）
028-681-5551（直通） ダイヒョウ チョクツウ		byo-renkei@kurosu-hospital.jp

		否 イナ		日光市民病院		0288-50-1188		321-1441		日光市清滝安良沢町1752-10		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		2										小児科常務医がいないため、小児科非常勤医師在院時のみ相談可能と考えます ショウニカ ジョウム イ ショウニカ ヒジョウキン イシ ザイイン ジ ソウダン カノウ カンガ

		否 イナ		国際医療福祉大学塩谷病院　		0287-44-1155		329-2145		矢板市富田77		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		2

		否 イナ		那須南病院		0287-84-3911		321-0621		栃木県那須烏山市中央3-2-13		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		2		2		なし		1		医療福祉相談医療連絡室 イリョウ フクシ ソウダン イリョウ レンラク シツ		原健二 ハラ ケンジ		0287-84-3911

		承諾 ショウダク		西方病院		0282-92-2323		322-0601		栃木県上都賀郡西方町金崎273-3		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		1		西方病院地域連携室 ニシカタ ビョウイン チイキ レンケイ シツ				0282-25-7310		nishikata-renkei@cc9.ne.jp

		承諾 ショウダク		新小山市民病院		0285-36-0200		323-0827		栃木県小山市神鳥谷2251-1 ３２３－０８２７		1		1		3		2		2		2		2		2		2		2		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		2		なし		1		医療相談室保健師 イリョウ ソウダンシツ ホケンシ		多賀谷邦子 タガヤ クニコ		0285-36-0256		soudan@hospital.oyama.tochigi.jp		重症心身障害児（者）の方々の外来診察は随時受け入れておりますが、特に障害児の入院についてはまだ十分に対応できる体制になっておりません。そのため、今回のガイドマップの内容で受け入れ可能な項目が少なく申し訳ありません。相談については、幅広く承っております。 ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ カタガタ ガイライ シンサツ ズイジ ウ イ トク ショウガイジ ニュウイン ジュウブン タイオウ タイセイ コンカイ ナイヨウ ウ イ カノウ コウモク スク モウ ワケ ソウダン ハバヒロ ウケタマワ

		承諾 ショウダク		小山厚生病院		0285-22-1105		323-0031		栃木県小山市八幡町2-10-6		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		2		なし		1		看護師長 カンゴシ チョウ		横家よね子 ヨコ イエ コ		0285-22-1105
0285-24-9890				在宅生活困難者につき当院では入院で対応させていただくことが多いです。 ザイタク セイカツ コンナン シャ トウイン ニュウイン タイオウ オオ

		承諾 ショウダク		石橋総合病院		0285-53-1134		329-0511		栃木県下野市石橋628		1		1		1		1		1		1		1		2		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		1		なし		1		地域医療連携部 チイキ イリョウ レンケイ ブ		（部長）岩崎さゆり ブチョウ イワサキ		0285-53-1134		ishibashi-renkei@yushikai.jp

		承諾 ショウダク		下都賀総合病院		0282-22-2551		328-0044		栃木県栃木市富士見町5-32		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		3		なし		1		医療福祉相談室 イリョウ フクシ ソウダンシツ		MSWが3人おります ニン		0282-22-2551

		承諾 ショウダク		とちの木病院		0282-22-7722		328-0071		栃木県栃木市大町39-5		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		2

		承諾 ショウダク		自治医科大学附属病院　		0285-44-2111		329-0498		下野市薬師寺3311-1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		2		3		2		別紙参照 ベッシ サンショウ		1		地域医療連携部（看護師） チイキ イリョウ レンケイ ブ カンゴシ		黒田　光恵 クロダ ミツエ		0285-44-2111		mazuek@jichi.ac.jp		在宅医療を充実させていただくうえで、往診医や地域の開業医の先生方との連携強化やスタッフの充実が望まれると思います。 ザイタク イリョウ ジュウジツ オウシン イ チイキ カイギョウイ センセイガタ レンケイ キョウカ ジュウジツ ノゾ オモ

		承諾 ショウダク		済生会宇都宮病院		028-626-5500		321-0974		宇都宮市竹林町911-1		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		2		別紙参照 ベッシ サンショウ		1		地域連携課 チイキ レンケイ カ		荻津　守 オギツ カミ		028-626-5500

		承諾 ショウダク		足利赤十字病院		0284-21-0121		326-0843		栃木県足利市五十部町284-1		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		3		1		2		別紙参照 ベッシ サンショウ		1		事務部医事課社会福祉士 ジム ブ イジ カ シャカイ フクシ シ		布施　麻由実 フセ マユミ		0284-20-1307				医療依存度の高い患者様が自宅へ退院する場合、利用できる社会資源が限られており、デイサービスやリハビリテーション、ショートステイなどのサービスを本人、ご家族様のニーズに合わせて利用していただくことが困難なケースが多々あります。（例：家族としては週２回以上リハビリに本人を通わせたいと考えているが、リハビリテーション事業所としては利用者数も多いため、週1回の対応が限度と考えている場合など）今回のアンケート調査を機に、各地域の社会資源の情報を整理し、なるべくニーズに合わせて、多くの方に適切にサービスを利用していただける環境を構築できればと思っております。よろしくお願いいたします。 イリョウ イゾンド タカ カンジャサマ ジタク タイイン バアイ リヨウ シャカイ シゲン カギ ホンニン カゾク サマ ア リヨウ コンナン タタ レイ カゾク シュウ カイイジョウ ホンニン カヨ カンガ ジギョウショ リヨウシャ スウ オオ シュウ カイ タイオウ ゲンド カンガ バアイ コンカイ チョウサ キ カクチイキ シャカイ シゲン ジョウホウ セイリ ア オオ カタ テキセツ リヨウ カンキョウ コウチク オモ ネガ

		承諾 ショウダク		獨協医科大学病院		0282-86-1111		321-0293		下都賀郡壬生町大字北小林880		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		3		2		別紙参照 ベッシ サンショウ		1		地域医療連携センター医療福祉相談室 チイキ イリョウ レンケイ イリョウ フクシ ソウダンシツ				0282-87-2185

		承諾 ショウダク		あしかがの森足利病院		0284-91-0611		326-0011		足利市大沼田町615		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		1		2		別紙参照 ベッシ サンショウ		1		メディカルソーシャルワーカー		福地　哲郎 フクチ テツロウ		0284-91-0611		soudan@hshikagu-hospital.or.jp

		承諾 ショウダク		JCHO　うつのみや病院		028-653-1001		321-0143		宇都宮市南高砂町11-17		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		2

		承諾 ショウダク		菅又病院　		028-676-0311		329-1207		塩谷郡高根沢町花岡2351		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		2										要相談の診療項目につきましては、病院にお電話で問い合わせていただければ対応いたします。小児科の入院対応はしておりません。外来診察につきましては、急性期の管理は困難であることもありますが、状態が安定している場合には相談いただければ可能な限り対応いたします。 ヨウ ソウダン シンリョウ コウモク ビョウイン デンワ ト ア タイオウ ショウニカ ニュウイン タイオウ ガイライ シンサツ キュウセイキ カンリ コンナン ジョウタイ アンテイ バアイ ソウダン カノウ カギ タイオウ

		承諾 ショウダク		那須赤十字病院		0287-23-1122		324-8686		栃木県大田原市中田原1081-4		1		1		3		3		3		1		3		1		3		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		1		4		なし		1		地域医療福祉連携課福祉係長 チイキ イリョウ フクシ レンケイ カ フクシ カカリチョウ		野中美希 ノナカ ミキ		0287-23-1122		renkeika@nasu.jrc.or.jp



												Ｑ1.医療ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する外来診療について、以下の医療行為に対応できますか

												予防接種 ヨボウ セッシュ		一次診療
（経過観察、栄養観察を含む） イチジ シンリョウ ケイカ カンサツ エイヨウ カンサツ フク		経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ		経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ		中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ		酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ		気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ		人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ		尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ		人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ		褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ

										できる		13		13		9		8		7		9		8		8		7		7		7

										できない		3		3		7		8		8		8		8		9		8		8		6

										要相談 ヨウ ソウダン		4		4		4		4		5		3		4		3		5		5		7



												Ｑ２医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する往診及び訪問診療について、以下の医療行為に対応できますか

												予防接種 ヨボウ セッシュ		経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ		経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ		中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ		酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ		気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ		人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ		尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ		人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ		褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ

										できる		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

										できない		19		20		20		20		20		20		20		20		20		20

										要相談 ヨウ ソウダン		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0



										Ｑ3		3.24時間、重症心身障害児（18歳未満）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイジ サイ ミマン イリョウ タイオウ				3.24時間、重症心身障害児（18歳未満）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイジ サイ ミマン イリョウ タイオウ

										できる		4

										できない		14

										要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン		2

										Ｑ4		4.24時間、重症心身障害者（18歳以上）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイシャ サイ イジョウ イリョウ タイオウ				4.24時間、重症心身障害者（18歳以上）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイシャ サイ イジョウ イリョウ タイオウ

										できる		3

										できない		9																																																														事業所名 ジギョウショ メイ		部署名・職名 ブショ メイ ショクメイ		ご担当者氏名 タントウシャ シメイ		連絡先TEL レンラクサキ		Mail

										要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン		8																																																														西方病院		西方病院地域連携室 ニシカタ ビョウイン チイキ レンケイ シツ				0282-25-7310		nishikata-renkei@cc9.ne.jp

										Ｑ5		5.重症心身障害児（者）のレスパイト入院に対応できますか ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ ニュウイン タイオウ				5.重症心身障害児（者）のレスパイト入院に対応できますか ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ ニュウイン タイオウ																																																										新小山市民病院		医療相談室保健師 イリョウ ソウダンシツ ホケンシ		多賀谷邦子 タガヤ クニコ		0285-36-0256		soudan@hospital.oyama.tochigi.jp

										できる		5																																																														小山厚生病院		看護師長 カンゴシ チョウ		横家よね子 ヨコ イエ コ		0285-22-1105
0285-24-9890

										できない		10																																																														石橋総合病院		地域医療連携部 チイキ イリョウ レンケイ ブ		（部長）岩崎さゆり ブチョウ イワサキ		0285-53-1134		ishibashi-renkei@yushikai.jp

										要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン		5																																																														下都賀総合病院		医療福祉相談室 イリョウ フクシ ソウダンシツ		MSWが3人おります ニン		0282-22-2551

										Ｑ6		6.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する訪問リハビリテーションを提供していますか イリョウテキ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ホウモン テイキョウ				6.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する訪問リハビリテーションを提供していますか イリョウテキ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ホウモン テイキョウ																																																										自治医科大学附属病院　		地域医療連携部（看護師） チイキ イリョウ レンケイ ブ カンゴシ		黒田　光恵 クロダ ミツエ		0285-44-2111		mazuek@jichi.ac.jp

										提供している テイキョウ		1																																																														済生会宇都宮病院		地域連携課 チイキ レンケイ カ		荻津　守 オギツ カミ		028-626-5500

										提供していない テイキョウ		17																																																														足利赤十字病院		事務部医事課社会福祉士 ジム ブ イジ カ シャカイ フクシ シ		布施　麻由実 フセ マユミ		0284-20-1307

										提供していないが対応は可能 テイキョウ タイオウ カノウ		1																																																														獨協医科大学病院		地域医療連携センター医療福祉相談室 チイキ イリョウ レンケイ イリョウ フクシ ソウダンシツ				0282-87-2185

										要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン		1																																																														あしかがの森足利病院		メディカルソーシャルワーカー		福地　哲郎 フクチ テツロウ		0284-91-0611		soudan@hshikagu-hospital.or.jp

										Ｑ7		7.平成26年度において、以下における長期入院児（6ヶ月以上）の患者数は何名ですか（「原疾患」及び「長期入院理由」について、複数の理由がある場合は、主な理由を選んでください） ヘイセイ ネンド イカ チョウキ ニュウイン ジ ゲツイジョウ カンジャスウ ナンメイ ゲンシッカン オヨ チョウキ ニュウイン リユウ フクスウ リユウ バアイ オモ リユウ エラ				7.平成26年度において、以下における長期入院児（6ヶ月以上）の患者数は何名ですか（「原疾患」及び「長期入院理由」について、複数の理由がある場合は、主な理由を選んでください） ヘイセイ ネンド イカ チョウキ ニュウイン ジ ゲツイジョウ カンジャスウ ナンメイ ゲンシッカン オヨ チョウキ ニュウイン リユウ フクスウ リユウ バアイ オモ リユウ エラ																																																										那須赤十字病院		地域医療福祉連携課福祉係長 チイキ イリョウ フクシ レンケイ カ フクシ カカリチョウ		野中美希 ノナカ ミキ		0287-23-1122		renkeika@nasu.jrc.or.jp

										Q8		8.重症心身障害児（者）に対する相談窓口はありますか ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ソウダン マドグチ

																1		ある		13

																2		ない		7

																														できる		できない		要相談 ヨウ ソウダン						できる		できない		要相談 ヨウ ソウダン						提供している テイキョウ		提供していない テイキョウ		提供していないが対応は可能 テイキョウ タイオウ カノウ		要相談 ヨウ ソウダン										NICU及びGCU オヨ		PICU		その他小児病棟 タ ショウニ ビョウトウ

																												予防接種 ヨボウ セッシュ		13		3		4				18歳未満 サイ ミマン		4		14		2						5		10		5		5								6ヶ月以上1年未満 ゲツイジョウ ネン ミマン		9		0		11

																												一次診療
（経過観察、栄養観察を含む） イチジ シンリョウ ケイカ カンサツ エイヨウ カンサツ フク		13		3		4				18歳以上 サイ イジョウ		3		9		8																				1年以上2年未満 ネンイジョウ ネン ミマン		1		0		10

																												経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ		9		7		4																提供している テイキョウ		5												2年以上 ネンイジョウ		4		0		154

																												経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ		8		8		4						できる		できない		要相談 ヨウ ソウダン						提供していない テイキョウ		10

																												中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ		7		8		5						5		10		5						提供していないが対応は可能 テイキョウ タイオウ カノウ		5

																												酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ		9		8		3						3		9		8						要相談 ヨウ ソウダン		5														NICU及びGCU オヨ		PICU		その他小児病棟 タ ショウニ ビョウトウ

																												気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ		8		8		4																														新生児仮死 シンセイジ カシ		2		0		38

																												人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ		8		9		3																														仮死以外の神経、筋疾患 カシ イガイ シンケイ キン シッカン		3		0		48

																												尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ		7		8		5						ある		ない										乳児～2歳 ニュウジ サイ		3歳～6歳 サイ サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13歳～17歳 サイ サイ		18歳以上 サイイジョウ				事故 ジコ		0		0		4

																												人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ		7		8		5						13		7								気管切開人工呼吸患者 キカン セッカイ ジンコウ コキュウ カンジャ		11		4		8		5		12				先天異常症候群 センテン イジョウ ショウコウグン		11		0		22

																												褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ		7		6		7																非気管切開人工呼吸患者（NPPV) ヒ キカン セッカイ ジンコウ コキュウ カンジャ		2		0		0		0		1				慢性肺疾患、気道病変 マンセイ ハイ シッカン キドウ ビョウヘン		1		0		0

																																																		気管切開患者 キカン セッカイ カンジャ		2		3		2		0		14				低出生体重児 テイ シュッセイ タイジュウ ジ		5		0		7

																														できる		できない		要相談 ヨウ ソウダン																その他 タ		4		2		2		0		1				社会的事情 シャカイテキ ジジョウ		0		0		2

																												予防接種 ヨボウ セッシュ		0		19		1																														その他 タ		2		0		44

																												経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ		0		20		0

																												経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ		0		20		0																																NICU及びGCU オヨ		PICU		その他小児病棟 タ ショウニ ビョウトウ

																												中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ		0		20		0																														病状が不安定 ビョウジョウ フアンテイ		6		0		30

																												酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ		0		20		0																														療育施設入所待ち リョウイク シセツ ニュウショ マ		0		0		18

																												気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ		0		20		0																														中間施設受入体制の不備 チュウカン シセツ ウケイレ タイセイ フビ		0		0		0

																												人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ		0		20		0																														地域サポートの不備 チイキ フビ		0		0		0

																												尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ		0		20		0																														病院の在宅医療フォロー体制不備 ビョウイン ザイタク イリョウ タイセイ フビ		0		0		0

																												人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ		0		20		0																														家族の受入困難 カゾク ウケイレ コンナン		4		0		127

																												褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ		0		20		0																														家庭環境、経済的理由 カテイ カンキョウ ケイザイテキ リユウ		1		0		5

																																																																在宅準備中 ザイタク ジュンビチュウ		3		0		4

																																																																その他 タ		0		0		1

																												24時間、重症心身障害児の医療に対応ができますか
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病院 (記述)

		承諾可否 ショウダク カヒ		診療所名 シンリョウジョ メイ		電話番号 デンワ バンゴウ		郵便番号 ユウビンバンゴウ		所在地 ショザイチ		9.重症心身障害児（者）の方に対する医療、在宅生活等についてお気づきのことなど、ご自由にお書きください。



		否 イナ		野木病院		0280-57-1011		329-0101		下都賀郡野木町友沼5320-2

		否 イナ		今市病院		0288-22-2200		321-1261		日光市今市381

		否 イナ		黒須病院　		028-682-8811		329-1311		さくら市氏家2650

		否 イナ		日光市民病院		0288-50-1188		321-1441		日光市清滝安良沢町1752-10		小児科常務医がいないため、小児科非常勤医師在院時のみ相談可能と考えます ショウニカ ジョウム イ ショウニカ ヒジョウキン イシ ザイイン ジ ソウダン カノウ カンガ

		否 イナ		国際医療福祉大学塩谷病院　		0287-44-1155		329-2145		矢板市富田77

		否 イナ		那須南病院		0287-84-3911		321-0621		栃木県那須烏山市中央3-2-13

		承諾 ショウダク		西方病院		0282-92-2323		322-0601		栃木県上都賀郡西方町金崎273-3

		承諾 ショウダク		新小山市民病院		0285-36-0200		323-0827		栃木県小山市神鳥谷2251-1 ３２３－０８２７		重症心身障害児（者）の方々の外来診察は随時受け入れておりますが、特に障害児の入院についてはまだ十分に対応できる体制になっておりません。そのため、今回のガイドマップの内容で受け入れ可能な項目が少なく申し訳ありません。相談については、幅広く承っております。 ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ カタガタ ガイライ シンサツ ズイジ ウ イ トク ショウガイジ ニュウイン ジュウブン タイオウ タイセイ コンカイ ナイヨウ ウ イ カノウ コウモク スク モウ ワケ ソウダン ハバヒロ ウケタマワ

		承諾 ショウダク		小山厚生病院		0285-22-1105		323-0031		栃木県小山市八幡町2-10-6		在宅生活困難者につき当院では入院で対応させていただくことが多いです。 ザイタク セイカツ コンナン シャ トウイン ニュウイン タイオウ オオ

		承諾 ショウダク		石橋総合病院		0285-53-1134		329-0511		栃木県下野市石橋628

		承諾 ショウダク		下都賀総合病院		0282-22-2551		328-0044		栃木県栃木市富士見町5-32

		承諾 ショウダク		とちの木病院		0282-22-7722		328-0071		栃木県栃木市大町39-5

		承諾 ショウダク		自治医科大学附属病院　		0285-44-2111		329-0498		下野市薬師寺3311-1		在宅医療を充実させていただくうえで、往診医や地域の開業医の先生方との連携強化やスタッフの充実が望まれると思います。 ザイタク イリョウ ジュウジツ オウシン イ チイキ カイギョウイ センセイガタ レンケイ キョウカ ジュウジツ ノゾ オモ

		承諾 ショウダク		済生会宇都宮病院		028-626-5500		321-0974		宇都宮市竹林町911-1

		承諾 ショウダク		足利赤十字病院		0284-21-0121		326-0843		栃木県足利市五十部町284-1		医療依存度の高い患者様が自宅へ退院する場合、利用できる社会資源が限られており、デイサービスやリハビリテーション、ショートステイなどのサービスを本人、ご家族様のニーズに合わせて利用していただくことが困難なケースが多々あります。（例：家族としては週２回以上リハビリに本人を通わせたいと考えているが、リハビリテーション事業所としては利用者数も多いため、週1回の対応が限度と考えている場合など）今回のアンケート調査を機に、各地域の社会資源の情報を整理し、なるべくニーズに合わせて、多くの方に適切にサービスを利用していただける環境を構築できればと思っております。よろしくお願いいたします。 イリョウ イゾンド タカ カンジャサマ ジタク タイイン バアイ リヨウ シャカイ シゲン カギ ホンニン カゾク サマ ア リヨウ コンナン タタ レイ カゾク シュウ カイイジョウ ホンニン カヨ カンガ ジギョウショ リヨウシャ スウ オオ シュウ カイ タイオウ ゲンド カンガ バアイ コンカイ チョウサ キ カクチイキ シャカイ シゲン ジョウホウ セイリ ア オオ カタ テキセツ リヨウ カンキョウ コウチク オモ ネガ

		承諾 ショウダク		獨協医科大学病院		0282-86-1111		321-0293		下都賀郡壬生町大字北小林880

		承諾 ショウダク		あしかがの森足利病院		0284-91-0611		326-0011		足利市大沼田町615

		承諾 ショウダク		JCHO　うつのみや病院		028-653-1001		321-0143		宇都宮市南高砂町11-17

		承諾 ショウダク		菅又病院　		028-676-0311		329-1207		塩谷郡高根沢町花岡2351		要相談の診療項目につきましては、病院にお電話で問い合わせていただければ対応いたします。小児科の入院対応はしておりません。外来診察につきましては、急性期の管理は困難であることもありますが、状態が安定している場合には相談いただければ可能な限り対応いたします。 ヨウ ソウダン シンリョウ コウモク ビョウイン デンワ ト ア タイオウ ショウニカ ニュウイン タイオウ ガイライ シンサツ キュウセイキ カンリ コンナン ジョウタイ アンテイ バアイ ソウダン カノウ カギ タイオウ

		承諾 ショウダク		那須赤十字病院		0287-23-1122		324-8686		栃木県大田原市中田原1081-4





病院Ｑ7統計



				乳児～2歳 ニュウジ サイ		3歳～6歳 サイ サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13歳～17歳 サイ サイ		18歳以上 サイイジョウ

		気管切開人工呼吸患者 キカン セッカイ ジンコウ コキュウ カンジャ		11		4		8		5		12

		非気管切開人工呼吸患者（NPPV) ヒ キカン セッカイ ジンコウ コキュウ カンジャ		2		0		0		0		1

		気管切開患者 キカン セッカイ カンジャ		2		3		2		0		14

		その他 タ		4		2		2		0		1



		入院期間 ニュウイン キカン		NICU及びGCU オヨ		PICU		その他小児病棟 タ ショウニ ビョウトウ

		6ヶ月以上1年未満 ゲツイジョウ ネン ミマン		9		0		11

		1年以上2年未満 ネンイジョウ ネン ミマン		1		0		10

		2年以上 ネンイジョウ		4		0		154

		原疾患 ゲンシッカン		NICU及びGCU オヨ		PICU		その他小児病棟 タ ショウニ ビョウトウ

		新生児仮死 シンセイジ カシ		2		0		38

		仮死以外の神経、筋疾患 カシ イガイ シンケイ キン シッカン		3		0		48

		事故 ジコ		0		0		4

		先天異常症候群 センテン イジョウ ショウコウグン		11		0		22

		慢性肺疾患、気道病変 マンセイ ハイ シッカン キドウ ビョウヘン		1		0		0

		低出生体重児 テイ シュッセイ タイジュウ ジ		5		0		7

		社会的事情 シャカイテキ ジジョウ		0		0		2

		その他 タ		2		0		44

		長期入院理由 チョウキ ニュウイン リユウ		NICU及びGCU オヨ		PICU		その他小児病棟 タ ショウニ ビョウトウ

		病状が不安定 ビョウジョウ フアンテイ		6		0		30

		療育施設入所待ち リョウイク シセツ ニュウショ マ		0		0		18

		中間施設受入体制の不備 チュウカン シセツ ウケイレ タイセイ フビ		0		0		0

		地域サポートの不備 チイキ フビ		0		0		0

		病院の在宅医療フォロー体制不備 ビョウイン ザイタク イリョウ タイセイ フビ		0		0		0

		家族の受入困難 カゾク ウケイレ コンナン		4		0		127

		家庭環境、経済的理由 カテイ カンキョウ ケイザイテキ リユウ		1		0		5

		在宅準備中 ザイタク ジュンビチュウ		3		0		4

		その他 タ		0		0		1





黒須病院

				乳児～2歳 ニュウジ サイ		3歳～6歳 サイ サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13歳～17歳 サイ サイ		18歳以上 サイイジョウ

		気管切開人工呼吸患者 キカン セッカイ ジンコウ コキュウ カンジャ										1

		非気管切開人工呼吸患者（NPPV) ヒ キカン セッカイ ジンコウ コキュウ カンジャ										0

		気管切開患者 キカン セッカイ カンジャ										3

		その他 タ



		入院期間 ニュウイン キカン		NICU及びGCU オヨ		PICU		その他小児病棟 タ ショウニ ビョウトウ

		6ヶ月以上1年未満 ゲツイジョウ ネン ミマン

		1年以上2年未満 ネンイジョウ ネン ミマン

		2年以上 ネンイジョウ

		原疾患 ゲンシッカン

		新生児仮死 シンセイジ カシ

		仮死以外の神経、筋疾患 カシ イガイ シンケイ キン シッカン

		事故（溺水、交通事故、転落等） ジコ デキスイ コウツウ ジコ テンラク ナド

		先天異常症候群（染色体異常、欠乏奇形症候群、欠乏性代謝異常など） センテン イジョウ ショウコウグン センショクタイ イジョウ ケツボウ キケイ ショウコウグン ケツボウ セイ タイシャ イジョウ

		慢性肺疾患、気道病変 マンセイ ハイ シッカン キドウ ビョウヘン

		低出生体重児 テイ シュッセイ タイジュウ ジ

		社会的事情 シャカイテキ ジジョウ

		その他 タ

		長期入院理由 チョウキ ニュウイン リユウ

		病状が不安定 ビョウジョウ フアンテイ

		療育施設入所待ち リョウイク シセツ ニュウショ マ

		中間施設受入体制の不備 チュウカン シセツ ウケイレ タイセイ フビ

		地域サポートの不備 チイキ フビ

		病院の在宅医療フォロー体制不備 ビョウイン ザイタク イリョウ タイセイ フビ

		家族の受入困難 カゾク ウケイレ コンナン

		家庭環境、経済的理由 カテイ カンキョウ ケイザイテキ リユウ

		在宅準備中 ザイタク ジュンビチュウ

		その他 タ





自治医科大学附属病院

				乳児～2歳 ニュウジ サイ		3歳～6歳 サイ サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13歳～17歳 サイ サイ		18歳以上 サイイジョウ

		気管切開人工呼吸患者 キカン セッカイ ジンコウ コキュウ カンジャ		1

		非気管切開人工呼吸患者（NPPV) ヒ キカン セッカイ ジンコウ コキュウ カンジャ		1

		気管切開患者 キカン セッカイ カンジャ						1				1

		その他 タ		2		1



		入院期間 ニュウイン キカン		NICU及びGCU オヨ		PICU		その他小児病棟 タ ショウニ ビョウトウ

		6ヶ月以上1年未満 ゲツイジョウ ネン ミマン						4

		1年以上2年未満 ネンイジョウ ネン ミマン						2

		2年以上 ネンイジョウ						1

		原疾患 ゲンシッカン

		新生児仮死 シンセイジ カシ

		仮死以外の神経、筋疾患 カシ イガイ シンケイ キン シッカン						3

		事故（溺水、交通事故、転落等） ジコ デキスイ コウツウ ジコ テンラク ナド

		先天異常症候群（染色体異常、欠乏奇形症候群、欠乏性代謝異常など） センテン イジョウ ショウコウグン センショクタイ イジョウ ケツボウ キケイ ショウコウグン ケツボウ セイ タイシャ イジョウ						3

		慢性肺疾患、気道病変 マンセイ ハイ シッカン キドウ ビョウヘン

		低出生体重児 テイ シュッセイ タイジュウ ジ						1

		社会的事情 シャカイテキ ジジョウ

		その他 タ

		長期入院理由 チョウキ ニュウイン リユウ

		病状が不安定 ビョウジョウ フアンテイ						5

		療育施設入所待ち リョウイク シセツ ニュウショ マ						0

		中間施設受入体制の不備 チュウカン シセツ ウケイレ タイセイ フビ						0

		地域サポートの不備 チイキ フビ						0

		病院の在宅医療フォロー体制不備 ビョウイン ザイタク イリョウ タイセイ フビ						0

		家族の受入困難 カゾク ウケイレ コンナン						1

		家庭環境、経済的理由 カテイ カンキョウ ケイザイテキ リユウ						0

		在宅準備中 ザイタク ジュンビチュウ						1

		その他 タ						0





済生会宇都宮病院

				乳児～2歳 ニュウジ サイ		3歳～6歳 サイ サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13歳～17歳 サイ サイ		18歳以上 サイイジョウ

		気管切開人工呼吸患者 キカン セッカイ ジンコウ コキュウ カンジャ						1				2

		非気管切開人工呼吸患者（NPPV) ヒ キカン セッカイ ジンコウ コキュウ カンジャ

		気管切開患者 キカン セッカイ カンジャ

		その他 タ										1



		入院期間 ニュウイン キカン		NICU及びGCU オヨ		PICU		その他小児病棟 タ ショウニ ビョウトウ

		6ヶ月以上1年未満 ゲツイジョウ ネン ミマン						1

		1年以上2年未満 ネンイジョウ ネン ミマン

		2年以上 ネンイジョウ						3

		原疾患 ゲンシッカン

		新生児仮死 シンセイジ カシ						1

		仮死以外の神経、筋疾患 カシ イガイ シンケイ キン シッカン

		事故（溺水、交通事故、転落等） ジコ デキスイ コウツウ ジコ テンラク ナド

		先天異常症候群（染色体異常、欠乏奇形症候群、欠乏性代謝異常など） センテン イジョウ ショウコウグン センショクタイ イジョウ ケツボウ キケイ ショウコウグン ケツボウ セイ タイシャ イジョウ

		慢性肺疾患、気道病変 マンセイ ハイ シッカン キドウ ビョウヘン

		低出生体重児 テイ シュッセイ タイジュウ ジ

		社会的事情 シャカイテキ ジジョウ

		その他 タ						3

		長期入院理由 チョウキ ニュウイン リユウ

		病状が不安定 ビョウジョウ フアンテイ

		療育施設入所待ち リョウイク シセツ ニュウショ マ						3

		中間施設受入体制の不備 チュウカン シセツ ウケイレ タイセイ フビ

		地域サポートの不備 チイキ フビ

		病院の在宅医療フォロー体制不備 ビョウイン ザイタク イリョウ タイセイ フビ

		家族の受入困難 カゾク ウケイレ コンナン

		家庭環境、経済的理由 カテイ カンキョウ ケイザイテキ リユウ

		在宅準備中 ザイタク ジュンビチュウ

		その他 タ						1





足利赤十字病院

				乳児～2歳 ニュウジ サイ		3歳～6歳 サイ サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13歳～17歳 サイ サイ		18歳以上 サイイジョウ

		気管切開人工呼吸患者 キカン セッカイ ジンコウ コキュウ カンジャ

		非気管切開人工呼吸患者（NPPV) ヒ キカン セッカイ ジンコウ コキュウ カンジャ		1

		気管切開患者 キカン セッカイ カンジャ

		その他 タ



		入院期間 ニュウイン キカン		NICU及びGCU オヨ		PICU		その他小児病棟 タ ショウニ ビョウトウ

		6ヶ月以上1年未満 ゲツイジョウ ネン ミマン						1

		1年以上2年未満 ネンイジョウ ネン ミマン

		2年以上 ネンイジョウ

		原疾患 ゲンシッカン

		新生児仮死 シンセイジ カシ

		仮死以外の神経、筋疾患 カシ イガイ シンケイ キン シッカン

		事故（溺水、交通事故、転落等） ジコ デキスイ コウツウ ジコ テンラク ナド

		先天異常症候群（染色体異常、欠乏奇形症候群、欠乏性代謝異常など） センテン イジョウ ショウコウグン センショクタイ イジョウ ケツボウ キケイ ショウコウグン ケツボウ セイ タイシャ イジョウ

		慢性肺疾患、気道病変 マンセイ ハイ シッカン キドウ ビョウヘン

		低出生体重児 テイ シュッセイ タイジュウ ジ

		社会的事情 シャカイテキ ジジョウ

		その他 タ						1

		長期入院理由 チョウキ ニュウイン リユウ

		病状が不安定 ビョウジョウ フアンテイ

		療育施設入所待ち リョウイク シセツ ニュウショ マ

		中間施設受入体制の不備 チュウカン シセツ ウケイレ タイセイ フビ

		地域サポートの不備 チイキ フビ

		病院の在宅医療フォロー体制不備 ビョウイン ザイタク イリョウ タイセイ フビ

		家族の受入困難 カゾク ウケイレ コンナン

		家庭環境、経済的理由 カテイ カンキョウ ケイザイテキ リユウ						1

		在宅準備中 ザイタク ジュンビチュウ

		その他 タ





獨協医科大学病院

				乳児～2歳 ニュウジ サイ		3歳～6歳 サイ サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13歳～17歳 サイ サイ		18歳以上 サイイジョウ

		気管切開人工呼吸患者 キカン セッカイ ジンコウ コキュウ カンジャ		10		1		3

		非気管切開人工呼吸患者（NPPV) ヒ キカン セッカイ ジンコウ コキュウ カンジャ

		気管切開患者 キカン セッカイ カンジャ		2

		その他 タ		2				1



		入院期間 ニュウイン キカン		NICU及びGCU オヨ		PICU		その他小児病棟 タ ショウニ ビョウトウ

		6ヶ月以上1年未満 ゲツイジョウ ネン ミマン		9				4

		1年以上2年未満 ネンイジョウ ネン ミマン						2

		2年以上 ネンイジョウ						4

		原疾患 ゲンシッカン

		新生児仮死 シンセイジ カシ

		仮死以外の神経、筋疾患 カシ イガイ シンケイ キン シッカン		2

		事故（溺水、交通事故、転落等） ジコ デキスイ コウツウ ジコ テンラク ナド

		先天異常症候群（染色体異常、欠乏奇形症候群、欠乏性代謝異常など） センテン イジョウ ショウコウグン センショクタイ イジョウ ケツボウ キケイ ショウコウグン ケツボウ セイ タイシャ イジョウ		10

		慢性肺疾患、気道病変 マンセイ ハイ シッカン キドウ ビョウヘン

		低出生体重児 テイ シュッセイ タイジュウ ジ		5

		社会的事情 シャカイテキ ジジョウ

		その他 タ		2

		長期入院理由 チョウキ ニュウイン リユウ

		病状が不安定 ビョウジョウ フアンテイ		6				2

		療育施設入所待ち リョウイク シセツ ニュウショ マ						15

		中間施設受入体制の不備 チュウカン シセツ ウケイレ タイセイ フビ

		地域サポートの不備 チイキ フビ

		病院の在宅医療フォロー体制不備 ビョウイン ザイタク イリョウ タイセイ フビ

		家族の受入困難 カゾク ウケイレ コンナン

		家庭環境、経済的理由 カテイ カンキョウ ケイザイテキ リユウ		1

		在宅準備中 ザイタク ジュンビチュウ		2				3

		その他 タ





あしかがの森足利病院

				乳児～2歳 ニュウジ サイ		3歳～6歳 サイ サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13歳～17歳 サイ サイ		18歳以上 サイイジョウ

		気管切開人工呼吸患者 キカン セッカイ ジンコウ コキュウ カンジャ				3		4		5		9

		非気管切開人工呼吸患者（NPPV) ヒ キカン セッカイ ジンコウ コキュウ カンジャ										1

		気管切開患者 キカン セッカイ カンジャ				3		1				10

		その他 タ				1		1



		入院期間 ニュウイン キカン		NICU及びGCU オヨ		PICU		その他小児病棟 タ ショウニ ビョウトウ

		6ヶ月以上1年未満 ゲツイジョウ ネン ミマン						1

		1年以上2年未満 ネンイジョウ ネン ミマン		1				6

		2年以上 ネンイジョウ		4				146

		原疾患 ゲンシッカン

		新生児仮死 シンセイジ カシ		2				37

		仮死以外の神経、筋疾患 カシ イガイ シンケイ キン シッカン		1				45

		事故（溺水、交通事故、転落等） ジコ デキスイ コウツウ ジコ テンラク ナド						4

		先天異常症候群（染色体異常、欠乏奇形症候群、欠乏性代謝異常など） センテン イジョウ ショウコウグン センショクタイ イジョウ ケツボウ キケイ ショウコウグン ケツボウ セイ タイシャ イジョウ		1				19

		慢性肺疾患、気道病変 マンセイ ハイ シッカン キドウ ビョウヘン		1

		低出生体重児 テイ シュッセイ タイジュウ ジ						6

		社会的事情 シャカイテキ ジジョウ						2

		その他 タ						40

		長期入院理由 チョウキ ニュウイン リユウ

		病状が不安定 ビョウジョウ フアンテイ						23

		療育施設入所待ち リョウイク シセツ ニュウショ マ

		中間施設受入体制の不備 チュウカン シセツ ウケイレ タイセイ フビ

		地域サポートの不備 チイキ フビ

		病院の在宅医療フォロー体制不備 ビョウイン ザイタク イリョウ タイセイ フビ

		家族の受入困難 カゾク ウケイレ コンナン		4				126

		家庭環境、経済的理由 カテイ カンキョウ ケイザイテキ リユウ						4

		在宅準備中 ザイタク ジュンビチュウ		1

		その他 タ





管理

		1/15/16		09:30～11:30		120

		1/16/16		19:30～22:00		150

		1/19/16		16:20～17：30		70

		1/28/16		17：30～18:30		60

				22:30～23：30		60

				11：30～13:30		120

		1/30/16		12:00～14：30		150

		1/31/16		15：30～17：45		135

		2/1/16		16：00～18：00		120

		2/1/16		23：30～0：40		70
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						17.5833333333












































相談支援事業所一覧表

		市区郡 シク グン		事業所名 ジギョウショ メイ		電話番号 デンワ バンゴウ		FAX番号 バンゴウ		郵便番号 ユウビンバンゴウ		所在地 ショザイチ		訪問可能な主な市町村 ホウモン カノウ オモ シチョウソン

		足利市 アシカガシ		特定相談支援センターはじめ		0284-22-4561		0284-22-4562		326-0143		足利市葉鹿町735-1		足利市 アシカガシ

		足利市 アシカガシ		足利障害者相談支援センター		0284-44-0307		0284-44-0318		326-0064		足利市東砂原後町1072		足利市、佐野市 アシカガシ サノシ

		足利市 アシカガシ		足利ケアサービス		0284-21-7630		0284-21-3109		326-0843		足利市五十部町809-3		足利市、佐野市、太田市 アシカガシ サノシ オオタシ

		足利市 アシカガシ		障害者相談支援センターフォレスト		0284-91-1816		0284-91-2867		326-0011		足利市大沼田町615		足利市及び近隣市町村 アシカガシ オヨ キンリン シチョウソン

		足利市 アシカガシ		相談支援事業所こころみ		0284-41-5039		0284-43-2665		326-0061		足利市田島町611-2

		宇都宮市 ウツノミヤシ		相談支援事業所ポンテ		028-652-7288		028-652-6355		321-0341		宇都宮市古賀志町1964-12		宇都宮、鹿沼、日光、壬生 ウツノミヤ カヌマ ニッコウ ミブ

		宇都宮市 ウツノミヤシ		うつのみや		028-632-6074		028-632-6075		320-0861		宇都宮市西2-1-7		宇都宮市 ウツノミヤシ

		宇都宮市 ウツノミヤシ		サポートセンターきりん		028-612-3838		028-678-3257		321-0905		宇都宮市平出工業団地43-100 ウツノミヤシ ヒライデコウギョウダンチ		宇都宮市 ウツノミヤシ

		宇都宮市 ウツノミヤシ		サポートセンターとみや生活支援センター		028-665-8230		028-665-8230		321-2116		宇都宮市徳次郎町540		宇都宮市 ウツノミヤシ

		宇都宮市 ウツノミヤシ		サポートセンターひばり		028-670-0330		028-667-7315		321-3236		宇都宮市竹下町435-159		宇都宮市 ウツノミヤシ

		宇都宮市 ウツノミヤシ		相談支援センターネクスト		080-8854-9551		028-612-7174		320-0034		宇都宮市泉町6-25		宇都宮市 ウツノミヤシ

		宇都宮市 ウツノミヤシ		特定相談支援事業所やすらぎ		028-650-7727		028-650-7728		320-0011		宇都宮市富士見が丘3－19－20		宇都宮市 ウツノミヤシ

		宇都宮市 ウツノミヤシ		障がい者生活支援センターこぶし		028-680-5746		028-688-0214		321-0126		宇都宮市茂原町837-1		宇都宮市、上三川町 ウツノミヤシ カミノカワマチ

		大田原市 オオタワラシ		相談支援事業所つばさ		0287-53-7393		0287-53-7394		324-0044		大田原市親園824-1		大田原市、那須塩原市、那須烏山市、矢板市、さくら市、那須町、塩谷町、高根沢町 オオタワラシ ナスシオバラシ ナスカラスヤマシ ヤイタシ シ ナスマチ シオ タニ マチ タカネザワマチ

		大田原市 オオタワラシ		相談支援事業所とまり木		0287-54-2854		0287-54-2230		324-0231		大田原市北野上3952		大田原市、那須塩原市、那須町 オオタワラシ ナスシオバラシ ナスマチ

		小山市 オヤマシ		相談支援事業所わくわくおやま		0285-24-6575		0285-20-0255		323-0022		小山市駅東通り3-9-6		小山市 オヤマシ

		小山市 オヤマシ		友井タクシー介護ステーションふれあい		0285-30-0840		0285-30-0844		323-0025		小山市城山町2丁目12-25		小山市 オヤマシ

		小山市 オヤマシ		相談支援事業所おやま		0285-22-1833		0285-22-8946		323-0014		小山市喜沢660		小山市、下野市 オヤマシ シモノ シ

		小山市 オヤマシ		社会就労センターえいぶるの里 シャカイ シュウロウ サト		0285-22-4561		0285-22-4581		323-0003		小山市東島田2403-2		小山市、下野市、上三川町、野木町、結城市、古河市、筑西市 オヤマシ シモノ シ カミノカワマチ ノギマチ ユウキシ コガシ ツク ニシ シ

		小山市 オヤマシ		はつらつサロン南天相談支援事業所		0285-22-4659		0285-38-6529		323-0027		小山市花垣町2-3-19		小山市、栃木市 オヤマシ トチギシ

		小山市 オヤマシ		相談支援事業所みどり		0285-45-8362		0285-45-8397		329-0214		小山市乙女786-1		小山市、栃木市、古河市、結城市 オヤマシ トチギシ コガシ ユウキシ

		上三川町 カミノカワマチ		上三川障がい児・者生活相談支援センター		0285-38-6854		0285-38-6841		329-0611		上三川町上三川5082-15		上三川町 カミノカワマチ

		さくら市 シ		障がい者支援センターにんべん		028-686-2539		028-686-2584		329-1417		さくら市フィオーレ喜連川5-2-1　フィオーレガーデン1-102		さくら市 シ

		佐野市 サノシ		社会福祉法人とちのみ会　こなかの森 シャカイ フクシ ホウジン カイ モリ		0283-24-5757		0283-24-6294		327-0001		佐野市小中町1280		佐野市、足利市 サノシ アシカガシ

		佐野市 サノシ		さの社協相談支援センターほっぷ		0283-22-8152		0283-22-8199		327-0003		佐野市大橋町3212-27		佐野市全域 サノシ ゼンイキ

		下野市 シモノ シ		南栃木支援センター相談支援		0285-44-6118		0285-44-7215		329-0412		下野市柴1432-105		下野市、小山市、壬生町 シモノ シ オヤマシ ミブマチ

		下野市 シモノ シ		下野市相談支援事業所 こばと		0285-44-6783		0285-44-6783		329-0414		下野市小金井1146-6		下野市、上三川町 シモノ シ カミノカワマチ

		高根沢町 タカネザワマチ		高根沢町障害児者生活支援センターすまいる タカネザワマチ		028-612-2751		028-612-2752		329-1225		塩谷郡高根沢町石末1825　福祉センター内 シオヤグン タカネザワマチ イシヅエ フクシ ナイ		高根沢町 タカネザワマチ

		高根沢町 タカネザワマチ		障害者相談支援センターいぶき		028-678-3502		028-676-3501		329-1216		塩谷郡高根沢町桑窪2266-2		高根沢町 タカネザワマチ

		栃木市 トチギシ		相談支援事業所わらしべの家		0282-27-1627		0282-27-1675		328-0011		栃木市大宮町2708-3		栃木市 トチギシ

		栃木市 トチギシ		相談支援センターぴあん ソウダン シエン		0282-31-1755		0282-31-2919		328-0067		栃木市皆川城内町333-2		栃木市、小山市 トチギシ オヤマシ

		栃木市 トチギシ		相談支援事業所「ピュア」		0282-31-3911		0282-31-3912		328-0133		栃木市大森町465		栃木市、鹿沼市、佐野市、小山市、壬生町 トチギシ カヌマシ サノシ オヤマシ ミブマチ

		栃木市 トチギシ		相談支援ウエイブ		0282-23-4465		0282-23-4465		328-0012		栃木市平柳町1-2-7		栃木市、壬生町 トチギシ ミブマチ

		栃木市 トチギシ		もくせいの里		0282-43-0593		0282-43-1387		329-4405		栃木市大平町西山田1198		栃木市内 トチギシナイ

		那須町 ナスマチ		障がい者相談支援事業所ケアサプライ		0287-73-5312		0287-73-5311		329-3221		那須郡那須町漆塚762-102 ナスグン ナスマチ ウルシツカ		白河市、那須町、那須塩原市、大田原市 シラカワシ ナスマチ ナスシオバラシ オオタワラシ

		那須塩原市 ナスシオバラ シ		相談支援事業所テトテ		0287-36-7171		0287-36-7181		329-2732		那須塩原市一区町251-1		那須塩原市（大田原、矢板、那須町、那珂川町、烏山） ナスシオバラ シ オオタワラ ヤイタ ナスマチ ナカガワマチ カラスヤマ

		那須塩原市 ナスシオバラ シ		相談支援事業のぞみ		0287-65-2288		0287-65-2282		329-3152		那須塩原市上中野53		那須塩原市、大田原市、那須町 ナスシオバラ シ オオタワラシ ナスマチ

		那須塩原市 ナスシオバラ シ		相談支援事業所　空		0287-73-8165		0287-73-8165		329-3157		那須塩原市大原間西1-19-9		那須塩原市、大田原市、那須町 ナスシオバラ シ オオタワラシ ナスマチ

		那須塩原市 ナスシオバラ シ		指定特定相談支援事業所あじさい		0287-60-3361		0287-60-3362		325-0034		那須塩原市東原166		那須塩原市、那須町 ナスシオバラ シ ナスマチ

		野木町 ノギマチ		さわやか相談支援センター		0280-57-4884		0280-57-4994		329-0112		野木町南赤塚1145-1		小山市、野木町、古河市、栃木市 オヤマシ ノギマチ コガシ トチギシ

		芳賀郡 ハガ グン		相談支援センター光輝舎		0285-70-2020		0285-72-8222		321-4105		芳賀郡益子町北中1113-1		芳賀郡、真岡市等 ハガ グン モオカシ ナド

		芳賀郡 ハガ グン		相談支援センターみさと		0285-72-9767				321-4104		芳賀郡益子町大沢2800-5		芳賀郡内（真岡市、益子町、市貝町、芳賀町、茂木町） ハガ グンナイ モオカシ マシコ チョウ イチ ガイ マチ ハガマチ モギマチ

		真岡市 モオカシ		相談支援センターのどか　真岡センター		0285-81-5890		0285-85-8452		321-4305		真岡市荒町111-1		真岡市、芳賀町、市貝町、益子町、茂木町 モオカシ ハガマチ イチガイ マチ マシコ チョウ モギ マチ

		真岡市 モオカシ		真岡介護センター		0285-80-5200		0285-80-5211		321-4361		真岡市並木町1-8-1　シティ並木102 ナミキ		真岡市、芳賀町南部、市貝町南部、益子町西部、上三川東部 モオカシ ハガマチ ナンブ イチ ガイ チョウ ナンブ マシコ チョウ セイブ カミノカワ トウブ

		壬生町 ミブマチ		指定障害者相談支援事業所あるしぇん		0282-86-7665		0282-21-7109		321-0201		下都賀郡壬生町安塚2032 シモツガグン ミブマチ ヤスヅカ		壬生町 ミブマチ





訪問看護事業所一覧表

		市区郡 シク グン		事業所名 ジギョウショ メイ		電話番号 デンワ バンゴウ		FAX番号 バンゴウ		郵便番号 ユウビンバンゴウ		所在地 ショザイチ		訪問可能な主な市町村 ホウモン カノウ オモ シチョウソン

		足利市 アシカガシ		あおい訪問看護ステーション		0284-73-9456		0284-72-7600		326-0831		足利市堀込町2556 セレッソ・コート1階		足利市とその周辺（佐野市、館林市、巴楽町、太田市、桐生市） アシカガシ シュウヘン サノシ タテバヤシシ トモエ ラク マチ オオタシ キリュウシ				足利市 アシカガシ		2

		足利市 アシカガシ		ライフ訪問看護リハビリテーション		0284-64-8799		0284-64-8335		326-0831		足利市堀込町2656-7　ASKビル301号		足利市、佐野市、館林市、邑楽郡、太田市、桐生市 アシカガシ サノシ タテバヤシシ オウラ グン オオタシ キリュウシ				宇都宮市 ウツノミヤシ		7

		宇都宮市 ウツノミヤシ		ＷＡＤＥＷＡＤＥ訪問看護ステーション		028-666-5420		028-666-5460		321-0923		宇都宮市下栗町2913-1 ウツノミヤシ シモグリマチ		宇都宮市、上三川町、 ウツノミヤシ カミノカワマチ				大田原市 オオタワラシ		4

		宇都宮市 ウツノミヤシ		訪問看護ステーションここあ		028-600-3735		028-600-3736		321-2116		宇都宮市徳次郎町998-9 ウツノミヤシ トクジロウマチ		宇都宮市、日光市、 ウツノミヤシ ニッコウシ				小山市 オヤマシ		3

		宇都宮市 ウツノミヤシ		訪問看護ステーションうつのみや		028-612-6103		028-612-6104		320-0852		宇都宮市下砥上町字並塚643番地1		宇都宮市、壬生町 ウツノミヤシ ミブマチ				鹿沼市 カヌマシ		1

		宇都宮市 ウツノミヤシ		訪問看護ステーションあるく		028-643-5586		028-678-8796		320-0036		宇都宮市小幡2-6-14 		宇都宮市 ウツノミヤシ				さくら市 シ		1

		宇都宮市 ウツノミヤシ		訪問看護ステーション風		028-612-1333		028-612-1384		321-0117		宇都宮市城南3丁目5-6		宇都宮、鹿沼、下野、壬生 ウツノミヤ カヌマ シモノ ミブ				佐野市 サノシ		2

		宇都宮市 ウツノミヤシ		訪問看護ステーションほっと		028-626-5739		028-625-8201		321-0974		宇都宮市竹林町958		宇都宮市 ウツノミヤシ				下野市 シモツケシ		1

		宇都宮市 ウツノミヤシ		宮の橋訪問看護ステーション		028-635-9839		028-635-9839		321-0963		宇都宮市南大通り1-1-23		宇都宮市 ウツノミヤシ				高根沢町 タカネザワマチ		1

		大田原市 オオタワラシ		訪問看護ステーションゆりの木		0287-47-5123		0287-47-5124		324-0028		大田原市山の手1-1-7 ヤマ テ		大田原市、那須塩原市、那珂川町 オオタワラシ ナスシオバラ シ ナカガワマチ				栃木市 トチギシ		1

		大田原市 オオタワラシ		とちぎ訪問看護ステーションくろばね		0287-54-0507		0287-54-0580		324-0241		大田原市黒羽向町142番地		大田原市、那須塩原市、那須町、那珂川町 オオタワラシ ナスシオバラ シ ナスマチ ナカガワマチ				那須烏山市 ナスカラスヤマシ		1

		大田原市 オオタワラシ		さくら訪問看護ステーション		0287-29-3252		0287-29-3252		324-0058		大田原市紫塚3-2633-10		大田原市、那須塩原市、矢板市 オオタワラシ ナスシオバラ シ ヤイタ シ				那須塩原市 ナスシオバラ シ		1

		大田原市 オオタワラシ		那須赤十字訪問看護ステーション		0287-23-8866		0287-23-8903		324-8686		大田原市中田原1081-4		大田原市、那須塩原市（一部を除く） オオタワラシ ナスシオバラ シ イチブ ノゾ				野木町 ノギマチ		1

		小山市 オヤマシ		とちぎ訪問看護ステーションおやま		0285-39-8602		0285-39-8607		323-0827		小山市神鳥谷2251-7 オヤマシ ヒトトノヤ		小山市、下野市（南部）、野木町（北部） オヤマシ シモノ シ ナンブ ノギ マチ ホクブ				壬生町 ミブマチ		1

		小山市 オヤマシ		わくわく訪問看護ステーションおやま		0285-24-6575		0285-20-0255		323-0022		小山市駅東通り3-9-6		小山市、結城市（茨城県）、下野市の一部、栃木市（PTのみ） オヤマシ ユウキシ イバラキケン シモノ シ イチブ トチギシ				真岡市 モオカシ		1

		小山市 オヤマシ		訪問看護ステーションみどり		0285-45-8362		0285-45-8397		329-0214		小山市乙女786-1		小山市、栃木市、古河市、結城市 オヤマシ トチギシ コガシ ユウキシ						28

		鹿沼市 カヌマシ		鹿沼訪問看護ステーション		0289-60-5650		0289-60-1687		322-0021		鹿沼市上野町320-3高橋ビル1階103号室		鹿沼市、旧宇都宮市、旧今市市、壬生町、西片町 カヌマシ キュウ ウツノミヤシ キュウ イマイチシ ミブマチ ニシカタマチ

		さくら市 シ		訪問看護ステーション卯の郷		028-682-7770		028-682-7766		329-1311		さくら市氏家2650番地		さくら市（周辺15ｋｍ以内）、塩谷町、那須烏山市、宇都宮市、高根沢町 シ シュウヘン イナイ シオヤ マチ ナスカラスヤマシ ウツノミヤシ タカネザワ マチ

		佐野市 サノシ		訪問看護ステーションマザーの家		0283-85-7771		0283-85-7772		327-0504		佐野市中町942-1		佐野市 サノシ

		佐野市 サノシ		訪問看護ステーション佐野		0283-86-7013		0283-86-7031		327-0847		佐野市天神町774-22 メープルハイツ101号室		足利市、佐野市、栃木市（旧岩船市） アシカガシ サノシ トチギシ キュウ イワフネ シ

		下野市 シモツケシ		訪問看護ステーション石橋		0285-52-2293		0285-52-2268		329-0511		下野市石橋628番地		下野市、上三川町、壬生町、宇都宮市（部） シモノ シ カミノカワマチ ミブマチ ウツノミヤシ ブ

		高根沢町 タカネザワ マチ		訪問看護ステーションたかねざわ		028-680-1701		028-680-1702		329-1233		塩谷郡高根沢町宝積寺2426-8 		高根沢町、さくら市、那須烏山市、芳賀町、市貝町、茂木町、益子町、宇都宮市 タカネザワマチ シ ナスカラスヤマシ ハガ マチ イチ カイ チョウ モギマチ マシコ チョウ ウツノミヤシ

		栃木市 トチギシ		訪問看護ステーションオリーブ		0282-27-8414		0282-27-8415		328-0027		栃木市今泉町1丁目17番29号		栃木市、小山市、下野市、壬生町 トチギシ オヤマシ シモノ シ ミブ マチ

		那須烏山市 ナスカラスヤマシ		訪問看護ステーションあい		0287-83-8035		0287-83-8222		321-0628		那須烏山市金井2-5-9 ベンチャープラザ7号室 ゴウシツ		那須烏山市、那珂川町、茂木町、一貝町 ナスカラスヤマシ ナカガワマチ モギマチ イチ ガイ マチ

		那須塩原市 ナスシオバラ シ		マロニエ訪問看護ステーション		0287-37-6322		0287-39-3305		329-2763		那須塩原市井口537-3 にしなすの総合在宅ケアセンター内		那須塩原市、那須町、大田原市　リハビリのみ→那珂川町訪問可能 ナスシオバラ シ ナスマチ オオタワラシ ナカガワ マチ ホウモン カノウ

		野木町 ノギマチ		訪問看護ステーションたんぽぽ		0280-57-1888		0280-57-3819		329-0101		下都賀郡野木町友沼5119-12		野木町、小山市、旧藤岡町 ノギマチ オヤマシ キュウ フジオカマチ

		壬生町 ミブマチ		とちぎ訪問看護ステーションみぶ		0282-82-7262		0282-82-7260		321-0218		下都賀郡壬生町落合1-18-12		上三川町、下野市、壬生町、宇都宮 カミノカワマチ シモノ シ ミブ チョウ ウツノミヤ

		真岡市 モオカシ		芳賀赤十字訪問看護ステーション		0285-84-8266		0285-84-8266		321-4306		真岡市台町2461		芳賀郡全域（真岡市、益子町、芳賀町、茂木町） ハガ グン ゼンイキ モオカシ マシコマチ ハガマチ モギ マチ





診療所一覧表

		市区郡 シク グン		診療所名 シンリョウジョ メイ		電話番号 デンワ バンゴウ		郵便番号 ユウビンバンゴウ		所在地 ショザイチ

		足利市 アシカガシ		山浦内科医院		0284-21-6653 		326-0843		足利市五十部町1256-5

		足利市 アシカガシ		あいファミリィクリニック足利 アシカガ		0284-22-3788		329-4213		足利市寺岡町505-1

		足利市 アシカガシ		かしま産婦人科 サンフジンカ		0284-65-0341		326-0844		足利市鹿島町501-1

		足利市 アシカガシ		くさの小児科		0284-73-7000		326-0335		足利市上渋垂町338-3

		足利市 アシカガシ		すながクリニック		0284-44-7211		326-0015		足利市八椚町494-1　

		宇都宮市 ウツノミヤシ		医療法人　亀田内科		028-633-2884		320-0812		宇都宮市一番町1-28

		宇都宮市 ウツノミヤシ		越戸クリニック		028-660-6190		321-0951		宇都宮市越戸町139-6

		宇都宮市 ウツノミヤシ		福田こどもクリニック		028-659-8850		320-0852		宇都宮市下砥上町1545-20

		宇都宮市 ウツノミヤシ		きくちクリニック		028-683-3387		321-0903		宇都宮市下平出町614-2

		宇都宮市 ウツノミヤシ		てらもと小児科		028-650-6636		321-0975		宇都宮市関堀町971-6

		宇都宮市 ウツノミヤシ		あおい内科小児科ｸﾘﾆｯｸ		028-663-6000		321-0973		宇都宮市岩曽町1086-1

		宇都宮市 ウツノミヤシ		桜井消化器科・内科		028-643-0870		320-0073		宇都宮市細谷1-7-38

		宇都宮市 ウツノミヤシ		鈴木内科クリニック		028-655-1229		321-0139		宇都宮市若松原2-4-19

		宇都宮市 ウツノミヤシ		大根田内科医院		028-624-6322		320-0072		宇都宮市若草3-4-22

		宇都宮市 ウツノミヤシ		てらだファミリークリニック		028-654-2188		321-0132		宇都宮市雀の宮5-5-1

		宇都宮市 ウツノミヤシ		清原台こどもクリニック キヨハラ ダイ		028-305-6017		321-3223		宇都宮市清原台2-4-14

		宇都宮市 ウツノミヤシ		森田医院		028-633-1573		320-0861		宇都宮市西3-5-8

		宇都宮市 ウツノミヤシ		こどもヶ丘診療所		028-615-1077		321-0151		宇都宮市西川田町183-21

		宇都宮市 ウツノミヤシ		有村小児科医院		028-656-7207		321-0912		宇都宮市石井町3128-11

		宇都宮市 ウツノミヤシ		いちはらファミリークリニック		028-612-8350		321-0414		宇都宮市中里町322

		宇都宮市 ウツノミヤシ		豊郷中央渡辺内科　		028-622-8900		320-0004		宇都宮市長岡町1217-5

		宇都宮市 ウツノミヤシ		宇都宮市子ども発達センター診療所 ウツノミヤシ コ ハッタツ シンリョウジョ		028-647-4720		320-0851		宇都宮市鶴田町970-1

		宇都宮市 ウツノミヤシ		梅園医院		028-633-2869		320-0035		宇都宮市伝馬町3-28

		宇都宮市 ウツノミヤシ		片山医院		028-661-9764		321-0944		宇都宮市東峰町3008-21

		宇都宮市 ウツノミヤシ		冨塚メデｲカルクリニック		028-666-2555		321-2116		宇都宮市徳次郎町888

		宇都宮市 ウツノミヤシ		豊郷台クリニック ユタカ ゴウ ダイ		028-643-8998		320-0003		宇都宮市豊郷台2-21-3

		宇都宮市 ウツノミヤシ		みやの杜クリニック　		028-683-7811		321-0904		宇都宮市陽東2-4-5

		宇都宮市 ウツノミヤシ		医療法人　赤羽病院		028-661-5446		321-0904		宇都宮市陽東7-2-2

		大田原市 オオタワラシ		くろばね齋藤醫院		0287-54-0031		324-0233		大田原市黒羽田町612

		大田原市 オオタワラシ		さいとうハート＆キッズクリニック		0287-53-7979		324-0043		大田原市浅香1-4-3

		大田原市 オオタワラシ		あさかクリニック		0287-22-2601		324-0043		大田原市浅香3-3711

		小山市 オヤマシ		神鳥谷クリニック		0285-22-7700		323-0827		小山市神鳥谷1-19-1

		小山市 オヤマシ		小山すぎの木クリニック		0285-30-3456		323-0806		小山市中久喜1131-1

		小山市 オヤマシ		おおきこどもクリニック		0285-41-0025 		329-0207		小山市美しが丘3-35-3

		鹿沼市 カヌマシ		小川こどもクリニック		0289-74-5421		322-0027		鹿沼市貝島町5006-2

		鹿沼市 カヌマシ		飯岡小児科		0289-65-3257		322-0074		鹿沼市日吉町569-2

		鹿沼市 カヌマシ		小松医院		0289-60-5515		322-0064		鹿沼市文化橋町2300-1

		鹿沼市 カヌマシ		いとうこどもクリニック		0289-63-5566		322-0025		鹿沼市緑町2-2-29

		上三川 カミノカワ		やの小児科医院		0285-56-0280		329-0611		河内郡上三川町上三川3446-3

		さくら市 シ		仲嶋医院		028-681-7755		329-1311		さくら市氏家3245-17

		佐野市 サノシ		稲毛クリニック		0283-25-2566		327-0103		佐野市石塚町893-1

		佐野市 サノシ		こばやしファミリークリニック		0283-85-9900		327-0311		佐野市多田町566

		佐野市 サノシ		坪水医院		0283-62-0265		327-0312		佐野市栃本町2241

		佐野市 サノシ		緑の屋根診療所		0283-20-2577		327-0843		佐野市堀米町1348-5

		佐野市 サノシ		キッズクリニックはせがわ		0283-27-0200		327-0843		佐野市堀米町3946-6

		下野市 シモノ シ		グリムこどもクリニック		0285-51-1515		329-0502		下野市下古山2-6-17

		下野市 シモノ シ		にじいろこども診療所 シンリョウジョ		0285-44-7716		329-0414		下野市小金井4-1-1

		下野市 シモノ シ		角田内科医院		0285-53-5665 		329-0511		下野市石橋549

		下野市 シモノ シ		佐藤内科		0285-53-1305		329-0511		下野市石橋839-14

		下野市 シモノ シ		おかべこどもクリニック		0285-40-7300 		329-0433		下野市緑5-17-12

		高根沢町 タカネザワマチ		にいたに内科　		028-675-6515		329-1231		塩谷郡高根沢町宝石台 3-3-19

		栃木市 トチギシ		熊倉医院		0282-55-8425		329-4316		栃木市岩舟町新里180-1 トチギシ

		栃木市 トチギシ		竹田内科小児科クリニック		0282-29-1233		328-0011		栃木市大宮町52番地

		栃木市 トチギシ		田村医院		0282-43-3368		329-4423		栃木市大平町西水代1835-1

		栃木市 トチギシ		小森谷内科医院		0282-43-7327		329-4404		栃木市大平町富田4003-8

		栃木市 トチギシ		持田医院		0282-67-3661		329-0319		栃木市藤岡町中根115-5

		栃木市 トチギシ		腰塚医院		0282-62-2072		323-1104		栃木市藤岡町藤岡1845-10

		栃木市 トチギシ		よこやま内科小児科クリニック		0282-24-8102		328-0075		栃木市箱森町38-70

		栃木市 トチギシ		サンレディースクリニック		0282-24-3541		328-0024		栃木市樋ノ口町504-1

		栃木市 トチギシ		桜井こどもクリニック		0282-24-5987		328-0034		栃木市本町16-9

		栃木市 トチギシ		さいとう小児科 ショウニカ		0282-22-0757 		328-0015		栃木市万町30番16号

		那珂川町 ナカガワマチ		佐藤医院		0287-96-2841		324-0501		那須郡那珂川町小川2960-1

		那珂川町 ナカガワマチ		飯塚医院		0287-92-2034		324-0613		那須郡那珂川町馬頭484-3

		那珂川町 ナカガワマチ		立花医院		0287-72-0311		325-0003		那須郡那須町寺子乙3967-190

		那須塩原市 ナスシオバラ シ		中川医院 ナカガワ イイン		0287-62-0040		325-0057		那須塩原市黒磯幸町6-27

		那須塩原市 ナスシオバラ シ		さいとうクリニック		0287-39-1805		329-2724		那須塩原市西幸町7-13

		那須塩原市 ナスシオバラ シ		みずぬまクリニック		0287-39-1581		329-2751		那須塩原市東三島2-80-6

		日光市 ニッコウシ		吉原医院		0288-21-0161		321-1261		日光市今市826-4

		日光市 ニッコウシ		木村内科医院		0288-22-7880		321-1264		日光市瀬尾497-1

		益子町 マシコマチ		鈴木医院		0285-72-2032		321-4217		益子町益子1747-2

		壬生町 ミブマチ		小倉医院		0282-82-0057		321-0227		壬生町通町10-5

		壬生町 ミブマチ		大橋内科クリニック		0282-82-8522		321-0219		壬生町福和田1003-1

		壬生町 ミブマチ		かとう小児科 ショウニカ		0282-82-7576		321-0218		壬生町落合3-7-30

		真岡市 モオカシ		ひがのクリニック		0285-74-0051 		321-4521		真岡市久下田941-1

		真岡市 モオカシ		小林診療所		0285-82-3873		321-4369		真岡市熊倉3-10-7

		真岡市 モオカシ		西真岡こどもクリニック		0285-81-7900		321-4341		真岡市高勢町3-205-1

		真岡市 モオカシ		田井の里クリニック		0285-81-6502		321-4301		真岡市西田井内外748-2

		真岡市 モオカシ		深谷医院 フカヤ イイン		0285-75-0007 		321-4502		真岡市物井1268-7

		茂木町 モギマチ		吉永医院		0285-63-2303		321-3564		茂木町増井190-1





病院一覧表

		市区郡 シク グン		診療所名 シンリョウジョ メイ		電話番号 デンワ バンゴウ		郵便番号 ユウビンバンゴウ		所在地 ショザイチ																																																						相談窓口 ソウダン マドグチ		部署名・職名 ブショ メイ ショクメイ		ご担当者氏名 タントウシャ シメイ		連絡先TEL レンラクサキ		連絡先MAIL レンラクサキ

		足利市 アシカガシ		あしかがの森足利病院		0284-91-0611		326-0011		足利市大沼田町615		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		1		2		別紙参照 ベッシ サンショウ		有		メディカルソーシャルワーカー		福地　哲郎 フクチ テツロウ		0284-91-0611		soudan@hshikagu-hospital.or.jp

		足利市 アシカガシ		足利赤十字病院		0284-21-0121		326-0843		足利市五十部町284-1		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		3		1		2		別紙参照 ベッシ サンショウ		有		事務部医事課社会福祉士 ジム ブ イジ カ シャカイ フクシ シ		布施　麻由実 フセ マユミ		0284-20-1307

		宇都宮市 ウツノミヤシ		済生会宇都宮病院		028-626-5500		321-0974		宇都宮市竹林町911-1		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		2		別紙参照 ベッシ サンショウ		有		地域連携課 チイキ レンケイ カ		荻津　守 オギツ カミ		028-626-5500

		宇都宮市 ウツノミヤシ		JCHO　うつのみや病院		028-653-1001		321-0143		宇都宮市南高砂町11-17		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		無

		大田原市 オオタワラシ		那須赤十字病院		0287-23-1122		324-8686		大田原市中田原1081-4		1		1		3		3		3		1		3		1		3		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		1		4		なし		有		地域医療福祉連携課福祉係長 チイキ イリョウ フクシ レンケイ カ フクシ カカリチョウ		野中 美希 ノナカ ミキ		0287-23-1122		renkeika@nasu.jrc.or.jp

		小山市 オヤマシ		新小山市民病院		0285-36-0200		323-0827		小山市神鳥谷2251-1 オヤマシ ヒトトノヤ		1		1		3		2		2		2		2		2		2		2		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		2		なし		有		医療相談室保健師 イリョウ ソウダンシツ ホケンシ		多賀谷 邦子 タガヤ クニコ		0285-36-0256		soudan@hospital.oyama.tochigi.jp

		小山市 オヤマシ		小山厚生病院		0285-22-1105		323-0031		小山市八幡町2-10-6		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		2		なし		有		看護師長 カンゴシ チョウ		横家 よね子 ヨコ イエ コ		0285-22-1105
0285-24-9890

		下野市 シモツケシ		自治医科大学附属病院　		0285-44-2111		329-0498		下野市薬師寺3311-1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		2		3		2		別紙参照 ベッシ サンショウ		有		地域医療連携部（看護師） チイキ イリョウ レンケイ ブ カンゴシ		黒田　光恵 クロダ ミツエ		0285-44-2111		mazuek@jichi.ac.jp

		下野市 シモツケシ		石橋総合病院		0285-53-1134		329-0511		下野市石橋628		1		1		1		1		1		1		1		2		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		1		なし		有		地域医療連携部 チイキ イリョウ レンケイ ブ		(部長)岩崎 さゆり ブチョウ イワサキ		0285-53-1134		ishibashi-renkei@yushikai.jp

		高根沢町 タカネザワマチ		菅又病院　		028-676-0311		329-1207		塩谷郡高根沢町花岡2351		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		無

		栃木市 トチギシ		とちの木病院		0282-22-7722		328-0071		栃木市大町39-5		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		無

		栃木市 トチギシ		下都賀総合病院		0282-22-2551		328-0044		栃木市富士見町5-32		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		3		なし		有		医療福祉相談室 イリョウ フクシ ソウダンシツ		MSWが3人おります ニン		0282-22-2551

		栃木市 トチギシ		西方病院		0282-92-2323		322-0601		栃木市西方町金崎273-3 トチギシ		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		有		西方病院地域連携室 ニシカタ ビョウイン チイキ レンケイ シツ				0282-25-7310		nishikata-renkei@cc9.ne.jp

		壬生町 ミブマチ		獨協医科大学病院		0282-86-1111		321-0293		下都賀郡壬生町大字北小林880		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		3		2		別紙参照 ベッシ サンショウ		有		地域医療連携センター医療福祉相談室 チイキ イリョウ レンケイ イリョウ フクシ ソウダンシツ				0282-87-2185
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相談支援事業所

		Ｑ1.貴施設について、お伺いいたします キ シセツ ウカガ										事業所名とコメントをくっつけるで一表を作る ジギョウショ メイ イッピョウ ツク

		1		事業所名 ジギョウショ メイ								今月中 コンゲツ チュウ

		2		電話番号 デンワ バンゴウ								地図と一覧表をパワーポイント チズ イチラン ヒョウ

		3		FAX番号 バンゴウ								各項目ごとにページを作る カクコウモク ツク

		4		所在地 ショザイチ

		5		訪問可能な主な市町村 ホウモン カノウ オモ シチョウソン

		Ｑ2.重症心身障害児（者）の定義をご存知ですか ジュウショウシンシンショウガイジ シャ テイギ ゾンジ

		Ｑ2-1		知っている シ

		Ｑ2-2		知らない シ

		Ｑ3.重症心身障害児（者）の方（家族・関係機関等）からの相談を受けたことがありますか ジュウショウシンシンショウガイジ シャ カタ カゾク カンケイ キカン ナド ソウダン ウ

		Ｑ3-1		1		ある

		Ｑ3-2		2		ない

		Ｑ3-1-Ａ

				Ａ-1それは誰からの相談でしたか ダレ ソウダン

				1		ａ.家族 カゾク

				2		ｂ.支援者 シエンシャ

				3		ｃ.関係機関 カンケイ キカン

				Ａ-2それはどんな相談でしたか（複数回答可） ソウダン フクスウ カイトウ カ

				1		ａ.生活上の相談 セイカツ ジョウ ソウダン

				2		ｂ.医療的な相談 イリョウテキ ソウダン

				3		ｃ.制度に関する相談 セイド カン ソウダン

				4		ｄ.教育に関する相談 キョウイク カン ソウダン

				5		ｅ.サービス等利用計画書作成に関する相談 ナド リヨウ ケイカクショ サクセイ カン ソウダン

				6		ｆ.その他 タ

				Ａ-3それらの相談事業所として対応（解決）はできましたか ソウダン ジギョウショ タイオウ カイケツ

				1		ａ.できた

				2		ｂ.できなかった

				Ａ-3-1それはどうしてですか

				1		ａ解決手段・方法がなかった カイケツ シュダン ホウホウ

				2		ｂ.ほかの相談支援事業所に依頼した ソウダン シエン ジギョウショ イライ

				3		ｃ.行政に依頼した ギョウセイ イライ

				4		ｄ.その他 タ

		Ｑ4.Ｑ3-2「ない」→これから重症心身障害児（者）の方（本人・家族等）からの相談があればどのように対応されますか ジュウショウシンシンショウガイジ シャ カタ ホンニン カゾク ナド ソウダン タイオウ

				Ｑ4-1		自分の事業所で対応する ジブン ジギョウショ タイオウ

				Ｑ4-2		ほかの相談支援事業所へ依頼する ソウダン シエン ジギョウショ イライ

				Ｑ4-3		行政に依頼する ギョウセイ イライ

				Ｑ4-4		その他 タ

		Ｑ5.重症心身障害児（者）の方のサービス等利用計画書を作成したことがありますか ジュウショウシンシンショウガイジ シャ カタ ナド リヨウ ケイカクショ サクセイ

				Ｑ5-1		ある

				Ｑ5-2		ない

						Ｑ5-1-Ａ		「ある」と回答→作成にあたり、苦労したこと困ったことがありましたか カイトウ サクセイ クロウ コマ

						Ｑ5-2-Ａ		「ない」と回答 カイトウ

						1		ａ.今後依頼があれば作成する コンゴ イライ サクセイ

						2		ｂ.他の相談支援事業所に依頼する ホカ ソウダン シエン ジギョウショ イライ

						3		ｃ.作成するかどうかわからない サクセイ

						Ｑ5-2-Ａ-1		b.cを回答→それはどうしてですか カイトウ

		Q6.重症心身障害児（者）の方がより良い在宅生活をしていく上で何か必要だと思うことがあればご自由にお書きください ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ カタ ヨ ザイタク セイカツ ウエ ナニ ヒツヨウ オモ ジユウ カ



		承諾可否 ショウダク カヒ		Q1												Ｑ2.重症心身障害児（者）の定義をご存知ですか ジュウショウシンシンショウガイジ シャ テイギ ゾンジ				Ｑ3.重症心身障害児（者）の方（家族・関係機関等）からの相談を受けたことがありますか ジュウショウシンシンショウガイジ シャ カタ カゾク カンケイ キカン ナド ソウダン ウ																														Ｑ4.Ｑ3-2「ない」→これから重症心身障害児（者）の方（本人・家族等）からの相談があればどのように対応されますか ジュウショウシンシンショウガイジ シャ カタ ホンニン カゾク ナド ソウダン タイオウ										Ｑ5.重症心身障害児（者）の方のサービス等利用計画書を作成したことがありますか ジュウショウシンシンショウガイジ シャ カタ ナド リヨウ ケイカクショ サクセイ										Q6.重症心身障害児（者）の方がより良い在宅生活をしていく上で何か必要だと思うことがあればご自由にお書きください ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ カタ ヨ ザイタク セイカツ ウエ ナニ ヒツヨウ オモ ジユウ カ

				事業所名 ジギョウショ メイ		電話番号 デンワ バンゴウ		FAX番号 バンゴウ		郵便番号 ユウビンバンゴウ		所在地 ショザイチ		訪問可能な主な市町村 ホウモン カノウ オモ シチョウソン		知っている		知らない シ		ある		ない		それは誰からの相談でしたか						それはどんな相談でしたか														それらの相談事業所として対応（解決）はできましたか						自分の事業所で対応する ジブン ジギョウショ タイオウ		他の相談支援事業所へ依頼する ホカ ソウダン シエン ジギョウショ イライ		行政に依頼する ギョウセイ イライ		その他 タ				ある		ない		「ある」と回答		「ない」
と回答		b.c（23）を回答

																								家族 カゾク		支援者 シエンシャ		関係機関 カンケイ キカン		生活上の相談 セイカツ ジョウ ソウダン		医療的な相談 イリョウテキ ソウダン		制度に関する相談 セイド カン ソウダン		教育に関する相談 キョウイク カン ソウダン		サービス等利用計画書作成に関する相談 ナド リヨウ ケイカクショ サクセイ カン ソウダン		その他 タ		その他回答 タ カイトウ		それらの相談事業所として対応（解決）はできましたか		それはどうしてですか		それはどうしてですか

		否 イナ		手話通訳派遣協会相談支援事業所		0287-73-4422		0287-62-7776		325-0026		栃木県那須塩原市上厚崎431-17 ３２５－００２６				0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		0		1		本事業所と同様の地域で一般相談支援事業所と連携を図り対応する ホン ジギョウショ ドウヨウ チイキ イッパン ソウダン シエン ジギョウショ レンケイ ハカ タイオウ		0		1		0		2		当事業所は手話通訳派遣を主目的とする事業所であるため、聴覚障害に対するノウハウはあるがそれ以外の障害者に対応する専門性を有していない為 トウ ジギョウショ シュワ ツウヤク ハケン シュモクテキ ジギョウショ チョウカク ショウガイ タイ イガイ ショウガイシャ タイオウ センモンセイ ユウ タメ

		否 イナ		相談支援事業所すまいる		0285-45-7199		0285-45-8437		329-0205		小山市間々田750-1		小山市 オヤマシ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		1		0				0		1		0		3		現在担当させていただいているケースの他に受け入れる時間的余裕がないため。また専門的な知識や経験がなく自信がないため。 ゲンザイ タントウ ホカ ウ イ ジカンテキ ヨユウ センモンテキ チシキ ケイケン ジシン

		否 イナ		やまゆりの里		0284-90-2030		0284-90-2031		326-0011		足利市大沼田町525-1		足利市 アシカガシ		0		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		ショートステイの利用が可能かどうか リヨウ カノウ		2		1		ショートの利用を希望していたが、幼児で夜間に吸引が必要とのことだったので職員配置上困難と判断 リヨウ キボウ ヨウジ ヤカン キュウイン ヒツヨウ ショクイン ハイチ ジョウ コンナン ハンダン		0		0		0		0				0		1		0		2		あしかがの森さんが近くにあり専門性もあるため モリ チカ センモンセイ

		否 イナ		相談支援センターひかり		028-612-7717		028-612-7718		320-0072		宇都宮市若草4-20-7		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		0		1		0		1		0		0		1		0		1		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		居宅介護事業所とニーズのマッチング キョタク カイゴ ジギョウショ		0				短期入所事業所（医療的ケア対応型）の整備 タンキ ニュウショ ジギョウショ イリョウテキ タイオウガタ セイビ

		否 イナ		相談支援センター歩み		028-667-5151		028-667-5150		321-3233		宇都宮市上籠谷町3792		真岡市、芳賀町、宇都宮市 モオカシ ハガマチ ウツノミヤシ		0		1		1		0		0		1		0		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		毎日お会いしている方ではないしお話ができる方ではないので、計画書を作ることは少々戸惑いはありましたが、すべて療育指導室の先生にご指導いただき作成することができました。お幸せな時を過ごしてほしいという思いはいっぱいありますが、なにも出来ていない自分が申し訳ないような気持ちです。 マイニチ ア カタ ハナシ カタ ケイカクショ ツク ショウショウ トマド リョウイク シドウシツ センセイ シドウ サクセイ シアワ トキ ス オモ デキ ジブン モウ ワケ キモ		0				すみません。経験不足で在宅の方はよくわかりませんが、独立行政法人国立病院機構宇都宮病院にお伺いし行き届いた介護、職員の先生方の情熱にこういうところで重症心身障害者の方が過ごせることは幸せなのでは…としみじみ思いました。 ケイケン ブソク ザイタク カタ ドクリツ ギョウセイ ホウジン コクリツ ビョウイン キコウ ウツノミヤ ビョウイン ウカガ イ トド カイゴ ショクイン センセイガタ ジョウネツ ジュウショウ シンシン ショウガイシャ カタ ス シアワ オモ

		否 イナ		ワークス共育		0287-39-5593		0287-39-5630		329-2213		那須塩原市上大貫2028-2				1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		0		1		状況に応じて対応する ジョウキョウ オウ タイオウ		0		1				1				相談支援専門員のレベルアップが必要ではないかと思います ソウダン シエン センモンイン ヒツヨウ オモ

		否 イナ		指定特定相談支援センタードリーム		0288-32-2280		0288-32-2281		321-2341		日光市大沢町274		日光市、塩谷町、鹿沼市、宇都宮市 ニッコウシ シオヤ チョウ カヌマシ ウツノミヤ シ		0		1		1		0		1		0		0		1		1		1		0		0		0				1		0				0		0		0		0				1		0		計画を作成するにあたり医療機関との連携方法を具体化していくことに連絡調整に時間を要しました。また医師同士でのやりとりの方が早いように感じました。※解決できたと言っても施設の空き待ちで関係する病院で入院しております。 ケイカク サクセイ イリョウ キカン レンケイ ホウホウ グタイカ レンラク チョウセイ ジカン ヨウ イシ ドウシ ホウ ハヤ カン カイケツ イ シセツ ア マ カンケイ ビョウイン ニュウイン		0				入所ではなく、医療ケアのできる短期入所やグループホーム、日中一時、生活介護の拡充が必要であること。また重症心身障害児（者）への理解を広めていき、理解者を増やすこと、訪問看護、訪問医療、居宅介護も活用しやすい環境づくりを相談支援専門員はネットワークづくりに努めなければんらないと思います。 ニュウショ イリョウ タンキ ニュウショ ニッチュウ イチジ セイカツ カイゴ カクジュウ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ リカイ ヒロ リカイシャ フ ホウモン カンゴ ホウモン イリョウ キョタク カイゴ カツヨウ カンキョウ ソウダン シエン センモンイン ツト オモ

		否 イナ		ユーファーム支援センター		028-689-0070		028-680-0750		321-0972		宇都宮市下川俣町206-127		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2		これまでの実績として主に就労系の利用計画の作成を行っており重症心身障害児の方への支援については経験や人員の不足から対応が困難であると思われるため ジッセキ オモ シュウロウ ケイ リヨウ ケイカク サクセイ オコナ ジュウショウ シンシン ショウガイジ カタ シエン ケイケン ジンイン フソク タイオウ コンナン オモ

		否 イナ		障害者相談支援センターひびき		028-666-7601		028-666-7602		321-0403		宇都宮市下小倉町1536		宇都宮市、さくら市 ウツノミヤシ シ		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2		かつて受け入れたことがなく、またスタッフにも医療的ケアの知識や経験が乏しく、自信をもって迎え入れることができない ウ イ イリョウテキ チシキ ケイケン トボ ジシン ムカ イ		受け入れる施設が近辺にあること ウ イ シセツ キンペン

		否 イナ		相談支援事業ぴゅあ		028-611-1771		028-611-1772		321-0911		宇都宮市問屋町3426-46		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2

		否 イナ		指定特定相談支援事業所すえひろ		0287-23-3962		0287-24-1670		324-0042		大田原市末広1-2-5		大田原市、大田原市以外は交通費を受領 オオタワラシ オオタワラシ イガイ コウツウヒ ジュリョウ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2		事業所の対象を精神障害に限定し、市に申請しているため ジギョウショ タイショウ セイシン ショウガイ ゲンテイ シ シンセイ

		否 イナ		相談支援センターふじみだい		0285-44-0200		0285-44-4255		329-0412		下野市芝1123		下野市 シモノ シ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		0		1		ケースによって検討 ケントウ		0		1				2

		否 イナ		相談支援センターひゅーまにあ宇都宮		028-678-5385		028-678-5395		320-0802		宇都宮市江野町6-15大立ビル4階		宇都宮市（鹿沼市等近隣市町村） ウツノミヤシ カヌマシ ナド キンリン シチョウソン		0		1		1		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		あるではありますが、初めての作成でまた完成はしていない段階です。病院で実施されている活動医療等で自分自身が未熟で理解が足りていない為に苦労しています。 ハジ サクセイ カンセイ ダンカイ ビョウイン ジッシ カツドウ イリョウ ナド ジブン ジシン ミジュク リカイ タ タメ クロウ		0				①医療面での安心②外部と交流する機会③家族の方への支援 イリョウ メン アンシン ガイブ コウリュウ キカイ カゾク カタ シエン

		否 イナ		地域活動支援センターあしかが		0284-41-2643		0284-43-0463		326-0808		足利市本城1-1547		足利市 アシカガシ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0						0		1		0		0				0		1				2		専門外で知識等はなく、計画書の作成は難しいため センモンガイ チシキ トウ ケイカクショ サクセイ ムズカ

		否 イナ		南那須地区障害者相談支援センター		0287-80-1020		0287-80-1027		321-0624		那須烏山市旭1-18-8		那須烏山市、那珂川町 ナスカラスヤマシ ナカガワマチ		1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		アセスメント、院内での面会予定の調整、家族への説明など インナイ メンカイ ヨテイ チョウセイ カゾク セツメイ		0				在宅医療、訪問リハビリなど24時間対応出来る専門家チーム ザイタク イリョウ ホウモン ジカン タイオウ デキ センモンカ

		否 イナ		ワン・ハーモニー		0287-22-8255		0287-48-7225		324-0042		大田原市末広1-3618-13				0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				0

		否 イナ		ひまわり相談支援事業所		0282-20-5006		0282-23-4878		328-0052		栃木市祝町12－9				0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		1		0				0		1				3		意思伝達が自分にとって受け止められるかに不安があるため イシ デンタツ ジブン ウ ト フアン

		否 イナ		サンフラワーライフ		0285-22-1109		0285-22-1345		323-0808		小山市出井1936		小山市内 オヤマシナイ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				3		近隣に受け入れ施設が少なく在宅福祉サービスに向けるのが難しい キンリン ウ イ シセツ スク ザイタク フクシ ム ムズカ

		否 イナ		natu- la(ナチュラ)		0287-67-3115		0287-67-3115		329-3153		那須塩原市大原間239-1		那須塩原市、大田原市、那須町 ナスシオバラ シ オオタワラシ ナスマチ		0		1		1		0		1		0		0		1		1		1		0		0		0				1		0				0		0		0		0				1		0		サービス自体の幅がせまいため、本人が安全に安心した生活をうけられるためにどう組み合わせたら良いか。又、家族によっては苦手な事業所もあり限られた事業所を探すのが難しかった。 ジタイ ハバ ホンニン アンゼン アンシン セイカツ ク ア ヨ マタ カゾク ニガテ ジギョウショ カギ ジギョウショ サガ ムズカ		0				訪問系のサービスがもっと充実して欲しい ホウモン ケイ ジュウジツ ホ

		否 イナ		相談支援事業所ふるさとホーム那須		0287-98-3001		0287-98-8080		324-0414		大田原市片府田1301-59		大田原市、那須町、那須塩原市、周辺 オオタワラシ ナスマチ ナスシオバラ シ シュウヘン		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2		主な精神知的関係なので、今後はできるよう専門的な部分の勉強が必要です。 オモ セイシン チテキ カンケイ コンゴ センモンテキ ブブン ベンキョウ ヒツヨウ		①専門相談②居場所③地域の理解 センモン ソウダン イバショ チイキ リカイ

		否 イナ		特定相談支援事業所きのこ		028-635-8746		028-635-8778		320-0846		栃木県宇都宮市滝の原2-4-42 ３２０－０８４６		宇都宮市 ウツノミヤシ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		1		0				0		1				3		どのように作成したらいいか不安のため サクセイ フアン

		否 イナ		こども発達支援センター鹿沼市あおば園		0289-63-1745		0289-63-1745		322-0074		鹿沼市日吉町320－1				1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		1		0				0		1				2		相談支援専門員の不足、児童発達支援事業所利用のための計画書作成が主な業務になっている ソウダン シエン センモンイン フソク ジドウ ハッタツ シエン ジギョウショ リヨウ ケイカクショ サクセイ オモ ギョウム

		否 イナ		障害者相談支援センターみつか・Ｒｕ		028-648-3971		028-648-3936		321-0347		宇都宮市飯田町261		宇都宮市、鹿沼市 ウツノミヤシ カヌマシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		1		状況に応じして他機関と連携し判断する場合もある ジョウキョウ オウ ホカ キカン レンケイ ハンダン バアイ		0		1				1		計画依頼の状況に応じて対応できない月もある（モニタリング件数） ケイカク イライ ジョウキョウ オウ タイオウ ツキ ケンスウ

		否 イナ		工房つばさ		0285-40-0388		0285-40-6700		329-0401		下野市箕輪425-1		下野市、上三川町、壬生町、ただし状況に応じて対応することが難しい場合もある シモノ シ カミノカワマチ ミブマチ ジョウキョウ オウ タイオウ ムズカ バアイ		1		0		1		0		1		0		0		1		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		短期入所、ヘルパーなどの利用希望があっても受け入れてくれる事業所が見つからない タンキ ニュウショ リヨウ キボウ ウ イ ジギョウショ ミ		3		状況により作成することができない場合がある ジョウキョウ サクセイ バアイ		重心の方の短期入所等の利用ができるところが必要。在宅でのサービスの受入必要だと思われる。 ジュウシン カタ タンキ ニュウショ ナド リヨウ ヒツヨウ ザイタク ウケイレ ヒツヨウ オモ

		否 イナ		相談支援事業所グーフォ		028-673-0002		028-671-0785		329-1105		宇都宮市中岡本町3178-3				1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1				在宅生活を支える家族に負担が重くならないようにする。緊急時に対応してくれる医療ケア付きの宿泊施設を増やしてほしい ザイタク セイカツ ササ カゾク フタン オモ キンキュウジ タイオウ イリョウ ツ シュクハク シセツ フ

		否 イナ		那珂川町社協相談支援事業所		0287-92-1273		0287-92-1295		324-0613		那珂川町馬頭560-1		那珂川町 ナカガワマチ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				0				移動支援サービス イドウ シエン

		否 イナ		相談支援事業所大山田ノンフェール		0287-93-0660		0287-83-8182		324-0602		那珂川町大山田下郷955		那珂川町 ナカガワマチ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		1		0				0		1				2		平成27年度で相談支援事業を終了するため ヘイセイ ネンド ソウダン シエン ジギョウ シュウリョウ

		否 イナ		在宅サポートこころ		028-651-0780		028-651-0781		320-0042		宇都宮市材木町4-24				0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2

		否 イナ		相談支援事業所みらい ソウダン シエン ジギョウショ		0280-57-2673		0280-57-2673		329-0111		野木町丸林371-12		野木町、小山市 ノギマチ オヤマシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		0		1		しかるべき関係機関と連携して対応する カンケイ キカン レンケイ タイオウ		0		1				3		重症心身のノウハウがない ジュウショウ シンシン

		否 イナ		大田原市社会福祉協議会		0287-54-1849		0287-54-2745		324-0233		栃木県大田原市黒羽田町848 ３２４－０２３３		大田原市内 オオタワラシナイ		0		1		1		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0				2		1				0		1		0		0				0		1				2		職員が未熟なため ショクイン ミジュク		在宅医療の充実、居宅介護の２４時間対応（サービス事業所）の充実 ザイタク イリョウ ジュウジツ キョタク カイゴ ジカン タイオウ ジギョウショ ジュウジツ

		否 イナ		障がい者相談支援センターとまつり		028-680-5570		028-680-5271		320-0052		宇都宮市中戸祭町813		宇都宮市、近隣市町村 ウツノミヤシ キンリン シチョウソン		0		1		1		0		1		0		0		1		0		0		0		0		1		親子間の関わり オヤコ カン カカ		0		0		現在対応中 ゲンザイ タイオウチュウ		0		0		0		0				1		0		保護者との連携がとれない ホゴシャ レンケイ		0

		否 イナ		宇都宮市社会福祉協議会		028-636-1536		028-636-1537		320-0806		宇都宮市中央1-1-15		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		0				2		1		医療的ケアが必要な方が長時間外出したい。長時間支援者の拘束、移動手段（車の中での対応）、医療的ケアが必要な方が外出したいときに外出できる環境がすぐに整えられない、医療的けが必要な方で要介助であるが、歩行できる方が利用できる短期入所先はないか（アクセス時間も含む） イリョウテキ ヒツヨウ カタ チョウジカン ガイシュツ チョウジカン シエン シャ コウソク イドウ シュダン クルマ ナカ タイオウ イリョウテキ ヒツヨウ カタ ガイシュツ ガイシュツ カンキョウ トトノ イリョウテキ ヒツヨウ カタ ヨウ カイジョ ホコウ カタ リヨウ タンキ ニュウショ サキ ジカン フク		0		0		0		0				1		0		専門的（医療面）な知識がなく、専門用語が多く調べたり聞いたりしながら支援していくこと。長く関わらないと親の思いまで聞き出せないこと。 センモンテキ イリョウ メン チシキ センモン ヨウゴ オオ シラ キ シエン ナガ カカ オヤ オモ キ ダ		0				当事者が何歳になっても利用できるサービス環境（短期入所、訪問入浴など）。教育もほかのお子さん同様平等に受けられる機会（学校行事も含む）。相談対応できる人材の確保。緊急時でも利用できるサービスの調整・確保。直接支援できるサービス・人材を増やすこと。 トウジシャ ナンサイ リヨウ カンキョウ タンキ ニュウショ ホウモン ニュウヨク キョウイク コ ドウヨウ ビョウドウ ウ キカイ ガッコウ ギョウジ フク ソウダン タイオウ ジンザイ カクホ キンキュウジ リヨウ チョウセイ カクホ チョクセツ シエン ジンザイ フ

		承諾 ショウダク		ライフサポートセンターゆめ		0280-33-3624		0280-57-4624		329-0111		野木町丸林630-4		野木町、その周辺地域 ノギマチ シュウヘン チイキ		1		0		1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		1		福祉サービス利用に関する相談 フクシ リヨウ カン ソウダン		1		0				0		0		0		0				1		0		医療的な情報、知識に乏しくわからない用語などが数多く出てきた。医療的ケアの内容の聞き取り（どの部分を聞いていけばよいのか） イリョウテキ ジョウホウ チシキ トボ ヨウゴ カズオオ デ イリョウテキ ナイヨウ キ ト ブブン キ		0				Ｆａの負担軽減のためのレスパイト先（ＨＰ、ＳＳ機関等）。家族それぞれの訴え、希望を明確にしていく。関係機関がチームになりＦａの支え応援をしていく。 フタン ケイゲン サキ キカンナド カゾク ウッタ キボウ メイカク カンケイ キカン ササ オウエン

		承諾 ショウダク		足利ケアサービス		0284-21-7630		0284-21-3109		326-0843		足利市五十部町809-3		足利市、佐野市、太田市 アシカガシ サノシ オオタシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		0		1		ケースによって対応する タイオウ		0		1				3

		承諾 ショウダク		相談支援センターみさと		0285-72-9767				321-4104		芳賀郡益子町大沢2800-5		芳賀郡内（真岡市、益子町、市貝町、芳賀町、茂木町） ハガ グンナイ モオカシ マシコ チョウ イチ ガイ マチ ハガマチ モギマチ		1		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		資源が少ない、短期入所先の確保が難しかった。計画を作るのには、医療情報が難しく感じられた。 シゲン スク タンキ ニュウショ サキ カクホ ムズカ ケイカク ツク イリョウ ジョウホウ ムズカ カン		0				連携の取れる医療関係者がたくさん地域の中にいてくれると安心して生活できるかな。外出や余暇の充実を図るために医療の必要な人の生活が限られてしまっている（あきらめてしまっている） レンケイ ト イリョウ カンケイシャ チイキ ナカ アンシン セイカツ ガイシュツ ヨカ ジュウジツ ハカ イリョウ ヒツヨウ ヒト セイカツ カギ

		承諾 ショウダク		サポートセンターとみや生活支援センター		028-665-8230		028-665-8230		321-2116		宇都宮市徳次郎町540		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		0		1		0		0		0		0		1		1		1		1		1		0				0		1		医療的なケアが必要な利用者様の日中活動先が限られて利用できない人がいる。学校との連携が取りにくい。通勤手段・行事参加制限があり平等性が保たれない。学校はサービスで対応を望み、福祉行政は教育で何とかするべきとつねに折り合わない。 イリョウテキ ヒツヨウ リヨウシャサマ ニッチュウ カツドウ サキ カギ リヨウ ヒト ガッコウ レンケイ ト ツウキン シュダン ギョウジ サンカ セイゲン ビョウドウセイ タモ ガッコウ タイオウ ノゾ フクシ ギョウセイ キョウイク ナン オ ア		0		0		1		0		協力してほしい キョウリョク		1		0		利用できるサービスが限られている。社会参加できる機会が少なく、場が限られている。介護者の負担軽減が取りにくい。夢や希望を叶えるための資源が少ない。 リヨウ カギ シャカイ サンカ キカイ スク バ カギ カイゴシャ フタン ケイゲン ト ユメ キボウ カナ シゲン スク		0				通勤手段、保護者なくても教育が受けられる環境。常に親同行を求めるのでは、自立につながらず、いつになっても親の負担は軽減されない。親が安心して託せる日中活動の場。社会参加、役割を担える環境作り、職場。地域で生活していくための交流の機会や場があるといい。緊急的にレスパイトを受け入れてくれる場。 ツウキン シュダン ホゴシャ キョウイク ウ カンキョウ ツネ オヤ ドウコウ モト ジリツ オヤ フタン ケイゲン オヤ アンシン タク ニッチュウ カツドウ バ シャカイ サンカ ヤクワリ ニナ カンキョウ ヅク ショクバ チイキ セイカツ コウリュウ キカイ バ キンキュウテキ ウ イ バ

		承諾 ショウダク		社会就労センターえいぶるの里 シャカイ シュウロウ サト		0285-22-4561		0285-224581		323-0003		小山市東島田2403-2		小山市、下野市、上三川町、野木町、結城市、古河市、筑西市 オヤマシ シモノ シ カミノカワマチ ノギマチ ユウキシ コガシ ツク ニシ シ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				1		0		自己決定が難しいため、家族中心の考えになってしまうこと。また、利用できる社会資源が少ない。 ジコ ケッテイ ムズカ カゾク チュウシン カンガ リヨウ シャカイ シゲン スク		1				関係機関との連携、特に在宅が長い方は医療機関とのかかわりが家族も含め、希薄になってしまい、二次障害に対応できない。地域に総合的に支援でき、医療的ケアが受けられる場所、または訪問医療の充実が必要と思います。 カンケイ キカン レンケイ トク ザイタク ナガ カタ イリョウ キカン カゾク フク キハク ニジ ショウガイ タイオウ チイキ ソウゴウテキ シエン イリョウテキ ウ バショ ホウモン イリョウ ジュウジツ ヒツヨウ オモ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所「ピュア」		0282-31-3911		0282-31-3912		328-0133		栃木市大森町465		栃木市、鹿沼市、佐野市、小山市、壬生町 トチギシ カヌマシ サノシ オヤマシ ミブマチ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1

		承諾 ショウダク		社会福祉法人とちのみ会　こなかの森 シャカイ フクシ ホウジン カイ モリ		0283-24-5757		0283-24-6294		327-0001		佐野市小中町1280		佐野市、足利市 サノシ アシカガシ		1		0		1		0		1		0		0		1		0		1		0		0		0				1		2		通所型のため、短期入所の受け入れはサービスとして提供できず、他施設の紹介、相談支援事業につなげている。 ツウショ ガタ タンキ ニュウショ ウ イ テイキョウ タ シセツ ショウカイ ソウダン シエン ジギョウ		0		0		0		0				1		0		療養型短期入所ほかの施設への短期入所の受け入れ状況など、受け入れ場所を見つけるなど。短期入所時の発作発症時医療への繋ぎが困難。問題多（かかりつけ医への搬送） リョウヨウガタ タンキ ニュウショ シセツ タンキ ニュウショ ウ イ ジョウキョウ ウ イ バショ ミ タンキ ニュウショ ジ ホッサ ハッショウ ジ イリョウ ツナ コンナン モンダイ タ イ ハンソウ		0				佐野市には、身障（重心）短期入所施設がなく老人施設に佐野市が委託しているが、利用する人もいなく、サービスが使いづらい状態にある。短期入所受け入れ可能施設が増えることで、家族のほうも使いやすく利便性があがると考えます。 サノシ シンショウ ジュウシン タンキ ニュウショ シセツ ロウジン シセツ サノシ イタク リヨウ ヒト ツカ ジョウタイ タンキ ニュウショ ウ イ カノウ シセツ フ カゾク ツカ リベンセイ カンガ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所テトテ		0287-36-7171		0287-36-7181		329-2732		那須塩原市一区町251-1		那須塩原市（大田原、矢板、那須町、那珂川町、烏山） ナスシオバラ シ オオタワラ ヤイタ ナスマチ ナカガワマチ カラスヤマ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		0		1		委託の相談支援事業所や重心専門の事業所に相談する イタク ソウダン シエン ジギョウショ ジュウシン センモン ジギョウショ ソウダン		0		1				3		その方にとって、より専門性の高い方が対応することが望ましいと思いますので、作成が適するか否か周囲のサービス状況なども考慮して決めたいと思います。適切にアドバイスをいただける地域の環境が整っていれば、スキルアップ、経験の積み重ねのためにも作成したいです。 カタ センモンセイ タカ ホウ タイオウ ノゾ オモ サクセイ テキ イナ シュウイ ジョウキョウ コウリョ キ オモ テキセツ チイキ カンキョウ トトノ ケイケン ツ カサ サクセイ		相談支援専門員のスキルアップ。きめ細かい支援（サービスの充実）本人のニーズを正しく理解できる人材の育成と地域の理解。 ソウダン シエン センモンイン コマ シエン ジュウジツ ホンニン タダ リカイ ジンザイ イクセイ チイキ リカイ

		承諾 ショウダク		指定特定相談支援事業所あじさい		0287-60-3361		0287-60-3362		325-0034		那須塩原市東原166		那須塩原市、那須町 ナスシオバラ シ ナスマチ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2				訪問看護、訪問診療を行う医師が必要だと思います。 ホウモン カンゴ ホウモン シンリョウ オコナ イシ ヒツヨウ オモ

		承諾 ショウダク		障害者相談支援センターいぶき		028-678-3502		028-676-3501		329-1216		高根沢町桑窪2266-2		高根沢町 タカネザワマチ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1				短期入所など受け入れてくれる施設を増やしてほしい。県内で受け入れていただけない為、県外の施設を考えなくてはいけない方がいます。 タンキ ニュウショ ウ イ シセツ フ ケンナイ ウ イ タメ ケンガイ シセツ カンガ カタ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所わくわくおやま		0285-24-6575		0285-20-0255		323-0022		小山市駅東通り3-9-6		小山市 オヤマシ		1		0		1		0		1		1		1		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		関係事業所が多いことで情報収集連携等大変。医療機関とも連携を図る必要あり。レスパイト、ショートステイの受入困難。利用できる事業所が少ない。 カンケイ ジギョウショ オオ ジョウホウ シュウシュウ レンケイ ナド タイヘン イリョウ キカン レンケイ ハカ ヒツヨウ ウケイレ コンナン リヨウ ジギョウショ スク		0				重症心身障害児（者）を受け入れしてくれる事業所、施設がもっと多くあればよいと思われる。通所日中一時短期入所など。相談支援、計画作成についてもほかの事業所が受け入れてくれないとの理由で受け入れ可能事業所へ集中してしまう為、相談員への研修等を増やせばよいが。しかし日々の業務が多忙であるため、難しいのかな？ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ ウ イ ジギョウショ シセツ オオ オモ ツウショ ニッチュウ イチジ タンキ ニュウショ ソウダン シエン ケイカク サクセイ ジギョウショ ウ イ リユウ ウ イ カノウ ジギョウショ シュウチュウ タメ ソウダン イン ケンシュウ ナド フ ヒビ ギョウム タボウ ムズカ

		承諾 ショウダク		相談支援センターネクスト		080-8854-9551		0280-612-1558		320-0034		宇都宮市泉町6-25		宇都宮市 ウツノミヤシ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2

		承諾 ショウダク		相談支援事業のぞみ		0287-65-2288		0287-65-2282		329-3152		那須塩原市上中野53		那須塩原市、大田原市、那須町 ナスシオバラ シ オオタワラシ ナスマチ		1		0		1		0		0		0		1		1		1		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		現サービスでの医療ケアをふまえ、将来にむけて他事業との連携につなげるよう計画作成、調整に苦労した。 ゲン イリョウ ショウライ タ ジギョウ レンケイ ケイカク サクセイ チョウセイ クロウ		0				選択肢が増えるよう受け入れ可能な福祉サービス事業所の増加が必要だと思われます。 センタクシ フ ウ イ カノウ フクシ ジギョウショ ゾウカ ヒツヨウ オモ

		承諾 ショウダク		サポートセンターひばり		028-670-0330		028-667-7315		321-3236		宇都宮市竹下町435-159		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		苦労ではないが、お母様がとても一生懸命ですでにサービスも繋がっていたため、現状を計画にする形となったが、計画作成後のかかわりについて相談員としてどのようにすべきことが望ましいかと考える。 クロウ カアサマ イッショウケンメイ ツナ ゲンジョウ ケイカク カタチ ケイカク サクセイ ゴ ソウダン イン ノゾ カンガ		0				福祉サービスや医療、またボランティアが入室されるととてもよいと思います。また、介助者（家族）のケアも考えると気軽に参加できるようなイベント（医療が整っていたり、介助するボランティアさんがいたり）や、同じ重症心身障害児（者）をもつかたとのネットワークがあるといいのかなと思います。 フクシ イリョウ ニュウシツ オモ カイジョシャ カゾク カンガ キガル サンカ イリョウ トトノ カイジョ オナ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ オモ

		承諾 ショウダク		高根沢町障害児者生活支援センターすまいる タカネザワマチ		028-612-2751		028-612-2752		329-1225		栃木県塩谷郡高根沢町石末1825　福祉センター内 ３２９－１２２５ フクシ ナイ		高根沢町 タカネザワマチ		1		0		1		0		0		0		1		0		0		1		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		地元に使える資源がなく苦労した ジモト ツカ シゲン クロウ		0				①医療と福祉の連携ネットワーク②重心の方でも利用できるサービスが増えること③訪問診療医 イリョウ フクシ レンケイ ジュウシン カタ リヨウ フ ホウモン シンリョウ イ

		承諾 ショウダク		障害者相談支援センターフォレスト		0284-91-1816		0284-91-2867		326-0011		足利市大沼田町615		足利市及び近隣市町村 アシカガシ オヨ キンリン シチョウソン		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0				0

		承諾 ショウダク		障がい者相談支援事業所ケアサプライ		0287-73-5312		0287-73-5311		329-3221		栃木県那須郡那須町漆塚762-102 ３２９－３２２１		白河市、那須町、那須塩原市、大田原市 シラカワシ ナスマチ ナスシオバラシ オオタワラシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1				サービスを提供できる事業所の充実を図る テイキョウ ジギョウショ ジュウジツ ハカ

		承諾 ショウダク		南栃木支援センター相談支援		0285-44-6118		0285-44-7215		329-0412		下野市柴1432-105		下野市、小山市、壬生町 シモノ シ オヤマシ ミブマチ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		0		1		介護保険と併用する場合のみ対応する カイゴ ホケン ヘイヨウ バアイ タイオウ		0		1				3		介護保険と併用する場合のみ作成する カイゴ ホケン ヘイヨウ バアイ サクセイ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所とまり木		0287-54-2854		0287-54-2230		324-0231		大田原市北野上3952		大田原市、那須塩原市、那須町 オオタワラシ ナスシオバラシ ナスマチ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1				当事業所の対応範囲は現在、知的障害者特に中・軽度が主だが、精神（高次脳機能障害も含む）分野もやり始めている。今後重症心身障害者もほかの相談支援事業所の助けを得ながら、勉強しながら対応したいと考えている。そのために研修や見学の機会を多く作っていただきたい。今は、当事業所はその程度しか考えられない。 トウ ジギョウショ タイオウ ハンイ ゲンザイ チテキ ショウガイシャ トク チュウ ケイド オモ セイシン コウジ ノウ キノウ ショウガイ フク ブンヤ ハジ コンゴ ジュウショウ シンシン ショウガイシャ ソウダン シエン ジギョウショ タス エ ベンキョウ タイオウ カンガ ケンシュウ ケンガク キカイ オオ ツク イマ トウ ジギョウショ テイド カンガ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所ポンテ		028-652-7288		028-652-6355		321-0341		宇都宮市古賀志町1964-12		宇都宮、鹿沼、日光、壬生 ウツノミヤ カヌマ ニッコウ ミブ		0		1		1		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0				0				未就学児（3～5才）の方の医療型児童発達支援を分離で行う施設が数か所あると良いと思います。 ミシュウガクジ サイ カタ イリョウ ガタ ジドウ ハッタツ シエン ブンリ オコナ シセツ スウ ショ ヨ オモ

		承諾 ショウダク		相談支援センター光輝舎		0285-70-2020		0285-72-8222		321-4105		芳賀郡益子町北中1113-1		芳賀郡、真岡市等 ハガ グン モオカシ ナド		1		0		1		0		1		1		1		1		0		1		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		利用できるサービス事業所が少ない。重心児者に合わせたプログラムが見つからない（近隣で） リヨウ ジギョウショ スク ジュウシン ジ シャ ア ミ キンリン		0				本人の状態にもよるが、重度化する状況に対応できる事業所の確保。家族の負担が大きくなり在宅生活の継続が困難になることが予測されるので、在宅で支援が受けられるような体制の充実と、レスパイトサービスの拡大。 ホンニン ジョウタイ ジュウドカ ジョウキョウ タイオウ ジギョウショ カクホ カゾク フタン オオ ザイタク セイカツ ケイゾク コンナン ヨソク ザイタク シエン ウ タイセイ ジュウジツ カクダイ

		承諾 ショウダク		特定相談支援事業所やすらぎ		028-650-7727		028-650-7728		320-0011		宇都宮市富士見が丘3－19－20		宇都宮市 ウツノミヤシ		0		0		1		0		1		0		0		0		0		1		1		0		0				0		3		対応できるヘルパーがいれば支援する タイオウ シエン		0		0		0		0				0		1				3

		承諾 ショウダク		障がい者支援センターにんべん		028-686-2539		028-686-2584		329-1417		さくら市フィオーレ喜連川5-2-1　フィオーレガーデン1-102		さくら市 シ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1				地域資源アンケートをいただきありがとうございました。設問に対しまして知識不足にこれでいいのかという思いです。相談支援専門員として設問にありました「3」要望がでますれば、先輩相談員・各職種の方々に相談・指導をいただき、相談支援事業を行ってみたいと考えます。大島先生について学ばせて頂きました。 チイキ シゲン セツモン タイ チシキ ブソク オモ ソウダン シエン センモンイン セツモン ヨウボウ センパイ ソウダン イン カクショクシュ カタガタ ソウダン シドウ ソウダン シエン ジギョウ オコナ カンガ オオシマ センセイ マナ イタダ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所おやま		0285-22-1833		0285-228946		323-0014		小山市喜沢660		小山市、下野市 オヤマシ シモノ シ		1		0		1		0		1		1		0		0		0		0		0		1		0				2		3				0		0		0		0				1		0		本人の意思が明確でないので親の意向中心のものになってしまった。 ホンニン イシ メイカク オヤ イコウ チュウシン		0

		承諾 ショウダク		真岡介護センター		0285-80-5200		0285-80-5211		321-4361		真岡市並木町1-8-1　シティ並木102 ナミキ		真岡市、芳賀町南部、市貝町南部、益子町西部、上三川東部 モオカシ ハガマチ ナンブ イチ ガイ チョウ ナンブ マシコ チョウ セイブ カミノカワ トウブ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		0		1				0		1				3		担当者の受け持ちケースの状況など考慮し対応できるか検討したい タントウシャ ウ モ ジョウキョウ コウリョ タイオウ ケントウ

		承諾 ショウダク		さの社協相談支援センターほっぷ		0283-22-8152		0283-22-8199		327-0003		佐野市大橋町3212-27		佐野市全域 サノシ ゼンイキ		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2		現在相談支援専門員1名で行っているため ゲンザイ ソウダン シエン センモンイン メイ オコナ

		承諾 ショウダク		相談支援ウエイブ		0282-23-4465		0282-23-4465		328-0012		栃木市平柳町1-2-7		栃木市、壬生町 トチギシ ミブマチ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		1		0				0		1				2		指定特定相談支援事業で精神に対応しているため シテイ トクテイ ソウダン シエン ジギョウ セイシン タイオウ		ご家族の中だけでは生活がマンネリ化して単調になりかねないので、音楽、体を動かす、読み聞かせ麻痺・拘縮のマッサージなどのリハビリの頻度を高める。ご本人が楽しいと感じることを提供できる。ご家族が疲弊しないよう旅行や趣味などの充実した時間がもてるようサービスを利用していくこと。 カゾク ナカ セイカツ カ タンチョウ オンガク カラダ ウゴ ヨ キ マヒ コウシュク ヒンド タカ ホンニン タノ カン テイキョウ カゾク ヒヘイ リョコウ シュミ ジュウジツ ジカン リヨウ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所わらしべの家		0282-27-1627		0282-27-1675		328-0011		栃木市大宮町2708-3		栃木市 トチギシ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1		専門的な知識が不十分なため行政などの機関と相談しながらの対応となります センモンテキ チシキ フジュウブン ギョウセイ キカン ソウダン タイオウ		短期入所や移動支援などの福祉サービス利用時にお付き合いのある医療機関や訪問看護の看護師が同行でき緊急時の対応が迅速にとれる体制（すでにできていたらすみません） タンキ ニュウショ イドウ シエン フクシ リヨウ ジ ツ ア イリョウ キカン ホウモン カンゴ カンゴシ ドウコウ キンキュウジ タイオウ ジンソク タイセイ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所　空		0287-73-8165		0287-73-8165		329-3157		那須塩原市大原間西1-19-9		那須塩原市、大田原市、那須町 ナスシオバラ シ オオタワラシ ナスマチ		1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		重心のお子様の療育支援をやっていたので、苦労はありませんでしたが、医療（訪問看護）訪問リハ訪問入浴の制度を知らなかったので、その方々との連携が取れて大変勉強になりました。 ジュウシン コサマ リョウイク シエン クロウ イリョウ ホウモン カンゴ ホウモン ホウモン ニュウヨク セイド シ カタガタ レンケイ ト タイヘン ベンキョウ		0				医療的ケアの必要な方には支援スタッフ・必ず看護師の方が不在では双方安心したケアはできません。例）乳幼児の通所事業は保母と看護師さん。小学→高校までは義務教育がありますが事後に生活介護はもちろんですが、本当に重心の方の為の日中活動の場が不足しているとおもいますので重心の方の通所事業は必要と思います。家庭以外で通える場所→一時預かりや療育支援事業→高校卒業後は通所施設（一時預かりも含めて） イリョウテキ ヒツヨウ カタ シエン カナラ カンゴシ カタ フザイ ソウホウ アンシン レイ ニュウヨウジ ツウショ ジギョウ ホボ カンゴシ ショウガク コウコウ ギム キョウイク ジゴ セイカツ カイゴ ホントウ ジュウシン カタ タメ ニッチュウ カツドウ バ フソク ジュウシン カタ ツウショ ジギョウ ヒツヨウ オモ カテイ イガイ カヨ バショ イチジ アズ リョウイク シエン ジギョウ コウコウ ソツギョウゴ ツウショ シセツ イチジ アズ フク

		承諾 ショウダク		相談支援事業所みどり		0285-45-8362		0285-45-8397		329-0214		小山市乙女786-1		小山市、栃木市、古河市、結城市 オヤマシ トチギシ コガシ ユウキシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0		大人は対応可能 オトナ タイオウ カノウ		1		1		大人はあるが、こどもはない。先日訪問介護を事業所にお願いしたところどこの事業所も受けていただけなかった。 オトナ センジツ ホウモン カイゴ ジギョウショ ネガ ジギョウショ ウ		3		成人しか計画相談をしたことがないので不安である。当事業所は相談員が一名なので相談する相手がいない セイジン ケイカク ソウダン フアン トウ ジギョウショ ソウダン イン イチメイ ソウダン アイテ		サービス事業所で受けてもらえないケースがある。特に重心や精神知的等重複して疾患を持っていると問い合わせた時点でお断りされてします。 ジギョウショ ウ トク ジュウシン セイシン チテキ ナド チョウフク シッカン モ ト ア ジテン コトワ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所こころみ		0284-41-5039		0284-43-2665		326-0061		足利市田島町611-2				0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		1		0				0		1				3		これまで前例がなく、またこの障害について熟知した方（機関）があるならそちらでしていただいた方がご本人様にとってよい支援であると考えるから。※現在当法人の入所・通所等サービスを利用されている方の相談支援がほとんどの状況です。 ゼンレイ ショウガイ ジュクチ カタ キカン ホウ ホンニンサマ シエン カンガ ゲンザイ トウホウジン ニュウショ ツウショ ナド リヨウ カタ ソウダン シエン ジョウキョウ

		承諾 ショウダク		相談支援センターのどか　真岡センター		0285-81-5890		0285-85-8452		321-4305		真岡市荒町111-1		真岡市、芳賀町、市貝町、益子町、茂木町 モオカシ ハガマチ イチガイ マチ マシコ チョウ モギ マチ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1				在宅での生活では家族の介護負担の軽減が必要。フォーマルインフォーマルの枠にとらわれない福祉サービス。 ザイタク セイカツ カゾク カイゴ フタン ケイゲン ヒツヨウ ワク フクシ

		承諾 ショウダク		友井タクシー介護ステーションふれあい		0285-30-0840		0285-30-0844		323-0025		小山市城山町2丁目12-25		小山市 オヤマシ		1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		利用するサービスは多様で、施設・病院・学校など医療福祉事業所数も多く連携を図るのが困難。学校行事に参加するための会出自の支援サービスがない。 リヨウ タヨウ シセツ ビョウイン ガッコウ イリョウ フクシ ジギョウショ スウ オオ レンケイ ハカ コンナン ガッコウ ギョウジ サンカ カイ シュツジ シエン		0				ご家族様が安心して預けることができる施設と必要に預けられる施設の数は少ない。片道１時間以上かかるためとても不便に思います。呼吸器の方の預かり先は少ない。 カゾクサマ アンシン アズ シセツ ヒツヨウ アズ シセツ カズ スク カタミチ ジカン イジョウ フベン オモ コキュウキ カタ アズ サキ スク

		承諾 ショウダク		もくせいの里		0282-43-0593		0282-43-1387		329-4405		栃木市大平町西山田1198		栃木市内 トチギシナイ		0		1		1		0		1		0		0		1		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		ニーズにあてはまるサービスがなかった。例）①入浴支援②移送サービス　①自宅の浴槽では支援が入れず訪問入浴を検討。しかし、浴槽を置けるスペースがなく断念。②主たる介護者が入院。学校までの送迎ができず特例で市の移送サービスを利用するもかなり時間を要した。 レイ ニュウヨク シエン イソウ ジタク ヨクソウ シエン ハイ ホウモン ニュウヨク ケントウ ヨクソウ オ ダンネン シュ カイゴシャ ニュウイン ガッコウ ソウゲイ トクレイ シ イソウ リヨウ ジカン ヨウ		0				①地域の理解や協力②受け入れの拡大（重心の通所、24時間看護体制が整った短期入所）③デマンドタクシー等関係者の重心に対する理解（理解附属により資源として存在するが利用しがたい）④児童が入浴支援を受けられる環境（家族の身体的な介護負担軽減） チイキ リカイ キョウリョク ウ イ カクダイ ジュウシン ツウショ ジカン カンゴ タイセイ トトノ タンキ ニュウショ ナド カンケイシャ ジュウシン タイ リカイ リカイ フゾク シゲン ソンザイ リヨウ ジドウ ニュウヨク シエン ウ カンキョウ カゾク シンタイテキ カイゴ フタン ケイゲン

		承諾 ショウダク		足利障害者相談支援センター		0284-44-0307		0284-44-0318		326-0064		足利市東砂原後町1072		足利市、佐野市 アシカガシ サノシ		1		0		1		0		1		0		0		1		0		1		0		1		0				1		0				0		0		0		0				0		1				2		委託相談支援事業所のため イタク ソウダン シエン ジギョウショ		医療的ケアが整った施設のショートステイ充実が必要。また、特に呼吸器をつけた方のショート療養介護の利用とそれらを利用するための送迎体制の充実が必要。 イリョウテキ トトノ シセツ ジュウジツ ヒツヨウ トク コキュウキ カタ リョウヨウ カイゴ リヨウ リヨウ ソウゲイ タイセイ ジュウジツ ヒツヨウ

		承諾 ショウダク		指定障害者相談支援事業所あるしぇん		0282-86-7665		0282-21-7109		321-0201		栃木県下都賀郡壬生町安塚2032 ３２１－０２０１		壬生町 ミブマチ		1		0		1		0		1		0		0		1		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		①相談支援専門員として重症心身障害児（者）の方に対する支援の知識や経験が少ない②医療的ケアが必要となる方に対して対応できる福祉サービス（事業所）が少ない。 ソウダン シエン センモンイン ジュウショウシンシンショウガイジ シャ カタ タイ シエン チシキ ケイケン スク イリョウテキ ヒツヨウ カタ タイ タイオウ フクシ ジギョウショ スク		0				医療的ケアが必要な方に関して、福祉のサービスでは対応しきれない部分が多く、結果として家族が本人を抱え込まざるを得ない現状があるように感じます。家族の介護負担が少しでも軽減できるよう福祉サービスも柔軟な対応が出来るようになるといいなと思います。 イリョウテキ ヒツヨウ カタ カン フクシ タイオウ ブブン オオ ケッカ カゾク ホンニン カカ コ エ ゲンジョウ カン カゾク カイゴ フタン スコ ケイゲン フクシ ジュウナン タイオウ デキ オモ

		承諾 ショウダク		下野市相談支援事業所 こばと		0285-44-6783		0285-44-6783		329-0414		下野市小金井1146-6		下野市、上三川町 シモノ シ カミノカワマチ		1		0		1		0		0		0		1		1		0		1		1		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		医療的ケアが必要な乳幼児に対応できるヘルパー事業所。短期入所・日中一時支援事業所が近くにない（少ない）。 イリョウテキ ヒツヨウ ニュウヨウジ タイオウ ジギョウショ タンキ ニュウショ ニッチュウ イチジ シエン ジギョウショ チカ スク		0				設問5で回答した内容：外出可能な方は児童発達支援を利用可能であるが無理な方は外部との交流をもちにくい。訪問看護・訪問リハビリが入っているケースはいいがない場合母子で孤立しがち。幸いあそびの支援をしてくれるヘルパー事業所があり支援につながっている。ヘルパー利用を希望されない家庭、利用したくてもヘルパー事業所がない等支援に苦慮する。 セツモン カイトウ ナイヨウ ガイシュツ カノウ カタ ジドウ ハッタツ シエン リヨウ カノウ ムリ カタ ガイブ コウリュウ ホウモン カンゴ ホウモン ハイ バアイ ボシ コリツ サイワ シエン ジギョウショ シエン リヨウ キボウ カテイ リヨウ ジギョウショ ナド シエン クリョ

		承諾 ショウダク		相談支援センターぴあん ソウダン シエン		0282-31-1755		0282-31-2919		328-0067		栃木市皆川城内町333-2		栃木市、小山市 トチギシ オヤマシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1				これまで現場で関わったことがなく、事例検討でしか情報を把握しておらず不安はあります。でも関係機関やご家族様からいろいろなことを教えて頂きながら相談支援として専門性を活かせればと思っています。色々な立場の方からお話をお伺いしてもご家族や医療機関専門的な事業所の負担が大きく相談支援があまり役に立つことができていない（場合によっては自ら引いてしまう）今の現状を少しでも変えていければいいと思います。 ゲンバ カカ ジレイ ケントウ ジョウホウ ハアク フアン カンケイ キカン カゾクサマ オシ イタダ ソウダン シエン センモンセイ イ オモ イロイロ タチバ カタ ハナシ ウカガ カゾク イリョウ キカン センモンテキ ジギョウショ フタン オオ ソウダン シエン ヤク タ バアイ ミズカ ヒ イマ ゲンジョウ スコ カ オモ

		承諾 ショウダク		うつのみや		028-632-6074/090-4059-9728		028-632-6075		320-0861		宇都宮市西2-1-7		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				3		専門的な知識を社会資源のアドバイスを他相談支援事業所からいただきながらみずからの事業所で引き受けるという形が望ましい センモンテキ チシキ シャカイ シゲン ホカ ソウダン シエン ジギョウショ ジギョウショ ヒ ウ カタチ ノゾ

		承諾 ショウダク		サポートセンターきりん		028-612-3838		028-678-3257		321-0905		栃木県宇都宮市平出工業団地43-100 ３２１－０９０５		宇都宮市 ウツノミヤシ		0		1		1		0		1		0		0		1		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		療養介護に入所しているので他のサービスの利用が困難。そのための社会資源をつなげたり、活用したりするのが難しい。 リョウヨウ カイゴ ニュウショ ホカ リヨウ コンナン シャカイ シゲン カツヨウ ムズカ		0				今後、市町村などで展開されていく生活拠点に関する事業をうまく活用できればいいなと感じています。入所されている方々については地域とのつながり方が今後は重要になってくると思われますので、広く門扉を開けた活動などが多くなってくるといいなと思っています。 コンゴ シチョウソン テンカイ セイカツ キョテン カン ジギョウ カツヨウ カン ニュウショ カタガタ チイキ カタ コンゴ ジュウヨウ オモ ヒロ モンピ ア カツドウ オオ オモ

		承諾 ショウダク		さわやか相談支援センター		0280-57-4884		0280-57-4994		329-0112		野木町南赤塚1145-1		小山市、野木町、古河市、栃木市 オヤマシ ノギマチ コガシ トチギシ		0		1		1		0		0		0		1		0		0		1		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		現実的な目標の位置づけ ゲンジツテキ モクヒョウ イチ		0

		承諾 ショウダク		相談支援事業所つばさ		0287-53-7393		0287-53-7394		324-0044		大田原市親園824-1		大田原市、那須塩原市、那須烏山市、矢板市、さくら市、那須町、塩谷町、高根沢町 オオタワラシ ナスシオバラシ ナスカラスヤマシ ヤイタシ シ ナスマチ シオ タニ マチ タカネザワマチ		1		0		1		0		1		0		1		1		0		1		0		0		0				1		2		医療的なケアが必要なケース、将来的に短期入所につなげたいケースだった為、専門の事業所に依頼した イリョウテキ ヒツヨウ ショウライテキ タンキ ニュウショ タメ センモン ジギョウショ イライ		1		1		0		0				1		0		使えるサービスの少なさに調整が難しかった ツカ スク チョウセイ ムズカ		1				乳幼児期の受け入れ可能な福祉サービス等の社会資源が必要である。 ニュウヨウジ キ ウ イ カノウ フクシ ナド シャカイシゲン ヒツヨウ

		承諾 ショウダク		特定相談支援センターはじめ		0284-22-4561		0284-22-4562		326-0143		足利市葉鹿町735-1		足利市 アシカガシ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1

		承諾 ショウダク		上三川障がい児・者生活相談支援センター		0285-38-6854		0285-38-6841		329-0611		上三川町上三川5082-15		上三川町 カミノカワマチ		1		0		1		0		1		0		0		1		0		0		0		0		0				1		0				0		0		0		0				1		0				0

		承諾 ショウダク		はつらつサロン南天相談支援事業所		0285-22-4659		0285-38-6529		323-0027		小山市花垣町2-3-19		小山市、栃木市 オヤマシ トチギシ		0		0		1		0		1		1		0		1		1		1		1		1		0				0		0				0		0		0		0				1		0		利用したいサービス事業所が少なく生活改善、家族、支援者の負担軽減に繋がらない（訪問入浴、ショートステイ、生活介護などなど（就労Ａ型））医師によっては連携が困難。何処の精神科がよいかと利用者に問われるが答えは解らない。 リヨウ ジギョウショ スク セイカツ カイゼン カゾク シエンシャ フタン ケイゲン ツナ ホウモン ニュウヨク セイカツ カイゴ シュウロウ ガタ イシ レンケイ コンナン ドコ セイシンカ リヨウシャ ト コタ ワカ		0				本人の選択や受け入れ事業所の間口を広げる。例えば入浴はヘルパーの2人対応で行ているがヘルパー不足や腰痛の悪化などで対応が難しくなってくる。機会浴のできる生活介護を勧めるも本人の選択肢がない。自宅から出かける自由さのようなものが閉ざされているような気がする。反面高齢者のサービスは増加する一方で利用者が不足し閉鎖なども聞かれる。高齢者・障害者がともにデイサービスやショートステイを利用できるようにならないかと思う。障害児については働く両親をサポートすることで生活の安定や療育などへ通園のし易さを図り、送迎サービスの充実など。 ホンニン センタク ウ イ ジギョウショ マグチ ヒロ タト ニュウヨク ニン タイオウ オコナ ブソク ヨウツウ アッカ タイオウ ムズカ キカイ ヨク セイカツ カイゴ スス ホンニン センタクシ ジタク デ ジユウ ト キ ハンメン コウレイシャ ゾウカ イッポウ リヨウシャ フソク ヘイサ キ コウレイシャ ショウガイシャ リヨウ オモ ショウガイジ ハタラ リョウシン セイカツ アンテイ リョウイク ツウエン ヤス ハカ ソウゲイ ジュウジツ

		承諾 ショウダク		障がい者生活支援センターこぶし		028-680-5746		028-688-0214		321-0126		栃木県宇都宮市茂原町837-1		宇都宮市、上三川町 ウツノミヤシ カミノカワマチ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1				①医療機関との細かな連携体制②相談関係者を含め本人に関わり支援をするなかで即座に動きが取れるようなフットワークの軽いチーム作り イリョウ キカン コマ レンケイ タイセイ ソウダン カンケイシャ フク ホンニン カカ シエン ソクザ ウゴ ト カル ヅク





相談支援事業所 (作業)

		Ｑ1.貴施設について、お伺いいたします キ シセツ ウカガ										事業所名とコメントをくっつけるで一表を作る ジギョウショ メイ イッピョウ ツク

		1		事業所名 ジギョウショ メイ								今月中 コンゲツ チュウ

		2		電話番号 デンワ バンゴウ								地図と一覧表をパワーポイント チズ イチラン ヒョウ

		3		FAX番号 バンゴウ								各項目ごとにページを作る カクコウモク ツク

		4		所在地 ショザイチ

		5		訪問可能な主な市町村 ホウモン カノウ オモ シチョウソン

		Ｑ2.重症心身障害児（者）の定義をご存知ですか ジュウショウシンシンショウガイジ シャ テイギ ゾンジ

		Ｑ2-1		知っている シ

		Ｑ2-2		知らない シ

		Ｑ3.重症心身障害児（者）の方（家族・関係機関等）からの相談を受けたことがありますか ジュウショウシンシンショウガイジ シャ カタ カゾク カンケイ キカン ナド ソウダン ウ

		Ｑ3-1		1		ある

		Ｑ3-2		2		ない

		Ｑ3-1-Ａ

				Ａ-1それは誰からの相談でしたか ダレ ソウダン

				1		ａ.家族 カゾク

				2		ｂ.支援者 シエンシャ

				3		ｃ.関係機関 カンケイ キカン

				Ａ-2それはどんな相談でしたか（複数回答可） ソウダン フクスウ カイトウ カ

				1		ａ.生活上の相談 セイカツ ジョウ ソウダン

				2		ｂ.医療的な相談 イリョウテキ ソウダン

				3		ｃ.制度に関する相談 セイド カン ソウダン

				4		ｄ.教育に関する相談 キョウイク カン ソウダン

				5		ｅ.サービス等利用計画書作成に関する相談 ナド リヨウ ケイカクショ サクセイ カン ソウダン

				6		ｆ.その他 タ

				Ａ-3それらの相談事業所として対応（解決）はできましたか ソウダン ジギョウショ タイオウ カイケツ

				1		ａ.できた

				2		ｂ.できなかった

				Ａ-3-1それはどうしてですか

				1		ａ解決手段・方法がなかった カイケツ シュダン ホウホウ

				2		ｂ.ほかの相談支援事業所に依頼した ソウダン シエン ジギョウショ イライ

				3		ｃ.行政に依頼した ギョウセイ イライ

				4		ｄ.その他 タ

		Ｑ4.Ｑ3-2「ない」→これから重症心身障害児（者）の方（本人・家族等）からの相談があればどのように対応されますか ジュウショウシンシンショウガイジ シャ カタ ホンニン カゾク ナド ソウダン タイオウ

				Ｑ4-1		自分の事業所で対応する ジブン ジギョウショ タイオウ

				Ｑ4-2		ほかの相談支援事業所へ依頼する ソウダン シエン ジギョウショ イライ

				Ｑ4-3		行政に依頼する ギョウセイ イライ

				Ｑ4-4		その他 タ

		Ｑ5.重症心身障害児（者）の方のサービス等利用計画書を作成したことがありますか ジュウショウシンシンショウガイジ シャ カタ ナド リヨウ ケイカクショ サクセイ

				Ｑ5-1		ある

				Ｑ5-2		ない

						Ｑ5-1-Ａ		「ある」と回答→作成にあたり、苦労したこと困ったことがありましたか カイトウ サクセイ クロウ コマ

						Ｑ5-2-Ａ		「ない」と回答 カイトウ

						1		ａ.今後依頼があれば作成する コンゴ イライ サクセイ

						2		ｂ.他の相談支援事業所に依頼する ホカ ソウダン シエン ジギョウショ イライ

						3		ｃ.作成するかどうかわからない サクセイ

						Ｑ5-2-Ａ-1		b.cを回答→それはどうしてですか カイトウ

		Q6.重症心身障害児（者）の方がより良い在宅生活をしていく上で何か必要だと思うことがあればご自由にお書きください ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ カタ ヨ ザイタク セイカツ ウエ ナニ ヒツヨウ オモ ジユウ カ



		承諾可否 ショウダク カヒ		Q1												Ｑ2.重症心身障害児（者）の定義をご存知ですか ジュウショウシンシンショウガイジ シャ テイギ ゾンジ				Ｑ3.重症心身障害児（者）の方（家族・関係機関等）からの相談を受けたことがありますか ジュウショウシンシンショウガイジ シャ カタ カゾク カンケイ キカン ナド ソウダン ウ																														Ｑ4.Ｑ3-2「ない」→これから重症心身障害児（者）の方（本人・家族等）からの相談があればどのように対応されますか ジュウショウシンシンショウガイジ シャ カタ ホンニン カゾク ナド ソウダン タイオウ										Ｑ5.重症心身障害児（者）の方のサービス等利用計画書を作成したことがありますか ジュウショウシンシンショウガイジ シャ カタ ナド リヨウ ケイカクショ サクセイ										Q6.重症心身障害児（者）の方がより良い在宅生活をしていく上で何か必要だと思うことがあればご自由にお書きください ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ カタ ヨ ザイタク セイカツ ウエ ナニ ヒツヨウ オモ ジユウ カ

				事業所名 ジギョウショ メイ		電話番号 デンワ バンゴウ		FAX番号 バンゴウ		郵便番号 ユウビンバンゴウ		所在地 ショザイチ		訪問可能な主な市町村 ホウモン カノウ オモ シチョウソン		知っている		知らない シ		ある		ない		それは誰からの相談でしたか						それはどんな相談でしたか														それらの相談事業所として対応（解決）はできましたか						自分の事業所で対応する ジブン ジギョウショ タイオウ		他の相談支援事業所へ依頼する ホカ ソウダン シエン ジギョウショ イライ		行政に依頼する ギョウセイ イライ		その他 タ				ある		ない		「ある」と回答		「ない」
と回答		b.c（23）を回答

																								家族 カゾク		支援者 シエンシャ		関係機関 カンケイ キカン		生活上の相談 セイカツ ジョウ ソウダン		医療的な相談 イリョウテキ ソウダン		制度に関する相談 セイド カン ソウダン		教育に関する相談 キョウイク カン ソウダン		サービス等利用計画書作成に関する相談 ナド リヨウ ケイカクショ サクセイ カン ソウダン		その他 タ		その他回答 タ カイトウ		それらの相談事業所として対応（解決）はできましたか		それはどうしてですか		それはどうしてですか

		否 イナ		手話通訳派遣協会相談支援事業所		0287-73-4422		0287-62-7776		325-0026		栃木県那須塩原市上厚崎431-17 ３２５－００２６				0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		0		1		本事業所と同様の地域で一般相談支援事業所と連携を図り対応する ホン ジギョウショ ドウヨウ チイキ イッパン ソウダン シエン ジギョウショ レンケイ ハカ タイオウ		0		1		0		2		当事業所は手話通訳派遣を主目的とする事業所であるため、聴覚障害に対するノウハウはあるがそれ以外の障害者に対応する専門性を有していない為 トウ ジギョウショ シュワ ツウヤク ハケン シュモクテキ ジギョウショ チョウカク ショウガイ タイ イガイ ショウガイシャ タイオウ センモンセイ ユウ タメ

		否 イナ		相談支援事業所すまいる		0285-45-7199		0285-45-8437		329-0205		小山市間々田750-1		小山市 オヤマシ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		1		0				0		1		0		3		現在担当させていただいているケースの他に受け入れる時間的余裕がないため。また専門的な知識や経験がなく自信がないため。 ゲンザイ タントウ ホカ ウ イ ジカンテキ ヨユウ センモンテキ チシキ ケイケン ジシン

		否 イナ		やまゆりの里		0284-90-2030		0284-90-2031		326-0011		足利市大沼田町525-1		足利市 アシカガシ		0		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		ショートステイの利用が可能かどうか リヨウ カノウ		2		1		ショートの利用を希望していたが、幼児で夜間に吸引が必要とのことだったので職員配置上困難と判断 リヨウ キボウ ヨウジ ヤカン キュウイン ヒツヨウ ショクイン ハイチ ジョウ コンナン ハンダン		0		0		0		0				0		1		0		2		あしかがの森さんが近くにあり専門性もあるため モリ チカ センモンセイ

		否 イナ		相談支援センターひかり		028-612-7717		028-612-7718		320-0072		宇都宮市若草4-20-7		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		0		1		0		1		0		0		1		0		1		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		居宅介護事業所とニーズのマッチング キョタク カイゴ ジギョウショ		0				短期入所事業所（医療的ケア対応型）の整備 タンキ ニュウショ ジギョウショ イリョウテキ タイオウガタ セイビ

		否 イナ		相談支援センター歩み		028-667-5151		028-667-5150		321-3233		宇都宮市上籠谷町3792		真岡市、芳賀町、宇都宮市 モオカシ ハガマチ ウツノミヤシ		0		1		1		0		0		1		0		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		毎日お会いしている方ではないしお話ができる方ではないので、計画書を作ることは少々戸惑いはありましたが、すべて療育指導室の先生にご指導いただき作成することができました。お幸せな時を過ごしてほしいという思いはいっぱいありますが、なにも出来ていない自分が申し訳ないような気持ちです。 マイニチ ア カタ ハナシ カタ ケイカクショ ツク ショウショウ トマド リョウイク シドウシツ センセイ シドウ サクセイ シアワ トキ ス オモ デキ ジブン モウ ワケ キモ		0				すみません。経験不足で在宅の方はよくわかりませんが、独立行政法人国立病院機構宇都宮病院にお伺いし行き届いた介護、職員の先生方の情熱にこういうところで重症心身障害者の方が過ごせることは幸せなのでは…としみじみ思いました。 ケイケン ブソク ザイタク カタ ドクリツ ギョウセイ ホウジン コクリツ ビョウイン キコウ ウツノミヤ ビョウイン ウカガ イ トド カイゴ ショクイン センセイガタ ジョウネツ ジュウショウ シンシン ショウガイシャ カタ ス シアワ オモ

		否 イナ		ワークス共育		0287-39-5593		0287-39-5630		329-2213		那須塩原市上大貫2028-2				1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		0		1		状況に応じて対応する ジョウキョウ オウ タイオウ		0		1				1				相談支援専門員のレベルアップが必要ではないかと思います ソウダン シエン センモンイン ヒツヨウ オモ

		否 イナ		指定特定相談支援センタードリーム		0288-32-2280		0288-32-2281		321-2341		日光市大沢町274		日光市、塩谷町、鹿沼市、宇都宮市 ニッコウシ シオヤ チョウ カヌマシ ウツノミヤ シ		0		1		1		0		1		0		0		1		1		1		0		0		0				1		0				0		0		0		0				1		0		計画を作成するにあたり医療機関との連携方法を具体化していくことに連絡調整に時間を要しました。また医師同士でのやりとりの方が早いように感じました。※解決できたと言っても施設の空き待ちで関係する病院で入院しております。 ケイカク サクセイ イリョウ キカン レンケイ ホウホウ グタイカ レンラク チョウセイ ジカン ヨウ イシ ドウシ ホウ ハヤ カン カイケツ イ シセツ ア マ カンケイ ビョウイン ニュウイン		0				入所ではなく、医療ケアのできる短期入所やグループホーム、日中一時、生活介護の拡充が必要であること。また重症心身障害児（者）への理解を広めていき、理解者を増やすこと、訪問看護、訪問医療、居宅介護も活用しやすい環境づくりを相談支援専門員はネットワークづくりに努めなければんらないと思います。 ニュウショ イリョウ タンキ ニュウショ ニッチュウ イチジ セイカツ カイゴ カクジュウ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ リカイ ヒロ リカイシャ フ ホウモン カンゴ ホウモン イリョウ キョタク カイゴ カツヨウ カンキョウ ソウダン シエン センモンイン ツト オモ

		否 イナ		ユーファーム支援センター		028-689-0070		028-680-0750		321-0972		宇都宮市下川俣町206-127		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2		これまでの実績として主に就労系の利用計画の作成を行っており重症心身障害児の方への支援については経験や人員の不足から対応が困難であると思われるため ジッセキ オモ シュウロウ ケイ リヨウ ケイカク サクセイ オコナ ジュウショウ シンシン ショウガイジ カタ シエン ケイケン ジンイン フソク タイオウ コンナン オモ

		否 イナ		障害者相談支援センターひびき		028-666-7601		028-666-7602		321-0403		宇都宮市下小倉町1536		宇都宮市、さくら市 ウツノミヤシ シ		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2		かつて受け入れたことがなく、またスタッフにも医療的ケアの知識や経験が乏しく、自信をもって迎え入れることができない ウ イ イリョウテキ チシキ ケイケン トボ ジシン ムカ イ		受け入れる施設が近辺にあること ウ イ シセツ キンペン

		否 イナ		相談支援事業ぴゅあ		028-611-1771		028-611-1772		321-0911		宇都宮市問屋町3426-46		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2

		否 イナ		指定特定相談支援事業所すえひろ		0287-23-3962		0287-24-1670		324-0042		大田原市末広1-2-5		大田原市、大田原市以外は交通費を受領 オオタワラシ オオタワラシ イガイ コウツウヒ ジュリョウ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2		事業所の対象を精神障害に限定し、市に申請しているため ジギョウショ タイショウ セイシン ショウガイ ゲンテイ シ シンセイ

		否 イナ		相談支援センターふじみだい		0285-44-0200		0285-44-4255		329-0412		下野市芝1123		下野市 シモノ シ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		0		1		ケースによって検討 ケントウ		0		1				2

		否 イナ		相談支援センターひゅーまにあ宇都宮		028-678-5385		028-678-5395		320-0802		宇都宮市江野町6-15大立ビル4階		宇都宮市（鹿沼市等近隣市町村） ウツノミヤシ カヌマシ ナド キンリン シチョウソン		0		1		1		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		あるではありますが、初めての作成でまた完成はしていない段階です。病院で実施されている活動医療等で自分自身が未熟で理解が足りていない為に苦労しています。 ハジ サクセイ カンセイ ダンカイ ビョウイン ジッシ カツドウ イリョウ ナド ジブン ジシン ミジュク リカイ タ タメ クロウ		0				①医療面での安心②外部と交流する機会③家族の方への支援 イリョウ メン アンシン ガイブ コウリュウ キカイ カゾク カタ シエン

		否 イナ		地域活動支援センターあしかが		0284-41-2643		0284-43-0463		326-0808		足利市本城1-1547		足利市 アシカガシ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0						0		1		0		0				0		1				2		専門外で知識等はなく、計画書の作成は難しいため センモンガイ チシキ トウ ケイカクショ サクセイ ムズカ

		否 イナ		南那須地区障害者相談支援センター		0287-80-1020		0287-80-1027		321-0624		那須烏山市旭1-18-8		那須烏山市、那珂川町 ナスカラスヤマシ ナカガワマチ		1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		アセスメント、院内での面会予定の調整、家族への説明など インナイ メンカイ ヨテイ チョウセイ カゾク セツメイ		0				在宅医療、訪問リハビリなど24時間対応出来る専門家チーム ザイタク イリョウ ホウモン ジカン タイオウ デキ センモンカ

		否 イナ		ワン・ハーモニー		0287-22-8255		0287-48-7225		324-0042		大田原市末広1-3618-13				0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				0

		否 イナ		ひまわり相談支援事業所		0282-20-5006		0282-23-4878		328-0052		栃木市祝町12－9				0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		1		0				0		1				3		意思伝達が自分にとって受け止められるかに不安があるため イシ デンタツ ジブン ウ ト フアン

		否 イナ		サンフラワーライフ		0285-22-1109		0285-22-1345		323-0808		小山市出井1936		小山市内 オヤマシナイ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				3		近隣に受け入れ施設が少なく在宅福祉サービスに向けるのが難しい キンリン ウ イ シセツ スク ザイタク フクシ ム ムズカ

		否 イナ		natu- la(ナチュラ)		0287-67-3115		0287-67-3115		329-3153		那須塩原市大原間239-1		那須塩原市、大田原市、那須町 ナスシオバラ シ オオタワラシ ナスマチ		0		1		1		0		1		0		0		1		1		1		0		0		0				1		0				0		0		0		0				1		0		サービス自体の幅がせまいため、本人が安全に安心した生活をうけられるためにどう組み合わせたら良いか。又、家族によっては苦手な事業所もあり限られた事業所を探すのが難しかった。 ジタイ ハバ ホンニン アンゼン アンシン セイカツ ク ア ヨ マタ カゾク ニガテ ジギョウショ カギ ジギョウショ サガ ムズカ		0				訪問系のサービスがもっと充実して欲しい ホウモン ケイ ジュウジツ ホ

		否 イナ		相談支援事業所ふるさとホーム那須		0287-98-3001		0287-98-8080		324-0414		大田原市片府田1301-59		大田原市、那須町、那須塩原市、周辺 オオタワラシ ナスマチ ナスシオバラ シ シュウヘン		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2		主な精神知的関係なので、今後はできるよう専門的な部分の勉強が必要です。 オモ セイシン チテキ カンケイ コンゴ センモンテキ ブブン ベンキョウ ヒツヨウ		①専門相談②居場所③地域の理解 センモン ソウダン イバショ チイキ リカイ

		否 イナ		特定相談支援事業所きのこ		028-635-8746		028-635-8778		320-0846		栃木県宇都宮市滝の原2-4-42 ３２０－０８４６		宇都宮市 ウツノミヤシ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		1		0				0		1				3		どのように作成したらいいか不安のため サクセイ フアン

		否 イナ		こども発達支援センター鹿沼市あおば園		0289-63-1745		0289-63-1745		322-0074		鹿沼市日吉町320－1				1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		1		0				0		1				2		相談支援専門員の不足、児童発達支援事業所利用のための計画書作成が主な業務になっている ソウダン シエン センモンイン フソク ジドウ ハッタツ シエン ジギョウショ リヨウ ケイカクショ サクセイ オモ ギョウム

		否 イナ		障害者相談支援センターみつか・Ｒｕ		028-648-3971		028-648-3936		321-0347		宇都宮市飯田町261		宇都宮市、鹿沼市 ウツノミヤシ カヌマシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		1		状況に応じして他機関と連携し判断する場合もある ジョウキョウ オウ ホカ キカン レンケイ ハンダン バアイ		0		1				1		計画依頼の状況に応じて対応できない月もある（モニタリング件数） ケイカク イライ ジョウキョウ オウ タイオウ ツキ ケンスウ

		否 イナ		工房つばさ		0285-40-0388		0285-40-6700		329-0401		下野市箕輪425-1		下野市、上三川町、壬生町、ただし状況に応じて対応することが難しい場合もある シモノ シ カミノカワマチ ミブマチ ジョウキョウ オウ タイオウ ムズカ バアイ		1		0		1		0		1		0		0		1		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		短期入所、ヘルパーなどの利用希望があっても受け入れてくれる事業所が見つからない タンキ ニュウショ リヨウ キボウ ウ イ ジギョウショ ミ		3		状況により作成することができない場合がある ジョウキョウ サクセイ バアイ		重心の方の短期入所等の利用ができるところが必要。在宅でのサービスの受入必要だと思われる。 ジュウシン カタ タンキ ニュウショ ナド リヨウ ヒツヨウ ザイタク ウケイレ ヒツヨウ オモ

		否 イナ		相談支援事業所グーフォ		028-673-0002		028-671-0785		329-1105		宇都宮市中岡本町3178-3				1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1				在宅生活を支える家族に負担が重くならないようにする。緊急時に対応してくれる医療ケア付きの宿泊施設を増やしてほしい ザイタク セイカツ ササ カゾク フタン オモ キンキュウジ タイオウ イリョウ ツ シュクハク シセツ フ

		否 イナ		那珂川町社協相談支援事業所		0287-92-1273		0287-92-1295		324-0613		那珂川町馬頭560-1		那珂川町 ナカガワマチ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				0				移動支援サービス イドウ シエン

		否 イナ		相談支援事業所大山田ノンフェール		0287-93-0660		0287-83-8182		324-0602		那珂川町大山田下郷955		那珂川町 ナカガワマチ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		1		0				0		1				2		平成27年度で相談支援事業を終了するため ヘイセイ ネンド ソウダン シエン ジギョウ シュウリョウ

		否 イナ		在宅サポートこころ		028-651-0780		028-651-0781		320-0042		宇都宮市材木町4-24				0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2

		否 イナ		相談支援事業所みらい ソウダン シエン ジギョウショ		0280-57-2673		0280-57-2673		329-0111		野木町丸林371-12		野木町、小山市 ノギマチ オヤマシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		0		1		しかるべき関係機関と連携して対応する カンケイ キカン レンケイ タイオウ		0		1				3		重症心身のノウハウがない ジュウショウ シンシン

		否 イナ		大田原市社会福祉協議会		0287-54-1849		0287-54-2745		324-0233		栃木県大田原市黒羽田町848 ３２４－０２３３		大田原市内 オオタワラシナイ		0		1		1		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0				2		1				0		1		0		0				0		1				2		職員が未熟なため ショクイン ミジュク		在宅医療の充実、居宅介護の２４時間対応（サービス事業所）の充実 ザイタク イリョウ ジュウジツ キョタク カイゴ ジカン タイオウ ジギョウショ ジュウジツ

		否 イナ		障がい者相談支援センターとまつり		028-680-5570		028-680-5271		320-0052		宇都宮市中戸祭町813		宇都宮市、近隣市町村 ウツノミヤシ キンリン シチョウソン		0		1		1		0		1		0		0		1		0		0		0		0		1		親子間の関わり オヤコ カン カカ		0		0		現在対応中 ゲンザイ タイオウチュウ		0		0		0		0				1		0		保護者との連携がとれない ホゴシャ レンケイ		0

		否 イナ		宇都宮市社会福祉協議会		028-636-1536		028-636-1537		320-0806		宇都宮市中央1-1-15		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		0				2		1		医療的ケアが必要な方が長時間外出したい。長時間支援者の拘束、移動手段（車の中での対応）、医療的ケアが必要な方が外出したいときに外出できる環境がすぐに整えられない、医療的けが必要な方で要介助であるが、歩行できる方が利用できる短期入所先はないか（アクセス時間も含む） イリョウテキ ヒツヨウ カタ チョウジカン ガイシュツ チョウジカン シエン シャ コウソク イドウ シュダン クルマ ナカ タイオウ イリョウテキ ヒツヨウ カタ ガイシュツ ガイシュツ カンキョウ トトノ イリョウテキ ヒツヨウ カタ ヨウ カイジョ ホコウ カタ リヨウ タンキ ニュウショ サキ ジカン フク		0		0		0		0				1		0		専門的（医療面）な知識がなく、専門用語が多く調べたり聞いたりしながら支援していくこと。長く関わらないと親の思いまで聞き出せないこと。 センモンテキ イリョウ メン チシキ センモン ヨウゴ オオ シラ キ シエン ナガ カカ オヤ オモ キ ダ		0				当事者が何歳になっても利用できるサービス環境（短期入所、訪問入浴など）。教育もほかのお子さん同様平等に受けられる機会（学校行事も含む）。相談対応できる人材の確保。緊急時でも利用できるサービスの調整・確保。直接支援できるサービス・人材を増やすこと。 トウジシャ ナンサイ リヨウ カンキョウ タンキ ニュウショ ホウモン ニュウヨク キョウイク コ ドウヨウ ビョウドウ ウ キカイ ガッコウ ギョウジ フク ソウダン タイオウ ジンザイ カクホ キンキュウジ リヨウ チョウセイ カクホ チョクセツ シエン ジンザイ フ

		承諾 ショウダク		ライフサポートセンターゆめ		0280-33-3624		0280-57-4624		329-0111		野木町丸林630-4		野木町、その周辺地域 ノギマチ シュウヘン チイキ		1		0		1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		1		福祉サービス利用に関する相談 フクシ リヨウ カン ソウダン		1		0				0		0		0		0				1		0		医療的な情報、知識に乏しくわからない用語などが数多く出てきた。医療的ケアの内容の聞き取り（どの部分を聞いていけばよいのか） イリョウテキ ジョウホウ チシキ トボ ヨウゴ カズオオ デ イリョウテキ ナイヨウ キ ト ブブン キ		0				Ｆａの負担軽減のためのレスパイト先（ＨＰ、ＳＳ機関等）。家族それぞれの訴え、希望を明確にしていく。関係機関がチームになりＦａの支え応援をしていく。 フタン ケイゲン サキ キカンナド カゾク ウッタ キボウ メイカク カンケイ キカン ササ オウエン

		承諾 ショウダク		足利ケアサービス		0284-21-7630		0284-21-3109		326-0843		足利市五十部町809-3		足利市、佐野市、太田市 アシカガシ サノシ オオタシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		0		1		ケースによって対応する タイオウ		0		1				3

		承諾 ショウダク		相談支援センターみさと		0285-72-9767				321-4104		芳賀郡益子町大沢2800-5		芳賀郡内（真岡市、益子町、市貝町、芳賀町、茂木町） ハガ グンナイ モオカシ マシコ チョウ イチ ガイ マチ ハガマチ モギマチ		1		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		資源が少ない、短期入所先の確保が難しかった。計画を作るのには、医療情報が難しく感じられた。 シゲン スク タンキ ニュウショ サキ カクホ ムズカ ケイカク ツク イリョウ ジョウホウ ムズカ カン		0				連携の取れる医療関係者がたくさん地域の中にいてくれると安心して生活できるかな。外出や余暇の充実を図るために医療の必要な人の生活が限られてしまっている（あきらめてしまっている） レンケイ ト イリョウ カンケイシャ チイキ ナカ アンシン セイカツ ガイシュツ ヨカ ジュウジツ ハカ イリョウ ヒツヨウ ヒト セイカツ カギ

		承諾 ショウダク		サポートセンターとみや生活支援センター		028-665-8230		028-665-8230		321-2116		宇都宮市徳次郎町540		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		0		1		0		0		0		0		1		1		1		1		1		0				0		1		医療的なケアが必要な利用者様の日中活動先が限られて利用できない人がいる。学校との連携が取りにくい。通勤手段・行事参加制限があり平等性が保たれない。学校はサービスで対応を望み、福祉行政は教育で何とかするべきとつねに折り合わない。 イリョウテキ ヒツヨウ リヨウシャサマ ニッチュウ カツドウ サキ カギ リヨウ ヒト ガッコウ レンケイ ト ツウキン シュダン ギョウジ サンカ セイゲン ビョウドウセイ タモ ガッコウ タイオウ ノゾ フクシ ギョウセイ キョウイク ナン オ ア		0		0		1		0		協力してほしい キョウリョク		1		0		利用できるサービスが限られている。社会参加できる機会が少なく、場が限られている。介護者の負担軽減が取りにくい。夢や希望を叶えるための資源が少ない。 リヨウ カギ シャカイ サンカ キカイ スク バ カギ カイゴシャ フタン ケイゲン ト ユメ キボウ カナ シゲン スク		0				通勤手段、保護者なくても教育が受けられる環境。常に親同行を求めるのでは、自立につながらず、いつになっても親の負担は軽減されない。親が安心して託せる日中活動の場。社会参加、役割を担える環境作り、職場。地域で生活していくための交流の機会や場があるといい。緊急的にレスパイトを受け入れてくれる場。 ツウキン シュダン ホゴシャ キョウイク ウ カンキョウ ツネ オヤ ドウコウ モト ジリツ オヤ フタン ケイゲン オヤ アンシン タク ニッチュウ カツドウ バ シャカイ サンカ ヤクワリ ニナ カンキョウ ヅク ショクバ チイキ セイカツ コウリュウ キカイ バ キンキュウテキ ウ イ バ

		承諾 ショウダク		社会就労センターえいぶるの里 シャカイ シュウロウ サト		0285-22-4561		0285-224581		323-0003		小山市東島田2403-2		小山市、下野市、上三川町、野木町、結城市、古河市、筑西市 オヤマシ シモノ シ カミノカワマチ ノギマチ ユウキシ コガシ ツク ニシ シ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				1		0		自己決定が難しいため、家族中心の考えになってしまうこと。また、利用できる社会資源が少ない。 ジコ ケッテイ ムズカ カゾク チュウシン カンガ リヨウ シャカイ シゲン スク		1				関係機関との連携、特に在宅が長い方は医療機関とのかかわりが家族も含め、希薄になってしまい、二次障害に対応できない。地域に総合的に支援でき、医療的ケアが受けられる場所、または訪問医療の充実が必要と思います。 カンケイ キカン レンケイ トク ザイタク ナガ カタ イリョウ キカン カゾク フク キハク ニジ ショウガイ タイオウ チイキ ソウゴウテキ シエン イリョウテキ ウ バショ ホウモン イリョウ ジュウジツ ヒツヨウ オモ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所「ピュア」		0282-31-3911		0282-31-3912		328-0133		栃木市大森町465		栃木市、鹿沼市、佐野市、小山市、壬生町 トチギシ カヌマシ サノシ オヤマシ ミブマチ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1

		承諾 ショウダク		社会福祉法人とちのみ会　こなかの森 シャカイ フクシ ホウジン カイ モリ		0283-24-5757		0283-24-6294		327-0001		佐野市小中町1280		佐野市、足利市 サノシ アシカガシ		1		0		1		0		1		0		0		1		0		1		0		0		0				1		2		通所型のため、短期入所の受け入れはサービスとして提供できず、他施設の紹介、相談支援事業につなげている。 ツウショ ガタ タンキ ニュウショ ウ イ テイキョウ タ シセツ ショウカイ ソウダン シエン ジギョウ		0		0		0		0				1		0		療養型短期入所ほかの施設への短期入所の受け入れ状況など、受け入れ場所を見つけるなど。短期入所時の発作発症時医療への繋ぎが困難。問題多（かかりつけ医への搬送） リョウヨウガタ タンキ ニュウショ シセツ タンキ ニュウショ ウ イ ジョウキョウ ウ イ バショ ミ タンキ ニュウショ ジ ホッサ ハッショウ ジ イリョウ ツナ コンナン モンダイ タ イ ハンソウ		0				佐野市には、身障（重心）短期入所施設がなく老人施設に佐野市が委託しているが、利用する人もいなく、サービスが使いづらい状態にある。短期入所受け入れ可能施設が増えることで、家族のほうも使いやすく利便性があがると考えます。 サノシ シンショウ ジュウシン タンキ ニュウショ シセツ ロウジン シセツ サノシ イタク リヨウ ヒト ツカ ジョウタイ タンキ ニュウショ ウ イ カノウ シセツ フ カゾク ツカ リベンセイ カンガ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所テトテ		0287-36-7171		0287-36-7181		329-2732		那須塩原市一区町251-1		那須塩原市（大田原、矢板、那須町、那珂川町、烏山） ナスシオバラ シ オオタワラ ヤイタ ナスマチ ナカガワマチ カラスヤマ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		0		1		委託の相談支援事業所や重心専門の事業所に相談する イタク ソウダン シエン ジギョウショ ジュウシン センモン ジギョウショ ソウダン		0		1				3		その方にとって、より専門性の高い方が対応することが望ましいと思いますので、作成が適するか否か周囲のサービス状況なども考慮して決めたいと思います。適切にアドバイスをいただける地域の環境が整っていれば、スキルアップ、経験の積み重ねのためにも作成したいです。 カタ センモンセイ タカ ホウ タイオウ ノゾ オモ サクセイ テキ イナ シュウイ ジョウキョウ コウリョ キ オモ テキセツ チイキ カンキョウ トトノ ケイケン ツ カサ サクセイ		相談支援専門員のスキルアップ。きめ細かい支援（サービスの充実）本人のニーズを正しく理解できる人材の育成と地域の理解。 ソウダン シエン センモンイン コマ シエン ジュウジツ ホンニン タダ リカイ ジンザイ イクセイ チイキ リカイ

		承諾 ショウダク		指定特定相談支援事業所あじさい		0287-60-3361		0287-60-3362		325-0034		那須塩原市東原166		那須塩原市、那須町 ナスシオバラ シ ナスマチ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2				訪問看護、訪問診療を行う医師が必要だと思います。 ホウモン カンゴ ホウモン シンリョウ オコナ イシ ヒツヨウ オモ

		承諾 ショウダク		障害者相談支援センターいぶき		028-678-3502		028-676-3501		329-1216		高根沢町桑窪2266-2		高根沢町 タカネザワマチ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1				短期入所など受け入れてくれる施設を増やしてほしい。県内で受け入れていただけない為、県外の施設を考えなくてはいけない方がいます。 タンキ ニュウショ ウ イ シセツ フ ケンナイ ウ イ タメ ケンガイ シセツ カンガ カタ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所わくわくおやま		0285-24-6575		0285-20-0255		323-0022		小山市駅東通り3-9-6		小山市 オヤマシ		1		0		1		0		1		1		1		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		関係事業所が多いことで情報収集連携等大変。医療機関とも連携を図る必要あり。レスパイト、ショートステイの受入困難。利用できる事業所が少ない。 カンケイ ジギョウショ オオ ジョウホウ シュウシュウ レンケイ ナド タイヘン イリョウ キカン レンケイ ハカ ヒツヨウ ウケイレ コンナン リヨウ ジギョウショ スク		0				重症心身障害児（者）を受け入れしてくれる事業所、施設がもっと多くあればよいと思われる。通所日中一時短期入所など。相談支援、計画作成についてもほかの事業所が受け入れてくれないとの理由で受け入れ可能事業所へ集中してしまう為、相談員への研修等を増やせばよいが。しかし日々の業務が多忙であるため、難しいのかな？ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ ウ イ ジギョウショ シセツ オオ オモ ツウショ ニッチュウ イチジ タンキ ニュウショ ソウダン シエン ケイカク サクセイ ジギョウショ ウ イ リユウ ウ イ カノウ ジギョウショ シュウチュウ タメ ソウダン イン ケンシュウ ナド フ ヒビ ギョウム タボウ ムズカ

		承諾 ショウダク		相談支援センターネクスト		080-8854-9551		0280-612-1558		320-0034		宇都宮市泉町6-25		宇都宮市 ウツノミヤシ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2

		承諾 ショウダク		相談支援事業のぞみ		0287-65-2288		0287-65-2282		329-3152		那須塩原市上中野53		那須塩原市、大田原市、那須町 ナスシオバラ シ オオタワラシ ナスマチ		1		0		1		0		0		0		1		1		1		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		現サービスでの医療ケアをふまえ、将来にむけて他事業との連携につなげるよう計画作成、調整に苦労した。 ゲン イリョウ ショウライ タ ジギョウ レンケイ ケイカク サクセイ チョウセイ クロウ		0				選択肢が増えるよう受け入れ可能な福祉サービス事業所の増加が必要だと思われます。 センタクシ フ ウ イ カノウ フクシ ジギョウショ ゾウカ ヒツヨウ オモ

		承諾 ショウダク		サポートセンターひばり		028-670-0330		028-667-7315		321-3236		宇都宮市竹下町435-159		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		苦労ではないが、お母様がとても一生懸命ですでにサービスも繋がっていたため、現状を計画にする形となったが、計画作成後のかかわりについて相談員としてどのようにすべきことが望ましいかと考える。 クロウ カアサマ イッショウケンメイ ツナ ゲンジョウ ケイカク カタチ ケイカク サクセイ ゴ ソウダン イン ノゾ カンガ		0				福祉サービスや医療、またボランティアが入室されるととてもよいと思います。また、介助者（家族）のケアも考えると気軽に参加できるようなイベント（医療が整っていたり、介助するボランティアさんがいたり）や、同じ重症心身障害児（者）をもつかたとのネットワークがあるといいのかなと思います。 フクシ イリョウ ニュウシツ オモ カイジョシャ カゾク カンガ キガル サンカ イリョウ トトノ カイジョ オナ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ オモ

		承諾 ショウダク		高根沢町障害児者生活支援センターすまいる タカネザワマチ		028-612-2751		028-612-2752		329-1225		栃木県塩谷郡高根沢町石末1825　福祉センター内 ３２９－１２２５ フクシ ナイ		高根沢町 タカネザワマチ		1		0		1		0		0		0		1		0		0		1		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		地元に使える資源がなく苦労した ジモト ツカ シゲン クロウ		0				①医療と福祉の連携ネットワーク②重心の方でも利用できるサービスが増えること③訪問診療医 イリョウ フクシ レンケイ ジュウシン カタ リヨウ フ ホウモン シンリョウ イ

		承諾 ショウダク		障害者相談支援センターフォレスト		0284-91-1816		0284-91-2867		326-0011		足利市大沼田町615		足利市及び近隣市町村 アシカガシ オヨ キンリン シチョウソン		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0				0

		承諾 ショウダク		障がい者相談支援事業所ケアサプライ		0287-73-5312		0287-73-5311		329-3221		栃木県那須郡那須町漆塚762-102 ３２９－３２２１		白河市、那須町、那須塩原市、大田原市 シラカワシ ナスマチ ナスシオバラシ オオタワラシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1				サービスを提供できる事業所の充実を図る テイキョウ ジギョウショ ジュウジツ ハカ

		承諾 ショウダク		南栃木支援センター相談支援		0285-44-6118		0285-44-7215		329-0412		下野市柴1432-105		下野市、小山市、壬生町 シモノ シ オヤマシ ミブマチ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		0		1		介護保険と併用する場合のみ対応する カイゴ ホケン ヘイヨウ バアイ タイオウ		0		1				3		介護保険と併用する場合のみ作成する カイゴ ホケン ヘイヨウ バアイ サクセイ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所とまり木		0287-54-2854		0287-54-2230		324-0231		大田原市北野上3952		大田原市、那須塩原市、那須町 オオタワラシ ナスシオバラシ ナスマチ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1				当事業所の対応範囲は現在、知的障害者特に中・軽度が主だが、精神（高次脳機能障害も含む）分野もやり始めている。今後重症心身障害者もほかの相談支援事業所の助けを得ながら、勉強しながら対応したいと考えている。そのために研修や見学の機会を多く作っていただきたい。今は、当事業所はその程度しか考えられない。 トウ ジギョウショ タイオウ ハンイ ゲンザイ チテキ ショウガイシャ トク チュウ ケイド オモ セイシン コウジ ノウ キノウ ショウガイ フク ブンヤ ハジ コンゴ ジュウショウ シンシン ショウガイシャ ソウダン シエン ジギョウショ タス エ ベンキョウ タイオウ カンガ ケンシュウ ケンガク キカイ オオ ツク イマ トウ ジギョウショ テイド カンガ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所ポンテ		028-652-7288		028-652-6355		321-0341		宇都宮市古賀志町1964-12		宇都宮、鹿沼、日光、壬生 ウツノミヤ カヌマ ニッコウ ミブ		0		1		1		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0				0				未就学児（3～5才）の方の医療型児童発達支援を分離で行う施設が数か所あると良いと思います。 ミシュウガクジ サイ カタ イリョウ ガタ ジドウ ハッタツ シエン ブンリ オコナ シセツ スウ ショ ヨ オモ

		承諾 ショウダク		相談支援センター光輝舎		0285-70-2020		0285-72-8222		321-4105		芳賀郡益子町北中1113-1		芳賀郡、真岡市等 ハガ グン モオカシ ナド		1		0		1		0		1		1		1		1		0		1		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		利用できるサービス事業所が少ない。重心児者に合わせたプログラムが見つからない（近隣で） リヨウ ジギョウショ スク ジュウシン ジ シャ ア ミ キンリン		0				本人の状態にもよるが、重度化する状況に対応できる事業所の確保。家族の負担が大きくなり在宅生活の継続が困難になることが予測されるので、在宅で支援が受けられるような体制の充実と、レスパイトサービスの拡大。 ホンニン ジョウタイ ジュウドカ ジョウキョウ タイオウ ジギョウショ カクホ カゾク フタン オオ ザイタク セイカツ ケイゾク コンナン ヨソク ザイタク シエン ウ タイセイ ジュウジツ カクダイ

		承諾 ショウダク		特定相談支援事業所やすらぎ		028-650-7727		028-650-7728		320-0011		宇都宮市富士見が丘3－19－20		宇都宮市 ウツノミヤシ		0		0		1		0		1		0		0		0		0		1		1		0		0				0		3		対応できるヘルパーがいれば支援する タイオウ シエン		0		0		0		0				0		1				3

		承諾 ショウダク		障がい者支援センターにんべん		028-686-2539		028-686-2584		329-1417		さくら市フィオーレ喜連川5-2-1　フィオーレガーデン1-102		さくら市 シ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1				地域資源アンケートをいただきありがとうございました。設問に対しまして知識不足にこれでいいのかという思いです。相談支援専門員として設問にありました「3」要望がでますれば、先輩相談員・各職種の方々に相談・指導をいただき、相談支援事業を行ってみたいと考えます。大島先生について学ばせて頂きました。 チイキ シゲン セツモン タイ チシキ ブソク オモ ソウダン シエン センモンイン セツモン ヨウボウ センパイ ソウダン イン カクショクシュ カタガタ ソウダン シドウ ソウダン シエン ジギョウ オコナ カンガ オオシマ センセイ マナ イタダ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所おやま		0285-22-1833		0285-228946		323-0014		小山市喜沢660		小山市、下野市 オヤマシ シモノ シ		1		0		1		0		1		1		0		0		0		0		0		1		0				2		3				0		0		0		0				1		0		本人の意思が明確でないので親の意向中心のものになってしまった。 ホンニン イシ メイカク オヤ イコウ チュウシン		0

		承諾 ショウダク		真岡介護センター		0285-80-5200		0285-80-5211		321-4361		真岡市並木町1-8-1　シティ並木102 ナミキ		真岡市、芳賀町南部、市貝町南部、益子町西部、上三川東部 モオカシ ハガマチ ナンブ イチ ガイ チョウ ナンブ マシコ チョウ セイブ カミノカワ トウブ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		0		1				0		1				3		担当者の受け持ちケースの状況など考慮し対応できるか検討したい タントウシャ ウ モ ジョウキョウ コウリョ タイオウ ケントウ

		承諾 ショウダク		さの社協相談支援センターほっぷ		0283-22-8152		0283-22-8199		327-0003		佐野市大橋町3212-27		佐野市全域 サノシ ゼンイキ		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2		現在相談支援専門員1名で行っているため ゲンザイ ソウダン シエン センモンイン メイ オコナ

		承諾 ショウダク		相談支援ウエイブ		0282-23-4465		0282-23-4465		328-0012		栃木市平柳町1-2-7		栃木市、壬生町 トチギシ ミブマチ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		1		0				0		1				2		指定特定相談支援事業で精神に対応しているため シテイ トクテイ ソウダン シエン ジギョウ セイシン タイオウ		ご家族の中だけでは生活がマンネリ化して単調になりかねないので、音楽、体を動かす、読み聞かせ麻痺・拘縮のマッサージなどのリハビリの頻度を高める。ご本人が楽しいと感じることを提供できる。ご家族が疲弊しないよう旅行や趣味などの充実した時間がもてるようサービスを利用していくこと。 カゾク ナカ セイカツ カ タンチョウ オンガク カラダ ウゴ ヨ キ マヒ コウシュク ヒンド タカ ホンニン タノ カン テイキョウ カゾク ヒヘイ リョコウ シュミ ジュウジツ ジカン リヨウ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所わらしべの家		0282-27-1627		0282-27-1675		328-0011		栃木市大宮町2708-3		栃木市 トチギシ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1		専門的な知識が不十分なため行政などの機関と相談しながらの対応となります センモンテキ チシキ フジュウブン ギョウセイ キカン ソウダン タイオウ		短期入所や移動支援などの福祉サービス利用時にお付き合いのある医療機関や訪問看護の看護師が同行でき緊急時の対応が迅速にとれる体制（すでにできていたらすみません） タンキ ニュウショ イドウ シエン フクシ リヨウ ジ ツ ア イリョウ キカン ホウモン カンゴ カンゴシ ドウコウ キンキュウジ タイオウ ジンソク タイセイ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所　空		0287-73-8165		0287-73-8165		329-3157		那須塩原市大原間西1-19-9		那須塩原市、大田原市、那須町 ナスシオバラ シ オオタワラシ ナスマチ		1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		重心のお子様の療育支援をやっていたので、苦労はありませんでしたが、医療（訪問看護）訪問リハ訪問入浴の制度を知らなかったので、その方々との連携が取れて大変勉強になりました。 ジュウシン コサマ リョウイク シエン クロウ イリョウ ホウモン カンゴ ホウモン ホウモン ニュウヨク セイド シ カタガタ レンケイ ト タイヘン ベンキョウ		0				医療的ケアの必要な方には支援スタッフ・必ず看護師の方が不在では双方安心したケアはできません。例）乳幼児の通所事業は保母と看護師さん。小学→高校までは義務教育がありますが事後に生活介護はもちろんですが、本当に重心の方の為の日中活動の場が不足しているとおもいますので重心の方の通所事業は必要と思います。家庭以外で通える場所→一時預かりや療育支援事業→高校卒業後は通所施設（一時預かりも含めて） イリョウテキ ヒツヨウ カタ シエン カナラ カンゴシ カタ フザイ ソウホウ アンシン レイ ニュウヨウジ ツウショ ジギョウ ホボ カンゴシ ショウガク コウコウ ギム キョウイク ジゴ セイカツ カイゴ ホントウ ジュウシン カタ タメ ニッチュウ カツドウ バ フソク ジュウシン カタ ツウショ ジギョウ ヒツヨウ オモ カテイ イガイ カヨ バショ イチジ アズ リョウイク シエン ジギョウ コウコウ ソツギョウゴ ツウショ シセツ イチジ アズ フク

		承諾 ショウダク		相談支援事業所みどり		0285-45-8362		0285-45-8397		329-0214		小山市乙女786-1		小山市、栃木市、古河市、結城市 オヤマシ トチギシ コガシ ユウキシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0		大人は対応可能 オトナ タイオウ カノウ		1		1		大人はあるが、こどもはない。先日訪問介護を事業所にお願いしたところどこの事業所も受けていただけなかった。 オトナ センジツ ホウモン カイゴ ジギョウショ ネガ ジギョウショ ウ		3		成人しか計画相談をしたことがないので不安である。当事業所は相談員が一名なので相談する相手がいない セイジン ケイカク ソウダン フアン トウ ジギョウショ ソウダン イン イチメイ ソウダン アイテ		サービス事業所で受けてもらえないケースがある。特に重心や精神知的等重複して疾患を持っていると問い合わせた時点でお断りされてします。 ジギョウショ ウ トク ジュウシン セイシン チテキ ナド チョウフク シッカン モ ト ア ジテン コトワ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所こころみ		0284-41-5039		0284-43-2665		326-0061		足利市田島町611-2				0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		1		0				0		1				3		これまで前例がなく、またこの障害について熟知した方（機関）があるならそちらでしていただいた方がご本人様にとってよい支援であると考えるから。※現在当法人の入所・通所等サービスを利用されている方の相談支援がほとんどの状況です。 ゼンレイ ショウガイ ジュクチ カタ キカン ホウ ホンニンサマ シエン カンガ ゲンザイ トウホウジン ニュウショ ツウショ ナド リヨウ カタ ソウダン シエン ジョウキョウ

		承諾 ショウダク		相談支援センターのどか　真岡センター		0285-81-5890		0285-85-8452		321-4305		真岡市荒町111-1		真岡市、芳賀町、市貝町、益子町、茂木町 モオカシ ハガマチ イチガイ マチ マシコ チョウ モギ マチ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1				在宅での生活では家族の介護負担の軽減が必要。フォーマルインフォーマルの枠にとらわれない福祉サービス。 ザイタク セイカツ カゾク カイゴ フタン ケイゲン ヒツヨウ ワク フクシ

		承諾 ショウダク		友井タクシー介護ステーションふれあい		0285-30-0840		0285-30-0844		323-0025		小山市城山町2丁目12-25		小山市 オヤマシ		1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		利用するサービスは多様で、施設・病院・学校など医療福祉事業所数も多く連携を図るのが困難。学校行事に参加するための会出自の支援サービスがない。 リヨウ タヨウ シセツ ビョウイン ガッコウ イリョウ フクシ ジギョウショ スウ オオ レンケイ ハカ コンナン ガッコウ ギョウジ サンカ カイ シュツジ シエン		0				ご家族様が安心して預けることができる施設と必要に預けられる施設の数は少ない。片道１時間以上かかるためとても不便に思います。呼吸器の方の預かり先は少ない。 カゾクサマ アンシン アズ シセツ ヒツヨウ アズ シセツ カズ スク カタミチ ジカン イジョウ フベン オモ コキュウキ カタ アズ サキ スク

		承諾 ショウダク		もくせいの里		0282-43-0593		0282-43-1387		329-4405		栃木市大平町西山田1198		栃木市内 トチギシナイ		0		1		1		0		1		0		0		1		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		ニーズにあてはまるサービスがなかった。例）①入浴支援②移送サービス　①自宅の浴槽では支援が入れず訪問入浴を検討。しかし、浴槽を置けるスペースがなく断念。②主たる介護者が入院。学校までの送迎ができず特例で市の移送サービスを利用するもかなり時間を要した。 レイ ニュウヨク シエン イソウ ジタク ヨクソウ シエン ハイ ホウモン ニュウヨク ケントウ ヨクソウ オ ダンネン シュ カイゴシャ ニュウイン ガッコウ ソウゲイ トクレイ シ イソウ リヨウ ジカン ヨウ		0				①地域の理解や協力②受け入れの拡大（重心の通所、24時間看護体制が整った短期入所）③デマンドタクシー等関係者の重心に対する理解（理解附属により資源として存在するが利用しがたい）④児童が入浴支援を受けられる環境（家族の身体的な介護負担軽減） チイキ リカイ キョウリョク ウ イ カクダイ ジュウシン ツウショ ジカン カンゴ タイセイ トトノ タンキ ニュウショ ナド カンケイシャ ジュウシン タイ リカイ リカイ フゾク シゲン ソンザイ リヨウ ジドウ ニュウヨク シエン ウ カンキョウ カゾク シンタイテキ カイゴ フタン ケイゲン

		承諾 ショウダク		足利障害者相談支援センター		0284-44-0307		0284-44-0318		326-0064		足利市東砂原後町1072		足利市、佐野市 アシカガシ サノシ		1		0		1		0		1		0		0		1		0		1		0		1		0				1		0				0		0		0		0				0		1				2		委託相談支援事業所のため イタク ソウダン シエン ジギョウショ		医療的ケアが整った施設のショートステイ充実が必要。また、特に呼吸器をつけた方のショート療養介護の利用とそれらを利用するための送迎体制の充実が必要。 イリョウテキ トトノ シセツ ジュウジツ ヒツヨウ トク コキュウキ カタ リョウヨウ カイゴ リヨウ リヨウ ソウゲイ タイセイ ジュウジツ ヒツヨウ

		承諾 ショウダク		指定障害者相談支援事業所あるしぇん		0282-86-7665		0282-21-7109		321-0201		栃木県下都賀郡壬生町安塚2032 ３２１－０２０１		壬生町 ミブマチ		1		0		1		0		1		0		0		1		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		①相談支援専門員として重症心身障害児（者）の方に対する支援の知識や経験が少ない②医療的ケアが必要となる方に対して対応できる福祉サービス（事業所）が少ない。 ソウダン シエン センモンイン ジュウショウシンシンショウガイジ シャ カタ タイ シエン チシキ ケイケン スク イリョウテキ ヒツヨウ カタ タイ タイオウ フクシ ジギョウショ スク		0				医療的ケアが必要な方に関して、福祉のサービスでは対応しきれない部分が多く、結果として家族が本人を抱え込まざるを得ない現状があるように感じます。家族の介護負担が少しでも軽減できるよう福祉サービスも柔軟な対応が出来るようになるといいなと思います。 イリョウテキ ヒツヨウ カタ カン フクシ タイオウ ブブン オオ ケッカ カゾク ホンニン カカ コ エ ゲンジョウ カン カゾク カイゴ フタン スコ ケイゲン フクシ ジュウナン タイオウ デキ オモ

		承諾 ショウダク		下野市相談支援事業所 こばと		0285-44-6783		0285-44-6783		329-0414		下野市小金井1146-6		下野市、上三川町 シモノ シ カミノカワマチ		1		0		1		0		0		0		1		1		0		1		1		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		医療的ケアが必要な乳幼児に対応できるヘルパー事業所。短期入所・日中一時支援事業所が近くにない（少ない）。 イリョウテキ ヒツヨウ ニュウヨウジ タイオウ ジギョウショ タンキ ニュウショ ニッチュウ イチジ シエン ジギョウショ チカ スク		0				設問5で回答した内容：外出可能な方は児童発達支援を利用可能であるが無理な方は外部との交流をもちにくい。訪問看護・訪問リハビリが入っているケースはいいがない場合母子で孤立しがち。幸いあそびの支援をしてくれるヘルパー事業所があり支援につながっている。ヘルパー利用を希望されない家庭、利用したくてもヘルパー事業所がない等支援に苦慮する。 セツモン カイトウ ナイヨウ ガイシュツ カノウ カタ ジドウ ハッタツ シエン リヨウ カノウ ムリ カタ ガイブ コウリュウ ホウモン カンゴ ホウモン ハイ バアイ ボシ コリツ サイワ シエン ジギョウショ シエン リヨウ キボウ カテイ リヨウ ジギョウショ ナド シエン クリョ

		承諾 ショウダク		相談支援センターぴあん ソウダン シエン		0282-31-1755		0282-31-2919		328-0067		栃木市皆川城内町333-2		栃木市、小山市 トチギシ オヤマシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1				これまで現場で関わったことがなく、事例検討でしか情報を把握しておらず不安はあります。でも関係機関やご家族様からいろいろなことを教えて頂きながら相談支援として専門性を活かせればと思っています。色々な立場の方からお話をお伺いしてもご家族や医療機関専門的な事業所の負担が大きく相談支援があまり役に立つことができていない（場合によっては自ら引いてしまう）今の現状を少しでも変えていければいいと思います。 ゲンバ カカ ジレイ ケントウ ジョウホウ ハアク フアン カンケイ キカン カゾクサマ オシ イタダ ソウダン シエン センモンセイ イ オモ イロイロ タチバ カタ ハナシ ウカガ カゾク イリョウ キカン センモンテキ ジギョウショ フタン オオ ソウダン シエン ヤク タ バアイ ミズカ ヒ イマ ゲンジョウ スコ カ オモ

		承諾 ショウダク		うつのみや		028-632-6074/090-4059-9728		028-632-6075		320-0861		宇都宮市西2-1-7		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				3		専門的な知識を社会資源のアドバイスを他相談支援事業所からいただきながらみずからの事業所で引き受けるという形が望ましい センモンテキ チシキ シャカイ シゲン ホカ ソウダン シエン ジギョウショ ジギョウショ ヒ ウ カタチ ノゾ

		承諾 ショウダク		サポートセンターきりん		028-612-3838		028-678-3257		321-0905		栃木県宇都宮市平出工業団地43-100 ３２１－０９０５		宇都宮市 ウツノミヤシ		0		1		1		0		1		0		0		1		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		療養介護に入所しているので他のサービスの利用が困難。そのための社会資源をつなげたり、活用したりするのが難しい。 リョウヨウ カイゴ ニュウショ ホカ リヨウ コンナン シャカイ シゲン カツヨウ ムズカ		0				今後、市町村などで展開されていく生活拠点に関する事業をうまく活用できればいいなと感じています。入所されている方々については地域とのつながり方が今後は重要になってくると思われますので、広く門扉を開けた活動などが多くなってくるといいなと思っています。 コンゴ シチョウソン テンカイ セイカツ キョテン カン ジギョウ カツヨウ カン ニュウショ カタガタ チイキ カタ コンゴ ジュウヨウ オモ ヒロ モンピ ア カツドウ オオ オモ

		承諾 ショウダク		さわやか相談支援センター		0280-57-4884		0280-57-4994		329-0112		野木町南赤塚1145-1		小山市、野木町、古河市、栃木市 オヤマシ ノギマチ コガシ トチギシ		0		1		1		0		0		0		1		0		0		1		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		現実的な目標の位置づけ ゲンジツテキ モクヒョウ イチ		0

		承諾 ショウダク		相談支援事業所つばさ		0287-53-7393		0287-53-7394		324-0044		大田原市親園824-1		大田原市、那須塩原市、那須烏山市、矢板市、さくら市、那須町、塩谷町、高根沢町 オオタワラシ ナスシオバラシ ナスカラスヤマシ ヤイタシ シ ナスマチ シオ タニ マチ タカネザワマチ		1		0		1		0		1		0		1		1		0		1		0		0		0				1		2		医療的なケアが必要なケース、将来的に短期入所につなげたいケースだった為、専門の事業所に依頼した イリョウテキ ヒツヨウ ショウライテキ タンキ ニュウショ タメ センモン ジギョウショ イライ		1		1		0		0				1		0		使えるサービスの少なさに調整が難しかった ツカ スク チョウセイ ムズカ		1				乳幼児期の受け入れ可能な福祉サービス等の社会資源が必要である。 ニュウヨウジ キ ウ イ カノウ フクシ ナド シャカイシゲン ヒツヨウ

		承諾 ショウダク		特定相談支援センターはじめ		0284-22-4561		0284-22-4562		326-0143		足利市葉鹿町735-1		足利市 アシカガシ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1

		承諾 ショウダク		上三川障がい児・者生活相談支援センター		0285-38-6854		0285-38-6841		329-0611		上三川町上三川5082-15		上三川町 カミノカワマチ		1		0		1		0		1		0		0		1		0		0		0		0		0				1		0				0		0		0		0				1		0				0

		承諾 ショウダク		はつらつサロン南天相談支援事業所		0285-22-4659		0285-38-6529		323-0027		小山市花垣町2-3-19		小山市、栃木市 オヤマシ トチギシ		0		0		1		0		1		1		0		1		1		1		1		1		0				0		0				0		0		0		0				1		0		利用したいサービス事業所が少なく生活改善、家族、支援者の負担軽減に繋がらない（訪問入浴、ショートステイ、生活介護などなど（就労Ａ型））医師によっては連携が困難。何処の精神科がよいかと利用者に問われるが答えは解らない。 リヨウ ジギョウショ スク セイカツ カイゼン カゾク シエンシャ フタン ケイゲン ツナ ホウモン ニュウヨク セイカツ カイゴ シュウロウ ガタ イシ レンケイ コンナン ドコ セイシンカ リヨウシャ ト コタ ワカ		0				本人の選択や受け入れ事業所の間口を広げる。例えば入浴はヘルパーの2人対応で行ているがヘルパー不足や腰痛の悪化などで対応が難しくなってくる。機会浴のできる生活介護を勧めるも本人の選択肢がない。自宅から出かける自由さのようなものが閉ざされているような気がする。反面高齢者のサービスは増加する一方で利用者が不足し閉鎖なども聞かれる。高齢者・障害者がともにデイサービスやショートステイを利用できるようにならないかと思う。障害児については働く両親をサポートすることで生活の安定や療育などへ通園のし易さを図り、送迎サービスの充実など。 ホンニン センタク ウ イ ジギョウショ マグチ ヒロ タト ニュウヨク ニン タイオウ オコナ ブソク ヨウツウ アッカ タイオウ ムズカ キカイ ヨク セイカツ カイゴ スス ホンニン センタクシ ジタク デ ジユウ ト キ ハンメン コウレイシャ ゾウカ イッポウ リヨウシャ フソク ヘイサ キ コウレイシャ ショウガイシャ リヨウ オモ ショウガイジ ハタラ リョウシン セイカツ アンテイ リョウイク ツウエン ヤス ハカ ソウゲイ ジュウジツ
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				1		知っている シ		40
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ない
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ある	今後依頼があれば作成する	他の相談支援事業所に依頼する	作成するかどうかわからない	33	15	18	14	

相談支援事業所 (記述)

		Ｑ1.貴施設について、お伺いいたします キ シセツ ウカガ										事業所名とコメントをくっつけるで一表を作る ジギョウショ メイ イッピョウ ツク

		1		事業所名 ジギョウショ メイ								今月中 コンゲツ チュウ

		2		電話番号 デンワ バンゴウ								地図と一覧表をパワーポイント チズ イチラン ヒョウ

		3		FAX番号 バンゴウ								各項目ごとにページを作る カクコウモク ツク

		4		所在地 ショザイチ

		5		訪問可能な主な市町村 ホウモン カノウ オモ シチョウソン

		Ｑ2.重症心身障害児（者）の定義をご存知ですか ジュウショウシンシンショウガイジ シャ テイギ ゾンジ

		Ｑ2-1		知っている シ

		Ｑ2-2		知らない シ

		Ｑ3.重症心身障害児（者）の方（家族・関係機関等）からの相談を受けたことがありますか ジュウショウシンシンショウガイジ シャ カタ カゾク カンケイ キカン ナド ソウダン ウ

		Ｑ3-1		1		ある

		Ｑ3-2		2		ない

		Ｑ3-1-Ａ

				Ａ-1それは誰からの相談でしたか ダレ ソウダン

				1		ａ.家族 カゾク

				2		ｂ.支援者 シエンシャ

				3		ｃ.関係機関 カンケイ キカン

				Ａ-2それはどんな相談でしたか（複数回答可） ソウダン フクスウ カイトウ カ

				1		ａ.生活上の相談 セイカツ ジョウ ソウダン

				2		ｂ.医療的な相談 イリョウテキ ソウダン

				3		ｃ.制度に関する相談 セイド カン ソウダン

				4		ｄ.教育に関する相談 キョウイク カン ソウダン

				5		ｅ.サービス等利用計画書作成に関する相談 ナド リヨウ ケイカクショ サクセイ カン ソウダン

				6		ｆ.その他 タ

				Ａ-3それらの相談事業所として対応（解決）はできましたか ソウダン ジギョウショ タイオウ カイケツ

				1		ａ.できた

				2		ｂ.できなかった

				Ａ-3-1それはどうしてですか

				1		ａ解決手段・方法がなかった カイケツ シュダン ホウホウ

				2		ｂ.ほかの相談支援事業所に依頼した ソウダン シエン ジギョウショ イライ

				3		ｃ.行政に依頼した ギョウセイ イライ

				4		ｄ.その他 タ

		Ｑ4.Ｑ3-2「ない」→これから重症心身障害児（者）の方（本人・家族等）からの相談があればどのように対応されますか ジュウショウシンシンショウガイジ シャ カタ ホンニン カゾク ナド ソウダン タイオウ

				Ｑ4-1		自分の事業所で対応する ジブン ジギョウショ タイオウ

				Ｑ4-2		ほかの相談支援事業所へ依頼する ソウダン シエン ジギョウショ イライ

				Ｑ4-3		行政に依頼する ギョウセイ イライ

				Ｑ4-4		その他 タ

		Ｑ5.重症心身障害児（者）の方のサービス等利用計画書を作成したことがありますか ジュウショウシンシンショウガイジ シャ カタ ナド リヨウ ケイカクショ サクセイ

				Ｑ5-1		ある

				Ｑ5-2		ない

						Ｑ5-1-Ａ		「ある」と回答→作成にあたり、苦労したこと困ったことがありましたか カイトウ サクセイ クロウ コマ

						Ｑ5-2-Ａ		「ない」と回答 カイトウ

						1		ａ.今後依頼があれば作成する コンゴ イライ サクセイ

						2		ｂ.他の相談支援事業所に依頼する ホカ ソウダン シエン ジギョウショ イライ

						3		ｃ.作成するかどうかわからない サクセイ

						Ｑ5-2-Ａ-1		b.cを回答→それはどうしてですか カイトウ

		Q6.重症心身障害児（者）の方がより良い在宅生活をしていく上で何か必要だと思うことがあればご自由にお書きください ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ カタ ヨ ザイタク セイカツ ウエ ナニ ヒツヨウ オモ ジユウ カ



		承諾可否 ショウダク カヒ		Q1												Ｑ2.重症心身障害児（者）の定義をご存知ですか ジュウショウシンシンショウガイジ シャ テイギ ゾンジ				Ｑ3.重症心身障害児（者）の方（家族・関係機関等）からの相談を受けたことがありますか ジュウショウシンシンショウガイジ シャ カタ カゾク カンケイ キカン ナド ソウダン ウ																														Ｑ4.Ｑ3-2「ない」→これから重症心身障害児（者）の方（本人・家族等）からの相談があればどのように対応されますか ジュウショウシンシンショウガイジ シャ カタ ホンニン カゾク ナド ソウダン タイオウ										Ｑ5.重症心身障害児（者）の方のサービス等利用計画書を作成したことがありますか ジュウショウシンシンショウガイジ シャ カタ ナド リヨウ ケイカクショ サクセイ										Q6.重症心身障害児（者）の方がより良い在宅生活をしていく上で何か必要だと思うことがあればご自由にお書きください ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ カタ ヨ ザイタク セイカツ ウエ ナニ ヒツヨウ オモ ジユウ カ

				事業所名 ジギョウショ メイ		電話番号 デンワ バンゴウ		FAX番号 バンゴウ		郵便番号 ユウビンバンゴウ		所在地 ショザイチ		訪問可能な主な市町村 ホウモン カノウ オモ シチョウソン		知っている		知らない シ		ある		ない		それは誰からの相談でしたか						それはどんな相談でしたか														それらの相談事業所として対応（解決）はできましたか						自分の事業所で対応する ジブン ジギョウショ タイオウ		他の相談支援事業所へ依頼する ホカ ソウダン シエン ジギョウショ イライ		行政に依頼する ギョウセイ イライ		その他 タ				ある		ない		「ある」と回答		「ない」
と回答		b.c（23）を回答

																								家族 カゾク		支援者 シエンシャ		関係機関 カンケイ キカン		生活上の相談 セイカツ ジョウ ソウダン		医療的な相談 イリョウテキ ソウダン		制度に関する相談 セイド カン ソウダン		教育に関する相談 キョウイク カン ソウダン		サービス等利用計画書作成に関する相談 ナド リヨウ ケイカクショ サクセイ カン ソウダン		その他 タ		その他回答 タ カイトウ		それらの相談事業所として対応（解決）はできましたか		それはどうしてですか		それはどうしてですか

		否 イナ		手話通訳派遣協会相談支援事業所		0287-73-4422		0287-62-7776		325-0026		栃木県那須塩原市上厚崎431-17 ３２５－００２６				0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		0		1		本事業所と同様の地域で一般相談支援事業所と連携を図り対応する ホン ジギョウショ ドウヨウ チイキ イッパン ソウダン シエン ジギョウショ レンケイ ハカ タイオウ		0		1		0		2		当事業所は手話通訳派遣を主目的とする事業所であるため、聴覚障害に対するノウハウはあるがそれ以外の障害者に対応する専門性を有していない為 トウ ジギョウショ シュワ ツウヤク ハケン シュモクテキ ジギョウショ チョウカク ショウガイ タイ イガイ ショウガイシャ タイオウ センモンセイ ユウ タメ

		否 イナ		相談支援事業所すまいる		0285-45-7199		0285-45-8437		329-0205		小山市間々田750-1		小山市 オヤマシ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		1		0				0		1		0		3		現在担当させていただいているケースの他に受け入れる時間的余裕がないため。また専門的な知識や経験がなく自信がないため。 ゲンザイ タントウ ホカ ウ イ ジカンテキ ヨユウ センモンテキ チシキ ケイケン ジシン

		否 イナ		やまゆりの里		0284-90-2030		0284-90-2031		326-0011		足利市大沼田町525-1		足利市 アシカガシ		0		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		ショートステイの利用が可能かどうか リヨウ カノウ		2		1		ショートの利用を希望していたが、幼児で夜間に吸引が必要とのことだったので職員配置上困難と判断 リヨウ キボウ ヨウジ ヤカン キュウイン ヒツヨウ ショクイン ハイチ ジョウ コンナン ハンダン		0		0		0		0				0		1		0		2		あしかがの森さんが近くにあり専門性もあるため モリ チカ センモンセイ

		否 イナ		相談支援センターひかり		028-612-7717		028-612-7718		320-0072		宇都宮市若草4-20-7		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		0		1		0		1		0		0		1		0		1		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		居宅介護事業所とニーズのマッチング キョタク カイゴ ジギョウショ		0				短期入所事業所（医療的ケア対応型）の整備 タンキ ニュウショ ジギョウショ イリョウテキ タイオウガタ セイビ

		否 イナ		相談支援センター歩み		028-667-5151		028-667-5150		321-3233		宇都宮市上籠谷町3792		真岡市、芳賀町、宇都宮市 モオカシ ハガマチ ウツノミヤシ		0		1		1		0		0		1		0		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		毎日お会いしている方ではないしお話ができる方ではないので、計画書を作ることは少々戸惑いはありましたが、すべて療育指導室の先生にご指導いただき作成することができました。お幸せな時を過ごしてほしいという思いはいっぱいありますが、なにも出来ていない自分が申し訳ないような気持ちです。 マイニチ ア カタ ハナシ カタ ケイカクショ ツク ショウショウ トマド リョウイク シドウシツ センセイ シドウ サクセイ シアワ トキ ス オモ デキ ジブン モウ ワケ キモ		0				すみません。経験不足で在宅の方はよくわかりませんが、独立行政法人国立病院機構宇都宮病院にお伺いし行き届いた介護、職員の先生方の情熱にこういうところで重症心身障害者の方が過ごせることは幸せなのでは…としみじみ思いました。 ケイケン ブソク ザイタク カタ ドクリツ ギョウセイ ホウジン コクリツ ビョウイン キコウ ウツノミヤ ビョウイン ウカガ イ トド カイゴ ショクイン センセイガタ ジョウネツ ジュウショウ シンシン ショウガイシャ カタ ス シアワ オモ

		否 イナ		ワークス共育		0287-39-5593		0287-39-5630		329-2213		那須塩原市上大貫2028-2				1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		0		1		状況に応じて対応する ジョウキョウ オウ タイオウ		0		1				1				相談支援専門員のレベルアップが必要ではないかと思います ソウダン シエン センモンイン ヒツヨウ オモ

		否 イナ		指定特定相談支援センタードリーム		0288-32-2280		0288-32-2281		321-2341		日光市大沢町274		日光市、塩谷町、鹿沼市、宇都宮市 ニッコウシ シオヤ チョウ カヌマシ ウツノミヤ シ		0		1		1		0		1		0		0		1		1		1		0		0		0				1		0				0		0		0		0				1		0		計画を作成するにあたり医療機関との連携方法を具体化していくことに連絡調整に時間を要しました。また医師同士でのやりとりの方が早いように感じました。※解決できたと言っても施設の空き待ちで関係する病院で入院しております。 ケイカク サクセイ イリョウ キカン レンケイ ホウホウ グタイカ レンラク チョウセイ ジカン ヨウ イシ ドウシ ホウ ハヤ カン カイケツ イ シセツ ア マ カンケイ ビョウイン ニュウイン		0				入所ではなく、医療ケアのできる短期入所やグループホーム、日中一時、生活介護の拡充が必要であること。また重症心身障害児（者）への理解を広めていき、理解者を増やすこと、訪問看護、訪問医療、居宅介護も活用しやすい環境づくりを相談支援専門員はネットワークづくりに努めなければんらないと思います。 ニュウショ イリョウ タンキ ニュウショ ニッチュウ イチジ セイカツ カイゴ カクジュウ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ リカイ ヒロ リカイシャ フ ホウモン カンゴ ホウモン イリョウ キョタク カイゴ カツヨウ カンキョウ ソウダン シエン センモンイン ツト オモ

		否 イナ		ユーファーム支援センター		028-689-0070		028-680-0750		321-0972		宇都宮市下川俣町206-127		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2		これまでの実績として主に就労系の利用計画の作成を行っており重症心身障害児の方への支援については経験や人員の不足から対応が困難であると思われるため ジッセキ オモ シュウロウ ケイ リヨウ ケイカク サクセイ オコナ ジュウショウ シンシン ショウガイジ カタ シエン ケイケン ジンイン フソク タイオウ コンナン オモ

		否 イナ		障害者相談支援センターひびき		028-666-7601		028-666-7602		321-0403		宇都宮市下小倉町1536		宇都宮市、さくら市 ウツノミヤシ シ		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2		かつて受け入れたことがなく、またスタッフにも医療的ケアの知識や経験が乏しく、自信をもって迎え入れることができない ウ イ イリョウテキ チシキ ケイケン トボ ジシン ムカ イ		受け入れる施設が近辺にあること ウ イ シセツ キンペン

		否 イナ		相談支援事業ぴゅあ		028-611-1771		028-611-1772		321-0911		宇都宮市問屋町3426-46		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2

		否 イナ		指定特定相談支援事業所すえひろ		0287-23-3962		0287-24-1670		324-0042		大田原市末広1-2-5		大田原市、大田原市以外は交通費を受領 オオタワラシ オオタワラシ イガイ コウツウヒ ジュリョウ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2		事業所の対象を精神障害に限定し、市に申請しているため ジギョウショ タイショウ セイシン ショウガイ ゲンテイ シ シンセイ

		否 イナ		相談支援センターふじみだい		0285-44-0200		0285-44-4255		329-0412		下野市芝1123		下野市 シモノ シ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		0		1		ケースによって検討 ケントウ		0		1				2

		否 イナ		相談支援センターひゅーまにあ宇都宮		028-678-5385		028-678-5395		320-0802		宇都宮市江野町6-15大立ビル4階		宇都宮市（鹿沼市等近隣市町村） ウツノミヤシ カヌマシ ナド キンリン シチョウソン		0		1		1		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		あるではありますが、初めての作成でまた完成はしていない段階です。病院で実施されている活動医療等で自分自身が未熟で理解が足りていない為に苦労しています。 ハジ サクセイ カンセイ ダンカイ ビョウイン ジッシ カツドウ イリョウ ナド ジブン ジシン ミジュク リカイ タ タメ クロウ		0				①医療面での安心②外部と交流する機会③家族の方への支援 イリョウ メン アンシン ガイブ コウリュウ キカイ カゾク カタ シエン

		否 イナ		地域活動支援センターあしかが		0284-41-2643		0284-43-0463		326-0808		足利市本城1-1547		足利市 アシカガシ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0						0		1		0		0				0		1				2		専門外で知識等はなく、計画書の作成は難しいため センモンガイ チシキ トウ ケイカクショ サクセイ ムズカ

		否 イナ		南那須地区障害者相談支援センター		0287-80-1020		0287-80-1027		321-0624		那須烏山市旭1-18-8		那須烏山市、那珂川町 ナスカラスヤマシ ナカガワマチ		1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		アセスメント、院内での面会予定の調整、家族への説明など インナイ メンカイ ヨテイ チョウセイ カゾク セツメイ		0				在宅医療、訪問リハビリなど24時間対応出来る専門家チーム ザイタク イリョウ ホウモン ジカン タイオウ デキ センモンカ

		否 イナ		ワン・ハーモニー		0287-22-8255		0287-48-7225		324-0042		大田原市末広1-3618-13				0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				0

		否 イナ		ひまわり相談支援事業所		0282-20-5006		0282-23-4878		328-0052		栃木市祝町12－9				0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		1		0				0		1				3		意思伝達が自分にとって受け止められるかに不安があるため イシ デンタツ ジブン ウ ト フアン

		否 イナ		サンフラワーライフ		0285-22-1109		0285-22-1345		323-0808		小山市出井1936		小山市内 オヤマシナイ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				3		近隣に受け入れ施設が少なく在宅福祉サービスに向けるのが難しい キンリン ウ イ シセツ スク ザイタク フクシ ム ムズカ

		否 イナ		natu- la(ナチュラ)		0287-67-3115		0287-67-3115		329-3153		那須塩原市大原間239-1		那須塩原市、大田原市、那須町 ナスシオバラ シ オオタワラシ ナスマチ		0		1		1		0		1		0		0		1		1		1		0		0		0				1		0				0		0		0		0				1		0		サービス自体の幅がせまいため、本人が安全に安心した生活をうけられるためにどう組み合わせたら良いか。又、家族によっては苦手な事業所もあり限られた事業所を探すのが難しかった。 ジタイ ハバ ホンニン アンゼン アンシン セイカツ ク ア ヨ マタ カゾク ニガテ ジギョウショ カギ ジギョウショ サガ ムズカ		0				訪問系のサービスがもっと充実して欲しい ホウモン ケイ ジュウジツ ホ

		否 イナ		相談支援事業所ふるさとホーム那須		0287-98-3001		0287-98-8080		324-0414		大田原市片府田1301-59		大田原市、那須町、那須塩原市、周辺 オオタワラシ ナスマチ ナスシオバラ シ シュウヘン		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2		主な精神知的関係なので、今後はできるよう専門的な部分の勉強が必要です。 オモ セイシン チテキ カンケイ コンゴ センモンテキ ブブン ベンキョウ ヒツヨウ		①専門相談②居場所③地域の理解 センモン ソウダン イバショ チイキ リカイ

		否 イナ		特定相談支援事業所きのこ		028-635-8746		028-635-8778		320-0846		栃木県宇都宮市滝の原2-4-42 ３２０－０８４６		宇都宮市 ウツノミヤシ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		1		0				0		1				3		どのように作成したらいいか不安のため サクセイ フアン

		否 イナ		こども発達支援センター鹿沼市あおば園		0289-63-1745		0289-63-1745		322-0074		鹿沼市日吉町320－1				1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		1		0				0		1				2		相談支援専門員の不足、児童発達支援事業所利用のための計画書作成が主な業務になっている ソウダン シエン センモンイン フソク ジドウ ハッタツ シエン ジギョウショ リヨウ ケイカクショ サクセイ オモ ギョウム

		否 イナ		障害者相談支援センターみつか・Ｒｕ		028-648-3971		028-648-3936		321-0347		宇都宮市飯田町261		宇都宮市、鹿沼市 ウツノミヤシ カヌマシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		1		状況に応じして他機関と連携し判断する場合もある ジョウキョウ オウ ホカ キカン レンケイ ハンダン バアイ		0		1				1		計画依頼の状況に応じて対応できない月もある（モニタリング件数） ケイカク イライ ジョウキョウ オウ タイオウ ツキ ケンスウ

		否 イナ		工房つばさ		0285-40-0388		0285-40-6700		329-0401		下野市箕輪425-1		下野市、上三川町、壬生町、ただし状況に応じて対応することが難しい場合もある シモノ シ カミノカワマチ ミブマチ ジョウキョウ オウ タイオウ ムズカ バアイ		1		0		1		0		1		0		0		1		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		短期入所、ヘルパーなどの利用希望があっても受け入れてくれる事業所が見つからない タンキ ニュウショ リヨウ キボウ ウ イ ジギョウショ ミ		3		状況により作成することができない場合がある ジョウキョウ サクセイ バアイ		重心の方の短期入所等の利用ができるところが必要。在宅でのサービスの受入必要だと思われる。 ジュウシン カタ タンキ ニュウショ ナド リヨウ ヒツヨウ ザイタク ウケイレ ヒツヨウ オモ

		否 イナ		相談支援事業所グーフォ		028-673-0002		028-671-0785		329-1105		宇都宮市中岡本町3178-3				1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1				在宅生活を支える家族に負担が重くならないようにする。緊急時に対応してくれる医療ケア付きの宿泊施設を増やしてほしい ザイタク セイカツ ササ カゾク フタン オモ キンキュウジ タイオウ イリョウ ツ シュクハク シセツ フ

		否 イナ		那珂川町社協相談支援事業所		0287-92-1273		0287-92-1295		324-0613		那珂川町馬頭560-1		那珂川町 ナカガワマチ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				0				移動支援サービス イドウ シエン

		否 イナ		相談支援事業所大山田ノンフェール		0287-93-0660		0287-83-8182		324-0602		那珂川町大山田下郷955		那珂川町 ナカガワマチ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		1		0				0		1				2		平成27年度で相談支援事業を終了するため ヘイセイ ネンド ソウダン シエン ジギョウ シュウリョウ

		否 イナ		在宅サポートこころ		028-651-0780		028-651-0781		320-0042		宇都宮市材木町4-24				0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2

		否 イナ		相談支援事業所みらい ソウダン シエン ジギョウショ		0280-57-2673		0280-57-2673		329-0111		野木町丸林371-12		野木町、小山市 ノギマチ オヤマシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		0		1		しかるべき関係機関と連携して対応する カンケイ キカン レンケイ タイオウ		0		1				3		重症心身のノウハウがない ジュウショウ シンシン

		否 イナ		大田原市社会福祉協議会		0287-54-1849		0287-54-2745		324-0233		栃木県大田原市黒羽田町848 ３２４－０２３３		大田原市内 オオタワラシナイ		0		1		1		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0				2		1				0		1		0		0				0		1				2		職員が未熟なため ショクイン ミジュク		在宅医療の充実、居宅介護の２４時間対応（サービス事業所）の充実 ザイタク イリョウ ジュウジツ キョタク カイゴ ジカン タイオウ ジギョウショ ジュウジツ

		否 イナ		障がい者相談支援センターとまつり		028-680-5570		028-680-5271		320-0052		宇都宮市中戸祭町813		宇都宮市、近隣市町村 ウツノミヤシ キンリン シチョウソン		0		1		1		0		1		0		0		1		0		0		0		0		1		親子間の関わり オヤコ カン カカ		0		0		現在対応中 ゲンザイ タイオウチュウ		0		0		0		0				1		0		保護者との連携がとれない ホゴシャ レンケイ		0

		否 イナ		宇都宮市社会福祉協議会		028-636-1536		028-636-1537		320-0806		宇都宮市中央1-1-15		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		0				2		1		医療的ケアが必要な方が長時間外出したい。長時間支援者の拘束、移動手段（車の中での対応）、医療的ケアが必要な方が外出したいときに外出できる環境がすぐに整えられない、医療的けが必要な方で要介助であるが、歩行できる方が利用できる短期入所先はないか（アクセス時間も含む） イリョウテキ ヒツヨウ カタ チョウジカン ガイシュツ チョウジカン シエン シャ コウソク イドウ シュダン クルマ ナカ タイオウ イリョウテキ ヒツヨウ カタ ガイシュツ ガイシュツ カンキョウ トトノ イリョウテキ ヒツヨウ カタ ヨウ カイジョ ホコウ カタ リヨウ タンキ ニュウショ サキ ジカン フク		0		0		0		0				1		0		専門的（医療面）な知識がなく、専門用語が多く調べたり聞いたりしながら支援していくこと。長く関わらないと親の思いまで聞き出せないこと。 センモンテキ イリョウ メン チシキ センモン ヨウゴ オオ シラ キ シエン ナガ カカ オヤ オモ キ ダ		0				当事者が何歳になっても利用できるサービス環境（短期入所、訪問入浴など）。教育もほかのお子さん同様平等に受けられる機会（学校行事も含む）。相談対応できる人材の確保。緊急時でも利用できるサービスの調整・確保。直接支援できるサービス・人材を増やすこと。 トウジシャ ナンサイ リヨウ カンキョウ タンキ ニュウショ ホウモン ニュウヨク キョウイク コ ドウヨウ ビョウドウ ウ キカイ ガッコウ ギョウジ フク ソウダン タイオウ ジンザイ カクホ キンキュウジ リヨウ チョウセイ カクホ チョクセツ シエン ジンザイ フ

		承諾 ショウダク		ライフサポートセンターゆめ		0280-33-3624		0280-57-4624		329-0111		野木町丸林630-4		野木町、その周辺地域 ノギマチ シュウヘン チイキ		1		0		1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		1		福祉サービス利用に関する相談 フクシ リヨウ カン ソウダン		1		0				0		0		0		0				1		0		医療的な情報、知識に乏しくわからない用語などが数多く出てきた。医療的ケアの内容の聞き取り（どの部分を聞いていけばよいのか） イリョウテキ ジョウホウ チシキ トボ ヨウゴ カズオオ デ イリョウテキ ナイヨウ キ ト ブブン キ		0				Ｆａの負担軽減のためのレスパイト先（ＨＰ、ＳＳ機関等）。家族それぞれの訴え、希望を明確にしていく。関係機関がチームになりＦａの支え応援をしていく。 フタン ケイゲン サキ キカンナド カゾク ウッタ キボウ メイカク カンケイ キカン ササ オウエン

		承諾 ショウダク		足利ケアサービス		0284-21-7630		0284-21-3109		326-0843		足利市五十部町809-3		足利市、佐野市、太田市 アシカガシ サノシ オオタシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		0		1		ケースによって対応する タイオウ		0		1				3

		承諾 ショウダク		相談支援センターみさと		0285-72-9767				321-4104		芳賀郡益子町大沢2800-5		芳賀郡内（真岡市、益子町、市貝町、芳賀町、茂木町） ハガ グンナイ モオカシ マシコ チョウ イチ ガイ マチ ハガマチ モギマチ		1		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		資源が少ない、短期入所先の確保が難しかった。計画を作るのには、医療情報が難しく感じられた。 シゲン スク タンキ ニュウショ サキ カクホ ムズカ ケイカク ツク イリョウ ジョウホウ ムズカ カン		0				連携の取れる医療関係者がたくさん地域の中にいてくれると安心して生活できるかな。外出や余暇の充実を図るために医療の必要な人の生活が限られてしまっている（あきらめてしまっている） レンケイ ト イリョウ カンケイシャ チイキ ナカ アンシン セイカツ ガイシュツ ヨカ ジュウジツ ハカ イリョウ ヒツヨウ ヒト セイカツ カギ

		承諾 ショウダク		サポートセンターとみや生活支援センター		028-665-8230		028-665-8230		321-2116		宇都宮市徳次郎町540		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		0		1		0		0		0		0		1		1		1		1		1		0				0		1		医療的なケアが必要な利用者様の日中活動先が限られて利用できない人がいる。学校との連携が取りにくい。通勤手段・行事参加制限があり平等性が保たれない。学校はサービスで対応を望み、福祉行政は教育で何とかするべきとつねに折り合わない。 イリョウテキ ヒツヨウ リヨウシャサマ ニッチュウ カツドウ サキ カギ リヨウ ヒト ガッコウ レンケイ ト ツウキン シュダン ギョウジ サンカ セイゲン ビョウドウセイ タモ ガッコウ タイオウ ノゾ フクシ ギョウセイ キョウイク ナン オ ア		0		0		1		0		協力してほしい キョウリョク		1		0		利用できるサービスが限られている。社会参加できる機会が少なく、場が限られている。介護者の負担軽減が取りにくい。夢や希望を叶えるための資源が少ない。 リヨウ カギ シャカイ サンカ キカイ スク バ カギ カイゴシャ フタン ケイゲン ト ユメ キボウ カナ シゲン スク		0				通勤手段、保護者なくても教育が受けられる環境。常に親同行を求めるのでは、自立につながらず、いつになっても親の負担は軽減されない。親が安心して託せる日中活動の場。社会参加、役割を担える環境作り、職場。地域で生活していくための交流の機会や場があるといい。緊急的にレスパイトを受け入れてくれる場。 ツウキン シュダン ホゴシャ キョウイク ウ カンキョウ ツネ オヤ ドウコウ モト ジリツ オヤ フタン ケイゲン オヤ アンシン タク ニッチュウ カツドウ バ シャカイ サンカ ヤクワリ ニナ カンキョウ ヅク ショクバ チイキ セイカツ コウリュウ キカイ バ キンキュウテキ ウ イ バ

		承諾 ショウダク		社会就労センターえいぶるの里 シャカイ シュウロウ サト		0285-22-4561		0285-224581		323-0003		小山市東島田2403-2		小山市、下野市、上三川町、野木町、結城市、古河市、筑西市 オヤマシ シモノ シ カミノカワマチ ノギマチ ユウキシ コガシ ツク ニシ シ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				1		0		自己決定が難しいため、家族中心の考えになってしまうこと。また、利用できる社会資源が少ない。 ジコ ケッテイ ムズカ カゾク チュウシン カンガ リヨウ シャカイ シゲン スク		1				関係機関との連携、特に在宅が長い方は医療機関とのかかわりが家族も含め、希薄になってしまい、二次障害に対応できない。地域に総合的に支援でき、医療的ケアが受けられる場所、または訪問医療の充実が必要と思います。 カンケイ キカン レンケイ トク ザイタク ナガ カタ イリョウ キカン カゾク フク キハク ニジ ショウガイ タイオウ チイキ ソウゴウテキ シエン イリョウテキ ウ バショ ホウモン イリョウ ジュウジツ ヒツヨウ オモ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所「ピュア」		0282-31-3911		0282-31-3912		328-0133		栃木市大森町465		栃木市、鹿沼市、佐野市、小山市、壬生町 トチギシ カヌマシ サノシ オヤマシ ミブマチ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1

		承諾 ショウダク		社会福祉法人とちのみ会　こなかの森 シャカイ フクシ ホウジン カイ モリ		0283-24-5757		0283-24-6294		327-0001		佐野市小中町1280		佐野市、足利市 サノシ アシカガシ		1		0		1		0		1		0		0		1		0		1		0		0		0				1		2		通所型のため、短期入所の受け入れはサービスとして提供できず、他施設の紹介、相談支援事業につなげている。 ツウショ ガタ タンキ ニュウショ ウ イ テイキョウ タ シセツ ショウカイ ソウダン シエン ジギョウ		0		0		0		0				1		0		療養型短期入所ほかの施設への短期入所の受け入れ状況など、受け入れ場所を見つけるなど。短期入所時の発作発症時医療への繋ぎが困難。問題多（かかりつけ医への搬送） リョウヨウガタ タンキ ニュウショ シセツ タンキ ニュウショ ウ イ ジョウキョウ ウ イ バショ ミ タンキ ニュウショ ジ ホッサ ハッショウ ジ イリョウ ツナ コンナン モンダイ タ イ ハンソウ		0				佐野市には、身障（重心）短期入所施設がなく老人施設に佐野市が委託しているが、利用する人もいなく、サービスが使いづらい状態にある。短期入所受け入れ可能施設が増えることで、家族のほうも使いやすく利便性があがると考えます。 サノシ シンショウ ジュウシン タンキ ニュウショ シセツ ロウジン シセツ サノシ イタク リヨウ ヒト ツカ ジョウタイ タンキ ニュウショ ウ イ カノウ シセツ フ カゾク ツカ リベンセイ カンガ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所テトテ		0287-36-7171		0287-36-7181		329-2732		那須塩原市一区町251-1		那須塩原市（大田原、矢板、那須町、那珂川町、烏山） ナスシオバラ シ オオタワラ ヤイタ ナスマチ ナカガワマチ カラスヤマ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		0		1		委託の相談支援事業所や重心専門の事業所に相談する イタク ソウダン シエン ジギョウショ ジュウシン センモン ジギョウショ ソウダン		0		1				3		その方にとって、より専門性の高い方が対応することが望ましいと思いますので、作成が適するか否か周囲のサービス状況なども考慮して決めたいと思います。適切にアドバイスをいただける地域の環境が整っていれば、スキルアップ、経験の積み重ねのためにも作成したいです。 カタ センモンセイ タカ ホウ タイオウ ノゾ オモ サクセイ テキ イナ シュウイ ジョウキョウ コウリョ キ オモ テキセツ チイキ カンキョウ トトノ ケイケン ツ カサ サクセイ		相談支援専門員のスキルアップ。きめ細かい支援（サービスの充実）本人のニーズを正しく理解できる人材の育成と地域の理解。 ソウダン シエン センモンイン コマ シエン ジュウジツ ホンニン タダ リカイ ジンザイ イクセイ チイキ リカイ

		承諾 ショウダク		指定特定相談支援事業所あじさい		0287-60-3361		0287-60-3362		325-0034		那須塩原市東原166		那須塩原市、那須町 ナスシオバラ シ ナスマチ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2				訪問看護、訪問診療を行う医師が必要だと思います。 ホウモン カンゴ ホウモン シンリョウ オコナ イシ ヒツヨウ オモ

		承諾 ショウダク		障害者相談支援センターいぶき		028-678-3502		028-676-3501		329-1216		高根沢町桑窪2266-2		高根沢町 タカネザワマチ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1				短期入所など受け入れてくれる施設を増やしてほしい。県内で受け入れていただけない為、県外の施設を考えなくてはいけない方がいます。 タンキ ニュウショ ウ イ シセツ フ ケンナイ ウ イ タメ ケンガイ シセツ カンガ カタ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所わくわくおやま		0285-24-6575		0285-20-0255		323-0022		小山市駅東通り3-9-6		小山市 オヤマシ		1		0		1		0		1		1		1		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		関係事業所が多いことで情報収集連携等大変。医療機関とも連携を図る必要あり。レスパイト、ショートステイの受入困難。利用できる事業所が少ない。 カンケイ ジギョウショ オオ ジョウホウ シュウシュウ レンケイ ナド タイヘン イリョウ キカン レンケイ ハカ ヒツヨウ ウケイレ コンナン リヨウ ジギョウショ スク		0				重症心身障害児（者）を受け入れしてくれる事業所、施設がもっと多くあればよいと思われる。通所日中一時短期入所など。相談支援、計画作成についてもほかの事業所が受け入れてくれないとの理由で受け入れ可能事業所へ集中してしまう為、相談員への研修等を増やせばよいが。しかし日々の業務が多忙であるため、難しいのかな？ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ ウ イ ジギョウショ シセツ オオ オモ ツウショ ニッチュウ イチジ タンキ ニュウショ ソウダン シエン ケイカク サクセイ ジギョウショ ウ イ リユウ ウ イ カノウ ジギョウショ シュウチュウ タメ ソウダン イン ケンシュウ ナド フ ヒビ ギョウム タボウ ムズカ

		承諾 ショウダク		相談支援センターネクスト		080-8854-9551		0280-612-1558		320-0034		宇都宮市泉町6-25		宇都宮市 ウツノミヤシ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2

		承諾 ショウダク		相談支援事業のぞみ		0287-65-2288		0287-65-2282		329-3152		那須塩原市上中野53		那須塩原市、大田原市、那須町 ナスシオバラ シ オオタワラシ ナスマチ		1		0		1		0		0		0		1		1		1		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		現サービスでの医療ケアをふまえ、将来にむけて他事業との連携につなげるよう計画作成、調整に苦労した。 ゲン イリョウ ショウライ タ ジギョウ レンケイ ケイカク サクセイ チョウセイ クロウ		0				選択肢が増えるよう受け入れ可能な福祉サービス事業所の増加が必要だと思われます。 センタクシ フ ウ イ カノウ フクシ ジギョウショ ゾウカ ヒツヨウ オモ

		承諾 ショウダク		サポートセンターひばり		028-670-0330		028-667-7315		321-3236		宇都宮市竹下町435-159		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		苦労ではないが、お母様がとても一生懸命ですでにサービスも繋がっていたため、現状を計画にする形となったが、計画作成後のかかわりについて相談員としてどのようにすべきことが望ましいかと考える。 クロウ カアサマ イッショウケンメイ ツナ ゲンジョウ ケイカク カタチ ケイカク サクセイ ゴ ソウダン イン ノゾ カンガ		0				福祉サービスや医療、またボランティアが入室されるととてもよいと思います。また、介助者（家族）のケアも考えると気軽に参加できるようなイベント（医療が整っていたり、介助するボランティアさんがいたり）や、同じ重症心身障害児（者）をもつかたとのネットワークがあるといいのかなと思います。 フクシ イリョウ ニュウシツ オモ カイジョシャ カゾク カンガ キガル サンカ イリョウ トトノ カイジョ オナ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ オモ

		承諾 ショウダク		高根沢町障害児者生活支援センターすまいる タカネザワマチ		028-612-2751		028-612-2752		329-1225		栃木県塩谷郡高根沢町石末1825　福祉センター内 ３２９－１２２５ フクシ ナイ		高根沢町 タカネザワマチ		1		0		1		0		0		0		1		0		0		1		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		地元に使える資源がなく苦労した ジモト ツカ シゲン クロウ		0				①医療と福祉の連携ネットワーク②重心の方でも利用できるサービスが増えること③訪問診療医 イリョウ フクシ レンケイ ジュウシン カタ リヨウ フ ホウモン シンリョウ イ

		承諾 ショウダク		障害者相談支援センターフォレスト		0284-91-1816		0284-91-2867		326-0011		足利市大沼田町615		足利市及び近隣市町村 アシカガシ オヨ キンリン シチョウソン		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0				0

		承諾 ショウダク		障がい者相談支援事業所ケアサプライ		0287-73-5312		0287-73-5311		329-3221		栃木県那須郡那須町漆塚762-102 ３２９－３２２１		白河市、那須町、那須塩原市、大田原市 シラカワシ ナスマチ ナスシオバラシ オオタワラシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1				サービスを提供できる事業所の充実を図る テイキョウ ジギョウショ ジュウジツ ハカ

		承諾 ショウダク		南栃木支援センター相談支援		0285-44-6118		0285-44-7215		329-0412		下野市柴1432-105		下野市、小山市、壬生町 シモノ シ オヤマシ ミブマチ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		0		1		介護保険と併用する場合のみ対応する カイゴ ホケン ヘイヨウ バアイ タイオウ		0		1				3		介護保険と併用する場合のみ作成する カイゴ ホケン ヘイヨウ バアイ サクセイ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所とまり木		0287-54-2854		0287-54-2230		324-0231		大田原市北野上3952		大田原市、那須塩原市、那須町 オオタワラシ ナスシオバラシ ナスマチ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1				当事業所の対応範囲は現在、知的障害者特に中・軽度が主だが、精神（高次脳機能障害も含む）分野もやり始めている。今後重症心身障害者もほかの相談支援事業所の助けを得ながら、勉強しながら対応したいと考えている。そのために研修や見学の機会を多く作っていただきたい。今は、当事業所はその程度しか考えられない。 トウ ジギョウショ タイオウ ハンイ ゲンザイ チテキ ショウガイシャ トク チュウ ケイド オモ セイシン コウジ ノウ キノウ ショウガイ フク ブンヤ ハジ コンゴ ジュウショウ シンシン ショウガイシャ ソウダン シエン ジギョウショ タス エ ベンキョウ タイオウ カンガ ケンシュウ ケンガク キカイ オオ ツク イマ トウ ジギョウショ テイド カンガ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所ポンテ		028-652-7288		028-652-6355		321-0341		宇都宮市古賀志町1964-12		宇都宮、鹿沼、日光、壬生 ウツノミヤ カヌマ ニッコウ ミブ		0		1		1		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0				0				未就学児（3～5才）の方の医療型児童発達支援を分離で行う施設が数か所あると良いと思います。 ミシュウガクジ サイ カタ イリョウ ガタ ジドウ ハッタツ シエン ブンリ オコナ シセツ スウ ショ ヨ オモ

		承諾 ショウダク		相談支援センター光輝舎		0285-70-2020		0285-72-8222		321-4105		芳賀郡益子町北中1113-1		芳賀郡、真岡市等 ハガ グン モオカシ ナド		1		0		1		0		1		1		1		1		0		1		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		利用できるサービス事業所が少ない。重心児者に合わせたプログラムが見つからない（近隣で） リヨウ ジギョウショ スク ジュウシン ジ シャ ア ミ キンリン		0				本人の状態にもよるが、重度化する状況に対応できる事業所の確保。家族の負担が大きくなり在宅生活の継続が困難になることが予測されるので、在宅で支援が受けられるような体制の充実と、レスパイトサービスの拡大。 ホンニン ジョウタイ ジュウドカ ジョウキョウ タイオウ ジギョウショ カクホ カゾク フタン オオ ザイタク セイカツ ケイゾク コンナン ヨソク ザイタク シエン ウ タイセイ ジュウジツ カクダイ

		承諾 ショウダク		特定相談支援事業所やすらぎ		028-650-7727		028-650-7728		320-0011		宇都宮市富士見が丘3－19－20		宇都宮市 ウツノミヤシ		0		0		1		0		1		0		0		0		0		1		1		0		0				0		3		対応できるヘルパーがいれば支援する タイオウ シエン		0		0		0		0				0		1				3

		承諾 ショウダク		障がい者支援センターにんべん		028-686-2539		028-686-2584		329-1417		さくら市フィオーレ喜連川5-2-1　フィオーレガーデン1-102		さくら市 シ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1				地域資源アンケートをいただきありがとうございました。設問に対しまして知識不足にこれでいいのかという思いです。相談支援専門員として設問にありました「3」要望がでますれば、先輩相談員・各職種の方々に相談・指導をいただき、相談支援事業を行ってみたいと考えます。大島先生について学ばせて頂きました。 チイキ シゲン セツモン タイ チシキ ブソク オモ ソウダン シエン センモンイン セツモン ヨウボウ センパイ ソウダン イン カクショクシュ カタガタ ソウダン シドウ ソウダン シエン ジギョウ オコナ カンガ オオシマ センセイ マナ イタダ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所おやま		0285-22-1833		0285-228946		323-0014		小山市喜沢660		小山市、下野市 オヤマシ シモノ シ		1		0		1		0		1		1		0		0		0		0		0		1		0				2		3				0		0		0		0				1		0		本人の意思が明確でないので親の意向中心のものになってしまった。 ホンニン イシ メイカク オヤ イコウ チュウシン		0

		承諾 ショウダク		真岡介護センター		0285-80-5200		0285-80-5211		321-4361		真岡市並木町1-8-1　シティ並木102 ナミキ		真岡市、芳賀町南部、市貝町南部、益子町西部、上三川東部 モオカシ ハガマチ ナンブ イチ ガイ チョウ ナンブ マシコ チョウ セイブ カミノカワ トウブ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		0		1				0		1				3		担当者の受け持ちケースの状況など考慮し対応できるか検討したい タントウシャ ウ モ ジョウキョウ コウリョ タイオウ ケントウ

		承諾 ショウダク		さの社協相談支援センターほっぷ		0283-22-8152		0283-22-8199		327-0003		佐野市大橋町3212-27		佐野市全域 サノシ ゼンイキ		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2		現在相談支援専門員1名で行っているため ゲンザイ ソウダン シエン センモンイン メイ オコナ

		承諾 ショウダク		相談支援ウエイブ		0282-23-4465		0282-23-4465		328-0012		栃木市平柳町1-2-7		栃木市、壬生町 トチギシ ミブマチ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		1		0				0		1				2		指定特定相談支援事業で精神に対応しているため シテイ トクテイ ソウダン シエン ジギョウ セイシン タイオウ		ご家族の中だけでは生活がマンネリ化して単調になりかねないので、音楽、体を動かす、読み聞かせ麻痺・拘縮のマッサージなどのリハビリの頻度を高める。ご本人が楽しいと感じることを提供できる。ご家族が疲弊しないよう旅行や趣味などの充実した時間がもてるようサービスを利用していくこと。 カゾク ナカ セイカツ カ タンチョウ オンガク カラダ ウゴ ヨ キ マヒ コウシュク ヒンド タカ ホンニン タノ カン テイキョウ カゾク ヒヘイ リョコウ シュミ ジュウジツ ジカン リヨウ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所わらしべの家		0282-27-1627		0282-27-1675		328-0011		栃木市大宮町2708-3		栃木市 トチギシ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1		専門的な知識が不十分なため行政などの機関と相談しながらの対応となります センモンテキ チシキ フジュウブン ギョウセイ キカン ソウダン タイオウ		短期入所や移動支援などの福祉サービス利用時にお付き合いのある医療機関や訪問看護の看護師が同行でき緊急時の対応が迅速にとれる体制（すでにできていたらすみません） タンキ ニュウショ イドウ シエン フクシ リヨウ ジ ツ ア イリョウ キカン ホウモン カンゴ カンゴシ ドウコウ キンキュウジ タイオウ ジンソク タイセイ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所　空		0287-73-8165		0287-73-8165		329-3157		那須塩原市大原間西1-19-9		那須塩原市、大田原市、那須町 ナスシオバラ シ オオタワラシ ナスマチ		1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		重心のお子様の療育支援をやっていたので、苦労はありませんでしたが、医療（訪問看護）訪問リハ訪問入浴の制度を知らなかったので、その方々との連携が取れて大変勉強になりました。 ジュウシン コサマ リョウイク シエン クロウ イリョウ ホウモン カンゴ ホウモン ホウモン ニュウヨク セイド シ カタガタ レンケイ ト タイヘン ベンキョウ		0				医療的ケアの必要な方には支援スタッフ・必ず看護師の方が不在では双方安心したケアはできません。例）乳幼児の通所事業は保母と看護師さん。小学→高校までは義務教育がありますが事後に生活介護はもちろんですが、本当に重心の方の為の日中活動の場が不足しているとおもいますので重心の方の通所事業は必要と思います。家庭以外で通える場所→一時預かりや療育支援事業→高校卒業後は通所施設（一時預かりも含めて） イリョウテキ ヒツヨウ カタ シエン カナラ カンゴシ カタ フザイ ソウホウ アンシン レイ ニュウヨウジ ツウショ ジギョウ ホボ カンゴシ ショウガク コウコウ ギム キョウイク ジゴ セイカツ カイゴ ホントウ ジュウシン カタ タメ ニッチュウ カツドウ バ フソク ジュウシン カタ ツウショ ジギョウ ヒツヨウ オモ カテイ イガイ カヨ バショ イチジ アズ リョウイク シエン ジギョウ コウコウ ソツギョウゴ ツウショ シセツ イチジ アズ フク

		承諾 ショウダク		相談支援事業所みどり		0285-45-8362		0285-45-8397		329-0214		小山市乙女786-1		小山市、栃木市、古河市、結城市 オヤマシ トチギシ コガシ ユウキシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0		大人は対応可能 オトナ タイオウ カノウ		1		1		大人はあるが、こどもはない。先日訪問介護を事業所にお願いしたところどこの事業所も受けていただけなかった。 オトナ センジツ ホウモン カイゴ ジギョウショ ネガ ジギョウショ ウ		3		成人しか計画相談をしたことがないので不安である。当事業所は相談員が一名なので相談する相手がいない セイジン ケイカク ソウダン フアン トウ ジギョウショ ソウダン イン イチメイ ソウダン アイテ		サービス事業所で受けてもらえないケースがある。特に重心や精神知的等重複して疾患を持っていると問い合わせた時点でお断りされてします。 ジギョウショ ウ トク ジュウシン セイシン チテキ ナド チョウフク シッカン モ ト ア ジテン コトワ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所こころみ		0284-41-5039		0284-43-2665		326-0061		足利市田島町611-2				0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		1		0				0		1				3		これまで前例がなく、またこの障害について熟知した方（機関）があるならそちらでしていただいた方がご本人様にとってよい支援であると考えるから。※現在当法人の入所・通所等サービスを利用されている方の相談支援がほとんどの状況です。 ゼンレイ ショウガイ ジュクチ カタ キカン ホウ ホンニンサマ シエン カンガ ゲンザイ トウホウジン ニュウショ ツウショ ナド リヨウ カタ ソウダン シエン ジョウキョウ

		承諾 ショウダク		相談支援センターのどか　真岡センター		0285-81-5890		0285-85-8452		321-4305		真岡市荒町111-1		真岡市、芳賀町、市貝町、益子町、茂木町 モオカシ ハガマチ イチガイ マチ マシコ チョウ モギ マチ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1				在宅での生活では家族の介護負担の軽減が必要。フォーマルインフォーマルの枠にとらわれない福祉サービス。 ザイタク セイカツ カゾク カイゴ フタン ケイゲン ヒツヨウ ワク フクシ

		承諾 ショウダク		友井タクシー介護ステーションふれあい		0285-30-0840		0285-30-0844		323-0025		小山市城山町2丁目12-25		小山市 オヤマシ		1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		利用するサービスは多様で、施設・病院・学校など医療福祉事業所数も多く連携を図るのが困難。学校行事に参加するための会出自の支援サービスがない。 リヨウ タヨウ シセツ ビョウイン ガッコウ イリョウ フクシ ジギョウショ スウ オオ レンケイ ハカ コンナン ガッコウ ギョウジ サンカ カイ シュツジ シエン		0				ご家族様が安心して預けることができる施設と必要に預けられる施設の数は少ない。片道１時間以上かかるためとても不便に思います。呼吸器の方の預かり先は少ない。 カゾクサマ アンシン アズ シセツ ヒツヨウ アズ シセツ カズ スク カタミチ ジカン イジョウ フベン オモ コキュウキ カタ アズ サキ スク

		承諾 ショウダク		もくせいの里		0282-43-0593		0282-43-1387		329-4405		栃木市大平町西山田1198		栃木市内 トチギシナイ		0		1		1		0		1		0		0		1		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		ニーズにあてはまるサービスがなかった。例）①入浴支援②移送サービス　①自宅の浴槽では支援が入れず訪問入浴を検討。しかし、浴槽を置けるスペースがなく断念。②主たる介護者が入院。学校までの送迎ができず特例で市の移送サービスを利用するもかなり時間を要した。 レイ ニュウヨク シエン イソウ ジタク ヨクソウ シエン ハイ ホウモン ニュウヨク ケントウ ヨクソウ オ ダンネン シュ カイゴシャ ニュウイン ガッコウ ソウゲイ トクレイ シ イソウ リヨウ ジカン ヨウ		0				①地域の理解や協力②受け入れの拡大（重心の通所、24時間看護体制が整った短期入所）③デマンドタクシー等関係者の重心に対する理解（理解附属により資源として存在するが利用しがたい）④児童が入浴支援を受けられる環境（家族の身体的な介護負担軽減） チイキ リカイ キョウリョク ウ イ カクダイ ジュウシン ツウショ ジカン カンゴ タイセイ トトノ タンキ ニュウショ ナド カンケイシャ ジュウシン タイ リカイ リカイ フゾク シゲン ソンザイ リヨウ ジドウ ニュウヨク シエン ウ カンキョウ カゾク シンタイテキ カイゴ フタン ケイゲン

		承諾 ショウダク		足利障害者相談支援センター		0284-44-0307		0284-44-0318		326-0064		足利市東砂原後町1072		足利市、佐野市 アシカガシ サノシ		1		0		1		0		1		0		0		1		0		1		0		1		0				1		0				0		0		0		0				0		1				2		委託相談支援事業所のため イタク ソウダン シエン ジギョウショ		医療的ケアが整った施設のショートステイ充実が必要。また、特に呼吸器をつけた方のショート療養介護の利用とそれらを利用するための送迎体制の充実が必要。 イリョウテキ トトノ シセツ ジュウジツ ヒツヨウ トク コキュウキ カタ リョウヨウ カイゴ リヨウ リヨウ ソウゲイ タイセイ ジュウジツ ヒツヨウ

		承諾 ショウダク		指定障害者相談支援事業所あるしぇん		0282-86-7665		0282-21-7109		321-0201		栃木県下都賀郡壬生町安塚2032 ３２１－０２０１		壬生町 ミブマチ		1		0		1		0		1		0		0		1		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		①相談支援専門員として重症心身障害児（者）の方に対する支援の知識や経験が少ない②医療的ケアが必要となる方に対して対応できる福祉サービス（事業所）が少ない。 ソウダン シエン センモンイン ジュウショウシンシンショウガイジ シャ カタ タイ シエン チシキ ケイケン スク イリョウテキ ヒツヨウ カタ タイ タイオウ フクシ ジギョウショ スク		0				医療的ケアが必要な方に関して、福祉のサービスでは対応しきれない部分が多く、結果として家族が本人を抱え込まざるを得ない現状があるように感じます。家族の介護負担が少しでも軽減できるよう福祉サービスも柔軟な対応が出来るようになるといいなと思います。 イリョウテキ ヒツヨウ カタ カン フクシ タイオウ ブブン オオ ケッカ カゾク ホンニン カカ コ エ ゲンジョウ カン カゾク カイゴ フタン スコ ケイゲン フクシ ジュウナン タイオウ デキ オモ

		承諾 ショウダク		下野市相談支援事業所 こばと		0285-44-6783		0285-44-6783		329-0414		下野市小金井1146-6		下野市、上三川町 シモノ シ カミノカワマチ		1		0		1		0		0		0		1		1		0		1		1		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		医療的ケアが必要な乳幼児に対応できるヘルパー事業所。短期入所・日中一時支援事業所が近くにない（少ない）。 イリョウテキ ヒツヨウ ニュウヨウジ タイオウ ジギョウショ タンキ ニュウショ ニッチュウ イチジ シエン ジギョウショ チカ スク		0				設問5で回答した内容：外出可能な方は児童発達支援を利用可能であるが無理な方は外部との交流をもちにくい。訪問看護・訪問リハビリが入っているケースはいいがない場合母子で孤立しがち。幸いあそびの支援をしてくれるヘルパー事業所があり支援につながっている。ヘルパー利用を希望されない家庭、利用したくてもヘルパー事業所がない等支援に苦慮する。 セツモン カイトウ ナイヨウ ガイシュツ カノウ カタ ジドウ ハッタツ シエン リヨウ カノウ ムリ カタ ガイブ コウリュウ ホウモン カンゴ ホウモン ハイ バアイ ボシ コリツ サイワ シエン ジギョウショ シエン リヨウ キボウ カテイ リヨウ ジギョウショ ナド シエン クリョ

		承諾 ショウダク		相談支援センターぴあん ソウダン シエン		0282-31-1755		0282-31-2919		328-0067		栃木市皆川城内町333-2		栃木市、小山市 トチギシ オヤマシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1				これまで現場で関わったことがなく、事例検討でしか情報を把握しておらず不安はあります。でも関係機関やご家族様からいろいろなことを教えて頂きながら相談支援として専門性を活かせればと思っています。色々な立場の方からお話をお伺いしてもご家族や医療機関専門的な事業所の負担が大きく相談支援があまり役に立つことができていない（場合によっては自ら引いてしまう）今の現状を少しでも変えていければいいと思います。 ゲンバ カカ ジレイ ケントウ ジョウホウ ハアク フアン カンケイ キカン カゾクサマ オシ イタダ ソウダン シエン センモンセイ イ オモ イロイロ タチバ カタ ハナシ ウカガ カゾク イリョウ キカン センモンテキ ジギョウショ フタン オオ ソウダン シエン ヤク タ バアイ ミズカ ヒ イマ ゲンジョウ スコ カ オモ

		承諾 ショウダク		うつのみや		028-632-6074/090-4059-9728		028-632-6075		320-0861		宇都宮市西2-1-7		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				3		専門的な知識を社会資源のアドバイスを他相談支援事業所からいただきながらみずからの事業所で引き受けるという形が望ましい センモンテキ チシキ シャカイ シゲン ホカ ソウダン シエン ジギョウショ ジギョウショ ヒ ウ カタチ ノゾ

		承諾 ショウダク		サポートセンターきりん		028-612-3838		028-678-3257		321-0905		栃木県宇都宮市平出工業団地43-100 ３２１－０９０５		宇都宮市 ウツノミヤシ		0		1		1		0		1		0		0		1		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		療養介護に入所しているので他のサービスの利用が困難。そのための社会資源をつなげたり、活用したりするのが難しい。 リョウヨウ カイゴ ニュウショ ホカ リヨウ コンナン シャカイ シゲン カツヨウ ムズカ		0				今後、市町村などで展開されていく生活拠点に関する事業をうまく活用できればいいなと感じています。入所されている方々については地域とのつながり方が今後は重要になってくると思われますので、広く門扉を開けた活動などが多くなってくるといいなと思っています。 コンゴ シチョウソン テンカイ セイカツ キョテン カン ジギョウ カツヨウ カン ニュウショ カタガタ チイキ カタ コンゴ ジュウヨウ オモ ヒロ モンピ ア カツドウ オオ オモ

		承諾 ショウダク		さわやか相談支援センター		0280-57-4884		0280-57-4994		329-0112		野木町南赤塚1145-1		小山市、野木町、古河市、栃木市 オヤマシ ノギマチ コガシ トチギシ		0		1		1		0		0		0		1		0		0		1		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		現実的な目標の位置づけ ゲンジツテキ モクヒョウ イチ		0

		承諾 ショウダク		相談支援事業所つばさ		0287-53-7393		0287-53-7394		324-0044		大田原市親園824-1		大田原市、那須塩原市、那須烏山市、矢板市、さくら市、那須町、塩谷町、高根沢町 オオタワラシ ナスシオバラシ ナスカラスヤマシ ヤイタシ シ ナスマチ シオ タニ マチ タカネザワマチ		1		0		1		0		1		0		1		1		0		1		0		0		0				1		2		医療的なケアが必要なケース、将来的に短期入所につなげたいケースだった為、専門の事業所に依頼した イリョウテキ ヒツヨウ ショウライテキ タンキ ニュウショ タメ センモン ジギョウショ イライ		1		1		0		0				1		0		使えるサービスの少なさに調整が難しかった ツカ スク チョウセイ ムズカ		1				乳幼児期の受け入れ可能な福祉サービス等の社会資源が必要である。 ニュウヨウジ キ ウ イ カノウ フクシ ナド シャカイシゲン ヒツヨウ

		承諾 ショウダク		特定相談支援センターはじめ		0284-22-4561		0284-22-4562		326-0143		足利市葉鹿町735-1		足利市 アシカガシ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1

		承諾 ショウダク		上三川障がい児・者生活相談支援センター		0285-38-6854		0285-38-6841		329-0611		上三川町上三川5082-15		上三川町 カミノカワマチ		1		0		1		0		1		0		0		1		0		0		0		0		0				1		0				0		0		0		0				1		0				0

		承諾 ショウダク		はつらつサロン南天相談支援事業所		0285-22-4659		0285-38-6529		323-0027		小山市花垣町2-3-19		小山市、栃木市 オヤマシ トチギシ		0		0		1		0		1		1		0		1		1		1		1		1		0				0		0				0		0		0		0				1		0		利用したいサービス事業所が少なく生活改善、家族、支援者の負担軽減に繋がらない（訪問入浴、ショートステイ、生活介護などなど（就労Ａ型））医師によっては連携が困難。何処の精神科がよいかと利用者に問われるが答えは解らない。 リヨウ ジギョウショ スク セイカツ カイゼン カゾク シエンシャ フタン ケイゲン ツナ ホウモン ニュウヨク セイカツ カイゴ シュウロウ ガタ イシ レンケイ コンナン ドコ セイシンカ リヨウシャ ト コタ ワカ		0				本人の選択や受け入れ事業所の間口を広げる。例えば入浴はヘルパーの2人対応で行ているがヘルパー不足や腰痛の悪化などで対応が難しくなってくる。機会浴のできる生活介護を勧めるも本人の選択肢がない。自宅から出かける自由さのようなものが閉ざされているような気がする。反面高齢者のサービスは増加する一方で利用者が不足し閉鎖なども聞かれる。高齢者・障害者がともにデイサービスやショートステイを利用できるようにならないかと思う。障害児については働く両親をサポートすることで生活の安定や療育などへ通園のし易さを図り、送迎サービスの充実など。 ホンニン センタク ウ イ ジギョウショ マグチ ヒロ タト ニュウヨク ニン タイオウ オコナ ブソク ヨウツウ アッカ タイオウ ムズカ キカイ ヨク セイカツ カイゴ スス ホンニン センタクシ ジタク デ ジユウ ト キ ハンメン コウレイシャ ゾウカ イッポウ リヨウシャ フソク ヘイサ キ コウレイシャ ショウガイシャ リヨウ オモ ショウガイジ ハタラ リョウシン セイカツ アンテイ リョウイク ツウエン ヤス ハカ ソウゲイ ジュウジツ

		承諾 ショウダク		障がい者生活支援センターこぶし		028-680-5746		028-688-0214		321-0126		栃木県宇都宮市茂原町837-1		宇都宮市、上三川町 ウツノミヤシ カミノカワマチ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1				①医療機関との細かな連携体制②相談関係者を含め本人に関わり支援をするなかで即座に動きが取れるようなフットワークの軽いチーム作り イリョウ キカン コマ レンケイ タイセイ ソウダン カンケイシャ フク ホンニン カカ シエン ソクザ ウゴ ト カル ヅク

								Ｑ2.重症心身障害児（者）の定義をご存知ですか

				1		知っている シ		40

				2		知らない シ		33

								Ｑ3.重症心身障害児（者）の方（家族・関係機関等）からの相談を受けたことがありますか

						ある		35

						ない		43

										それは誰からの相談でしたか

								ａ.家族 カゾク		27

								ｂ.支援者 シエンシャ		6

								ｃ.関係機関 カンケイ キカン		12

										それはどんな相談でしたか

								生活上の相談 セイカツ ジョウ ソウダン		19

								医療的な相談 イリョウテキ ソウダン		7

								制度に関する相談 セイド カン ソウダン		15

								教育に関する相談 キョウイク カン ソウダン		5

								サービス等利用計画書作成に関する相談 ナド リヨウ ケイカクショ サクセイ カン ソウダン		26

								その他 タ		3

										それらの相談事業所として対応（解決）はできましたか

								ａ.できた		27

								ｂ.できなかった		4

								Ｑ4.Ｑ3-2「ない」→これから重症心身障害児（者）の方（本人・家族等）からの相談があればどのように対応されますか

						自分の事業所で対応する ジブン ジギョウショ タイオウ		17

						ほかの相談支援事業所へ依頼する ソウダン シエン ジギョウショ イライ		15

						行政に依頼する ギョウセイ イライ		8

						その他 タ		9

								Ｑ5.重症心身障害児（者）の方のサービス等利用計画書を作成したことがありますか

						ある		33

						ない		46

						今後依頼があれば作成する コンゴ イライ サクセイ		15

						他の相談支援事業所に依頼する ホカ ソウダン シエン ジギョウショ イライ		18

						作成するかどうかわからない サクセイ		14

										「ない」と回答 カイトウ



重症心身障害児（者）の定義をご存知ですか

Ｑ2.重症心身障害児（者）の定義をご存知ですか	Ｑ3.重症心身障害児（者）の方（家族・関係機関等）からの相談を受けたことがありますか	それは誰からの相談でしたか	それはどんな相談でしたか	それらの相談事業所として対応（解決）はできましたか	Ｑ5.重症心身障害児（者）の方のサービス等利用計画書を作成したことがありますか	Ｑ5.重症心身障害児（者）の方のサービス等利用計画書

　　 を作成したことがありますか

ない
59%



訪問看護事業所

		Ｑ1.貴施設について、お伺いいたします キ シセツ ウカガ

		1		事業所名 ジギョウショ メイ

		2		電話番号 デンワ バンゴウ

		3		FAX番号 バンゴウ

		4		所在地 ショザイチ

		5		職員構成（常勤・非常勤は問いません） ショクイン コウセイ ジョウキン ヒジョウキン ト

						看護師 カンゴシ

						作業療法士 サギョウ リョウホウシ

						准看護師 ジュンカンゴシ

						理学療法士 リガク リョウホウシ

						保健師 ホケンシ

						言語療法士 ゲンゴ リョウホウシ

						その他 タ

		6		訪問可能な主な市町村 ホウモン カノウ オモ シチョウソン

		Q2.いままでに以下の項目を在宅看護で行ったことがありますか（あるものすべてにチェックをしてください） イカ コウモク ザイタク カンゴ オコナ

								成人在宅 セイジン ザイタク				小児在宅 ショウニ ザイタク

				在宅人工呼吸器の管理 ザイタク ジンコウ コキュウキ カンリ

				気管カニューレの交換 キカン コウカン

				気管カニューレ部位のガーゼ交換 キカン ブイ コウカン

				気管内吸引 キカンナイ キュウイン

				食事介助 ショクジ カイジョ

				経鼻チューブの交換 ケイビ コウカン

				胃瘻の管理 イロウ カンリ

				経管栄養の注入 ケイカン エイヨウ チュウニュウ

				ストーマの管理 カンリ

				尿道カテーテルの管理 ニョウドウ カンリ

				導尿 ドウニョウ

				入浴介助 ニュウヨク カイジョ

				看護師によるリハビリテーション カンゴシ

				OTもしくはPTによるリハビリテーション

				中心静脈カテーテル管理 チュウシン ジョウミャク カンリ

				高カロリー輸液の管理 コウ ユエキ カンリ

				薬剤の静注（抗生物質や利尿剤など） ヤクザイ ジョウチュウ コウセイ ブッシツ リニョウザイ

				麻薬による疼痛コントロール マヤク ウズ ツウ

				終末期の医療的ケア シュウマツキ イリョウテキ

				在宅での看取り ザイタク ミト

				24時間対応 ジカン タイオウ

		Q3.現時点で、依頼のあった場合、重症心身障害児（者）の在宅医療を行うことはできますか ゲンジテン イライ バアイ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ ザイタク イリョウ オコナ

		1		できる

		2		できない

		3		要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン

		Q4.依頼があった場合に可能な医療的ケアと身体介護についてお答えください イライ バアイ カノウ イリョウテキ シンタイ カイゴ コタ

		※個別シートにて対応 コベツ タイオウ



				Ｑ1.貴施設について、お伺いいたします キ シセツ ウカガ																										Q2.いままでに以下の項目を在宅看護で行ったことがありますか（あるものすべてにチェックをしてください）【1.ある、0.ない】 イカ コウモク ザイタク カンゴ オコナ																																																																																				Q3		Q4.依頼があった場合に可能な医療的ケアと身体介護についてお答えください【1.できる、2.できない、3.要相談（条件による）】 イライ バアイ カノウ イリョウテキ シンタイ カイゴ コタ ヨウ ソウダン ジョウケン																																																																																																																																																																																																																		Q5.重症心身障害児（者）の方に対する医療、在宅生活等についてお気づきのことなど、ご自由にお書きください ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ カタ タイ イリョウ ザイタク セイカツナド キ ジユウ カ

				事業所名 ジギョウショ メイ		電話番号 デンワ バンゴウ		FAX番号 バンゴウ		郵便番号 ユウビンバンゴウ		所在地 ショザイチ		職員構成（常勤・非常勤は問いません）【人数：名】 ショクイン コウセイ ジョウキン ヒジョウキン ト ニンズウ メイ														訪問可能な主な市町村 ホウモン カノウ オモ シチョウソン		在宅人工呼吸器の管理 ザイタク ジンコウ コキュウキ カンリ				気管カニューレの交換 キカン コウカン				気管カニューレ部位のガーゼ交換 キカン ブイ コウカン				気管内吸引 キカンナイ キュウイン				食事介助 ショクジ カイジョ				経鼻チューブの交換 ケイビ コウカン				胃瘻の管理 イロウ カンリ				経管栄養の注入 ケイカン エイヨウ チュウニュウ				ストーマの管理 カンリ				尿道カテーテルの管理 ニョウドウ カンリ				導尿 ドウニョウ				入浴介助 ニュウヨク カイジョ				看護師によるリハビリテーション カンゴシ				OTもしくはPTによるリハビリテーション				中心静脈カテーテル管理 チュウシン ジョウミャク カンリ				高カロリー輸液の管理 コウ ユエキ カンリ				薬剤の静注（抗生物質や利尿剤など） ヤクザイ ジョウチュウ コウセイ ブッシツ リニョウザイ				麻薬による疼痛コントロール マヤク ウズ ツウ				終末期の医療的ケア シュウマツキ イリョウテキ				在宅での看取り ザイタク ミト				24時間対応 ジカン タイオウ						在宅人工呼吸器の管理 ザイタク ジンコウ コキュウキ カンリ										気管カニューレの交換 キカン コウカン										気管カニューレの管理（日常の交換以外の対応） キカン カンリ ニチジョウ コウカン イガイ タイオウ										気管内吸引 キカンナイ キュウイン										食事介助 ショクジ カイジョ										経鼻チューブの交換 ケイビ コウカン										ストーマの管理 カンリ										尿道カテーテルの管理 ニョウドウ カンリ										導尿 ドウニョウ										入浴介助 ニュウヨク カイジョ										看護師によるリハビリテーション カンゴシ										OTもしくはPTによるリハビリテーション										中心静脈カテーテル管理 チュウシン ジョウミャク カンリ										高カロリー輸液の管理 コウ ユエキ カンリ										薬剤の静注（抗生物質や利尿剤など） ヤクザイ ジョウチュウ コウセイ ブッシツ リニョウザイ										麻薬による疼痛コントロール マヤク トウツウ										終末期の医療的ケア シュウマツキ イリョウテキ										在宅での看取り ザイタク ミト										24時間対応 ジカン タイオウ										外出の介助 ガイシュツ カイジョ										通院の介助 ツウイン カイジョ

		承諾可否 ショウダク カヒ												看護師 カンゴシ		作業療法士 サギョウ リョウホウシ		准看護師 ジュンカンゴシ		理学療法士 リガク リョウホウシ		保健師 ホケンシ		言語療法士 ゲンゴ リョウホウシ		その他 タ				成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ				乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ

		否 ヒ		曙訪問看護ステーション アケボノ ホウモン カンゴ		028-660-7803		028-683-5306		321-0901		宇都宮市平出町413番地		8		3		0		3		0		1				宇都宮、高根沢 ウツノミヤ タカネザワ		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		3		2		2		2		2		3		2		2		2		2		2		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		1		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		1		1		1		3		3		3		1		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		2		2		2		2		2		いつも大変お世話になっております。当STでも数名の小児利用者をNS、PT、OTでサポートしています。又、貴院のショートステイを利用させて頂いております。ご利用者様、家族が安心して過ごせるよう地域でサポートできたらと考えています。どうぞよろしくお願い申し上げます。 タイヘン セワ トウ スウメイ ショウニ リヨウシャ マタ キ イン リヨウ イタダ リヨウシャサマ カゾク アンシン ス チイキ カンガ ネガ モウ ア

		否 ヒ		とちぎメディカルセンター		0282-22-5810		0282-225812		328-0043		栃木市境町27-21		9		0		4		1		0		1		2		栃木市、小山市、壬生町 トチギシ オヤマシ ミブマチ		1		1		1		0		1		1		1		1		1		0		1		0		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		0		1		1		3		2		1		1		1		1		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		2		2		2		1		1		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		1		1		1		1		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		2		2		2		2		2

		否 ヒ		あいケアステーション		0282-23-6221		0282-24-9850		328-0074		栃木市薗部町2-5-9		1		0		2		2		0		0				栃木市 トチギシ		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		3		2		2		2		2		3		2		2		2		2		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		3		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		3		2		2		2		2		3		2		2		2		2		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		2		2		2		2		3

		否 ヒ		訪問看護ステーションこすもす		0285-80-5511		0285-80-5512		321-4337		真岡市上高間木2-24-4		4		2		0		1		0		0						1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		3		2		2		2		3		3		2		2		2		3		3		2		2		2		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		3		3		3		3		3		3		3		2		2		2		3		3		2		2		2		3		3		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		2		2		2		2		3		2		2		2		2		3		2		2		2		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		1		3		3		3		3		3		2		2		2		2		2		緊急時に主治医又はバッックベットのある病院との連携がとれる体制が整っていないと、在宅での対応に不安があります。
現在のところ、小児科、精神科看護を経験したスタッフがいない為、受け入れに不安がありますので今回はガイドマップ等に公表することに同意する事は控えさせていただきたいと思います。 キンキュウジ シュジイ マタ ビョウイン レンケイ タイセイ トトノ ザイタク タイオウ フアン ゲンザイ ショウニカ セイシンカ カンゴ ケイケン タメ ウ イ フアン コンカイ ナド コウヒョウ ドウイ コト ヒカ オモ

		否 ヒ		訪問看護ステーションひばり		0289-64-7226		0289-64-2225		322-8550		鹿沼市下田町1-1033		6		1		0		1		0		0				市内及び近隣市 シナイ オヨ キンリン シ		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		0		1		1		2

chizuru_tanaka: 未記入		1		1		2		2		1		2		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		1		3		3		1		1		1		3		3		3		3		1		3		3		1		1		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		1		3		3		3		1		1		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1

		否 ヒ		訪問看護ステーション那須		0287-73-5048		0287-63-4566		325-0023		那須塩原市豊浦10-706		5		0		2		0		0		0				那須塩原市、大田原市、那須町 ナスシオバラ シ オオタワラシ ナスマチ		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		0		0		1		0		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		2

chizuru_tanaka: 未記入		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1

		承諾 ショウダク		さくら訪問看護ステーション		0287-29-3252		0287-29-3252		324-0058		大田原市紫塚3-2633-10		5		0		0		1		0		0				大田原市、那須塩原市、矢板市 オオタワラシ ナスシオバラ シ ヤイタ シ		1		0		1		1		1		1		1		1		1		0		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		0		1		1		3		3		3		3		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		小児の受入数（実績）が少ないので、実際依頼があった場合、入院中から手技等の指導を受けたいと思います。 ショウニ ウケイレスウ ジッセキ スク ジッサイ イライ バアイ ニュウインチュウ シュギ ナド シドウ ウ オモ

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションたんぽぽ		0280-57-1888		0280-57-3819		329-0101		下都賀郡野木町友沼5119-12		20		3		0		5		0		0		2		野木町、小山市、旧藤岡町 ノギマチ オヤマシ キュウ フジオカマチ		1		1		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		1		1		1		1		1		1		0		0		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		3		1		1		1		1		1		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		3		3		3		3		3		1		1		3		2		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		2		2		2		2		2		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		受け入れてくれる訪問看護Stの数が少ないと思います。研修会の機会を設けてサービス体制が構築できると良いと思います。 ウ イ ホウモン カンゴ カズ スク オモ ケンシュウカイ キカイ モウ タイセイ コウチク ヨ オモ

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションうつのみや		028-612-6103		028-612-6104		320-0852		宇都宮市下砥上町字並塚643番地1		11		0		0		0		0		0		1		宇都宮市、壬生町 ウツノミヤシ ミブマチ		1		1		0		0		1		1		1		1		1		0		0		0		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		2

chizuru_tanaka: 未記入		3		3		3		3		1		2		2		2		2		2		3		3		3		1		1		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		3		3		3		1		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		3		3		3		1		1		3		3		3		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーション石橋		0285-52-2293		0285-52-2268		329-0511		下野市石橋628番地		7		0		0		1		0		0		1		下野市、上三川町、壬生町、宇都宮市（部） シモノ シ カミノカワマチ ミブマチ ウツノミヤシ ブ		1		1		0		0		1		1		1		1		1		0		1		0		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		3		1		1		1		1		1		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		1		3		3		3		3		3		3		3		3		1		1		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		2		2		2		2		2		最近、訪問依頼が増えてきていますが、私たち看護師の力量不足から利用者家族へ満足のいく看護が提供できないように感じています。現在の、利用者家族から教わることが多くあり、私たちが勉強になります。ただ、訪問していて思うことは、ご両親の今までの経験でケアが進み危険であり、指導させていただいても理解が得られないこともあり、ジレンマとなっています。例）誤嚥性肺炎を繰り返している方にヘッドアップして食事を摂るよう説明してもフラットのままであったり、他の方でPEG造設されているので、栄養はPEGからにして経口からは楽しみ程度にしてと言っても、食事を経口から摂るなど。 サイキン ホウモン イライ フ ワタクシ カンゴシ リキリョウ ブソク リヨウシャ カゾク マンゾク カンゴ テイキョウ カン ゲンザイ リヨウシャ カゾク オソ オオ ワタシ ベンキョウ ホウモン オモ リョウシン イマ ケイケン スス キケン シドウ リカイ エ レイ ゴエンセイ ハイエン ク カエ カタ ショクジ ト セツメイ ホカ カタ ゾウ セツ エイヨウ ケイコウ タノ テイド イ ショクジ ケイコウ ト

		承諾 ショウダク		マロニエ訪問看護ステーション		0287-37-6322		0287-39-3305		329-2763		那須塩原市井口537-3 にしなすの総合在宅ｹｱｾﾝﾀｰ内		5		7		0		5		0		2		1		那須塩原市、那須町、大田原市　リハビリのみ→那珂川町訪問可能 ナスシオバラ シ ナスマチ オオタワラシ ナカガワ マチ ホウモン カノウ		1		1		1		0		1		1		1		1		0		0		0		1		1		1		1		1		1		0		1		1		1		1		1		1		0		0		1		1		1		0		1		0		0		0		1		0		1		1		1		1		1		1		3		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーション佐野		0283-86-7013		0283-86-7031		327-0847		佐野市天神町７７４－２２ メープルハイツ１０１号室		3		0		1		0		0		0		1		足利市、佐野市、栃木市（旧岩船市） アシカガシ サノシ トチギシ キュウ イワフネ シ		0		0		0		0		1		0		1		0		1		0		0		0		1		0		0		0		1		0		1		0		0		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		2		2		2		2		2		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1

		承諾 ショウダク		とちぎ訪問看護ステーションくろばね		0287-54-0507		0287-54-0580		324-0241		大田原市黒羽向町142番地		6		0		0		0		1		0		2		大田原市、那須塩原市、那須町、那珂川町 オオタワラシ ナスシオバラ シ ナスマチ ナカガワマチ		1		0		0		0		1		1		1		1		1		0		1		0		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		3		3		3		3		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		1		2		2		2		2		2		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3

		承諾 ショウダク		鹿沼訪問看護ステーション		0289-60-5650		0289-60-1687		322-0021		鹿沼市上野町320-3高橋ビル１階１０３号室		5		0		0		0		0		0				鹿沼市、旧宇都宮市、旧今市市、壬生町、西片町 カヌマシ キュウ ウツノミヤシ キュウ イマイチシ ミブマチ ニシカタマチ		0		0		0		0		0		0		1		0		1		0		0		0		1		0		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		2

chizuru_tanaka: 未記入		2		2		2		2		1		2		2		2		2		3		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションほっと		028-626-5739		028-625-8201		321-0974		宇都宮市竹林町958		11		0		0		2		0		0		0		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2

		承諾 ショウダク		芳賀赤十字訪問看護ステーション		0285-84-8266		0285-84-8266		321-4306		真岡市台町2461		6		0		0		0		0		0		0		芳賀郡全域（真岡市、益子町、芳賀町、茂木町） ハガ グン ゼンイキ モオカシ マシコマチ ハガマチ モギ マチ		1		1		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		3		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		当ステーションは今年度小児在宅医との連携を開始することができました。安心して在宅療養を継続できるよう、多職種と連携し、実施しています。高齢者が介護サービスを選択するように、サービスの充実は得られていません。現実は家族だけで利用者（児）のケアを実施しているケースもあり家族の介護負担は大きいと考えます。負担軽減のためには、スムーズなレスパイト入院や日中の一時お預かり等充実した施設が増えることでさらに安心した療養環境の提供ができると思います。よろしくお願いいたします。 トウ コンネンド ショウニ ザイタク イ レンケイ カイシ アンシン ザイタク リョウヨウ ケイゾク タ ショクシュ レンケイ ジッシ コウレイシャ カイゴ センタク ジュウジツ エ ゲンジツ カゾク リヨウシャ ジ ジッシ カゾク カイゴ フタン オオ カンガ フタン ケイゲン ニュウイン ニッチュウ イチジ アズ ナド ジュウジツ シセツ フ アンシン リョウヨウ カンキョウ テイキョウ オモ ネガ

		承諾 ショウダク		とちぎ訪問看護ステーションみぶ		0282-82-7262		0282-82-7260		321-0218		下都賀郡壬生町落合1-18-12		16		0		0		0		0		0		1		上三川町、下野市、壬生町、宇都宮 カミノカワマチ シモノ シ ミブ チョウ ウツノミヤ		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		1		0		1		1		1		1		1		1		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		病院との連携が大切。在宅生活を支援するためにチームで対応する（介護者の支援） ビョウイン レンケイ タイセツ ザイタク セイカツ シエン タイオウ カイゴシャ シエン

		承諾 ショウダク		ＷＡＤＥＷＡＤＥ訪問看護ステーション		028-666-5420		028-666-5460		321-0923		栃木県宇都宮市下栗町2913-1 ３２１－０９２３		12		0		0		0		0		0				宇都宮市、上三川町、 ウツノミヤシ カミノカワマチ		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		0		0		1		0		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		重心の方を看る側（介護者）の負担軽減の必要性を感じてしまいます。まだまだ「私がやらなければ」という気持ちが強く、様々な資源活用へと動きが進むような発信が大切だと思っています。 ジュウシン カタ ミ ガワ カイゴシャ フタン ケイゲン ヒツヨウセイ カン ワタシ キモ ツヨ サマザマ シゲン カツヨウ ウゴ スス ハッシン タイセツ オモ

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションあい		0287-83-8035		0287-83-8222		321-0628		那須烏山市金井2-5-9 ベンチャープラザ7号室 ゴウシツ		8		0		1		0		0		0		1		那須烏山市、那珂川町、茂木町、一貝町 ナスカラスヤマシ ナカガワマチ モギマチ イチ ガイ マチ		1		1		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		0		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		小児や重心など医療依存度が高い方には家族が安心して預けられる事業所とスタッフが必要です（レスパイトの本当の意味で）訪問看護スタッフが動きやすい仕組みがあればもっと介入できると思います。例えば在宅以外への支援での算定が可能になる。長時間支援が可能になるなど。在宅支援診療所が多ければ助かります。開業医で努力してくださる医師の力で乗り切っている地域は特にそう感じます。後方病院親元病院との連携、地域との調整などスムーズにシームレスに行われるとうれしいです。行政からの介入が少なく、制度のことなど知らないまま苦労されている方が多いので、窓口での丁寧かつタイミングよく助言をしていただくと嬉しいです。 ショウニ ジュウシン イリョウ イゾンド タカ カタ カゾク アンシン アズ ジギョウショ ヒツヨウ ホントウ イミ ホウモン カンゴ ウゴ シク カイニュウ オモ タト ザイタク イガイ シエン サンテイ カノウ チョウジカン シエン カノウ ザイタク シエン シンリョウジョ オオ タス カイギョウイ ドリョク イシ チカラ ノ キ チイキ トク カン コウホウ ビョウイン オヤモト ビョウイン レンケイ チイキ チョウセイ オコナ ギョウセイ カイニュウ スク セイド シ クロウ カタ オオ マドグチ テイネイ ジョゲン ウレ

		承諾 ショウダク		あおい訪問看護ステーション		0284-73-9456		0284-72-7600		326-0831		足利市堀込町2556 セレッソ・コート１階		16		0		0		4		0		0				足利市とその周辺（佐野市、館林市、巴楽町、太田市、桐生市） アシカガシ シュウヘン サノシ タテバヤシシ トモエ ラク マチ オオタシ キリュウシ		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1

		承諾 ショウダク		那須赤十字訪問看護ステーション		0287-23-8866		0287-23-8903		324-8686		大田原市中田原1081-4		8		1		0		0		0		0				大田原市、那須塩原市（一部を除く） オオタワラシ ナスシオバラ シ イチブ ノゾ		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		1		1		0		1		0		1		1		1		0		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションゆりの木		0287-47-5123		0287-47-5124		324-0028		大田原市山の手1-1-7 ヤマ テ		4		0		0		0		0		0				大田原市、那須塩原市、那珂川町 オオタワラシ ナスシオバラ シ ナカガワマチ		1		1		1		0		1		1		1		1		0		0		0		1		1		0		1		1		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		0		0		1		0		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		3		1		1		1		1		2		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		3		1		1		1		1		3		1		1		1		1		1		1		1		1		3		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		3		3		1		3		3		1		1		1		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		重症心身障害児施設で勤務したことのある看護師が2名いますので積極的に依頼があれば支援させていただきたいと思っています。こどもはやはり親元で成長発達できることが何よりも必要なことであると思っています。 ジュウショウ シンシン ショウガイ ジ シセツ キンム カンゴシ メイ セッキョクテキ イライ シエン オモ オヤモト セイチョウ ハッタツ ナニ ヒツヨウ オモ

		承諾 ショウダク		ライフ訪問看護リハビリテーション		0284-64-8799		0284-64-8335		326-0831		足利市堀込町2656-7　ASKビル３０１号		5		0		0		1		0		0		0		足利市、佐野市、館林市、邑楽郡、太田市、桐生市 アシカガシ サノシ タテバヤシシ オウラ グン オオタシ キリュウシ		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		この件に関する研修の案内が少ないため、学ぶ機会をもっと増やしてほしい ケン カン ケンシュウ アンナイ スク マナ キカイ フ

		承諾 ショウダク		わくわく訪問看護ステーションおやま		0285-24-6575		0285-20-0255		323-0022		小山市駅東通り3-9-6		11		0		0		5		0		0		0		小山市、結城市（茨城県）、下野市の一部、栃木市（PTのみ） オヤマシ ユウキシ イバラキケン シモノ シ イチブ トチギシ		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		1		1		1		1		3		3		3		1		1		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		自立支援のケアマネージャーがいるが、医療福祉行政をうまく連携してまとめる役割が果たせていない。それぞれが別々で動いており、介護者が困ったときの相談窓口に迷う。 ジリツ シエン イリョウ フクシ ギョウセイ レンケイ ヤクワリ ハ ベツベツ ウゴ カイゴシャ コマ ソウダン マドグチ マヨ

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーション風		028-612-1333		028-612-1384		321-0117		宇都宮市城南3丁目5-6		3		1		0		1		0		0				宇都宮、鹿沼、下野、壬生 ウツノミヤ カヌマ シモノ ミブ		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		1		1		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1

		承諾 ショウダク		宮の橋訪問看護ステーション		028-635-9839		028-635-9839		321-0963		宇都宮市南大通り1-1-23		7		0		0		1		0		0		0		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		1		1		0		1		1		1		1		1		0		0		0		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		レスパイト等受け入れ先が少ない。市のコーディネーター様がご多忙の様子であり、要望に対しての対応にかなりの時間を要する（対応されないこともある）。年度変わるときなど、担当者（市）の引き継ぎがされず、進んでいた調整も振り出しに戻ってしまうことがある。 トウ ウ イ サキ スク シ サマ タボウ ヨウス ヨウボウ タイ タイオウ ジカン ヨウ タイオウ ネンド カ タントウシャ シ ヒ ツ スス チョウセイ フ ダ モド

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションオリーブ		0282-27-8414		0282-27-8415		328-0027		栃木市今泉町1丁目17番29号		7		0		0		0		0		0				栃木市、小山市、下野市、壬生町 トチギシ オヤマシ シモノ シ ミブ マチ		1		1		1		0		1		1		1		1		0		0		0		0		1		1		1		1		0		0		1		1		1		0		1		1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションマザーの家		0283-85-7771		0283-85-7772		327-0504		佐野市中町942-1		2		0		3		0		0		0				佐野市 サノシ		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーション卯の郷		028-682-7770		028-682-7766		329-1311		さくら市氏家2650番地		3		0		0		0		0		0				さくら市（周辺15ｋｍ以内）、塩谷町、那須烏山市、宇都宮市、高根沢町 シ シュウヘン イナイ シオヤ マチ ナスカラスヤマシ ウツノミヤシ タカネザワ マチ		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		3		3		3		3		3		1		2		2		2		2		2		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		2		2		2		3		3		3		3		1		1		1		3		3		3		3		1		2		2		2		2		2		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		2		2		2		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションたかねざわ		028-680-1701		028-680-1702		329-1233		塩谷郡高根沢町宝積寺2426-8 		16		0		0		0		0		0				高根沢町、さくら市、那須烏山市、芳賀町、市貝町、茂木町、益子町、宇都宮市 タカネザワマチ シ ナスカラスヤマシ ハガ マチ イチ カイ チョウ モギマチ マシコ チョウ ウツノミヤシ		1		1		1		0		1		1		1		1		1		0		1		0		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		2		2		2		2		2

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションみどり		0285-45-8362		0285-45-8397		329-0214		小山市乙女786-1		3		0		1		0		0		0				小山市、栃木市、古河市、結城市 オヤマシ トチギシ コガシ ユウキシ		0		0		1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		1		0		1		0		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		3		2		2		2		3		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		1		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		1		1		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		訪問看護師がもっと社会資源として同行できるとよいと思う。在宅での療養はもっと看護師が活躍できる体制が整うとよいと思った。 ホウモン カンゴシ シャカイ シゲン ドウコウ オモ ザイタク リョウヨウ カンゴシ カツヤク タイセイ トトノ オモ

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションあるく		028-643-5586		028-678-8796		320-0036		宇都宮市小幡2-6-14 		5		0		1		0		0		0		1		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		0		1		0		1		0		1		0		0		1		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3

		承諾 ショウダク		とちぎ訪問看護ステーションおやま		0285-39-8602		0285-39-8607		323-0827		栃木県小山市神鳥谷2251-7 ３２３－０８２７		12		0		0		0		0		0		1		小山市、下野市（南部）、野木町（北部） オヤマシ シモノ シ ナンブ ノギ マチ ホクブ		1		1		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		1		1		1		0		0		1		0		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		3		3		1		1		1		3		1		1		1		1		小児の重症心身障害児の訪問看護を行っていく上で。たびたび感じるのが成長に伴った教育、就学が難しく親御さんの希望通りにいかないことが多く残念に思います。難しいところだと思いますが… ショウニ ジュウショウ シンシン ショウガイジ ホウモン カンゴ オコナ ウエ カン セイチョウ トモナ キョウイク シュウガク ムズカ オヤゴ キボウ ドオ オオ ザンネン オモ ムズカ オモ

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションここあ		028-600-3735		028-600-3736		321-2116		栃木県宇都宮市徳次郎町998-9 ３２１－２１１６		10		1		0		1		0		0		2		宇都宮市、日光市、 ウツノミヤシ ニッコウシ		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2

chizuru_tanaka: 未記入		

chizuru_tanaka: 未記入		

chizuru_tanaka: 未記入		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3







訪問看護事業所 (記述)

		Ｑ1.貴施設について、お伺いいたします キ シセツ ウカガ

		1		事業所名 ジギョウショ メイ

		2		電話番号 デンワ バンゴウ

		3		FAX番号 バンゴウ

		4		所在地 ショザイチ

		5		職員構成（常勤・非常勤は問いません） ショクイン コウセイ ジョウキン ヒジョウキン ト

						看護師 カンゴシ

						作業療法士 サギョウ リョウホウシ

						准看護師 ジュンカンゴシ

						理学療法士 リガク リョウホウシ

						保健師 ホケンシ

						言語療法士 ゲンゴ リョウホウシ

						その他 タ

		6		訪問可能な主な市町村 ホウモン カノウ オモ シチョウソン

		Q2.いままでに以下の項目を在宅看護で行ったことがありますか（あるものすべてにチェックをしてください） イカ コウモク ザイタク カンゴ オコナ

								成人在宅 セイジン ザイタク				小児在宅 ショウニ ザイタク

				在宅人工呼吸器の管理 ザイタク ジンコウ コキュウキ カンリ

				気管カニューレの交換 キカン コウカン

				気管カニューレ部位のガーゼ交換 キカン ブイ コウカン

				気管内吸引 キカンナイ キュウイン

				食事介助 ショクジ カイジョ

				経鼻チューブの交換 ケイビ コウカン

				胃瘻の管理 イロウ カンリ

				経管栄養の注入 ケイカン エイヨウ チュウニュウ

				ストーマの管理 カンリ

				尿道カテーテルの管理 ニョウドウ カンリ

				導尿 ドウニョウ

				入浴介助 ニュウヨク カイジョ

				看護師によるリハビリテーション カンゴシ

				OTもしくはPTによるリハビリテーション

				中心静脈カテーテル管理 チュウシン ジョウミャク カンリ

				高カロリー輸液の管理 コウ ユエキ カンリ

				薬剤の静注（抗生物質や利尿剤など） ヤクザイ ジョウチュウ コウセイ ブッシツ リニョウザイ

				麻薬による疼痛コントロール マヤク ウズ ツウ

				終末期の医療的ケア シュウマツキ イリョウテキ

				在宅での看取り ザイタク ミト

				24時間対応 ジカン タイオウ

		Q3.現時点で、依頼のあった場合、重症心身障害児（者）の在宅医療を行うことはできますか ゲンジテン イライ バアイ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ ザイタク イリョウ オコナ

		1		できる

		2		できない

		3		要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン

		Q4.依頼があった場合に可能な医療的ケアと身体介護についてお答えください イライ バアイ カノウ イリョウテキ シンタイ カイゴ コタ

		※個別シートにて対応 コベツ タイオウ



				Ｑ1.貴施設について、お伺いいたします キ シセツ ウカガ										Q5.重症心身障害児（者）の方に対する医療、在宅生活等についてお気づきのことなど、ご自由にお書きください ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ カタ タイ イリョウ ザイタク セイカツナド キ ジユウ カ

				事業所名 ジギョウショ メイ		電話番号 デンワ バンゴウ		FAX番号 バンゴウ		郵便番号 ユウビンバンゴウ		所在地 ショザイチ

		承諾可否 ショウダク カヒ

		否 ヒ		曙訪問看護ステーション アケボノ ホウモン カンゴ		028-660-7803		028-683-5306		321-0901		宇都宮市平出町413番地		いつも大変お世話になっております。当STでも数名の小児利用者をNS、PT、OTでサポートしています。又、貴院のショートステイを利用させて頂いております。ご利用者様、家族が安心して過ごせるよう地域でサポートできたらと考えています。どうぞよろしくお願い申し上げます。 タイヘン セワ トウ スウメイ ショウニ リヨウシャ マタ キ イン リヨウ イタダ リヨウシャサマ カゾク アンシン ス チイキ カンガ ネガ モウ ア

		否 ヒ		とちぎメディカルセンター		0282-22-5810		0282-225812		328-0043		栃木市境町27-21

		否 ヒ		あいケアステーション		0282-23-6221		0282-24-9850		328-0074		栃木市薗部町2-5-9

		否 ヒ		訪問看護ステーションこすもす		0285-80-5511		0285-80-5512		321-4337		真岡市上高間木2-24-4		緊急時に主治医又はバッックベットのある病院との連携がとれる体制が整っていないと、在宅での対応に不安があります。
現在のところ、小児科、精神科看護を経験したスタッフがいない為、受け入れに不安がありますので今回はガイドマップ等に公表することに同意する事は控えさせていただきたいと思います。 キンキュウジ シュジイ マタ ビョウイン レンケイ タイセイ トトノ ザイタク タイオウ フアン ゲンザイ ショウニカ セイシンカ カンゴ ケイケン タメ ウ イ フアン コンカイ ナド コウヒョウ ドウイ コト ヒカ オモ

		否 ヒ		訪問看護ステーションひばり		0289-64-7226		0289-64-2225		322-8550		鹿沼市下田町1-1033

		否 ヒ		訪問看護ステーション那須		0287-73-5048		0287-63-4566		325-0023		那須塩原市豊浦10-706

		承諾 ショウダク		さくら訪問看護ステーション		0287-29-3252		0287-29-3252		324-0058		大田原市紫塚3-2633-10		小児の受入数（実績）が少ないので、実際依頼があった場合、入院中から手技等の指導を受けたいと思います。 ショウニ ウケイレスウ ジッセキ スク ジッサイ イライ バアイ ニュウインチュウ シュギ ナド シドウ ウ オモ

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションたんぽぽ		0280-57-1888		0280-57-3819		329-0101		下都賀郡野木町友沼5119-12		受け入れてくれる訪問看護Stの数が少ないと思います。研修会の機会を設けてサービス体制が構築できると良いと思います。 ウ イ ホウモン カンゴ カズ スク オモ ケンシュウカイ キカイ モウ タイセイ コウチク ヨ オモ

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションうつのみや		028-612-6103		028-612-6104		320-0852		宇都宮市下砥上町字並塚643番地1

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーション石橋		0285-52-2293		0285-52-2268		329-0511		下野市石橋628番地		最近、訪問依頼が増えてきていますが、私たち看護師の力量不足から利用者家族へ満足のいく看護が提供できないように感じています。現在の、利用者家族から教わることが多くあり、私たちが勉強になります。ただ、訪問していて思うことは、ご両親の今までの経験でケアが進み危険であり、指導させていただいても理解が得られないこともあり、ジレンマとなっています。例）誤嚥性肺炎を繰り返している方にヘッドアップして食事を摂るよう説明してもフラットのままであったり、他の方でPEG造設されているので、栄養はPEGからにして経口からは楽しみ程度にしてと言っても、食事を経口から摂るなど。 サイキン ホウモン イライ フ ワタクシ カンゴシ リキリョウ ブソク リヨウシャ カゾク マンゾク カンゴ テイキョウ カン ゲンザイ リヨウシャ カゾク オソ オオ ワタシ ベンキョウ ホウモン オモ リョウシン イマ ケイケン スス キケン シドウ リカイ エ レイ ゴエンセイ ハイエン ク カエ カタ ショクジ ト セツメイ ホカ カタ ゾウ セツ エイヨウ ケイコウ タノ テイド イ ショクジ ケイコウ ト

		承諾 ショウダク		マロニエ訪問看護ステーション		0287-37-6322		0287-39-3305		329-2763		那須塩原市井口537-3 にしなすの総合在宅ｹｱｾﾝﾀｰ内

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーション佐野		0283-86-7013		0283-86-7031		327-0847		佐野市天神町７７４－２２ メープルハイツ１０１号室

		承諾 ショウダク		とちぎ訪問看護ステーションくろばね		0287-54-0507		0287-54-0580		324-0241		大田原市黒羽向町142番地

		承諾 ショウダク		鹿沼訪問看護ステーション		0289-60-5650		0289-60-1687		322-0021		鹿沼市上野町320-3高橋ビル１階１０３号室

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションほっと		028-626-5739		028-625-8201		321-0974		宇都宮市竹林町958

		承諾 ショウダク		芳賀赤十字訪問看護ステーション		0285-84-8266		0285-84-8266		321-4306		真岡市台町2461		当ステーションは今年度小児在宅医との連携を開始することができました。安心して在宅療養を継続できるよう、多職種と連携し、実施しています。高齢者が介護サービスを選択するように、サービスの充実は得られていません。現実は家族だけで利用者（児）のケアを実施しているケースもあり家族の介護負担は大きいと考えます。負担軽減のためには、スムーズなレスパイト入院や日中の一時お預かり等充実した施設が増えることでさらに安心した療養環境の提供ができると思います。よろしくお願いいたします。 トウ コンネンド ショウニ ザイタク イ レンケイ カイシ アンシン ザイタク リョウヨウ ケイゾク タ ショクシュ レンケイ ジッシ コウレイシャ カイゴ センタク ジュウジツ エ ゲンジツ カゾク リヨウシャ ジ ジッシ カゾク カイゴ フタン オオ カンガ フタン ケイゲン ニュウイン ニッチュウ イチジ アズ ナド ジュウジツ シセツ フ アンシン リョウヨウ カンキョウ テイキョウ オモ ネガ

		承諾 ショウダク		とちぎ訪問看護ステーションみぶ		0282-82-7262		0282-82-7260		321-0218		下都賀郡壬生町落合1-18-12		病院との連携が大切。在宅生活を支援するためにチームで対応する（介護者の支援） ビョウイン レンケイ タイセツ ザイタク セイカツ シエン タイオウ カイゴシャ シエン

		承諾 ショウダク		ＷＡＤＥＷＡＤＥ訪問看護ステーション		028-666-5420		028-666-5460		321-0923		栃木県宇都宮市下栗町2913-1 ３２１－０９２３		重心の方を看る側（介護者）の負担軽減の必要性を感じてしまいます。まだまだ「私がやらなければ」という気持ちが強く、様々な資源活用へと動きが進むような発信が大切だと思っています。 ジュウシン カタ ミ ガワ カイゴシャ フタン ケイゲン ヒツヨウセイ カン ワタシ キモ ツヨ サマザマ シゲン カツヨウ ウゴ スス ハッシン タイセツ オモ

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションあい		0287-83-8035		0287-83-8222		321-0628		那須烏山市金井2-5-9 ベンチャープラザ7号室 ゴウシツ		小児や重心など医療依存度が高い方には家族が安心して預けられる事業所とスタッフが必要です（レスパイトの本当の意味で）訪問看護スタッフが動きやすい仕組みがあればもっと介入できると思います。例えば在宅以外への支援での算定が可能になる。長時間支援が可能になるなど。在宅支援診療所が多ければ助かります。開業医で努力してくださる医師の力で乗り切っている地域は特にそう感じます。後方病院親元病院との連携、地域との調整などスムーズにシームレスに行われるとうれしいです。行政からの介入が少なく、制度のことなど知らないまま苦労されている方が多いので、窓口での丁寧かつタイミングよく助言をしていただくと嬉しいです。 ショウニ ジュウシン イリョウ イゾンド タカ カタ カゾク アンシン アズ ジギョウショ ヒツヨウ ホントウ イミ ホウモン カンゴ ウゴ シク カイニュウ オモ タト ザイタク イガイ シエン サンテイ カノウ チョウジカン シエン カノウ ザイタク シエン シンリョウジョ オオ タス カイギョウイ ドリョク イシ チカラ ノ キ チイキ トク カン コウホウ ビョウイン オヤモト ビョウイン レンケイ チイキ チョウセイ オコナ ギョウセイ カイニュウ スク セイド シ クロウ カタ オオ マドグチ テイネイ ジョゲン ウレ

		承諾 ショウダク		あおい訪問看護ステーション		0284-73-9456		0284-72-7600		326-0831		足利市堀込町2556 セレッソ・コート１階

		承諾 ショウダク		那須赤十字訪問看護ステーション		0287-23-8866		0287-23-8903		324-8686		大田原市中田原1081-4

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションゆりの木		0287-47-5123		0287-47-5124		324-0028		大田原市山の手1-1-7 ヤマ テ		重症心身障害児施設で勤務したことのある看護師が2名いますので積極的に依頼があれば支援させていただきたいと思っています。こどもはやはり親元で成長発達できることが何よりも必要なことであると思っています。 ジュウショウ シンシン ショウガイ ジ シセツ キンム カンゴシ メイ セッキョクテキ イライ シエン オモ オヤモト セイチョウ ハッタツ ナニ ヒツヨウ オモ

		承諾 ショウダク		ライフ訪問看護リハビリテーション		0284-64-8799		0284-64-8335		326-0831		足利市堀込町2656-7　ASKビル３０１号		この件に関する研修の案内が少ないため、学ぶ機会をもっと増やしてほしい ケン カン ケンシュウ アンナイ スク マナ キカイ フ

		承諾 ショウダク		わくわく訪問看護ステーションおやま		0285-24-6575		0285-20-0255		323-0022		小山市駅東通り3-9-6		自立支援のケアマネージャーがいるが、医療福祉行政をうまく連携してまとめる役割が果たせていない。それぞれが別々で動いており、介護者が困ったときの相談窓口に迷う。 ジリツ シエン イリョウ フクシ ギョウセイ レンケイ ヤクワリ ハ ベツベツ ウゴ カイゴシャ コマ ソウダン マドグチ マヨ

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーション風		028-612-1333		028-612-1384		321-0117		宇都宮市城南3丁目5-6

		承諾 ショウダク		宮の橋訪問看護ステーション		028-635-9839		028-635-9839		321-0963		宇都宮市南大通り1-1-23		レスパイト等受け入れ先が少ない。市のコーディネーター様がご多忙の様子であり、要望に対しての対応にかなりの時間を要する（対応されないこともある）。年度変わるときなど、担当者（市）の引き継ぎがされず、進んでいた調整も振り出しに戻ってしまうことがある。 トウ ウ イ サキ スク シ サマ タボウ ヨウス ヨウボウ タイ タイオウ ジカン ヨウ タイオウ ネンド カ タントウシャ シ ヒ ツ スス チョウセイ フ ダ モド

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションオリーブ		0282-27-8414		0282-27-8415		328-0027		栃木市今泉町1丁目17番29号

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションマザーの家		0283-85-7771		0283-85-7772		327-0504		佐野市中町942-1

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーション卯の郷		028-682-7770		028-682-7766		329-1311		さくら市氏家2650番地

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションたかねざわ		028-680-1701		028-680-1702		329-1233		塩谷郡高根沢町宝積寺2426-8 

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションみどり		0285-45-8362		0285-45-8397		329-0214		小山市乙女786-1		訪問看護師がもっと社会資源として同行できるとよいと思う。在宅での療養はもっと看護師が活躍できる体制が整うとよいと思った。 ホウモン カンゴシ シャカイ シゲン ドウコウ オモ ザイタク リョウヨウ カンゴシ カツヤク タイセイ トトノ オモ

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションあるく		028-643-5586		028-678-8796		320-0036		宇都宮市小幡2-6-14 

		承諾 ショウダク		とちぎ訪問看護ステーションおやま		0285-39-8602		0285-39-8607		323-0827		栃木県小山市神鳥谷2251-7 ３２３－０８２７		小児の重症心身障害児の訪問看護を行っていく上で。たびたび感じるのが成長に伴った教育、就学が難しく親御さんの希望通りにいかないことが多く残念に思います。難しいところだと思いますが… ショウニ ジュウショウ シンシン ショウガイジ ホウモン カンゴ オコナ ウエ カン セイチョウ トモナ キョウイク シュウガク ムズカ オヤゴ キボウ ドオ オオ ザンネン オモ ムズカ オモ

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションここあ		028-600-3735		028-600-3736		321-2116		栃木県宇都宮市徳次郎町998-9 ３２１－２１１６







訪問看護事業所 (作業)

		Ｑ1.貴施設について、お伺いいたします キ シセツ ウカガ

		1		事業所名 ジギョウショ メイ

		2		電話番号 デンワ バンゴウ

		3		FAX番号 バンゴウ

		4		所在地 ショザイチ

		5		職員構成（常勤・非常勤は問いません） ショクイン コウセイ ジョウキン ヒジョウキン ト

						看護師 カンゴシ

						作業療法士 サギョウ リョウホウシ

						准看護師 ジュンカンゴシ

						理学療法士 リガク リョウホウシ

						保健師 ホケンシ

						言語療法士 ゲンゴ リョウホウシ

						その他 タ

		6		訪問可能な主な市町村 ホウモン カノウ オモ シチョウソン

		Q2.いままでに以下の項目を在宅看護で行ったことがありますか（あるものすべてにチェックをしてください） イカ コウモク ザイタク カンゴ オコナ

								成人在宅 セイジン ザイタク				小児在宅 ショウニ ザイタク

				在宅人工呼吸器の管理 ザイタク ジンコウ コキュウキ カンリ

				気管カニューレの交換 キカン コウカン

				気管カニューレ部位のガーゼ交換 キカン ブイ コウカン

				気管内吸引 キカンナイ キュウイン

				食事介助 ショクジ カイジョ

				経鼻チューブの交換 ケイビ コウカン

				胃瘻の管理 イロウ カンリ

				経管栄養の注入 ケイカン エイヨウ チュウニュウ

				ストーマの管理 カンリ

				尿道カテーテルの管理 ニョウドウ カンリ

				導尿 ドウニョウ

				入浴介助 ニュウヨク カイジョ

				看護師によるリハビリテーション カンゴシ

				OTもしくはPTによるリハビリテーション

				中心静脈カテーテル管理 チュウシン ジョウミャク カンリ

				高カロリー輸液の管理 コウ ユエキ カンリ

				薬剤の静注（抗生物質や利尿剤など） ヤクザイ ジョウチュウ コウセイ ブッシツ リニョウザイ

				麻薬による疼痛コントロール マヤク ウズ ツウ

				終末期の医療的ケア シュウマツキ イリョウテキ

				在宅での看取り ザイタク ミト

				24時間対応 ジカン タイオウ

		Q3.現時点で、依頼のあった場合、重症心身障害児（者）の在宅医療を行うことはできますか ゲンジテン イライ バアイ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ ザイタク イリョウ オコナ

		1		できる

		2		できない

		3		要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン

		Q4.依頼があった場合に可能な医療的ケアと身体介護についてお答えください イライ バアイ カノウ イリョウテキ シンタイ カイゴ コタ

		※個別シートにて対応 コベツ タイオウ



				Ｑ1.貴施設について、お伺いいたします キ シセツ ウカガ																																												Q2.いままでに以下の項目を在宅看護で行ったことがありますか（あるものすべてにチェックをしてください）【1.ある、0.ない】 イカ コウモク ザイタク カンゴ オコナ																																																																																				Q3		Q4.依頼があった場合に可能な医療的ケアと身体介護についてお答えください【1.できる、2.できない、3.要相談（条件による）】 イライ バアイ カノウ イリョウテキ シンタイ カイゴ コタ ヨウ ソウダン ジョウケン																																																																																																																																																																																																																		Q5.重症心身障害児（者）の方に対する医療、在宅生活等についてお気づきのことなど、ご自由にお書きください ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ カタ タイ イリョウ ザイタク セイカツナド キ ジユウ カ

				事業所名 ジギョウショ メイ		電話番号 デンワ バンゴウ		FAX番号 バンゴウ		郵便番号 ユウビンバンゴウ		所在地 ショザイチ		職員構成（常勤・非常勤は問いません）【人数：名】 ショクイン コウセイ ジョウキン ヒジョウキン ト ニンズウ メイ																																訪問可能な主な市町村 ホウモン カノウ オモ シチョウソン		在宅人工呼吸器の管理 ザイタク ジンコウ コキュウキ カンリ				気管カニューレの交換 キカン コウカン				気管カニューレ部位のガーゼ交換 キカン ブイ コウカン				気管内吸引 キカンナイ キュウイン				食事介助 ショクジ カイジョ				経鼻チューブの交換 ケイビ コウカン				胃瘻の管理 イロウ カンリ				経管栄養の注入 ケイカン エイヨウ チュウニュウ				ストーマの管理 カンリ				尿道カテーテルの管理 ニョウドウ カンリ				導尿 ドウニョウ				入浴介助 ニュウヨク カイジョ				看護師によるリハビリテーション カンゴシ				OTもしくはPTによるリハビリテーション				中心静脈カテーテル管理 チュウシン ジョウミャク カンリ				高カロリー輸液の管理 コウ ユエキ カンリ				薬剤の静注（抗生物質や利尿剤など） ヤクザイ ジョウチュウ コウセイ ブッシツ リニョウザイ				麻薬による疼痛コントロール マヤク ウズ ツウ				終末期の医療的ケア シュウマツキ イリョウテキ				在宅での看取り ザイタク ミト				24時間対応 ジカン タイオウ						在宅人工呼吸器の管理 ザイタク ジンコウ コキュウキ カンリ										気管カニューレの交換 キカン コウカン										気管カニューレの管理（日常の交換以外の対応） キカン カンリ ニチジョウ コウカン イガイ タイオウ										気管内吸引 キカンナイ キュウイン										食事介助 ショクジ カイジョ										経鼻チューブの交換 ケイビ コウカン										ストーマの管理 カンリ										尿道カテーテルの管理 ニョウドウ カンリ										導尿 ドウニョウ										入浴介助 ニュウヨク カイジョ										看護師によるリハビリテーション カンゴシ										OTもしくはPTによるリハビリテーション										中心静脈カテーテル管理 チュウシン ジョウミャク カンリ										高カロリー輸液の管理 コウ ユエキ カンリ										薬剤の静注（抗生物質や利尿剤など） ヤクザイ ジョウチュウ コウセイ ブッシツ リニョウザイ										麻薬による疼痛コントロール マヤク トウツウ										終末期の医療的ケア シュウマツキ イリョウテキ										在宅での看取り ザイタク ミト										24時間対応 ジカン タイオウ										外出の介助 ガイシュツ カイジョ										通院の介助 ツウイン カイジョ

		承諾可否 ショウダク カヒ												看護師 カンゴシ		作業療法士 サギョウ リョウホウシ		准看護師 ジュンカンゴシ		理学療法士 リガク リョウホウシ		保健師 ホケンシ		言語療法士 ゲンゴ リョウホウシ		その他 タ																						成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ				乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ

		否 ヒ		曙訪問看護ステーション アケボノ ホウモン カンゴ		028-660-7803		028-683-5306		321-0901		宇都宮市平出町413番地		8		3		0		3		0		1		0		宇都宮 ウツノミヤ		高根沢 タカネザワ														宇都宮市 ウツノミヤシ		宇都宮、高根沢 ウツノミヤ タカネザワ		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		3		2		2		2		2		3		2		2		2		2		2		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		1		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		1		1		1		3		3		3		1		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		2		2		2		2		2		いつも大変お世話になっております。当STでも数名の小児利用者をNS、PT、OTでサポートしています。又、貴院のショートステイを利用させて頂いております。ご利用者様、家族が安心して過ごせるよう地域でサポートできたらと考えています。どうぞよろしくお願い申し上げます。 タイヘン セワ トウ スウメイ ショウニ リヨウシャ マタ キ イン リヨウ イタダ リヨウシャサマ カゾク アンシン ス チイキ カンガ ネガ モウ ア

		否 ヒ		とちぎメディカルセンター		0282-22-5810		0282-225812		328-0043		栃木市境町27-21		9		0		4		1		0		1		2		栃木市 トチギシ		小山市 オヤマシ		壬生町 ミブマチ												栃木市 トチギシ		栃木市、小山市、壬生町 トチギシ オヤマシ ミブマチ		1		1		1		0		1		1		1		1		1		0		1		0		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		0		1		1		3		2		1		1		1		1		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		2		2		2		1		1		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		1		1		1		1		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		2		2		2		2		2

		否 ヒ		あいケアステーション		0282-23-6221		0282-24-9850		328-0074		栃木市薗部町2-5-9		1		0		2		2		0		0		0		栃木市 トチギシ																栃木市 トチギシ		栃木市 トチギシ		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		3		2		2		2		2		3		2		2		2		2		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		3		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		3		2		2		2		2		3		2		2		2		2		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		2		2		2		2		3

		否 ヒ		訪問看護ステーションこすもす		0285-80-5511		0285-80-5512		321-4337		真岡市上高間木2-24-4		4		2		0		1		0		0		0																		鹿沼市 カヌマシ				1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		3		2		2		2		3		3		2		2		2		3		3		2		2		2		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		3		3		3		3		3		3		3		2		2		2		3		3		2		2		2		3		3		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		2		2		2		2		3		2		2		2		2		3		2		2		2		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		1		3		3		3		3		3		2		2		2		2		2		緊急時に主治医又はバッックベットのある病院との連携がとれる体制が整っていないと、在宅での対応に不安があります。
現在のところ、小児科、精神科看護を経験したスタッフがいない為、受け入れに不安がありますので今回はガイドマップ等に公表することに同意する事は控えさせていただきたいと思います。 キンキュウジ シュジイ マタ ビョウイン レンケイ タイセイ トトノ ザイタク タイオウ フアン ゲンザイ ショウニカ セイシンカ カンゴ ケイケン タメ ウ イ フアン コンカイ ナド コウヒョウ ドウイ コト ヒカ オモ

		否 ヒ		訪問看護ステーションひばり		0289-64-7226		0289-64-2225		322-8550		鹿沼市下田町1-1033		6		1		0		1		0		0		0		鹿沼市 カヌマシ																那須塩原市 ナスシオバラ シ		市内及び近隣市 シナイ オヨ キンリン シ		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		0		1		1		2

chizuru_tanaka: 未記入		1		1		2		2		1		2		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		1		3		3		1		1		1		3		3		3		3		1		3		3		1		1		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		1		3		3		3		1		1		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1

		否 ヒ		訪問看護ステーション那須		0287-73-5048		0287-63-4566		325-0023		那須塩原市豊浦10-706		5		0		2		0		0		0		0		那須塩原市 ナスシオバラ シ		大田原市 オオタワラシ		那須町 ナスマチ												大田原市 オオタワラシ		那須塩原市、大田原市、那須町 ナスシオバラ シ オオタワラシ ナスマチ		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		0		0		1		0		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		2

chizuru_tanaka: 未記入		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1

		承諾 ショウダク		さくら訪問看護ステーション		0287-29-3252		0287-29-3252		324-0058		大田原市紫塚3-2633-10		5		0		0		1		0		0		0		大田原市 オオタワラシ		那須塩原市 ナスシオバラ シ		矢板市 ヤイタシ												野木町 ノギマチ		大田原市、那須塩原市、矢板市 オオタワラシ ナスシオバラ シ ヤイタ シ		1		0		1		1		1		1		1		1		1		0		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		0		1		1		3		3		3		3		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		小児の受入数（実績）が少ないので、実際依頼があった場合、入院中から手技等の指導を受けたいと思います。 ショウニ ウケイレスウ ジッセキ スク ジッサイ イライ バアイ ニュウインチュウ シュギ ナド シドウ ウ オモ

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションたんぽぽ		0280-57-1888		0280-57-3819		329-0101		下都賀郡野木町友沼5119-12		20		3		0		5		0		0		2		野木町 ノギマチ		小山市 オヤマシ		旧藤岡町 キュウ フジオカマチ												宇都宮市 ウツノミヤシ		野木町、小山市、旧藤岡町 ノギマチ オヤマシ キュウ フジオカマチ		1		1		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		1		1		1		1		1		1		0		0		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		3		1		1		1		1		1		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		3		3		3		3		3		1		1		3		2		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		2		2		2		2		2		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		受け入れてくれる訪問看護Stの数が少ないと思います。研修会の機会を設けてサービス体制が構築できると良いと思います。 ウ イ ホウモン カンゴ カズ スク オモ ケンシュウカイ キカイ モウ タイセイ コウチク ヨ オモ

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションうつのみや		028-612-6103		028-612-6104		320-0852		宇都宮市下砥上町字並塚643番地1		11		0		0		0		0		0		1		宇都宮市 ウツノミヤシ		壬生町 ミブマチ														下野市 シモノ シ		宇都宮市、壬生町 ウツノミヤシ ミブマチ		1		1		0		0		1		1		1		1		1		0		0		0		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		2

chizuru_tanaka: 未記入		3		3		3		3		1		2		2		2		2		2		3		3		3		1		1		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		3		3		3		1		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		3		3		3		1		1		3		3		3		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーション石橋		0285-52-2293		0285-52-2268		329-0511		下野市石橋628番地		7		0		0		1		0		0		1		下野市 シモノ シ		上三川町 カミノカワマチ		壬生町 ミブマチ		宇都宮市 ウツノミヤシ										那須塩原市 ナスシオバラ シ		下野市、上三川町、壬生町、宇都宮市（部） シモノ シ カミノカワマチ ミブマチ ウツノミヤシ ブ		1		1		0		0		1		1		1		1		1		0		1		0		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		3		1		1		1		1		1		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		1		3		3		3		3		3		3		3		3		1		1		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		2		2		2		2		2		最近、訪問依頼が増えてきていますが、私たち看護師の力量不足から利用者家族へ満足のいく看護が提供できないように感じています。現在の、利用者家族から教わることが多くあり、私たちが勉強になります。ただ、訪問していて思うことは、ご両親の今までの経験でケアが進み危険であり、指導させていただいても理解が得られないこともあり、ジレンマとなっています。例）誤嚥性肺炎を繰り返している方にヘッドアップして食事を摂るよう説明してもフラットのままであったり、他の方でPEG造設されているので、栄養はPEGからにして経口からは楽しみ程度にしてと言っても、食事を経口から摂るなど。 サイキン ホウモン イライ フ ワタクシ カンゴシ リキリョウ ブソク リヨウシャ カゾク マンゾク カンゴ テイキョウ カン ゲンザイ リヨウシャ カゾク オソ オオ ワタシ ベンキョウ ホウモン オモ リョウシン イマ ケイケン スス キケン シドウ リカイ エ レイ ゴエンセイ ハイエン ク カエ カタ ショクジ ト セツメイ ホカ カタ ゾウ セツ エイヨウ ケイコウ タノ テイド イ ショクジ ケイコウ ト

		承諾 ショウダク		マロニエ訪問看護ステーション		0287-37-6322		0287-39-3305		329-2763		那須塩原市井口537-3 にしなすの総合在宅ｹｱｾﾝﾀｰ内		5		7		0		5		0		2		1		那須塩原市 ナスシオバラ シ		那須町 ナスマチ		大田原市 オオタワラシ												足利市 アシカガシ		那須塩原市、那須町、大田原市　リハビリのみ→那珂川町訪問可能 ナスシオバラ シ ナスマチ オオタワラシ ナカガワ マチ ホウモン カノウ		1		1		1		0		1		1		1		1		0		0		0		1		1		1		1		1		1		0		1		1		1		1		1		1		0		0		1		1		1		0		1		0		0		0		1		0		1		1		1		1		1		1		3		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーション佐野		0283-86-7013		0283-86-7031		327-0847		佐野市天神町７７４－２２ メープルハイツ１０１号室		3		0		1		0		0		0		1		足利市 アシカガシ		佐野市 サノシ		栃木市 トチギシ												大田原市 オオタワラシ		足利市、佐野市、栃木市（旧岩船市） アシカガシ サノシ トチギシ キュウ イワフネ シ		0		0		0		0		1		0		1		0		1		0		0		0		1		0		0		0		1		0		1		0		0		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		2		2		2		2		2		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1

		承諾 ショウダク		とちぎ訪問看護ステーションくろばね		0287-54-0507		0287-54-0580		324-0241		大田原市黒羽向町142番地		6		0		0		0		1		0		2		大田原市 オオタワラシ		那須塩原市 ナスシオバラ シ		那須町 ナスマチ		那珂川町 ナカガワマチ										鹿沼市 カヌマシ		大田原市、那須塩原市、那須町、那珂川町 オオタワラシ ナスシオバラ シ ナスマチ ナカガワマチ		1		0		0		0		1		1		1		1		1		0		1		0		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		3		3		3		3		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		1		2		2		2		2		2		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3

		承諾 ショウダク		鹿沼訪問看護ステーション		0289-60-5650		0289-60-1687		322-0021		鹿沼市上野町320-3高橋ビル１階１０３号室		5		0		0		0		0		0		0		鹿沼市 カヌマシ		旧宇都宮市 キュウ ウツノミヤシ		旧今市市 キュウ イマイチシ		壬生町 ミブマチ		西片町 ニシカタマチ								宇都宮市 ウツノミヤシ		鹿沼市、旧宇都宮市、旧今市市、壬生町、西片町 カヌマシ キュウ ウツノミヤシ キュウ イマイチシ ミブマチ ニシカタマチ		0		0		0		0		0		0		1		0		1		0		0		0		1		0		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		2

chizuru_tanaka: 未記入		2		2		2		2		1		2		2		2		2		3		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションほっと		028-626-5739		028-625-8201		321-0974		宇都宮市竹林町958		11		0		0		2		0		0		0		宇都宮市 ウツノミヤシ																真岡市 モオカシ		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2

		承諾 ショウダク		芳賀赤十字訪問看護ステーション		0285-84-8266		0285-84-8266		321-4306		真岡市台町2461		6		0		0		0		0		0		0		真岡市 モオカシ		益子町 マシコマチ		芳賀町 ハガマチ		茂木町 モギマチ										上三川町 カミノカワマチ		芳賀郡全域（真岡市、益子町、芳賀町、茂木町） ハガ グン ゼンイキ モオカシ マシコマチ ハガマチ モギ マチ		1		1		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		3		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		当ステーションは今年度小児在宅医との連携を開始することができました。安心して在宅療養を継続できるよう、多職種と連携し、実施しています。高齢者が介護サービスを選択するように、サービスの充実は得られていません。現実は家族だけで利用者（児）のケアを実施しているケースもあり家族の介護負担は大きいと考えます。負担軽減のためには、スムーズなレスパイト入院や日中の一時お預かり等充実した施設が増えることでさらに安心した療養環境の提供ができると思います。よろしくお願いいたします。 トウ コンネンド ショウニ ザイタク イ レンケイ カイシ アンシン ザイタク リョウヨウ ケイゾク タ ショクシュ レンケイ ジッシ コウレイシャ カイゴ センタク ジュウジツ エ ゲンジツ カゾク リヨウシャ ジ ジッシ カゾク カイゴ フタン オオ カンガ フタン ケイゲン ニュウイン ニッチュウ イチジ アズ ナド ジュウジツ シセツ フ アンシン リョウヨウ カンキョウ テイキョウ オモ ネガ

		承諾 ショウダク		とちぎ訪問看護ステーションみぶ		0282-82-7262		0282-82-7260		321-0218		下都賀郡壬生町落合1-18-12		16		0		0		0		0		0		1		上三川町 カミノカワマチ		下野市 シモツケシ		壬生町 ミブマチ		宇都宮市 ウツノミヤシ										宇都宮市 ウツノミヤシ		上三川町、下野市、壬生町、宇都宮 カミノカワマチ シモノ シ ミブ チョウ ウツノミヤ		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		1		0		1		1		1		1		1		1		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		病院との連携が大切。在宅生活を支援するためにチームで対応する（介護者の支援） ビョウイン レンケイ タイセツ ザイタク セイカツ シエン タイオウ カイゴシャ シエン

		承諾 ショウダク		ＷＡＤＥＷＡＤＥ訪問看護ステーション		028-666-5420		028-666-5460		321-0923		栃木県宇都宮市下栗町2913-1 ３２１－０９２３		12		0		0		0		0		0		0		宇都宮市 ウツノミヤシ		上三川町 カミノカワマチ														那須烏山市 ナスカラスヤマシ		宇都宮市、上三川町、 ウツノミヤシ カミノカワマチ		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		0		0		1		0		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		重心の方を看る側（介護者）の負担軽減の必要性を感じてしまいます。まだまだ「私がやらなければ」という気持ちが強く、様々な資源活用へと動きが進むような発信が大切だと思っています。 ジュウシン カタ ミ ガワ カイゴシャ フタン ケイゲン ヒツヨウセイ カン ワタシ キモ ツヨ サマザマ シゲン カツヨウ ウゴ スス ハッシン タイセツ オモ

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションあい		0287-83-8035		0287-83-8222		321-0628		那須烏山市金井2-5-9 ベンチャープラザ7号室 ゴウシツ		8		0		1		0		0		0		1		那須烏山市 ナスカラスヤマシ		那珂川町 ナカガワマチ		茂木町 モギマチ		一貝町 イチ ガイ チョウ										足利市 アシカガシ		那須烏山市、那珂川町、茂木町、一貝町 ナスカラスヤマシ ナカガワマチ モギマチ イチ ガイ マチ		1		1		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		0		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		小児や重心など医療依存度が高い方には家族が安心して預けられる事業所とスタッフが必要です（レスパイトの本当の意味で）訪問看護スタッフが動きやすい仕組みがあればもっと介入できると思います。例えば在宅以外への支援での算定が可能になる。長時間支援が可能になるなど。在宅支援診療所が多ければ助かります。開業医で努力してくださる医師の力で乗り切っている地域は特にそう感じます。後方病院親元病院との連携、地域との調整などスムーズにシームレスに行われるとうれしいです。行政からの介入が少なく、制度のことなど知らないまま苦労されている方が多いので、窓口での丁寧かつタイミングよく助言をしていただくと嬉しいです。 ショウニ ジュウシン イリョウ イゾンド タカ カタ カゾク アンシン アズ ジギョウショ ヒツヨウ ホントウ イミ ホウモン カンゴ ウゴ シク カイニュウ オモ タト ザイタク イガイ シエン サンテイ カノウ チョウジカン シエン カノウ ザイタク シエン シンリョウジョ オオ タス カイギョウイ ドリョク イシ チカラ ノ キ チイキ トク カン コウホウ ビョウイン オヤモト ビョウイン レンケイ チイキ チョウセイ オコナ ギョウセイ カイニュウ スク セイド シ クロウ カタ オオ マドグチ テイネイ ジョゲン ウレ

		承諾 ショウダク		あおい訪問看護ステーション		0284-73-9456		0284-72-7600		326-0831		足利市堀込町2556 セレッソ・コート１階		16		0		0		4		0		0		0		足利市 アシカガシ		佐野市 サノシ														大田原市 オオタワラシ		足利市とその周辺（佐野市、館林市、巴楽町、太田市、桐生市） アシカガシ シュウヘン サノシ タテバヤシシ トモエ ラク マチ オオタシ キリュウシ		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1

		承諾 ショウダク		那須赤十字訪問看護ステーション		0287-23-8866		0287-23-8903		324-8686		大田原市中田原1081-4		8		1		0		0		0		0		0		大田原市 オオタワラシ		那須塩原市 ナスシオバラ シ														大田原市 オオタワラシ		大田原市、那須塩原市（一部を除く） オオタワラシ ナスシオバラ シ イチブ ノゾ		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		1		1		0		1		0		1		1		1		0		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションゆりの木		0287-47-5123		0287-47-5124		324-0028		大田原市山の手1-1-7 ヤマ テ		4		0		0		0		0		0		0		大田原市 オオタワラシ		那須塩原市 ナスシオバラ シ		那珂川町 ナカガワマチ												足利市 アシカガシ		大田原市、那須塩原市、那珂川町 オオタワラシ ナスシオバラ シ ナカガワマチ		1		1		1		0		1		1		1		1		0		0		0		1		1		0		1		1		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		0		0		1		0		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		3		1		1		1		1		2		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		3		1		1		1		1		3		1		1		1		1		1		1		1		1		3		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		3		3		1		3		3		1		1		1		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		重症心身障害児施設で勤務したことのある看護師が2名いますので積極的に依頼があれば支援させていただきたいと思っています。こどもはやはり親元で成長発達できることが何よりも必要なことであると思っています。 ジュウショウ シンシン ショウガイ ジ シセツ キンム カンゴシ メイ セッキョクテキ イライ シエン オモ オヤモト セイチョウ ハッタツ ナニ ヒツヨウ オモ

		承諾 ショウダク		ライフ訪問看護リハビリテーション		0284-64-8799		0284-64-8335		326-0831		足利市堀込町2656-7　ASKビル３０１号		5		0		0		1		0		0		0		足利市 アシカガシ		佐野市 サノシ														小山市 オヤマシ		足利市、佐野市、館林市、邑楽郡、太田市、桐生市 アシカガシ サノシ タテバヤシシ オウラ グン オオタシ キリュウシ		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		この件に関する研修の案内が少ないため、学ぶ機会をもっと増やしてほしい ケン カン ケンシュウ アンナイ スク マナ キカイ フ

		承諾 ショウダク		わくわく訪問看護ステーションおやま		0285-24-6575		0285-20-0255		323-0022		小山市駅東通り3-9-6		11		0		0		5		0		0		0		小山市 オヤマシ		下野市 シモツケシ		栃木市 トチギシ												宇都宮市 ウツノミヤシ		小山市、結城市（茨城県）、下野市の一部、栃木市（PTのみ） オヤマシ ユウキシ イバラキケン シモノ シ イチブ トチギシ		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		1		1		1		1		3		3		3		1		1		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		自立支援のケアマネージャーがいるが、医療福祉行政をうまく連携してまとめる役割が果たせていない。それぞれが別々で動いており、介護者が困ったときの相談窓口に迷う。 ジリツ シエン イリョウ フクシ ギョウセイ レンケイ ヤクワリ ハ ベツベツ ウゴ カイゴシャ コマ ソウダン マドグチ マヨ

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーション風		028-612-1333		028-612-1384		321-0117		宇都宮市城南3丁目5-6		3		1		0		1		0		0		0		宇都宮市 ウツノミヤシ		鹿沼市 カヌマシ		下野市 シモツケシ		壬生町 ミブマチ										宇都宮市 ウツノミヤシ		宇都宮、鹿沼、下野、壬生 ウツノミヤ カヌマ シモノ ミブ		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		1		1		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1

		承諾 ショウダク		宮の橋訪問看護ステーション		028-635-9839		028-635-9839		321-0963		宇都宮市南大通り1-1-23		7		0		0		1		0		0		0		宇都宮市 ウツノミヤシ																栃木市 トチギシ		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		1		1		0		1		1		1		1		1		0		0		0		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		レスパイト等受け入れ先が少ない。市のコーディネーター様がご多忙の様子であり、要望に対しての対応にかなりの時間を要する（対応されないこともある）。年度変わるときなど、担当者（市）の引き継ぎがされず、進んでいた調整も振り出しに戻ってしまうことがある。 トウ ウ イ サキ スク シ サマ タボウ ヨウス ヨウボウ タイ タイオウ ジカン ヨウ タイオウ ネンド カ タントウシャ シ ヒ ツ スス チョウセイ フ ダ モド

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションオリーブ		0282-27-8414		0282-27-8415		328-0027		栃木市今泉町1丁目17番29号		7		0		0		0		0		0		0		栃木市 トチギシ		小山市 オヤマシ		下野市 シモツケシ		壬生町 ミブマチ										佐野市 サノシ		栃木市、小山市、下野市、壬生町 トチギシ オヤマシ シモノ シ ミブ マチ		1		1		1		0		1		1		1		1		0		0		0		0		1		1		1		1		0		0		1		1		1		0		1		1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションマザーの家		0283-85-7771		0283-85-7772		327-0504		佐野市中町942-1		2		0		3		0		0		0		0		佐野市 サノシ																さくら市 シ		佐野市 サノシ		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーション卯の郷		028-682-7770		028-682-7766		329-1311		さくら市氏家2650番地		3		0		0		0		0		0		0		さくら市 シ		塩谷町 シオヤ マチ		那須烏山市 ナスカラスヤマシ		宇都宮市 ウツノミヤシ		高根沢町 タカネザワマチ								高根沢町 タカネザワマチ		さくら市（周辺15ｋｍ以内）、塩谷町、那須烏山市、宇都宮市、高根沢町 シ シュウヘン イナイ シオヤ マチ ナスカラスヤマシ ウツノミヤシ タカネザワ マチ		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		3		3		3		3		3		1		2		2		2		2		2		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		2		2		2		3		3		3		3		1		1		1		3		3		3		3		1		2		2		2		2		2		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		2		2		2		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションたかねざわ		028-680-1701		028-680-1702		329-1233		塩谷郡高根沢町宝積寺2426-8 		16		0		0		0		0		0		0		高根沢町 タカネザワマチ		さくら市 シ		那須烏山市 ナスカラスヤマシ		芳賀町 ハガマチ		一貝町 イチ ガイ チョウ		茂木町 モギマチ		益子町 マシコ チョウ		宇都宮市 ウツノミヤシ		小山市 オヤマシ		高根沢町、さくら市、那須烏山市、芳賀町、市貝町、茂木町、益子町、宇都宮市 タカネザワマチ シ ナスカラスヤマシ ハガ マチ イチ カイ チョウ モギマチ マシコ チョウ ウツノミヤシ		1		1		1		0		1		1		1		1		1		0		1		0		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		2		2		2		2		2

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションみどり		0285-45-8362		0285-45-8397		329-0214		小山市乙女786-1		3		0		1		0		0		0		0		小山市 オヤマシ		栃木市 トチギシ		古河市 コガシ												宇都宮市 ウツノミヤシ		小山市、栃木市、古河市、結城市 オヤマシ トチギシ コガシ ユウキシ		0		0		1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		1		0		1		0		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		3		2		2		2		3		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		1		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		1		1		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		訪問看護師がもっと社会資源として同行できるとよいと思う。在宅での療養はもっと看護師が活躍できる体制が整うとよいと思った。 ホウモン カンゴシ シャカイ シゲン ドウコウ オモ ザイタク リョウヨウ カンゴシ カツヤク タイセイ トトノ オモ

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションあるく		028-643-5586		028-678-8796		320-0036		宇都宮市小幡2-6-14 		5		0		1		0		0		0		1		宇都宮市 ウツノミヤシ																小山市 オヤマシ		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		0		1		0		1		0		1		0		0		1		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3

		承諾 ショウダク		とちぎ訪問看護ステーションおやま		0285-39-8602		0285-39-8607		323-0827		栃木県小山市神鳥谷2251-7 ３２３－０８２７		12		0		0		0		0		0		1		小山市 オヤマシ		下野市 シモツケシ		野木町 ノギマチ												宇都宮市 ウツノミヤシ		小山市、下野市（南部）、野木町（北部） オヤマシ シモノ シ ナンブ ノギ マチ ホクブ		1		1		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		1		1		1		0		0		1		0		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		3		3		1		1		1		3		1		1		1		1		小児の重症心身障害児の訪問看護を行っていく上で。たびたび感じるのが成長に伴った教育、就学が難しく親御さんの希望通りにいかないことが多く残念に思います。難しいところだと思いますが… ショウニ ジュウショウ シンシン ショウガイジ ホウモン カンゴ オコナ ウエ カン セイチョウ トモナ キョウイク シュウガク ムズカ オヤゴ キボウ ドオ オオ ザンネン オモ ムズカ オモ

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションここあ		028-600-3735		028-600-3736		321-2116		栃木県宇都宮市徳次郎町998-9 ３２１－２１１６		10		1		0		1		0		0		2		宇都宮市 ウツノミヤシ		日光市 ニッコウシ														高根沢町 タカネザワ マチ		宇都宮市、日光市、 ウツノミヤシ ニッコウシ		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2

chizuru_tanaka: 未記入		

chizuru_tanaka: 未記入		

chizuru_tanaka: 未記入		

chizuru_tanaka: 未記入		

chizuru_tanaka: 未記入		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3

																																												小山市 オヤマシ

																																												大田原市 オオタワラシ				28		21		24		11		30		23		31		24		28		14		22		17		32		21		31		19		32		6		33		7		31		8		33		20		33		18		16		9		29		2		30		4		28		3		30		3		32		6		31		4		33		22

																																												那須塩原市 ナスシオバラ シ				28		21		24		11		30		23		31		24		28		14		22		17		32		21		31		19		32		6		33		7		31		8		33		20		33		18		16		9		29		2		30		4		28		3		30		3		32		6		31		4		33		22

																																												小山市 オヤマシ

																																												壬生町 ミブマチ

																																												上三川町 カミノカワマチ

																																												那須町 ナスマチ

														260		19		15		35		1		4		16																		佐野市 サノシ				Q2.いままでに以下の項目を在宅看護で行ったことがありますか（あるものすべてにチェックをしてください）																																																																																						Q4.依頼があった場合に可能な医療的ケアと身体介護についてお答えください

				事業所名 ジギョウショ メイ		電話番号 デンワ バンゴウ		FAX番号 バンゴウ		郵便番号 ユウビンバンゴウ		所在地 ショザイチ		職員構成（常勤・非常勤は問いません）【人数：名】 ショクイン コウセイ ジョウキン ヒジョウキン ト ニンズウ メイ																														那須塩原市 ナスシオバラ シ		訪問可能な主な市町村 ホウモン カノウ オモ シチョウソン		在宅人工呼吸器の管理 ザイタク ジンコウ コキュウキ カンリ				気管カニューレの交換 キカン コウカン				気管カニューレ部位のガーゼ交換 キカン ブイ コウカン				気管内吸引 キカンナイ キュウイン				食事介助 ショクジ カイジョ				経鼻チューブの交換 ケイビ コウカン				胃瘻の管理 イロウ カンリ				経管栄養の注入 ケイカン エイヨウ チュウニュウ				ストーマの管理 カンリ				尿道カテーテルの管理 ニョウドウ カンリ				導尿 ドウニョウ				入浴介助 ニュウヨク カイジョ				看護師によるリハビリテーション カンゴシ				OTもしくはPTによるリハビリテーション				中心静脈カテーテル管理 チュウシン ジョウミャク カンリ				高カロリー輸液の管理 コウ ユエキ カンリ				薬剤の静注（抗生物質や利尿剤など） ヤクザイ ジョウチュウ コウセイ ブッシツ リニョウザイ				麻薬による疼痛コントロール マヤク ウズ ツウ				終末期の医療的ケア シュウマツキ イリョウテキ				在宅での看取り ザイタク ミト				24時間対応 ジカン タイオウ						在宅人工呼吸器の管理 ザイタク ジンコウ コキュウキ カンリ										気管カニューレの交換 キカン コウカン										気管カニューレの管理（日常の交換以外の対応） キカン カンリ ニチジョウ コウカン イガイ タイオウ										気管内吸引 キカンナイ キュウイン										食事介助 ショクジ カイジョ										経鼻チューブの交換 ケイビ コウカン										ストーマの管理 カンリ										尿道カテーテルの管理 ニョウドウ カンリ										導尿 ドウニョウ										入浴介助 ニュウヨク カイジョ										看護師によるリハビリテーション カンゴシ										OTもしくはPTによるリハビリテーション										中心静脈カテーテル管理 チュウシン ジョウミャク カンリ										高カロリー輸液の管理 コウ ユエキ カンリ										薬剤の静注（抗生物質や利尿剤など） ヤクザイ ジョウチュウ コウセイ ブッシツ リニョウザイ										麻薬による疼痛コントロール マヤク トウツウ										終末期の医療的ケア シュウマツキ イリョウテキ										在宅での看取り ザイタク ミト										24時間対応 ジカン タイオウ										外出の介助 ガイシュツ カイジョ										通院の介助 ツウイン カイジョ

														看護師 カンゴシ		作業療法士 サギョウ リョウホウシ		准看護師 ジュンカンゴシ		理学療法士 リガク リョウホウシ		保健師 ホケンシ		言語療法士 ゲンゴ リョウホウシ		その他 タ																		旧宇都宮市 キュウ ウツノミヤシ				成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ				乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ

																												訪問可能市町村 ホウモン カノウ シチョウソン		事業所数 ジギョウショ スウ														益子町 マシコマチ																																																																																								できる		18		20		19		20		27		9		11		13		13		18		22		22		22		24		30		25		25		26		29		34		25		25		26		27		31		16		17		19		21		27		21		22		23		26		32		16		18		22		25		33		16		18		22		24		32		26		25		29		30		31		18		20		22		23		30		9		10		9		9		12		20		20		23		25		31		21		22		24		27		32		14		14		16		18		27		12		12		13		15		25		18		17		19		20		28		19		18		19		21		29		23		23		24		25		33		7		7		9		10		14		5		6		7		8		11

																				成人 セイジン		小児 ショウニ						足利市 アシカガシ		3														下野市 シモツケシ																																																																																								できない		8		7		8		5		1		18		15		14		12		6		6		6		6		4		1		5		5		5		4		0		6		6		6		5		1		11		11		11		9		3		5		5		5		3		0		8		8		8		5		0		9		8		8		5		0		5		6		5		4		1		8		7		7		6		2		19		18		18		19		17		7		7		7		6		1		6		6		6		5		1		10		10		10		7		2		6		6		6		5		1		6		6		6		5		2		5		5		5		4		1		5		5		5		4		1		11		11		11		10		7		17		17		17		16		13

																		在宅人工呼吸器の管理 ザイタク ジンコウ コキュウキ カンリ		28		21						市貝町 イチ		2														上三川町 カミノカワマチ																																																																																								要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン		8		7		7		9		6		7		8		7		9		10		6		6		6		6		3		4		4		3		1		0		3		3		2		2		2		7		6		4		4		4		8		7		6		5		2		10		8		4		4		1		9		8		4		5		2		3		3		0		0		2		8		7		5		5		2		6		6		7		6		5		7		7		4		3		2		7		6		4		2		1		10		10		8		9		5		16		16		15		14		8		10		11		9		9		4		10		11		10		9		4		6		6		5		5		0		16		16		14		14		13		12		11		10		10		10

																		気管カニューレの交換 キカン コウカン		24		11						宇都宮市		13														那珂川町 ナカガワマチ

																		気管カニューレ部位のガーゼ交換 キカン ブイ コウカン		30		23						大田原市		6														佐野市 サノシ																																																																																								Ｑ4.できる

																		気管内吸引 キカンナイ キュウイン		31		24						小山市		6														那須塩原市 ナスシオバラ シ				看護師 カンゴシ		作業療法士 サギョウ リョウホウシ		准看護師 ジュンカンゴシ		理学療法士 リガク リョウホウシ		保健師 ホケンシ		言語療法士 ゲンゴ リョウホウシ		その他 タ																																																																										在宅人工呼吸器の管理		気管カニューレの交換		気管カニューレの管理
（日常の交換以外の対応）		気管内吸引		食事介助		経鼻チューブの交換		ストーマの管理		尿道カテーテルの管理		導尿		入浴介助		看護師による
リハビリテーション				OTもしくはPTによる
リハビリテーション		中心静脈カテーテル管理 チュウシン ジョウミャク カンリ		高カロリー輸液の管理 コウ ユエキ カンリ		薬剤の静注
（抗生物質や利尿剤など） ヤクザイ ジョウチュウ コウセイ ブッシツ リニョウザイ		麻薬による疼痛コントロール マヤク トウツウ		終末期の医療的ケア シュウマツキ イリョウテキ		在宅での看取り ザイタク ミト		24時間対応 ジカン タイオウ		外出の介助		通院の介助

																		食事介助 ショクジ カイジョ		28		14						鹿沼市		3														那須塩原市 ナスシオバラ シ				260		19		15		35		1		4		16																																																																								乳児～2歳 ニュウジ サイ		18		9		22		25		25		16		21		16		16		26		18		乳児～2歳 ニュウジ サイ		9		20		21		14		12		18		19		23		7		5

																		経鼻チューブの交換 ケイビ コウカン		22		17						上三川町		3														佐野市 サノシ																																																																																								3～6歳 サイ		20		11		22		25		25		17		22		18		18		25		20		3～6歳 サイ		10		20		22		14		12		17		18		23		7		6

																		胃瘻の管理 イロウ カンリ		32		21						さくら市		2														下野市 シモツケシ																																																																																								7歳～12歳 サイ サイ		19		13		22		26		26		19		23		22		22		29		22		7歳～12歳 サイ サイ		9		23		24		16		13		19		19		24		9		7

																		経管栄養の注入 ケイカン エイヨウ チュウニュウ		31		19						佐野市 サノシ		4														鹿沼市 カヌマシ				看護師 カンゴシ		260						できる		できない		要相談 ヨウ ソウダン																																																																								13～17歳 サイ		20		13		24		29		24		21		26		25		24		30		23		13～17歳 サイ		9		25		27		18		15		20		21		25		10		8

																		ストーマの管理 カンリ		32		6						塩谷町 シオヤ マチ		1														小山市 オヤマシ				作業療法士 サギョウ リョウホウシ		19						14		6		14																																																																								18歳以上 サイイジョウ		27		18		30		34		31		27		32		33		32		31		30		18歳以上 サイイジョウ		12		31		32		27		25		28		29		33		14		11













																		尿道カテーテルの管理 ニョウドウ カンリ		33		7						下野市		6														塩谷町 シオヤ マチ				准看護師 ジュンカンゴシ		15

																		導尿 ドウニョウ		31		8						高根沢町		3														さくら市 シ				理学療法士 リガク リョウホウシ		35																																																																																		Ｑ4.できない

																				成人 セイジン		小児 ショウニ

																		入浴介助 ニュウヨク カイジョ		33		20						栃木市 トチギシ		8														栃木市 トチギシ				保健師 ホケンシ		1																																																																																				在宅人工呼吸器の管理		気管カニューレの交換		気管カニューレの管理
（日常の交換以外の対応）		気管内吸引		食事介助		経鼻チューブの交換		ストーマの管理		尿道カテーテルの管理		導尿		入浴介助		看護師による
リハビリテーション				OTもしくはPTによる
リハビリテーション		中心静脈カテーテル管理 チュウシン ジョウミャク カンリ		高カロリー輸液の管理 コウ ユエキ カンリ		薬剤の静注
（抗生物質や利尿剤など） ヤクザイ ジョウチュウ コウセイ ブッシツ リニョウザイ		麻薬による疼痛コントロール マヤク トウツウ		終末期の医療的ケア シュウマツキ イリョウテキ		在宅での看取り ザイタク ミト		24時間対応 ジカン タイオウ		外出の介助		通院の介助

																		看護師によるリハビリテーション カンゴシ		33		18						那珂川町		3														下野市 シモツケシ				言語療法士 ゲンゴ リョウホウシ		4																																																																																		乳児～2歳 ニュウジ サイ		8		18		6		5		6		11		5		8		9		5		8		乳児～2歳 ニュウジ サイ		19		7		6		10		6		6		5		5		11		17

																		OTもしくはPTによるリハビリテーション		16		9						那須烏山市		3														日光市 ニッコウシ				その他 タ		16																																																																																		3～6歳 サイ		7		15		6		5		6		11		5		8		8		6		7		3～6歳 サイ		18		7		6		10		6		6		5		5		11		17

																		中心静脈カテーテル管理 チュウシン ジョウミャク カンリ		29		2						那須塩原市		6														壬生町 ミブマチ																																																																																								7歳～12歳 サイ サイ		8		14		6		5		6		11		5		8		8		5		7		7歳～12歳 サイ サイ		18		7		6		10		6		6		5		5		11		17

																		高カロリー輸液の管理 コウ ユエキ カンリ		30		4						那須町 ナスマチ		3														那須町 ナスマチ																																																																																								13～17歳 サイ		5		12		4		4		5		9		3		5		5		4		6		13～17歳 サイ		19		6		5		7		5		5		4		4		10		16

																		薬剤の静注（抗生物質や利尿剤など） ヤクザイ ジョウチュウ コウセイ ブッシツ リニョウザイ		28		3						日光市 ニッコウシ		2														矢板市 ヤイタシ																																																																																								18歳以上 サイイジョウ		1		6		1		0		1		3		0		0		0		1		2		18歳以上 サイイジョウ		17		1		1		2		1		2		1		1		7		13

																		麻薬による疼痛コントロール マヤク ウズ ツウ		30		3						野木町 ノギマチ		2														旧藤岡町 キュウ フジオカマチ

																		終末期の医療的ケア シュウマツキ イリョウテキ		32		6						芳賀町 ハガマチ		2														壬生町 ミブマチ																																																																																								Ｑ4.要相談 ヨウ ソウダン

																		在宅での看取り ザイタク ミト		31		4						益子町 マシコマチ		2														大田原市 オオタワラシ																																																																																										在宅人工呼吸器の管理		気管カニューレの交換		気管カニューレの管理
（日常の交換以外の対応）		気管内吸引		食事介助		経鼻チューブの交換		ストーマの管理		尿道カテーテルの管理		導尿		入浴介助		看護師による
リハビリテーション				OTもしくはPTによる
リハビリテーション		中心静脈カテーテル管理 チュウシン ジョウミャク カンリ		高カロリー輸液の管理 コウ ユエキ カンリ		薬剤の静注
（抗生物質や利尿剤など） ヤクザイ ジョウチュウ コウセイ ブッシツ リニョウザイ		麻薬による疼痛コントロール マヤク トウツウ		終末期の医療的ケア シュウマツキ イリョウテキ		在宅での看取り ザイタク ミト		24時間対応 ジカン タイオウ		外出の介助		通院の介助

																		24時間対応 ジカン タイオウ		33		22						壬生町 ミブマチ		7														栃木市 トチギシ																																																																																								乳児～2歳 ニュウジ サイ		8		7		6		4		3		7		8		10		9		3		8		乳児～2歳 ニュウジ サイ		6		7		7		10		16		10		10		6		16		12

																												真岡市 モオカシ		1														那須町 ナスマチ																																																																																								3～6歳 サイ		7		8		6		4		3		6		7		8		8		3		7		3～6歳 サイ		6		7		6		10		16		11		11		6		16		11

																												茂木町 モギマチ		3														旧今市市 キュウ イマイチシ																																																																																								7歳～12歳 サイ サイ		7		7		6		3		2		4		6		4		4		0		5		7歳～12歳 サイ サイ		7		4		4		8		15		9		10		5		14		10

																												矢板市 ヤイタシ		1														芳賀町 ハガマチ						Q3.現時点で、依頼のあった場合、重症心身障害児（者）の在宅医療を行うことはできますか ゲンジテン イライ バアイ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ ザイタク イリョウ オコナ																																																																																		13～17歳 サイ		9		9		6		1		2		4		5		4		5		0		5		13～17歳 サイ		6		3		2		9		14		9		9		5		14		10

																																												壬生町 ミブマチ				できる		14																																																																																		18歳以上 サイイジョウ		6		10		3		0		2		4		2		1		2		2		2		18歳以上 サイイジョウ		5		2		1		5		8		4		4		0		13		10

																																												茂木町 モギマチ				できない		6

																																												那珂川町 ナカガワマチ				要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン		14

																																												栃木市 トチギシ

																																												下野市 シモツケシ

																																												下野市 シモツケシ				在宅人工呼吸器の管理 ザイタク ジンコウ コキュウキ カンリ		気管カニューレの交換 キカン コウカン		気管カニューレ部位のガーゼ交換 キカン ブイ コウカン		気管内吸引 キカンナイ キュウイン		食事介助 ショクジ カイジョ		経鼻チューブの交換 ケイビ コウカン		胃瘻の管理 イロウ カンリ		経管栄養の注入 ケイカン エイヨウ チュウニュウ		ストーマの管理 カンリ		尿道カテーテルの管理 ニョウドウ カンリ		導尿 ドウニョウ		入浴介助 ニュウヨク カイジョ		看護師によるリハビリテーション カンゴシ		OTもしくはPTによるリハビリテーション		中心静脈カテーテル管理 チュウシン ジョウミャク カンリ		高カロリー輸液の管理 コウ ユエキ カンリ		薬剤の静注（抗生物質や利尿剤など） ヤクザイ ジョウチュウ コウセイ ブッシツ リニョウザイ		麻薬による疼痛コントロール マヤク ウズ ツウ		終末期の医療的ケア シュウマツキ イリョウテキ		在宅での看取り ザイタク ミト		24時間対応 ジカン タイオウ

																																												那須烏山市 ナスカラスヤマシ		成人 セイジン		28		24		30		31		28		22		32		31		32		33		31		33		33		16		29		30		28		30		32		31		33

																																												那須烏山市 ナスカラスヤマシ		小児 ショウニ		21		11		23		24		14		17		21		19		6		7		8		20		18		9		2		4		3		3		6		4		22

																																												古河市 コガシ

																																												野木町 ノギマチ

																																												宇都宮市 ウツノミヤシ

																																												那珂川町 ナカガワマチ

																																												壬生町 ミブマチ

																																												茂木町 モギマチ

																																												宇都宮市 ウツノミヤシ

																																												一貝町 イチ ガイ チョウ

																																												壬生町 ミブマチ

																																												壬生町 ミブマチ

																																												宇都宮市 ウツノミヤシ

																																												芳賀町 ハガマチ

																																												西片町 ニシカタマチ

																																												高根沢町 タカネザワマチ

																																												一貝町 イチ ガイ チョウ

																																												茂木町 モギマチ

																																												益子町 マシコ チョウ

																																												宇都宮市 ウツノミヤシ



成人	在宅人工呼吸器の管理	気管カニューレの交換	気管カニューレ部位のガーゼ交換	気管内吸引	食事介助	経鼻チューブの交換	胃瘻の管理	経管栄養の注入	ストーマの管理	尿道カテーテルの管理	導尿	入浴介助	看護師によるリハビリテーション	OTもしくはPT	によるリハビリテーション	中心静脈カテーテル管理	高カロリー輸液の管理	薬剤の静注（抗生物質や利尿剤など）	麻薬による疼痛コントロール	終末期の医療的ケア	在宅での看取り	24時間対応	28	24	30	31	28	22	32	31	32	33	31	33	33	16	29	30	28	30	32	31	33	小児	在宅人工呼吸器の管理	気管カニューレの交換	気管カニューレ部位のガーゼ交換	気管内吸引	食事介助	経鼻チューブの交換	胃瘻の管理	経管栄養の注入	ストーマの管理	尿道カテーテルの管理	導尿	入浴介助	看護師によるリハビリテーション	OTもしくはPTによるリハビリテーション	中心静脈カテーテル管理	高カロリー輸液の管理	薬剤の静注（抗生物質や利尿剤など）	麻薬による疼痛コントロール	終末期の医療的ケア	在宅での看取り	24時間対応	21	11	23	24	14	17	21	19	6	7	8	20	18	9	2	4	3	3	6	4	22	Q3.現時点で、依頼のあった場合、重症心身障害児（者）の在宅医療を行うことはできますか

Q3.現時点で、依頼のあった場合、重症心身障害児（者）の在宅医療を行うことはできますか	できる	できない	要相談（条件による）	14	6	14	乳児～2歳	在宅人工呼吸器の管理	気管カニューレの交換	気管カニューレの管理	
（日常の交換以外の対応）	気管内吸引	食事介助	経鼻チューブの交換	ストーマの管理	尿道カテーテルの管理	導尿	入浴介助	看護師による	
リハビリテーション	OTもしくはPTによる	
リハビリテーション	中心静脈カテーテル管理	高カロリー輸液の管理	薬剤の静注	
（抗生物質や利尿剤など）	麻薬による疼痛コントロール	終末期の医療的ケア	在宅での看取り	24時間対応	外出の介助	通院の介助	18	9	22	25	25	16	21	16	16	26	18	0	9	20	21	14	12	18	19	23	7	5	3～6歳	在宅人工呼吸器の管理	気管カニューレの交換	気管カニューレの管理	
（日常の交換以外の対応）	気管内吸引	食事介助	経鼻チューブの交換	ストーマの管理	尿道カテーテルの管理	導尿	入浴介助	看護師による	
リハビリテーション	OTもしくはPTによる	
リハビリテーション	中心静脈カテーテル管理	高カロリー輸液の管理	薬剤の静注	
（抗生物質や利尿剤など）	麻薬による疼痛コントロール	終末期の医療的ケア	在宅での看取り	24時間対応	外出の介助	通院の介助	20	11	22	25	25	17	22	18	18	25	20	0	10	20	22	14	12	17	18	23	7	6	7歳～12歳	在宅人工呼吸器の管理	気管カニューレの交換	気管カニューレの管理	
（日常の交換以外の対応）	気管内吸引	食事介助	経鼻チューブの交換	ストーマの管理	尿道カテーテルの管理	導尿	入浴介助	看護師による	
リハビリテーション	OTもしくはPTによる	
リハビリテーション	中心静脈カテーテル管理	高カロリー輸液の管理	薬剤の静注	
（抗生物質や利尿剤など）	麻薬による疼痛コントロール	終末期の医療的ケア	在宅での看取り	24時間対応	外出の介助	通院の介助	19	13	22	26	26	19	23	22	22	29	22	0	9	23	24	16	13	19	19	24	9	7	13～17歳	在宅人工呼吸器の管理	気管カニューレの交換	気管カニューレの管理	
（日常の交換以外の対応）	気管内吸引	食事介助	経鼻チューブの交換	ストーマの管理	尿道カテーテルの管理	導尿	入浴介助	看護師による	
リハビリテーション	OTもしくはPTによる	
リハビリテーション	中心静脈カテーテル管理	高カロリー輸液の管理	薬剤の静注	
（抗生物質や利尿剤など）	麻薬による疼痛コントロール	終末期の医療的ケア	在宅での看取り	24時間対応	外出の介助	通院の介助	20	13	24	29	24	21	26	25	24	30	23	0	9	25	27	18	15	20	21	25	10	8	18歳以上	在宅人工呼吸器の管理	気管カニューレの交換	気管カニューレの管理	
（日常の交換以外の対応）	気管内吸引	食事介助	経鼻チューブの交換	ストーマの管理	尿道カテーテルの管理	導尿	入浴介助	看護師による	
リハビリテーション	OTもしくはPTによる	
リハビリテーション	中心静脈カテーテル管理	高カロリー輸液の管理	薬剤の静注	
（抗生物質や利尿剤など）	麻薬による疼痛コントロール	終末期の医療的ケア	在宅での看取り	24時間対応	外出の介助	通院の介助	27	18	30	34	31	27	32	33	32	31	30	0	12	31	32	27	25	28	29	33	14	11	乳児～2歳	在宅人工呼吸器の管理	気管カニューレの交換	気管カニューレの管理	
（日常の交換以外の対応）	気管内吸引	食事介助	経鼻チューブの交換	ストーマの管理	尿道カテーテルの管理	導尿	入浴介助	看護師による	
リハビリテーション	OTもしくはPTによる	
リハビリテーション	中心静脈カテーテル管理	高カロリー輸液の管理	薬剤の静注	
（抗生物質や利尿剤など）	麻薬による疼痛コントロール	終末期の医療的ケア	在宅での看取り	24時間対応	外出の介助	通院の介助	8	18	6	5	6	11	5	8	9	5	8	0	19	7	6	10	6	6	5	5	11	17	3～6歳	在宅人工呼吸器の管理	気管カニューレの交換	気管カニューレの管理	
（日常の交換以外の対応）	気管内吸引	食事介助	経鼻チューブの交換	ストーマの管理	尿道カテーテルの管理	導尿	入浴介助	看護師による	
リハビリテーション	OTもしくはPTによる	
リハビリテーション	中心静脈カテーテル管理	高カロリー輸液の管理	薬剤の静注	
（抗生物質や利尿剤など）	麻薬による疼痛コントロール	終末期の医療的ケア	在宅での看取り	24時間対応	外出の介助	通院の介助	7	15	6	5	6	11	5	8	8	6	7	0	18	7	6	10	6	6	5	5	11	17	7歳～12歳	在宅人工呼吸器の管理	気管カニューレの交換	気管カニューレの管理	
（日常の交換以外の対応）	気管内吸引	食事介助	経鼻チューブの交換	ストーマの管理	尿道カテーテルの管理	導尿	入浴介助	看護師による	
リハビリテーション	OTもしくはPTによる	
リハビリテーション	中心静脈カテーテル管理	高カロリー輸液の管理	薬剤の静注	
（抗生物質や利尿剤など）	麻薬による疼痛コントロール	終末期の医療的ケア	在宅での看取り	24時間対応	外出の介助	通院の介助	8	14	6	5	6	11	5	8	8	5	7	0	18	7	6	10	6	6	5	5	11	17	13～17歳	在宅人工呼吸器の管理	気管カニューレの交換	気管カニューレの管理	
（日常の交換以外の対応）	気管内吸引	食事介助	経鼻チューブの交換	ストーマの管理	尿道カテーテルの管理	導尿	入浴介助	看護師による	
リハビリテーション	OTもしくはPTによる	
リハビリテーション	中心静脈カテーテル管理	高カロリー輸液の管理	薬剤の静注	
（抗生物質や利尿剤など）	麻薬による疼痛コントロール	終末期の医療的ケア	在宅での看取り	24	時間対応	外出の介助	通院の介助	5	12	4	4	5	9	3	5	5	4	6	0	19	6	5	7	5	5	4	4	10	16	18歳以上	在宅人工呼吸器の管理	気管カニューレの交換	気管カニューレの管理	
（日常の交換以外の対応）	気管内吸引	食事介助	経鼻チューブの交換	ストーマの管理	尿道カテーテルの管理	導尿	入浴介助	看護師による	
リハ	ビリテーション	OTもしくはPTによる	
リハビリテーション	中心静脈カテーテル管理	高カロリー輸液の管理	薬剤の静注	
（抗生物質や利尿剤など）	麻薬による疼痛コントロール	終末期の医療的ケア	在宅での看取り	24時間対応	外出の介助	通院の介助	1	6	1	0	1	3	0	0	0	1	2	0	17	1	1	2	1	2	1	1	7	13	

乳児～2歳	在宅人工呼吸器の管理	気管カニューレの交換	気管カニューレの管理	
（日常の交換以外の対応）	気管内吸引	食事介助	経鼻チューブの交換	ストーマの管理	尿道カテーテルの管理	導尿	入浴介助	看護師による	
リハビリテーション	OTもしくはPTによる	
リハビリテーション	中心静脈カテーテル管理	高カロリー輸液の管理	薬剤の静注	
（抗生物質や利尿剤など）	麻薬による疼痛コントロール	終末期の医療的ケア	在宅での看取り	24時間対応	外出の介助	通院の介助	8	7	6	4	3	7	8	10	9	3	8	0	6	7	7	10	16	10	10	6	16	12	3～6歳	在宅人工呼吸器の管理	気管カニューレの交換	気管カニューレの管理	
（日常の交換以外の対応）	気管内吸引	食事介助	経鼻チューブの交換	ストーマの管理	尿道カテーテルの管理	導尿	入浴介助	看護師による	
リハビリテーション	OTもしくはPTによる	
リハビリテーション	中心静脈カテーテル管理	高カロリー輸液の管理	薬剤の静注	
（抗生物質や利尿剤など）	麻薬による疼痛コントロール	終末期の医療的ケア	在宅での看取り	24時間対応	外出の介助	通院の介助	7	8	6	4	3	6	7	8	8	3	7	0	6	7	6	10	16	11	11	6	16	11	7歳～12歳	在宅人工呼吸器の管理	気管カニューレの交換	気管カニューレの管理	
（日常の交換以外の対応）	気管内吸引	食事介助	経鼻チューブの交換	ストーマの管理	尿道カテーテルの管理	導尿	入浴介助	看護師による	
リハビリテーション	OTもしくはPTによる	
リハビリテーション	中心静脈カテーテル管理	高カロリー輸液の管理	薬剤の静注	
（抗生物質や利尿剤など）	麻薬による疼痛コントロール	終末期の医療的ケア	在宅での看取り	24時間対応	外出の介助	通院の介助	7	7	6	3	2	4	6	4	4	0	5	0	7	4	4	8	15	9	10	5	14	10	13～17歳	在宅人工呼吸器の管理	気管カニューレの交換	気管カニューレの管理	
（日常の交換以外の対応）	気管内吸引	食事介助	経鼻チューブの交換	ストーマの管理	尿道カテーテルの管理	導尿	入浴介助	看護師による	
リハビリテーション	OTもしくはPTによる	
リハビリテーション	中心静脈カテーテル管理	高カロリー輸液の管理	薬剤の静注	
（抗生物質や利尿剤など）	麻薬による疼痛コントロール	終末期の医療的ケア	在宅での看取り	24時間	対応	外出の介助	通院の介助	9	9	6	1	2	4	5	4	5	0	5	0	6	3	2	9	14	9	9	5	14	10	18歳以上	在宅人工呼吸器の管理	気管カニューレの交換	気管カニューレの管理	
（日常の交換以外の対応）	気管内吸引	食事介助	経鼻チューブの交換	ストーマの管理	尿道カテーテルの管理	導尿	入浴介助	看護師による	
リハビリ	テーション	OTもしくはPTによる	
リハビリテーション	中心静脈カテーテル管理	高カロリー輸液の管理	薬剤の静注	
（抗生物質や利尿剤など）	麻薬による疼痛コントロール	終末期の医療的ケア	在宅での看取り	24時間対応	外出の介助	通院の介助	6	10	3	0	2	4	2	1	2	2	2	0	5	2	1	5	8	4	4	0	13	10	

診療所

		Ｑ１		1.医療ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する外来診療について、以下の医療行為に対応できますか。 イリョウ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ガイライ シンリョウ イカ イリョウ コウイ タイオウ

				Ｑ1-1										予防接種 ヨボウ セッシュ

				Ｑ1-2										一次診療
（経過観察、栄養観察を含む） イチジ シンリョウ ケイカ カンサツ エイヨウ カンサツ フク

				Ｑ1-3										経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ

				Ｑ1-4										経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ

				Ｑ1-5										中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ

				Ｑ1-6										酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ

				Ｑ1-7										気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ

				Ｑ1-8										人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ

				Ｑ1-9										尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ

				Ｑ1-10										人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ

				Ｑ1-11										褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ

		Ｑ２		2.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する往診及び訪問診療について、以下の医療行為に対応できますか イリョウテキ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ オウシン オヨ ホウモン シンリョウ イカ イリョウ コウイ タイオウ

				Ｑ2-1										予防接種 ヨボウ セッシュ

				Ｑ2-2										一次診療
（経過観察、栄養観察を含む） イチジ シンリョウ ケイカ カンサツ エイヨウ カンサツ フク

				Ｑ2-3										経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ

				Ｑ2-4										経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ

				Ｑ2-5										中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ

				Ｑ2-6										酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ

				Ｑ2-7										気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ

				Ｑ2-8										人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ

				Ｑ2-9										尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ

				Ｑ2-10										人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ

				Ｑ2-11										褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ

		Ｑ3		3.24時間、重症心身障害児（18歳未満）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイジ サイ ミマン イリョウ タイオウ

				Ｑ3-1										できる

				Ｑ3-2										できない

				Ｑ3-3										要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン

		Ｑ4		4.24時間、重症心身障害者（18歳以上）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイシャ サイ イジョウ イリョウ タイオウ

				Ｑ4-1										できる

				Ｑ4-2										できない

				Ｑ4-3										要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン

		Ｑ5		5.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する訪問リハビリてーションを提供していますか イリョウテキ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ホウモン テイキョウ

				Ｑ5-1										提供している テイキョウ

				Ｑ5-2										提供していない テイキョウ

				Ｑ5-3										提供していないが対応は可能 テイキョウ タイオウ カノウ

				Ｑ5-4										要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン

		Ｑ6		6.重症心身障害児（者）在宅医療に対応できるようになるための条件はなんですか ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ ザイタク イリョウ タイオウ ジョウケン

				Ｑ6-1										診療報酬の点数が増えること シンリョウ ホウシュウ テンスウ フ

				Ｑ6-2										訪問看護尾の連携 ホウモン カンゴ オ レンケイ

				Ｑ6-3										病院との連携 ビョウイン レンケイ

				Ｑ6-4										在宅療養支援診療所と小児科医とのグループ診療 ザイタク リョウヨウ シエン シンリョウジョ ショウニ カ イ シンリョウ

				Ｑ6-5										在宅療養支援診療所に助言や相談を求めることができること ザイタク リョウヨウ シエン シンリョウジョ ジョゲン ソウダン モト

				Ｑ6-6										小児科医に助言や相談を求めることができること ショウニ カ イ ジョゲン ソウダン モト

				Ｑ6-7										経験のある医師がいること ケイケン イシ

				Ｑ6-8										研修などの自己のスキルアップ ケンシュウ ジコ

				Ｑ6-9										その他 タ

		Ｑ7		7.重症心身障害児（者）の方に対する医療、在宅生活等についてお気づきのことなど、ご自由にお書きください ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ カタ タイ イリョウ ザイタク セイカツ ナド キ ジユウ カ



		承諾可否 ショウダク カヒ		診療所名 シンリョウジョ メイ		電話番号 デンワ バンゴウ		郵便番号 ユウビンバンゴウ		所在地 ショザイチ		電話番号 デンワ バンゴウ		Ｑ１　1.医療ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する外来診療について、以下の医療行為に対応できますか。																								Ｑ２　2.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する往診及び訪問診療について、以下の医療行為に対応できますか																						Ｑ3		Ｑ4		Ｑ5		Ｑ6　6.重症心身障害児（者）在宅医療に対応できるようになるための条件はなんですか																		Ｑ7重症心身障害児（者）の方に対する医療、在宅生活等についてお気づきのことなど、ご自由にお書きください

														Ｑ1-1		Ｑ1-2		Ｑ1-3		Ｑ1-4		Ｑ1-5		Ｑ1-6		Ｑ1-7		Ｑ1-8		Ｑ1-9		Ｑ1-10		Ｑ1-11				Ｑ2-1		Ｑ2-2		Ｑ2-3		Ｑ2-4		Ｑ2-5		Ｑ2-6		Ｑ2-7		Ｑ2-8		Ｑ2-9		Ｑ2-10		Ｑ2-11								Ｑ6-1		Ｑ6-2		Ｑ6-3		Ｑ6-4		Ｑ6-5		Ｑ6-6		Ｑ6-7		Ｑ6-8		Ｑ6-9

		否 ヒ		不明 フメイ						不明 フメイ		不明 フメイ		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		7		0		0

		否 ヒ		不明 フメイ						不明 フメイ		不明 フメイ		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		1		1		0		0		0		1		0

		否 ヒ		不明 フメイ						不明 フメイ		不明 フメイ		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		不明 フメイ						不明 フメイ		不明 フメイ		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		0

		否 ヒ		不明 フメイ						不明 フメイ		不明 フメイ		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		否 ヒ		不明 フメイ						不明 フメイ		不明 フメイ		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		0		1		0

		否 ヒ		不明 フメイ						不明 フメイ		不明 フメイ		1		1		2		2		2		2		2		2		1		2		1				1		1		2		2		2		2		2		2		1		2		1		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		その他：各種の健康的処置の管理ができるかどうか。その訓練を受けているかどうかです。 タ カクシュ ケンコウテキ ショチ カンリ クンレン ウ

		否 ヒ		不明 フメイ						不明 フメイ		不明 フメイ		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		0		0		1		0		0

		否 ヒ		不明 フメイ						不明 フメイ		不明 フメイ		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		その他:スタッフ不足（医師、看護師、介助者）スペース不足 タ フソク イシ カンゴシ カイジョシャ フソク

		否 ヒ		宇都宮市保健所 ウツノミヤシ ホケンジョ				321-0974		宇都宮市竹林町972				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		その他：保健所は直接的な医療サービスを行っていないことから、今後も対応は行わない タ ホケンジョ チョクセツ テキ イリョウ オコナ コンゴ タイオウ オコナ

		承諾 ショウダク		深谷医院 フカヤ イイン		0285-75-0007 		321-4502		真岡市物井1268-7				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		1				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		1		2		2		2		0		0		1		1		0		0		0		0		0

		否 ヒ		こどもクリニックしまむら				326-0822		足利市田中町908-4				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		かしま産婦人科 サンフジンカ		0284-65-0341		326-0844		足利市鹿島町501-1				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		婦人科疾患（不正性器出血/帯下/外陰掻痒等）については外来対応させて頂いております フジンカ シッカン フセイ セイキ シュッケツ タイゲ ガイイン カ カユ ナド ガイライ タイオウ イタダ

		否 ヒ		医療法人雄仁会　奥山医院 イリョウ ホウジン ユウジン カイ オクヤマ イイン				322-0065		鹿沼市上材木町2320				1		3		3		3		3		3		1		3		3		2		2				1		3		2		3		2		3		1		3		3		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		1		1		0		0

		否 ヒ		水沼医院 ミズヌマ イイン				321-0628		那須烏山市金井1-14-8				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		3				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		飯野医院				321-4539		真岡市長沼730-1				3		2		2		2		2		3		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		おおきこどもクリニック		0285-41-0025 		329-0207		小山市美しが丘3-35-3				1		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		宇都宮市子ども発達センター診療所 ウツノミヤシ コ ハッタツ シンリョウジョ		028-647-4720		320-0851		栃木県宇都宮市鶴田町970-1				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		その他：子ども発達センター内の療育を利用する児の診療所であるため タ コ ハッタツ ナイ リョウイク リヨウ ジ シンリョウジョ

		承諾 ショウダク		中川医院 ナカガワ イイン		0287-62-0040		325-0057		那須塩原市黒磯幸町6-27				3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		1		0		1		0

		否 ヒ		ももやこどもクリニック				321-0118		宇都宮市インターパーク3-6-1				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		1		0		0		0		0		0

		否 ヒ		阿久津医院 アクツ イイン				329-1226		高根沢町大谷176-1 タカネザワマチ オオタニ				1		1		2		2		2		3		2		2		3		3		3				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		1		0		0		0		1		0		0

		否 ヒ		伊保内診療所 イホ ナイ シンリョウジョ				327-0034		佐野市伊保内町3841-1				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		1		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		にじいろこども診療所 シンリョウジョ		0285-44-7716		329-0414		下野市小金井4-1-1				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		0		1		1		0

		否 ヒ		戸野塚内科医院 トノヅカ ナイカ イイン				323-0064		小山市下石塚471				3		3		3		3		3		1		1		1		1		3		1				3		3		3		3		3		1		1		1		1		3		1		3		3		4		0		0		1		0		0		1		1		1		0

		否 ヒ		賀川診療所 カガワ シンリョウジョ				326-0843		足利市五十部町1785				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		1		0		1		0		0

		承諾 ショウダク		豊郷台クリニック ユタカ ゴウ ダイ		028-643-8998		320-0003		宇都宮市豊郷台2-21-3		028-643-8998（FAX8999）		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1				1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		2		0		1		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		いとうこどもクリニック		0289-63-5566		322-0025		鹿沼市緑町2-2-29				1		1		3		3		2		2		3		2		2		3		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		0		0		1		1		0

		承諾 ショウダク		清原台こどもクリニック キヨハラ ダイ		028-305-6017		321-3223		宇都宮市清原台2-4-14				1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		その他：医師、看護師の増員 タ イシ カンゴシ ゾウイン

		否 ヒ		阿部医院				324-0032		大田原市佐久山2018 オオタワラシ サクヤマ		0287-28-0053（FAX0287-28-2112）		1		1		2		2		2		2		1		2		1		2		1				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		4		0		1		1		0		1		0		0		1		0

		否 ヒ		中元内科医院 ナカモト ナイカ イイン				328-0027		栃木市今泉町2-10-18				1		3		2		2		2		3		2		2		3		2		3				3		3		2		2		2		3		2		2		3		2		3		2		2		2		0		0		1		0		1		0		0		1		0		①重症心身障害者の重症度の程度問題　②家庭の受け入れ問題、経済的負担 ジュウショウ シンシン ショウガイシャ ジュウショウ ド テイド モンダイ カテイ ウ イ モンダイ ケイザイテキ フタン

		否 ヒ		布川小児科 フカワ ショウニ カ				322-0036		鹿沼市下田町2-1099				1		1		3		3		2		3		2		2		2		3		3				1		1		3		3		2		3		2		2		2		2		3		2		2		2		0		1		1		1		0		0		1		1		0

		否 ヒ		ちづかクリニック				328-0133		栃木市大森町445-4		0282-31-3750		3		3		3		3		2		3		2		2		2		2		3				3		3		3		3		2		3		2		2		2		2		3		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		多島医院 タジマ イイン				321-1524		日光市足尾町赤沢21-28				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		否 ヒ		篠崎内科クリニック シノザキ ナイカ				321-3223		宇都宮市清原台6-1-13				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		否 ヒ		和久医院 ワク イイン				321-3324		芳賀町西水沼119-1				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		否 ヒ		近藤クリニック コンドウ				321-0634		那須烏山市野上町637-2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		0		0		0		0		1		0		0

		否 ヒ		高根沢内科クリニック タカネザワ ナイカ				321-4305		真岡市荒町2-11-1				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		岡田こどもクリニック オカダ				327-0832		佐野市植上町1408-2				1		3		3		3		3		2		3		2		3		3		3				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		0		0		0		0		0		往診医療ができたらと考えていた時もありましたが、現在は物理的に困難で申し訳ありません
重心のお子さんの通院所と個別の相談で応じる可能性はあります オウシン イリョウ カンガ トキ ゲンザイ ブツリテキ コンナン モウ ワケ ジュウシン コ ツウイン ジョ コベツ ソウダン オウ カノウセイ

		否 ヒ		真岡メディカルクリニック モオカ				321-4305		真岡市荒町3-49-6				3		3		3		3		3		3		3		3				3		3				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		0		0		0		1		1		0

		否 ヒ		いしだ整形外科 セイケイ ゲカ				321-0912		宇都宮市石井町3236-1				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		山中クリニック ヤマナカ				327-0835		佐野市植下町2468				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		1		1		0		0		1		0		0

		否 ヒ		医療法人　寿幸会　吉野医院 イリョウ ホウジン コトブキ サチ カイ ヨシノ イイン				320-0014		宇都宮市大曽4-9-11				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		1		1		0		0		1		0		0

		否 ヒ		柳田産婦人科・小児科医院 ヤナギダ サンフジンカ ショウニカ イイン				321-4361		真岡市並木町4-5-3				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		0

		否 ヒ		石田消化器科・内科クリニック イシダ ショウカキ カ ナイカ				321-0216		壬生町壬生丁259-7				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		1		0		0		0		0		0

		否 ヒ		赤羽胃腸科・外科・肛門科医院 アカバネ イチョウカ ゲカ コウモンカ イイン				324-0052		大田原市城山2-5-29				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		医療法人　文仁会　扶桑医院 イリョウ ホウジン ブン ジン カイ フソウ イイン				323-0016		小山市扶桑1-2-1				1		3		3		3		2		2		3		2		3		3		3				3		3		3		2		2		2		3		2		3		2		3		2		2		2		0		0		1		1		0		0		1		1		0

		否 ヒ		馬場医院 ババ イイン				327-0043		佐野市君田町35				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		否 ヒ		井戸川クリニック イドガワ				326-0331		足利市福富町2096-1				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		0		0		1		0		0		0

		否 ヒ		鎌田浅香医院 カマタ アサカ イイン				324-0043		大田原市浅香3-3-9				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		0		1		0		0		0		0		0		0		高額医療はひかえています。悪質ととらえられますので!! コウガク イリョウ アクシツ

		否 ヒ		山門クリニック ヤマカド				328-0031		栃木市日の出町6-35				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		0		0		0		1		0

		否 ヒ		新村ファミリークリニック ニイムラ				328-0011		栃木市大宮町2120-11				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		宇都宮東部クリニック ウツノミヤ トウブ				321-3223		宇都宮市清原台5-14-19				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1

		否 ヒ		車田医院 クルマダ イイン				324-0242		大田原市大豆田457-24				3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3				3		3		3		3		3		0		2		2		3		3		3		2		2		2		0		0		1		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		にがみどう内科クリニック ナイカ				322-0003		鹿沼市仁神堂町351-26				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		松谷内科胃腸科クリニック マツヤ ナイカ イチョウカ				321-3304		芳賀町祖母井1708-17				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		1		0		0

		否 ヒ		まなか医院 イイン				329-1225		高根沢町石末２０９３－１０				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		植木医院 ウエキ イイン				329-2224		塩谷町金枝950				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		1		2		2		2		2		3		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		0		0		0		0		0

		否 ヒ		大岡医院 オオオカ イイン				320-0047		宇都宮市一の沢274-7				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		川野クリニック カワノ				329-1112		宇都宮市上田原町660-6				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		0		1		0

		否 ヒ		陣内医院 ジンナイ イイン				321-0225		壬生町本丸1-7-10		0282-82-0242		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		1		0

		否 ヒ		船越医院 フナコシ イイン				328-0111		栃木市都賀町家中5986-6				1		1		2		2		2		2		2		2		3		2		3				1		1		2		2		2		2		2		2		3		2		3		2		2		2		0		1		1		0		1		1		0		1		0

		否 ヒ		林クリニック ハヤシ				321-0158		宇都宮市西川田本町1-8-29				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		0		0		0		0		0

		否 ヒ		河島医院 カワシマ イイン				329-3436		那須郡那須町伊王野1503				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		松本内科医院 マツモト ナイカ イイン				321-0226		壬生町中央町6-37				3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		否 ヒ		佐藤医院 サトウ イイン				329-2728		栃木県那須塩原市西栄町7-16 ３２９－２７２８		0287-36-0147		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1

		否 ヒ		渡部医院 ワタナベ イイン				329-3153		那須塩原市大原間140-1 ナスシオバラ シ オオハラマ				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		宇都宮市保健センター ウツノミヤシ ホケン				321-0964		宇都宮市駅前通り1-4-6				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		0

		否 ヒ		川村医院 カワムラ イイン				321-2522		日光市鬼怒川温泉大原1396-20				1		1		3		1		3		1		3		2		3		3		3				3		3		3		3		3		3		2		2		3		3		3		2		2		2		0		0		1		0		0		1		1		0		0

		否 ヒ		ほうずみ整形外科内科小児科医院				320-0047		宇都宮市一の沢2-1-43				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		小島内科医院 コジマ ナイカ イイン				321-0168		宇都宮市東原町5-3				3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		1		0		0		0		0

		否 ヒ		那須高原クリニック ナス コウゲン				329-3131		那須塩原市唐杉31-2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		サンフラワークリニック				323-0808		小山市出井1936				3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		昌平町こどもクリニック ショウヘイ マチ				326-0813		足利市昌平町2368				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		①中心となる施設へ患者が訪問するように、移動手段・補助（人、お金）を考えるべき。どうしても動けない、動かせない人のみ専門職（医者以外）が訪問しIT技術等で必要に応じてセンター施設のスペシャリストと連絡し治療（入院‥）の判断をし実行する。
②既存の人・技術・施設を日曜大工的発想で組み合わせて、システムを構築することには賛成できない。現状をどうにかするための方策でなく、医療の公正（正義）を行うためにどうすべきかを考えるべきだと思う チュウシン シセツ カンジャ ホウモン イドウ シュダン ホジョ ヒト カネ カンガ ウゴ ウゴ ヒト センモン ショク イシャ イガイ ホウモン ギジュツナド ヒツヨウ オウ シセツ レンラク チリョウ ニュウイン ハンダン ジッコウ キゾン ヒト ギジュツ シセツ ニチヨウ ダイク テキ ハッソウ ク ア コウチク サンセイ ゲンジョウ ホウサク イリョウ コウセイ セイギ オコナ カンガ オモ

		否 ヒ		赤田診療所 アカダ シンリョウジョ				329-2743		那須塩原市南赤田321-1192				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		手塚内科 テヅカ ナイカ				321-0966		宇都宮市今泉3-12-12				3		3		2		2		2		2		2		2		1		3		3				3		3		2		2		2		2		2		2		3		3		3		2		2		2		0		1		1		0		1		0		1		0		0		今まで具体的な症例に会っていません イマ グタイテキ ショウレイ ア

		否 ヒ		板橋医院 イタバシ イイン				327-0803		佐野市犬伏新町1308-2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		1		1		0

		否 ヒ		倉増医院 クラ マ イイン				320-0856		宇都宮市砥上町675-1				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		その他：人材の確保 タ ジンザイ カクホ

		否 ヒ		もてぎの森メディカルプラザ				321-3541		茂木町烏生田下郷330				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		宮澤クリニック ミヤザワ				329-0412		下野市柴291-2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		金澤医院 カナザワ イイン				325-0052		那須塩原市中央町1-8				1		1		2		2		2		1		2		2		2		2		2				1		1		2		2		2		1		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		つるたfamilyクリニック				320-0857		宇都宮市鶴田1-17-23				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		フォレストサイドクリニック				321-0152		宇都宮市西川田6-6-17		028-684-2775		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		今野内科胃腸科医院 コンノ ナイカ イチョウカ イイン				321-0151		宇都宮市西川田町933-1		028-645-6121		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		1		1		1		0

		否 ヒ		小島原医院 コジマ ハラ イイン				329-1104		宇都宮市下岡本町4075				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		1		0

		否 ヒ		永田内科眼科医院 ナガタ ナイカ ガンカイ イン				321-0982		宇都宮市御幸ヶ原町136-9		028-662-6774		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		1		0

		否 ヒ		大栗医院 オオクリ イイン				320-0034		宇都宮市泉町1-27				3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1

		否 ヒ		星小児科医院 ホシ ショウニカ イイン				321-0346		宇都宮市下荒針町3588-2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		金子内科医院 カネコ ナイカ イイン				320-0032		宇都宮市昭和1-1-31				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		否 ヒ		石川医院 イシカワ イイン				322-0015		栃木県鹿沼市上石川1-319 ３２２－００１５		0289-76-3145		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		当方では特別養護老人ホームの嘱託医を兼ねておりますため、24時間体制での診察となっております。今回のアンケートに対しましては、オーバーワークにつき協力いたしかねます。 トウホウ トクベツ ヨウゴ ロウジン ショクタクイ カ ジカン タイセイ シンサツ コンカイ タイ キョウリョク

		否 ヒ		しみずファミリークリニック				321-0951		宇都宮市越戸3-15-27				1		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		0		0		0		0		0

		否 ヒ		岡医院 オカ イイン				321-1403		日光市下鉢石町997-1				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		1		1		0		そもそも開業の小児科医が少ないうえに、在宅医療をやっている小児科はほとんどいないのが現状。以前、在宅の重症心身障害児の訪問診療を頼まれて行ったことがあるが、大人の訪問診療と勝手が違う為、内科医にはハードルが高いと感じた。是非、近くの小児科の先生に少しでも取り組んでもらうしかないかと思います。 カイギョウ ショウニ カ イ スク ザイタク イリョウ ショウニカ ゲンジョウ イゼン ザイタク ジュウショウ シンシン ショウガイジ ホウモン シンリョウ タノ オコナ オトナ ホウモン シンリョウ カッテ チガ タメ ナイカ イ タカ カン ゼヒ チカ ショウニカ センセイ スコ ト ク オモ

		否 ヒ		風見診療所 カザミ シンリョウジョ				329-2335		塩谷町上平27				3		3		1		3		2		3		3		2		1		3		3				3		1		1		3		2		2		3		3		2		1		3		3		2		2		0		1		1		0		1		0		1		1		0

		否 ヒ		土谷医院 ツチヤ イイン				321-0136		宇都宮市みどり野町14-3				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		1		0

		否 ヒ		遠藤小児科 エンドウ ショウニカ				321-0982		宇都宮市御幸ヶ原町224-10				1		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		1		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		油布医院 ユフ イイン				321-0414		宇都宮市中里町175-8				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		1		0

		承諾 ショウダク		さいとう小児科 ショウニカ		0282-22-0757 		328-0015		栃木市万町30番16号		0282-22-0757		1		1		3		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		1		0

		承諾 ショウダク		冨塚メデｲカルクリニック		028-666-2555		321-2116		宇都宮市徳次郎町888				1		1		2		2		2		2		2		2		1		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0		なるべく協力したいが、現在当院副院長が体調悪く、休養中のため困難となっています。 キョウリョク ゲンザイ トウイン フクインチョウ タイチョウ ワル キュウヨウチュウ コンナン

		承諾 ショウダク		山浦内科医院		0284-21-6653 		326-0843		足利市五十部町1256-5				1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3				1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		4		1		1		1		0		0		0		1		0		0

		承諾 ショウダク		小倉医院		0282-82-0057		321-0227		壬生町通町10-5				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		承諾 ショウダク		飯岡小児科		0289-65-3257		322-0074		鹿沼市日吉町569-2				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		3				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		3		2		2		2		0		0		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		角田内科医院		0285-53-5665 		329-0511		下野市石橋549				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		1		1		1		1		1		0		0

		承諾 ショウダク		おかべこどもクリニック		0285-40-7300 		329-0433		下野市緑5-17-12				3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		くろばね齋藤醫院		0287-54-0031		324-0233		大田原市黒羽田町612				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		1		0

		承諾 ショウダク		立花医院		0287-72-0311		325-0003		那須郡那須町寺子乙3967-190				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		その他：スタッフの充実　　1～9すべて当てはまります タ ジュウジツ ア

		承諾 ショウダク		さいとうハート＆キッズクリニック		0287-53-7979		324-0043		大田原市浅香1-4-3				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		1		0

		承諾 ショウダク		小山すぎの木クリニック		0285-30-3456		323-0806		小山市中久喜1131-1				1		1		1		1		1		1		2		2		2		1		1				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		4		1		1		0		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		有村小児科医院		028-656-7207		321-0912		宇都宮市石井町3128-11		028-656-7207		1		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		1		0		1		1		0		無床の診療所の小児科医としては、急性疾患（特に感染症が多く）への対応が中心です。時間に追われています。予防接種については、時間枠をとって対応できます。一次診療についても、訪問看護との連携等があれば対応可能な場合があります。（例えば点滴投薬等）現時点では往診は無理ですが。 ムショウ シンリョウジョ ショウニ カ イ キュウセイ シッカン トク カンセンショウ オオ タイオウ チュウシン ジカン オ ヨボウ セッシュ ジカンワク タイオウ イチジ シンリョウ ホウモン カンゴ レンケイ トウ タイオウ カノウ バアイ タト テンテキ トウヤク ナド ゲンジテン オウシン ムリ

		承諾 ショウダク		吉永医院		0285-63-2303		321-3564		茂木町増井190-1				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		1		1		0		0		0

		承諾 ショウダク		あさかクリニック		0287-22-2601		324-0043		大田原市浅香3-3711				1		1		2		2		2		2		1		1		2		2		2				1		1		2		2		2		2		1		1		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		坪水医院		0283-62-0265		327-0312		佐野市栃本町2241				1		1		3		3		3		3		3		3		1		3		3				1		1		3		3		3		3		3		3		1		3		3		3		3		3		0		1		1		0		0		0		0		1		0		若い頃、町田市にある重度心身障害者の施設にボランティアで行き、足で書いたお手紙をもらって感動しました。何かのお役にたてればと思いますが、現在実態がよく分かりません。 ワカ コロ マチダシ ジュウド シンシン ショウガイシャ シセツ イ アシ カ テガミ カンドウ ナニ ヤク オモ ゲンザイ ジッタイ ワ

		承諾 ショウダク		こどもヶ丘診療所		028-615-1077		321-0151		宇都宮市西川田町183-21				1		1		3		3		3		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		1		0		1		1		0

		承諾 ショウダク		竹田内科小児科クリニック		0282-29-1233		328-0011		栃木市大宮町52番地		0282-29-1233		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		0		1		1		1		0		0		1		0

		承諾 ショウダク		すながクリニック		0284-44-7211		326-0015		足利市八椚町494-1　				1		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		1		1		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		片山医院		028-661-9764		321-0944		宇都宮市東峰町3008-21				1		1		2		2		2		1		2		2		2		2		2				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		4		0		1		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		稲毛クリニック		0283-25-2566		327-0103		佐野市石塚町893-1				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		1		1		1		1		1		その他：当クリニックでは勤務医での診療のみを行っており、重症心身障害児に対応できるシステムはととのっておらず、申し訳ありません。 タ トウ キンムイ シンリョウ オコナ ジュウショウ シンシン ショウガイジ タイオウ モウ ワケ

		承諾 ショウダク		小川こどもクリニック		0289-74-5421		322-0027		鹿沼市貝島町5006-2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		くさの小児科		0284-73-7000		326-0335		足利市上渋垂町338-3				3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		みやの杜クリニック　		028-683-7811		321-0904		宇都宮市陽東2-4-5				1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1				3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		1		0		0		1		0		0		1		0		0		0		Q2訪問診療のみ対応可 ホウモン シンリョウ タイオウ カ

		承諾 ショウダク		にいたに内科　		028-675-6515		329-1231		塩谷郡高根沢町宝石台 3-3-19				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1

		承諾 ショウダク		よこやま内科小児科クリニック		0282-24-8102		328-0075		栃木市箱森町38-70				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		さいとうクリニック		0287-39-1805		329-2724		那須塩原市西幸町7-13				1		1		3		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		0		0		0		0		1		その他：現在の診療所での診療との兼ね合いが困難であり、複数の医師や看護師が必要 タ ゲンザイ シンリョウジョ シンリョウ カ ア コンナン フクスウ イシ カンゴシ ヒツヨウ

		承諾 ショウダク		桜井消化器科・内科		028-643-0870		320-0073		宇都宮市細谷1-7-38				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		承諾 ショウダク		佐藤医院		0287-96-2841		324-0501		那須郡那珂川町小川2960-1				1		1		3		3		2		3		3		2		1		1		1				1		1		3		3		2		3		3		2		1		1		1		3		3		4		0		1		1		1		0		1		0		0		0

		承諾 ショウダク		大根田内科医院		028-624-6322		320-0072		宇都宮市若草3-4-22				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		0		0		0		0		0		0		0		当方の医師が高齢であり、しかもスタッフがそろっていないので在宅医療は無理なので、ましてや重症心身障害者においておやです。 トウホウ イシ コウレイ ザイタク イリョウ ムリ ジュウショウ シンシン ショウガイシャ

		承諾 ショウダク		医療法人　赤羽病院		028-661-5446		321-0904		宇都宮市陽東7-2-2				1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3				3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		2		2		2		0		1		1		1		0		0		1		0		0

		承諾 ショウダク		田井の里クリニック		0285-81-6502		321-4301		真岡市西田井内外748-2				1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2				3		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		みずぬまクリニック		0287-39-1581		329-2751		那須塩原市東三島2-80-6				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		その他：在宅医療をやっていないので現状は無理である タ ザイタク イリョウ ゲンジョウ ムリ

		承諾 ショウダク		キッズクリニックはせがわ		0283-27-0200		327-0843		佐野市堀米町3946-6				1		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		その他：時間的余裕 タ ジカンテキ ヨユウ

		承諾 ショウダク		小森谷内科医院		0282-43-7327		329-4404		栃木市大平町富田4003-8				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		熊倉医院		0282-55-8425		329-4316		下都賀郡岩舟町新里180-1				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		いちはらファミリークリニック		028-612-8350		321-0414		宇都宮市中里町322				3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3				3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		1		2		0		1		1		1		0		1		0		1		0

		承諾 ショウダク		かとう小児科 ショウニカ		0282-82-7576		321-0218		壬生町落合3-7-30		 		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		福田こどもクリニック		028-659-8850		320-0852		栃木県宇都宮市下砥上町1545-20				1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3				1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		2		2		2		0		1		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		てらもと小児科		028-650-6636		321-0975		宇都宮市関堀町971-6				1		1		3		2		2		3		3		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		0		小児科医としてはもっと積極的に協力しなければいけないと思いますが、現在の我診療所の状態では不可能なことが多く残念です。 ショウニ カ イ セッキョクテキ キョウリョク オモ ゲンザイ ワガ シンリョウジョ ジョウタイ フカノウ オオ ザンネン

		承諾 ショウダク		木村内科医院		0288-22-7880		321-1264		日光市瀬尾497-1				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		承諾 ショウダク		こばやしファミリークリニック		0283-85-9900		327-0311		佐野市多田町566				1		1		1		1		3		1		1		2		1		1		1				1		1		1		1		3		1		1		3		1		1		1		3		3		2		0		1		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		あいファミリィクリニック足利 アシカガ		0284-22-3788		329-4213		足利市寺岡町505-1				1		1		1		1		1		1		1		3		1		1		1				1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		1		0		1		0		0		0		0		1		0

		承諾 ショウダク		腰塚医院		0282-62-2072		323-1104		栃木市藤岡町藤岡1845-10				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		1		1		1		1		0

		承諾 ショウダク		桜井こどもクリニック		0282-24-5987		328-0034		栃木市本町16-9				1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		承諾 ショウダク		神鳥谷クリニック		0285-22-7700		323-0827		小山市神鳥谷1-19-1		 		2		2		2		2		2		2		2		2		1		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		持田医院		0282-67-3661		329-0319		栃木市藤岡町中根115-5				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		4		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		田村医院		0282-43-3368		329-4423		栃木市大平町西水代1835-1				1		1		1		1		1		1		1		2		1		1		1				1		1		1		1		1		1		1		2		1		1		1		3		1		4		1		1		1		1		1		1		1		1		0		Q5.訪問看護、訪問リハビリテーションを利用 ホウモン カンゴ ホウモン リヨウ

		承諾 ショウダク		大橋内科クリニック		0282-82-8522		321-0219		壬生町福和田1003-1				1		1		2		2		2		3		2		2		2		2		3				1		1		2		2		2		3		2		2		2		2		3		3		3		2		0		1		1		0		0		0		0		1		0

		承諾 ショウダク		てらだファミリークリニック		028-654-2188		321-0132		宇都宮市雀の宮5-5-1				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		1		1		1		1		0

		承諾 ショウダク		あおい内科小児科ｸﾘﾆｯｸ		028-663-6000		321-0973		宇都宮市岩曽町1086-1				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		1		1		1		その他：往診時間の確保ができること タ オウシン ジカン カクホ

		承諾 ショウダク		飯塚医院		0287-92-2034		324-0613		那須郡那珂川町馬頭484-3				1		1		2		2		2		2		2		2		1		2		1				1		1		2		2		2		2		2		2		1		2		1		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		0

		承諾 ショウダク		やの小児科医院		0285-56-0280		329-0611		河内郡上三川町上三川3446-3				1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3				1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		2		2		2		0		1		1		1		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		仲嶋医院		028-681-7755		329-1311		さくら市氏家3245-17				3		3		3		3		2		3		3		3		3		2		3				3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		2		3		2		1		1		1		1		1		1		1		0		0		成人（18才以上）を対象に回答しました セイジン サイ イジョウ タイショウ カイトウ

		承諾 ショウダク		小林診療所		0285-82-3873		321-4369		真岡市熊倉3-10-7				1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		1				1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		1		2		2		2		0		1		0		0		0		1		0		0		0

		承諾 ショウダク		西真岡こどもクリニック		0285-81-7900		321-4341		真岡市高勢町3-205-1				1		1		1		3		1		1		1		1		1		3		3				1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		その他：現在おこなっています タ ゲンザイ

		承諾 ショウダク		鈴木医院		0285-72-2032		321-4217		益子町益子1747-2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		承諾 ショウダク		緑の屋根診療所		0283-20-2577		327-0843		佐野市堀米町1348-5				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		0		0		1		0		1		0		1		0		0		地域の社会資源が少ない。マンパワー不足 チイキ シャカイ シゲン スク ブソク

		承諾 ショウダク		ひがのクリニック		0285-74-0051 		321-4521		真岡市久下田941-1				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		豊郷中央渡辺内科　		028-622-8900		320-0004		宇都宮市長岡町1217-5				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		1				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		1		0		0

		承諾 ショウダク		きくちクリニック		028-683-3387		321-0903		宇都宮市下平出町614-2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		0		0

		承諾 ショウダク		サンレディースクリニック		0282-24-3541		328-0024		栃木市樋ノ口町504-1				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		医療法人　亀田内科		028-633-2884		320-0812		宇都宮市一番町1-28				1		1		1		2		2		1		2		2		2		2		1				1		1		1		2		2		1		2		2		2		2		1		3		3		3		0		0		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		越戸クリニック		028-660-6190		321-0951		宇都宮市越戸町139-6				1		1		2		2		2		3		2		2		2		2		3				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		佐藤内科		0285-53-1305		329-0511		下野市石橋839-14				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		承諾 ショウダク		グリムこどもクリニック		0285-51-1515		329-0502		下野市下古山2-6-17				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		事前連絡の上での一次診療、予防接種ですので、申し訳ありません。 ジゼン レンラク ウエ イチジ シンリョウ ヨボウ セッシュ モウ ワケ

		承諾 ショウダク		吉原医院		0288-21-0161		321-1261		日光市今市826-4				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		1		1		1		その他：設備 タ セツビ

		承諾 ショウダク		梅園医院		028-633-2869		320-0035		宇都宮市伝馬町3-28				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		1		0		0

		承諾 ショウダク		森田医院		028-633-1573		320-0861		宇都宮市西3-5-8				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		鈴木内科クリニック		028-655-1229		321-0139		宇都宮市若松原2-4-19				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		その他：24時間対応が必要となると考えますが、当院診療時間内の往診は難しいと考えます。 タ ジカン タイオウ ヒツヨウ カンガ トウイン シンリョウ ジカン ナイ オウシン ムズカ カンガ

		承諾 ショウダク		小松医院		0289-60-5515		322-0064		鹿沼市文化橋町2300-1				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		1		0		0		1		0



														1.医療ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する外来診療について、以下の医療行為に対応できますか。 イリョウ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ガイライ シンリョウ イカ イリョウ コウイ タイオウ																								2.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する往診及び訪問診療について、以下の医療行為に対応できますか イリョウテキ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ オウシン オヨ ホウモン シンリョウ イカ イリョウ コウイ タイオウ

														予防接種 ヨボウ セッシュ		一次診療
（経過観察、栄養観察を含む） イチジ シンリョウ ケイカ カンサツ エイヨウ カンサツ フク		経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ		経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ		中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ		酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ		気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ		人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ		尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ		人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ		褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ				予防接種 ヨボウ セッシュ		一次診療
（経過観察、栄養観察を含む） イチジ シンリョウ ケイカ カンサツ エイヨウ カンサツ フク		経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ		経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ		中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ		酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ		気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ		人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ		尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ		人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ		褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ

										1		できる		83		57		12		9		7		13		11		6		17		8		16		できる		39		29		8		6		5		9		9		6		10		7		12

										2		できない		55		80		127		134		142		130		136		146		131		137		124		できない		102		115		141		143		148		140		144		148		140		145		134

										3		要相談 ヨウ ソウダン		27		28		26		22		16		22		18		13		16		20		25		要相談 ヨウ ソウダン		24		21		16		16		12		15		12		11		15		13		19

																																																														0

														3.24時間、重症心身障害児（18歳未満）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイジ サイ ミマン イリョウ タイオウ

										1		できる		1

										2		できない		150

										3		要相談 ヨウ ソウダン		14

														4.24時間、重症心身障害者（18歳以上）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイシャ サイ イジョウ イリョウ タイオウ

										1		できる		3

										2		できない		150

										3		要相談 ヨウ ソウダン		12

														5.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する訪問リハビリてーションを提供していますか イリョウテキ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ホウモン テイキョウ

										1		提供している テイキョウ		1

										2		提供していない テイキョウ		152

										3		提供していないが対応は可能 テイキョウ タイオウ カノウ		4

										4		要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン		8

														6.重症心身障害児（者）在宅医療に対応できるようになるための条件はなんですか

										1		診療報酬の点数が増えること シンリョウ ホウシュウ テンスウ フ		24

										2		訪問看護尾の連携 ホウモン カンゴ オ レンケイ		73

										3		病院との連携 ビョウイン レンケイ		90

										4		在宅療養支援診療所と小児科医とのグループ診療 ザイタク リョウヨウ シエン シンリョウジョ ショウニ カ イ シンリョウ		43

										5		在宅療養支援診療所に助言や相談を求めることができること ザイタク リョウヨウ シエン シンリョウジョ ジョゲン ソウダン モト		28

										6		小児科医に助言や相談を求めることができること ショウニ カ イ ジョゲン ソウダン モト		26

										7		経験のある医師がいること ケイケン イシ		62

										8		研修などの自己のスキルアップ ケンシュウ ジコ		47

										9		その他 タ		21



できる	予防接種	一次診療	
（経過観察、栄養観察を含む）	経鼻経管栄養の管理	経皮経管栄養の管理	
（胃ろう）	中心静脈栄養の管理	酸素療法の管理	気管切開の管理	人工呼吸器の管理	尿道留置カテーテル	
の管理	人工肛門の管理	褥瘡の管理	83	57	12	9	7	13	11	6	17	8	16	できない	予防接種	一次診療	
（経過観察、栄養観察を含む）	経鼻経管栄養の管理	経皮経管栄養の管理	
（胃ろう）	中心静脈栄養の管理	酸素療法の管理	気管切開の管理	人工呼吸器の管理	尿道留置カテーテル	
の管理	人工肛門の管理	褥瘡の管理	55	80	127	134	142	130	136	146	131	137	124	要相談	予防接種	一次診療	
（経過観察、栄養観察を含む）	経鼻経管栄養の管理	経皮経管栄養の管理	
（胃ろう）	中心静脈栄養の管理	酸素療法の管理	気管切開の管理	人工呼吸器の管理	尿道留置カテーテル	
の管理	人工肛門の管理	褥瘡の管理	27	28	26	22	16	22	18	13	16	20	25	3.24時間、重症心身障害児（18歳未満）の医療に対応ができますか	できる	できない	要相談	1	150	14	4.24時間、重症心身障害者（18歳以上）の医療に対応ができますか	できる	できない	要相談	3	150	12	5.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する訪問リハビリてーションを提供していますか	提供している	提供していない	提供していないが対応は可能	要相談（条件による）	1	152	4	8	6.重症心身障害児（者）在宅医療に対応できるようになるための条件はなんですか	診療報酬の点数が増えること	訪問看護尾の連携	病院との連携	在宅療養支援診療所と小児科医とのグループ診療	在宅療養支援診療所に助言や相談を求めることができること	小児科医に	助言や相談を求めることができること	経験のある医師がいること	研修などの自己のスキルアップ	その他	24	73	90	43	28	26	62	47	21	できる	予防接種	一次診療	
（経過観察、栄養観察を含む）	経鼻経管栄養の管理	経皮経管栄養の管理	
（胃ろう）	中心静脈栄養の管理	酸素療法の管理	気管切開の管理	人工呼吸器の管理	尿道留置カテーテル	
の管理	人工肛門の管理	褥瘡の管理	39	29	8	6	5	9	9	6	10	7	12	できない	予防接種	一次診療	
（経過観察、栄養観察を含む）	経鼻経管栄養の管理	経皮経管栄養の管理	
（胃ろう）	中心静脈栄養の管理	酸素療法の管理	気管切開の管理	人工呼吸器の管理	尿道留置カテーテル	
の管理	人工肛門の管理	褥瘡の管理	102	115	141	143	148	140	144	148	140	145	134	要相談	予防接種	一次診療	
（経過観察、栄養観察を含む）	経鼻経管栄養の管理	経皮経管栄養の管理	
（胃ろう）	中心静脈栄養の管理	酸素療法の管理	気管切開の管理	人工呼吸器の管理	尿道留置カテーテル	
の管理	人工肛門の管理	褥瘡の管理	24	21	16	16	12	15	12	11	15	13	19	

診療所 (作業)

		Ｑ１		1.医療ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する外来診療について、以下の医療行為に対応できますか。 イリョウ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ガイライ シンリョウ イカ イリョウ コウイ タイオウ

				Ｑ1-1										予防接種 ヨボウ セッシュ

				Ｑ1-2										一次診療
（経過観察、栄養観察を含む） イチジ シンリョウ ケイカ カンサツ エイヨウ カンサツ フク

				Ｑ1-3										経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ

				Ｑ1-4										経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ

				Ｑ1-5										中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ

				Ｑ1-6										酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ

				Ｑ1-7										気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ

				Ｑ1-8										人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ

				Ｑ1-9										尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ

				Ｑ1-10										人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ

				Ｑ1-11										褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ

		Ｑ２		2.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する往診及び訪問診療について、以下の医療行為に対応できますか イリョウテキ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ オウシン オヨ ホウモン シンリョウ イカ イリョウ コウイ タイオウ

				Ｑ2-1										予防接種 ヨボウ セッシュ

				Ｑ2-2										一次診療
（経過観察、栄養観察を含む） イチジ シンリョウ ケイカ カンサツ エイヨウ カンサツ フク

				Ｑ2-3										経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ

				Ｑ2-4										経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ

				Ｑ2-5										中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ

				Ｑ2-6										酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ

				Ｑ2-7										気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ

				Ｑ2-8										人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ

				Ｑ2-9										尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ

				Ｑ2-10										人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ

				Ｑ2-11										褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ

		Ｑ3		3.24時間、重症心身障害児（18歳未満）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイジ サイ ミマン イリョウ タイオウ

				Ｑ3-1										できる

				Ｑ3-2										できない

				Ｑ3-3										要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン

		Ｑ4		4.24時間、重症心身障害者（18歳以上）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイシャ サイ イジョウ イリョウ タイオウ

				Ｑ4-1										できる

				Ｑ4-2										できない

				Ｑ4-3										要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン

		Ｑ5		5.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する訪問リハビリてーションを提供していますか イリョウテキ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ホウモン テイキョウ

				Ｑ5-1										提供している テイキョウ

				Ｑ5-2										提供していない テイキョウ

				Ｑ5-3										提供していないが対応は可能 テイキョウ タイオウ カノウ

				Ｑ5-4										要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン

		Ｑ6		6.重症心身障害児（者）在宅医療に対応できるようになるための条件はなんですか ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ ザイタク イリョウ タイオウ ジョウケン

				Ｑ6-1										診療報酬の点数が増えること シンリョウ ホウシュウ テンスウ フ

				Ｑ6-2										訪問看護尾の連携 ホウモン カンゴ オ レンケイ

				Ｑ6-3										病院との連携 ビョウイン レンケイ

				Ｑ6-4										在宅療養支援診療所と小児科医とのグループ診療 ザイタク リョウヨウ シエン シンリョウジョ ショウニ カ イ シンリョウ

				Ｑ6-5										在宅療養支援診療所に助言や相談を求めることができること ザイタク リョウヨウ シエン シンリョウジョ ジョゲン ソウダン モト

				Ｑ6-6										小児科医に助言や相談を求めることができること ショウニ カ イ ジョゲン ソウダン モト

				Ｑ6-7										経験のある医師がいること ケイケン イシ

				Ｑ6-8										研修などの自己のスキルアップ ケンシュウ ジコ

				Ｑ6-9										その他 タ

		Ｑ7		7.重症心身障害児（者）の方に対する医療、在宅生活等についてお気づきのことなど、ご自由にお書きください ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ カタ タイ イリョウ ザイタク セイカツ ナド キ ジユウ カ



		承諾可否 ショウダク カヒ		診療所名 シンリョウジョ メイ		電話番号 デンワ バンゴウ		郵便番号 ユウビンバンゴウ		所在地 ショザイチ		電話番号 デンワ バンゴウ		Ｑ１　1.医療ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する外来診療について、以下の医療行為に対応できますか。																								Ｑ２　2.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する往診及び訪問診療について、以下の医療行為に対応できますか																						Ｑ3		Ｑ4		Ｑ5		Ｑ6　6.重症心身障害児（者）在宅医療に対応できるようになるための条件はなんですか																		Ｑ7重症心身障害児（者）の方に対する医療、在宅生活等についてお気づきのことなど、ご自由にお書きください

														Ｑ1-1		Ｑ1-2		Ｑ1-3		Ｑ1-4		Ｑ1-5		Ｑ1-6		Ｑ1-7		Ｑ1-8		Ｑ1-9		Ｑ1-10		Ｑ1-11				Ｑ2-1		Ｑ2-2		Ｑ2-3		Ｑ2-4		Ｑ2-5		Ｑ2-6		Ｑ2-7		Ｑ2-8		Ｑ2-9		Ｑ2-10		Ｑ2-11								Ｑ6-1		Ｑ6-2		Ｑ6-3		Ｑ6-4		Ｑ6-5		Ｑ6-6		Ｑ6-7		Ｑ6-8		Ｑ6-9

		否 ヒ		不明 フメイ						不明 フメイ		不明 フメイ		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		7		0		0

		否 ヒ		不明 フメイ						不明 フメイ		不明 フメイ		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		1		1		0		0		0		1		0

		否 ヒ		不明 フメイ						不明 フメイ		不明 フメイ		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		不明 フメイ						不明 フメイ		不明 フメイ		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		0

		否 ヒ		不明 フメイ						不明 フメイ		不明 フメイ		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		否 ヒ		不明 フメイ						不明 フメイ		不明 フメイ		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		0		1		0

		否 ヒ		不明 フメイ						不明 フメイ		不明 フメイ		1		1		2		2		2		2		2		2		1		2		1				1		1		2		2		2		2		2		2		1		2		1		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		その他：各種の健康的処置の管理ができるかどうか。その訓練を受けているかどうかです。 タ カクシュ ケンコウテキ ショチ カンリ クンレン ウ

		否 ヒ		不明 フメイ						不明 フメイ		不明 フメイ		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		0		0		1		0		0

		否 ヒ		不明 フメイ						不明 フメイ		不明 フメイ		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		その他:スタッフ不足（医師、看護師、介助者）スペース不足 タ フソク イシ カンゴシ カイジョシャ フソク

		否 ヒ		宇都宮市保健所 ウツノミヤシ ホケンジョ				321-0974		宇都宮市竹林町972				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		その他：保健所は直接的な医療サービスを行っていないことから、今後も対応は行わない タ ホケンジョ チョクセツ テキ イリョウ オコナ コンゴ タイオウ オコナ

		承諾 ショウダク		深谷医院 フカヤ イイン		0285-75-0007 		321-4502		真岡市物井1268-7				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		1				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		1		2		2		2		0		0		1		1		0		0		0		0		0

		否 ヒ		こどもクリニックしまむら				326-0822		足利市田中町908-4				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		かしま産婦人科 サンフジンカ		0284-65-0341		326-0844		足利市鹿島町501-1				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		婦人科疾患（不正性器出血/帯下/外陰掻痒等）については外来対応させて頂いております フジンカ シッカン フセイ セイキ シュッケツ タイゲ ガイイン カ カユ ナド ガイライ タイオウ イタダ

		否 ヒ		医療法人雄仁会　奥山医院 イリョウ ホウジン ユウジン カイ オクヤマ イイン				322-0065		鹿沼市上材木町2320				1		3		3		3		3		3		1		3		3		2		2				1		3		2		3		2		3		1		3		3		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		1		1		0		0

		否 ヒ		水沼医院 ミズヌマ イイン				321-0628		那須烏山市金井1-14-8				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		3				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		飯野医院				321-4539		真岡市長沼730-1				3		2		2		2		2		3		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		おおきこどもクリニック		0285-41-0025 		329-0207		小山市美しが丘3-35-3				1		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		宇都宮市子ども発達センター診療所 ウツノミヤシ コ ハッタツ シンリョウジョ		028-647-4720		320-0851		栃木県宇都宮市鶴田町970-1				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		その他：子ども発達センター内の療育を利用する児の診療所であるため タ コ ハッタツ ナイ リョウイク リヨウ ジ シンリョウジョ

		承諾 ショウダク		中川医院 ナカガワ イイン		0287-62-0040		325-0057		那須塩原市黒磯幸町6-27				3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		1		0		1		0

		否 ヒ		ももやこどもクリニック				321-0118		宇都宮市インターパーク3-6-1				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		1		0		0		0		0		0

		否 ヒ		阿久津医院 アクツ イイン				329-1226		高根沢町大谷176-1 タカネザワマチ オオタニ				1		1		2		2		2		3		2		2		3		3		3				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		1		0		0		0		1		0		0

		否 ヒ		伊保内診療所 イホ ナイ シンリョウジョ				327-0034		佐野市伊保内町3841-1				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		1		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		にじいろこども診療所 シンリョウジョ		0285-44-7716		329-0414		下野市小金井4-1-1				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		0		1		1		0

		否 ヒ		戸野塚内科医院 トノヅカ ナイカ イイン				323-0064		小山市下石塚471				3		3		3		3		3		1		1		1		1		3		1				3		3		3		3		3		1		1		1		1		3		1		3		3		4		0		0		1		0		0		1		1		1		0

		否 ヒ		賀川診療所 カガワ シンリョウジョ				326-0843		足利市五十部町1785				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		1		0		1		0		0

		承諾 ショウダク		豊郷台クリニック ユタカ ゴウ ダイ		028-643-8998		320-0003		宇都宮市豊郷台2-21-3		028-643-8998（FAX8999）		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1				1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		2		0		1		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		いとうこどもクリニック		0289-63-5566		322-0025		鹿沼市緑町2-2-29				1		1		3		3		2		2		3		2		2		3		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		0		0		1		1		0

		承諾 ショウダク		清原台こどもクリニック キヨハラ ダイ		028-305-6017		321-3223		宇都宮市清原台2-4-14				1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		その他：医師、看護師の増員 タ イシ カンゴシ ゾウイン

		否 ヒ		阿部医院				324-0032		大田原市佐久山2018 オオタワラシ サクヤマ		0287-28-0053（FAX0287-28-2112）		1		1		2		2		2		2		1		2		1		2		1				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		4		0		1		1		0		1		0		0		1		0

		否 ヒ		中元内科医院 ナカモト ナイカ イイン				328-0027		栃木市今泉町2-10-18				1		3		2		2		2		3		2		2		3		2		3				3		3		2		2		2		3		2		2		3		2		3		2		2		2		0		0		1		0		1		0		0		1		0		①重症心身障害者の重症度の程度問題　②家庭の受け入れ問題、経済的負担 ジュウショウ シンシン ショウガイシャ ジュウショウ ド テイド モンダイ カテイ ウ イ モンダイ ケイザイテキ フタン

		否 ヒ		布川小児科 フカワ ショウニ カ				322-0036		鹿沼市下田町2-1099				1		1		3		3		2		3		2		2		2		3		3				1		1		3		3		2		3		2		2		2		2		3		2		2		2		0		1		1		1		0		0		1		1		0

		否 ヒ		ちづかクリニック				328-0133		栃木市大森町445-4		0282-31-3750		3		3		3		3		2		3		2		2		2		2		3				3		3		3		3		2		3		2		2		2		2		3		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		多島医院 タジマ イイン				321-1524		日光市足尾町赤沢21-28				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		否 ヒ		篠崎内科クリニック シノザキ ナイカ				321-3223		宇都宮市清原台6-1-13				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		否 ヒ		和久医院 ワク イイン				321-3324		芳賀町西水沼119-1				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		否 ヒ		近藤クリニック コンドウ				321-0634		那須烏山市野上町637-2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		0		0		0		0		1		0		0

		否 ヒ		高根沢内科クリニック タカネザワ ナイカ				321-4305		真岡市荒町2-11-1				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		岡田こどもクリニック オカダ				327-0832		佐野市植上町1408-2				1		3		3		3		3		2		3		2		3		3		3				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		0		0		0		0		0		往診医療ができたらと考えていた時もありましたが、現在は物理的に困難で申し訳ありません
重心のお子さんの通院所と個別の相談で応じる可能性はあります オウシン イリョウ カンガ トキ ゲンザイ ブツリテキ コンナン モウ ワケ ジュウシン コ ツウイン ジョ コベツ ソウダン オウ カノウセイ

		否 ヒ		真岡メディカルクリニック モオカ				321-4305		真岡市荒町3-49-6				3		3		3		3		3		3		3		3				3		3				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		0		0		0		1		1		0

		否 ヒ		いしだ整形外科 セイケイ ゲカ				321-0912		宇都宮市石井町3236-1				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		山中クリニック ヤマナカ				327-0835		佐野市植下町2468				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		1		1		0		0		1		0		0

		否 ヒ		医療法人　寿幸会　吉野医院 イリョウ ホウジン コトブキ サチ カイ ヨシノ イイン				320-0014		宇都宮市大曽4-9-11				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		1		1		0		0		1		0		0

		否 ヒ		柳田産婦人科・小児科医院 ヤナギダ サンフジンカ ショウニカ イイン				321-4361		真岡市並木町4-5-3				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		0

		否 ヒ		石田消化器科・内科クリニック イシダ ショウカキ カ ナイカ				321-0216		壬生町壬生丁259-7				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		1		0		0		0		0		0

		否 ヒ		赤羽胃腸科・外科・肛門科医院 アカバネ イチョウカ ゲカ コウモンカ イイン				324-0052		大田原市城山2-5-29				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		医療法人　文仁会　扶桑医院 イリョウ ホウジン ブン ジン カイ フソウ イイン				323-0016		小山市扶桑1-2-1				1		3		3		3		2		2		3		2		3		3		3				3		3		3		2		2		2		3		2		3		2		3		2		2		2		0		0		1		1		0		0		1		1		0

		否 ヒ		馬場医院 ババ イイン				327-0043		佐野市君田町35				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		否 ヒ		井戸川クリニック イドガワ				326-0331		足利市福富町2096-1				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		0		0		1		0		0		0

		否 ヒ		鎌田浅香医院 カマタ アサカ イイン				324-0043		大田原市浅香3-3-9				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		0		1		0		0		0		0		0		0		高額医療はひかえています。悪質ととらえられますので!! コウガク イリョウ アクシツ

		否 ヒ		山門クリニック ヤマカド				328-0031		栃木市日の出町6-35				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		0		0		0		1		0

		否 ヒ		新村ファミリークリニック ニイムラ				328-0011		栃木市大宮町2120-11				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		宇都宮東部クリニック ウツノミヤ トウブ				321-3223		宇都宮市清原台5-14-19				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1

		否 ヒ		車田医院 クルマダ イイン				324-0242		大田原市大豆田457-24				3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3				3		3		3		3		3		0		2		2		3		3		3		2		2		2		0		0		1		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		にがみどう内科クリニック ナイカ				322-0003		鹿沼市仁神堂町351-26				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		松谷内科胃腸科クリニック マツヤ ナイカ イチョウカ				321-3304		芳賀町祖母井1708-17				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		1		0		0

		否 ヒ		まなか医院 イイン				329-1225		高根沢町石末２０９３－１０				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		植木医院 ウエキ イイン				329-2224		塩谷町金枝950				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		1		2		2		2		2		3		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		0		0		0		0		0

		否 ヒ		大岡医院 オオオカ イイン				320-0047		宇都宮市一の沢274-7				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		川野クリニック カワノ				329-1112		宇都宮市上田原町660-6				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		0		1		0

		否 ヒ		陣内医院 ジンナイ イイン				321-0225		壬生町本丸1-7-10		0282-82-0242		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		1		0

		否 ヒ		船越医院 フナコシ イイン				328-0111		栃木市都賀町家中5986-6				1		1		2		2		2		2		2		2		3		2		3				1		1		2		2		2		2		2		2		3		2		3		2		2		2		0		1		1		0		1		1		0		1		0

		否 ヒ		林クリニック ハヤシ				321-0158		宇都宮市西川田本町1-8-29				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		0		0		0		0		0

		否 ヒ		河島医院 カワシマ イイン				329-3436		那須郡那須町伊王野1503				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		松本内科医院 マツモト ナイカ イイン				321-0226		壬生町中央町6-37				3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		否 ヒ		佐藤医院 サトウ イイン				329-2728		栃木県那須塩原市西栄町7-16 ３２９－２７２８		0287-36-0147		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1

		否 ヒ		渡部医院 ワタナベ イイン				329-3153		那須塩原市大原間140-1 ナスシオバラ シ オオハラマ				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		宇都宮市保健センター ウツノミヤシ ホケン				321-0964		宇都宮市駅前通り1-4-6				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		0

		否 ヒ		川村医院 カワムラ イイン				321-2522		日光市鬼怒川温泉大原1396-20				1		1		3		1		3		1		3		2		3		3		3				3		3		3		3		3		3		2		2		3		3		3		2		2		2		0		0		1		0		0		1		1		0		0

		否 ヒ		ほうずみ整形外科内科小児科医院				320-0047		宇都宮市一の沢2-1-43				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		小島内科医院 コジマ ナイカ イイン				321-0168		宇都宮市東原町5-3				3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		1		0		0		0		0

		否 ヒ		那須高原クリニック ナス コウゲン				329-3131		那須塩原市唐杉31-2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		サンフラワークリニック				323-0808		小山市出井1936				3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		昌平町こどもクリニック ショウヘイ マチ				326-0813		足利市昌平町2368				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		①中心となる施設へ患者が訪問するように、移動手段・補助（人、お金）を考えるべき。どうしても動けない、動かせない人のみ専門職（医者以外）が訪問しIT技術等で必要に応じてセンター施設のスペシャリストと連絡し治療（入院‥）の判断をし実行する。
②既存の人・技術・施設を日曜大工的発想で組み合わせて、システムを構築することには賛成できない。現状をどうにかするための方策でなく、医療の公正（正義）を行うためにどうすべきかを考えるべきだと思う チュウシン シセツ カンジャ ホウモン イドウ シュダン ホジョ ヒト カネ カンガ ウゴ ウゴ ヒト センモン ショク イシャ イガイ ホウモン ギジュツナド ヒツヨウ オウ シセツ レンラク チリョウ ニュウイン ハンダン ジッコウ キゾン ヒト ギジュツ シセツ ニチヨウ ダイク テキ ハッソウ ク ア コウチク サンセイ ゲンジョウ ホウサク イリョウ コウセイ セイギ オコナ カンガ オモ

		否 ヒ		赤田診療所 アカダ シンリョウジョ				329-2743		那須塩原市南赤田321-1192				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		手塚内科 テヅカ ナイカ				321-0966		宇都宮市今泉3-12-12				3		3		2		2		2		2		2		2		1		3		3				3		3		2		2		2		2		2		2		3		3		3		2		2		2		0		1		1		0		1		0		1		0		0		今まで具体的な症例に会っていません イマ グタイテキ ショウレイ ア

		否 ヒ		板橋医院 イタバシ イイン				327-0803		佐野市犬伏新町1308-2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		1		1		0

		否 ヒ		倉増医院 クラ マ イイン				320-0856		宇都宮市砥上町675-1				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		その他：人材の確保 タ ジンザイ カクホ

		否 ヒ		もてぎの森メディカルプラザ				321-3541		茂木町烏生田下郷330				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		宮澤クリニック ミヤザワ				329-0412		下野市柴291-2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		金澤医院 カナザワ イイン				325-0052		那須塩原市中央町1-8				1		1		2		2		2		1		2		2		2		2		2				1		1		2		2		2		1		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		つるたfamilyクリニック				320-0857		宇都宮市鶴田1-17-23				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		フォレストサイドクリニック				321-0152		宇都宮市西川田6-6-17		028-684-2775		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		今野内科胃腸科医院 コンノ ナイカ イチョウカ イイン				321-0151		宇都宮市西川田町933-1		028-645-6121		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		1		1		1		0

		否 ヒ		小島原医院 コジマ ハラ イイン				329-1104		宇都宮市下岡本町4075				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		1		0

		否 ヒ		永田内科眼科医院 ナガタ ナイカ ガンカイ イン				321-0982		宇都宮市御幸ヶ原町136-9		028-662-6774		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		1		0

		否 ヒ		大栗医院 オオクリ イイン				320-0034		宇都宮市泉町1-27				3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1

		否 ヒ		星小児科医院 ホシ ショウニカ イイン				321-0346		宇都宮市下荒針町3588-2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		金子内科医院 カネコ ナイカ イイン				320-0032		宇都宮市昭和1-1-31				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		否 ヒ		石川医院 イシカワ イイン				322-0015		栃木県鹿沼市上石川1-319 ３２２－００１５		0289-76-3145		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		当方では特別養護老人ホームの嘱託医を兼ねておりますため、24時間体制での診察となっております。今回のアンケートに対しましては、オーバーワークにつき協力いたしかねます。 トウホウ トクベツ ヨウゴ ロウジン ショクタクイ カ ジカン タイセイ シンサツ コンカイ タイ キョウリョク

		否 ヒ		しみずファミリークリニック				321-0951		宇都宮市越戸3-15-27				1		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		0		0		0		0		0

		否 ヒ		岡医院 オカ イイン				321-1403		日光市下鉢石町997-1				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		1		1		0		そもそも開業の小児科医が少ないうえに、在宅医療をやっている小児科はほとんどいないのが現状。以前、在宅の重症心身障害児の訪問診療を頼まれて行ったことがあるが、大人の訪問診療と勝手が違う為、内科医にはハードルが高いと感じた。是非、近くの小児科の先生に少しでも取り組んでもらうしかないかと思います。 カイギョウ ショウニ カ イ スク ザイタク イリョウ ショウニカ ゲンジョウ イゼン ザイタク ジュウショウ シンシン ショウガイジ ホウモン シンリョウ タノ オコナ オトナ ホウモン シンリョウ カッテ チガ タメ ナイカ イ タカ カン ゼヒ チカ ショウニカ センセイ スコ ト ク オモ

		否 ヒ		風見診療所 カザミ シンリョウジョ				329-2335		塩谷町上平27				3		3		1		3		2		3		3		2		1		3		3				3		1		1		3		2		2		3		3		2		1		3		3		2		2		0		1		1		0		1		0		1		1		0

		否 ヒ		土谷医院 ツチヤ イイン				321-0136		宇都宮市みどり野町14-3				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		1		0

		否 ヒ		遠藤小児科 エンドウ ショウニカ				321-0982		宇都宮市御幸ヶ原町224-10				1		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		1		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		油布医院 ユフ イイン				321-0414		宇都宮市中里町175-8				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		1		0

		承諾 ショウダク		さいとう小児科 ショウニカ		0282-22-0757 		328-0015		栃木市万町30番16号		0282-22-0757		1		1		3		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		1		0

		承諾 ショウダク		冨塚メデｲカルクリニック		028-666-2555		321-2116		宇都宮市徳次郎町888				1		1		2		2		2		2		2		2		1		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0		なるべく協力したいが、現在当院副院長が体調悪く、休養中のため困難となっています。 キョウリョク ゲンザイ トウイン フクインチョウ タイチョウ ワル キュウヨウチュウ コンナン

		承諾 ショウダク		山浦内科医院		0284-21-6653 		326-0843		足利市五十部町1256-5				1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3				1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		4		1		1		1		0		0		0		1		0		0

		承諾 ショウダク		小倉医院		0282-82-0057		321-0227		壬生町通町10-5				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		承諾 ショウダク		飯岡小児科		0289-65-3257		322-0074		鹿沼市日吉町569-2				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		3				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		3		2		2		2		0		0		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		角田内科医院		0285-53-5665 		329-0511		下野市石橋549				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		1		1		1		1		1		0		0

		承諾 ショウダク		おかべこどもクリニック		0285-40-7300 		329-0433		下野市緑5-17-12				3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		くろばね齋藤醫院		0287-54-0031		324-0233		大田原市黒羽田町612				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		1		0

		承諾 ショウダク		立花医院		0287-72-0311		325-0003		那須郡那須町寺子乙3967-190				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		その他：スタッフの充実　　1～9すべて当てはまります タ ジュウジツ ア

		承諾 ショウダク		さいとうハート＆キッズクリニック		0287-53-7979		324-0043		大田原市浅香1-4-3				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		1		0

		承諾 ショウダク		小山すぎの木クリニック		0285-30-3456		323-0806		小山市中久喜1131-1				1		1		1		1		1		1		2		2		2		1		1				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		4		1		1		0		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		有村小児科医院		028-656-7207		321-0912		宇都宮市石井町3128-11		028-656-7207		1		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		1		0		1		1		0		無床の診療所の小児科医としては、急性疾患（特に感染症が多く）への対応が中心です。時間に追われています。予防接種については、時間枠をとって対応できます。一次診療についても、訪問看護との連携等があれば対応可能な場合があります。（例えば点滴投薬等）現時点では往診は無理ですが。 ムショウ シンリョウジョ ショウニ カ イ キュウセイ シッカン トク カンセンショウ オオ タイオウ チュウシン ジカン オ ヨボウ セッシュ ジカンワク タイオウ イチジ シンリョウ ホウモン カンゴ レンケイ トウ タイオウ カノウ バアイ タト テンテキ トウヤク ナド ゲンジテン オウシン ムリ

		承諾 ショウダク		吉永医院		0285-63-2303		321-3564		茂木町増井190-1				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		1		1		0		0		0

		承諾 ショウダク		あさかクリニック		0287-22-2601		324-0043		大田原市浅香3-3711				1		1		2		2		2		2		1		1		2		2		2				1		1		2		2		2		2		1		1		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		坪水医院		0283-62-0265		327-0312		佐野市栃本町2241				1		1		3		3		3		3		3		3		1		3		3				1		1		3		3		3		3		3		3		1		3		3		3		3		3		0		1		1		0		0		0		0		1		0		若い頃、町田市にある重度心身障害者の施設にボランティアで行き、足で書いたお手紙をもらって感動しました。何かのお役にたてればと思いますが、現在実態がよく分かりません。 ワカ コロ マチダシ ジュウド シンシン ショウガイシャ シセツ イ アシ カ テガミ カンドウ ナニ ヤク オモ ゲンザイ ジッタイ ワ

		承諾 ショウダク		こどもヶ丘診療所		028-615-1077		321-0151		宇都宮市西川田町183-21				1		1		3		3		3		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		1		0		1		1		0

		承諾 ショウダク		竹田内科小児科クリニック		0282-29-1233		328-0011		栃木市大宮町52番地		0282-29-1233		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		0		1		1		1		0		0		1		0

		承諾 ショウダク		すながクリニック		0284-44-7211		326-0015		足利市八椚町494-1　				1		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		1		1		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		片山医院		028-661-9764		321-0944		宇都宮市東峰町3008-21				1		1		2		2		2		1		2		2		2		2		2				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		4		0		1		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		稲毛クリニック		0283-25-2566		327-0103		佐野市石塚町893-1				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		1		1		1		1		1		その他：当クリニックでは勤務医での診療のみを行っており、重症心身障害児に対応できるシステムはととのっておらず、申し訳ありません。 タ トウ キンムイ シンリョウ オコナ ジュウショウ シンシン ショウガイジ タイオウ モウ ワケ

		承諾 ショウダク		小川こどもクリニック		0289-74-5421		322-0027		鹿沼市貝島町5006-2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		くさの小児科		0284-73-7000		326-0335		足利市上渋垂町338-3				3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		みやの杜クリニック　		028-683-7811		321-0904		宇都宮市陽東2-4-5				1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1				3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		1		0		0		1		0		0		1		0		0		0		Q2訪問診療のみ対応可 ホウモン シンリョウ タイオウ カ

		承諾 ショウダク		にいたに内科　		028-675-6515		329-1231		塩谷郡高根沢町宝石台 3-3-19				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1

		承諾 ショウダク		よこやま内科小児科クリニック		0282-24-8102		328-0075		栃木市箱森町38-70				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		さいとうクリニック		0287-39-1805		329-2724		那須塩原市西幸町7-13				1		1		3		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		0		0		0		0		1		その他：現在の診療所での診療との兼ね合いが困難であり、複数の医師や看護師が必要 タ ゲンザイ シンリョウジョ シンリョウ カ ア コンナン フクスウ イシ カンゴシ ヒツヨウ

		承諾 ショウダク		桜井消化器科・内科		028-643-0870		320-0073		宇都宮市細谷1-7-38				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		承諾 ショウダク		佐藤医院		0287-96-2841		324-0501		那須郡那珂川町小川2960-1				1		1		3		3		2		3		3		2		1		1		1				1		1		3		3		2		3		3		2		1		1		1		3		3		4		0		1		1		1		0		1		0		0		0

		承諾 ショウダク		大根田内科医院		028-624-6322		320-0072		宇都宮市若草3-4-22				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		0		0		0		0		0		0		0		当方の医師が高齢であり、しかもスタッフがそろっていないので在宅医療は無理なので、ましてや重症心身障害者においておやです。 トウホウ イシ コウレイ ザイタク イリョウ ムリ ジュウショウ シンシン ショウガイシャ

		承諾 ショウダク		医療法人　赤羽病院		028-661-5446		321-0904		宇都宮市陽東7-2-2				1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3				3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		2		2		2		0		1		1		1		0		0		1		0		0

		承諾 ショウダク		田井の里クリニック		0285-81-6502		321-4301		真岡市西田井内外748-2				1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2				3		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		みずぬまクリニック		0287-39-1581		329-2751		那須塩原市東三島2-80-6				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		その他：在宅医療をやっていないので現状は無理である タ ザイタク イリョウ ゲンジョウ ムリ

		承諾 ショウダク		キッズクリニックはせがわ		0283-27-0200		327-0843		佐野市堀米町3946-6				1		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		その他：時間的余裕 タ ジカンテキ ヨユウ

		承諾 ショウダク		小森谷内科医院		0282-43-7327		329-4404		栃木市大平町富田4003-8				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		熊倉医院		0282-55-8425		329-4316		下都賀郡岩舟町新里180-1				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		いちはらファミリークリニック		028-612-8350		321-0414		宇都宮市中里町322				3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3				3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		1		2		0		1		1		1		0		1		0		1		0

		承諾 ショウダク		かとう小児科 ショウニカ		0282-82-7576		321-0218		壬生町落合3-7-30		 		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		福田こどもクリニック		028-659-8850		320-0852		栃木県宇都宮市下砥上町1545-20				1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3				1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		2		2		2		0		1		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		てらもと小児科		028-650-6636		321-0975		宇都宮市関堀町971-6				1		1		3		2		2		3		3		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		0		小児科医としてはもっと積極的に協力しなければいけないと思いますが、現在の我診療所の状態では不可能なことが多く残念です。 ショウニ カ イ セッキョクテキ キョウリョク オモ ゲンザイ ワガ シンリョウジョ ジョウタイ フカノウ オオ ザンネン

		承諾 ショウダク		木村内科医院		0288-22-7880		321-1264		日光市瀬尾497-1				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		承諾 ショウダク		こばやしファミリークリニック		0283-85-9900		327-0311		佐野市多田町566				1		1		1		1		3		1		1		2		1		1		1				1		1		1		1		3		1		1		3		1		1		1		3		3		2		0		1		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		あいファミリィクリニック足利 アシカガ		0284-22-3788		329-4213		足利市寺岡町505-1				1		1		1		1		1		1		1		3		1		1		1				1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		1		0		1		0		0		0		0		1		0

		承諾 ショウダク		腰塚医院		0282-62-2072		323-1104		栃木市藤岡町藤岡1845-10				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		1		1		1		1		0

		承諾 ショウダク		桜井こどもクリニック		0282-24-5987		328-0034		栃木市本町16-9				1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		承諾 ショウダク		神鳥谷クリニック		0285-22-7700		323-0827		小山市神鳥谷1-19-1		 		2		2		2		2		2		2		2		2		1		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		持田医院		0282-67-3661		329-0319		栃木市藤岡町中根115-5				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		4		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		田村医院		0282-43-3368		329-4423		栃木市大平町西水代1835-1				1		1		1		1		1		1		1		2		1		1		1				1		1		1		1		1		1		1		2		1		1		1		3		1		4		1		1		1		1		1		1		1		1		0		Q5.訪問看護、訪問リハビリテーションを利用 ホウモン カンゴ ホウモン リヨウ

		承諾 ショウダク		大橋内科クリニック		0282-82-8522		321-0219		壬生町福和田1003-1				1		1		2		2		2		3		2		2		2		2		3				1		1		2		2		2		3		2		2		2		2		3		3		3		2		0		1		1		0		0		0		0		1		0

		承諾 ショウダク		てらだファミリークリニック		028-654-2188		321-0132		宇都宮市雀の宮5-5-1				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		1		1		1		1		0

		承諾 ショウダク		あおい内科小児科ｸﾘﾆｯｸ		028-663-6000		321-0973		宇都宮市岩曽町1086-1				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		1		1		1		その他：往診時間の確保ができること タ オウシン ジカン カクホ

		承諾 ショウダク		飯塚医院		0287-92-2034		324-0613		那須郡那珂川町馬頭484-3				1		1		2		2		2		2		2		2		1		2		1				1		1		2		2		2		2		2		2		1		2		1		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		0

		承諾 ショウダク		やの小児科医院		0285-56-0280		329-0611		河内郡上三川町上三川3446-3				1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3				1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		2		2		2		0		1		1		1		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		仲嶋医院		028-681-7755		329-1311		さくら市氏家3245-17				3		3		3		3		2		3		3		3		3		2		3				3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		2		3		2		1		1		1		1		1		1		1		0		0		成人（18才以上）を対象に回答しました セイジン サイ イジョウ タイショウ カイトウ

		承諾 ショウダク		小林診療所		0285-82-3873		321-4369		真岡市熊倉3-10-7				1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		1				1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		1		2		2		2		0		1		0		0		0		1		0		0		0

		承諾 ショウダク		西真岡こどもクリニック		0285-81-7900		321-4341		真岡市高勢町3-205-1				1		1		1		3		1		1		1		1		1		3		3				1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		その他：現在おこなっています タ ゲンザイ

		承諾 ショウダク		鈴木医院		0285-72-2032		321-4217		益子町益子1747-2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		承諾 ショウダク		緑の屋根診療所		0283-20-2577		327-0843		佐野市堀米町1348-5				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		0		0		1		0		1		0		1		0		0		地域の社会資源が少ない。マンパワー不足 チイキ シャカイ シゲン スク ブソク

		承諾 ショウダク		ひがのクリニック		0285-74-0051 		321-4521		真岡市久下田941-1				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		豊郷中央渡辺内科　		028-622-8900		320-0004		宇都宮市長岡町1217-5				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		1				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		1		0		0

		承諾 ショウダク		きくちクリニック		028-683-3387		321-0903		宇都宮市下平出町614-2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		0		0

		承諾 ショウダク		サンレディースクリニック		0282-24-3541		328-0024		栃木市樋ノ口町504-1				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		医療法人　亀田内科		028-633-2884		320-0812		宇都宮市一番町1-28				1		1		1		2		2		1		2		2		2		2		1				1		1		1		2		2		1		2		2		2		2		1		3		3		3		0		0		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		越戸クリニック		028-660-6190		321-0951		宇都宮市越戸町139-6				1		1		2		2		2		3		2		2		2		2		3				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		佐藤内科		0285-53-1305		329-0511		下野市石橋839-14				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		承諾 ショウダク		グリムこどもクリニック		0285-51-1515		329-0502		下野市下古山2-6-17				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		事前連絡の上での一次診療、予防接種ですので、申し訳ありません。 ジゼン レンラク ウエ イチジ シンリョウ ヨボウ セッシュ モウ ワケ

		承諾 ショウダク		吉原医院		0288-21-0161		321-1261		日光市今市826-4				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		1		1		1		その他：設備 タ セツビ

		承諾 ショウダク		梅園医院		028-633-2869		320-0035		宇都宮市伝馬町3-28				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		1		0		0

		承諾 ショウダク		森田医院		028-633-1573		320-0861		宇都宮市西3-5-8				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		鈴木内科クリニック		028-655-1229		321-0139		宇都宮市若松原2-4-19				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		その他：24時間対応が必要となると考えますが、当院診療時間内の往診は難しいと考えます。 タ ジカン タイオウ ヒツヨウ カンガ トウイン シンリョウ ジカン ナイ オウシン ムズカ カンガ

		承諾 ショウダク		小松医院		0289-60-5515		322-0064		鹿沼市文化橋町2300-1				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		1		0		0		1		0



														1.医療ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する外来診療について、以下の医療行為に対応できますか。 イリョウ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ガイライ シンリョウ イカ イリョウ コウイ タイオウ																								2.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する往診及び訪問診療について、以下の医療行為に対応できますか イリョウテキ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ オウシン オヨ ホウモン シンリョウ イカ イリョウ コウイ タイオウ

														予防接種 ヨボウ セッシュ		一次診療
（経過観察、栄養観察を含む） イチジ シンリョウ ケイカ カンサツ エイヨウ カンサツ フク		経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ		経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ		中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ		酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ		気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ		人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ		尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ		人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ		褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ				予防接種 ヨボウ セッシュ		一次診療
（経過観察、栄養観察を含む） イチジ シンリョウ ケイカ カンサツ エイヨウ カンサツ フク		経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ		経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ		中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ		酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ		気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ		人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ		尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ		人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ		褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ

										1		できる		83		57		12		9		7		13		11		6		17		8		16		できる		39		29		8		6		5		9		9		6		10		7		12

										2		できない		55		80		127		134		142		130		136		146		131		137		124		できない		102		115		141		143		148		140		144		148		140		145		134

										3		要相談 ヨウ ソウダン		27		28		26		22		16		22		18		13		16		20		25		要相談 ヨウ ソウダン		24		21		16		16		12		15		12		11		15		13		19

																																																														0

														3.24時間、重症心身障害児（18歳未満）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイジ サイ ミマン イリョウ タイオウ

										1		できる		1

										2		できない		150

										3		要相談 ヨウ ソウダン		14

														4.24時間、重症心身障害者（18歳以上）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイシャ サイ イジョウ イリョウ タイオウ

										1		できる		3

										2		できない		150

										3		要相談 ヨウ ソウダン		12

														5.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する訪問リハビリてーションを提供していますか イリョウテキ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ホウモン テイキョウ

										1		提供している テイキョウ		1

										2		提供していない テイキョウ		152

										3		提供していないが対応は可能 テイキョウ タイオウ カノウ		4

										4		要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン		8

														6.重症心身障害児（者）在宅医療に対応できるようになるための条件はなんですか

										1		診療報酬の点数が増えること シンリョウ ホウシュウ テンスウ フ		24

										2		訪問看護尾の連携 ホウモン カンゴ オ レンケイ		73

										3		病院との連携 ビョウイン レンケイ		90

										4		在宅療養支援診療所と小児科医とのグループ診療 ザイタク リョウヨウ シエン シンリョウジョ ショウニ カ イ シンリョウ		43

										5		在宅療養支援診療所に助言や相談を求めることができること ザイタク リョウヨウ シエン シンリョウジョ ジョゲン ソウダン モト		28

										6		小児科医に助言や相談を求めることができること ショウニ カ イ ジョゲン ソウダン モト		26

										7		経験のある医師がいること ケイケン イシ		62

										8		研修などの自己のスキルアップ ケンシュウ ジコ		47

										9		その他 タ		21



できる	予防接種	一次診療	
（経過観察、栄養観察を含む）	経鼻経管栄養の管理	経皮経管栄養の管理	
（胃ろう）	中心静脈栄養の管理	酸素療法の管理	気管切開の管理	人工呼吸器の管理	尿道留置カテーテル	
の管理	人工肛門の管理	褥瘡の管理	83	57	12	9	7	13	11	6	17	8	16	できない	予防接種	一次診療	
（経過観察、栄養観察を含む）	経鼻経管栄養の管理	経皮経管栄養の管理	
（胃ろう）	中心静脈栄養の管理	酸素療法の管理	気管切開の管理	人工呼吸器の管理	尿道留置カテーテル	
の管理	人工肛門の管理	褥瘡の管理	55	80	127	134	142	130	136	146	131	137	124	要相談	予防接種	一次診療	
（経過観察、栄養観察を含む）	経鼻経管栄養の管理	経皮経管栄養の管理	
（胃ろう）	中心静脈栄養の管理	酸素療法の管理	気管切開の管理	人工呼吸器の管理	尿道留置カテーテル	
の管理	人工肛門の管理	褥瘡の管理	27	28	26	22	16	22	18	13	16	20	25	3.24時間、重症心身障害児（18歳未満）の医療に対応ができますか	できる	できない	要相談	1	150	14	4.24時間、重症心身障害者（18歳以上）の医療に対応ができますか	できる	できない	要相談	3	150	12	5.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する訪問リハビリてーションを提供していますか	提供している	提供していない	提供していないが対応は可能	要相談（条件による）	1	152	4	8	6.重症心身障害児（者）在宅医療に対応できるようになるための条件はなんですか	診療報酬の点数が増えること	訪問看護尾の連携	病院との連携	在宅療養支援診療所と小児科医とのグループ診療	在宅療養支援診療所に助言や相談を求めることができること	小児科医に助言や相談を求めることができること	経験のある医師がいること	研修などの自己のスキルアップ	その他	24	73	90	43	28	26	62	47	21	できる	予防接種	一次診療	
（経過観察、栄養観察を含む）	経鼻経管栄養の管理	経皮経管栄養の管理	
（胃ろう）	中心静脈栄養の管理	酸素療法の管理	気管切開の管理	人工呼吸器の管理	尿道留置カテーテル	
の管理	人工肛門の管理	褥瘡の管理	39	29	8	6	5	9	9	6	10	7	12	できない	予防接種	一次診療	
（経過観察、栄養観察を含む）	経鼻経管栄養の管理	経皮経管栄養の管理	
（胃ろう）	中心静脈栄養の管理	酸素療法の管理	気管切開の管理	人工呼吸器の管理	尿道留置カテーテル	
の管理	人工肛門の管理	褥瘡の管理	102	115	141	143	148	140	144	148	140	145	134	要相談	予防接種	一次診療	
（経過観察、栄養観察を含む）	経鼻経管栄養の管理	経皮経管栄養の管理	
（胃ろう）	中心静脈栄養の管理	酸素療法の管理	気管切開の管理	人工呼吸器の管理	尿道留置カテーテル	
の管理	人工肛門の管理	褥瘡の管理	24	21	16	16	12	15	12	11	15	13	19	

診療所 (記述)

		Ｑ１		1.医療ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する外来診療について、以下の医療行為に対応できますか。 イリョウ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ガイライ シンリョウ イカ イリョウ コウイ タイオウ

				Ｑ1-1

				Ｑ1-2

				Ｑ1-3

				Ｑ1-4

				Ｑ1-5

				Ｑ1-6

				Ｑ1-7

				Ｑ1-8

				Ｑ1-9

				Ｑ1-10

				Ｑ1-11

		Ｑ２		2.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する往診及び訪問診療について、以下の医療行為に対応できますか イリョウテキ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ オウシン オヨ ホウモン シンリョウ イカ イリョウ コウイ タイオウ

				Ｑ2-1

				Ｑ2-2

				Ｑ2-3

				Ｑ2-4

				Ｑ2-5

				Ｑ2-6

				Ｑ2-7

				Ｑ2-8

				Ｑ2-9

				Ｑ2-10

				Ｑ2-11

		Ｑ3		3.24時間、重症心身障害児（18歳未満）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイジ サイ ミマン イリョウ タイオウ

				Ｑ3-1

				Ｑ3-2

				Ｑ3-3

		Ｑ4		4.24時間、重症心身障害者（18歳以上）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイシャ サイ イジョウ イリョウ タイオウ

				Ｑ4-1

				Ｑ4-2

				Ｑ4-3

		Ｑ5		5.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する訪問リハビリてーションを提供していますか イリョウテキ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ホウモン テイキョウ

				Ｑ5-1

				Ｑ5-2

				Ｑ5-3

				Ｑ5-4

		Ｑ6		6.重症心身障害児（者）在宅医療に対応できるようになるための条件はなんですか ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ ザイタク イリョウ タイオウ ジョウケン

				Ｑ6-1

				Ｑ6-2

				Ｑ6-3

				Ｑ6-4

				Ｑ6-5

				Ｑ6-6

				Ｑ6-7

				Ｑ6-8

				Ｑ6-9

		Ｑ7		7.重症心身障害児（者）の方に対する医療、在宅生活等についてお気づきのことなど、ご自由にお書きください ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ カタ タイ イリョウ ザイタク セイカツ ナド キ ジユウ カ



		承諾可否 ショウダク カヒ		診療所名 シンリョウジョ メイ		電話番号 デンワ バンゴウ		郵便番号 ユウビンバンゴウ		所在地 ショザイチ		電話番号 デンワ バンゴウ		Ｑ7重症心身障害児（者）の方に対する医療、在宅生活等についてお気づきのことなど、ご自由にお書きください

		承諾 ショウダク		深谷医院 フカヤ イイン		0285-75-0007 		321-4502		真岡市物井1268-7

		承諾 ショウダク		かしま産婦人科 サンフジンカ		0284-65-0341		326-0844		足利市鹿島町501-1				婦人科疾患（不正性器出血/帯下/外陰掻痒等）については外来対応させて頂いております フジンカ シッカン フセイ セイキ シュッケツ タイゲ ガイイン カ カユ ナド ガイライ タイオウ イタダ

		承諾 ショウダク		おおきこどもクリニック		0285-41-0025 		329-0207		小山市美しが丘3-35-3

		承諾 ショウダク		宇都宮市子ども発達センター診療所 ウツノミヤシ コ ハッタツ シンリョウジョ		028-647-4720		320-0851		栃木県宇都宮市鶴田町970-1				その他：子ども発達センター内の療育を利用する児の診療所であるため タ コ ハッタツ ナイ リョウイク リヨウ ジ シンリョウジョ

		承諾 ショウダク		中川医院 ナカガワ イイン		0287-62-0040		325-0057		那須塩原市黒磯幸町6-27

		承諾 ショウダク		にじいろこども診療所 シンリョウジョ		0285-44-7716		329-0414		下野市小金井4-1-1

		承諾 ショウダク		豊郷台クリニック ユタカ ゴウ ダイ		028-643-8998		320-0003		宇都宮市豊郷台2-21-3		028-643-8998（FAX8999）

		承諾 ショウダク		いとうこどもクリニック		0289-63-5566		322-0025		鹿沼市緑町2-2-29

		承諾 ショウダク		清原台こどもクリニック キヨハラ ダイ		028-305-6017		321-3223		宇都宮市清原台2-4-14				その他：医師、看護師の増員 タ イシ カンゴシ ゾウイン

		承諾 ショウダク		さいとう小児科 ショウニカ		0282-22-0757 		328-0015		栃木市万町30番16号		0282-22-0757

		承諾 ショウダク		冨塚メデｲカルクリニック		028-666-2555		321-2116		宇都宮市徳次郎町888				なるべく協力したいが、現在当院副院長が体調悪く、休養中のため困難となっています。 キョウリョク ゲンザイ トウイン フクインチョウ タイチョウ ワル キュウヨウチュウ コンナン

		承諾 ショウダク		山浦内科医院		0284-21-6653 		326-0843		足利市五十部町1256-5

		承諾 ショウダク		小倉医院		0282-82-0057		321-0227		壬生町通町10-5

		承諾 ショウダク		飯岡小児科		0289-65-3257		322-0074		鹿沼市日吉町569-2

		承諾 ショウダク		角田内科医院		0285-53-5665 		329-0511		下野市石橋549

		承諾 ショウダク		おかべこどもクリニック		0285-40-7300 		329-0433		下野市緑5-17-12

		承諾 ショウダク		くろばね齋藤醫院		0287-54-0031		324-0233		大田原市黒羽田町612

		承諾 ショウダク		立花医院		0287-72-0311		325-0003		那須郡那須町寺子乙3967-190				その他：スタッフの充実　　1～9すべて当てはまります タ ジュウジツ ア

		承諾 ショウダク		さいとうハート＆キッズクリニック		0287-53-7979		324-0043		大田原市浅香1-4-3

		承諾 ショウダク		小山すぎの木クリニック		0285-30-3456		323-0806		小山市中久喜1131-1

		承諾 ショウダク		有村小児科医院		028-656-7207		321-0912		宇都宮市石井町3128-11		028-656-7207		無床の診療所の小児科医としては、急性疾患（特に感染症が多く）への対応が中心です。時間に追われています。予防接種については、時間枠をとって対応できます。一次診療についても、訪問看護との連携等があれば対応可能な場合があります。（例えば点滴投薬等）現時点では往診は無理ですが。 ムショウ シンリョウジョ ショウニ カ イ キュウセイ シッカン トク カンセンショウ オオ タイオウ チュウシン ジカン オ ヨボウ セッシュ ジカンワク タイオウ イチジ シンリョウ ホウモン カンゴ レンケイ トウ タイオウ カノウ バアイ タト テンテキ トウヤク ナド ゲンジテン オウシン ムリ

		承諾 ショウダク		吉永医院		0285-63-2303		321-3564		茂木町増井190-1

		承諾 ショウダク		あさかクリニック		0287-22-2601		324-0043		大田原市浅香3-3711

		承諾 ショウダク		坪水医院		0283-62-0265		327-0312		佐野市栃本町2241				若い頃、町田市にある重度心身障害者の施設にボランティアで行き、足で書いたお手紙をもらって感動しました。何かのお役にたてればと思いますが、現在実態がよく分かりません。 ワカ コロ マチダシ ジュウド シンシン ショウガイシャ シセツ イ アシ カ テガミ カンドウ ナニ ヤク オモ ゲンザイ ジッタイ ワ

		承諾 ショウダク		こどもヶ丘診療所		028-615-1077		321-0151		宇都宮市西川田町183-21

		承諾 ショウダク		竹田内科小児科クリニック		0282-29-1233		328-0011		栃木市大宮町52番地		0282-29-1233

		承諾 ショウダク		すながクリニック		0284-44-7211		326-0015		足利市八椚町494-1　

		承諾 ショウダク		片山医院		028-661-9764		321-0944		宇都宮市東峰町3008-21

		承諾 ショウダク		稲毛クリニック		0283-25-2566		327-0103		佐野市石塚町893-1				その他：当クリニックでは勤務医での診療のみを行っており、重症心身障害児に対応できるシステムはととのっておらず、申し訳ありません。 タ トウ キンムイ シンリョウ オコナ ジュウショウ シンシン ショウガイジ タイオウ モウ ワケ

		承諾 ショウダク		小川こどもクリニック		0289-74-5421		322-0027		鹿沼市貝島町5006-2

		承諾 ショウダク		くさの小児科		0284-73-7000		326-0335		足利市上渋垂町338-3

		承諾 ショウダク		みやの杜クリニック　		028-683-7811		321-0904		宇都宮市陽東2-4-5				Q2訪問診療のみ対応可 ホウモン シンリョウ タイオウ カ

		承諾 ショウダク		にいたに内科　		028-675-6515		329-1231		塩谷郡高根沢町宝石台 3-3-19

		承諾 ショウダク		よこやま内科小児科クリニック		0282-24-8102		328-0075		栃木市箱森町38-70

		承諾 ショウダク		さいとうクリニック		0287-39-1805		329-2724		那須塩原市西幸町7-13				その他：現在の診療所での診療との兼ね合いが困難であり、複数の医師や看護師が必要 タ ゲンザイ シンリョウジョ シンリョウ カ ア コンナン フクスウ イシ カンゴシ ヒツヨウ

		承諾 ショウダク		桜井消化器科・内科		028-643-0870		320-0073		宇都宮市細谷1-7-38

		承諾 ショウダク		佐藤医院		0287-96-2841		324-0501		那須郡那珂川町小川2960-1

		承諾 ショウダク		大根田内科医院		028-624-6322		320-0072		宇都宮市若草3-4-22				当方の医師が高齢であり、しかもスタッフがそろっていないので在宅医療は無理なので、ましてや重症心身障害者においておやです。 トウホウ イシ コウレイ ザイタク イリョウ ムリ ジュウショウ シンシン ショウガイシャ

		承諾 ショウダク		医療法人　赤羽病院		028-661-5446		321-0904		宇都宮市陽東7-2-2

		承諾 ショウダク		田井の里クリニック		0285-81-6502		321-4301		真岡市西田井内外748-2

		承諾 ショウダク		みずぬまクリニック		0287-39-1581		329-2751		那須塩原市東三島2-80-6				その他：在宅医療をやっていないので現状は無理である タ ザイタク イリョウ ゲンジョウ ムリ

		承諾 ショウダク		キッズクリニックはせがわ		0283-27-0200		327-0843		佐野市堀米町3946-6				その他：時間的余裕 タ ジカンテキ ヨユウ

		承諾 ショウダク		小森谷内科医院		0282-43-7327		329-4404		栃木市大平町富田4003-8

		承諾 ショウダク		熊倉医院		0282-55-8425		329-4316		下都賀郡岩舟町新里180-1

		承諾 ショウダク		いちはらファミリークリニック		028-612-8350		321-0414		宇都宮市中里町322

		承諾 ショウダク		かとう小児科 ショウニカ		0282-82-7576		321-0218		壬生町落合3-7-30		 

		承諾 ショウダク		福田こどもクリニック		028-659-8850		320-0852		栃木県宇都宮市下砥上町1545-20

		承諾 ショウダク		てらもと小児科		028-650-6636		321-0975		宇都宮市関堀町971-6				小児科医としてはもっと積極的に協力しなければいけないと思いますが、現在の我診療所の状態では不可能なことが多く残念です。 ショウニ カ イ セッキョクテキ キョウリョク オモ ゲンザイ ワガ シンリョウジョ ジョウタイ フカノウ オオ ザンネン

		承諾 ショウダク		木村内科医院		0288-22-7880		321-1264		日光市瀬尾497-1

		承諾 ショウダク		こばやしファミリークリニック		0283-85-9900		327-0311		佐野市多田町566

		承諾 ショウダク		あいファミリィクリニック足利 アシカガ		0284-22-3788		329-4213		足利市寺岡町505-1

		承諾 ショウダク		腰塚医院		0282-62-2072		323-1104		栃木市藤岡町藤岡1845-10

		承諾 ショウダク		桜井こどもクリニック		0282-24-5987		328-0034		栃木市本町16-9

		承諾 ショウダク		神鳥谷クリニック		0285-22-7700		323-0827		小山市神鳥谷1-19-1		 

		承諾 ショウダク		持田医院		0282-67-3661		329-0319		栃木市藤岡町中根115-5

		承諾 ショウダク		田村医院		0282-43-3368		329-4423		栃木市大平町西水代1835-1				Q5.訪問看護、訪問リハビリテーションを利用 ホウモン カンゴ ホウモン リヨウ

		承諾 ショウダク		大橋内科クリニック		0282-82-8522		321-0219		壬生町福和田1003-1

		承諾 ショウダク		てらだファミリークリニック		028-654-2188		321-0132		宇都宮市雀の宮5-5-1

		承諾 ショウダク		あおい内科小児科ｸﾘﾆｯｸ		028-663-6000		321-0973		宇都宮市岩曽町1086-1				その他：往診時間の確保ができること タ オウシン ジカン カクホ

		承諾 ショウダク		飯塚医院		0287-92-2034		324-0613		那須郡那珂川町馬頭484-3

		承諾 ショウダク		やの小児科医院		0285-56-0280		329-0611		河内郡上三川町上三川3446-3

		承諾 ショウダク		仲嶋医院		028-681-7755		329-1311		さくら市氏家3245-17				成人（18才以上）を対象に回答しました セイジン サイ イジョウ タイショウ カイトウ

		承諾 ショウダク		小林診療所		0285-82-3873		321-4369		真岡市熊倉3-10-7

		承諾 ショウダク		西真岡こどもクリニック		0285-81-7900		321-4341		真岡市高勢町3-205-1				その他：現在おこなっています タ ゲンザイ

		承諾 ショウダク		鈴木医院		0285-72-2032		321-4217		益子町益子1747-2

		承諾 ショウダク		緑の屋根診療所		0283-20-2577		327-0843		佐野市堀米町1348-5				地域の社会資源が少ない。マンパワー不足 チイキ シャカイ シゲン スク ブソク

		承諾 ショウダク		ひがのクリニック		0285-74-0051 		321-4521		真岡市久下田941-1

		承諾 ショウダク		豊郷中央渡辺内科　		028-622-8900		320-0004		宇都宮市長岡町1217-5

		承諾 ショウダク		きくちクリニック		028-683-3387		321-0903		宇都宮市下平出町614-2

		承諾 ショウダク		サンレディースクリニック		0282-24-3541		328-0024		栃木市樋ノ口町504-1

		承諾 ショウダク		医療法人　亀田内科		028-633-2884		320-0812		宇都宮市一番町1-28

		承諾 ショウダク		越戸クリニック		028-660-6190		321-0951		宇都宮市越戸町139-6

		承諾 ショウダク		佐藤内科		0285-53-1305		329-0511		下野市石橋839-14

		承諾 ショウダク		グリムこどもクリニック		0285-51-1515		329-0502		下野市下古山2-6-17				事前連絡の上での一次診療、予防接種ですので、申し訳ありません。 ジゼン レンラク ウエ イチジ シンリョウ ヨボウ セッシュ モウ ワケ

		承諾 ショウダク		吉原医院		0288-21-0161		321-1261		日光市今市826-4				その他：設備 タ セツビ

		承諾 ショウダク		梅園医院		028-633-2869		320-0035		宇都宮市伝馬町3-28

		承諾 ショウダク		森田医院		028-633-1573		320-0861		宇都宮市西3-5-8

		承諾 ショウダク		鈴木内科クリニック		028-655-1229		321-0139		宇都宮市若松原2-4-19				その他：24時間対応が必要となると考えますが、当院診療時間内の往診は難しいと考えます。 タ ジカン タイオウ ヒツヨウ カンガ トウイン シンリョウ ジカン ナイ オウシン ムズカ カンガ

		承諾 ショウダク		小松医院		0289-60-5515		322-0064		鹿沼市文化橋町2300-1
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										2		できない

										3		要相談 ヨウ ソウダン





										1		できる

										2		できない

										3		要相談 ヨウ ソウダン





										1		できる

										2		できない

										3		要相談 ヨウ ソウダン





										1		提供している テイキョウ

										2		提供していない テイキョウ

										3		提供していないが対応は可能 テイキョウ タイオウ カノウ

										4		要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン





										1		診療報酬の点数が増えること シンリョウ ホウシュウ テンスウ フ

										2		訪問看護尾の連携 ホウモン カンゴ オ レンケイ

										3		病院との連携 ビョウイン レンケイ

										4		在宅療養支援診療所と小児科医とのグループ診療 ザイタク リョウヨウ シエン シンリョウジョ ショウニ カ イ シンリョウ

										5		在宅療養支援診療所に助言や相談を求めることができること ザイタク リョウヨウ シエン シンリョウジョ ジョゲン ソウダン モト

										6		小児科医に助言や相談を求めることができること ショウニ カ イ ジョゲン ソウダン モト

										7		経験のある医師がいること ケイケン イシ

										8		研修などの自己のスキルアップ ケンシュウ ジコ

										9		その他 タ



1	#REF!	

病院

		Ｑ１		1.医療ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する外来診療について、以下の医療行為に対応できますか。 イリョウ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ガイライ シンリョウ イカ イリョウ コウイ タイオウ						1.医療ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する外来診療について、以下の医療行為に対応できますか。 イリョウ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ガイライ シンリョウ イカ イリョウ コウイ タイオウ

				Ｑ1-1						Ｑ1-1		予防接種 ヨボウ セッシュ

				Ｑ1-2						Ｑ1-2		一次診療
（経過観察、栄養観察を含む） イチジ シンリョウ ケイカ カンサツ エイヨウ カンサツ フク

				Ｑ1-3						Ｑ1-3		経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ

				Ｑ1-4						Ｑ1-4		経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ

				Ｑ1-5						Ｑ1-5		中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ

				Ｑ1-6						Ｑ1-6		酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ

				Ｑ1-7						Ｑ1-7		気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ

				Ｑ1-8						Ｑ1-8		人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ

				Ｑ1-9						Ｑ1-9		尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ

				Ｑ1-10						Ｑ1-10		人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ

				Ｑ1-11						Ｑ1-11		褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ

		Ｑ２		2.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する往診及び訪問診療について、以下の医療行為に対応できますか イリョウテキ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ オウシン オヨ ホウモン シンリョウ イカ イリョウ コウイ タイオウ						2.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する往診及び訪問診療について、以下の医療行為に対応できますか イリョウテキ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ オウシン オヨ ホウモン シンリョウ イカ イリョウ コウイ タイオウ

				Ｑ2-1						Ｑ2-1		予防接種 ヨボウ セッシュ

				Ｑ2-2						Ｑ2-2		経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ

				Ｑ2-3						Ｑ2-3		経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ

				Ｑ2-4						Ｑ2-4		中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ

				Ｑ2-5						Ｑ2-5		酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ

				Ｑ2-6						Ｑ2-6		気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ

				Ｑ2-7						Ｑ2-7		人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ

				Ｑ2-8						Ｑ2-8		尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ

				Ｑ2-9						Ｑ2-9		人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ

				Ｑ2-10						Ｑ2-10		褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ

		Ｑ3		3.24時間、重症心身障害児（18歳未満）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイジ サイ ミマン イリョウ タイオウ						3.24時間、重症心身障害児（18歳未満）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイジ サイ ミマン イリョウ タイオウ

				Ｑ3-1						Ｑ3-1		できる

				Ｑ3-2						Ｑ3-2		できない

				Ｑ3-3						Ｑ3-3		要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン

		Ｑ4		4.24時間、重症心身障害者（18歳以上）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイシャ サイ イジョウ イリョウ タイオウ						4.24時間、重症心身障害者（18歳以上）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイシャ サイ イジョウ イリョウ タイオウ

				Ｑ4-1						Ｑ4-1		できる

				Ｑ4-2						Ｑ4-2		できない

				Ｑ4-3						Ｑ4-3		要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン

		Ｑ5		5.重症心身障害児（者）のレスパイト入院に対応できますか ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ ニュウイン タイオウ						5.重症心身障害児（者）のレスパイト入院に対応できますか ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ ニュウイン タイオウ

				Ｑ5-1						Ｑ5-1		できる

				Ｑ5-2						Ｑ5-2		できない

				Ｑ5-3						Ｑ5-3		要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン

		Ｑ6		6.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する訪問リハビリテーションを提供していますか イリョウテキ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ホウモン テイキョウ						6.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する訪問リハビリテーションを提供していますか イリョウテキ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ホウモン テイキョウ

				Ｑ6-1						Ｑ6-1		提供している テイキョウ

				Ｑ6-2						Ｑ6-2		提供していない テイキョウ

				Ｑ6-3						Ｑ6-3		提供していないが対応は可能 テイキョウ タイオウ カノウ

				Ｑ6-4						Ｑ6-4		要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン

		Ｑ7		7.平成26年度において、以下における長期入院児（6ヶ月以上）の患者数は何名ですか（「原疾患」及び「長期入院理由」について、複数の理由がある場合は、主な理由を選んでください） ヘイセイ ネンド イカ チョウキ ニュウイン ジ ゲツイジョウ カンジャスウ ナンメイ ゲンシッカン オヨ チョウキ ニュウイン リユウ フクスウ リユウ バアイ オモ リユウ エラ						7.平成26年度において、以下における長期入院児（6ヶ月以上）の患者数は何名ですか（「原疾患」及び「長期入院理由」について、複数の理由がある場合は、主な理由を選んでください） ヘイセイ ネンド イカ チョウキ ニュウイン ジ ゲツイジョウ カンジャスウ ナンメイ ゲンシッカン オヨ チョウキ ニュウイン リユウ フクスウ リユウ バアイ オモ リユウ エラ

				※個別シートにて対応 コベツ タイオウ						※個別シートにて対応 コベツ タイオウ

		Q8		8.重症心身障害児（者）に対する相談窓口はありますか ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ソウダン マドグチ

										1		ある

										2		ない

		Q9		9.重症心身障害児（者）の方に対する医療、在宅生活等についてお気づきのことなど、ご自由にお書きください。 ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ カタ タイ イリョウ ザイタク セイカツ ナド キ ジユウ カ

		承諾可否 ショウダク カヒ		診療所名 シンリョウジョ メイ		電話番号 デンワ バンゴウ		郵便番号 ユウビンバンゴウ		所在地 ショザイチ		Ｑ1.医療ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する外来診療について、以下の医療行為に対応できますか																						Ｑ２医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する往診及び訪問診療について、以下の医療行為に対応できますか																				Ｑ3		Ｑ4		Ｑ5		Q6		Ｑ7		8.重症心身障害児（者）に対する相談窓口はありますか										Q9

												予防接種 ヨボウ セッシュ		一次診療
（経過観察、栄養観察を含む） イチジ シンリョウ ケイカ カンサツ エイヨウ カンサツ フク		経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ		経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ		中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ		酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ		気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ		人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ		尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ		人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ		褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ		予防接種 ヨボウ セッシュ		経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ		経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ		中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ		酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ		気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ		人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ		尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ		人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ		褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ												有無 ウム		部署名・職名 ブショ メイ ショクメイ		ご担当者氏名 タントウシャ シメイ		連絡先TEL レンラクサキ		連絡先MAIL レンラクサキ

		否 イナ		野木病院		0280-57-1011		329-0101		下都賀郡野木町友沼5320-2		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		2

		否 イナ		今市病院		0288-22-2200		321-1261		日光市今市381		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		2

		否 イナ		黒須病院　		028-682-8811		329-1311		さくら市氏家2650		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		2		2		別紙参照 ベッシ サンショウ		1		病診連携室・社会福祉士 ビョウシンレンケイ シツ シャカイ フクシ シ		井上雅晶 イノウエ マサアキ		028-682-8811（代表）
028-681-5551（直通） ダイヒョウ チョクツウ		byo-renkei@kurosu-hospital.jp

		否 イナ		日光市民病院		0288-50-1188		321-1441		日光市清滝安良沢町1752-10		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		2										小児科常務医がいないため、小児科非常勤医師在院時のみ相談可能と考えます ショウニカ ジョウム イ ショウニカ ヒジョウキン イシ ザイイン ジ ソウダン カノウ カンガ

		否 イナ		国際医療福祉大学塩谷病院　		0287-44-1155		329-2145		矢板市富田77		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		2

		否 イナ		那須南病院		0287-84-3911		321-0621		栃木県那須烏山市中央3-2-13		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		2		2		なし		1		医療福祉相談医療連絡室 イリョウ フクシ ソウダン イリョウ レンラク シツ		原健二 ハラ ケンジ		0287-84-3911

		承諾 ショウダク		西方病院		0282-92-2323		322-0601		栃木県上都賀郡西方町金崎273-3		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		1		西方病院地域連携室 ニシカタ ビョウイン チイキ レンケイ シツ				0282-25-7310		nishikata-renkei@cc9.ne.jp

		承諾 ショウダク		新小山市民病院		0285-36-0200		323-0827		栃木県小山市神鳥谷2251-1 ３２３－０８２７		1		1		3		2		2		2		2		2		2		2		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		2		なし		1		医療相談室保健師 イリョウ ソウダンシツ ホケンシ		多賀谷邦子 タガヤ クニコ		0285-36-0256		soudan@hospital.oyama.tochigi.jp		重症心身障害児（者）の方々の外来診察は随時受け入れておりますが、特に障害児の入院についてはまだ十分に対応できる体制になっておりません。そのため、今回のガイドマップの内容で受け入れ可能な項目が少なく申し訳ありません。相談については、幅広く承っております。 ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ カタガタ ガイライ シンサツ ズイジ ウ イ トク ショウガイジ ニュウイン ジュウブン タイオウ タイセイ コンカイ ナイヨウ ウ イ カノウ コウモク スク モウ ワケ ソウダン ハバヒロ ウケタマワ

		承諾 ショウダク		小山厚生病院		0285-22-1105		323-0031		栃木県小山市八幡町2-10-6		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		2		なし		1		看護師長 カンゴシ チョウ		横家よね子 ヨコ イエ コ		0285-22-1105
0285-24-9890				在宅生活困難者につき当院では入院で対応させていただくことが多いです。 ザイタク セイカツ コンナン シャ トウイン ニュウイン タイオウ オオ

		承諾 ショウダク		石橋総合病院		0285-53-1134		329-0511		栃木県下野市石橋628		1		1		1		1		1		1		1		2		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		1		なし		1		地域医療連携部 チイキ イリョウ レンケイ ブ		（部長）岩崎さゆり ブチョウ イワサキ		0285-53-1134		ishibashi-renkei@yushikai.jp

		承諾 ショウダク		下都賀総合病院		0282-22-2551		328-0044		栃木県栃木市富士見町5-32		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		3		なし		1		医療福祉相談室 イリョウ フクシ ソウダンシツ		MSWが3人おります ニン		0282-22-2551

		承諾 ショウダク		とちの木病院		0282-22-7722		328-0071		栃木県栃木市大町39-5		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		2

		承諾 ショウダク		自治医科大学附属病院　		0285-44-2111		329-0498		下野市薬師寺3311-1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		2		3		2		別紙参照 ベッシ サンショウ		1		地域医療連携部（看護師） チイキ イリョウ レンケイ ブ カンゴシ		黒田　光恵 クロダ ミツエ		0285-44-2111		mazuek@jichi.ac.jp		在宅医療を充実させていただくうえで、往診医や地域の開業医の先生方との連携強化やスタッフの充実が望まれると思います。 ザイタク イリョウ ジュウジツ オウシン イ チイキ カイギョウイ センセイガタ レンケイ キョウカ ジュウジツ ノゾ オモ

		承諾 ショウダク		済生会宇都宮病院		028-626-5500		321-0974		宇都宮市竹林町911-1		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		2		別紙参照 ベッシ サンショウ		1		地域連携課 チイキ レンケイ カ		荻津　守 オギツ カミ		028-626-5500

		承諾 ショウダク		足利赤十字病院		0284-21-0121		326-0843		栃木県足利市五十部町284-1		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		3		1		2		別紙参照 ベッシ サンショウ		1		事務部医事課社会福祉士 ジム ブ イジ カ シャカイ フクシ シ		布施　麻由実 フセ マユミ		0284-20-1307				医療依存度の高い患者様が自宅へ退院する場合、利用できる社会資源が限られており、デイサービスやリハビリテーション、ショートステイなどのサービスを本人、ご家族様のニーズに合わせて利用していただくことが困難なケースが多々あります。（例：家族としては週２回以上リハビリに本人を通わせたいと考えているが、リハビリテーション事業所としては利用者数も多いため、週1回の対応が限度と考えている場合など）今回のアンケート調査を機に、各地域の社会資源の情報を整理し、なるべくニーズに合わせて、多くの方に適切にサービスを利用していただける環境を構築できればと思っております。よろしくお願いいたします。 イリョウ イゾンド タカ カンジャサマ ジタク タイイン バアイ リヨウ シャカイ シゲン カギ ホンニン カゾク サマ ア リヨウ コンナン タタ レイ カゾク シュウ カイイジョウ ホンニン カヨ カンガ ジギョウショ リヨウシャ スウ オオ シュウ カイ タイオウ ゲンド カンガ バアイ コンカイ チョウサ キ カクチイキ シャカイ シゲン ジョウホウ セイリ ア オオ カタ テキセツ リヨウ カンキョウ コウチク オモ ネガ

		承諾 ショウダク		獨協医科大学病院		0282-86-1111		321-0293		下都賀郡壬生町大字北小林880		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		3		2		別紙参照 ベッシ サンショウ		1		地域医療連携センター医療福祉相談室 チイキ イリョウ レンケイ イリョウ フクシ ソウダンシツ				0282-87-2185

		承諾 ショウダク		あしかがの森足利病院		0284-91-0611		326-0011		足利市大沼田町615		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		1		2		別紙参照 ベッシ サンショウ		1		メディカルソーシャルワーカー		福地　哲郎 フクチ テツロウ		0284-91-0611		soudan@hshikagu-hospital.or.jp

		承諾 ショウダク		JCHO　うつのみや病院		028-653-1001		321-0143		宇都宮市南高砂町11-17		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		2

		承諾 ショウダク		菅又病院　		028-676-0311		329-1207		塩谷郡高根沢町花岡2351		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		2										要相談の診療項目につきましては、病院にお電話で問い合わせていただければ対応いたします。小児科の入院対応はしておりません。外来診察につきましては、急性期の管理は困難であることもありますが、状態が安定している場合には相談いただければ可能な限り対応いたします。 ヨウ ソウダン シンリョウ コウモク ビョウイン デンワ ト ア タイオウ ショウニカ ニュウイン タイオウ ガイライ シンサツ キュウセイキ カンリ コンナン ジョウタイ アンテイ バアイ ソウダン カノウ カギ タイオウ

		承諾 ショウダク		那須赤十字病院		0287-23-1122		324-8686		栃木県大田原市中田原1081-4		1		1		3		3		3		1		3		1		3		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		1		4		なし		1		地域医療福祉連携課福祉係長 チイキ イリョウ フクシ レンケイ カ フクシ カカリチョウ		野中美希 ノナカ ミキ		0287-23-1122		renkeika@nasu.jrc.or.jp
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病院（作業）

		Ｑ１		1.医療ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する外来診療について、以下の医療行為に対応できますか。 イリョウ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ガイライ シンリョウ イカ イリョウ コウイ タイオウ						1.医療ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する外来診療について、以下の医療行為に対応できますか。 イリョウ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ガイライ シンリョウ イカ イリョウ コウイ タイオウ

				Ｑ1-1						Ｑ1-1		予防接種 ヨボウ セッシュ

				Ｑ1-2						Ｑ1-2		一次診療
（経過観察、栄養観察を含む） イチジ シンリョウ ケイカ カンサツ エイヨウ カンサツ フク

				Ｑ1-3						Ｑ1-3		経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ

				Ｑ1-4						Ｑ1-4		経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ

				Ｑ1-5						Ｑ1-5		中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ

				Ｑ1-6						Ｑ1-6		酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ

				Ｑ1-7						Ｑ1-7		気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ

				Ｑ1-8						Ｑ1-8		人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ

				Ｑ1-9						Ｑ1-9		尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ

				Ｑ1-10						Ｑ1-10		人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ

				Ｑ1-11						Ｑ1-11		褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ

		Ｑ２		2.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する往診及び訪問診療について、以下の医療行為に対応できますか イリョウテキ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ オウシン オヨ ホウモン シンリョウ イカ イリョウ コウイ タイオウ						2.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する往診及び訪問診療について、以下の医療行為に対応できますか イリョウテキ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ オウシン オヨ ホウモン シンリョウ イカ イリョウ コウイ タイオウ

				Ｑ2-1						Ｑ2-1		予防接種 ヨボウ セッシュ

				Ｑ2-2						Ｑ2-2		経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ

				Ｑ2-3						Ｑ2-3		経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ

				Ｑ2-4						Ｑ2-4		中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ

				Ｑ2-5						Ｑ2-5		酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ

				Ｑ2-6						Ｑ2-6		気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ

				Ｑ2-7						Ｑ2-7		人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ

				Ｑ2-8						Ｑ2-8		尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ

				Ｑ2-9						Ｑ2-9		人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ

				Ｑ2-10						Ｑ2-10		褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ

		Ｑ3		3.24時間、重症心身障害児（18歳未満）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイジ サイ ミマン イリョウ タイオウ						3.24時間、重症心身障害児（18歳未満）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイジ サイ ミマン イリョウ タイオウ

				Ｑ3-1						Ｑ3-1		できる

				Ｑ3-2						Ｑ3-2		できない

				Ｑ3-3						Ｑ3-3		要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン

		Ｑ4		4.24時間、重症心身障害者（18歳以上）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイシャ サイ イジョウ イリョウ タイオウ						4.24時間、重症心身障害者（18歳以上）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイシャ サイ イジョウ イリョウ タイオウ

				Ｑ4-1						Ｑ4-1		できる

				Ｑ4-2						Ｑ4-2		できない

				Ｑ4-3						Ｑ4-3		要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン

		Ｑ5		5.重症心身障害児（者）のレスパイト入院に対応できますか ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ ニュウイン タイオウ						5.重症心身障害児（者）のレスパイト入院に対応できますか ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ ニュウイン タイオウ

				Ｑ5-1						Ｑ5-1		できる

				Ｑ5-2						Ｑ5-2		できない

				Ｑ5-3						Ｑ5-3		要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン

		Ｑ6		6.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する訪問リハビリテーションを提供していますか イリョウテキ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ホウモン テイキョウ						6.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する訪問リハビリテーションを提供していますか イリョウテキ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ホウモン テイキョウ

				Ｑ6-1						Ｑ6-1		提供している テイキョウ

				Ｑ6-2						Ｑ6-2		提供していない テイキョウ

				Ｑ6-3						Ｑ6-3		提供していないが対応は可能 テイキョウ タイオウ カノウ

				Ｑ6-4						Ｑ6-4		要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン

		Ｑ7		7.平成26年度において、以下における長期入院児（6ヶ月以上）の患者数は何名ですか（「原疾患」及び「長期入院理由」について、複数の理由がある場合は、主な理由を選んでください） ヘイセイ ネンド イカ チョウキ ニュウイン ジ ゲツイジョウ カンジャスウ ナンメイ ゲンシッカン オヨ チョウキ ニュウイン リユウ フクスウ リユウ バアイ オモ リユウ エラ						7.平成26年度において、以下における長期入院児（6ヶ月以上）の患者数は何名ですか（「原疾患」及び「長期入院理由」について、複数の理由がある場合は、主な理由を選んでください） ヘイセイ ネンド イカ チョウキ ニュウイン ジ ゲツイジョウ カンジャスウ ナンメイ ゲンシッカン オヨ チョウキ ニュウイン リユウ フクスウ リユウ バアイ オモ リユウ エラ

				※個別シートにて対応 コベツ タイオウ						※個別シートにて対応 コベツ タイオウ

		Q8		8.重症心身障害児（者）に対する相談窓口はありますか ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ソウダン マドグチ

										1		ある

										2		ない

		Q9		9.重症心身障害児（者）の方に対する医療、在宅生活等についてお気づきのことなど、ご自由にお書きください。 ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ カタ タイ イリョウ ザイタク セイカツ ナド キ ジユウ カ

		承諾可否 ショウダク カヒ		診療所名 シンリョウジョ メイ		電話番号 デンワ バンゴウ		郵便番号 ユウビンバンゴウ		所在地 ショザイチ		Ｑ1.医療ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する外来診療について、以下の医療行為に対応できますか																						Ｑ２医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する往診及び訪問診療について、以下の医療行為に対応できますか																				Ｑ3		Ｑ4		Ｑ5		Q6		Ｑ7		8.重症心身障害児（者）に対する相談窓口はありますか										Q9

												予防接種 ヨボウ セッシュ		一次診療
（経過観察、栄養観察を含む） イチジ シンリョウ ケイカ カンサツ エイヨウ カンサツ フク		経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ		経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ		中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ		酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ		気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ		人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ		尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ		人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ		褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ		予防接種 ヨボウ セッシュ		経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ		経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ		中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ		酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ		気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ		人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ		尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ		人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ		褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ												有無 ウム		部署名・職名 ブショ メイ ショクメイ		ご担当者氏名 タントウシャ シメイ		連絡先TEL レンラクサキ		連絡先MAIL レンラクサキ

		否 イナ		野木病院		0280-57-1011		329-0101		下都賀郡野木町友沼5320-2		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		2

		否 イナ		今市病院		0288-22-2200		321-1261		日光市今市381		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		2

		否 イナ		黒須病院　		028-682-8811		329-1311		さくら市氏家2650		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		2		2		別紙参照 ベッシ サンショウ		1		病診連携室・社会福祉士 ビョウシンレンケイ シツ シャカイ フクシ シ		井上雅晶 イノウエ マサアキ		028-682-8811（代表）
028-681-5551（直通） ダイヒョウ チョクツウ		byo-renkei@kurosu-hospital.jp

		否 イナ		日光市民病院		0288-50-1188		321-1441		日光市清滝安良沢町1752-10		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		2										小児科常務医がいないため、小児科非常勤医師在院時のみ相談可能と考えます ショウニカ ジョウム イ ショウニカ ヒジョウキン イシ ザイイン ジ ソウダン カノウ カンガ

		否 イナ		国際医療福祉大学塩谷病院　		0287-44-1155		329-2145		矢板市富田77		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		2

		否 イナ		那須南病院		0287-84-3911		321-0621		栃木県那須烏山市中央3-2-13		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		2		2		なし		1		医療福祉相談医療連絡室 イリョウ フクシ ソウダン イリョウ レンラク シツ		原健二 ハラ ケンジ		0287-84-3911

		承諾 ショウダク		西方病院		0282-92-2323		322-0601		栃木県上都賀郡西方町金崎273-3		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		1		西方病院地域連携室 ニシカタ ビョウイン チイキ レンケイ シツ				0282-25-7310		nishikata-renkei@cc9.ne.jp

		承諾 ショウダク		新小山市民病院		0285-36-0200		323-0827		栃木県小山市神鳥谷2251-1 ３２３－０８２７		1		1		3		2		2		2		2		2		2		2		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		2		なし		1		医療相談室保健師 イリョウ ソウダンシツ ホケンシ		多賀谷邦子 タガヤ クニコ		0285-36-0256		soudan@hospital.oyama.tochigi.jp		重症心身障害児（者）の方々の外来診察は随時受け入れておりますが、特に障害児の入院についてはまだ十分に対応できる体制になっておりません。そのため、今回のガイドマップの内容で受け入れ可能な項目が少なく申し訳ありません。相談については、幅広く承っております。 ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ カタガタ ガイライ シンサツ ズイジ ウ イ トク ショウガイジ ニュウイン ジュウブン タイオウ タイセイ コンカイ ナイヨウ ウ イ カノウ コウモク スク モウ ワケ ソウダン ハバヒロ ウケタマワ

		承諾 ショウダク		小山厚生病院		0285-22-1105		323-0031		栃木県小山市八幡町2-10-6		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		2		なし		1		看護師長 カンゴシ チョウ		横家よね子 ヨコ イエ コ		0285-22-1105
0285-24-9890				在宅生活困難者につき当院では入院で対応させていただくことが多いです。 ザイタク セイカツ コンナン シャ トウイン ニュウイン タイオウ オオ

		承諾 ショウダク		石橋総合病院		0285-53-1134		329-0511		栃木県下野市石橋628		1		1		1		1		1		1		1		2		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		1		なし		1		地域医療連携部 チイキ イリョウ レンケイ ブ		（部長）岩崎さゆり ブチョウ イワサキ		0285-53-1134		ishibashi-renkei@yushikai.jp

		承諾 ショウダク		下都賀総合病院		0282-22-2551		328-0044		栃木県栃木市富士見町5-32		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		3		なし		1		医療福祉相談室 イリョウ フクシ ソウダンシツ		MSWが3人おります ニン		0282-22-2551

		承諾 ショウダク		とちの木病院		0282-22-7722		328-0071		栃木県栃木市大町39-5		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		2

		承諾 ショウダク		自治医科大学附属病院　		0285-44-2111		329-0498		下野市薬師寺3311-1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		2		3		2		別紙参照 ベッシ サンショウ		1		地域医療連携部（看護師） チイキ イリョウ レンケイ ブ カンゴシ		黒田　光恵 クロダ ミツエ		0285-44-2111		mazuek@jichi.ac.jp		在宅医療を充実させていただくうえで、往診医や地域の開業医の先生方との連携強化やスタッフの充実が望まれると思います。 ザイタク イリョウ ジュウジツ オウシン イ チイキ カイギョウイ センセイガタ レンケイ キョウカ ジュウジツ ノゾ オモ

		承諾 ショウダク		済生会宇都宮病院		028-626-5500		321-0974		宇都宮市竹林町911-1		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		2		別紙参照 ベッシ サンショウ		1		地域連携課 チイキ レンケイ カ		荻津　守 オギツ カミ		028-626-5500

		承諾 ショウダク		足利赤十字病院		0284-21-0121		326-0843		栃木県足利市五十部町284-1		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		3		1		2		別紙参照 ベッシ サンショウ		1		事務部医事課社会福祉士 ジム ブ イジ カ シャカイ フクシ シ		布施　麻由実 フセ マユミ		0284-20-1307				医療依存度の高い患者様が自宅へ退院する場合、利用できる社会資源が限られており、デイサービスやリハビリテーション、ショートステイなどのサービスを本人、ご家族様のニーズに合わせて利用していただくことが困難なケースが多々あります。（例：家族としては週２回以上リハビリに本人を通わせたいと考えているが、リハビリテーション事業所としては利用者数も多いため、週1回の対応が限度と考えている場合など）今回のアンケート調査を機に、各地域の社会資源の情報を整理し、なるべくニーズに合わせて、多くの方に適切にサービスを利用していただける環境を構築できればと思っております。よろしくお願いいたします。 イリョウ イゾンド タカ カンジャサマ ジタク タイイン バアイ リヨウ シャカイ シゲン カギ ホンニン カゾク サマ ア リヨウ コンナン タタ レイ カゾク シュウ カイイジョウ ホンニン カヨ カンガ ジギョウショ リヨウシャ スウ オオ シュウ カイ タイオウ ゲンド カンガ バアイ コンカイ チョウサ キ カクチイキ シャカイ シゲン ジョウホウ セイリ ア オオ カタ テキセツ リヨウ カンキョウ コウチク オモ ネガ

		承諾 ショウダク		獨協医科大学病院		0282-86-1111		321-0293		下都賀郡壬生町大字北小林880		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		3		2		別紙参照 ベッシ サンショウ		1		地域医療連携センター医療福祉相談室 チイキ イリョウ レンケイ イリョウ フクシ ソウダンシツ				0282-87-2185

		承諾 ショウダク		あしかがの森足利病院		0284-91-0611		326-0011		足利市大沼田町615		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		1		2		別紙参照 ベッシ サンショウ		1		メディカルソーシャルワーカー		福地　哲郎 フクチ テツロウ		0284-91-0611		soudan@hshikagu-hospital.or.jp

		承諾 ショウダク		JCHO　うつのみや病院		028-653-1001		321-0143		宇都宮市南高砂町11-17		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		2

		承諾 ショウダク		菅又病院　		028-676-0311		329-1207		塩谷郡高根沢町花岡2351		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		2										要相談の診療項目につきましては、病院にお電話で問い合わせていただければ対応いたします。小児科の入院対応はしておりません。外来診察につきましては、急性期の管理は困難であることもありますが、状態が安定している場合には相談いただければ可能な限り対応いたします。 ヨウ ソウダン シンリョウ コウモク ビョウイン デンワ ト ア タイオウ ショウニカ ニュウイン タイオウ ガイライ シンサツ キュウセイキ カンリ コンナン ジョウタイ アンテイ バアイ ソウダン カノウ カギ タイオウ

		承諾 ショウダク		那須赤十字病院		0287-23-1122		324-8686		栃木県大田原市中田原1081-4		1		1		3		3		3		1		3		1		3		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		1		4		なし		1		地域医療福祉連携課福祉係長 チイキ イリョウ フクシ レンケイ カ フクシ カカリチョウ		野中美希 ノナカ ミキ		0287-23-1122		renkeika@nasu.jrc.or.jp



												Ｑ1.医療ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する外来診療について、以下の医療行為に対応できますか

												予防接種 ヨボウ セッシュ		一次診療
（経過観察、栄養観察を含む） イチジ シンリョウ ケイカ カンサツ エイヨウ カンサツ フク		経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ		経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ		中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ		酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ		気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ		人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ		尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ		人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ		褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ

										できる		13		13		9		8		7		9		8		8		7		7		7

										できない		3		3		7		8		8		8		8		9		8		8		6

										要相談 ヨウ ソウダン		4		4		4		4		5		3		4		3		5		5		7



												Ｑ２医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する往診及び訪問診療について、以下の医療行為に対応できますか

												予防接種 ヨボウ セッシュ		経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ		経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ		中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ		酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ		気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ		人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ		尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ		人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ		褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ

										できる		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

										できない		19		20		20		20		20		20		20		20		20		20

										要相談 ヨウ ソウダン		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0



										Ｑ3		3.24時間、重症心身障害児（18歳未満）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイジ サイ ミマン イリョウ タイオウ				3.24時間、重症心身障害児（18歳未満）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイジ サイ ミマン イリョウ タイオウ

										できる		4

										できない		14

										要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン		2

										Ｑ4		4.24時間、重症心身障害者（18歳以上）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイシャ サイ イジョウ イリョウ タイオウ				4.24時間、重症心身障害者（18歳以上）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイシャ サイ イジョウ イリョウ タイオウ

										できる		3

										できない		9																																																														事業所名 ジギョウショ メイ		部署名・職名 ブショ メイ ショクメイ		ご担当者氏名 タントウシャ シメイ		連絡先TEL レンラクサキ		Mail

										要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン		8																																																														西方病院		西方病院地域連携室 ニシカタ ビョウイン チイキ レンケイ シツ				0282-25-7310		nishikata-renkei@cc9.ne.jp

										Ｑ5		5.重症心身障害児（者）のレスパイト入院に対応できますか ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ ニュウイン タイオウ				5.重症心身障害児（者）のレスパイト入院に対応できますか ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ ニュウイン タイオウ																																																										新小山市民病院		医療相談室保健師 イリョウ ソウダンシツ ホケンシ		多賀谷邦子 タガヤ クニコ		0285-36-0256		soudan@hospital.oyama.tochigi.jp

										できる		5																																																														小山厚生病院		看護師長 カンゴシ チョウ		横家よね子 ヨコ イエ コ		0285-22-1105
0285-24-9890

										できない		10																																																														石橋総合病院		地域医療連携部 チイキ イリョウ レンケイ ブ		（部長）岩崎さゆり ブチョウ イワサキ		0285-53-1134		ishibashi-renkei@yushikai.jp

										要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン		5																																																														下都賀総合病院		医療福祉相談室 イリョウ フクシ ソウダンシツ		MSWが3人おります ニン		0282-22-2551

										Ｑ6		6.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する訪問リハビリテーションを提供していますか イリョウテキ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ホウモン テイキョウ				6.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する訪問リハビリテーションを提供していますか イリョウテキ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ホウモン テイキョウ																																																										自治医科大学附属病院　		地域医療連携部（看護師） チイキ イリョウ レンケイ ブ カンゴシ		黒田　光恵 クロダ ミツエ		0285-44-2111		mazuek@jichi.ac.jp

										提供している テイキョウ		1																																																														済生会宇都宮病院		地域連携課 チイキ レンケイ カ		荻津　守 オギツ カミ		028-626-5500

										提供していない テイキョウ		17																																																														足利赤十字病院		事務部医事課社会福祉士 ジム ブ イジ カ シャカイ フクシ シ		布施　麻由実 フセ マユミ		0284-20-1307

										提供していないが対応は可能 テイキョウ タイオウ カノウ		1																																																														獨協医科大学病院		地域医療連携センター医療福祉相談室 チイキ イリョウ レンケイ イリョウ フクシ ソウダンシツ				0282-87-2185

										要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン		1																																																														あしかがの森足利病院		メディカルソーシャルワーカー		福地　哲郎 フクチ テツロウ		0284-91-0611		soudan@hshikagu-hospital.or.jp

										Ｑ7		7.平成26年度において、以下における長期入院児（6ヶ月以上）の患者数は何名ですか（「原疾患」及び「長期入院理由」について、複数の理由がある場合は、主な理由を選んでください） ヘイセイ ネンド イカ チョウキ ニュウイン ジ ゲツイジョウ カンジャスウ ナンメイ ゲンシッカン オヨ チョウキ ニュウイン リユウ フクスウ リユウ バアイ オモ リユウ エラ				7.平成26年度において、以下における長期入院児（6ヶ月以上）の患者数は何名ですか（「原疾患」及び「長期入院理由」について、複数の理由がある場合は、主な理由を選んでください） ヘイセイ ネンド イカ チョウキ ニュウイン ジ ゲツイジョウ カンジャスウ ナンメイ ゲンシッカン オヨ チョウキ ニュウイン リユウ フクスウ リユウ バアイ オモ リユウ エラ																																																										那須赤十字病院		地域医療福祉連携課福祉係長 チイキ イリョウ フクシ レンケイ カ フクシ カカリチョウ		野中美希 ノナカ ミキ		0287-23-1122		renkeika@nasu.jrc.or.jp

										Q8		8.重症心身障害児（者）に対する相談窓口はありますか ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ソウダン マドグチ

																1		ある		13

																2		ない		7

																														できる		できない		要相談 ヨウ ソウダン						できる		できない		要相談 ヨウ ソウダン						提供している テイキョウ		提供していない テイキョウ		提供していないが対応は可能 テイキョウ タイオウ カノウ		要相談 ヨウ ソウダン										NICU及びGCU オヨ		PICU		その他小児病棟 タ ショウニ ビョウトウ

																												予防接種 ヨボウ セッシュ		13		3		4				18歳未満 サイ ミマン		4		14		2						5		10		5		5								6ヶ月以上1年未満 ゲツイジョウ ネン ミマン		9		0		11

																												一次診療
（経過観察、栄養観察を含む） イチジ シンリョウ ケイカ カンサツ エイヨウ カンサツ フク		13		3		4				18歳以上 サイ イジョウ		3		9		8																				1年以上2年未満 ネンイジョウ ネン ミマン		1		0		10

																												経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ		9		7		4																提供している テイキョウ		5												2年以上 ネンイジョウ		4		0		154

																												経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ		8		8		4						できる		できない		要相談 ヨウ ソウダン						提供していない テイキョウ		10

																												中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ		7		8		5						5		10		5						提供していないが対応は可能 テイキョウ タイオウ カノウ		5

																												酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ		9		8		3						3		9		8						要相談 ヨウ ソウダン		5														NICU及びGCU オヨ		PICU		その他小児病棟 タ ショウニ ビョウトウ

																												気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ		8		8		4																														新生児仮死 シンセイジ カシ		2		0		38

																												人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ		8		9		3																														仮死以外の神経、筋疾患 カシ イガイ シンケイ キン シッカン		3		0		48

																												尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ		7		8		5						ある		ない										乳児～2歳 ニュウジ サイ		3歳～6歳 サイ サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13歳～17歳 サイ サイ		18歳以上 サイイジョウ				事故 ジコ		0		0		4

																												人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ		7		8		5						13		7								気管切開人工呼吸患者 キカン セッカイ ジンコウ コキュウ カンジャ		11		4		8		5		12				先天異常症候群 センテン イジョウ ショウコウグン		11		0		22

																												褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ		7		6		7																非気管切開人工呼吸患者（NPPV) ヒ キカン セッカイ ジンコウ コキュウ カンジャ		2		0		0		0		1				慢性肺疾患、気道病変 マンセイ ハイ シッカン キドウ ビョウヘン		1		0		0

																																																		気管切開患者 キカン セッカイ カンジャ		2		3		2		0		14				低出生体重児 テイ シュッセイ タイジュウ ジ		5		0		7

																														できる		できない		要相談 ヨウ ソウダン																その他 タ		4		2		2		0		1				社会的事情 シャカイテキ ジジョウ		0		0		2

																												予防接種 ヨボウ セッシュ		0		19		1																														その他 タ		2		0		44

																												経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ		0		20		0

																												経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ		0		20		0																																NICU及びGCU オヨ		PICU		その他小児病棟 タ ショウニ ビョウトウ

																												中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ		0		20		0																														病状が不安定 ビョウジョウ フアンテイ		6		0		30

																												酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ		0		20		0																														療育施設入所待ち リョウイク シセツ ニュウショ マ		0		0		18

																												気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ		0		20		0																														中間施設受入体制の不備 チュウカン シセツ ウケイレ タイセイ フビ		0		0		0

																												人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ		0		20		0																														地域サポートの不備 チイキ フビ		0		0		0

																												尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ		0		20		0																														病院の在宅医療フォロー体制不備 ビョウイン ザイタク イリョウ タイセイ フビ		0		0		0

																												人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ		0		20		0																														家族の受入困難 カゾク ウケイレ コンナン		4		0		127

																												褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ		0		20		0																														家庭環境、経済的理由 カテイ カンキョウ ケイザイテキ リユウ		1		0		5

																																																																在宅準備中 ザイタク ジュンビチュウ		3		0		4

																																																																その他 タ		0		0		1

																												24時間、重症心身障害児の医療に対応ができますか
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病院 (記述)

		承諾可否 ショウダク カヒ		診療所名 シンリョウジョ メイ		電話番号 デンワ バンゴウ		郵便番号 ユウビンバンゴウ		所在地 ショザイチ		9.重症心身障害児（者）の方に対する医療、在宅生活等についてお気づきのことなど、ご自由にお書きください。



		否 イナ		野木病院		0280-57-1011		329-0101		下都賀郡野木町友沼5320-2

		否 イナ		今市病院		0288-22-2200		321-1261		日光市今市381

		否 イナ		黒須病院　		028-682-8811		329-1311		さくら市氏家2650

		否 イナ		日光市民病院		0288-50-1188		321-1441		日光市清滝安良沢町1752-10		小児科常務医がいないため、小児科非常勤医師在院時のみ相談可能と考えます ショウニカ ジョウム イ ショウニカ ヒジョウキン イシ ザイイン ジ ソウダン カノウ カンガ

		否 イナ		国際医療福祉大学塩谷病院　		0287-44-1155		329-2145		矢板市富田77

		否 イナ		那須南病院		0287-84-3911		321-0621		栃木県那須烏山市中央3-2-13

		承諾 ショウダク		西方病院		0282-92-2323		322-0601		栃木県上都賀郡西方町金崎273-3

		承諾 ショウダク		新小山市民病院		0285-36-0200		323-0827		栃木県小山市神鳥谷2251-1 ３２３－０８２７		重症心身障害児（者）の方々の外来診察は随時受け入れておりますが、特に障害児の入院についてはまだ十分に対応できる体制になっておりません。そのため、今回のガイドマップの内容で受け入れ可能な項目が少なく申し訳ありません。相談については、幅広く承っております。 ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ カタガタ ガイライ シンサツ ズイジ ウ イ トク ショウガイジ ニュウイン ジュウブン タイオウ タイセイ コンカイ ナイヨウ ウ イ カノウ コウモク スク モウ ワケ ソウダン ハバヒロ ウケタマワ

		承諾 ショウダク		小山厚生病院		0285-22-1105		323-0031		栃木県小山市八幡町2-10-6		在宅生活困難者につき当院では入院で対応させていただくことが多いです。 ザイタク セイカツ コンナン シャ トウイン ニュウイン タイオウ オオ

		承諾 ショウダク		石橋総合病院		0285-53-1134		329-0511		栃木県下野市石橋628

		承諾 ショウダク		下都賀総合病院		0282-22-2551		328-0044		栃木県栃木市富士見町5-32

		承諾 ショウダク		とちの木病院		0282-22-7722		328-0071		栃木県栃木市大町39-5

		承諾 ショウダク		自治医科大学附属病院　		0285-44-2111		329-0498		下野市薬師寺3311-1		在宅医療を充実させていただくうえで、往診医や地域の開業医の先生方との連携強化やスタッフの充実が望まれると思います。 ザイタク イリョウ ジュウジツ オウシン イ チイキ カイギョウイ センセイガタ レンケイ キョウカ ジュウジツ ノゾ オモ

		承諾 ショウダク		済生会宇都宮病院		028-626-5500		321-0974		宇都宮市竹林町911-1

		承諾 ショウダク		足利赤十字病院		0284-21-0121		326-0843		栃木県足利市五十部町284-1		医療依存度の高い患者様が自宅へ退院する場合、利用できる社会資源が限られており、デイサービスやリハビリテーション、ショートステイなどのサービスを本人、ご家族様のニーズに合わせて利用していただくことが困難なケースが多々あります。（例：家族としては週２回以上リハビリに本人を通わせたいと考えているが、リハビリテーション事業所としては利用者数も多いため、週1回の対応が限度と考えている場合など）今回のアンケート調査を機に、各地域の社会資源の情報を整理し、なるべくニーズに合わせて、多くの方に適切にサービスを利用していただける環境を構築できればと思っております。よろしくお願いいたします。 イリョウ イゾンド タカ カンジャサマ ジタク タイイン バアイ リヨウ シャカイ シゲン カギ ホンニン カゾク サマ ア リヨウ コンナン タタ レイ カゾク シュウ カイイジョウ ホンニン カヨ カンガ ジギョウショ リヨウシャ スウ オオ シュウ カイ タイオウ ゲンド カンガ バアイ コンカイ チョウサ キ カクチイキ シャカイ シゲン ジョウホウ セイリ ア オオ カタ テキセツ リヨウ カンキョウ コウチク オモ ネガ

		承諾 ショウダク		獨協医科大学病院		0282-86-1111		321-0293		下都賀郡壬生町大字北小林880

		承諾 ショウダク		あしかがの森足利病院		0284-91-0611		326-0011		足利市大沼田町615

		承諾 ショウダク		JCHO　うつのみや病院		028-653-1001		321-0143		宇都宮市南高砂町11-17

		承諾 ショウダク		菅又病院　		028-676-0311		329-1207		塩谷郡高根沢町花岡2351		要相談の診療項目につきましては、病院にお電話で問い合わせていただければ対応いたします。小児科の入院対応はしておりません。外来診察につきましては、急性期の管理は困難であることもありますが、状態が安定している場合には相談いただければ可能な限り対応いたします。 ヨウ ソウダン シンリョウ コウモク ビョウイン デンワ ト ア タイオウ ショウニカ ニュウイン タイオウ ガイライ シンサツ キュウセイキ カンリ コンナン ジョウタイ アンテイ バアイ ソウダン カノウ カギ タイオウ

		承諾 ショウダク		那須赤十字病院		0287-23-1122		324-8686		栃木県大田原市中田原1081-4





病院Ｑ7統計



				乳児～2歳 ニュウジ サイ		3歳～6歳 サイ サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13歳～17歳 サイ サイ		18歳以上 サイイジョウ

		気管切開人工呼吸患者 キカン セッカイ ジンコウ コキュウ カンジャ		11		4		8		5		12

		非気管切開人工呼吸患者（NPPV) ヒ キカン セッカイ ジンコウ コキュウ カンジャ		2		0		0		0		1

		気管切開患者 キカン セッカイ カンジャ		2		3		2		0		14

		その他 タ		4		2		2		0		1



		入院期間 ニュウイン キカン		NICU及びGCU オヨ		PICU		その他小児病棟 タ ショウニ ビョウトウ

		6ヶ月以上1年未満 ゲツイジョウ ネン ミマン		9		0		11

		1年以上2年未満 ネンイジョウ ネン ミマン		1		0		10

		2年以上 ネンイジョウ		4		0		154

		原疾患 ゲンシッカン		NICU及びGCU オヨ		PICU		その他小児病棟 タ ショウニ ビョウトウ

		新生児仮死 シンセイジ カシ		2		0		38

		仮死以外の神経、筋疾患 カシ イガイ シンケイ キン シッカン		3		0		48

		事故 ジコ		0		0		4

		先天異常症候群 センテン イジョウ ショウコウグン		11		0		22

		慢性肺疾患、気道病変 マンセイ ハイ シッカン キドウ ビョウヘン		1		0		0

		低出生体重児 テイ シュッセイ タイジュウ ジ		5		0		7

		社会的事情 シャカイテキ ジジョウ		0		0		2

		その他 タ		2		0		44

		長期入院理由 チョウキ ニュウイン リユウ		NICU及びGCU オヨ		PICU		その他小児病棟 タ ショウニ ビョウトウ

		病状が不安定 ビョウジョウ フアンテイ		6		0		30

		療育施設入所待ち リョウイク シセツ ニュウショ マ		0		0		18

		中間施設受入体制の不備 チュウカン シセツ ウケイレ タイセイ フビ		0		0		0

		地域サポートの不備 チイキ フビ		0		0		0

		病院の在宅医療フォロー体制不備 ビョウイン ザイタク イリョウ タイセイ フビ		0		0		0

		家族の受入困難 カゾク ウケイレ コンナン		4		0		127

		家庭環境、経済的理由 カテイ カンキョウ ケイザイテキ リユウ		1		0		5

		在宅準備中 ザイタク ジュンビチュウ		3		0		4

		その他 タ		0		0		1





黒須病院

				乳児～2歳 ニュウジ サイ		3歳～6歳 サイ サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13歳～17歳 サイ サイ		18歳以上 サイイジョウ

		気管切開人工呼吸患者 キカン セッカイ ジンコウ コキュウ カンジャ										1

		非気管切開人工呼吸患者（NPPV) ヒ キカン セッカイ ジンコウ コキュウ カンジャ										0

		気管切開患者 キカン セッカイ カンジャ										3

		その他 タ



		入院期間 ニュウイン キカン		NICU及びGCU オヨ		PICU		その他小児病棟 タ ショウニ ビョウトウ

		6ヶ月以上1年未満 ゲツイジョウ ネン ミマン

		1年以上2年未満 ネンイジョウ ネン ミマン

		2年以上 ネンイジョウ

		原疾患 ゲンシッカン

		新生児仮死 シンセイジ カシ

		仮死以外の神経、筋疾患 カシ イガイ シンケイ キン シッカン

		事故（溺水、交通事故、転落等） ジコ デキスイ コウツウ ジコ テンラク ナド

		先天異常症候群（染色体異常、欠乏奇形症候群、欠乏性代謝異常など） センテン イジョウ ショウコウグン センショクタイ イジョウ ケツボウ キケイ ショウコウグン ケツボウ セイ タイシャ イジョウ

		慢性肺疾患、気道病変 マンセイ ハイ シッカン キドウ ビョウヘン

		低出生体重児 テイ シュッセイ タイジュウ ジ

		社会的事情 シャカイテキ ジジョウ

		その他 タ

		長期入院理由 チョウキ ニュウイン リユウ

		病状が不安定 ビョウジョウ フアンテイ

		療育施設入所待ち リョウイク シセツ ニュウショ マ

		中間施設受入体制の不備 チュウカン シセツ ウケイレ タイセイ フビ

		地域サポートの不備 チイキ フビ

		病院の在宅医療フォロー体制不備 ビョウイン ザイタク イリョウ タイセイ フビ

		家族の受入困難 カゾク ウケイレ コンナン

		家庭環境、経済的理由 カテイ カンキョウ ケイザイテキ リユウ

		在宅準備中 ザイタク ジュンビチュウ

		その他 タ





自治医科大学附属病院

				乳児～2歳 ニュウジ サイ		3歳～6歳 サイ サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13歳～17歳 サイ サイ		18歳以上 サイイジョウ

		気管切開人工呼吸患者 キカン セッカイ ジンコウ コキュウ カンジャ		1

		非気管切開人工呼吸患者（NPPV) ヒ キカン セッカイ ジンコウ コキュウ カンジャ		1

		気管切開患者 キカン セッカイ カンジャ						1				1

		その他 タ		2		1



		入院期間 ニュウイン キカン		NICU及びGCU オヨ		PICU		その他小児病棟 タ ショウニ ビョウトウ

		6ヶ月以上1年未満 ゲツイジョウ ネン ミマン						4

		1年以上2年未満 ネンイジョウ ネン ミマン						2

		2年以上 ネンイジョウ						1

		原疾患 ゲンシッカン

		新生児仮死 シンセイジ カシ

		仮死以外の神経、筋疾患 カシ イガイ シンケイ キン シッカン						3

		事故（溺水、交通事故、転落等） ジコ デキスイ コウツウ ジコ テンラク ナド

		先天異常症候群（染色体異常、欠乏奇形症候群、欠乏性代謝異常など） センテン イジョウ ショウコウグン センショクタイ イジョウ ケツボウ キケイ ショウコウグン ケツボウ セイ タイシャ イジョウ						3

		慢性肺疾患、気道病変 マンセイ ハイ シッカン キドウ ビョウヘン

		低出生体重児 テイ シュッセイ タイジュウ ジ						1

		社会的事情 シャカイテキ ジジョウ

		その他 タ

		長期入院理由 チョウキ ニュウイン リユウ

		病状が不安定 ビョウジョウ フアンテイ						5

		療育施設入所待ち リョウイク シセツ ニュウショ マ						0

		中間施設受入体制の不備 チュウカン シセツ ウケイレ タイセイ フビ						0

		地域サポートの不備 チイキ フビ						0

		病院の在宅医療フォロー体制不備 ビョウイン ザイタク イリョウ タイセイ フビ						0

		家族の受入困難 カゾク ウケイレ コンナン						1

		家庭環境、経済的理由 カテイ カンキョウ ケイザイテキ リユウ						0

		在宅準備中 ザイタク ジュンビチュウ						1

		その他 タ						0





済生会宇都宮病院

				乳児～2歳 ニュウジ サイ		3歳～6歳 サイ サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13歳～17歳 サイ サイ		18歳以上 サイイジョウ

		気管切開人工呼吸患者 キカン セッカイ ジンコウ コキュウ カンジャ						1				2

		非気管切開人工呼吸患者（NPPV) ヒ キカン セッカイ ジンコウ コキュウ カンジャ

		気管切開患者 キカン セッカイ カンジャ

		その他 タ										1



		入院期間 ニュウイン キカン		NICU及びGCU オヨ		PICU		その他小児病棟 タ ショウニ ビョウトウ

		6ヶ月以上1年未満 ゲツイジョウ ネン ミマン						1

		1年以上2年未満 ネンイジョウ ネン ミマン

		2年以上 ネンイジョウ						3

		原疾患 ゲンシッカン

		新生児仮死 シンセイジ カシ						1

		仮死以外の神経、筋疾患 カシ イガイ シンケイ キン シッカン

		事故（溺水、交通事故、転落等） ジコ デキスイ コウツウ ジコ テンラク ナド

		先天異常症候群（染色体異常、欠乏奇形症候群、欠乏性代謝異常など） センテン イジョウ ショウコウグン センショクタイ イジョウ ケツボウ キケイ ショウコウグン ケツボウ セイ タイシャ イジョウ

		慢性肺疾患、気道病変 マンセイ ハイ シッカン キドウ ビョウヘン

		低出生体重児 テイ シュッセイ タイジュウ ジ

		社会的事情 シャカイテキ ジジョウ

		その他 タ						3

		長期入院理由 チョウキ ニュウイン リユウ

		病状が不安定 ビョウジョウ フアンテイ

		療育施設入所待ち リョウイク シセツ ニュウショ マ						3

		中間施設受入体制の不備 チュウカン シセツ ウケイレ タイセイ フビ

		地域サポートの不備 チイキ フビ

		病院の在宅医療フォロー体制不備 ビョウイン ザイタク イリョウ タイセイ フビ

		家族の受入困難 カゾク ウケイレ コンナン

		家庭環境、経済的理由 カテイ カンキョウ ケイザイテキ リユウ

		在宅準備中 ザイタク ジュンビチュウ

		その他 タ						1





足利赤十字病院

				乳児～2歳 ニュウジ サイ		3歳～6歳 サイ サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13歳～17歳 サイ サイ		18歳以上 サイイジョウ

		気管切開人工呼吸患者 キカン セッカイ ジンコウ コキュウ カンジャ

		非気管切開人工呼吸患者（NPPV) ヒ キカン セッカイ ジンコウ コキュウ カンジャ		1

		気管切開患者 キカン セッカイ カンジャ

		その他 タ



		入院期間 ニュウイン キカン		NICU及びGCU オヨ		PICU		その他小児病棟 タ ショウニ ビョウトウ

		6ヶ月以上1年未満 ゲツイジョウ ネン ミマン						1

		1年以上2年未満 ネンイジョウ ネン ミマン

		2年以上 ネンイジョウ

		原疾患 ゲンシッカン

		新生児仮死 シンセイジ カシ

		仮死以外の神経、筋疾患 カシ イガイ シンケイ キン シッカン

		事故（溺水、交通事故、転落等） ジコ デキスイ コウツウ ジコ テンラク ナド

		先天異常症候群（染色体異常、欠乏奇形症候群、欠乏性代謝異常など） センテン イジョウ ショウコウグン センショクタイ イジョウ ケツボウ キケイ ショウコウグン ケツボウ セイ タイシャ イジョウ

		慢性肺疾患、気道病変 マンセイ ハイ シッカン キドウ ビョウヘン

		低出生体重児 テイ シュッセイ タイジュウ ジ

		社会的事情 シャカイテキ ジジョウ

		その他 タ						1

		長期入院理由 チョウキ ニュウイン リユウ

		病状が不安定 ビョウジョウ フアンテイ

		療育施設入所待ち リョウイク シセツ ニュウショ マ

		中間施設受入体制の不備 チュウカン シセツ ウケイレ タイセイ フビ

		地域サポートの不備 チイキ フビ

		病院の在宅医療フォロー体制不備 ビョウイン ザイタク イリョウ タイセイ フビ

		家族の受入困難 カゾク ウケイレ コンナン

		家庭環境、経済的理由 カテイ カンキョウ ケイザイテキ リユウ						1

		在宅準備中 ザイタク ジュンビチュウ

		その他 タ





獨協医科大学病院

				乳児～2歳 ニュウジ サイ		3歳～6歳 サイ サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13歳～17歳 サイ サイ		18歳以上 サイイジョウ

		気管切開人工呼吸患者 キカン セッカイ ジンコウ コキュウ カンジャ		10		1		3

		非気管切開人工呼吸患者（NPPV) ヒ キカン セッカイ ジンコウ コキュウ カンジャ

		気管切開患者 キカン セッカイ カンジャ		2

		その他 タ		2				1



		入院期間 ニュウイン キカン		NICU及びGCU オヨ		PICU		その他小児病棟 タ ショウニ ビョウトウ

		6ヶ月以上1年未満 ゲツイジョウ ネン ミマン		9				4

		1年以上2年未満 ネンイジョウ ネン ミマン						2

		2年以上 ネンイジョウ						4

		原疾患 ゲンシッカン

		新生児仮死 シンセイジ カシ

		仮死以外の神経、筋疾患 カシ イガイ シンケイ キン シッカン		2

		事故（溺水、交通事故、転落等） ジコ デキスイ コウツウ ジコ テンラク ナド

		先天異常症候群（染色体異常、欠乏奇形症候群、欠乏性代謝異常など） センテン イジョウ ショウコウグン センショクタイ イジョウ ケツボウ キケイ ショウコウグン ケツボウ セイ タイシャ イジョウ		10

		慢性肺疾患、気道病変 マンセイ ハイ シッカン キドウ ビョウヘン

		低出生体重児 テイ シュッセイ タイジュウ ジ		5

		社会的事情 シャカイテキ ジジョウ

		その他 タ		2

		長期入院理由 チョウキ ニュウイン リユウ

		病状が不安定 ビョウジョウ フアンテイ		6				2

		療育施設入所待ち リョウイク シセツ ニュウショ マ						15

		中間施設受入体制の不備 チュウカン シセツ ウケイレ タイセイ フビ

		地域サポートの不備 チイキ フビ

		病院の在宅医療フォロー体制不備 ビョウイン ザイタク イリョウ タイセイ フビ

		家族の受入困難 カゾク ウケイレ コンナン

		家庭環境、経済的理由 カテイ カンキョウ ケイザイテキ リユウ		1

		在宅準備中 ザイタク ジュンビチュウ		2				3

		その他 タ





あしかがの森足利病院

				乳児～2歳 ニュウジ サイ		3歳～6歳 サイ サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13歳～17歳 サイ サイ		18歳以上 サイイジョウ

		気管切開人工呼吸患者 キカン セッカイ ジンコウ コキュウ カンジャ				3		4		5		9

		非気管切開人工呼吸患者（NPPV) ヒ キカン セッカイ ジンコウ コキュウ カンジャ										1

		気管切開患者 キカン セッカイ カンジャ				3		1				10

		その他 タ				1		1



		入院期間 ニュウイン キカン		NICU及びGCU オヨ		PICU		その他小児病棟 タ ショウニ ビョウトウ

		6ヶ月以上1年未満 ゲツイジョウ ネン ミマン						1

		1年以上2年未満 ネンイジョウ ネン ミマン		1				6

		2年以上 ネンイジョウ		4				146

		原疾患 ゲンシッカン

		新生児仮死 シンセイジ カシ		2				37

		仮死以外の神経、筋疾患 カシ イガイ シンケイ キン シッカン		1				45

		事故（溺水、交通事故、転落等） ジコ デキスイ コウツウ ジコ テンラク ナド						4

		先天異常症候群（染色体異常、欠乏奇形症候群、欠乏性代謝異常など） センテン イジョウ ショウコウグン センショクタイ イジョウ ケツボウ キケイ ショウコウグン ケツボウ セイ タイシャ イジョウ		1				19

		慢性肺疾患、気道病変 マンセイ ハイ シッカン キドウ ビョウヘン		1

		低出生体重児 テイ シュッセイ タイジュウ ジ						6

		社会的事情 シャカイテキ ジジョウ						2

		その他 タ						40

		長期入院理由 チョウキ ニュウイン リユウ

		病状が不安定 ビョウジョウ フアンテイ						23

		療育施設入所待ち リョウイク シセツ ニュウショ マ

		中間施設受入体制の不備 チュウカン シセツ ウケイレ タイセイ フビ

		地域サポートの不備 チイキ フビ

		病院の在宅医療フォロー体制不備 ビョウイン ザイタク イリョウ タイセイ フビ

		家族の受入困難 カゾク ウケイレ コンナン		4				126

		家庭環境、経済的理由 カテイ カンキョウ ケイザイテキ リユウ						4

		在宅準備中 ザイタク ジュンビチュウ		1

		その他 タ





管理

		1/15/16		09:30～11:30		120

		1/16/16		19:30～22:00		150

		1/19/16		16:20～17：30		70

		1/28/16		17：30～18:30		60

				22:30～23：30		60

				11：30～13:30		120

		1/30/16		12:00～14：30		150

		1/31/16		15：30～17：45		135

		2/1/16		16：00～18：00		120

		2/1/16		23：30～0：40		70









						1055

						17.5833333333












































相談支援事業所一覧表

		市区郡 シク グン		事業所名 ジギョウショ メイ		電話番号 デンワ バンゴウ		FAX番号 バンゴウ		郵便番号 ユウビンバンゴウ		所在地 ショザイチ		訪問可能な主な市町村 ホウモン カノウ オモ シチョウソン

		足利市 アシカガシ		特定相談支援センターはじめ		0284-22-4561		0284-22-4562		326-0143		足利市葉鹿町735-1		足利市 アシカガシ

		足利市 アシカガシ		足利障害者相談支援センター		0284-44-0307		0284-44-0318		326-0064		足利市東砂原後町1072		足利市、佐野市 アシカガシ サノシ

		足利市 アシカガシ		足利ケアサービス		0284-21-7630		0284-21-3109		326-0843		足利市五十部町809-3		足利市、佐野市、太田市 アシカガシ サノシ オオタシ

		足利市 アシカガシ		障害者相談支援センターフォレスト		0284-91-1816		0284-91-2867		326-0011		足利市大沼田町615		足利市及び近隣市町村 アシカガシ オヨ キンリン シチョウソン

		足利市 アシカガシ		相談支援事業所こころみ		0284-41-5039		0284-43-2665		326-0061		足利市田島町611-2

		宇都宮市 ウツノミヤシ		相談支援事業所ポンテ		028-652-7288		028-652-6355		321-0341		宇都宮市古賀志町1964-12		宇都宮、鹿沼、日光、壬生 ウツノミヤ カヌマ ニッコウ ミブ

		宇都宮市 ウツノミヤシ		うつのみや		028-632-6074		028-632-6075		320-0861		宇都宮市西2-1-7		宇都宮市 ウツノミヤシ

		宇都宮市 ウツノミヤシ		サポートセンターきりん		028-612-3838		028-678-3257		321-0905		宇都宮市平出工業団地43-100 ウツノミヤシ ヒライデコウギョウダンチ		宇都宮市 ウツノミヤシ

		宇都宮市 ウツノミヤシ		サポートセンターとみや生活支援センター		028-665-8230		028-665-8230		321-2116		宇都宮市徳次郎町540		宇都宮市 ウツノミヤシ

		宇都宮市 ウツノミヤシ		サポートセンターひばり		028-670-0330		028-667-7315		321-3236		宇都宮市竹下町435-159		宇都宮市 ウツノミヤシ

		宇都宮市 ウツノミヤシ		相談支援センターネクスト		080-8854-9551		028-612-7174		320-0034		宇都宮市泉町6-25		宇都宮市 ウツノミヤシ

		宇都宮市 ウツノミヤシ		特定相談支援事業所やすらぎ		028-650-7727		028-650-7728		320-0011		宇都宮市富士見が丘3－19－20		宇都宮市 ウツノミヤシ

		宇都宮市 ウツノミヤシ		障がい者生活支援センターこぶし		028-680-5746		028-688-0214		321-0126		宇都宮市茂原町837-1		宇都宮市、上三川町 ウツノミヤシ カミノカワマチ

		大田原市 オオタワラシ		相談支援事業所つばさ		0287-53-7393		0287-53-7394		324-0044		大田原市親園824-1		大田原市、那須塩原市、那須烏山市、矢板市、さくら市、那須町、塩谷町、高根沢町 オオタワラシ ナスシオバラシ ナスカラスヤマシ ヤイタシ シ ナスマチ シオ タニ マチ タカネザワマチ

		大田原市 オオタワラシ		相談支援事業所とまり木		0287-54-2854		0287-54-2230		324-0231		大田原市北野上3952		大田原市、那須塩原市、那須町 オオタワラシ ナスシオバラシ ナスマチ

		小山市 オヤマシ		相談支援事業所わくわくおやま		0285-24-6575		0285-20-0255		323-0022		小山市駅東通り3-9-6		小山市 オヤマシ

		小山市 オヤマシ		友井タクシー介護ステーションふれあい		0285-30-0840		0285-30-0844		323-0025		小山市城山町2丁目12-25		小山市 オヤマシ

		小山市 オヤマシ		相談支援事業所おやま		0285-22-1833		0285-22-8946		323-0014		小山市喜沢660		小山市、下野市 オヤマシ シモノ シ

		小山市 オヤマシ		社会就労センターえいぶるの里 シャカイ シュウロウ サト		0285-22-4561		0285-22-4581		323-0003		小山市東島田2403-2		小山市、下野市、上三川町、野木町、結城市、古河市、筑西市 オヤマシ シモノ シ カミノカワマチ ノギマチ ユウキシ コガシ ツク ニシ シ

		小山市 オヤマシ		はつらつサロン南天相談支援事業所		0285-22-4659		0285-38-6529		323-0027		小山市花垣町2-3-19		小山市、栃木市 オヤマシ トチギシ

		小山市 オヤマシ		相談支援事業所みどり		0285-45-8362		0285-45-8397		329-0214		小山市乙女786-1		小山市、栃木市、古河市、結城市 オヤマシ トチギシ コガシ ユウキシ

		上三川町 カミノカワマチ		上三川障がい児・者生活相談支援センター		0285-38-6854		0285-38-6841		329-0611		上三川町上三川5082-15		上三川町 カミノカワマチ

		さくら市 シ		障がい者支援センターにんべん		028-686-2539		028-686-2584		329-1417		さくら市フィオーレ喜連川5-2-1　フィオーレガーデン1-102		さくら市 シ

		佐野市 サノシ		社会福祉法人とちのみ会　こなかの森 シャカイ フクシ ホウジン カイ モリ		0283-24-5757		0283-24-6294		327-0001		佐野市小中町1280		佐野市、足利市 サノシ アシカガシ

		佐野市 サノシ		さの社協相談支援センターほっぷ		0283-22-8152		0283-22-8199		327-0003		佐野市大橋町3212-27		佐野市全域 サノシ ゼンイキ

		下野市 シモノ シ		南栃木支援センター相談支援		0285-44-6118		0285-44-7215		329-0412		下野市柴1432-105		下野市、小山市、壬生町 シモノ シ オヤマシ ミブマチ

		下野市 シモノ シ		下野市相談支援事業所 こばと		0285-44-6783		0285-44-6783		329-0414		下野市小金井1146-6		下野市、上三川町 シモノ シ カミノカワマチ

		高根沢町 タカネザワマチ		高根沢町障害児者生活支援センターすまいる タカネザワマチ		028-612-2751		028-612-2752		329-1225		塩谷郡高根沢町石末1825　福祉センター内 シオヤグン タカネザワマチ イシヅエ フクシ ナイ		高根沢町 タカネザワマチ

		高根沢町 タカネザワマチ		障害者相談支援センターいぶき		028-678-3502		028-676-3501		329-1216		塩谷郡高根沢町桑窪2266-2		高根沢町 タカネザワマチ

		栃木市 トチギシ		相談支援事業所わらしべの家		0282-27-1627		0282-27-1675		328-0011		栃木市大宮町2708-3		栃木市 トチギシ

		栃木市 トチギシ		相談支援センターぴあん ソウダン シエン		0282-31-1755		0282-31-2919		328-0067		栃木市皆川城内町333-2		栃木市、小山市 トチギシ オヤマシ

		栃木市 トチギシ		相談支援事業所「ピュア」		0282-31-3911		0282-31-3912		328-0133		栃木市大森町465		栃木市、鹿沼市、佐野市、小山市、壬生町 トチギシ カヌマシ サノシ オヤマシ ミブマチ

		栃木市 トチギシ		相談支援ウエイブ		0282-23-4465		0282-23-4465		328-0012		栃木市平柳町1-2-7		栃木市、壬生町 トチギシ ミブマチ

		栃木市 トチギシ		もくせいの里		0282-43-0593		0282-43-1387		329-4405		栃木市大平町西山田1198		栃木市内 トチギシナイ

		那須町 ナスマチ		障がい者相談支援事業所ケアサプライ		0287-73-5312		0287-73-5311		329-3221		那須郡那須町漆塚762-102 ナスグン ナスマチ ウルシツカ		白河市、那須町、那須塩原市、大田原市 シラカワシ ナスマチ ナスシオバラシ オオタワラシ

		那須塩原市 ナスシオバラ シ		相談支援事業所テトテ		0287-36-7171		0287-36-7181		329-2732		那須塩原市一区町251-1		那須塩原市（大田原、矢板、那須町、那珂川町、烏山） ナスシオバラ シ オオタワラ ヤイタ ナスマチ ナカガワマチ カラスヤマ

		那須塩原市 ナスシオバラ シ		相談支援事業のぞみ		0287-65-2288		0287-65-2282		329-3152		那須塩原市上中野53		那須塩原市、大田原市、那須町 ナスシオバラ シ オオタワラシ ナスマチ

		那須塩原市 ナスシオバラ シ		相談支援事業所　空		0287-73-8165		0287-73-8165		329-3157		那須塩原市大原間西1-19-9		那須塩原市、大田原市、那須町 ナスシオバラ シ オオタワラシ ナスマチ

		那須塩原市 ナスシオバラ シ		指定特定相談支援事業所あじさい		0287-60-3361		0287-60-3362		325-0034		那須塩原市東原166		那須塩原市、那須町 ナスシオバラ シ ナスマチ

		野木町 ノギマチ		さわやか相談支援センター		0280-57-4884		0280-57-4994		329-0112		野木町南赤塚1145-1		小山市、野木町、古河市、栃木市 オヤマシ ノギマチ コガシ トチギシ

		芳賀郡 ハガ グン		相談支援センター光輝舎		0285-70-2020		0285-72-8222		321-4105		芳賀郡益子町北中1113-1		芳賀郡、真岡市等 ハガ グン モオカシ ナド

		芳賀郡 ハガ グン		相談支援センターみさと		0285-72-9767				321-4104		芳賀郡益子町大沢2800-5		芳賀郡内（真岡市、益子町、市貝町、芳賀町、茂木町） ハガ グンナイ モオカシ マシコ チョウ イチ ガイ マチ ハガマチ モギマチ

		真岡市 モオカシ		相談支援センターのどか　真岡センター		0285-81-5890		0285-85-8452		321-4305		真岡市荒町111-1		真岡市、芳賀町、市貝町、益子町、茂木町 モオカシ ハガマチ イチガイ マチ マシコ チョウ モギ マチ

		真岡市 モオカシ		真岡介護センター		0285-80-5200		0285-80-5211		321-4361		真岡市並木町1-8-1　シティ並木102 ナミキ		真岡市、芳賀町南部、市貝町南部、益子町西部、上三川東部 モオカシ ハガマチ ナンブ イチ ガイ チョウ ナンブ マシコ チョウ セイブ カミノカワ トウブ

		壬生町 ミブマチ		指定障害者相談支援事業所あるしぇん		0282-86-7665		0282-21-7109		321-0201		下都賀郡壬生町安塚2032 シモツガグン ミブマチ ヤスヅカ		壬生町 ミブマチ





訪問看護事業所一覧表

		市区郡 シク グン		事業所名 ジギョウショ メイ		電話番号 デンワ バンゴウ		FAX番号 バンゴウ		郵便番号 ユウビンバンゴウ		所在地 ショザイチ		訪問可能な主な市町村 ホウモン カノウ オモ シチョウソン

		足利市 アシカガシ		あおい訪問看護ステーション		0284-73-9456		0284-72-7600		326-0831		足利市堀込町2556 セレッソ・コート1階		足利市とその周辺（佐野市、館林市、巴楽町、太田市、桐生市） アシカガシ シュウヘン サノシ タテバヤシシ トモエ ラク マチ オオタシ キリュウシ				足利市 アシカガシ		2

		足利市 アシカガシ		ライフ訪問看護リハビリテーション		0284-64-8799		0284-64-8335		326-0831		足利市堀込町2656-7　ASKビル301号		足利市、佐野市、館林市、邑楽郡、太田市、桐生市 アシカガシ サノシ タテバヤシシ オウラ グン オオタシ キリュウシ				宇都宮市 ウツノミヤシ		7

		宇都宮市 ウツノミヤシ		ＷＡＤＥＷＡＤＥ訪問看護ステーション		028-666-5420		028-666-5460		321-0923		宇都宮市下栗町2913-1 ウツノミヤシ シモグリマチ		宇都宮市、上三川町、 ウツノミヤシ カミノカワマチ				大田原市 オオタワラシ		4

		宇都宮市 ウツノミヤシ		訪問看護ステーションここあ		028-600-3735		028-600-3736		321-2116		宇都宮市徳次郎町998-9 ウツノミヤシ トクジロウマチ		宇都宮市、日光市、 ウツノミヤシ ニッコウシ				小山市 オヤマシ		3

		宇都宮市 ウツノミヤシ		訪問看護ステーションうつのみや		028-612-6103		028-612-6104		320-0852		宇都宮市下砥上町字並塚643番地1		宇都宮市、壬生町 ウツノミヤシ ミブマチ				鹿沼市 カヌマシ		1

		宇都宮市 ウツノミヤシ		訪問看護ステーションあるく		028-643-5586		028-678-8796		320-0036		宇都宮市小幡2-6-14 		宇都宮市 ウツノミヤシ				さくら市 シ		1

		宇都宮市 ウツノミヤシ		訪問看護ステーション風		028-612-1333		028-612-1384		321-0117		宇都宮市城南3丁目5-6		宇都宮、鹿沼、下野、壬生 ウツノミヤ カヌマ シモノ ミブ				佐野市 サノシ		2

		宇都宮市 ウツノミヤシ		訪問看護ステーションほっと		028-626-5739		028-625-8201		321-0974		宇都宮市竹林町958		宇都宮市 ウツノミヤシ				下野市 シモツケシ		1

		宇都宮市 ウツノミヤシ		宮の橋訪問看護ステーション		028-635-9839		028-635-9839		321-0963		宇都宮市南大通り1-1-23		宇都宮市 ウツノミヤシ				高根沢町 タカネザワマチ		1

		大田原市 オオタワラシ		訪問看護ステーションゆりの木		0287-47-5123		0287-47-5124		324-0028		大田原市山の手1-1-7 ヤマ テ		大田原市、那須塩原市、那珂川町 オオタワラシ ナスシオバラ シ ナカガワマチ				栃木市 トチギシ		1

		大田原市 オオタワラシ		とちぎ訪問看護ステーションくろばね		0287-54-0507		0287-54-0580		324-0241		大田原市黒羽向町142番地		大田原市、那須塩原市、那須町、那珂川町 オオタワラシ ナスシオバラ シ ナスマチ ナカガワマチ				那須烏山市 ナスカラスヤマシ		1

		大田原市 オオタワラシ		さくら訪問看護ステーション		0287-29-3252		0287-29-3252		324-0058		大田原市紫塚3-2633-10		大田原市、那須塩原市、矢板市 オオタワラシ ナスシオバラ シ ヤイタ シ				那須塩原市 ナスシオバラ シ		1

		大田原市 オオタワラシ		那須赤十字訪問看護ステーション		0287-23-8866		0287-23-8903		324-8686		大田原市中田原1081-4		大田原市、那須塩原市（一部を除く） オオタワラシ ナスシオバラ シ イチブ ノゾ				野木町 ノギマチ		1

		小山市 オヤマシ		とちぎ訪問看護ステーションおやま		0285-39-8602		0285-39-8607		323-0827		小山市神鳥谷2251-7 オヤマシ ヒトトノヤ		小山市、下野市（南部）、野木町（北部） オヤマシ シモノ シ ナンブ ノギ マチ ホクブ				壬生町 ミブマチ		1

		小山市 オヤマシ		わくわく訪問看護ステーションおやま		0285-24-6575		0285-20-0255		323-0022		小山市駅東通り3-9-6		小山市、結城市（茨城県）、下野市の一部、栃木市（PTのみ） オヤマシ ユウキシ イバラキケン シモノ シ イチブ トチギシ				真岡市 モオカシ		1

		小山市 オヤマシ		訪問看護ステーションみどり		0285-45-8362		0285-45-8397		329-0214		小山市乙女786-1		小山市、栃木市、古河市、結城市 オヤマシ トチギシ コガシ ユウキシ						28

		鹿沼市 カヌマシ		鹿沼訪問看護ステーション		0289-60-5650		0289-60-1687		322-0021		鹿沼市上野町320-3高橋ビル1階103号室		鹿沼市、旧宇都宮市、旧今市市、壬生町、西片町 カヌマシ キュウ ウツノミヤシ キュウ イマイチシ ミブマチ ニシカタマチ

		さくら市 シ		訪問看護ステーション卯の郷		028-682-7770		028-682-7766		329-1311		さくら市氏家2650番地		さくら市（周辺15ｋｍ以内）、塩谷町、那須烏山市、宇都宮市、高根沢町 シ シュウヘン イナイ シオヤ マチ ナスカラスヤマシ ウツノミヤシ タカネザワ マチ

		佐野市 サノシ		訪問看護ステーションマザーの家		0283-85-7771		0283-85-7772		327-0504		佐野市中町942-1		佐野市 サノシ

		佐野市 サノシ		訪問看護ステーション佐野		0283-86-7013		0283-86-7031		327-0847		佐野市天神町774-22 メープルハイツ101号室		足利市、佐野市、栃木市（旧岩船市） アシカガシ サノシ トチギシ キュウ イワフネ シ

		下野市 シモツケシ		訪問看護ステーション石橋		0285-52-2293		0285-52-2268		329-0511		下野市石橋628番地		下野市、上三川町、壬生町、宇都宮市（部） シモノ シ カミノカワマチ ミブマチ ウツノミヤシ ブ

		高根沢町 タカネザワ マチ		訪問看護ステーションたかねざわ		028-680-1701		028-680-1702		329-1233		塩谷郡高根沢町宝積寺2426-8 		高根沢町、さくら市、那須烏山市、芳賀町、市貝町、茂木町、益子町、宇都宮市 タカネザワマチ シ ナスカラスヤマシ ハガ マチ イチ カイ チョウ モギマチ マシコ チョウ ウツノミヤシ

		栃木市 トチギシ		訪問看護ステーションオリーブ		0282-27-8414		0282-27-8415		328-0027		栃木市今泉町1丁目17番29号		栃木市、小山市、下野市、壬生町 トチギシ オヤマシ シモノ シ ミブ マチ

		那須烏山市 ナスカラスヤマシ		訪問看護ステーションあい		0287-83-8035		0287-83-8222		321-0628		那須烏山市金井2-5-9 ベンチャープラザ7号室 ゴウシツ		那須烏山市、那珂川町、茂木町、一貝町 ナスカラスヤマシ ナカガワマチ モギマチ イチ ガイ マチ

		那須塩原市 ナスシオバラ シ		マロニエ訪問看護ステーション		0287-37-6322		0287-39-3305		329-2763		那須塩原市井口537-3 にしなすの総合在宅ケアセンター内		那須塩原市、那須町、大田原市　リハビリのみ→那珂川町訪問可能 ナスシオバラ シ ナスマチ オオタワラシ ナカガワ マチ ホウモン カノウ

		野木町 ノギマチ		訪問看護ステーションたんぽぽ		0280-57-1888		0280-57-3819		329-0101		下都賀郡野木町友沼5119-12		野木町、小山市、旧藤岡町 ノギマチ オヤマシ キュウ フジオカマチ

		壬生町 ミブマチ		とちぎ訪問看護ステーションみぶ		0282-82-7262		0282-82-7260		321-0218		下都賀郡壬生町落合1-18-12		上三川町、下野市、壬生町、宇都宮 カミノカワマチ シモノ シ ミブ チョウ ウツノミヤ

		真岡市 モオカシ		芳賀赤十字訪問看護ステーション		0285-84-8266		0285-84-8266		321-4306		真岡市台町2461		芳賀郡全域（真岡市、益子町、芳賀町、茂木町） ハガ グン ゼンイキ モオカシ マシコマチ ハガマチ モギ マチ





診療所一覧表

		市区郡 シク グン		診療所名 シンリョウジョ メイ		電話番号 デンワ バンゴウ		郵便番号 ユウビンバンゴウ		所在地 ショザイチ

		足利市 アシカガシ		山浦内科医院		0284-21-6653 		326-0843		足利市五十部町1256-5

		足利市 アシカガシ		あいファミリィクリニック足利 アシカガ		0284-22-3788		329-4213		足利市寺岡町505-1

		足利市 アシカガシ		かしま産婦人科 サンフジンカ		0284-65-0341		326-0844		足利市鹿島町501-1

		足利市 アシカガシ		くさの小児科		0284-73-7000		326-0335		足利市上渋垂町338-3

		足利市 アシカガシ		すながクリニック		0284-44-7211		326-0015		足利市八椚町494-1　

		宇都宮市 ウツノミヤシ		医療法人　亀田内科		028-633-2884		320-0812		宇都宮市一番町1-28

		宇都宮市 ウツノミヤシ		越戸クリニック		028-660-6190		321-0951		宇都宮市越戸町139-6

		宇都宮市 ウツノミヤシ		福田こどもクリニック		028-659-8850		320-0852		宇都宮市下砥上町1545-20

		宇都宮市 ウツノミヤシ		きくちクリニック		028-683-3387		321-0903		宇都宮市下平出町614-2

		宇都宮市 ウツノミヤシ		てらもと小児科		028-650-6636		321-0975		宇都宮市関堀町971-6

		宇都宮市 ウツノミヤシ		あおい内科小児科ｸﾘﾆｯｸ		028-663-6000		321-0973		宇都宮市岩曽町1086-1

		宇都宮市 ウツノミヤシ		桜井消化器科・内科		028-643-0870		320-0073		宇都宮市細谷1-7-38

		宇都宮市 ウツノミヤシ		鈴木内科クリニック		028-655-1229		321-0139		宇都宮市若松原2-4-19

		宇都宮市 ウツノミヤシ		大根田内科医院		028-624-6322		320-0072		宇都宮市若草3-4-22

		宇都宮市 ウツノミヤシ		てらだファミリークリニック		028-654-2188		321-0132		宇都宮市雀の宮5-5-1

		宇都宮市 ウツノミヤシ		清原台こどもクリニック キヨハラ ダイ		028-305-6017		321-3223		宇都宮市清原台2-4-14

		宇都宮市 ウツノミヤシ		森田医院		028-633-1573		320-0861		宇都宮市西3-5-8

		宇都宮市 ウツノミヤシ		こどもヶ丘診療所		028-615-1077		321-0151		宇都宮市西川田町183-21

		宇都宮市 ウツノミヤシ		有村小児科医院		028-656-7207		321-0912		宇都宮市石井町3128-11

		宇都宮市 ウツノミヤシ		いちはらファミリークリニック		028-612-8350		321-0414		宇都宮市中里町322

		宇都宮市 ウツノミヤシ		豊郷中央渡辺内科　		028-622-8900		320-0004		宇都宮市長岡町1217-5

		宇都宮市 ウツノミヤシ		宇都宮市子ども発達センター診療所 ウツノミヤシ コ ハッタツ シンリョウジョ		028-647-4720		320-0851		宇都宮市鶴田町970-1

		宇都宮市 ウツノミヤシ		梅園医院		028-633-2869		320-0035		宇都宮市伝馬町3-28

		宇都宮市 ウツノミヤシ		片山医院		028-661-9764		321-0944		宇都宮市東峰町3008-21

		宇都宮市 ウツノミヤシ		冨塚メデｲカルクリニック		028-666-2555		321-2116		宇都宮市徳次郎町888

		宇都宮市 ウツノミヤシ		豊郷台クリニック ユタカ ゴウ ダイ		028-643-8998		320-0003		宇都宮市豊郷台2-21-3

		宇都宮市 ウツノミヤシ		みやの杜クリニック　		028-683-7811		321-0904		宇都宮市陽東2-4-5

		宇都宮市 ウツノミヤシ		医療法人　赤羽病院		028-661-5446		321-0904		宇都宮市陽東7-2-2

		大田原市 オオタワラシ		くろばね齋藤醫院		0287-54-0031		324-0233		大田原市黒羽田町612

		大田原市 オオタワラシ		さいとうハート＆キッズクリニック		0287-53-7979		324-0043		大田原市浅香1-4-3

		大田原市 オオタワラシ		あさかクリニック		0287-22-2601		324-0043		大田原市浅香3-3711

		小山市 オヤマシ		神鳥谷クリニック		0285-22-7700		323-0827		小山市神鳥谷1-19-1

		小山市 オヤマシ		小山すぎの木クリニック		0285-30-3456		323-0806		小山市中久喜1131-1

		小山市 オヤマシ		おおきこどもクリニック		0285-41-0025 		329-0207		小山市美しが丘3-35-3

		鹿沼市 カヌマシ		小川こどもクリニック		0289-74-5421		322-0027		鹿沼市貝島町5006-2

		鹿沼市 カヌマシ		飯岡小児科		0289-65-3257		322-0074		鹿沼市日吉町569-2

		鹿沼市 カヌマシ		小松医院		0289-60-5515		322-0064		鹿沼市文化橋町2300-1

		鹿沼市 カヌマシ		いとうこどもクリニック		0289-63-5566		322-0025		鹿沼市緑町2-2-29

		上三川 カミノカワ		やの小児科医院		0285-56-0280		329-0611		河内郡上三川町上三川3446-3

		さくら市 シ		仲嶋医院		028-681-7755		329-1311		さくら市氏家3245-17

		佐野市 サノシ		稲毛クリニック		0283-25-2566		327-0103		佐野市石塚町893-1

		佐野市 サノシ		こばやしファミリークリニック		0283-85-9900		327-0311		佐野市多田町566

		佐野市 サノシ		坪水医院		0283-62-0265		327-0312		佐野市栃本町2241

		佐野市 サノシ		緑の屋根診療所		0283-20-2577		327-0843		佐野市堀米町1348-5

		佐野市 サノシ		キッズクリニックはせがわ		0283-27-0200		327-0843		佐野市堀米町3946-6

		下野市 シモノ シ		グリムこどもクリニック		0285-51-1515		329-0502		下野市下古山2-6-17

		下野市 シモノ シ		にじいろこども診療所 シンリョウジョ		0285-44-7716		329-0414		下野市小金井4-1-1

		下野市 シモノ シ		角田内科医院		0285-53-5665 		329-0511		下野市石橋549

		下野市 シモノ シ		佐藤内科		0285-53-1305		329-0511		下野市石橋839-14

		下野市 シモノ シ		おかべこどもクリニック		0285-40-7300 		329-0433		下野市緑5-17-12

		高根沢町 タカネザワマチ		にいたに内科　		028-675-6515		329-1231		塩谷郡高根沢町宝石台 3-3-19

		栃木市 トチギシ		熊倉医院		0282-55-8425		329-4316		栃木市岩舟町新里180-1 トチギシ

		栃木市 トチギシ		竹田内科小児科クリニック		0282-29-1233		328-0011		栃木市大宮町52番地

		栃木市 トチギシ		田村医院		0282-43-3368		329-4423		栃木市大平町西水代1835-1

		栃木市 トチギシ		小森谷内科医院		0282-43-7327		329-4404		栃木市大平町富田4003-8

		栃木市 トチギシ		持田医院		0282-67-3661		329-0319		栃木市藤岡町中根115-5

		栃木市 トチギシ		腰塚医院		0282-62-2072		323-1104		栃木市藤岡町藤岡1845-10

		栃木市 トチギシ		よこやま内科小児科クリニック		0282-24-8102		328-0075		栃木市箱森町38-70

		栃木市 トチギシ		サンレディースクリニック		0282-24-3541		328-0024		栃木市樋ノ口町504-1

		栃木市 トチギシ		桜井こどもクリニック		0282-24-5987		328-0034		栃木市本町16-9

		栃木市 トチギシ		さいとう小児科 ショウニカ		0282-22-0757 		328-0015		栃木市万町30番16号

		那珂川町 ナカガワマチ		佐藤医院		0287-96-2841		324-0501		那須郡那珂川町小川2960-1

		那珂川町 ナカガワマチ		飯塚医院		0287-92-2034		324-0613		那須郡那珂川町馬頭484-3

		那珂川町 ナカガワマチ		立花医院		0287-72-0311		325-0003		那須郡那須町寺子乙3967-190

		那須塩原市 ナスシオバラ シ		中川医院 ナカガワ イイン		0287-62-0040		325-0057		那須塩原市黒磯幸町6-27

		那須塩原市 ナスシオバラ シ		さいとうクリニック		0287-39-1805		329-2724		那須塩原市西幸町7-13

		那須塩原市 ナスシオバラ シ		みずぬまクリニック		0287-39-1581		329-2751		那須塩原市東三島2-80-6

		日光市 ニッコウシ		吉原医院		0288-21-0161		321-1261		日光市今市826-4

		日光市 ニッコウシ		木村内科医院		0288-22-7880		321-1264		日光市瀬尾497-1

		益子町 マシコマチ		鈴木医院		0285-72-2032		321-4217		益子町益子1747-2

		壬生町 ミブマチ		小倉医院		0282-82-0057		321-0227		壬生町通町10-5

		壬生町 ミブマチ		大橋内科クリニック		0282-82-8522		321-0219		壬生町福和田1003-1

		壬生町 ミブマチ		かとう小児科 ショウニカ		0282-82-7576		321-0218		壬生町落合3-7-30

		真岡市 モオカシ		ひがのクリニック		0285-74-0051 		321-4521		真岡市久下田941-1

		真岡市 モオカシ		小林診療所		0285-82-3873		321-4369		真岡市熊倉3-10-7

		真岡市 モオカシ		西真岡こどもクリニック		0285-81-7900		321-4341		真岡市高勢町3-205-1

		真岡市 モオカシ		田井の里クリニック		0285-81-6502		321-4301		真岡市西田井内外748-2

		真岡市 モオカシ		深谷医院 フカヤ イイン		0285-75-0007 		321-4502		真岡市物井1268-7

		茂木町 モギマチ		吉永医院		0285-63-2303		321-3564		茂木町増井190-1





病院一覧表

		市区郡 シク グン		診療所名 シンリョウジョ メイ		電話番号 デンワ バンゴウ		郵便番号 ユウビンバンゴウ		所在地 ショザイチ																																																						相談窓口 ソウダン マドグチ		部署名・職名 ブショ メイ ショクメイ		ご担当者氏名 タントウシャ シメイ		連絡先TEL レンラクサキ		連絡先MAIL レンラクサキ

		足利市 アシカガシ		あしかがの森足利病院		0284-91-0611		326-0011		足利市大沼田町615		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		1		2		別紙参照 ベッシ サンショウ		有		メディカルソーシャルワーカー		福地　哲郎 フクチ テツロウ		0284-91-0611		soudan@hshikagu-hospital.or.jp

		足利市 アシカガシ		足利赤十字病院		0284-21-0121		326-0843		足利市五十部町284-1		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		3		1		2		別紙参照 ベッシ サンショウ		有		事務部医事課社会福祉士 ジム ブ イジ カ シャカイ フクシ シ		布施　麻由実 フセ マユミ		0284-20-1307

		宇都宮市 ウツノミヤシ		済生会宇都宮病院		028-626-5500		321-0974		宇都宮市竹林町911-1		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		2		別紙参照 ベッシ サンショウ		有		地域連携課 チイキ レンケイ カ		荻津　守 オギツ カミ		028-626-5500

		宇都宮市 ウツノミヤシ		JCHO　うつのみや病院		028-653-1001		321-0143		宇都宮市南高砂町11-17		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		無

		大田原市 オオタワラシ		那須赤十字病院		0287-23-1122		324-8686		大田原市中田原1081-4		1		1		3		3		3		1		3		1		3		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		1		4		なし		有		地域医療福祉連携課福祉係長 チイキ イリョウ フクシ レンケイ カ フクシ カカリチョウ		野中 美希 ノナカ ミキ		0287-23-1122		renkeika@nasu.jrc.or.jp

		小山市 オヤマシ		新小山市民病院		0285-36-0200		323-0827		小山市神鳥谷2251-1 オヤマシ ヒトトノヤ		1		1		3		2		2		2		2		2		2		2		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		2		なし		有		医療相談室保健師 イリョウ ソウダンシツ ホケンシ		多賀谷 邦子 タガヤ クニコ		0285-36-0256		soudan@hospital.oyama.tochigi.jp

		小山市 オヤマシ		小山厚生病院		0285-22-1105		323-0031		小山市八幡町2-10-6		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		2		なし		有		看護師長 カンゴシ チョウ		横家 よね子 ヨコ イエ コ		0285-22-1105
0285-24-9890

		下野市 シモツケシ		自治医科大学附属病院　		0285-44-2111		329-0498		下野市薬師寺3311-1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		2		3		2		別紙参照 ベッシ サンショウ		有		地域医療連携部（看護師） チイキ イリョウ レンケイ ブ カンゴシ		黒田　光恵 クロダ ミツエ		0285-44-2111		mazuek@jichi.ac.jp

		下野市 シモツケシ		石橋総合病院		0285-53-1134		329-0511		下野市石橋628		1		1		1		1		1		1		1		2		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		1		なし		有		地域医療連携部 チイキ イリョウ レンケイ ブ		(部長)岩崎 さゆり ブチョウ イワサキ		0285-53-1134		ishibashi-renkei@yushikai.jp

		高根沢町 タカネザワマチ		菅又病院　		028-676-0311		329-1207		塩谷郡高根沢町花岡2351		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		無

		栃木市 トチギシ		とちの木病院		0282-22-7722		328-0071		栃木市大町39-5		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		無

		栃木市 トチギシ		下都賀総合病院		0282-22-2551		328-0044		栃木市富士見町5-32		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		3		なし		有		医療福祉相談室 イリョウ フクシ ソウダンシツ		MSWが3人おります ニン		0282-22-2551

		栃木市 トチギシ		西方病院		0282-92-2323		322-0601		栃木市西方町金崎273-3 トチギシ		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		有		西方病院地域連携室 ニシカタ ビョウイン チイキ レンケイ シツ				0282-25-7310		nishikata-renkei@cc9.ne.jp

		壬生町 ミブマチ		獨協医科大学病院		0282-86-1111		321-0293		下都賀郡壬生町大字北小林880		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		3		2		別紙参照 ベッシ サンショウ		有		地域医療連携センター医療福祉相談室 チイキ イリョウ レンケイ イリョウ フクシ ソウダンシツ				0282-87-2185
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相談支援事業所

		Ｑ1.貴施設について、お伺いいたします キ シセツ ウカガ										事業所名とコメントをくっつけるで一表を作る ジギョウショ メイ イッピョウ ツク

		1		事業所名 ジギョウショ メイ								今月中 コンゲツ チュウ

		2		電話番号 デンワ バンゴウ								地図と一覧表をパワーポイント チズ イチラン ヒョウ

		3		FAX番号 バンゴウ								各項目ごとにページを作る カクコウモク ツク

		4		所在地 ショザイチ

		5		訪問可能な主な市町村 ホウモン カノウ オモ シチョウソン

		Ｑ2.重症心身障害児（者）の定義をご存知ですか ジュウショウシンシンショウガイジ シャ テイギ ゾンジ

		Ｑ2-1		知っている シ

		Ｑ2-2		知らない シ

		Ｑ3.重症心身障害児（者）の方（家族・関係機関等）からの相談を受けたことがありますか ジュウショウシンシンショウガイジ シャ カタ カゾク カンケイ キカン ナド ソウダン ウ

		Ｑ3-1		1		ある

		Ｑ3-2		2		ない

		Ｑ3-1-Ａ

				Ａ-1それは誰からの相談でしたか ダレ ソウダン

				1		ａ.家族 カゾク

				2		ｂ.支援者 シエンシャ

				3		ｃ.関係機関 カンケイ キカン

				Ａ-2それはどんな相談でしたか（複数回答可） ソウダン フクスウ カイトウ カ

				1		ａ.生活上の相談 セイカツ ジョウ ソウダン

				2		ｂ.医療的な相談 イリョウテキ ソウダン

				3		ｃ.制度に関する相談 セイド カン ソウダン

				4		ｄ.教育に関する相談 キョウイク カン ソウダン

				5		ｅ.サービス等利用計画書作成に関する相談 ナド リヨウ ケイカクショ サクセイ カン ソウダン

				6		ｆ.その他 タ

				Ａ-3それらの相談事業所として対応（解決）はできましたか ソウダン ジギョウショ タイオウ カイケツ

				1		ａ.できた

				2		ｂ.できなかった

				Ａ-3-1それはどうしてですか

				1		ａ解決手段・方法がなかった カイケツ シュダン ホウホウ

				2		ｂ.ほかの相談支援事業所に依頼した ソウダン シエン ジギョウショ イライ

				3		ｃ.行政に依頼した ギョウセイ イライ

				4		ｄ.その他 タ

		Ｑ4.Ｑ3-2「ない」→これから重症心身障害児（者）の方（本人・家族等）からの相談があればどのように対応されますか ジュウショウシンシンショウガイジ シャ カタ ホンニン カゾク ナド ソウダン タイオウ

				Ｑ4-1		自分の事業所で対応する ジブン ジギョウショ タイオウ

				Ｑ4-2		ほかの相談支援事業所へ依頼する ソウダン シエン ジギョウショ イライ

				Ｑ4-3		行政に依頼する ギョウセイ イライ

				Ｑ4-4		その他 タ

		Ｑ5.重症心身障害児（者）の方のサービス等利用計画書を作成したことがありますか ジュウショウシンシンショウガイジ シャ カタ ナド リヨウ ケイカクショ サクセイ

				Ｑ5-1		ある

				Ｑ5-2		ない

						Ｑ5-1-Ａ		「ある」と回答→作成にあたり、苦労したこと困ったことがありましたか カイトウ サクセイ クロウ コマ

						Ｑ5-2-Ａ		「ない」と回答 カイトウ

						1		ａ.今後依頼があれば作成する コンゴ イライ サクセイ

						2		ｂ.他の相談支援事業所に依頼する ホカ ソウダン シエン ジギョウショ イライ

						3		ｃ.作成するかどうかわからない サクセイ

						Ｑ5-2-Ａ-1		b.cを回答→それはどうしてですか カイトウ

		Q6.重症心身障害児（者）の方がより良い在宅生活をしていく上で何か必要だと思うことがあればご自由にお書きください ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ カタ ヨ ザイタク セイカツ ウエ ナニ ヒツヨウ オモ ジユウ カ



		承諾可否 ショウダク カヒ		Q1												Ｑ2.重症心身障害児（者）の定義をご存知ですか ジュウショウシンシンショウガイジ シャ テイギ ゾンジ				Ｑ3.重症心身障害児（者）の方（家族・関係機関等）からの相談を受けたことがありますか ジュウショウシンシンショウガイジ シャ カタ カゾク カンケイ キカン ナド ソウダン ウ																														Ｑ4.Ｑ3-2「ない」→これから重症心身障害児（者）の方（本人・家族等）からの相談があればどのように対応されますか ジュウショウシンシンショウガイジ シャ カタ ホンニン カゾク ナド ソウダン タイオウ										Ｑ5.重症心身障害児（者）の方のサービス等利用計画書を作成したことがありますか ジュウショウシンシンショウガイジ シャ カタ ナド リヨウ ケイカクショ サクセイ										Q6.重症心身障害児（者）の方がより良い在宅生活をしていく上で何か必要だと思うことがあればご自由にお書きください ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ カタ ヨ ザイタク セイカツ ウエ ナニ ヒツヨウ オモ ジユウ カ

				事業所名 ジギョウショ メイ		電話番号 デンワ バンゴウ		FAX番号 バンゴウ		郵便番号 ユウビンバンゴウ		所在地 ショザイチ		訪問可能な主な市町村 ホウモン カノウ オモ シチョウソン		知っている		知らない シ		ある		ない		それは誰からの相談でしたか						それはどんな相談でしたか														それらの相談事業所として対応（解決）はできましたか						自分の事業所で対応する ジブン ジギョウショ タイオウ		他の相談支援事業所へ依頼する ホカ ソウダン シエン ジギョウショ イライ		行政に依頼する ギョウセイ イライ		その他 タ				ある		ない		「ある」と回答		「ない」
と回答		b.c（23）を回答

																								家族 カゾク		支援者 シエンシャ		関係機関 カンケイ キカン		生活上の相談 セイカツ ジョウ ソウダン		医療的な相談 イリョウテキ ソウダン		制度に関する相談 セイド カン ソウダン		教育に関する相談 キョウイク カン ソウダン		サービス等利用計画書作成に関する相談 ナド リヨウ ケイカクショ サクセイ カン ソウダン		その他 タ		その他回答 タ カイトウ		それらの相談事業所として対応（解決）はできましたか		それはどうしてですか		それはどうしてですか

		否 イナ		手話通訳派遣協会相談支援事業所		0287-73-4422		0287-62-7776		325-0026		栃木県那須塩原市上厚崎431-17 ３２５－００２６				0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		0		1		本事業所と同様の地域で一般相談支援事業所と連携を図り対応する ホン ジギョウショ ドウヨウ チイキ イッパン ソウダン シエン ジギョウショ レンケイ ハカ タイオウ		0		1		0		2		当事業所は手話通訳派遣を主目的とする事業所であるため、聴覚障害に対するノウハウはあるがそれ以外の障害者に対応する専門性を有していない為 トウ ジギョウショ シュワ ツウヤク ハケン シュモクテキ ジギョウショ チョウカク ショウガイ タイ イガイ ショウガイシャ タイオウ センモンセイ ユウ タメ

		否 イナ		相談支援事業所すまいる		0285-45-7199		0285-45-8437		329-0205		小山市間々田750-1		小山市 オヤマシ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		1		0				0		1		0		3		現在担当させていただいているケースの他に受け入れる時間的余裕がないため。また専門的な知識や経験がなく自信がないため。 ゲンザイ タントウ ホカ ウ イ ジカンテキ ヨユウ センモンテキ チシキ ケイケン ジシン

		否 イナ		やまゆりの里		0284-90-2030		0284-90-2031		326-0011		足利市大沼田町525-1		足利市 アシカガシ		0		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		ショートステイの利用が可能かどうか リヨウ カノウ		2		1		ショートの利用を希望していたが、幼児で夜間に吸引が必要とのことだったので職員配置上困難と判断 リヨウ キボウ ヨウジ ヤカン キュウイン ヒツヨウ ショクイン ハイチ ジョウ コンナン ハンダン		0		0		0		0				0		1		0		2		あしかがの森さんが近くにあり専門性もあるため モリ チカ センモンセイ

		否 イナ		相談支援センターひかり		028-612-7717		028-612-7718		320-0072		宇都宮市若草4-20-7		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		0		1		0		1		0		0		1		0		1		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		居宅介護事業所とニーズのマッチング キョタク カイゴ ジギョウショ		0				短期入所事業所（医療的ケア対応型）の整備 タンキ ニュウショ ジギョウショ イリョウテキ タイオウガタ セイビ

		否 イナ		相談支援センター歩み		028-667-5151		028-667-5150		321-3233		宇都宮市上籠谷町3792		真岡市、芳賀町、宇都宮市 モオカシ ハガマチ ウツノミヤシ		0		1		1		0		0		1		0		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		毎日お会いしている方ではないしお話ができる方ではないので、計画書を作ることは少々戸惑いはありましたが、すべて療育指導室の先生にご指導いただき作成することができました。お幸せな時を過ごしてほしいという思いはいっぱいありますが、なにも出来ていない自分が申し訳ないような気持ちです。 マイニチ ア カタ ハナシ カタ ケイカクショ ツク ショウショウ トマド リョウイク シドウシツ センセイ シドウ サクセイ シアワ トキ ス オモ デキ ジブン モウ ワケ キモ		0				すみません。経験不足で在宅の方はよくわかりませんが、独立行政法人国立病院機構宇都宮病院にお伺いし行き届いた介護、職員の先生方の情熱にこういうところで重症心身障害者の方が過ごせることは幸せなのでは…としみじみ思いました。 ケイケン ブソク ザイタク カタ ドクリツ ギョウセイ ホウジン コクリツ ビョウイン キコウ ウツノミヤ ビョウイン ウカガ イ トド カイゴ ショクイン センセイガタ ジョウネツ ジュウショウ シンシン ショウガイシャ カタ ス シアワ オモ

		否 イナ		ワークス共育		0287-39-5593		0287-39-5630		329-2213		那須塩原市上大貫2028-2				1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		0		1		状況に応じて対応する ジョウキョウ オウ タイオウ		0		1				1				相談支援専門員のレベルアップが必要ではないかと思います ソウダン シエン センモンイン ヒツヨウ オモ

		否 イナ		指定特定相談支援センタードリーム		0288-32-2280		0288-32-2281		321-2341		日光市大沢町274		日光市、塩谷町、鹿沼市、宇都宮市 ニッコウシ シオヤ チョウ カヌマシ ウツノミヤ シ		0		1		1		0		1		0		0		1		1		1		0		0		0				1		0				0		0		0		0				1		0		計画を作成するにあたり医療機関との連携方法を具体化していくことに連絡調整に時間を要しました。また医師同士でのやりとりの方が早いように感じました。※解決できたと言っても施設の空き待ちで関係する病院で入院しております。 ケイカク サクセイ イリョウ キカン レンケイ ホウホウ グタイカ レンラク チョウセイ ジカン ヨウ イシ ドウシ ホウ ハヤ カン カイケツ イ シセツ ア マ カンケイ ビョウイン ニュウイン		0				入所ではなく、医療ケアのできる短期入所やグループホーム、日中一時、生活介護の拡充が必要であること。また重症心身障害児（者）への理解を広めていき、理解者を増やすこと、訪問看護、訪問医療、居宅介護も活用しやすい環境づくりを相談支援専門員はネットワークづくりに努めなければんらないと思います。 ニュウショ イリョウ タンキ ニュウショ ニッチュウ イチジ セイカツ カイゴ カクジュウ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ リカイ ヒロ リカイシャ フ ホウモン カンゴ ホウモン イリョウ キョタク カイゴ カツヨウ カンキョウ ソウダン シエン センモンイン ツト オモ

		否 イナ		ユーファーム支援センター		028-689-0070		028-680-0750		321-0972		宇都宮市下川俣町206-127		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2		これまでの実績として主に就労系の利用計画の作成を行っており重症心身障害児の方への支援については経験や人員の不足から対応が困難であると思われるため ジッセキ オモ シュウロウ ケイ リヨウ ケイカク サクセイ オコナ ジュウショウ シンシン ショウガイジ カタ シエン ケイケン ジンイン フソク タイオウ コンナン オモ

		否 イナ		障害者相談支援センターひびき		028-666-7601		028-666-7602		321-0403		宇都宮市下小倉町1536		宇都宮市、さくら市 ウツノミヤシ シ		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2		かつて受け入れたことがなく、またスタッフにも医療的ケアの知識や経験が乏しく、自信をもって迎え入れることができない ウ イ イリョウテキ チシキ ケイケン トボ ジシン ムカ イ		受け入れる施設が近辺にあること ウ イ シセツ キンペン

		否 イナ		相談支援事業ぴゅあ		028-611-1771		028-611-1772		321-0911		宇都宮市問屋町3426-46		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2

		否 イナ		指定特定相談支援事業所すえひろ		0287-23-3962		0287-24-1670		324-0042		大田原市末広1-2-5		大田原市、大田原市以外は交通費を受領 オオタワラシ オオタワラシ イガイ コウツウヒ ジュリョウ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2		事業所の対象を精神障害に限定し、市に申請しているため ジギョウショ タイショウ セイシン ショウガイ ゲンテイ シ シンセイ

		否 イナ		相談支援センターふじみだい		0285-44-0200		0285-44-4255		329-0412		下野市芝1123		下野市 シモノ シ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		0		1		ケースによって検討 ケントウ		0		1				2

		否 イナ		相談支援センターひゅーまにあ宇都宮		028-678-5385		028-678-5395		320-0802		宇都宮市江野町6-15大立ビル4階		宇都宮市（鹿沼市等近隣市町村） ウツノミヤシ カヌマシ ナド キンリン シチョウソン		0		1		1		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		あるではありますが、初めての作成でまた完成はしていない段階です。病院で実施されている活動医療等で自分自身が未熟で理解が足りていない為に苦労しています。 ハジ サクセイ カンセイ ダンカイ ビョウイン ジッシ カツドウ イリョウ ナド ジブン ジシン ミジュク リカイ タ タメ クロウ		0				①医療面での安心②外部と交流する機会③家族の方への支援 イリョウ メン アンシン ガイブ コウリュウ キカイ カゾク カタ シエン

		否 イナ		地域活動支援センターあしかが		0284-41-2643		0284-43-0463		326-0808		足利市本城1-1547		足利市 アシカガシ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0						0		1		0		0				0		1				2		専門外で知識等はなく、計画書の作成は難しいため センモンガイ チシキ トウ ケイカクショ サクセイ ムズカ

		否 イナ		南那須地区障害者相談支援センター		0287-80-1020		0287-80-1027		321-0624		那須烏山市旭1-18-8		那須烏山市、那珂川町 ナスカラスヤマシ ナカガワマチ		1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		アセスメント、院内での面会予定の調整、家族への説明など インナイ メンカイ ヨテイ チョウセイ カゾク セツメイ		0				在宅医療、訪問リハビリなど24時間対応出来る専門家チーム ザイタク イリョウ ホウモン ジカン タイオウ デキ センモンカ

		否 イナ		ワン・ハーモニー		0287-22-8255		0287-48-7225		324-0042		大田原市末広1-3618-13				0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				0

		否 イナ		ひまわり相談支援事業所		0282-20-5006		0282-23-4878		328-0052		栃木市祝町12－9				0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		1		0				0		1				3		意思伝達が自分にとって受け止められるかに不安があるため イシ デンタツ ジブン ウ ト フアン

		否 イナ		サンフラワーライフ		0285-22-1109		0285-22-1345		323-0808		小山市出井1936		小山市内 オヤマシナイ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				3		近隣に受け入れ施設が少なく在宅福祉サービスに向けるのが難しい キンリン ウ イ シセツ スク ザイタク フクシ ム ムズカ

		否 イナ		natu- la(ナチュラ)		0287-67-3115		0287-67-3115		329-3153		那須塩原市大原間239-1		那須塩原市、大田原市、那須町 ナスシオバラ シ オオタワラシ ナスマチ		0		1		1		0		1		0		0		1		1		1		0		0		0				1		0				0		0		0		0				1		0		サービス自体の幅がせまいため、本人が安全に安心した生活をうけられるためにどう組み合わせたら良いか。又、家族によっては苦手な事業所もあり限られた事業所を探すのが難しかった。 ジタイ ハバ ホンニン アンゼン アンシン セイカツ ク ア ヨ マタ カゾク ニガテ ジギョウショ カギ ジギョウショ サガ ムズカ		0				訪問系のサービスがもっと充実して欲しい ホウモン ケイ ジュウジツ ホ

		否 イナ		相談支援事業所ふるさとホーム那須		0287-98-3001		0287-98-8080		324-0414		大田原市片府田1301-59		大田原市、那須町、那須塩原市、周辺 オオタワラシ ナスマチ ナスシオバラ シ シュウヘン		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2		主な精神知的関係なので、今後はできるよう専門的な部分の勉強が必要です。 オモ セイシン チテキ カンケイ コンゴ センモンテキ ブブン ベンキョウ ヒツヨウ		①専門相談②居場所③地域の理解 センモン ソウダン イバショ チイキ リカイ

		否 イナ		特定相談支援事業所きのこ		028-635-8746		028-635-8778		320-0846		栃木県宇都宮市滝の原2-4-42 ３２０－０８４６		宇都宮市 ウツノミヤシ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		1		0				0		1				3		どのように作成したらいいか不安のため サクセイ フアン

		否 イナ		こども発達支援センター鹿沼市あおば園		0289-63-1745		0289-63-1745		322-0074		鹿沼市日吉町320－1				1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		1		0				0		1				2		相談支援専門員の不足、児童発達支援事業所利用のための計画書作成が主な業務になっている ソウダン シエン センモンイン フソク ジドウ ハッタツ シエン ジギョウショ リヨウ ケイカクショ サクセイ オモ ギョウム

		否 イナ		障害者相談支援センターみつか・Ｒｕ		028-648-3971		028-648-3936		321-0347		宇都宮市飯田町261		宇都宮市、鹿沼市 ウツノミヤシ カヌマシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		1		状況に応じして他機関と連携し判断する場合もある ジョウキョウ オウ ホカ キカン レンケイ ハンダン バアイ		0		1				1		計画依頼の状況に応じて対応できない月もある（モニタリング件数） ケイカク イライ ジョウキョウ オウ タイオウ ツキ ケンスウ

		否 イナ		工房つばさ		0285-40-0388		0285-40-6700		329-0401		下野市箕輪425-1		下野市、上三川町、壬生町、ただし状況に応じて対応することが難しい場合もある シモノ シ カミノカワマチ ミブマチ ジョウキョウ オウ タイオウ ムズカ バアイ		1		0		1		0		1		0		0		1		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		短期入所、ヘルパーなどの利用希望があっても受け入れてくれる事業所が見つからない タンキ ニュウショ リヨウ キボウ ウ イ ジギョウショ ミ		3		状況により作成することができない場合がある ジョウキョウ サクセイ バアイ		重心の方の短期入所等の利用ができるところが必要。在宅でのサービスの受入必要だと思われる。 ジュウシン カタ タンキ ニュウショ ナド リヨウ ヒツヨウ ザイタク ウケイレ ヒツヨウ オモ

		否 イナ		相談支援事業所グーフォ		028-673-0002		028-671-0785		329-1105		宇都宮市中岡本町3178-3				1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1				在宅生活を支える家族に負担が重くならないようにする。緊急時に対応してくれる医療ケア付きの宿泊施設を増やしてほしい ザイタク セイカツ ササ カゾク フタン オモ キンキュウジ タイオウ イリョウ ツ シュクハク シセツ フ

		否 イナ		那珂川町社協相談支援事業所		0287-92-1273		0287-92-1295		324-0613		那珂川町馬頭560-1		那珂川町 ナカガワマチ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				0				移動支援サービス イドウ シエン

		否 イナ		相談支援事業所大山田ノンフェール		0287-93-0660		0287-83-8182		324-0602		那珂川町大山田下郷955		那珂川町 ナカガワマチ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		1		0				0		1				2		平成27年度で相談支援事業を終了するため ヘイセイ ネンド ソウダン シエン ジギョウ シュウリョウ

		否 イナ		在宅サポートこころ		028-651-0780		028-651-0781		320-0042		宇都宮市材木町4-24				0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2

		否 イナ		相談支援事業所みらい ソウダン シエン ジギョウショ		0280-57-2673		0280-57-2673		329-0111		野木町丸林371-12		野木町、小山市 ノギマチ オヤマシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		0		1		しかるべき関係機関と連携して対応する カンケイ キカン レンケイ タイオウ		0		1				3		重症心身のノウハウがない ジュウショウ シンシン

		否 イナ		大田原市社会福祉協議会		0287-54-1849		0287-54-2745		324-0233		栃木県大田原市黒羽田町848 ３２４－０２３３		大田原市内 オオタワラシナイ		0		1		1		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0				2		1				0		1		0		0				0		1				2		職員が未熟なため ショクイン ミジュク		在宅医療の充実、居宅介護の２４時間対応（サービス事業所）の充実 ザイタク イリョウ ジュウジツ キョタク カイゴ ジカン タイオウ ジギョウショ ジュウジツ

		否 イナ		障がい者相談支援センターとまつり		028-680-5570		028-680-5271		320-0052		宇都宮市中戸祭町813		宇都宮市、近隣市町村 ウツノミヤシ キンリン シチョウソン		0		1		1		0		1		0		0		1		0		0		0		0		1		親子間の関わり オヤコ カン カカ		0		0		現在対応中 ゲンザイ タイオウチュウ		0		0		0		0				1		0		保護者との連携がとれない ホゴシャ レンケイ		0

		否 イナ		宇都宮市社会福祉協議会		028-636-1536		028-636-1537		320-0806		宇都宮市中央1-1-15		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		0				2		1		医療的ケアが必要な方が長時間外出したい。長時間支援者の拘束、移動手段（車の中での対応）、医療的ケアが必要な方が外出したいときに外出できる環境がすぐに整えられない、医療的けが必要な方で要介助であるが、歩行できる方が利用できる短期入所先はないか（アクセス時間も含む） イリョウテキ ヒツヨウ カタ チョウジカン ガイシュツ チョウジカン シエン シャ コウソク イドウ シュダン クルマ ナカ タイオウ イリョウテキ ヒツヨウ カタ ガイシュツ ガイシュツ カンキョウ トトノ イリョウテキ ヒツヨウ カタ ヨウ カイジョ ホコウ カタ リヨウ タンキ ニュウショ サキ ジカン フク		0		0		0		0				1		0		専門的（医療面）な知識がなく、専門用語が多く調べたり聞いたりしながら支援していくこと。長く関わらないと親の思いまで聞き出せないこと。 センモンテキ イリョウ メン チシキ センモン ヨウゴ オオ シラ キ シエン ナガ カカ オヤ オモ キ ダ		0				当事者が何歳になっても利用できるサービス環境（短期入所、訪問入浴など）。教育もほかのお子さん同様平等に受けられる機会（学校行事も含む）。相談対応できる人材の確保。緊急時でも利用できるサービスの調整・確保。直接支援できるサービス・人材を増やすこと。 トウジシャ ナンサイ リヨウ カンキョウ タンキ ニュウショ ホウモン ニュウヨク キョウイク コ ドウヨウ ビョウドウ ウ キカイ ガッコウ ギョウジ フク ソウダン タイオウ ジンザイ カクホ キンキュウジ リヨウ チョウセイ カクホ チョクセツ シエン ジンザイ フ

		承諾 ショウダク		ライフサポートセンターゆめ		0280-33-3624		0280-57-4624		329-0111		野木町丸林630-4		野木町、その周辺地域 ノギマチ シュウヘン チイキ		1		0		1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		1		福祉サービス利用に関する相談 フクシ リヨウ カン ソウダン		1		0				0		0		0		0				1		0		医療的な情報、知識に乏しくわからない用語などが数多く出てきた。医療的ケアの内容の聞き取り（どの部分を聞いていけばよいのか） イリョウテキ ジョウホウ チシキ トボ ヨウゴ カズオオ デ イリョウテキ ナイヨウ キ ト ブブン キ		0				Ｆａの負担軽減のためのレスパイト先（ＨＰ、ＳＳ機関等）。家族それぞれの訴え、希望を明確にしていく。関係機関がチームになりＦａの支え応援をしていく。 フタン ケイゲン サキ キカンナド カゾク ウッタ キボウ メイカク カンケイ キカン ササ オウエン

		承諾 ショウダク		足利ケアサービス		0284-21-7630		0284-21-3109		326-0843		足利市五十部町809-3		足利市、佐野市、太田市 アシカガシ サノシ オオタシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		0		1		ケースによって対応する タイオウ		0		1				3

		承諾 ショウダク		相談支援センターみさと		0285-72-9767				321-4104		芳賀郡益子町大沢2800-5		芳賀郡内（真岡市、益子町、市貝町、芳賀町、茂木町） ハガ グンナイ モオカシ マシコ チョウ イチ ガイ マチ ハガマチ モギマチ		1		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		資源が少ない、短期入所先の確保が難しかった。計画を作るのには、医療情報が難しく感じられた。 シゲン スク タンキ ニュウショ サキ カクホ ムズカ ケイカク ツク イリョウ ジョウホウ ムズカ カン		0				連携の取れる医療関係者がたくさん地域の中にいてくれると安心して生活できるかな。外出や余暇の充実を図るために医療の必要な人の生活が限られてしまっている（あきらめてしまっている） レンケイ ト イリョウ カンケイシャ チイキ ナカ アンシン セイカツ ガイシュツ ヨカ ジュウジツ ハカ イリョウ ヒツヨウ ヒト セイカツ カギ

		承諾 ショウダク		サポートセンターとみや生活支援センター		028-665-8230		028-665-8230		321-2116		宇都宮市徳次郎町540		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		0		1		0		0		0		0		1		1		1		1		1		0				0		1		医療的なケアが必要な利用者様の日中活動先が限られて利用できない人がいる。学校との連携が取りにくい。通勤手段・行事参加制限があり平等性が保たれない。学校はサービスで対応を望み、福祉行政は教育で何とかするべきとつねに折り合わない。 イリョウテキ ヒツヨウ リヨウシャサマ ニッチュウ カツドウ サキ カギ リヨウ ヒト ガッコウ レンケイ ト ツウキン シュダン ギョウジ サンカ セイゲン ビョウドウセイ タモ ガッコウ タイオウ ノゾ フクシ ギョウセイ キョウイク ナン オ ア		0		0		1		0		協力してほしい キョウリョク		1		0		利用できるサービスが限られている。社会参加できる機会が少なく、場が限られている。介護者の負担軽減が取りにくい。夢や希望を叶えるための資源が少ない。 リヨウ カギ シャカイ サンカ キカイ スク バ カギ カイゴシャ フタン ケイゲン ト ユメ キボウ カナ シゲン スク		0				通勤手段、保護者なくても教育が受けられる環境。常に親同行を求めるのでは、自立につながらず、いつになっても親の負担は軽減されない。親が安心して託せる日中活動の場。社会参加、役割を担える環境作り、職場。地域で生活していくための交流の機会や場があるといい。緊急的にレスパイトを受け入れてくれる場。 ツウキン シュダン ホゴシャ キョウイク ウ カンキョウ ツネ オヤ ドウコウ モト ジリツ オヤ フタン ケイゲン オヤ アンシン タク ニッチュウ カツドウ バ シャカイ サンカ ヤクワリ ニナ カンキョウ ヅク ショクバ チイキ セイカツ コウリュウ キカイ バ キンキュウテキ ウ イ バ

		承諾 ショウダク		社会就労センターえいぶるの里 シャカイ シュウロウ サト		0285-22-4561		0285-224581		323-0003		小山市東島田2403-2		小山市、下野市、上三川町、野木町、結城市、古河市、筑西市 オヤマシ シモノ シ カミノカワマチ ノギマチ ユウキシ コガシ ツク ニシ シ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				1		0		自己決定が難しいため、家族中心の考えになってしまうこと。また、利用できる社会資源が少ない。 ジコ ケッテイ ムズカ カゾク チュウシン カンガ リヨウ シャカイ シゲン スク		1				関係機関との連携、特に在宅が長い方は医療機関とのかかわりが家族も含め、希薄になってしまい、二次障害に対応できない。地域に総合的に支援でき、医療的ケアが受けられる場所、または訪問医療の充実が必要と思います。 カンケイ キカン レンケイ トク ザイタク ナガ カタ イリョウ キカン カゾク フク キハク ニジ ショウガイ タイオウ チイキ ソウゴウテキ シエン イリョウテキ ウ バショ ホウモン イリョウ ジュウジツ ヒツヨウ オモ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所「ピュア」		0282-31-3911		0282-31-3912		328-0133		栃木市大森町465		栃木市、鹿沼市、佐野市、小山市、壬生町 トチギシ カヌマシ サノシ オヤマシ ミブマチ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1

		承諾 ショウダク		社会福祉法人とちのみ会　こなかの森 シャカイ フクシ ホウジン カイ モリ		0283-24-5757		0283-24-6294		327-0001		佐野市小中町1280		佐野市、足利市 サノシ アシカガシ		1		0		1		0		1		0		0		1		0		1		0		0		0				1		2		通所型のため、短期入所の受け入れはサービスとして提供できず、他施設の紹介、相談支援事業につなげている。 ツウショ ガタ タンキ ニュウショ ウ イ テイキョウ タ シセツ ショウカイ ソウダン シエン ジギョウ		0		0		0		0				1		0		療養型短期入所ほかの施設への短期入所の受け入れ状況など、受け入れ場所を見つけるなど。短期入所時の発作発症時医療への繋ぎが困難。問題多（かかりつけ医への搬送） リョウヨウガタ タンキ ニュウショ シセツ タンキ ニュウショ ウ イ ジョウキョウ ウ イ バショ ミ タンキ ニュウショ ジ ホッサ ハッショウ ジ イリョウ ツナ コンナン モンダイ タ イ ハンソウ		0				佐野市には、身障（重心）短期入所施設がなく老人施設に佐野市が委託しているが、利用する人もいなく、サービスが使いづらい状態にある。短期入所受け入れ可能施設が増えることで、家族のほうも使いやすく利便性があがると考えます。 サノシ シンショウ ジュウシン タンキ ニュウショ シセツ ロウジン シセツ サノシ イタク リヨウ ヒト ツカ ジョウタイ タンキ ニュウショ ウ イ カノウ シセツ フ カゾク ツカ リベンセイ カンガ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所テトテ		0287-36-7171		0287-36-7181		329-2732		那須塩原市一区町251-1		那須塩原市（大田原、矢板、那須町、那珂川町、烏山） ナスシオバラ シ オオタワラ ヤイタ ナスマチ ナカガワマチ カラスヤマ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		0		1		委託の相談支援事業所や重心専門の事業所に相談する イタク ソウダン シエン ジギョウショ ジュウシン センモン ジギョウショ ソウダン		0		1				3		その方にとって、より専門性の高い方が対応することが望ましいと思いますので、作成が適するか否か周囲のサービス状況なども考慮して決めたいと思います。適切にアドバイスをいただける地域の環境が整っていれば、スキルアップ、経験の積み重ねのためにも作成したいです。 カタ センモンセイ タカ ホウ タイオウ ノゾ オモ サクセイ テキ イナ シュウイ ジョウキョウ コウリョ キ オモ テキセツ チイキ カンキョウ トトノ ケイケン ツ カサ サクセイ		相談支援専門員のスキルアップ。きめ細かい支援（サービスの充実）本人のニーズを正しく理解できる人材の育成と地域の理解。 ソウダン シエン センモンイン コマ シエン ジュウジツ ホンニン タダ リカイ ジンザイ イクセイ チイキ リカイ

		承諾 ショウダク		指定特定相談支援事業所あじさい		0287-60-3361		0287-60-3362		325-0034		那須塩原市東原166		那須塩原市、那須町 ナスシオバラ シ ナスマチ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2				訪問看護、訪問診療を行う医師が必要だと思います。 ホウモン カンゴ ホウモン シンリョウ オコナ イシ ヒツヨウ オモ

		承諾 ショウダク		障害者相談支援センターいぶき		028-678-3502		028-676-3501		329-1216		高根沢町桑窪2266-2		高根沢町 タカネザワマチ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1				短期入所など受け入れてくれる施設を増やしてほしい。県内で受け入れていただけない為、県外の施設を考えなくてはいけない方がいます。 タンキ ニュウショ ウ イ シセツ フ ケンナイ ウ イ タメ ケンガイ シセツ カンガ カタ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所わくわくおやま		0285-24-6575		0285-20-0255		323-0022		小山市駅東通り3-9-6		小山市 オヤマシ		1		0		1		0		1		1		1		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		関係事業所が多いことで情報収集連携等大変。医療機関とも連携を図る必要あり。レスパイト、ショートステイの受入困難。利用できる事業所が少ない。 カンケイ ジギョウショ オオ ジョウホウ シュウシュウ レンケイ ナド タイヘン イリョウ キカン レンケイ ハカ ヒツヨウ ウケイレ コンナン リヨウ ジギョウショ スク		0				重症心身障害児（者）を受け入れしてくれる事業所、施設がもっと多くあればよいと思われる。通所日中一時短期入所など。相談支援、計画作成についてもほかの事業所が受け入れてくれないとの理由で受け入れ可能事業所へ集中してしまう為、相談員への研修等を増やせばよいが。しかし日々の業務が多忙であるため、難しいのかな？ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ ウ イ ジギョウショ シセツ オオ オモ ツウショ ニッチュウ イチジ タンキ ニュウショ ソウダン シエン ケイカク サクセイ ジギョウショ ウ イ リユウ ウ イ カノウ ジギョウショ シュウチュウ タメ ソウダン イン ケンシュウ ナド フ ヒビ ギョウム タボウ ムズカ

		承諾 ショウダク		相談支援センターネクスト		080-8854-9551		0280-612-1558		320-0034		宇都宮市泉町6-25		宇都宮市 ウツノミヤシ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2

		承諾 ショウダク		相談支援事業のぞみ		0287-65-2288		0287-65-2282		329-3152		那須塩原市上中野53		那須塩原市、大田原市、那須町 ナスシオバラ シ オオタワラシ ナスマチ		1		0		1		0		0		0		1		1		1		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		現サービスでの医療ケアをふまえ、将来にむけて他事業との連携につなげるよう計画作成、調整に苦労した。 ゲン イリョウ ショウライ タ ジギョウ レンケイ ケイカク サクセイ チョウセイ クロウ		0				選択肢が増えるよう受け入れ可能な福祉サービス事業所の増加が必要だと思われます。 センタクシ フ ウ イ カノウ フクシ ジギョウショ ゾウカ ヒツヨウ オモ

		承諾 ショウダク		サポートセンターひばり		028-670-0330		028-667-7315		321-3236		宇都宮市竹下町435-159		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		苦労ではないが、お母様がとても一生懸命ですでにサービスも繋がっていたため、現状を計画にする形となったが、計画作成後のかかわりについて相談員としてどのようにすべきことが望ましいかと考える。 クロウ カアサマ イッショウケンメイ ツナ ゲンジョウ ケイカク カタチ ケイカク サクセイ ゴ ソウダン イン ノゾ カンガ		0				福祉サービスや医療、またボランティアが入室されるととてもよいと思います。また、介助者（家族）のケアも考えると気軽に参加できるようなイベント（医療が整っていたり、介助するボランティアさんがいたり）や、同じ重症心身障害児（者）をもつかたとのネットワークがあるといいのかなと思います。 フクシ イリョウ ニュウシツ オモ カイジョシャ カゾク カンガ キガル サンカ イリョウ トトノ カイジョ オナ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ オモ

		承諾 ショウダク		高根沢町障害児者生活支援センターすまいる タカネザワマチ		028-612-2751		028-612-2752		329-1225		栃木県塩谷郡高根沢町石末1825　福祉センター内 ３２９－１２２５ フクシ ナイ		高根沢町 タカネザワマチ		1		0		1		0		0		0		1		0		0		1		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		地元に使える資源がなく苦労した ジモト ツカ シゲン クロウ		0				①医療と福祉の連携ネットワーク②重心の方でも利用できるサービスが増えること③訪問診療医 イリョウ フクシ レンケイ ジュウシン カタ リヨウ フ ホウモン シンリョウ イ

		承諾 ショウダク		障害者相談支援センターフォレスト		0284-91-1816		0284-91-2867		326-0011		足利市大沼田町615		足利市及び近隣市町村 アシカガシ オヨ キンリン シチョウソン		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0				0

		承諾 ショウダク		障がい者相談支援事業所ケアサプライ		0287-73-5312		0287-73-5311		329-3221		栃木県那須郡那須町漆塚762-102 ３２９－３２２１		白河市、那須町、那須塩原市、大田原市 シラカワシ ナスマチ ナスシオバラシ オオタワラシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1				サービスを提供できる事業所の充実を図る テイキョウ ジギョウショ ジュウジツ ハカ

		承諾 ショウダク		南栃木支援センター相談支援		0285-44-6118		0285-44-7215		329-0412		下野市柴1432-105		下野市、小山市、壬生町 シモノ シ オヤマシ ミブマチ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		0		1		介護保険と併用する場合のみ対応する カイゴ ホケン ヘイヨウ バアイ タイオウ		0		1				3		介護保険と併用する場合のみ作成する カイゴ ホケン ヘイヨウ バアイ サクセイ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所とまり木		0287-54-2854		0287-54-2230		324-0231		大田原市北野上3952		大田原市、那須塩原市、那須町 オオタワラシ ナスシオバラシ ナスマチ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1				当事業所の対応範囲は現在、知的障害者特に中・軽度が主だが、精神（高次脳機能障害も含む）分野もやり始めている。今後重症心身障害者もほかの相談支援事業所の助けを得ながら、勉強しながら対応したいと考えている。そのために研修や見学の機会を多く作っていただきたい。今は、当事業所はその程度しか考えられない。 トウ ジギョウショ タイオウ ハンイ ゲンザイ チテキ ショウガイシャ トク チュウ ケイド オモ セイシン コウジ ノウ キノウ ショウガイ フク ブンヤ ハジ コンゴ ジュウショウ シンシン ショウガイシャ ソウダン シエン ジギョウショ タス エ ベンキョウ タイオウ カンガ ケンシュウ ケンガク キカイ オオ ツク イマ トウ ジギョウショ テイド カンガ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所ポンテ		028-652-7288		028-652-6355		321-0341		宇都宮市古賀志町1964-12		宇都宮、鹿沼、日光、壬生 ウツノミヤ カヌマ ニッコウ ミブ		0		1		1		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0				0				未就学児（3～5才）の方の医療型児童発達支援を分離で行う施設が数か所あると良いと思います。 ミシュウガクジ サイ カタ イリョウ ガタ ジドウ ハッタツ シエン ブンリ オコナ シセツ スウ ショ ヨ オモ

		承諾 ショウダク		相談支援センター光輝舎		0285-70-2020		0285-72-8222		321-4105		芳賀郡益子町北中1113-1		芳賀郡、真岡市等 ハガ グン モオカシ ナド		1		0		1		0		1		1		1		1		0		1		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		利用できるサービス事業所が少ない。重心児者に合わせたプログラムが見つからない（近隣で） リヨウ ジギョウショ スク ジュウシン ジ シャ ア ミ キンリン		0				本人の状態にもよるが、重度化する状況に対応できる事業所の確保。家族の負担が大きくなり在宅生活の継続が困難になることが予測されるので、在宅で支援が受けられるような体制の充実と、レスパイトサービスの拡大。 ホンニン ジョウタイ ジュウドカ ジョウキョウ タイオウ ジギョウショ カクホ カゾク フタン オオ ザイタク セイカツ ケイゾク コンナン ヨソク ザイタク シエン ウ タイセイ ジュウジツ カクダイ

		承諾 ショウダク		特定相談支援事業所やすらぎ		028-650-7727		028-650-7728		320-0011		宇都宮市富士見が丘3－19－20		宇都宮市 ウツノミヤシ		0		0		1		0		1		0		0		0		0		1		1		0		0				0		3		対応できるヘルパーがいれば支援する タイオウ シエン		0		0		0		0				0		1				3

		承諾 ショウダク		障がい者支援センターにんべん		028-686-2539		028-686-2584		329-1417		さくら市フィオーレ喜連川5-2-1　フィオーレガーデン1-102		さくら市 シ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1				地域資源アンケートをいただきありがとうございました。設問に対しまして知識不足にこれでいいのかという思いです。相談支援専門員として設問にありました「3」要望がでますれば、先輩相談員・各職種の方々に相談・指導をいただき、相談支援事業を行ってみたいと考えます。大島先生について学ばせて頂きました。 チイキ シゲン セツモン タイ チシキ ブソク オモ ソウダン シエン センモンイン セツモン ヨウボウ センパイ ソウダン イン カクショクシュ カタガタ ソウダン シドウ ソウダン シエン ジギョウ オコナ カンガ オオシマ センセイ マナ イタダ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所おやま		0285-22-1833		0285-228946		323-0014		小山市喜沢660		小山市、下野市 オヤマシ シモノ シ		1		0		1		0		1		1		0		0		0		0		0		1		0				2		3				0		0		0		0				1		0		本人の意思が明確でないので親の意向中心のものになってしまった。 ホンニン イシ メイカク オヤ イコウ チュウシン		0

		承諾 ショウダク		真岡介護センター		0285-80-5200		0285-80-5211		321-4361		真岡市並木町1-8-1　シティ並木102 ナミキ		真岡市、芳賀町南部、市貝町南部、益子町西部、上三川東部 モオカシ ハガマチ ナンブ イチ ガイ チョウ ナンブ マシコ チョウ セイブ カミノカワ トウブ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		0		1				0		1				3		担当者の受け持ちケースの状況など考慮し対応できるか検討したい タントウシャ ウ モ ジョウキョウ コウリョ タイオウ ケントウ

		承諾 ショウダク		さの社協相談支援センターほっぷ		0283-22-8152		0283-22-8199		327-0003		佐野市大橋町3212-27		佐野市全域 サノシ ゼンイキ		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2		現在相談支援専門員1名で行っているため ゲンザイ ソウダン シエン センモンイン メイ オコナ

		承諾 ショウダク		相談支援ウエイブ		0282-23-4465		0282-23-4465		328-0012		栃木市平柳町1-2-7		栃木市、壬生町 トチギシ ミブマチ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		1		0				0		1				2		指定特定相談支援事業で精神に対応しているため シテイ トクテイ ソウダン シエン ジギョウ セイシン タイオウ		ご家族の中だけでは生活がマンネリ化して単調になりかねないので、音楽、体を動かす、読み聞かせ麻痺・拘縮のマッサージなどのリハビリの頻度を高める。ご本人が楽しいと感じることを提供できる。ご家族が疲弊しないよう旅行や趣味などの充実した時間がもてるようサービスを利用していくこと。 カゾク ナカ セイカツ カ タンチョウ オンガク カラダ ウゴ ヨ キ マヒ コウシュク ヒンド タカ ホンニン タノ カン テイキョウ カゾク ヒヘイ リョコウ シュミ ジュウジツ ジカン リヨウ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所わらしべの家		0282-27-1627		0282-27-1675		328-0011		栃木市大宮町2708-3		栃木市 トチギシ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1		専門的な知識が不十分なため行政などの機関と相談しながらの対応となります センモンテキ チシキ フジュウブン ギョウセイ キカン ソウダン タイオウ		短期入所や移動支援などの福祉サービス利用時にお付き合いのある医療機関や訪問看護の看護師が同行でき緊急時の対応が迅速にとれる体制（すでにできていたらすみません） タンキ ニュウショ イドウ シエン フクシ リヨウ ジ ツ ア イリョウ キカン ホウモン カンゴ カンゴシ ドウコウ キンキュウジ タイオウ ジンソク タイセイ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所　空		0287-73-8165		0287-73-8165		329-3157		那須塩原市大原間西1-19-9		那須塩原市、大田原市、那須町 ナスシオバラ シ オオタワラシ ナスマチ		1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		重心のお子様の療育支援をやっていたので、苦労はありませんでしたが、医療（訪問看護）訪問リハ訪問入浴の制度を知らなかったので、その方々との連携が取れて大変勉強になりました。 ジュウシン コサマ リョウイク シエン クロウ イリョウ ホウモン カンゴ ホウモン ホウモン ニュウヨク セイド シ カタガタ レンケイ ト タイヘン ベンキョウ		0				医療的ケアの必要な方には支援スタッフ・必ず看護師の方が不在では双方安心したケアはできません。例）乳幼児の通所事業は保母と看護師さん。小学→高校までは義務教育がありますが事後に生活介護はもちろんですが、本当に重心の方の為の日中活動の場が不足しているとおもいますので重心の方の通所事業は必要と思います。家庭以外で通える場所→一時預かりや療育支援事業→高校卒業後は通所施設（一時預かりも含めて） イリョウテキ ヒツヨウ カタ シエン カナラ カンゴシ カタ フザイ ソウホウ アンシン レイ ニュウヨウジ ツウショ ジギョウ ホボ カンゴシ ショウガク コウコウ ギム キョウイク ジゴ セイカツ カイゴ ホントウ ジュウシン カタ タメ ニッチュウ カツドウ バ フソク ジュウシン カタ ツウショ ジギョウ ヒツヨウ オモ カテイ イガイ カヨ バショ イチジ アズ リョウイク シエン ジギョウ コウコウ ソツギョウゴ ツウショ シセツ イチジ アズ フク

		承諾 ショウダク		相談支援事業所みどり		0285-45-8362		0285-45-8397		329-0214		小山市乙女786-1		小山市、栃木市、古河市、結城市 オヤマシ トチギシ コガシ ユウキシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0		大人は対応可能 オトナ タイオウ カノウ		1		1		大人はあるが、こどもはない。先日訪問介護を事業所にお願いしたところどこの事業所も受けていただけなかった。 オトナ センジツ ホウモン カイゴ ジギョウショ ネガ ジギョウショ ウ		3		成人しか計画相談をしたことがないので不安である。当事業所は相談員が一名なので相談する相手がいない セイジン ケイカク ソウダン フアン トウ ジギョウショ ソウダン イン イチメイ ソウダン アイテ		サービス事業所で受けてもらえないケースがある。特に重心や精神知的等重複して疾患を持っていると問い合わせた時点でお断りされてします。 ジギョウショ ウ トク ジュウシン セイシン チテキ ナド チョウフク シッカン モ ト ア ジテン コトワ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所こころみ		0284-41-5039		0284-43-2665		326-0061		足利市田島町611-2				0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		1		0				0		1				3		これまで前例がなく、またこの障害について熟知した方（機関）があるならそちらでしていただいた方がご本人様にとってよい支援であると考えるから。※現在当法人の入所・通所等サービスを利用されている方の相談支援がほとんどの状況です。 ゼンレイ ショウガイ ジュクチ カタ キカン ホウ ホンニンサマ シエン カンガ ゲンザイ トウホウジン ニュウショ ツウショ ナド リヨウ カタ ソウダン シエン ジョウキョウ

		承諾 ショウダク		相談支援センターのどか　真岡センター		0285-81-5890		0285-85-8452		321-4305		真岡市荒町111-1		真岡市、芳賀町、市貝町、益子町、茂木町 モオカシ ハガマチ イチガイ マチ マシコ チョウ モギ マチ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1				在宅での生活では家族の介護負担の軽減が必要。フォーマルインフォーマルの枠にとらわれない福祉サービス。 ザイタク セイカツ カゾク カイゴ フタン ケイゲン ヒツヨウ ワク フクシ

		承諾 ショウダク		友井タクシー介護ステーションふれあい		0285-30-0840		0285-30-0844		323-0025		小山市城山町2丁目12-25		小山市 オヤマシ		1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		利用するサービスは多様で、施設・病院・学校など医療福祉事業所数も多く連携を図るのが困難。学校行事に参加するための会出自の支援サービスがない。 リヨウ タヨウ シセツ ビョウイン ガッコウ イリョウ フクシ ジギョウショ スウ オオ レンケイ ハカ コンナン ガッコウ ギョウジ サンカ カイ シュツジ シエン		0				ご家族様が安心して預けることができる施設と必要に預けられる施設の数は少ない。片道１時間以上かかるためとても不便に思います。呼吸器の方の預かり先は少ない。 カゾクサマ アンシン アズ シセツ ヒツヨウ アズ シセツ カズ スク カタミチ ジカン イジョウ フベン オモ コキュウキ カタ アズ サキ スク

		承諾 ショウダク		もくせいの里		0282-43-0593		0282-43-1387		329-4405		栃木市大平町西山田1198		栃木市内 トチギシナイ		0		1		1		0		1		0		0		1		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		ニーズにあてはまるサービスがなかった。例）①入浴支援②移送サービス　①自宅の浴槽では支援が入れず訪問入浴を検討。しかし、浴槽を置けるスペースがなく断念。②主たる介護者が入院。学校までの送迎ができず特例で市の移送サービスを利用するもかなり時間を要した。 レイ ニュウヨク シエン イソウ ジタク ヨクソウ シエン ハイ ホウモン ニュウヨク ケントウ ヨクソウ オ ダンネン シュ カイゴシャ ニュウイン ガッコウ ソウゲイ トクレイ シ イソウ リヨウ ジカン ヨウ		0				①地域の理解や協力②受け入れの拡大（重心の通所、24時間看護体制が整った短期入所）③デマンドタクシー等関係者の重心に対する理解（理解附属により資源として存在するが利用しがたい）④児童が入浴支援を受けられる環境（家族の身体的な介護負担軽減） チイキ リカイ キョウリョク ウ イ カクダイ ジュウシン ツウショ ジカン カンゴ タイセイ トトノ タンキ ニュウショ ナド カンケイシャ ジュウシン タイ リカイ リカイ フゾク シゲン ソンザイ リヨウ ジドウ ニュウヨク シエン ウ カンキョウ カゾク シンタイテキ カイゴ フタン ケイゲン

		承諾 ショウダク		足利障害者相談支援センター		0284-44-0307		0284-44-0318		326-0064		足利市東砂原後町1072		足利市、佐野市 アシカガシ サノシ		1		0		1		0		1		0		0		1		0		1		0		1		0				1		0				0		0		0		0				0		1				2		委託相談支援事業所のため イタク ソウダン シエン ジギョウショ		医療的ケアが整った施設のショートステイ充実が必要。また、特に呼吸器をつけた方のショート療養介護の利用とそれらを利用するための送迎体制の充実が必要。 イリョウテキ トトノ シセツ ジュウジツ ヒツヨウ トク コキュウキ カタ リョウヨウ カイゴ リヨウ リヨウ ソウゲイ タイセイ ジュウジツ ヒツヨウ

		承諾 ショウダク		指定障害者相談支援事業所あるしぇん		0282-86-7665		0282-21-7109		321-0201		栃木県下都賀郡壬生町安塚2032 ３２１－０２０１		壬生町 ミブマチ		1		0		1		0		1		0		0		1		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		①相談支援専門員として重症心身障害児（者）の方に対する支援の知識や経験が少ない②医療的ケアが必要となる方に対して対応できる福祉サービス（事業所）が少ない。 ソウダン シエン センモンイン ジュウショウシンシンショウガイジ シャ カタ タイ シエン チシキ ケイケン スク イリョウテキ ヒツヨウ カタ タイ タイオウ フクシ ジギョウショ スク		0				医療的ケアが必要な方に関して、福祉のサービスでは対応しきれない部分が多く、結果として家族が本人を抱え込まざるを得ない現状があるように感じます。家族の介護負担が少しでも軽減できるよう福祉サービスも柔軟な対応が出来るようになるといいなと思います。 イリョウテキ ヒツヨウ カタ カン フクシ タイオウ ブブン オオ ケッカ カゾク ホンニン カカ コ エ ゲンジョウ カン カゾク カイゴ フタン スコ ケイゲン フクシ ジュウナン タイオウ デキ オモ

		承諾 ショウダク		下野市相談支援事業所 こばと		0285-44-6783		0285-44-6783		329-0414		下野市小金井1146-6		下野市、上三川町 シモノ シ カミノカワマチ		1		0		1		0		0		0		1		1		0		1		1		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		医療的ケアが必要な乳幼児に対応できるヘルパー事業所。短期入所・日中一時支援事業所が近くにない（少ない）。 イリョウテキ ヒツヨウ ニュウヨウジ タイオウ ジギョウショ タンキ ニュウショ ニッチュウ イチジ シエン ジギョウショ チカ スク		0				設問5で回答した内容：外出可能な方は児童発達支援を利用可能であるが無理な方は外部との交流をもちにくい。訪問看護・訪問リハビリが入っているケースはいいがない場合母子で孤立しがち。幸いあそびの支援をしてくれるヘルパー事業所があり支援につながっている。ヘルパー利用を希望されない家庭、利用したくてもヘルパー事業所がない等支援に苦慮する。 セツモン カイトウ ナイヨウ ガイシュツ カノウ カタ ジドウ ハッタツ シエン リヨウ カノウ ムリ カタ ガイブ コウリュウ ホウモン カンゴ ホウモン ハイ バアイ ボシ コリツ サイワ シエン ジギョウショ シエン リヨウ キボウ カテイ リヨウ ジギョウショ ナド シエン クリョ

		承諾 ショウダク		相談支援センターぴあん ソウダン シエン		0282-31-1755		0282-31-2919		328-0067		栃木市皆川城内町333-2		栃木市、小山市 トチギシ オヤマシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1				これまで現場で関わったことがなく、事例検討でしか情報を把握しておらず不安はあります。でも関係機関やご家族様からいろいろなことを教えて頂きながら相談支援として専門性を活かせればと思っています。色々な立場の方からお話をお伺いしてもご家族や医療機関専門的な事業所の負担が大きく相談支援があまり役に立つことができていない（場合によっては自ら引いてしまう）今の現状を少しでも変えていければいいと思います。 ゲンバ カカ ジレイ ケントウ ジョウホウ ハアク フアン カンケイ キカン カゾクサマ オシ イタダ ソウダン シエン センモンセイ イ オモ イロイロ タチバ カタ ハナシ ウカガ カゾク イリョウ キカン センモンテキ ジギョウショ フタン オオ ソウダン シエン ヤク タ バアイ ミズカ ヒ イマ ゲンジョウ スコ カ オモ

		承諾 ショウダク		うつのみや		028-632-6074/090-4059-9728		028-632-6075		320-0861		宇都宮市西2-1-7		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				3		専門的な知識を社会資源のアドバイスを他相談支援事業所からいただきながらみずからの事業所で引き受けるという形が望ましい センモンテキ チシキ シャカイ シゲン ホカ ソウダン シエン ジギョウショ ジギョウショ ヒ ウ カタチ ノゾ

		承諾 ショウダク		サポートセンターきりん		028-612-3838		028-678-3257		321-0905		栃木県宇都宮市平出工業団地43-100 ３２１－０９０５		宇都宮市 ウツノミヤシ		0		1		1		0		1		0		0		1		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		療養介護に入所しているので他のサービスの利用が困難。そのための社会資源をつなげたり、活用したりするのが難しい。 リョウヨウ カイゴ ニュウショ ホカ リヨウ コンナン シャカイ シゲン カツヨウ ムズカ		0				今後、市町村などで展開されていく生活拠点に関する事業をうまく活用できればいいなと感じています。入所されている方々については地域とのつながり方が今後は重要になってくると思われますので、広く門扉を開けた活動などが多くなってくるといいなと思っています。 コンゴ シチョウソン テンカイ セイカツ キョテン カン ジギョウ カツヨウ カン ニュウショ カタガタ チイキ カタ コンゴ ジュウヨウ オモ ヒロ モンピ ア カツドウ オオ オモ

		承諾 ショウダク		さわやか相談支援センター		0280-57-4884		0280-57-4994		329-0112		野木町南赤塚1145-1		小山市、野木町、古河市、栃木市 オヤマシ ノギマチ コガシ トチギシ		0		1		1		0		0		0		1		0		0		1		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		現実的な目標の位置づけ ゲンジツテキ モクヒョウ イチ		0

		承諾 ショウダク		相談支援事業所つばさ		0287-53-7393		0287-53-7394		324-0044		大田原市親園824-1		大田原市、那須塩原市、那須烏山市、矢板市、さくら市、那須町、塩谷町、高根沢町 オオタワラシ ナスシオバラシ ナスカラスヤマシ ヤイタシ シ ナスマチ シオ タニ マチ タカネザワマチ		1		0		1		0		1		0		1		1		0		1		0		0		0				1		2		医療的なケアが必要なケース、将来的に短期入所につなげたいケースだった為、専門の事業所に依頼した イリョウテキ ヒツヨウ ショウライテキ タンキ ニュウショ タメ センモン ジギョウショ イライ		1		1		0		0				1		0		使えるサービスの少なさに調整が難しかった ツカ スク チョウセイ ムズカ		1				乳幼児期の受け入れ可能な福祉サービス等の社会資源が必要である。 ニュウヨウジ キ ウ イ カノウ フクシ ナド シャカイシゲン ヒツヨウ

		承諾 ショウダク		特定相談支援センターはじめ		0284-22-4561		0284-22-4562		326-0143		足利市葉鹿町735-1		足利市 アシカガシ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1

		承諾 ショウダク		上三川障がい児・者生活相談支援センター		0285-38-6854		0285-38-6841		329-0611		上三川町上三川5082-15		上三川町 カミノカワマチ		1		0		1		0		1		0		0		1		0		0		0		0		0				1		0				0		0		0		0				1		0				0

		承諾 ショウダク		はつらつサロン南天相談支援事業所		0285-22-4659		0285-38-6529		323-0027		小山市花垣町2-3-19		小山市、栃木市 オヤマシ トチギシ		0		0		1		0		1		1		0		1		1		1		1		1		0				0		0				0		0		0		0				1		0		利用したいサービス事業所が少なく生活改善、家族、支援者の負担軽減に繋がらない（訪問入浴、ショートステイ、生活介護などなど（就労Ａ型））医師によっては連携が困難。何処の精神科がよいかと利用者に問われるが答えは解らない。 リヨウ ジギョウショ スク セイカツ カイゼン カゾク シエンシャ フタン ケイゲン ツナ ホウモン ニュウヨク セイカツ カイゴ シュウロウ ガタ イシ レンケイ コンナン ドコ セイシンカ リヨウシャ ト コタ ワカ		0				本人の選択や受け入れ事業所の間口を広げる。例えば入浴はヘルパーの2人対応で行ているがヘルパー不足や腰痛の悪化などで対応が難しくなってくる。機会浴のできる生活介護を勧めるも本人の選択肢がない。自宅から出かける自由さのようなものが閉ざされているような気がする。反面高齢者のサービスは増加する一方で利用者が不足し閉鎖なども聞かれる。高齢者・障害者がともにデイサービスやショートステイを利用できるようにならないかと思う。障害児については働く両親をサポートすることで生活の安定や療育などへ通園のし易さを図り、送迎サービスの充実など。 ホンニン センタク ウ イ ジギョウショ マグチ ヒロ タト ニュウヨク ニン タイオウ オコナ ブソク ヨウツウ アッカ タイオウ ムズカ キカイ ヨク セイカツ カイゴ スス ホンニン センタクシ ジタク デ ジユウ ト キ ハンメン コウレイシャ ゾウカ イッポウ リヨウシャ フソク ヘイサ キ コウレイシャ ショウガイシャ リヨウ オモ ショウガイジ ハタラ リョウシン セイカツ アンテイ リョウイク ツウエン ヤス ハカ ソウゲイ ジュウジツ

		承諾 ショウダク		障がい者生活支援センターこぶし		028-680-5746		028-688-0214		321-0126		栃木県宇都宮市茂原町837-1		宇都宮市、上三川町 ウツノミヤシ カミノカワマチ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1				①医療機関との細かな連携体制②相談関係者を含め本人に関わり支援をするなかで即座に動きが取れるようなフットワークの軽いチーム作り イリョウ キカン コマ レンケイ タイセイ ソウダン カンケイシャ フク ホンニン カカ シエン ソクザ ウゴ ト カル ヅク





相談支援事業所 (作業)

		Ｑ1.貴施設について、お伺いいたします キ シセツ ウカガ										事業所名とコメントをくっつけるで一表を作る ジギョウショ メイ イッピョウ ツク

		1		事業所名 ジギョウショ メイ								今月中 コンゲツ チュウ

		2		電話番号 デンワ バンゴウ								地図と一覧表をパワーポイント チズ イチラン ヒョウ

		3		FAX番号 バンゴウ								各項目ごとにページを作る カクコウモク ツク

		4		所在地 ショザイチ

		5		訪問可能な主な市町村 ホウモン カノウ オモ シチョウソン

		Ｑ2.重症心身障害児（者）の定義をご存知ですか ジュウショウシンシンショウガイジ シャ テイギ ゾンジ

		Ｑ2-1		知っている シ

		Ｑ2-2		知らない シ

		Ｑ3.重症心身障害児（者）の方（家族・関係機関等）からの相談を受けたことがありますか ジュウショウシンシンショウガイジ シャ カタ カゾク カンケイ キカン ナド ソウダン ウ

		Ｑ3-1		1		ある

		Ｑ3-2		2		ない

		Ｑ3-1-Ａ

				Ａ-1それは誰からの相談でしたか ダレ ソウダン

				1		ａ.家族 カゾク

				2		ｂ.支援者 シエンシャ

				3		ｃ.関係機関 カンケイ キカン

				Ａ-2それはどんな相談でしたか（複数回答可） ソウダン フクスウ カイトウ カ

				1		ａ.生活上の相談 セイカツ ジョウ ソウダン

				2		ｂ.医療的な相談 イリョウテキ ソウダン

				3		ｃ.制度に関する相談 セイド カン ソウダン

				4		ｄ.教育に関する相談 キョウイク カン ソウダン

				5		ｅ.サービス等利用計画書作成に関する相談 ナド リヨウ ケイカクショ サクセイ カン ソウダン

				6		ｆ.その他 タ

				Ａ-3それらの相談事業所として対応（解決）はできましたか ソウダン ジギョウショ タイオウ カイケツ

				1		ａ.できた

				2		ｂ.できなかった

				Ａ-3-1それはどうしてですか

				1		ａ解決手段・方法がなかった カイケツ シュダン ホウホウ

				2		ｂ.ほかの相談支援事業所に依頼した ソウダン シエン ジギョウショ イライ

				3		ｃ.行政に依頼した ギョウセイ イライ

				4		ｄ.その他 タ

		Ｑ4.Ｑ3-2「ない」→これから重症心身障害児（者）の方（本人・家族等）からの相談があればどのように対応されますか ジュウショウシンシンショウガイジ シャ カタ ホンニン カゾク ナド ソウダン タイオウ

				Ｑ4-1		自分の事業所で対応する ジブン ジギョウショ タイオウ

				Ｑ4-2		ほかの相談支援事業所へ依頼する ソウダン シエン ジギョウショ イライ

				Ｑ4-3		行政に依頼する ギョウセイ イライ

				Ｑ4-4		その他 タ

		Ｑ5.重症心身障害児（者）の方のサービス等利用計画書を作成したことがありますか ジュウショウシンシンショウガイジ シャ カタ ナド リヨウ ケイカクショ サクセイ

				Ｑ5-1		ある

				Ｑ5-2		ない

						Ｑ5-1-Ａ		「ある」と回答→作成にあたり、苦労したこと困ったことがありましたか カイトウ サクセイ クロウ コマ

						Ｑ5-2-Ａ		「ない」と回答 カイトウ

						1		ａ.今後依頼があれば作成する コンゴ イライ サクセイ

						2		ｂ.他の相談支援事業所に依頼する ホカ ソウダン シエン ジギョウショ イライ

						3		ｃ.作成するかどうかわからない サクセイ

						Ｑ5-2-Ａ-1		b.cを回答→それはどうしてですか カイトウ

		Q6.重症心身障害児（者）の方がより良い在宅生活をしていく上で何か必要だと思うことがあればご自由にお書きください ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ カタ ヨ ザイタク セイカツ ウエ ナニ ヒツヨウ オモ ジユウ カ



		承諾可否 ショウダク カヒ		Q1												Ｑ2.重症心身障害児（者）の定義をご存知ですか ジュウショウシンシンショウガイジ シャ テイギ ゾンジ				Ｑ3.重症心身障害児（者）の方（家族・関係機関等）からの相談を受けたことがありますか ジュウショウシンシンショウガイジ シャ カタ カゾク カンケイ キカン ナド ソウダン ウ																														Ｑ4.Ｑ3-2「ない」→これから重症心身障害児（者）の方（本人・家族等）からの相談があればどのように対応されますか ジュウショウシンシンショウガイジ シャ カタ ホンニン カゾク ナド ソウダン タイオウ										Ｑ5.重症心身障害児（者）の方のサービス等利用計画書を作成したことがありますか ジュウショウシンシンショウガイジ シャ カタ ナド リヨウ ケイカクショ サクセイ										Q6.重症心身障害児（者）の方がより良い在宅生活をしていく上で何か必要だと思うことがあればご自由にお書きください ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ カタ ヨ ザイタク セイカツ ウエ ナニ ヒツヨウ オモ ジユウ カ

				事業所名 ジギョウショ メイ		電話番号 デンワ バンゴウ		FAX番号 バンゴウ		郵便番号 ユウビンバンゴウ		所在地 ショザイチ		訪問可能な主な市町村 ホウモン カノウ オモ シチョウソン		知っている		知らない シ		ある		ない		それは誰からの相談でしたか						それはどんな相談でしたか														それらの相談事業所として対応（解決）はできましたか						自分の事業所で対応する ジブン ジギョウショ タイオウ		他の相談支援事業所へ依頼する ホカ ソウダン シエン ジギョウショ イライ		行政に依頼する ギョウセイ イライ		その他 タ				ある		ない		「ある」と回答		「ない」
と回答		b.c（23）を回答

																								家族 カゾク		支援者 シエンシャ		関係機関 カンケイ キカン		生活上の相談 セイカツ ジョウ ソウダン		医療的な相談 イリョウテキ ソウダン		制度に関する相談 セイド カン ソウダン		教育に関する相談 キョウイク カン ソウダン		サービス等利用計画書作成に関する相談 ナド リヨウ ケイカクショ サクセイ カン ソウダン		その他 タ		その他回答 タ カイトウ		それらの相談事業所として対応（解決）はできましたか		それはどうしてですか		それはどうしてですか

		否 イナ		手話通訳派遣協会相談支援事業所		0287-73-4422		0287-62-7776		325-0026		栃木県那須塩原市上厚崎431-17 ３２５－００２６				0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		0		1		本事業所と同様の地域で一般相談支援事業所と連携を図り対応する ホン ジギョウショ ドウヨウ チイキ イッパン ソウダン シエン ジギョウショ レンケイ ハカ タイオウ		0		1		0		2		当事業所は手話通訳派遣を主目的とする事業所であるため、聴覚障害に対するノウハウはあるがそれ以外の障害者に対応する専門性を有していない為 トウ ジギョウショ シュワ ツウヤク ハケン シュモクテキ ジギョウショ チョウカク ショウガイ タイ イガイ ショウガイシャ タイオウ センモンセイ ユウ タメ

		否 イナ		相談支援事業所すまいる		0285-45-7199		0285-45-8437		329-0205		小山市間々田750-1		小山市 オヤマシ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		1		0				0		1		0		3		現在担当させていただいているケースの他に受け入れる時間的余裕がないため。また専門的な知識や経験がなく自信がないため。 ゲンザイ タントウ ホカ ウ イ ジカンテキ ヨユウ センモンテキ チシキ ケイケン ジシン

		否 イナ		やまゆりの里		0284-90-2030		0284-90-2031		326-0011		足利市大沼田町525-1		足利市 アシカガシ		0		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		ショートステイの利用が可能かどうか リヨウ カノウ		2		1		ショートの利用を希望していたが、幼児で夜間に吸引が必要とのことだったので職員配置上困難と判断 リヨウ キボウ ヨウジ ヤカン キュウイン ヒツヨウ ショクイン ハイチ ジョウ コンナン ハンダン		0		0		0		0				0		1		0		2		あしかがの森さんが近くにあり専門性もあるため モリ チカ センモンセイ

		否 イナ		相談支援センターひかり		028-612-7717		028-612-7718		320-0072		宇都宮市若草4-20-7		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		0		1		0		1		0		0		1		0		1		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		居宅介護事業所とニーズのマッチング キョタク カイゴ ジギョウショ		0				短期入所事業所（医療的ケア対応型）の整備 タンキ ニュウショ ジギョウショ イリョウテキ タイオウガタ セイビ

		否 イナ		相談支援センター歩み		028-667-5151		028-667-5150		321-3233		宇都宮市上籠谷町3792		真岡市、芳賀町、宇都宮市 モオカシ ハガマチ ウツノミヤシ		0		1		1		0		0		1		0		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		毎日お会いしている方ではないしお話ができる方ではないので、計画書を作ることは少々戸惑いはありましたが、すべて療育指導室の先生にご指導いただき作成することができました。お幸せな時を過ごしてほしいという思いはいっぱいありますが、なにも出来ていない自分が申し訳ないような気持ちです。 マイニチ ア カタ ハナシ カタ ケイカクショ ツク ショウショウ トマド リョウイク シドウシツ センセイ シドウ サクセイ シアワ トキ ス オモ デキ ジブン モウ ワケ キモ		0				すみません。経験不足で在宅の方はよくわかりませんが、独立行政法人国立病院機構宇都宮病院にお伺いし行き届いた介護、職員の先生方の情熱にこういうところで重症心身障害者の方が過ごせることは幸せなのでは…としみじみ思いました。 ケイケン ブソク ザイタク カタ ドクリツ ギョウセイ ホウジン コクリツ ビョウイン キコウ ウツノミヤ ビョウイン ウカガ イ トド カイゴ ショクイン センセイガタ ジョウネツ ジュウショウ シンシン ショウガイシャ カタ ス シアワ オモ

		否 イナ		ワークス共育		0287-39-5593		0287-39-5630		329-2213		那須塩原市上大貫2028-2				1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		0		1		状況に応じて対応する ジョウキョウ オウ タイオウ		0		1				1				相談支援専門員のレベルアップが必要ではないかと思います ソウダン シエン センモンイン ヒツヨウ オモ

		否 イナ		指定特定相談支援センタードリーム		0288-32-2280		0288-32-2281		321-2341		日光市大沢町274		日光市、塩谷町、鹿沼市、宇都宮市 ニッコウシ シオヤ チョウ カヌマシ ウツノミヤ シ		0		1		1		0		1		0		0		1		1		1		0		0		0				1		0				0		0		0		0				1		0		計画を作成するにあたり医療機関との連携方法を具体化していくことに連絡調整に時間を要しました。また医師同士でのやりとりの方が早いように感じました。※解決できたと言っても施設の空き待ちで関係する病院で入院しております。 ケイカク サクセイ イリョウ キカン レンケイ ホウホウ グタイカ レンラク チョウセイ ジカン ヨウ イシ ドウシ ホウ ハヤ カン カイケツ イ シセツ ア マ カンケイ ビョウイン ニュウイン		0				入所ではなく、医療ケアのできる短期入所やグループホーム、日中一時、生活介護の拡充が必要であること。また重症心身障害児（者）への理解を広めていき、理解者を増やすこと、訪問看護、訪問医療、居宅介護も活用しやすい環境づくりを相談支援専門員はネットワークづくりに努めなければんらないと思います。 ニュウショ イリョウ タンキ ニュウショ ニッチュウ イチジ セイカツ カイゴ カクジュウ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ リカイ ヒロ リカイシャ フ ホウモン カンゴ ホウモン イリョウ キョタク カイゴ カツヨウ カンキョウ ソウダン シエン センモンイン ツト オモ

		否 イナ		ユーファーム支援センター		028-689-0070		028-680-0750		321-0972		宇都宮市下川俣町206-127		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2		これまでの実績として主に就労系の利用計画の作成を行っており重症心身障害児の方への支援については経験や人員の不足から対応が困難であると思われるため ジッセキ オモ シュウロウ ケイ リヨウ ケイカク サクセイ オコナ ジュウショウ シンシン ショウガイジ カタ シエン ケイケン ジンイン フソク タイオウ コンナン オモ

		否 イナ		障害者相談支援センターひびき		028-666-7601		028-666-7602		321-0403		宇都宮市下小倉町1536		宇都宮市、さくら市 ウツノミヤシ シ		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2		かつて受け入れたことがなく、またスタッフにも医療的ケアの知識や経験が乏しく、自信をもって迎え入れることができない ウ イ イリョウテキ チシキ ケイケン トボ ジシン ムカ イ		受け入れる施設が近辺にあること ウ イ シセツ キンペン

		否 イナ		相談支援事業ぴゅあ		028-611-1771		028-611-1772		321-0911		宇都宮市問屋町3426-46		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2

		否 イナ		指定特定相談支援事業所すえひろ		0287-23-3962		0287-24-1670		324-0042		大田原市末広1-2-5		大田原市、大田原市以外は交通費を受領 オオタワラシ オオタワラシ イガイ コウツウヒ ジュリョウ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2		事業所の対象を精神障害に限定し、市に申請しているため ジギョウショ タイショウ セイシン ショウガイ ゲンテイ シ シンセイ

		否 イナ		相談支援センターふじみだい		0285-44-0200		0285-44-4255		329-0412		下野市芝1123		下野市 シモノ シ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		0		1		ケースによって検討 ケントウ		0		1				2

		否 イナ		相談支援センターひゅーまにあ宇都宮		028-678-5385		028-678-5395		320-0802		宇都宮市江野町6-15大立ビル4階		宇都宮市（鹿沼市等近隣市町村） ウツノミヤシ カヌマシ ナド キンリン シチョウソン		0		1		1		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		あるではありますが、初めての作成でまた完成はしていない段階です。病院で実施されている活動医療等で自分自身が未熟で理解が足りていない為に苦労しています。 ハジ サクセイ カンセイ ダンカイ ビョウイン ジッシ カツドウ イリョウ ナド ジブン ジシン ミジュク リカイ タ タメ クロウ		0				①医療面での安心②外部と交流する機会③家族の方への支援 イリョウ メン アンシン ガイブ コウリュウ キカイ カゾク カタ シエン

		否 イナ		地域活動支援センターあしかが		0284-41-2643		0284-43-0463		326-0808		足利市本城1-1547		足利市 アシカガシ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0						0		1		0		0				0		1				2		専門外で知識等はなく、計画書の作成は難しいため センモンガイ チシキ トウ ケイカクショ サクセイ ムズカ

		否 イナ		南那須地区障害者相談支援センター		0287-80-1020		0287-80-1027		321-0624		那須烏山市旭1-18-8		那須烏山市、那珂川町 ナスカラスヤマシ ナカガワマチ		1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		アセスメント、院内での面会予定の調整、家族への説明など インナイ メンカイ ヨテイ チョウセイ カゾク セツメイ		0				在宅医療、訪問リハビリなど24時間対応出来る専門家チーム ザイタク イリョウ ホウモン ジカン タイオウ デキ センモンカ

		否 イナ		ワン・ハーモニー		0287-22-8255		0287-48-7225		324-0042		大田原市末広1-3618-13				0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				0

		否 イナ		ひまわり相談支援事業所		0282-20-5006		0282-23-4878		328-0052		栃木市祝町12－9				0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		1		0				0		1				3		意思伝達が自分にとって受け止められるかに不安があるため イシ デンタツ ジブン ウ ト フアン

		否 イナ		サンフラワーライフ		0285-22-1109		0285-22-1345		323-0808		小山市出井1936		小山市内 オヤマシナイ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				3		近隣に受け入れ施設が少なく在宅福祉サービスに向けるのが難しい キンリン ウ イ シセツ スク ザイタク フクシ ム ムズカ

		否 イナ		natu- la(ナチュラ)		0287-67-3115		0287-67-3115		329-3153		那須塩原市大原間239-1		那須塩原市、大田原市、那須町 ナスシオバラ シ オオタワラシ ナスマチ		0		1		1		0		1		0		0		1		1		1		0		0		0				1		0				0		0		0		0				1		0		サービス自体の幅がせまいため、本人が安全に安心した生活をうけられるためにどう組み合わせたら良いか。又、家族によっては苦手な事業所もあり限られた事業所を探すのが難しかった。 ジタイ ハバ ホンニン アンゼン アンシン セイカツ ク ア ヨ マタ カゾク ニガテ ジギョウショ カギ ジギョウショ サガ ムズカ		0				訪問系のサービスがもっと充実して欲しい ホウモン ケイ ジュウジツ ホ

		否 イナ		相談支援事業所ふるさとホーム那須		0287-98-3001		0287-98-8080		324-0414		大田原市片府田1301-59		大田原市、那須町、那須塩原市、周辺 オオタワラシ ナスマチ ナスシオバラ シ シュウヘン		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2		主な精神知的関係なので、今後はできるよう専門的な部分の勉強が必要です。 オモ セイシン チテキ カンケイ コンゴ センモンテキ ブブン ベンキョウ ヒツヨウ		①専門相談②居場所③地域の理解 センモン ソウダン イバショ チイキ リカイ

		否 イナ		特定相談支援事業所きのこ		028-635-8746		028-635-8778		320-0846		栃木県宇都宮市滝の原2-4-42 ３２０－０８４６		宇都宮市 ウツノミヤシ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		1		0				0		1				3		どのように作成したらいいか不安のため サクセイ フアン

		否 イナ		こども発達支援センター鹿沼市あおば園		0289-63-1745		0289-63-1745		322-0074		鹿沼市日吉町320－1				1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		1		0				0		1				2		相談支援専門員の不足、児童発達支援事業所利用のための計画書作成が主な業務になっている ソウダン シエン センモンイン フソク ジドウ ハッタツ シエン ジギョウショ リヨウ ケイカクショ サクセイ オモ ギョウム

		否 イナ		障害者相談支援センターみつか・Ｒｕ		028-648-3971		028-648-3936		321-0347		宇都宮市飯田町261		宇都宮市、鹿沼市 ウツノミヤシ カヌマシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		1		状況に応じして他機関と連携し判断する場合もある ジョウキョウ オウ ホカ キカン レンケイ ハンダン バアイ		0		1				1		計画依頼の状況に応じて対応できない月もある（モニタリング件数） ケイカク イライ ジョウキョウ オウ タイオウ ツキ ケンスウ

		否 イナ		工房つばさ		0285-40-0388		0285-40-6700		329-0401		下野市箕輪425-1		下野市、上三川町、壬生町、ただし状況に応じて対応することが難しい場合もある シモノ シ カミノカワマチ ミブマチ ジョウキョウ オウ タイオウ ムズカ バアイ		1		0		1		0		1		0		0		1		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		短期入所、ヘルパーなどの利用希望があっても受け入れてくれる事業所が見つからない タンキ ニュウショ リヨウ キボウ ウ イ ジギョウショ ミ		3		状況により作成することができない場合がある ジョウキョウ サクセイ バアイ		重心の方の短期入所等の利用ができるところが必要。在宅でのサービスの受入必要だと思われる。 ジュウシン カタ タンキ ニュウショ ナド リヨウ ヒツヨウ ザイタク ウケイレ ヒツヨウ オモ

		否 イナ		相談支援事業所グーフォ		028-673-0002		028-671-0785		329-1105		宇都宮市中岡本町3178-3				1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1				在宅生活を支える家族に負担が重くならないようにする。緊急時に対応してくれる医療ケア付きの宿泊施設を増やしてほしい ザイタク セイカツ ササ カゾク フタン オモ キンキュウジ タイオウ イリョウ ツ シュクハク シセツ フ

		否 イナ		那珂川町社協相談支援事業所		0287-92-1273		0287-92-1295		324-0613		那珂川町馬頭560-1		那珂川町 ナカガワマチ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				0				移動支援サービス イドウ シエン

		否 イナ		相談支援事業所大山田ノンフェール		0287-93-0660		0287-83-8182		324-0602		那珂川町大山田下郷955		那珂川町 ナカガワマチ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		1		0				0		1				2		平成27年度で相談支援事業を終了するため ヘイセイ ネンド ソウダン シエン ジギョウ シュウリョウ

		否 イナ		在宅サポートこころ		028-651-0780		028-651-0781		320-0042		宇都宮市材木町4-24				0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2

		否 イナ		相談支援事業所みらい ソウダン シエン ジギョウショ		0280-57-2673		0280-57-2673		329-0111		野木町丸林371-12		野木町、小山市 ノギマチ オヤマシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		0		1		しかるべき関係機関と連携して対応する カンケイ キカン レンケイ タイオウ		0		1				3		重症心身のノウハウがない ジュウショウ シンシン

		否 イナ		大田原市社会福祉協議会		0287-54-1849		0287-54-2745		324-0233		栃木県大田原市黒羽田町848 ３２４－０２３３		大田原市内 オオタワラシナイ		0		1		1		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0				2		1				0		1		0		0				0		1				2		職員が未熟なため ショクイン ミジュク		在宅医療の充実、居宅介護の２４時間対応（サービス事業所）の充実 ザイタク イリョウ ジュウジツ キョタク カイゴ ジカン タイオウ ジギョウショ ジュウジツ

		否 イナ		障がい者相談支援センターとまつり		028-680-5570		028-680-5271		320-0052		宇都宮市中戸祭町813		宇都宮市、近隣市町村 ウツノミヤシ キンリン シチョウソン		0		1		1		0		1		0		0		1		0		0		0		0		1		親子間の関わり オヤコ カン カカ		0		0		現在対応中 ゲンザイ タイオウチュウ		0		0		0		0				1		0		保護者との連携がとれない ホゴシャ レンケイ		0

		否 イナ		宇都宮市社会福祉協議会		028-636-1536		028-636-1537		320-0806		宇都宮市中央1-1-15		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		0				2		1		医療的ケアが必要な方が長時間外出したい。長時間支援者の拘束、移動手段（車の中での対応）、医療的ケアが必要な方が外出したいときに外出できる環境がすぐに整えられない、医療的けが必要な方で要介助であるが、歩行できる方が利用できる短期入所先はないか（アクセス時間も含む） イリョウテキ ヒツヨウ カタ チョウジカン ガイシュツ チョウジカン シエン シャ コウソク イドウ シュダン クルマ ナカ タイオウ イリョウテキ ヒツヨウ カタ ガイシュツ ガイシュツ カンキョウ トトノ イリョウテキ ヒツヨウ カタ ヨウ カイジョ ホコウ カタ リヨウ タンキ ニュウショ サキ ジカン フク		0		0		0		0				1		0		専門的（医療面）な知識がなく、専門用語が多く調べたり聞いたりしながら支援していくこと。長く関わらないと親の思いまで聞き出せないこと。 センモンテキ イリョウ メン チシキ センモン ヨウゴ オオ シラ キ シエン ナガ カカ オヤ オモ キ ダ		0				当事者が何歳になっても利用できるサービス環境（短期入所、訪問入浴など）。教育もほかのお子さん同様平等に受けられる機会（学校行事も含む）。相談対応できる人材の確保。緊急時でも利用できるサービスの調整・確保。直接支援できるサービス・人材を増やすこと。 トウジシャ ナンサイ リヨウ カンキョウ タンキ ニュウショ ホウモン ニュウヨク キョウイク コ ドウヨウ ビョウドウ ウ キカイ ガッコウ ギョウジ フク ソウダン タイオウ ジンザイ カクホ キンキュウジ リヨウ チョウセイ カクホ チョクセツ シエン ジンザイ フ

		承諾 ショウダク		ライフサポートセンターゆめ		0280-33-3624		0280-57-4624		329-0111		野木町丸林630-4		野木町、その周辺地域 ノギマチ シュウヘン チイキ		1		0		1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		1		福祉サービス利用に関する相談 フクシ リヨウ カン ソウダン		1		0				0		0		0		0				1		0		医療的な情報、知識に乏しくわからない用語などが数多く出てきた。医療的ケアの内容の聞き取り（どの部分を聞いていけばよいのか） イリョウテキ ジョウホウ チシキ トボ ヨウゴ カズオオ デ イリョウテキ ナイヨウ キ ト ブブン キ		0				Ｆａの負担軽減のためのレスパイト先（ＨＰ、ＳＳ機関等）。家族それぞれの訴え、希望を明確にしていく。関係機関がチームになりＦａの支え応援をしていく。 フタン ケイゲン サキ キカンナド カゾク ウッタ キボウ メイカク カンケイ キカン ササ オウエン

		承諾 ショウダク		足利ケアサービス		0284-21-7630		0284-21-3109		326-0843		足利市五十部町809-3		足利市、佐野市、太田市 アシカガシ サノシ オオタシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		0		1		ケースによって対応する タイオウ		0		1				3

		承諾 ショウダク		相談支援センターみさと		0285-72-9767				321-4104		芳賀郡益子町大沢2800-5		芳賀郡内（真岡市、益子町、市貝町、芳賀町、茂木町） ハガ グンナイ モオカシ マシコ チョウ イチ ガイ マチ ハガマチ モギマチ		1		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		資源が少ない、短期入所先の確保が難しかった。計画を作るのには、医療情報が難しく感じられた。 シゲン スク タンキ ニュウショ サキ カクホ ムズカ ケイカク ツク イリョウ ジョウホウ ムズカ カン		0				連携の取れる医療関係者がたくさん地域の中にいてくれると安心して生活できるかな。外出や余暇の充実を図るために医療の必要な人の生活が限られてしまっている（あきらめてしまっている） レンケイ ト イリョウ カンケイシャ チイキ ナカ アンシン セイカツ ガイシュツ ヨカ ジュウジツ ハカ イリョウ ヒツヨウ ヒト セイカツ カギ

		承諾 ショウダク		サポートセンターとみや生活支援センター		028-665-8230		028-665-8230		321-2116		宇都宮市徳次郎町540		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		0		1		0		0		0		0		1		1		1		1		1		0				0		1		医療的なケアが必要な利用者様の日中活動先が限られて利用できない人がいる。学校との連携が取りにくい。通勤手段・行事参加制限があり平等性が保たれない。学校はサービスで対応を望み、福祉行政は教育で何とかするべきとつねに折り合わない。 イリョウテキ ヒツヨウ リヨウシャサマ ニッチュウ カツドウ サキ カギ リヨウ ヒト ガッコウ レンケイ ト ツウキン シュダン ギョウジ サンカ セイゲン ビョウドウセイ タモ ガッコウ タイオウ ノゾ フクシ ギョウセイ キョウイク ナン オ ア		0		0		1		0		協力してほしい キョウリョク		1		0		利用できるサービスが限られている。社会参加できる機会が少なく、場が限られている。介護者の負担軽減が取りにくい。夢や希望を叶えるための資源が少ない。 リヨウ カギ シャカイ サンカ キカイ スク バ カギ カイゴシャ フタン ケイゲン ト ユメ キボウ カナ シゲン スク		0				通勤手段、保護者なくても教育が受けられる環境。常に親同行を求めるのでは、自立につながらず、いつになっても親の負担は軽減されない。親が安心して託せる日中活動の場。社会参加、役割を担える環境作り、職場。地域で生活していくための交流の機会や場があるといい。緊急的にレスパイトを受け入れてくれる場。 ツウキン シュダン ホゴシャ キョウイク ウ カンキョウ ツネ オヤ ドウコウ モト ジリツ オヤ フタン ケイゲン オヤ アンシン タク ニッチュウ カツドウ バ シャカイ サンカ ヤクワリ ニナ カンキョウ ヅク ショクバ チイキ セイカツ コウリュウ キカイ バ キンキュウテキ ウ イ バ

		承諾 ショウダク		社会就労センターえいぶるの里 シャカイ シュウロウ サト		0285-22-4561		0285-224581		323-0003		小山市東島田2403-2		小山市、下野市、上三川町、野木町、結城市、古河市、筑西市 オヤマシ シモノ シ カミノカワマチ ノギマチ ユウキシ コガシ ツク ニシ シ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				1		0		自己決定が難しいため、家族中心の考えになってしまうこと。また、利用できる社会資源が少ない。 ジコ ケッテイ ムズカ カゾク チュウシン カンガ リヨウ シャカイ シゲン スク		1				関係機関との連携、特に在宅が長い方は医療機関とのかかわりが家族も含め、希薄になってしまい、二次障害に対応できない。地域に総合的に支援でき、医療的ケアが受けられる場所、または訪問医療の充実が必要と思います。 カンケイ キカン レンケイ トク ザイタク ナガ カタ イリョウ キカン カゾク フク キハク ニジ ショウガイ タイオウ チイキ ソウゴウテキ シエン イリョウテキ ウ バショ ホウモン イリョウ ジュウジツ ヒツヨウ オモ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所「ピュア」		0282-31-3911		0282-31-3912		328-0133		栃木市大森町465		栃木市、鹿沼市、佐野市、小山市、壬生町 トチギシ カヌマシ サノシ オヤマシ ミブマチ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1

		承諾 ショウダク		社会福祉法人とちのみ会　こなかの森 シャカイ フクシ ホウジン カイ モリ		0283-24-5757		0283-24-6294		327-0001		佐野市小中町1280		佐野市、足利市 サノシ アシカガシ		1		0		1		0		1		0		0		1		0		1		0		0		0				1		2		通所型のため、短期入所の受け入れはサービスとして提供できず、他施設の紹介、相談支援事業につなげている。 ツウショ ガタ タンキ ニュウショ ウ イ テイキョウ タ シセツ ショウカイ ソウダン シエン ジギョウ		0		0		0		0				1		0		療養型短期入所ほかの施設への短期入所の受け入れ状況など、受け入れ場所を見つけるなど。短期入所時の発作発症時医療への繋ぎが困難。問題多（かかりつけ医への搬送） リョウヨウガタ タンキ ニュウショ シセツ タンキ ニュウショ ウ イ ジョウキョウ ウ イ バショ ミ タンキ ニュウショ ジ ホッサ ハッショウ ジ イリョウ ツナ コンナン モンダイ タ イ ハンソウ		0				佐野市には、身障（重心）短期入所施設がなく老人施設に佐野市が委託しているが、利用する人もいなく、サービスが使いづらい状態にある。短期入所受け入れ可能施設が増えることで、家族のほうも使いやすく利便性があがると考えます。 サノシ シンショウ ジュウシン タンキ ニュウショ シセツ ロウジン シセツ サノシ イタク リヨウ ヒト ツカ ジョウタイ タンキ ニュウショ ウ イ カノウ シセツ フ カゾク ツカ リベンセイ カンガ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所テトテ		0287-36-7171		0287-36-7181		329-2732		那須塩原市一区町251-1		那須塩原市（大田原、矢板、那須町、那珂川町、烏山） ナスシオバラ シ オオタワラ ヤイタ ナスマチ ナカガワマチ カラスヤマ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		0		1		委託の相談支援事業所や重心専門の事業所に相談する イタク ソウダン シエン ジギョウショ ジュウシン センモン ジギョウショ ソウダン		0		1				3		その方にとって、より専門性の高い方が対応することが望ましいと思いますので、作成が適するか否か周囲のサービス状況なども考慮して決めたいと思います。適切にアドバイスをいただける地域の環境が整っていれば、スキルアップ、経験の積み重ねのためにも作成したいです。 カタ センモンセイ タカ ホウ タイオウ ノゾ オモ サクセイ テキ イナ シュウイ ジョウキョウ コウリョ キ オモ テキセツ チイキ カンキョウ トトノ ケイケン ツ カサ サクセイ		相談支援専門員のスキルアップ。きめ細かい支援（サービスの充実）本人のニーズを正しく理解できる人材の育成と地域の理解。 ソウダン シエン センモンイン コマ シエン ジュウジツ ホンニン タダ リカイ ジンザイ イクセイ チイキ リカイ

		承諾 ショウダク		指定特定相談支援事業所あじさい		0287-60-3361		0287-60-3362		325-0034		那須塩原市東原166		那須塩原市、那須町 ナスシオバラ シ ナスマチ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2				訪問看護、訪問診療を行う医師が必要だと思います。 ホウモン カンゴ ホウモン シンリョウ オコナ イシ ヒツヨウ オモ

		承諾 ショウダク		障害者相談支援センターいぶき		028-678-3502		028-676-3501		329-1216		高根沢町桑窪2266-2		高根沢町 タカネザワマチ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1				短期入所など受け入れてくれる施設を増やしてほしい。県内で受け入れていただけない為、県外の施設を考えなくてはいけない方がいます。 タンキ ニュウショ ウ イ シセツ フ ケンナイ ウ イ タメ ケンガイ シセツ カンガ カタ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所わくわくおやま		0285-24-6575		0285-20-0255		323-0022		小山市駅東通り3-9-6		小山市 オヤマシ		1		0		1		0		1		1		1		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		関係事業所が多いことで情報収集連携等大変。医療機関とも連携を図る必要あり。レスパイト、ショートステイの受入困難。利用できる事業所が少ない。 カンケイ ジギョウショ オオ ジョウホウ シュウシュウ レンケイ ナド タイヘン イリョウ キカン レンケイ ハカ ヒツヨウ ウケイレ コンナン リヨウ ジギョウショ スク		0				重症心身障害児（者）を受け入れしてくれる事業所、施設がもっと多くあればよいと思われる。通所日中一時短期入所など。相談支援、計画作成についてもほかの事業所が受け入れてくれないとの理由で受け入れ可能事業所へ集中してしまう為、相談員への研修等を増やせばよいが。しかし日々の業務が多忙であるため、難しいのかな？ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ ウ イ ジギョウショ シセツ オオ オモ ツウショ ニッチュウ イチジ タンキ ニュウショ ソウダン シエン ケイカク サクセイ ジギョウショ ウ イ リユウ ウ イ カノウ ジギョウショ シュウチュウ タメ ソウダン イン ケンシュウ ナド フ ヒビ ギョウム タボウ ムズカ

		承諾 ショウダク		相談支援センターネクスト		080-8854-9551		0280-612-1558		320-0034		宇都宮市泉町6-25		宇都宮市 ウツノミヤシ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2

		承諾 ショウダク		相談支援事業のぞみ		0287-65-2288		0287-65-2282		329-3152		那須塩原市上中野53		那須塩原市、大田原市、那須町 ナスシオバラ シ オオタワラシ ナスマチ		1		0		1		0		0		0		1		1		1		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		現サービスでの医療ケアをふまえ、将来にむけて他事業との連携につなげるよう計画作成、調整に苦労した。 ゲン イリョウ ショウライ タ ジギョウ レンケイ ケイカク サクセイ チョウセイ クロウ		0				選択肢が増えるよう受け入れ可能な福祉サービス事業所の増加が必要だと思われます。 センタクシ フ ウ イ カノウ フクシ ジギョウショ ゾウカ ヒツヨウ オモ

		承諾 ショウダク		サポートセンターひばり		028-670-0330		028-667-7315		321-3236		宇都宮市竹下町435-159		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		苦労ではないが、お母様がとても一生懸命ですでにサービスも繋がっていたため、現状を計画にする形となったが、計画作成後のかかわりについて相談員としてどのようにすべきことが望ましいかと考える。 クロウ カアサマ イッショウケンメイ ツナ ゲンジョウ ケイカク カタチ ケイカク サクセイ ゴ ソウダン イン ノゾ カンガ		0				福祉サービスや医療、またボランティアが入室されるととてもよいと思います。また、介助者（家族）のケアも考えると気軽に参加できるようなイベント（医療が整っていたり、介助するボランティアさんがいたり）や、同じ重症心身障害児（者）をもつかたとのネットワークがあるといいのかなと思います。 フクシ イリョウ ニュウシツ オモ カイジョシャ カゾク カンガ キガル サンカ イリョウ トトノ カイジョ オナ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ オモ

		承諾 ショウダク		高根沢町障害児者生活支援センターすまいる タカネザワマチ		028-612-2751		028-612-2752		329-1225		栃木県塩谷郡高根沢町石末1825　福祉センター内 ３２９－１２２５ フクシ ナイ		高根沢町 タカネザワマチ		1		0		1		0		0		0		1		0		0		1		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		地元に使える資源がなく苦労した ジモト ツカ シゲン クロウ		0				①医療と福祉の連携ネットワーク②重心の方でも利用できるサービスが増えること③訪問診療医 イリョウ フクシ レンケイ ジュウシン カタ リヨウ フ ホウモン シンリョウ イ

		承諾 ショウダク		障害者相談支援センターフォレスト		0284-91-1816		0284-91-2867		326-0011		足利市大沼田町615		足利市及び近隣市町村 アシカガシ オヨ キンリン シチョウソン		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0				0

		承諾 ショウダク		障がい者相談支援事業所ケアサプライ		0287-73-5312		0287-73-5311		329-3221		栃木県那須郡那須町漆塚762-102 ３２９－３２２１		白河市、那須町、那須塩原市、大田原市 シラカワシ ナスマチ ナスシオバラシ オオタワラシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1				サービスを提供できる事業所の充実を図る テイキョウ ジギョウショ ジュウジツ ハカ

		承諾 ショウダク		南栃木支援センター相談支援		0285-44-6118		0285-44-7215		329-0412		下野市柴1432-105		下野市、小山市、壬生町 シモノ シ オヤマシ ミブマチ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		0		1		介護保険と併用する場合のみ対応する カイゴ ホケン ヘイヨウ バアイ タイオウ		0		1				3		介護保険と併用する場合のみ作成する カイゴ ホケン ヘイヨウ バアイ サクセイ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所とまり木		0287-54-2854		0287-54-2230		324-0231		大田原市北野上3952		大田原市、那須塩原市、那須町 オオタワラシ ナスシオバラシ ナスマチ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1				当事業所の対応範囲は現在、知的障害者特に中・軽度が主だが、精神（高次脳機能障害も含む）分野もやり始めている。今後重症心身障害者もほかの相談支援事業所の助けを得ながら、勉強しながら対応したいと考えている。そのために研修や見学の機会を多く作っていただきたい。今は、当事業所はその程度しか考えられない。 トウ ジギョウショ タイオウ ハンイ ゲンザイ チテキ ショウガイシャ トク チュウ ケイド オモ セイシン コウジ ノウ キノウ ショウガイ フク ブンヤ ハジ コンゴ ジュウショウ シンシン ショウガイシャ ソウダン シエン ジギョウショ タス エ ベンキョウ タイオウ カンガ ケンシュウ ケンガク キカイ オオ ツク イマ トウ ジギョウショ テイド カンガ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所ポンテ		028-652-7288		028-652-6355		321-0341		宇都宮市古賀志町1964-12		宇都宮、鹿沼、日光、壬生 ウツノミヤ カヌマ ニッコウ ミブ		0		1		1		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0				0				未就学児（3～5才）の方の医療型児童発達支援を分離で行う施設が数か所あると良いと思います。 ミシュウガクジ サイ カタ イリョウ ガタ ジドウ ハッタツ シエン ブンリ オコナ シセツ スウ ショ ヨ オモ

		承諾 ショウダク		相談支援センター光輝舎		0285-70-2020		0285-72-8222		321-4105		芳賀郡益子町北中1113-1		芳賀郡、真岡市等 ハガ グン モオカシ ナド		1		0		1		0		1		1		1		1		0		1		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		利用できるサービス事業所が少ない。重心児者に合わせたプログラムが見つからない（近隣で） リヨウ ジギョウショ スク ジュウシン ジ シャ ア ミ キンリン		0				本人の状態にもよるが、重度化する状況に対応できる事業所の確保。家族の負担が大きくなり在宅生活の継続が困難になることが予測されるので、在宅で支援が受けられるような体制の充実と、レスパイトサービスの拡大。 ホンニン ジョウタイ ジュウドカ ジョウキョウ タイオウ ジギョウショ カクホ カゾク フタン オオ ザイタク セイカツ ケイゾク コンナン ヨソク ザイタク シエン ウ タイセイ ジュウジツ カクダイ

		承諾 ショウダク		特定相談支援事業所やすらぎ		028-650-7727		028-650-7728		320-0011		宇都宮市富士見が丘3－19－20		宇都宮市 ウツノミヤシ		0		0		1		0		1		0		0		0		0		1		1		0		0				0		3		対応できるヘルパーがいれば支援する タイオウ シエン		0		0		0		0				0		1				3

		承諾 ショウダク		障がい者支援センターにんべん		028-686-2539		028-686-2584		329-1417		さくら市フィオーレ喜連川5-2-1　フィオーレガーデン1-102		さくら市 シ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1				地域資源アンケートをいただきありがとうございました。設問に対しまして知識不足にこれでいいのかという思いです。相談支援専門員として設問にありました「3」要望がでますれば、先輩相談員・各職種の方々に相談・指導をいただき、相談支援事業を行ってみたいと考えます。大島先生について学ばせて頂きました。 チイキ シゲン セツモン タイ チシキ ブソク オモ ソウダン シエン センモンイン セツモン ヨウボウ センパイ ソウダン イン カクショクシュ カタガタ ソウダン シドウ ソウダン シエン ジギョウ オコナ カンガ オオシマ センセイ マナ イタダ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所おやま		0285-22-1833		0285-228946		323-0014		小山市喜沢660		小山市、下野市 オヤマシ シモノ シ		1		0		1		0		1		1		0		0		0		0		0		1		0				2		3				0		0		0		0				1		0		本人の意思が明確でないので親の意向中心のものになってしまった。 ホンニン イシ メイカク オヤ イコウ チュウシン		0

		承諾 ショウダク		真岡介護センター		0285-80-5200		0285-80-5211		321-4361		真岡市並木町1-8-1　シティ並木102 ナミキ		真岡市、芳賀町南部、市貝町南部、益子町西部、上三川東部 モオカシ ハガマチ ナンブ イチ ガイ チョウ ナンブ マシコ チョウ セイブ カミノカワ トウブ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		0		1				0		1				3		担当者の受け持ちケースの状況など考慮し対応できるか検討したい タントウシャ ウ モ ジョウキョウ コウリョ タイオウ ケントウ

		承諾 ショウダク		さの社協相談支援センターほっぷ		0283-22-8152		0283-22-8199		327-0003		佐野市大橋町3212-27		佐野市全域 サノシ ゼンイキ		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2		現在相談支援専門員1名で行っているため ゲンザイ ソウダン シエン センモンイン メイ オコナ

		承諾 ショウダク		相談支援ウエイブ		0282-23-4465		0282-23-4465		328-0012		栃木市平柳町1-2-7		栃木市、壬生町 トチギシ ミブマチ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		1		0				0		1				2		指定特定相談支援事業で精神に対応しているため シテイ トクテイ ソウダン シエン ジギョウ セイシン タイオウ		ご家族の中だけでは生活がマンネリ化して単調になりかねないので、音楽、体を動かす、読み聞かせ麻痺・拘縮のマッサージなどのリハビリの頻度を高める。ご本人が楽しいと感じることを提供できる。ご家族が疲弊しないよう旅行や趣味などの充実した時間がもてるようサービスを利用していくこと。 カゾク ナカ セイカツ カ タンチョウ オンガク カラダ ウゴ ヨ キ マヒ コウシュク ヒンド タカ ホンニン タノ カン テイキョウ カゾク ヒヘイ リョコウ シュミ ジュウジツ ジカン リヨウ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所わらしべの家		0282-27-1627		0282-27-1675		328-0011		栃木市大宮町2708-3		栃木市 トチギシ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1		専門的な知識が不十分なため行政などの機関と相談しながらの対応となります センモンテキ チシキ フジュウブン ギョウセイ キカン ソウダン タイオウ		短期入所や移動支援などの福祉サービス利用時にお付き合いのある医療機関や訪問看護の看護師が同行でき緊急時の対応が迅速にとれる体制（すでにできていたらすみません） タンキ ニュウショ イドウ シエン フクシ リヨウ ジ ツ ア イリョウ キカン ホウモン カンゴ カンゴシ ドウコウ キンキュウジ タイオウ ジンソク タイセイ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所　空		0287-73-8165		0287-73-8165		329-3157		那須塩原市大原間西1-19-9		那須塩原市、大田原市、那須町 ナスシオバラ シ オオタワラシ ナスマチ		1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		重心のお子様の療育支援をやっていたので、苦労はありませんでしたが、医療（訪問看護）訪問リハ訪問入浴の制度を知らなかったので、その方々との連携が取れて大変勉強になりました。 ジュウシン コサマ リョウイク シエン クロウ イリョウ ホウモン カンゴ ホウモン ホウモン ニュウヨク セイド シ カタガタ レンケイ ト タイヘン ベンキョウ		0				医療的ケアの必要な方には支援スタッフ・必ず看護師の方が不在では双方安心したケアはできません。例）乳幼児の通所事業は保母と看護師さん。小学→高校までは義務教育がありますが事後に生活介護はもちろんですが、本当に重心の方の為の日中活動の場が不足しているとおもいますので重心の方の通所事業は必要と思います。家庭以外で通える場所→一時預かりや療育支援事業→高校卒業後は通所施設（一時預かりも含めて） イリョウテキ ヒツヨウ カタ シエン カナラ カンゴシ カタ フザイ ソウホウ アンシン レイ ニュウヨウジ ツウショ ジギョウ ホボ カンゴシ ショウガク コウコウ ギム キョウイク ジゴ セイカツ カイゴ ホントウ ジュウシン カタ タメ ニッチュウ カツドウ バ フソク ジュウシン カタ ツウショ ジギョウ ヒツヨウ オモ カテイ イガイ カヨ バショ イチジ アズ リョウイク シエン ジギョウ コウコウ ソツギョウゴ ツウショ シセツ イチジ アズ フク

		承諾 ショウダク		相談支援事業所みどり		0285-45-8362		0285-45-8397		329-0214		小山市乙女786-1		小山市、栃木市、古河市、結城市 オヤマシ トチギシ コガシ ユウキシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0		大人は対応可能 オトナ タイオウ カノウ		1		1		大人はあるが、こどもはない。先日訪問介護を事業所にお願いしたところどこの事業所も受けていただけなかった。 オトナ センジツ ホウモン カイゴ ジギョウショ ネガ ジギョウショ ウ		3		成人しか計画相談をしたことがないので不安である。当事業所は相談員が一名なので相談する相手がいない セイジン ケイカク ソウダン フアン トウ ジギョウショ ソウダン イン イチメイ ソウダン アイテ		サービス事業所で受けてもらえないケースがある。特に重心や精神知的等重複して疾患を持っていると問い合わせた時点でお断りされてします。 ジギョウショ ウ トク ジュウシン セイシン チテキ ナド チョウフク シッカン モ ト ア ジテン コトワ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所こころみ		0284-41-5039		0284-43-2665		326-0061		足利市田島町611-2				0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		1		0				0		1				3		これまで前例がなく、またこの障害について熟知した方（機関）があるならそちらでしていただいた方がご本人様にとってよい支援であると考えるから。※現在当法人の入所・通所等サービスを利用されている方の相談支援がほとんどの状況です。 ゼンレイ ショウガイ ジュクチ カタ キカン ホウ ホンニンサマ シエン カンガ ゲンザイ トウホウジン ニュウショ ツウショ ナド リヨウ カタ ソウダン シエン ジョウキョウ

		承諾 ショウダク		相談支援センターのどか　真岡センター		0285-81-5890		0285-85-8452		321-4305		真岡市荒町111-1		真岡市、芳賀町、市貝町、益子町、茂木町 モオカシ ハガマチ イチガイ マチ マシコ チョウ モギ マチ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1				在宅での生活では家族の介護負担の軽減が必要。フォーマルインフォーマルの枠にとらわれない福祉サービス。 ザイタク セイカツ カゾク カイゴ フタン ケイゲン ヒツヨウ ワク フクシ

		承諾 ショウダク		友井タクシー介護ステーションふれあい		0285-30-0840		0285-30-0844		323-0025		小山市城山町2丁目12-25		小山市 オヤマシ		1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		利用するサービスは多様で、施設・病院・学校など医療福祉事業所数も多く連携を図るのが困難。学校行事に参加するための会出自の支援サービスがない。 リヨウ タヨウ シセツ ビョウイン ガッコウ イリョウ フクシ ジギョウショ スウ オオ レンケイ ハカ コンナン ガッコウ ギョウジ サンカ カイ シュツジ シエン		0				ご家族様が安心して預けることができる施設と必要に預けられる施設の数は少ない。片道１時間以上かかるためとても不便に思います。呼吸器の方の預かり先は少ない。 カゾクサマ アンシン アズ シセツ ヒツヨウ アズ シセツ カズ スク カタミチ ジカン イジョウ フベン オモ コキュウキ カタ アズ サキ スク

		承諾 ショウダク		もくせいの里		0282-43-0593		0282-43-1387		329-4405		栃木市大平町西山田1198		栃木市内 トチギシナイ		0		1		1		0		1		0		0		1		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		ニーズにあてはまるサービスがなかった。例）①入浴支援②移送サービス　①自宅の浴槽では支援が入れず訪問入浴を検討。しかし、浴槽を置けるスペースがなく断念。②主たる介護者が入院。学校までの送迎ができず特例で市の移送サービスを利用するもかなり時間を要した。 レイ ニュウヨク シエン イソウ ジタク ヨクソウ シエン ハイ ホウモン ニュウヨク ケントウ ヨクソウ オ ダンネン シュ カイゴシャ ニュウイン ガッコウ ソウゲイ トクレイ シ イソウ リヨウ ジカン ヨウ		0				①地域の理解や協力②受け入れの拡大（重心の通所、24時間看護体制が整った短期入所）③デマンドタクシー等関係者の重心に対する理解（理解附属により資源として存在するが利用しがたい）④児童が入浴支援を受けられる環境（家族の身体的な介護負担軽減） チイキ リカイ キョウリョク ウ イ カクダイ ジュウシン ツウショ ジカン カンゴ タイセイ トトノ タンキ ニュウショ ナド カンケイシャ ジュウシン タイ リカイ リカイ フゾク シゲン ソンザイ リヨウ ジドウ ニュウヨク シエン ウ カンキョウ カゾク シンタイテキ カイゴ フタン ケイゲン

		承諾 ショウダク		足利障害者相談支援センター		0284-44-0307		0284-44-0318		326-0064		足利市東砂原後町1072		足利市、佐野市 アシカガシ サノシ		1		0		1		0		1		0		0		1		0		1		0		1		0				1		0				0		0		0		0				0		1				2		委託相談支援事業所のため イタク ソウダン シエン ジギョウショ		医療的ケアが整った施設のショートステイ充実が必要。また、特に呼吸器をつけた方のショート療養介護の利用とそれらを利用するための送迎体制の充実が必要。 イリョウテキ トトノ シセツ ジュウジツ ヒツヨウ トク コキュウキ カタ リョウヨウ カイゴ リヨウ リヨウ ソウゲイ タイセイ ジュウジツ ヒツヨウ

		承諾 ショウダク		指定障害者相談支援事業所あるしぇん		0282-86-7665		0282-21-7109		321-0201		栃木県下都賀郡壬生町安塚2032 ３２１－０２０１		壬生町 ミブマチ		1		0		1		0		1		0		0		1		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		①相談支援専門員として重症心身障害児（者）の方に対する支援の知識や経験が少ない②医療的ケアが必要となる方に対して対応できる福祉サービス（事業所）が少ない。 ソウダン シエン センモンイン ジュウショウシンシンショウガイジ シャ カタ タイ シエン チシキ ケイケン スク イリョウテキ ヒツヨウ カタ タイ タイオウ フクシ ジギョウショ スク		0				医療的ケアが必要な方に関して、福祉のサービスでは対応しきれない部分が多く、結果として家族が本人を抱え込まざるを得ない現状があるように感じます。家族の介護負担が少しでも軽減できるよう福祉サービスも柔軟な対応が出来るようになるといいなと思います。 イリョウテキ ヒツヨウ カタ カン フクシ タイオウ ブブン オオ ケッカ カゾク ホンニン カカ コ エ ゲンジョウ カン カゾク カイゴ フタン スコ ケイゲン フクシ ジュウナン タイオウ デキ オモ

		承諾 ショウダク		下野市相談支援事業所 こばと		0285-44-6783		0285-44-6783		329-0414		下野市小金井1146-6		下野市、上三川町 シモノ シ カミノカワマチ		1		0		1		0		0		0		1		1		0		1		1		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		医療的ケアが必要な乳幼児に対応できるヘルパー事業所。短期入所・日中一時支援事業所が近くにない（少ない）。 イリョウテキ ヒツヨウ ニュウヨウジ タイオウ ジギョウショ タンキ ニュウショ ニッチュウ イチジ シエン ジギョウショ チカ スク		0				設問5で回答した内容：外出可能な方は児童発達支援を利用可能であるが無理な方は外部との交流をもちにくい。訪問看護・訪問リハビリが入っているケースはいいがない場合母子で孤立しがち。幸いあそびの支援をしてくれるヘルパー事業所があり支援につながっている。ヘルパー利用を希望されない家庭、利用したくてもヘルパー事業所がない等支援に苦慮する。 セツモン カイトウ ナイヨウ ガイシュツ カノウ カタ ジドウ ハッタツ シエン リヨウ カノウ ムリ カタ ガイブ コウリュウ ホウモン カンゴ ホウモン ハイ バアイ ボシ コリツ サイワ シエン ジギョウショ シエン リヨウ キボウ カテイ リヨウ ジギョウショ ナド シエン クリョ

		承諾 ショウダク		相談支援センターぴあん ソウダン シエン		0282-31-1755		0282-31-2919		328-0067		栃木市皆川城内町333-2		栃木市、小山市 トチギシ オヤマシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1				これまで現場で関わったことがなく、事例検討でしか情報を把握しておらず不安はあります。でも関係機関やご家族様からいろいろなことを教えて頂きながら相談支援として専門性を活かせればと思っています。色々な立場の方からお話をお伺いしてもご家族や医療機関専門的な事業所の負担が大きく相談支援があまり役に立つことができていない（場合によっては自ら引いてしまう）今の現状を少しでも変えていければいいと思います。 ゲンバ カカ ジレイ ケントウ ジョウホウ ハアク フアン カンケイ キカン カゾクサマ オシ イタダ ソウダン シエン センモンセイ イ オモ イロイロ タチバ カタ ハナシ ウカガ カゾク イリョウ キカン センモンテキ ジギョウショ フタン オオ ソウダン シエン ヤク タ バアイ ミズカ ヒ イマ ゲンジョウ スコ カ オモ

		承諾 ショウダク		うつのみや		028-632-6074/090-4059-9728		028-632-6075		320-0861		宇都宮市西2-1-7		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				3		専門的な知識を社会資源のアドバイスを他相談支援事業所からいただきながらみずからの事業所で引き受けるという形が望ましい センモンテキ チシキ シャカイ シゲン ホカ ソウダン シエン ジギョウショ ジギョウショ ヒ ウ カタチ ノゾ

		承諾 ショウダク		サポートセンターきりん		028-612-3838		028-678-3257		321-0905		栃木県宇都宮市平出工業団地43-100 ３２１－０９０５		宇都宮市 ウツノミヤシ		0		1		1		0		1		0		0		1		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		療養介護に入所しているので他のサービスの利用が困難。そのための社会資源をつなげたり、活用したりするのが難しい。 リョウヨウ カイゴ ニュウショ ホカ リヨウ コンナン シャカイ シゲン カツヨウ ムズカ		0				今後、市町村などで展開されていく生活拠点に関する事業をうまく活用できればいいなと感じています。入所されている方々については地域とのつながり方が今後は重要になってくると思われますので、広く門扉を開けた活動などが多くなってくるといいなと思っています。 コンゴ シチョウソン テンカイ セイカツ キョテン カン ジギョウ カツヨウ カン ニュウショ カタガタ チイキ カタ コンゴ ジュウヨウ オモ ヒロ モンピ ア カツドウ オオ オモ

		承諾 ショウダク		さわやか相談支援センター		0280-57-4884		0280-57-4994		329-0112		野木町南赤塚1145-1		小山市、野木町、古河市、栃木市 オヤマシ ノギマチ コガシ トチギシ		0		1		1		0		0		0		1		0		0		1		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		現実的な目標の位置づけ ゲンジツテキ モクヒョウ イチ		0

		承諾 ショウダク		相談支援事業所つばさ		0287-53-7393		0287-53-7394		324-0044		大田原市親園824-1		大田原市、那須塩原市、那須烏山市、矢板市、さくら市、那須町、塩谷町、高根沢町 オオタワラシ ナスシオバラシ ナスカラスヤマシ ヤイタシ シ ナスマチ シオ タニ マチ タカネザワマチ		1		0		1		0		1		0		1		1		0		1		0		0		0				1		2		医療的なケアが必要なケース、将来的に短期入所につなげたいケースだった為、専門の事業所に依頼した イリョウテキ ヒツヨウ ショウライテキ タンキ ニュウショ タメ センモン ジギョウショ イライ		1		1		0		0				1		0		使えるサービスの少なさに調整が難しかった ツカ スク チョウセイ ムズカ		1				乳幼児期の受け入れ可能な福祉サービス等の社会資源が必要である。 ニュウヨウジ キ ウ イ カノウ フクシ ナド シャカイシゲン ヒツヨウ

		承諾 ショウダク		特定相談支援センターはじめ		0284-22-4561		0284-22-4562		326-0143		足利市葉鹿町735-1		足利市 アシカガシ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1

		承諾 ショウダク		上三川障がい児・者生活相談支援センター		0285-38-6854		0285-38-6841		329-0611		上三川町上三川5082-15		上三川町 カミノカワマチ		1		0		1		0		1		0		0		1		0		0		0		0		0				1		0				0		0		0		0				1		0				0

		承諾 ショウダク		はつらつサロン南天相談支援事業所		0285-22-4659		0285-38-6529		323-0027		小山市花垣町2-3-19		小山市、栃木市 オヤマシ トチギシ		0		0		1		0		1		1		0		1		1		1		1		1		0				0		0				0		0		0		0				1		0		利用したいサービス事業所が少なく生活改善、家族、支援者の負担軽減に繋がらない（訪問入浴、ショートステイ、生活介護などなど（就労Ａ型））医師によっては連携が困難。何処の精神科がよいかと利用者に問われるが答えは解らない。 リヨウ ジギョウショ スク セイカツ カイゼン カゾク シエンシャ フタン ケイゲン ツナ ホウモン ニュウヨク セイカツ カイゴ シュウロウ ガタ イシ レンケイ コンナン ドコ セイシンカ リヨウシャ ト コタ ワカ		0				本人の選択や受け入れ事業所の間口を広げる。例えば入浴はヘルパーの2人対応で行ているがヘルパー不足や腰痛の悪化などで対応が難しくなってくる。機会浴のできる生活介護を勧めるも本人の選択肢がない。自宅から出かける自由さのようなものが閉ざされているような気がする。反面高齢者のサービスは増加する一方で利用者が不足し閉鎖なども聞かれる。高齢者・障害者がともにデイサービスやショートステイを利用できるようにならないかと思う。障害児については働く両親をサポートすることで生活の安定や療育などへ通園のし易さを図り、送迎サービスの充実など。 ホンニン センタク ウ イ ジギョウショ マグチ ヒロ タト ニュウヨク ニン タイオウ オコナ ブソク ヨウツウ アッカ タイオウ ムズカ キカイ ヨク セイカツ カイゴ スス ホンニン センタクシ ジタク デ ジユウ ト キ ハンメン コウレイシャ ゾウカ イッポウ リヨウシャ フソク ヘイサ キ コウレイシャ ショウガイシャ リヨウ オモ ショウガイジ ハタラ リョウシン セイカツ アンテイ リョウイク ツウエン ヤス ハカ ソウゲイ ジュウジツ

		承諾 ショウダク		障がい者生活支援センターこぶし		028-680-5746		028-688-0214		321-0126		栃木県宇都宮市茂原町837-1		宇都宮市、上三川町 ウツノミヤシ カミノカワマチ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1				①医療機関との細かな連携体制②相談関係者を含め本人に関わり支援をするなかで即座に動きが取れるようなフットワークの軽いチーム作り イリョウ キカン コマ レンケイ タイセイ ソウダン カンケイシャ フク ホンニン カカ シエン ソクザ ウゴ ト カル ヅク

						Ｑ2.重症心身障害児（者）の定義をご存知ですか
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				2		知らない シ		33

																家族 カゾク		27
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　　 を作成したことがありますか

ない
59%

ある	今後依頼があれば作成する	他の相談支援事業所に依頼する	作成するかどうかわからない	33	15	18	14	

相談支援事業所 (記述)

		Ｑ1.貴施設について、お伺いいたします キ シセツ ウカガ										事業所名とコメントをくっつけるで一表を作る ジギョウショ メイ イッピョウ ツク

		1		事業所名 ジギョウショ メイ								今月中 コンゲツ チュウ

		2		電話番号 デンワ バンゴウ								地図と一覧表をパワーポイント チズ イチラン ヒョウ

		3		FAX番号 バンゴウ								各項目ごとにページを作る カクコウモク ツク

		4		所在地 ショザイチ

		5		訪問可能な主な市町村 ホウモン カノウ オモ シチョウソン

		Ｑ2.重症心身障害児（者）の定義をご存知ですか ジュウショウシンシンショウガイジ シャ テイギ ゾンジ

		Ｑ2-1		知っている シ

		Ｑ2-2		知らない シ

		Ｑ3.重症心身障害児（者）の方（家族・関係機関等）からの相談を受けたことがありますか ジュウショウシンシンショウガイジ シャ カタ カゾク カンケイ キカン ナド ソウダン ウ

		Ｑ3-1		1		ある

		Ｑ3-2		2		ない

		Ｑ3-1-Ａ

				Ａ-1それは誰からの相談でしたか ダレ ソウダン

				1		ａ.家族 カゾク

				2		ｂ.支援者 シエンシャ

				3		ｃ.関係機関 カンケイ キカン

				Ａ-2それはどんな相談でしたか（複数回答可） ソウダン フクスウ カイトウ カ

				1		ａ.生活上の相談 セイカツ ジョウ ソウダン

				2		ｂ.医療的な相談 イリョウテキ ソウダン

				3		ｃ.制度に関する相談 セイド カン ソウダン

				4		ｄ.教育に関する相談 キョウイク カン ソウダン

				5		ｅ.サービス等利用計画書作成に関する相談 ナド リヨウ ケイカクショ サクセイ カン ソウダン

				6		ｆ.その他 タ

				Ａ-3それらの相談事業所として対応（解決）はできましたか ソウダン ジギョウショ タイオウ カイケツ

				1		ａ.できた

				2		ｂ.できなかった

				Ａ-3-1それはどうしてですか

				1		ａ解決手段・方法がなかった カイケツ シュダン ホウホウ

				2		ｂ.ほかの相談支援事業所に依頼した ソウダン シエン ジギョウショ イライ

				3		ｃ.行政に依頼した ギョウセイ イライ

				4		ｄ.その他 タ

		Ｑ4.Ｑ3-2「ない」→これから重症心身障害児（者）の方（本人・家族等）からの相談があればどのように対応されますか ジュウショウシンシンショウガイジ シャ カタ ホンニン カゾク ナド ソウダン タイオウ

				Ｑ4-1		自分の事業所で対応する ジブン ジギョウショ タイオウ

				Ｑ4-2		ほかの相談支援事業所へ依頼する ソウダン シエン ジギョウショ イライ

				Ｑ4-3		行政に依頼する ギョウセイ イライ

				Ｑ4-4		その他 タ

		Ｑ5.重症心身障害児（者）の方のサービス等利用計画書を作成したことがありますか ジュウショウシンシンショウガイジ シャ カタ ナド リヨウ ケイカクショ サクセイ

				Ｑ5-1		ある

				Ｑ5-2		ない

						Ｑ5-1-Ａ		「ある」と回答→作成にあたり、苦労したこと困ったことがありましたか カイトウ サクセイ クロウ コマ

						Ｑ5-2-Ａ		「ない」と回答 カイトウ

						1		ａ.今後依頼があれば作成する コンゴ イライ サクセイ

						2		ｂ.他の相談支援事業所に依頼する ホカ ソウダン シエン ジギョウショ イライ

						3		ｃ.作成するかどうかわからない サクセイ

						Ｑ5-2-Ａ-1		b.cを回答→それはどうしてですか カイトウ

		Q6.重症心身障害児（者）の方がより良い在宅生活をしていく上で何か必要だと思うことがあればご自由にお書きください ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ カタ ヨ ザイタク セイカツ ウエ ナニ ヒツヨウ オモ ジユウ カ



		承諾可否 ショウダク カヒ		Q1												Ｑ2.重症心身障害児（者）の定義をご存知ですか ジュウショウシンシンショウガイジ シャ テイギ ゾンジ				Ｑ3.重症心身障害児（者）の方（家族・関係機関等）からの相談を受けたことがありますか ジュウショウシンシンショウガイジ シャ カタ カゾク カンケイ キカン ナド ソウダン ウ																														Ｑ4.Ｑ3-2「ない」→これから重症心身障害児（者）の方（本人・家族等）からの相談があればどのように対応されますか ジュウショウシンシンショウガイジ シャ カタ ホンニン カゾク ナド ソウダン タイオウ										Ｑ5.重症心身障害児（者）の方のサービス等利用計画書を作成したことがありますか ジュウショウシンシンショウガイジ シャ カタ ナド リヨウ ケイカクショ サクセイ										Q6.重症心身障害児（者）の方がより良い在宅生活をしていく上で何か必要だと思うことがあればご自由にお書きください ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ カタ ヨ ザイタク セイカツ ウエ ナニ ヒツヨウ オモ ジユウ カ

				事業所名 ジギョウショ メイ		電話番号 デンワ バンゴウ		FAX番号 バンゴウ		郵便番号 ユウビンバンゴウ		所在地 ショザイチ		訪問可能な主な市町村 ホウモン カノウ オモ シチョウソン		知っている		知らない シ		ある		ない		それは誰からの相談でしたか						それはどんな相談でしたか														それらの相談事業所として対応（解決）はできましたか						自分の事業所で対応する ジブン ジギョウショ タイオウ		他の相談支援事業所へ依頼する ホカ ソウダン シエン ジギョウショ イライ		行政に依頼する ギョウセイ イライ		その他 タ				ある		ない		「ある」と回答		「ない」
と回答		b.c（23）を回答

																								家族 カゾク		支援者 シエンシャ		関係機関 カンケイ キカン		生活上の相談 セイカツ ジョウ ソウダン		医療的な相談 イリョウテキ ソウダン		制度に関する相談 セイド カン ソウダン		教育に関する相談 キョウイク カン ソウダン		サービス等利用計画書作成に関する相談 ナド リヨウ ケイカクショ サクセイ カン ソウダン		その他 タ		その他回答 タ カイトウ		それらの相談事業所として対応（解決）はできましたか		それはどうしてですか		それはどうしてですか

		否 イナ		手話通訳派遣協会相談支援事業所		0287-73-4422		0287-62-7776		325-0026		栃木県那須塩原市上厚崎431-17 ３２５－００２６				0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		0		1		本事業所と同様の地域で一般相談支援事業所と連携を図り対応する ホン ジギョウショ ドウヨウ チイキ イッパン ソウダン シエン ジギョウショ レンケイ ハカ タイオウ		0		1		0		2		当事業所は手話通訳派遣を主目的とする事業所であるため、聴覚障害に対するノウハウはあるがそれ以外の障害者に対応する専門性を有していない為 トウ ジギョウショ シュワ ツウヤク ハケン シュモクテキ ジギョウショ チョウカク ショウガイ タイ イガイ ショウガイシャ タイオウ センモンセイ ユウ タメ

		否 イナ		相談支援事業所すまいる		0285-45-7199		0285-45-8437		329-0205		小山市間々田750-1		小山市 オヤマシ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		1		0				0		1		0		3		現在担当させていただいているケースの他に受け入れる時間的余裕がないため。また専門的な知識や経験がなく自信がないため。 ゲンザイ タントウ ホカ ウ イ ジカンテキ ヨユウ センモンテキ チシキ ケイケン ジシン

		否 イナ		やまゆりの里		0284-90-2030		0284-90-2031		326-0011		足利市大沼田町525-1		足利市 アシカガシ		0		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		ショートステイの利用が可能かどうか リヨウ カノウ		2		1		ショートの利用を希望していたが、幼児で夜間に吸引が必要とのことだったので職員配置上困難と判断 リヨウ キボウ ヨウジ ヤカン キュウイン ヒツヨウ ショクイン ハイチ ジョウ コンナン ハンダン		0		0		0		0				0		1		0		2		あしかがの森さんが近くにあり専門性もあるため モリ チカ センモンセイ

		否 イナ		相談支援センターひかり		028-612-7717		028-612-7718		320-0072		宇都宮市若草4-20-7		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		0		1		0		1		0		0		1		0		1		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		居宅介護事業所とニーズのマッチング キョタク カイゴ ジギョウショ		0				短期入所事業所（医療的ケア対応型）の整備 タンキ ニュウショ ジギョウショ イリョウテキ タイオウガタ セイビ

		否 イナ		相談支援センター歩み		028-667-5151		028-667-5150		321-3233		宇都宮市上籠谷町3792		真岡市、芳賀町、宇都宮市 モオカシ ハガマチ ウツノミヤシ		0		1		1		0		0		1		0		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		毎日お会いしている方ではないしお話ができる方ではないので、計画書を作ることは少々戸惑いはありましたが、すべて療育指導室の先生にご指導いただき作成することができました。お幸せな時を過ごしてほしいという思いはいっぱいありますが、なにも出来ていない自分が申し訳ないような気持ちです。 マイニチ ア カタ ハナシ カタ ケイカクショ ツク ショウショウ トマド リョウイク シドウシツ センセイ シドウ サクセイ シアワ トキ ス オモ デキ ジブン モウ ワケ キモ		0				すみません。経験不足で在宅の方はよくわかりませんが、独立行政法人国立病院機構宇都宮病院にお伺いし行き届いた介護、職員の先生方の情熱にこういうところで重症心身障害者の方が過ごせることは幸せなのでは…としみじみ思いました。 ケイケン ブソク ザイタク カタ ドクリツ ギョウセイ ホウジン コクリツ ビョウイン キコウ ウツノミヤ ビョウイン ウカガ イ トド カイゴ ショクイン センセイガタ ジョウネツ ジュウショウ シンシン ショウガイシャ カタ ス シアワ オモ

		否 イナ		ワークス共育		0287-39-5593		0287-39-5630		329-2213		那須塩原市上大貫2028-2				1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		0		1		状況に応じて対応する ジョウキョウ オウ タイオウ		0		1				1				相談支援専門員のレベルアップが必要ではないかと思います ソウダン シエン センモンイン ヒツヨウ オモ

		否 イナ		指定特定相談支援センタードリーム		0288-32-2280		0288-32-2281		321-2341		日光市大沢町274		日光市、塩谷町、鹿沼市、宇都宮市 ニッコウシ シオヤ チョウ カヌマシ ウツノミヤ シ		0		1		1		0		1		0		0		1		1		1		0		0		0				1		0				0		0		0		0				1		0		計画を作成するにあたり医療機関との連携方法を具体化していくことに連絡調整に時間を要しました。また医師同士でのやりとりの方が早いように感じました。※解決できたと言っても施設の空き待ちで関係する病院で入院しております。 ケイカク サクセイ イリョウ キカン レンケイ ホウホウ グタイカ レンラク チョウセイ ジカン ヨウ イシ ドウシ ホウ ハヤ カン カイケツ イ シセツ ア マ カンケイ ビョウイン ニュウイン		0				入所ではなく、医療ケアのできる短期入所やグループホーム、日中一時、生活介護の拡充が必要であること。また重症心身障害児（者）への理解を広めていき、理解者を増やすこと、訪問看護、訪問医療、居宅介護も活用しやすい環境づくりを相談支援専門員はネットワークづくりに努めなければんらないと思います。 ニュウショ イリョウ タンキ ニュウショ ニッチュウ イチジ セイカツ カイゴ カクジュウ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ リカイ ヒロ リカイシャ フ ホウモン カンゴ ホウモン イリョウ キョタク カイゴ カツヨウ カンキョウ ソウダン シエン センモンイン ツト オモ

		否 イナ		ユーファーム支援センター		028-689-0070		028-680-0750		321-0972		宇都宮市下川俣町206-127		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2		これまでの実績として主に就労系の利用計画の作成を行っており重症心身障害児の方への支援については経験や人員の不足から対応が困難であると思われるため ジッセキ オモ シュウロウ ケイ リヨウ ケイカク サクセイ オコナ ジュウショウ シンシン ショウガイジ カタ シエン ケイケン ジンイン フソク タイオウ コンナン オモ

		否 イナ		障害者相談支援センターひびき		028-666-7601		028-666-7602		321-0403		宇都宮市下小倉町1536		宇都宮市、さくら市 ウツノミヤシ シ		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2		かつて受け入れたことがなく、またスタッフにも医療的ケアの知識や経験が乏しく、自信をもって迎え入れることができない ウ イ イリョウテキ チシキ ケイケン トボ ジシン ムカ イ		受け入れる施設が近辺にあること ウ イ シセツ キンペン

		否 イナ		相談支援事業ぴゅあ		028-611-1771		028-611-1772		321-0911		宇都宮市問屋町3426-46		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2

		否 イナ		指定特定相談支援事業所すえひろ		0287-23-3962		0287-24-1670		324-0042		大田原市末広1-2-5		大田原市、大田原市以外は交通費を受領 オオタワラシ オオタワラシ イガイ コウツウヒ ジュリョウ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2		事業所の対象を精神障害に限定し、市に申請しているため ジギョウショ タイショウ セイシン ショウガイ ゲンテイ シ シンセイ

		否 イナ		相談支援センターふじみだい		0285-44-0200		0285-44-4255		329-0412		下野市芝1123		下野市 シモノ シ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		0		1		ケースによって検討 ケントウ		0		1				2

		否 イナ		相談支援センターひゅーまにあ宇都宮		028-678-5385		028-678-5395		320-0802		宇都宮市江野町6-15大立ビル4階		宇都宮市（鹿沼市等近隣市町村） ウツノミヤシ カヌマシ ナド キンリン シチョウソン		0		1		1		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		あるではありますが、初めての作成でまた完成はしていない段階です。病院で実施されている活動医療等で自分自身が未熟で理解が足りていない為に苦労しています。 ハジ サクセイ カンセイ ダンカイ ビョウイン ジッシ カツドウ イリョウ ナド ジブン ジシン ミジュク リカイ タ タメ クロウ		0				①医療面での安心②外部と交流する機会③家族の方への支援 イリョウ メン アンシン ガイブ コウリュウ キカイ カゾク カタ シエン

		否 イナ		地域活動支援センターあしかが		0284-41-2643		0284-43-0463		326-0808		足利市本城1-1547		足利市 アシカガシ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0						0		1		0		0				0		1				2		専門外で知識等はなく、計画書の作成は難しいため センモンガイ チシキ トウ ケイカクショ サクセイ ムズカ

		否 イナ		南那須地区障害者相談支援センター		0287-80-1020		0287-80-1027		321-0624		那須烏山市旭1-18-8		那須烏山市、那珂川町 ナスカラスヤマシ ナカガワマチ		1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		アセスメント、院内での面会予定の調整、家族への説明など インナイ メンカイ ヨテイ チョウセイ カゾク セツメイ		0				在宅医療、訪問リハビリなど24時間対応出来る専門家チーム ザイタク イリョウ ホウモン ジカン タイオウ デキ センモンカ

		否 イナ		ワン・ハーモニー		0287-22-8255		0287-48-7225		324-0042		大田原市末広1-3618-13				0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				0

		否 イナ		ひまわり相談支援事業所		0282-20-5006		0282-23-4878		328-0052		栃木市祝町12－9				0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		1		0				0		1				3		意思伝達が自分にとって受け止められるかに不安があるため イシ デンタツ ジブン ウ ト フアン

		否 イナ		サンフラワーライフ		0285-22-1109		0285-22-1345		323-0808		小山市出井1936		小山市内 オヤマシナイ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				3		近隣に受け入れ施設が少なく在宅福祉サービスに向けるのが難しい キンリン ウ イ シセツ スク ザイタク フクシ ム ムズカ

		否 イナ		natu- la(ナチュラ)		0287-67-3115		0287-67-3115		329-3153		那須塩原市大原間239-1		那須塩原市、大田原市、那須町 ナスシオバラ シ オオタワラシ ナスマチ		0		1		1		0		1		0		0		1		1		1		0		0		0				1		0				0		0		0		0				1		0		サービス自体の幅がせまいため、本人が安全に安心した生活をうけられるためにどう組み合わせたら良いか。又、家族によっては苦手な事業所もあり限られた事業所を探すのが難しかった。 ジタイ ハバ ホンニン アンゼン アンシン セイカツ ク ア ヨ マタ カゾク ニガテ ジギョウショ カギ ジギョウショ サガ ムズカ		0				訪問系のサービスがもっと充実して欲しい ホウモン ケイ ジュウジツ ホ

		否 イナ		相談支援事業所ふるさとホーム那須		0287-98-3001		0287-98-8080		324-0414		大田原市片府田1301-59		大田原市、那須町、那須塩原市、周辺 オオタワラシ ナスマチ ナスシオバラ シ シュウヘン		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2		主な精神知的関係なので、今後はできるよう専門的な部分の勉強が必要です。 オモ セイシン チテキ カンケイ コンゴ センモンテキ ブブン ベンキョウ ヒツヨウ		①専門相談②居場所③地域の理解 センモン ソウダン イバショ チイキ リカイ

		否 イナ		特定相談支援事業所きのこ		028-635-8746		028-635-8778		320-0846		栃木県宇都宮市滝の原2-4-42 ３２０－０８４６		宇都宮市 ウツノミヤシ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		1		0				0		1				3		どのように作成したらいいか不安のため サクセイ フアン

		否 イナ		こども発達支援センター鹿沼市あおば園		0289-63-1745		0289-63-1745		322-0074		鹿沼市日吉町320－1				1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		1		0				0		1				2		相談支援専門員の不足、児童発達支援事業所利用のための計画書作成が主な業務になっている ソウダン シエン センモンイン フソク ジドウ ハッタツ シエン ジギョウショ リヨウ ケイカクショ サクセイ オモ ギョウム

		否 イナ		障害者相談支援センターみつか・Ｒｕ		028-648-3971		028-648-3936		321-0347		宇都宮市飯田町261		宇都宮市、鹿沼市 ウツノミヤシ カヌマシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		1		状況に応じして他機関と連携し判断する場合もある ジョウキョウ オウ ホカ キカン レンケイ ハンダン バアイ		0		1				1		計画依頼の状況に応じて対応できない月もある（モニタリング件数） ケイカク イライ ジョウキョウ オウ タイオウ ツキ ケンスウ

		否 イナ		工房つばさ		0285-40-0388		0285-40-6700		329-0401		下野市箕輪425-1		下野市、上三川町、壬生町、ただし状況に応じて対応することが難しい場合もある シモノ シ カミノカワマチ ミブマチ ジョウキョウ オウ タイオウ ムズカ バアイ		1		0		1		0		1		0		0		1		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		短期入所、ヘルパーなどの利用希望があっても受け入れてくれる事業所が見つからない タンキ ニュウショ リヨウ キボウ ウ イ ジギョウショ ミ		3		状況により作成することができない場合がある ジョウキョウ サクセイ バアイ		重心の方の短期入所等の利用ができるところが必要。在宅でのサービスの受入必要だと思われる。 ジュウシン カタ タンキ ニュウショ ナド リヨウ ヒツヨウ ザイタク ウケイレ ヒツヨウ オモ

		否 イナ		相談支援事業所グーフォ		028-673-0002		028-671-0785		329-1105		宇都宮市中岡本町3178-3				1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1				在宅生活を支える家族に負担が重くならないようにする。緊急時に対応してくれる医療ケア付きの宿泊施設を増やしてほしい ザイタク セイカツ ササ カゾク フタン オモ キンキュウジ タイオウ イリョウ ツ シュクハク シセツ フ

		否 イナ		那珂川町社協相談支援事業所		0287-92-1273		0287-92-1295		324-0613		那珂川町馬頭560-1		那珂川町 ナカガワマチ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				0				移動支援サービス イドウ シエン

		否 イナ		相談支援事業所大山田ノンフェール		0287-93-0660		0287-83-8182		324-0602		那珂川町大山田下郷955		那珂川町 ナカガワマチ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		1		0				0		1				2		平成27年度で相談支援事業を終了するため ヘイセイ ネンド ソウダン シエン ジギョウ シュウリョウ

		否 イナ		在宅サポートこころ		028-651-0780		028-651-0781		320-0042		宇都宮市材木町4-24				0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2

		否 イナ		相談支援事業所みらい ソウダン シエン ジギョウショ		0280-57-2673		0280-57-2673		329-0111		野木町丸林371-12		野木町、小山市 ノギマチ オヤマシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		0		1		しかるべき関係機関と連携して対応する カンケイ キカン レンケイ タイオウ		0		1				3		重症心身のノウハウがない ジュウショウ シンシン

		否 イナ		大田原市社会福祉協議会		0287-54-1849		0287-54-2745		324-0233		栃木県大田原市黒羽田町848 ３２４－０２３３		大田原市内 オオタワラシナイ		0		1		1		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0				2		1				0		1		0		0				0		1				2		職員が未熟なため ショクイン ミジュク		在宅医療の充実、居宅介護の２４時間対応（サービス事業所）の充実 ザイタク イリョウ ジュウジツ キョタク カイゴ ジカン タイオウ ジギョウショ ジュウジツ

		否 イナ		障がい者相談支援センターとまつり		028-680-5570		028-680-5271		320-0052		宇都宮市中戸祭町813		宇都宮市、近隣市町村 ウツノミヤシ キンリン シチョウソン		0		1		1		0		1		0		0		1		0		0		0		0		1		親子間の関わり オヤコ カン カカ		0		0		現在対応中 ゲンザイ タイオウチュウ		0		0		0		0				1		0		保護者との連携がとれない ホゴシャ レンケイ		0

		否 イナ		宇都宮市社会福祉協議会		028-636-1536		028-636-1537		320-0806		宇都宮市中央1-1-15		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		0				2		1		医療的ケアが必要な方が長時間外出したい。長時間支援者の拘束、移動手段（車の中での対応）、医療的ケアが必要な方が外出したいときに外出できる環境がすぐに整えられない、医療的けが必要な方で要介助であるが、歩行できる方が利用できる短期入所先はないか（アクセス時間も含む） イリョウテキ ヒツヨウ カタ チョウジカン ガイシュツ チョウジカン シエン シャ コウソク イドウ シュダン クルマ ナカ タイオウ イリョウテキ ヒツヨウ カタ ガイシュツ ガイシュツ カンキョウ トトノ イリョウテキ ヒツヨウ カタ ヨウ カイジョ ホコウ カタ リヨウ タンキ ニュウショ サキ ジカン フク		0		0		0		0				1		0		専門的（医療面）な知識がなく、専門用語が多く調べたり聞いたりしながら支援していくこと。長く関わらないと親の思いまで聞き出せないこと。 センモンテキ イリョウ メン チシキ センモン ヨウゴ オオ シラ キ シエン ナガ カカ オヤ オモ キ ダ		0				当事者が何歳になっても利用できるサービス環境（短期入所、訪問入浴など）。教育もほかのお子さん同様平等に受けられる機会（学校行事も含む）。相談対応できる人材の確保。緊急時でも利用できるサービスの調整・確保。直接支援できるサービス・人材を増やすこと。 トウジシャ ナンサイ リヨウ カンキョウ タンキ ニュウショ ホウモン ニュウヨク キョウイク コ ドウヨウ ビョウドウ ウ キカイ ガッコウ ギョウジ フク ソウダン タイオウ ジンザイ カクホ キンキュウジ リヨウ チョウセイ カクホ チョクセツ シエン ジンザイ フ

		承諾 ショウダク		ライフサポートセンターゆめ		0280-33-3624		0280-57-4624		329-0111		野木町丸林630-4		野木町、その周辺地域 ノギマチ シュウヘン チイキ		1		0		1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		1		福祉サービス利用に関する相談 フクシ リヨウ カン ソウダン		1		0				0		0		0		0				1		0		医療的な情報、知識に乏しくわからない用語などが数多く出てきた。医療的ケアの内容の聞き取り（どの部分を聞いていけばよいのか） イリョウテキ ジョウホウ チシキ トボ ヨウゴ カズオオ デ イリョウテキ ナイヨウ キ ト ブブン キ		0				Ｆａの負担軽減のためのレスパイト先（ＨＰ、ＳＳ機関等）。家族それぞれの訴え、希望を明確にしていく。関係機関がチームになりＦａの支え応援をしていく。 フタン ケイゲン サキ キカンナド カゾク ウッタ キボウ メイカク カンケイ キカン ササ オウエン

		承諾 ショウダク		足利ケアサービス		0284-21-7630		0284-21-3109		326-0843		足利市五十部町809-3		足利市、佐野市、太田市 アシカガシ サノシ オオタシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		0		1		ケースによって対応する タイオウ		0		1				3

		承諾 ショウダク		相談支援センターみさと		0285-72-9767				321-4104		芳賀郡益子町大沢2800-5		芳賀郡内（真岡市、益子町、市貝町、芳賀町、茂木町） ハガ グンナイ モオカシ マシコ チョウ イチ ガイ マチ ハガマチ モギマチ		1		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		資源が少ない、短期入所先の確保が難しかった。計画を作るのには、医療情報が難しく感じられた。 シゲン スク タンキ ニュウショ サキ カクホ ムズカ ケイカク ツク イリョウ ジョウホウ ムズカ カン		0				連携の取れる医療関係者がたくさん地域の中にいてくれると安心して生活できるかな。外出や余暇の充実を図るために医療の必要な人の生活が限られてしまっている（あきらめてしまっている） レンケイ ト イリョウ カンケイシャ チイキ ナカ アンシン セイカツ ガイシュツ ヨカ ジュウジツ ハカ イリョウ ヒツヨウ ヒト セイカツ カギ

		承諾 ショウダク		サポートセンターとみや生活支援センター		028-665-8230		028-665-8230		321-2116		宇都宮市徳次郎町540		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		0		1		0		0		0		0		1		1		1		1		1		0				0		1		医療的なケアが必要な利用者様の日中活動先が限られて利用できない人がいる。学校との連携が取りにくい。通勤手段・行事参加制限があり平等性が保たれない。学校はサービスで対応を望み、福祉行政は教育で何とかするべきとつねに折り合わない。 イリョウテキ ヒツヨウ リヨウシャサマ ニッチュウ カツドウ サキ カギ リヨウ ヒト ガッコウ レンケイ ト ツウキン シュダン ギョウジ サンカ セイゲン ビョウドウセイ タモ ガッコウ タイオウ ノゾ フクシ ギョウセイ キョウイク ナン オ ア		0		0		1		0		協力してほしい キョウリョク		1		0		利用できるサービスが限られている。社会参加できる機会が少なく、場が限られている。介護者の負担軽減が取りにくい。夢や希望を叶えるための資源が少ない。 リヨウ カギ シャカイ サンカ キカイ スク バ カギ カイゴシャ フタン ケイゲン ト ユメ キボウ カナ シゲン スク		0				通勤手段、保護者なくても教育が受けられる環境。常に親同行を求めるのでは、自立につながらず、いつになっても親の負担は軽減されない。親が安心して託せる日中活動の場。社会参加、役割を担える環境作り、職場。地域で生活していくための交流の機会や場があるといい。緊急的にレスパイトを受け入れてくれる場。 ツウキン シュダン ホゴシャ キョウイク ウ カンキョウ ツネ オヤ ドウコウ モト ジリツ オヤ フタン ケイゲン オヤ アンシン タク ニッチュウ カツドウ バ シャカイ サンカ ヤクワリ ニナ カンキョウ ヅク ショクバ チイキ セイカツ コウリュウ キカイ バ キンキュウテキ ウ イ バ

		承諾 ショウダク		社会就労センターえいぶるの里 シャカイ シュウロウ サト		0285-22-4561		0285-224581		323-0003		小山市東島田2403-2		小山市、下野市、上三川町、野木町、結城市、古河市、筑西市 オヤマシ シモノ シ カミノカワマチ ノギマチ ユウキシ コガシ ツク ニシ シ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				1		0		自己決定が難しいため、家族中心の考えになってしまうこと。また、利用できる社会資源が少ない。 ジコ ケッテイ ムズカ カゾク チュウシン カンガ リヨウ シャカイ シゲン スク		1				関係機関との連携、特に在宅が長い方は医療機関とのかかわりが家族も含め、希薄になってしまい、二次障害に対応できない。地域に総合的に支援でき、医療的ケアが受けられる場所、または訪問医療の充実が必要と思います。 カンケイ キカン レンケイ トク ザイタク ナガ カタ イリョウ キカン カゾク フク キハク ニジ ショウガイ タイオウ チイキ ソウゴウテキ シエン イリョウテキ ウ バショ ホウモン イリョウ ジュウジツ ヒツヨウ オモ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所「ピュア」		0282-31-3911		0282-31-3912		328-0133		栃木市大森町465		栃木市、鹿沼市、佐野市、小山市、壬生町 トチギシ カヌマシ サノシ オヤマシ ミブマチ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1

		承諾 ショウダク		社会福祉法人とちのみ会　こなかの森 シャカイ フクシ ホウジン カイ モリ		0283-24-5757		0283-24-6294		327-0001		佐野市小中町1280		佐野市、足利市 サノシ アシカガシ		1		0		1		0		1		0		0		1		0		1		0		0		0				1		2		通所型のため、短期入所の受け入れはサービスとして提供できず、他施設の紹介、相談支援事業につなげている。 ツウショ ガタ タンキ ニュウショ ウ イ テイキョウ タ シセツ ショウカイ ソウダン シエン ジギョウ		0		0		0		0				1		0		療養型短期入所ほかの施設への短期入所の受け入れ状況など、受け入れ場所を見つけるなど。短期入所時の発作発症時医療への繋ぎが困難。問題多（かかりつけ医への搬送） リョウヨウガタ タンキ ニュウショ シセツ タンキ ニュウショ ウ イ ジョウキョウ ウ イ バショ ミ タンキ ニュウショ ジ ホッサ ハッショウ ジ イリョウ ツナ コンナン モンダイ タ イ ハンソウ		0				佐野市には、身障（重心）短期入所施設がなく老人施設に佐野市が委託しているが、利用する人もいなく、サービスが使いづらい状態にある。短期入所受け入れ可能施設が増えることで、家族のほうも使いやすく利便性があがると考えます。 サノシ シンショウ ジュウシン タンキ ニュウショ シセツ ロウジン シセツ サノシ イタク リヨウ ヒト ツカ ジョウタイ タンキ ニュウショ ウ イ カノウ シセツ フ カゾク ツカ リベンセイ カンガ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所テトテ		0287-36-7171		0287-36-7181		329-2732		那須塩原市一区町251-1		那須塩原市（大田原、矢板、那須町、那珂川町、烏山） ナスシオバラ シ オオタワラ ヤイタ ナスマチ ナカガワマチ カラスヤマ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		0		1		委託の相談支援事業所や重心専門の事業所に相談する イタク ソウダン シエン ジギョウショ ジュウシン センモン ジギョウショ ソウダン		0		1				3		その方にとって、より専門性の高い方が対応することが望ましいと思いますので、作成が適するか否か周囲のサービス状況なども考慮して決めたいと思います。適切にアドバイスをいただける地域の環境が整っていれば、スキルアップ、経験の積み重ねのためにも作成したいです。 カタ センモンセイ タカ ホウ タイオウ ノゾ オモ サクセイ テキ イナ シュウイ ジョウキョウ コウリョ キ オモ テキセツ チイキ カンキョウ トトノ ケイケン ツ カサ サクセイ		相談支援専門員のスキルアップ。きめ細かい支援（サービスの充実）本人のニーズを正しく理解できる人材の育成と地域の理解。 ソウダン シエン センモンイン コマ シエン ジュウジツ ホンニン タダ リカイ ジンザイ イクセイ チイキ リカイ

		承諾 ショウダク		指定特定相談支援事業所あじさい		0287-60-3361		0287-60-3362		325-0034		那須塩原市東原166		那須塩原市、那須町 ナスシオバラ シ ナスマチ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2				訪問看護、訪問診療を行う医師が必要だと思います。 ホウモン カンゴ ホウモン シンリョウ オコナ イシ ヒツヨウ オモ

		承諾 ショウダク		障害者相談支援センターいぶき		028-678-3502		028-676-3501		329-1216		高根沢町桑窪2266-2		高根沢町 タカネザワマチ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1				短期入所など受け入れてくれる施設を増やしてほしい。県内で受け入れていただけない為、県外の施設を考えなくてはいけない方がいます。 タンキ ニュウショ ウ イ シセツ フ ケンナイ ウ イ タメ ケンガイ シセツ カンガ カタ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所わくわくおやま		0285-24-6575		0285-20-0255		323-0022		小山市駅東通り3-9-6		小山市 オヤマシ		1		0		1		0		1		1		1		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		関係事業所が多いことで情報収集連携等大変。医療機関とも連携を図る必要あり。レスパイト、ショートステイの受入困難。利用できる事業所が少ない。 カンケイ ジギョウショ オオ ジョウホウ シュウシュウ レンケイ ナド タイヘン イリョウ キカン レンケイ ハカ ヒツヨウ ウケイレ コンナン リヨウ ジギョウショ スク		0				重症心身障害児（者）を受け入れしてくれる事業所、施設がもっと多くあればよいと思われる。通所日中一時短期入所など。相談支援、計画作成についてもほかの事業所が受け入れてくれないとの理由で受け入れ可能事業所へ集中してしまう為、相談員への研修等を増やせばよいが。しかし日々の業務が多忙であるため、難しいのかな？ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ ウ イ ジギョウショ シセツ オオ オモ ツウショ ニッチュウ イチジ タンキ ニュウショ ソウダン シエン ケイカク サクセイ ジギョウショ ウ イ リユウ ウ イ カノウ ジギョウショ シュウチュウ タメ ソウダン イン ケンシュウ ナド フ ヒビ ギョウム タボウ ムズカ

		承諾 ショウダク		相談支援センターネクスト		080-8854-9551		0280-612-1558		320-0034		宇都宮市泉町6-25		宇都宮市 ウツノミヤシ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2

		承諾 ショウダク		相談支援事業のぞみ		0287-65-2288		0287-65-2282		329-3152		那須塩原市上中野53		那須塩原市、大田原市、那須町 ナスシオバラ シ オオタワラシ ナスマチ		1		0		1		0		0		0		1		1		1		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		現サービスでの医療ケアをふまえ、将来にむけて他事業との連携につなげるよう計画作成、調整に苦労した。 ゲン イリョウ ショウライ タ ジギョウ レンケイ ケイカク サクセイ チョウセイ クロウ		0				選択肢が増えるよう受け入れ可能な福祉サービス事業所の増加が必要だと思われます。 センタクシ フ ウ イ カノウ フクシ ジギョウショ ゾウカ ヒツヨウ オモ

		承諾 ショウダク		サポートセンターひばり		028-670-0330		028-667-7315		321-3236		宇都宮市竹下町435-159		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		苦労ではないが、お母様がとても一生懸命ですでにサービスも繋がっていたため、現状を計画にする形となったが、計画作成後のかかわりについて相談員としてどのようにすべきことが望ましいかと考える。 クロウ カアサマ イッショウケンメイ ツナ ゲンジョウ ケイカク カタチ ケイカク サクセイ ゴ ソウダン イン ノゾ カンガ		0				福祉サービスや医療、またボランティアが入室されるととてもよいと思います。また、介助者（家族）のケアも考えると気軽に参加できるようなイベント（医療が整っていたり、介助するボランティアさんがいたり）や、同じ重症心身障害児（者）をもつかたとのネットワークがあるといいのかなと思います。 フクシ イリョウ ニュウシツ オモ カイジョシャ カゾク カンガ キガル サンカ イリョウ トトノ カイジョ オナ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ オモ

		承諾 ショウダク		高根沢町障害児者生活支援センターすまいる タカネザワマチ		028-612-2751		028-612-2752		329-1225		栃木県塩谷郡高根沢町石末1825　福祉センター内 ３２９－１２２５ フクシ ナイ		高根沢町 タカネザワマチ		1		0		1		0		0		0		1		0		0		1		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		地元に使える資源がなく苦労した ジモト ツカ シゲン クロウ		0				①医療と福祉の連携ネットワーク②重心の方でも利用できるサービスが増えること③訪問診療医 イリョウ フクシ レンケイ ジュウシン カタ リヨウ フ ホウモン シンリョウ イ

		承諾 ショウダク		障害者相談支援センターフォレスト		0284-91-1816		0284-91-2867		326-0011		足利市大沼田町615		足利市及び近隣市町村 アシカガシ オヨ キンリン シチョウソン		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0				0

		承諾 ショウダク		障がい者相談支援事業所ケアサプライ		0287-73-5312		0287-73-5311		329-3221		栃木県那須郡那須町漆塚762-102 ３２９－３２２１		白河市、那須町、那須塩原市、大田原市 シラカワシ ナスマチ ナスシオバラシ オオタワラシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1				サービスを提供できる事業所の充実を図る テイキョウ ジギョウショ ジュウジツ ハカ

		承諾 ショウダク		南栃木支援センター相談支援		0285-44-6118		0285-44-7215		329-0412		下野市柴1432-105		下野市、小山市、壬生町 シモノ シ オヤマシ ミブマチ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		0		1		介護保険と併用する場合のみ対応する カイゴ ホケン ヘイヨウ バアイ タイオウ		0		1				3		介護保険と併用する場合のみ作成する カイゴ ホケン ヘイヨウ バアイ サクセイ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所とまり木		0287-54-2854		0287-54-2230		324-0231		大田原市北野上3952		大田原市、那須塩原市、那須町 オオタワラシ ナスシオバラシ ナスマチ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1				当事業所の対応範囲は現在、知的障害者特に中・軽度が主だが、精神（高次脳機能障害も含む）分野もやり始めている。今後重症心身障害者もほかの相談支援事業所の助けを得ながら、勉強しながら対応したいと考えている。そのために研修や見学の機会を多く作っていただきたい。今は、当事業所はその程度しか考えられない。 トウ ジギョウショ タイオウ ハンイ ゲンザイ チテキ ショウガイシャ トク チュウ ケイド オモ セイシン コウジ ノウ キノウ ショウガイ フク ブンヤ ハジ コンゴ ジュウショウ シンシン ショウガイシャ ソウダン シエン ジギョウショ タス エ ベンキョウ タイオウ カンガ ケンシュウ ケンガク キカイ オオ ツク イマ トウ ジギョウショ テイド カンガ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所ポンテ		028-652-7288		028-652-6355		321-0341		宇都宮市古賀志町1964-12		宇都宮、鹿沼、日光、壬生 ウツノミヤ カヌマ ニッコウ ミブ		0		1		1		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0				0				未就学児（3～5才）の方の医療型児童発達支援を分離で行う施設が数か所あると良いと思います。 ミシュウガクジ サイ カタ イリョウ ガタ ジドウ ハッタツ シエン ブンリ オコナ シセツ スウ ショ ヨ オモ

		承諾 ショウダク		相談支援センター光輝舎		0285-70-2020		0285-72-8222		321-4105		芳賀郡益子町北中1113-1		芳賀郡、真岡市等 ハガ グン モオカシ ナド		1		0		1		0		1		1		1		1		0		1		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		利用できるサービス事業所が少ない。重心児者に合わせたプログラムが見つからない（近隣で） リヨウ ジギョウショ スク ジュウシン ジ シャ ア ミ キンリン		0				本人の状態にもよるが、重度化する状況に対応できる事業所の確保。家族の負担が大きくなり在宅生活の継続が困難になることが予測されるので、在宅で支援が受けられるような体制の充実と、レスパイトサービスの拡大。 ホンニン ジョウタイ ジュウドカ ジョウキョウ タイオウ ジギョウショ カクホ カゾク フタン オオ ザイタク セイカツ ケイゾク コンナン ヨソク ザイタク シエン ウ タイセイ ジュウジツ カクダイ

		承諾 ショウダク		特定相談支援事業所やすらぎ		028-650-7727		028-650-7728		320-0011		宇都宮市富士見が丘3－19－20		宇都宮市 ウツノミヤシ		0		0		1		0		1		0		0		0		0		1		1		0		0				0		3		対応できるヘルパーがいれば支援する タイオウ シエン		0		0		0		0				0		1				3

		承諾 ショウダク		障がい者支援センターにんべん		028-686-2539		028-686-2584		329-1417		さくら市フィオーレ喜連川5-2-1　フィオーレガーデン1-102		さくら市 シ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1				地域資源アンケートをいただきありがとうございました。設問に対しまして知識不足にこれでいいのかという思いです。相談支援専門員として設問にありました「3」要望がでますれば、先輩相談員・各職種の方々に相談・指導をいただき、相談支援事業を行ってみたいと考えます。大島先生について学ばせて頂きました。 チイキ シゲン セツモン タイ チシキ ブソク オモ ソウダン シエン センモンイン セツモン ヨウボウ センパイ ソウダン イン カクショクシュ カタガタ ソウダン シドウ ソウダン シエン ジギョウ オコナ カンガ オオシマ センセイ マナ イタダ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所おやま		0285-22-1833		0285-228946		323-0014		小山市喜沢660		小山市、下野市 オヤマシ シモノ シ		1		0		1		0		1		1		0		0		0		0		0		1		0				2		3				0		0		0		0				1		0		本人の意思が明確でないので親の意向中心のものになってしまった。 ホンニン イシ メイカク オヤ イコウ チュウシン		0

		承諾 ショウダク		真岡介護センター		0285-80-5200		0285-80-5211		321-4361		真岡市並木町1-8-1　シティ並木102 ナミキ		真岡市、芳賀町南部、市貝町南部、益子町西部、上三川東部 モオカシ ハガマチ ナンブ イチ ガイ チョウ ナンブ マシコ チョウ セイブ カミノカワ トウブ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		0		1				0		1				3		担当者の受け持ちケースの状況など考慮し対応できるか検討したい タントウシャ ウ モ ジョウキョウ コウリョ タイオウ ケントウ

		承諾 ショウダク		さの社協相談支援センターほっぷ		0283-22-8152		0283-22-8199		327-0003		佐野市大橋町3212-27		佐野市全域 サノシ ゼンイキ		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0				0		1				2		現在相談支援専門員1名で行っているため ゲンザイ ソウダン シエン センモンイン メイ オコナ

		承諾 ショウダク		相談支援ウエイブ		0282-23-4465		0282-23-4465		328-0012		栃木市平柳町1-2-7		栃木市、壬生町 トチギシ ミブマチ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		1		0				0		1				2		指定特定相談支援事業で精神に対応しているため シテイ トクテイ ソウダン シエン ジギョウ セイシン タイオウ		ご家族の中だけでは生活がマンネリ化して単調になりかねないので、音楽、体を動かす、読み聞かせ麻痺・拘縮のマッサージなどのリハビリの頻度を高める。ご本人が楽しいと感じることを提供できる。ご家族が疲弊しないよう旅行や趣味などの充実した時間がもてるようサービスを利用していくこと。 カゾク ナカ セイカツ カ タンチョウ オンガク カラダ ウゴ ヨ キ マヒ コウシュク ヒンド タカ ホンニン タノ カン テイキョウ カゾク ヒヘイ リョコウ シュミ ジュウジツ ジカン リヨウ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所わらしべの家		0282-27-1627		0282-27-1675		328-0011		栃木市大宮町2708-3		栃木市 トチギシ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1		専門的な知識が不十分なため行政などの機関と相談しながらの対応となります センモンテキ チシキ フジュウブン ギョウセイ キカン ソウダン タイオウ		短期入所や移動支援などの福祉サービス利用時にお付き合いのある医療機関や訪問看護の看護師が同行でき緊急時の対応が迅速にとれる体制（すでにできていたらすみません） タンキ ニュウショ イドウ シエン フクシ リヨウ ジ ツ ア イリョウ キカン ホウモン カンゴ カンゴシ ドウコウ キンキュウジ タイオウ ジンソク タイセイ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所　空		0287-73-8165		0287-73-8165		329-3157		那須塩原市大原間西1-19-9		那須塩原市、大田原市、那須町 ナスシオバラ シ オオタワラシ ナスマチ		1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		重心のお子様の療育支援をやっていたので、苦労はありませんでしたが、医療（訪問看護）訪問リハ訪問入浴の制度を知らなかったので、その方々との連携が取れて大変勉強になりました。 ジュウシン コサマ リョウイク シエン クロウ イリョウ ホウモン カンゴ ホウモン ホウモン ニュウヨク セイド シ カタガタ レンケイ ト タイヘン ベンキョウ		0				医療的ケアの必要な方には支援スタッフ・必ず看護師の方が不在では双方安心したケアはできません。例）乳幼児の通所事業は保母と看護師さん。小学→高校までは義務教育がありますが事後に生活介護はもちろんですが、本当に重心の方の為の日中活動の場が不足しているとおもいますので重心の方の通所事業は必要と思います。家庭以外で通える場所→一時預かりや療育支援事業→高校卒業後は通所施設（一時預かりも含めて） イリョウテキ ヒツヨウ カタ シエン カナラ カンゴシ カタ フザイ ソウホウ アンシン レイ ニュウヨウジ ツウショ ジギョウ ホボ カンゴシ ショウガク コウコウ ギム キョウイク ジゴ セイカツ カイゴ ホントウ ジュウシン カタ タメ ニッチュウ カツドウ バ フソク ジュウシン カタ ツウショ ジギョウ ヒツヨウ オモ カテイ イガイ カヨ バショ イチジ アズ リョウイク シエン ジギョウ コウコウ ソツギョウゴ ツウショ シセツ イチジ アズ フク

		承諾 ショウダク		相談支援事業所みどり		0285-45-8362		0285-45-8397		329-0214		小山市乙女786-1		小山市、栃木市、古河市、結城市 オヤマシ トチギシ コガシ ユウキシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		1		0		0		大人は対応可能 オトナ タイオウ カノウ		1		1		大人はあるが、こどもはない。先日訪問介護を事業所にお願いしたところどこの事業所も受けていただけなかった。 オトナ センジツ ホウモン カイゴ ジギョウショ ネガ ジギョウショ ウ		3		成人しか計画相談をしたことがないので不安である。当事業所は相談員が一名なので相談する相手がいない セイジン ケイカク ソウダン フアン トウ ジギョウショ ソウダン イン イチメイ ソウダン アイテ		サービス事業所で受けてもらえないケースがある。特に重心や精神知的等重複して疾患を持っていると問い合わせた時点でお断りされてします。 ジギョウショ ウ トク ジュウシン セイシン チテキ ナド チョウフク シッカン モ ト ア ジテン コトワ

		承諾 ショウダク		相談支援事業所こころみ		0284-41-5039		0284-43-2665		326-0061		足利市田島町611-2				0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				0		0		1		0				0		1				3		これまで前例がなく、またこの障害について熟知した方（機関）があるならそちらでしていただいた方がご本人様にとってよい支援であると考えるから。※現在当法人の入所・通所等サービスを利用されている方の相談支援がほとんどの状況です。 ゼンレイ ショウガイ ジュクチ カタ キカン ホウ ホンニンサマ シエン カンガ ゲンザイ トウホウジン ニュウショ ツウショ ナド リヨウ カタ ソウダン シエン ジョウキョウ

		承諾 ショウダク		相談支援センターのどか　真岡センター		0285-81-5890		0285-85-8452		321-4305		真岡市荒町111-1		真岡市、芳賀町、市貝町、益子町、茂木町 モオカシ ハガマチ イチガイ マチ マシコ チョウ モギ マチ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1				在宅での生活では家族の介護負担の軽減が必要。フォーマルインフォーマルの枠にとらわれない福祉サービス。 ザイタク セイカツ カゾク カイゴ フタン ケイゲン ヒツヨウ ワク フクシ

		承諾 ショウダク		友井タクシー介護ステーションふれあい		0285-30-0840		0285-30-0844		323-0025		小山市城山町2丁目12-25		小山市 オヤマシ		1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		利用するサービスは多様で、施設・病院・学校など医療福祉事業所数も多く連携を図るのが困難。学校行事に参加するための会出自の支援サービスがない。 リヨウ タヨウ シセツ ビョウイン ガッコウ イリョウ フクシ ジギョウショ スウ オオ レンケイ ハカ コンナン ガッコウ ギョウジ サンカ カイ シュツジ シエン		0				ご家族様が安心して預けることができる施設と必要に預けられる施設の数は少ない。片道１時間以上かかるためとても不便に思います。呼吸器の方の預かり先は少ない。 カゾクサマ アンシン アズ シセツ ヒツヨウ アズ シセツ カズ スク カタミチ ジカン イジョウ フベン オモ コキュウキ カタ アズ サキ スク

		承諾 ショウダク		もくせいの里		0282-43-0593		0282-43-1387		329-4405		栃木市大平町西山田1198		栃木市内 トチギシナイ		0		1		1		0		1		0		0		1		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		ニーズにあてはまるサービスがなかった。例）①入浴支援②移送サービス　①自宅の浴槽では支援が入れず訪問入浴を検討。しかし、浴槽を置けるスペースがなく断念。②主たる介護者が入院。学校までの送迎ができず特例で市の移送サービスを利用するもかなり時間を要した。 レイ ニュウヨク シエン イソウ ジタク ヨクソウ シエン ハイ ホウモン ニュウヨク ケントウ ヨクソウ オ ダンネン シュ カイゴシャ ニュウイン ガッコウ ソウゲイ トクレイ シ イソウ リヨウ ジカン ヨウ		0				①地域の理解や協力②受け入れの拡大（重心の通所、24時間看護体制が整った短期入所）③デマンドタクシー等関係者の重心に対する理解（理解附属により資源として存在するが利用しがたい）④児童が入浴支援を受けられる環境（家族の身体的な介護負担軽減） チイキ リカイ キョウリョク ウ イ カクダイ ジュウシン ツウショ ジカン カンゴ タイセイ トトノ タンキ ニュウショ ナド カンケイシャ ジュウシン タイ リカイ リカイ フゾク シゲン ソンザイ リヨウ ジドウ ニュウヨク シエン ウ カンキョウ カゾク シンタイテキ カイゴ フタン ケイゲン

		承諾 ショウダク		足利障害者相談支援センター		0284-44-0307		0284-44-0318		326-0064		足利市東砂原後町1072		足利市、佐野市 アシカガシ サノシ		1		0		1		0		1		0		0		1		0		1		0		1		0				1		0				0		0		0		0				0		1				2		委託相談支援事業所のため イタク ソウダン シエン ジギョウショ		医療的ケアが整った施設のショートステイ充実が必要。また、特に呼吸器をつけた方のショート療養介護の利用とそれらを利用するための送迎体制の充実が必要。 イリョウテキ トトノ シセツ ジュウジツ ヒツヨウ トク コキュウキ カタ リョウヨウ カイゴ リヨウ リヨウ ソウゲイ タイセイ ジュウジツ ヒツヨウ

		承諾 ショウダク		指定障害者相談支援事業所あるしぇん		0282-86-7665		0282-21-7109		321-0201		栃木県下都賀郡壬生町安塚2032 ３２１－０２０１		壬生町 ミブマチ		1		0		1		0		1		0		0		1		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		①相談支援専門員として重症心身障害児（者）の方に対する支援の知識や経験が少ない②医療的ケアが必要となる方に対して対応できる福祉サービス（事業所）が少ない。 ソウダン シエン センモンイン ジュウショウシンシンショウガイジ シャ カタ タイ シエン チシキ ケイケン スク イリョウテキ ヒツヨウ カタ タイ タイオウ フクシ ジギョウショ スク		0				医療的ケアが必要な方に関して、福祉のサービスでは対応しきれない部分が多く、結果として家族が本人を抱え込まざるを得ない現状があるように感じます。家族の介護負担が少しでも軽減できるよう福祉サービスも柔軟な対応が出来るようになるといいなと思います。 イリョウテキ ヒツヨウ カタ カン フクシ タイオウ ブブン オオ ケッカ カゾク ホンニン カカ コ エ ゲンジョウ カン カゾク カイゴ フタン スコ ケイゲン フクシ ジュウナン タイオウ デキ オモ

		承諾 ショウダク		下野市相談支援事業所 こばと		0285-44-6783		0285-44-6783		329-0414		下野市小金井1146-6		下野市、上三川町 シモノ シ カミノカワマチ		1		0		1		0		0		0		1		1		0		1		1		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		医療的ケアが必要な乳幼児に対応できるヘルパー事業所。短期入所・日中一時支援事業所が近くにない（少ない）。 イリョウテキ ヒツヨウ ニュウヨウジ タイオウ ジギョウショ タンキ ニュウショ ニッチュウ イチジ シエン ジギョウショ チカ スク		0				設問5で回答した内容：外出可能な方は児童発達支援を利用可能であるが無理な方は外部との交流をもちにくい。訪問看護・訪問リハビリが入っているケースはいいがない場合母子で孤立しがち。幸いあそびの支援をしてくれるヘルパー事業所があり支援につながっている。ヘルパー利用を希望されない家庭、利用したくてもヘルパー事業所がない等支援に苦慮する。 セツモン カイトウ ナイヨウ ガイシュツ カノウ カタ ジドウ ハッタツ シエン リヨウ カノウ ムリ カタ ガイブ コウリュウ ホウモン カンゴ ホウモン ハイ バアイ ボシ コリツ サイワ シエン ジギョウショ シエン リヨウ キボウ カテイ リヨウ ジギョウショ ナド シエン クリョ

		承諾 ショウダク		相談支援センターぴあん ソウダン シエン		0282-31-1755		0282-31-2919		328-0067		栃木市皆川城内町333-2		栃木市、小山市 トチギシ オヤマシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1				これまで現場で関わったことがなく、事例検討でしか情報を把握しておらず不安はあります。でも関係機関やご家族様からいろいろなことを教えて頂きながら相談支援として専門性を活かせればと思っています。色々な立場の方からお話をお伺いしてもご家族や医療機関専門的な事業所の負担が大きく相談支援があまり役に立つことができていない（場合によっては自ら引いてしまう）今の現状を少しでも変えていければいいと思います。 ゲンバ カカ ジレイ ケントウ ジョウホウ ハアク フアン カンケイ キカン カゾクサマ オシ イタダ ソウダン シエン センモンセイ イ オモ イロイロ タチバ カタ ハナシ ウカガ カゾク イリョウ キカン センモンテキ ジギョウショ フタン オオ ソウダン シエン ヤク タ バアイ ミズカ ヒ イマ ゲンジョウ スコ カ オモ

		承諾 ショウダク		うつのみや		028-632-6074/090-4059-9728		028-632-6075		320-0861		宇都宮市西2-1-7		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				3		専門的な知識を社会資源のアドバイスを他相談支援事業所からいただきながらみずからの事業所で引き受けるという形が望ましい センモンテキ チシキ シャカイ シゲン ホカ ソウダン シエン ジギョウショ ジギョウショ ヒ ウ カタチ ノゾ

		承諾 ショウダク		サポートセンターきりん		028-612-3838		028-678-3257		321-0905		栃木県宇都宮市平出工業団地43-100 ３２１－０９０５		宇都宮市 ウツノミヤシ		0		1		1		0		1		0		0		1		0		0		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		療養介護に入所しているので他のサービスの利用が困難。そのための社会資源をつなげたり、活用したりするのが難しい。 リョウヨウ カイゴ ニュウショ ホカ リヨウ コンナン シャカイ シゲン カツヨウ ムズカ		0				今後、市町村などで展開されていく生活拠点に関する事業をうまく活用できればいいなと感じています。入所されている方々については地域とのつながり方が今後は重要になってくると思われますので、広く門扉を開けた活動などが多くなってくるといいなと思っています。 コンゴ シチョウソン テンカイ セイカツ キョテン カン ジギョウ カツヨウ カン ニュウショ カタガタ チイキ カタ コンゴ ジュウヨウ オモ ヒロ モンピ ア カツドウ オオ オモ

		承諾 ショウダク		さわやか相談支援センター		0280-57-4884		0280-57-4994		329-0112		野木町南赤塚1145-1		小山市、野木町、古河市、栃木市 オヤマシ ノギマチ コガシ トチギシ		0		1		1		0		0		0		1		0		0		1		0		1		0				1		0				0		0		0		0				1		0		現実的な目標の位置づけ ゲンジツテキ モクヒョウ イチ		0

		承諾 ショウダク		相談支援事業所つばさ		0287-53-7393		0287-53-7394		324-0044		大田原市親園824-1		大田原市、那須塩原市、那須烏山市、矢板市、さくら市、那須町、塩谷町、高根沢町 オオタワラシ ナスシオバラシ ナスカラスヤマシ ヤイタシ シ ナスマチ シオ タニ マチ タカネザワマチ		1		0		1		0		1		0		1		1		0		1		0		0		0				1		2		医療的なケアが必要なケース、将来的に短期入所につなげたいケースだった為、専門の事業所に依頼した イリョウテキ ヒツヨウ ショウライテキ タンキ ニュウショ タメ センモン ジギョウショ イライ		1		1		0		0				1		0		使えるサービスの少なさに調整が難しかった ツカ スク チョウセイ ムズカ		1				乳幼児期の受け入れ可能な福祉サービス等の社会資源が必要である。 ニュウヨウジ キ ウ イ カノウ フクシ ナド シャカイシゲン ヒツヨウ

		承諾 ショウダク		特定相談支援センターはじめ		0284-22-4561		0284-22-4562		326-0143		足利市葉鹿町735-1		足利市 アシカガシ		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1

		承諾 ショウダク		上三川障がい児・者生活相談支援センター		0285-38-6854		0285-38-6841		329-0611		上三川町上三川5082-15		上三川町 カミノカワマチ		1		0		1		0		1		0		0		1		0		0		0		0		0				1		0				0		0		0		0				1		0				0

		承諾 ショウダク		はつらつサロン南天相談支援事業所		0285-22-4659		0285-38-6529		323-0027		小山市花垣町2-3-19		小山市、栃木市 オヤマシ トチギシ		0		0		1		0		1		1		0		1		1		1		1		1		0				0		0				0		0		0		0				1		0		利用したいサービス事業所が少なく生活改善、家族、支援者の負担軽減に繋がらない（訪問入浴、ショートステイ、生活介護などなど（就労Ａ型））医師によっては連携が困難。何処の精神科がよいかと利用者に問われるが答えは解らない。 リヨウ ジギョウショ スク セイカツ カイゼン カゾク シエンシャ フタン ケイゲン ツナ ホウモン ニュウヨク セイカツ カイゴ シュウロウ ガタ イシ レンケイ コンナン ドコ セイシンカ リヨウシャ ト コタ ワカ		0				本人の選択や受け入れ事業所の間口を広げる。例えば入浴はヘルパーの2人対応で行ているがヘルパー不足や腰痛の悪化などで対応が難しくなってくる。機会浴のできる生活介護を勧めるも本人の選択肢がない。自宅から出かける自由さのようなものが閉ざされているような気がする。反面高齢者のサービスは増加する一方で利用者が不足し閉鎖なども聞かれる。高齢者・障害者がともにデイサービスやショートステイを利用できるようにならないかと思う。障害児については働く両親をサポートすることで生活の安定や療育などへ通園のし易さを図り、送迎サービスの充実など。 ホンニン センタク ウ イ ジギョウショ マグチ ヒロ タト ニュウヨク ニン タイオウ オコナ ブソク ヨウツウ アッカ タイオウ ムズカ キカイ ヨク セイカツ カイゴ スス ホンニン センタクシ ジタク デ ジユウ ト キ ハンメン コウレイシャ ゾウカ イッポウ リヨウシャ フソク ヘイサ キ コウレイシャ ショウガイシャ リヨウ オモ ショウガイジ ハタラ リョウシン セイカツ アンテイ リョウイク ツウエン ヤス ハカ ソウゲイ ジュウジツ

		承諾 ショウダク		障がい者生活支援センターこぶし		028-680-5746		028-688-0214		321-0126		栃木県宇都宮市茂原町837-1		宇都宮市、上三川町 ウツノミヤシ カミノカワマチ		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0				1		0		0		0				0		1				1				①医療機関との細かな連携体制②相談関係者を含め本人に関わり支援をするなかで即座に動きが取れるようなフットワークの軽いチーム作り イリョウ キカン コマ レンケイ タイセイ ソウダン カンケイシャ フク ホンニン カカ シエン ソクザ ウゴ ト カル ヅク

								Ｑ2.重症心身障害児（者）の定義をご存知ですか

				1		知っている シ		40

				2		知らない シ		33

								Ｑ3.重症心身障害児（者）の方（家族・関係機関等）からの相談を受けたことがありますか

						ある		35

						ない		43

										それは誰からの相談でしたか

								ａ.家族 カゾク		27

								ｂ.支援者 シエンシャ		6

								ｃ.関係機関 カンケイ キカン		12

										それはどんな相談でしたか

								生活上の相談 セイカツ ジョウ ソウダン		19

								医療的な相談 イリョウテキ ソウダン		7

								制度に関する相談 セイド カン ソウダン		15

								教育に関する相談 キョウイク カン ソウダン		5

								サービス等利用計画書作成に関する相談 ナド リヨウ ケイカクショ サクセイ カン ソウダン		26

								その他 タ		3

										それらの相談事業所として対応（解決）はできましたか

								ａ.できた		27

								ｂ.できなかった		4

								Ｑ4.Ｑ3-2「ない」→これから重症心身障害児（者）の方（本人・家族等）からの相談があればどのように対応されますか

						自分の事業所で対応する ジブン ジギョウショ タイオウ		17

						ほかの相談支援事業所へ依頼する ソウダン シエン ジギョウショ イライ		15

						行政に依頼する ギョウセイ イライ		8

						その他 タ		9

								Ｑ5.重症心身障害児（者）の方のサービス等利用計画書を作成したことがありますか

						ある		33

						ない		46

						今後依頼があれば作成する コンゴ イライ サクセイ		15

						他の相談支援事業所に依頼する ホカ ソウダン シエン ジギョウショ イライ		18

						作成するかどうかわからない サクセイ		14

										「ない」と回答 カイトウ



重症心身障害児（者）の定義をご存知ですか

Ｑ2.重症心身障害児（者）の定義をご存知ですか	Ｑ3.重症心身障害児（者）の方（家族・関係機関等）からの相談を受けたことがありますか	それは誰からの相談でしたか	それはどんな相談でしたか	それらの相談事業所として対応（解決）はできましたか	Ｑ5.重症心身障害児（者）の方のサービス等利用計画書を作成したことがありますか	Ｑ5.重症心身障害児（者）の方のサービス等利用計画書

　　 を作成したことがありますか

ない
59%



訪問看護事業所

		Ｑ1.貴施設について、お伺いいたします キ シセツ ウカガ

		1		事業所名 ジギョウショ メイ

		2		電話番号 デンワ バンゴウ

		3		FAX番号 バンゴウ

		4		所在地 ショザイチ

		5		職員構成（常勤・非常勤は問いません） ショクイン コウセイ ジョウキン ヒジョウキン ト

						看護師 カンゴシ

						作業療法士 サギョウ リョウホウシ

						准看護師 ジュンカンゴシ

						理学療法士 リガク リョウホウシ

						保健師 ホケンシ

						言語療法士 ゲンゴ リョウホウシ

						その他 タ

		6		訪問可能な主な市町村 ホウモン カノウ オモ シチョウソン

		Q2.いままでに以下の項目を在宅看護で行ったことがありますか（あるものすべてにチェックをしてください） イカ コウモク ザイタク カンゴ オコナ

								成人在宅 セイジン ザイタク				小児在宅 ショウニ ザイタク

				在宅人工呼吸器の管理 ザイタク ジンコウ コキュウキ カンリ

				気管カニューレの交換 キカン コウカン

				気管カニューレ部位のガーゼ交換 キカン ブイ コウカン

				気管内吸引 キカンナイ キュウイン

				食事介助 ショクジ カイジョ

				経鼻チューブの交換 ケイビ コウカン

				胃瘻の管理 イロウ カンリ

				経管栄養の注入 ケイカン エイヨウ チュウニュウ

				ストーマの管理 カンリ

				尿道カテーテルの管理 ニョウドウ カンリ

				導尿 ドウニョウ

				入浴介助 ニュウヨク カイジョ

				看護師によるリハビリテーション カンゴシ

				OTもしくはPTによるリハビリテーション

				中心静脈カテーテル管理 チュウシン ジョウミャク カンリ

				高カロリー輸液の管理 コウ ユエキ カンリ

				薬剤の静注（抗生物質や利尿剤など） ヤクザイ ジョウチュウ コウセイ ブッシツ リニョウザイ

				麻薬による疼痛コントロール マヤク ウズ ツウ

				終末期の医療的ケア シュウマツキ イリョウテキ

				在宅での看取り ザイタク ミト

				24時間対応 ジカン タイオウ

		Q3.現時点で、依頼のあった場合、重症心身障害児（者）の在宅医療を行うことはできますか ゲンジテン イライ バアイ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ ザイタク イリョウ オコナ

		1		できる

		2		できない

		3		要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン

		Q4.依頼があった場合に可能な医療的ケアと身体介護についてお答えください イライ バアイ カノウ イリョウテキ シンタイ カイゴ コタ

		※個別シートにて対応 コベツ タイオウ



				Ｑ1.貴施設について、お伺いいたします キ シセツ ウカガ																										Q2.いままでに以下の項目を在宅看護で行ったことがありますか（あるものすべてにチェックをしてください）【1.ある、0.ない】 イカ コウモク ザイタク カンゴ オコナ																																																																																				Q3		Q4.依頼があった場合に可能な医療的ケアと身体介護についてお答えください【1.できる、2.できない、3.要相談（条件による）】 イライ バアイ カノウ イリョウテキ シンタイ カイゴ コタ ヨウ ソウダン ジョウケン																																																																																																																																																																																																																		Q5.重症心身障害児（者）の方に対する医療、在宅生活等についてお気づきのことなど、ご自由にお書きください ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ カタ タイ イリョウ ザイタク セイカツナド キ ジユウ カ

				事業所名 ジギョウショ メイ		電話番号 デンワ バンゴウ		FAX番号 バンゴウ		郵便番号 ユウビンバンゴウ		所在地 ショザイチ		職員構成（常勤・非常勤は問いません）【人数：名】 ショクイン コウセイ ジョウキン ヒジョウキン ト ニンズウ メイ														訪問可能な主な市町村 ホウモン カノウ オモ シチョウソン		在宅人工呼吸器の管理 ザイタク ジンコウ コキュウキ カンリ				気管カニューレの交換 キカン コウカン				気管カニューレ部位のガーゼ交換 キカン ブイ コウカン				気管内吸引 キカンナイ キュウイン				食事介助 ショクジ カイジョ				経鼻チューブの交換 ケイビ コウカン				胃瘻の管理 イロウ カンリ				経管栄養の注入 ケイカン エイヨウ チュウニュウ				ストーマの管理 カンリ				尿道カテーテルの管理 ニョウドウ カンリ				導尿 ドウニョウ				入浴介助 ニュウヨク カイジョ				看護師によるリハビリテーション カンゴシ				OTもしくはPTによるリハビリテーション				中心静脈カテーテル管理 チュウシン ジョウミャク カンリ				高カロリー輸液の管理 コウ ユエキ カンリ				薬剤の静注（抗生物質や利尿剤など） ヤクザイ ジョウチュウ コウセイ ブッシツ リニョウザイ				麻薬による疼痛コントロール マヤク ウズ ツウ				終末期の医療的ケア シュウマツキ イリョウテキ				在宅での看取り ザイタク ミト				24時間対応 ジカン タイオウ						在宅人工呼吸器の管理 ザイタク ジンコウ コキュウキ カンリ										気管カニューレの交換 キカン コウカン										気管カニューレの管理（日常の交換以外の対応） キカン カンリ ニチジョウ コウカン イガイ タイオウ										気管内吸引 キカンナイ キュウイン										食事介助 ショクジ カイジョ										経鼻チューブの交換 ケイビ コウカン										ストーマの管理 カンリ										尿道カテーテルの管理 ニョウドウ カンリ										導尿 ドウニョウ										入浴介助 ニュウヨク カイジョ										看護師によるリハビリテーション カンゴシ										OTもしくはPTによるリハビリテーション										中心静脈カテーテル管理 チュウシン ジョウミャク カンリ										高カロリー輸液の管理 コウ ユエキ カンリ										薬剤の静注（抗生物質や利尿剤など） ヤクザイ ジョウチュウ コウセイ ブッシツ リニョウザイ										麻薬による疼痛コントロール マヤク トウツウ										終末期の医療的ケア シュウマツキ イリョウテキ										在宅での看取り ザイタク ミト										24時間対応 ジカン タイオウ										外出の介助 ガイシュツ カイジョ										通院の介助 ツウイン カイジョ

		承諾可否 ショウダク カヒ												看護師 カンゴシ		作業療法士 サギョウ リョウホウシ		准看護師 ジュンカンゴシ		理学療法士 リガク リョウホウシ		保健師 ホケンシ		言語療法士 ゲンゴ リョウホウシ		その他 タ				成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ				乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ

		否 ヒ		曙訪問看護ステーション アケボノ ホウモン カンゴ		028-660-7803		028-683-5306		321-0901		宇都宮市平出町413番地		8		3		0		3		0		1				宇都宮、高根沢 ウツノミヤ タカネザワ		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		3		2		2		2		2		3		2		2		2		2		2		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		1		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		1		1		1		3		3		3		1		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		2		2		2		2		2		いつも大変お世話になっております。当STでも数名の小児利用者をNS、PT、OTでサポートしています。又、貴院のショートステイを利用させて頂いております。ご利用者様、家族が安心して過ごせるよう地域でサポートできたらと考えています。どうぞよろしくお願い申し上げます。 タイヘン セワ トウ スウメイ ショウニ リヨウシャ マタ キ イン リヨウ イタダ リヨウシャサマ カゾク アンシン ス チイキ カンガ ネガ モウ ア

		否 ヒ		とちぎメディカルセンター		0282-22-5810		0282-225812		328-0043		栃木市境町27-21		9		0		4		1		0		1		2		栃木市、小山市、壬生町 トチギシ オヤマシ ミブマチ		1		1		1		0		1		1		1		1		1		0		1		0		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		0		1		1		3		2		1		1		1		1		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		2		2		2		1		1		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		1		1		1		1		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		2		2		2		2		2

		否 ヒ		あいケアステーション		0282-23-6221		0282-24-9850		328-0074		栃木市薗部町2-5-9		1		0		2		2		0		0				栃木市 トチギシ		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		3		2		2		2		2		3		2		2		2		2		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		3		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		3		2		2		2		2		3		2		2		2		2		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		2		2		2		2		3

		否 ヒ		訪問看護ステーションこすもす		0285-80-5511		0285-80-5512		321-4337		真岡市上高間木2-24-4		4		2		0		1		0		0						1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		3		2		2		2		3		3		2		2		2		3		3		2		2		2		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		3		3		3		3		3		3		3		2		2		2		3		3		2		2		2		3		3		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		2		2		2		2		3		2		2		2		2		3		2		2		2		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		1		3		3		3		3		3		2		2		2		2		2		緊急時に主治医又はバッックベットのある病院との連携がとれる体制が整っていないと、在宅での対応に不安があります。
現在のところ、小児科、精神科看護を経験したスタッフがいない為、受け入れに不安がありますので今回はガイドマップ等に公表することに同意する事は控えさせていただきたいと思います。 キンキュウジ シュジイ マタ ビョウイン レンケイ タイセイ トトノ ザイタク タイオウ フアン ゲンザイ ショウニカ セイシンカ カンゴ ケイケン タメ ウ イ フアン コンカイ ナド コウヒョウ ドウイ コト ヒカ オモ

		否 ヒ		訪問看護ステーションひばり		0289-64-7226		0289-64-2225		322-8550		鹿沼市下田町1-1033		6		1		0		1		0		0				市内及び近隣市 シナイ オヨ キンリン シ		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		0		1		1		2

chizuru_tanaka: 未記入		1		1		2		2		1		2		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		1		3		3		1		1		1		3		3		3		3		1		3		3		1		1		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		1		3		3		3		1		1		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1

		否 ヒ		訪問看護ステーション那須		0287-73-5048		0287-63-4566		325-0023		那須塩原市豊浦10-706		5		0		2		0		0		0				那須塩原市、大田原市、那須町 ナスシオバラ シ オオタワラシ ナスマチ		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		0		0		1		0		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		2

chizuru_tanaka: 未記入		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1

		承諾 ショウダク		さくら訪問看護ステーション		0287-29-3252		0287-29-3252		324-0058		大田原市紫塚3-2633-10		5		0		0		1		0		0				大田原市、那須塩原市、矢板市 オオタワラシ ナスシオバラ シ ヤイタ シ		1		0		1		1		1		1		1		1		1		0		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		0		1		1		3		3		3		3		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		小児の受入数（実績）が少ないので、実際依頼があった場合、入院中から手技等の指導を受けたいと思います。 ショウニ ウケイレスウ ジッセキ スク ジッサイ イライ バアイ ニュウインチュウ シュギ ナド シドウ ウ オモ

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションたんぽぽ		0280-57-1888		0280-57-3819		329-0101		下都賀郡野木町友沼5119-12		20		3		0		5		0		0		2		野木町、小山市、旧藤岡町 ノギマチ オヤマシ キュウ フジオカマチ		1		1		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		1		1		1		1		1		1		0		0		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		3		1		1		1		1		1		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		3		3		3		3		3		1		1		3		2		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		2		2		2		2		2		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		受け入れてくれる訪問看護Stの数が少ないと思います。研修会の機会を設けてサービス体制が構築できると良いと思います。 ウ イ ホウモン カンゴ カズ スク オモ ケンシュウカイ キカイ モウ タイセイ コウチク ヨ オモ

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションうつのみや		028-612-6103		028-612-6104		320-0852		宇都宮市下砥上町字並塚643番地1		11		0		0		0		0		0		1		宇都宮市、壬生町 ウツノミヤシ ミブマチ		1		1		0		0		1		1		1		1		1		0		0		0		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		2

chizuru_tanaka: 未記入		3		3		3		3		1		2		2		2		2		2		3		3		3		1		1		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		3		3		3		1		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		3		3		3		1		1		3		3		3		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーション石橋		0285-52-2293		0285-52-2268		329-0511		下野市石橋628番地		7		0		0		1		0		0		1		下野市、上三川町、壬生町、宇都宮市（部） シモノ シ カミノカワマチ ミブマチ ウツノミヤシ ブ		1		1		0		0		1		1		1		1		1		0		1		0		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		3		1		1		1		1		1		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		1		3		3		3		3		3		3		3		3		1		1		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		2		2		2		2		2		最近、訪問依頼が増えてきていますが、私たち看護師の力量不足から利用者家族へ満足のいく看護が提供できないように感じています。現在の、利用者家族から教わることが多くあり、私たちが勉強になります。ただ、訪問していて思うことは、ご両親の今までの経験でケアが進み危険であり、指導させていただいても理解が得られないこともあり、ジレンマとなっています。例）誤嚥性肺炎を繰り返している方にヘッドアップして食事を摂るよう説明してもフラットのままであったり、他の方でPEG造設されているので、栄養はPEGからにして経口からは楽しみ程度にしてと言っても、食事を経口から摂るなど。 サイキン ホウモン イライ フ ワタクシ カンゴシ リキリョウ ブソク リヨウシャ カゾク マンゾク カンゴ テイキョウ カン ゲンザイ リヨウシャ カゾク オソ オオ ワタシ ベンキョウ ホウモン オモ リョウシン イマ ケイケン スス キケン シドウ リカイ エ レイ ゴエンセイ ハイエン ク カエ カタ ショクジ ト セツメイ ホカ カタ ゾウ セツ エイヨウ ケイコウ タノ テイド イ ショクジ ケイコウ ト

		承諾 ショウダク		マロニエ訪問看護ステーション		0287-37-6322		0287-39-3305		329-2763		那須塩原市井口537-3 にしなすの総合在宅ｹｱｾﾝﾀｰ内		5		7		0		5		0		2		1		那須塩原市、那須町、大田原市　リハビリのみ→那珂川町訪問可能 ナスシオバラ シ ナスマチ オオタワラシ ナカガワ マチ ホウモン カノウ		1		1		1		0		1		1		1		1		0		0		0		1		1		1		1		1		1		0		1		1		1		1		1		1		0		0		1		1		1		0		1		0		0		0		1		0		1		1		1		1		1		1		3		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーション佐野		0283-86-7013		0283-86-7031		327-0847		佐野市天神町７７４－２２ メープルハイツ１０１号室		3		0		1		0		0		0		1		足利市、佐野市、栃木市（旧岩船市） アシカガシ サノシ トチギシ キュウ イワフネ シ		0		0		0		0		1		0		1		0		1		0		0		0		1		0		0		0		1		0		1		0		0		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		2		2		2		2		2		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1

		承諾 ショウダク		とちぎ訪問看護ステーションくろばね		0287-54-0507		0287-54-0580		324-0241		大田原市黒羽向町142番地		6		0		0		0		1		0		2		大田原市、那須塩原市、那須町、那珂川町 オオタワラシ ナスシオバラ シ ナスマチ ナカガワマチ		1		0		0		0		1		1		1		1		1		0		1		0		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		3		3		3		3		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		1		2		2		2		2		2		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3

		承諾 ショウダク		鹿沼訪問看護ステーション		0289-60-5650		0289-60-1687		322-0021		鹿沼市上野町320-3高橋ビル１階１０３号室		5		0		0		0		0		0				鹿沼市、旧宇都宮市、旧今市市、壬生町、西片町 カヌマシ キュウ ウツノミヤシ キュウ イマイチシ ミブマチ ニシカタマチ		0		0		0		0		0		0		1		0		1		0		0		0		1		0		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		2

chizuru_tanaka: 未記入		2		2		2		2		1		2		2		2		2		3		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションほっと		028-626-5739		028-625-8201		321-0974		宇都宮市竹林町958		11		0		0		2		0		0		0		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2

		承諾 ショウダク		芳賀赤十字訪問看護ステーション		0285-84-8266		0285-84-8266		321-4306		真岡市台町2461		6		0		0		0		0		0		0		芳賀郡全域（真岡市、益子町、芳賀町、茂木町） ハガ グン ゼンイキ モオカシ マシコマチ ハガマチ モギ マチ		1		1		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		3		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		当ステーションは今年度小児在宅医との連携を開始することができました。安心して在宅療養を継続できるよう、多職種と連携し、実施しています。高齢者が介護サービスを選択するように、サービスの充実は得られていません。現実は家族だけで利用者（児）のケアを実施しているケースもあり家族の介護負担は大きいと考えます。負担軽減のためには、スムーズなレスパイト入院や日中の一時お預かり等充実した施設が増えることでさらに安心した療養環境の提供ができると思います。よろしくお願いいたします。 トウ コンネンド ショウニ ザイタク イ レンケイ カイシ アンシン ザイタク リョウヨウ ケイゾク タ ショクシュ レンケイ ジッシ コウレイシャ カイゴ センタク ジュウジツ エ ゲンジツ カゾク リヨウシャ ジ ジッシ カゾク カイゴ フタン オオ カンガ フタン ケイゲン ニュウイン ニッチュウ イチジ アズ ナド ジュウジツ シセツ フ アンシン リョウヨウ カンキョウ テイキョウ オモ ネガ

		承諾 ショウダク		とちぎ訪問看護ステーションみぶ		0282-82-7262		0282-82-7260		321-0218		下都賀郡壬生町落合1-18-12		16		0		0		0		0		0		1		上三川町、下野市、壬生町、宇都宮 カミノカワマチ シモノ シ ミブ チョウ ウツノミヤ		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		1		0		1		1		1		1		1		1		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		病院との連携が大切。在宅生活を支援するためにチームで対応する（介護者の支援） ビョウイン レンケイ タイセツ ザイタク セイカツ シエン タイオウ カイゴシャ シエン

		承諾 ショウダク		ＷＡＤＥＷＡＤＥ訪問看護ステーション		028-666-5420		028-666-5460		321-0923		栃木県宇都宮市下栗町2913-1 ３２１－０９２３		12		0		0		0		0		0				宇都宮市、上三川町、 ウツノミヤシ カミノカワマチ		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		0		0		1		0		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		重心の方を看る側（介護者）の負担軽減の必要性を感じてしまいます。まだまだ「私がやらなければ」という気持ちが強く、様々な資源活用へと動きが進むような発信が大切だと思っています。 ジュウシン カタ ミ ガワ カイゴシャ フタン ケイゲン ヒツヨウセイ カン ワタシ キモ ツヨ サマザマ シゲン カツヨウ ウゴ スス ハッシン タイセツ オモ

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションあい		0287-83-8035		0287-83-8222		321-0628		那須烏山市金井2-5-9 ベンチャープラザ7号室 ゴウシツ		8		0		1		0		0		0		1		那須烏山市、那珂川町、茂木町、一貝町 ナスカラスヤマシ ナカガワマチ モギマチ イチ ガイ マチ		1		1		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		0		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		小児や重心など医療依存度が高い方には家族が安心して預けられる事業所とスタッフが必要です（レスパイトの本当の意味で）訪問看護スタッフが動きやすい仕組みがあればもっと介入できると思います。例えば在宅以外への支援での算定が可能になる。長時間支援が可能になるなど。在宅支援診療所が多ければ助かります。開業医で努力してくださる医師の力で乗り切っている地域は特にそう感じます。後方病院親元病院との連携、地域との調整などスムーズにシームレスに行われるとうれしいです。行政からの介入が少なく、制度のことなど知らないまま苦労されている方が多いので、窓口での丁寧かつタイミングよく助言をしていただくと嬉しいです。 ショウニ ジュウシン イリョウ イゾンド タカ カタ カゾク アンシン アズ ジギョウショ ヒツヨウ ホントウ イミ ホウモン カンゴ ウゴ シク カイニュウ オモ タト ザイタク イガイ シエン サンテイ カノウ チョウジカン シエン カノウ ザイタク シエン シンリョウジョ オオ タス カイギョウイ ドリョク イシ チカラ ノ キ チイキ トク カン コウホウ ビョウイン オヤモト ビョウイン レンケイ チイキ チョウセイ オコナ ギョウセイ カイニュウ スク セイド シ クロウ カタ オオ マドグチ テイネイ ジョゲン ウレ

		承諾 ショウダク		あおい訪問看護ステーション		0284-73-9456		0284-72-7600		326-0831		足利市堀込町2556 セレッソ・コート１階		16		0		0		4		0		0				足利市とその周辺（佐野市、館林市、巴楽町、太田市、桐生市） アシカガシ シュウヘン サノシ タテバヤシシ トモエ ラク マチ オオタシ キリュウシ		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1

		承諾 ショウダク		那須赤十字訪問看護ステーション		0287-23-8866		0287-23-8903		324-8686		大田原市中田原1081-4		8		1		0		0		0		0				大田原市、那須塩原市（一部を除く） オオタワラシ ナスシオバラ シ イチブ ノゾ		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		1		1		0		1		0		1		1		1		0		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションゆりの木		0287-47-5123		0287-47-5124		324-0028		大田原市山の手1-1-7 ヤマ テ		4		0		0		0		0		0				大田原市、那須塩原市、那珂川町 オオタワラシ ナスシオバラ シ ナカガワマチ		1		1		1		0		1		1		1		1		0		0		0		1		1		0		1		1		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		0		0		1		0		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		3		1		1		1		1		2		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		3		1		1		1		1		3		1		1		1		1		1		1		1		1		3		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		3		3		1		3		3		1		1		1		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		重症心身障害児施設で勤務したことのある看護師が2名いますので積極的に依頼があれば支援させていただきたいと思っています。こどもはやはり親元で成長発達できることが何よりも必要なことであると思っています。 ジュウショウ シンシン ショウガイ ジ シセツ キンム カンゴシ メイ セッキョクテキ イライ シエン オモ オヤモト セイチョウ ハッタツ ナニ ヒツヨウ オモ

		承諾 ショウダク		ライフ訪問看護リハビリテーション		0284-64-8799		0284-64-8335		326-0831		足利市堀込町2656-7　ASKビル３０１号		5		0		0		1		0		0		0		足利市、佐野市、館林市、邑楽郡、太田市、桐生市 アシカガシ サノシ タテバヤシシ オウラ グン オオタシ キリュウシ		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		この件に関する研修の案内が少ないため、学ぶ機会をもっと増やしてほしい ケン カン ケンシュウ アンナイ スク マナ キカイ フ

		承諾 ショウダク		わくわく訪問看護ステーションおやま		0285-24-6575		0285-20-0255		323-0022		小山市駅東通り3-9-6		11		0		0		5		0		0		0		小山市、結城市（茨城県）、下野市の一部、栃木市（PTのみ） オヤマシ ユウキシ イバラキケン シモノ シ イチブ トチギシ		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		1		1		1		1		3		3		3		1		1		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		自立支援のケアマネージャーがいるが、医療福祉行政をうまく連携してまとめる役割が果たせていない。それぞれが別々で動いており、介護者が困ったときの相談窓口に迷う。 ジリツ シエン イリョウ フクシ ギョウセイ レンケイ ヤクワリ ハ ベツベツ ウゴ カイゴシャ コマ ソウダン マドグチ マヨ

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーション風		028-612-1333		028-612-1384		321-0117		宇都宮市城南3丁目5-6		3		1		0		1		0		0				宇都宮、鹿沼、下野、壬生 ウツノミヤ カヌマ シモノ ミブ		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		1		1		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1

		承諾 ショウダク		宮の橋訪問看護ステーション		028-635-9839		028-635-9839		321-0963		宇都宮市南大通り1-1-23		7		0		0		1		0		0		0		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		1		1		0		1		1		1		1		1		0		0		0		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		レスパイト等受け入れ先が少ない。市のコーディネーター様がご多忙の様子であり、要望に対しての対応にかなりの時間を要する（対応されないこともある）。年度変わるときなど、担当者（市）の引き継ぎがされず、進んでいた調整も振り出しに戻ってしまうことがある。 トウ ウ イ サキ スク シ サマ タボウ ヨウス ヨウボウ タイ タイオウ ジカン ヨウ タイオウ ネンド カ タントウシャ シ ヒ ツ スス チョウセイ フ ダ モド

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションオリーブ		0282-27-8414		0282-27-8415		328-0027		栃木市今泉町1丁目17番29号		7		0		0		0		0		0				栃木市、小山市、下野市、壬生町 トチギシ オヤマシ シモノ シ ミブ マチ		1		1		1		0		1		1		1		1		0		0		0		0		1		1		1		1		0		0		1		1		1		0		1		1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションマザーの家		0283-85-7771		0283-85-7772		327-0504		佐野市中町942-1		2		0		3		0		0		0				佐野市 サノシ		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーション卯の郷		028-682-7770		028-682-7766		329-1311		さくら市氏家2650番地		3		0		0		0		0		0				さくら市（周辺15ｋｍ以内）、塩谷町、那須烏山市、宇都宮市、高根沢町 シ シュウヘン イナイ シオヤ マチ ナスカラスヤマシ ウツノミヤシ タカネザワ マチ		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		3		3		3		3		3		1		2		2		2		2		2		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		2		2		2		3		3		3		3		1		1		1		3		3		3		3		1		2		2		2		2		2		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		2		2		2		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションたかねざわ		028-680-1701		028-680-1702		329-1233		塩谷郡高根沢町宝積寺2426-8 		16		0		0		0		0		0				高根沢町、さくら市、那須烏山市、芳賀町、市貝町、茂木町、益子町、宇都宮市 タカネザワマチ シ ナスカラスヤマシ ハガ マチ イチ カイ チョウ モギマチ マシコ チョウ ウツノミヤシ		1		1		1		0		1		1		1		1		1		0		1		0		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		2		2		2		2		2

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションみどり		0285-45-8362		0285-45-8397		329-0214		小山市乙女786-1		3		0		1		0		0		0				小山市、栃木市、古河市、結城市 オヤマシ トチギシ コガシ ユウキシ		0		0		1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		1		0		1		0		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		3		2		2		2		3		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		1		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		1		1		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		訪問看護師がもっと社会資源として同行できるとよいと思う。在宅での療養はもっと看護師が活躍できる体制が整うとよいと思った。 ホウモン カンゴシ シャカイ シゲン ドウコウ オモ ザイタク リョウヨウ カンゴシ カツヤク タイセイ トトノ オモ

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションあるく		028-643-5586		028-678-8796		320-0036		宇都宮市小幡2-6-14 		5		0		1		0		0		0		1		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		0		1		0		1		0		1		0		0		1		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3

		承諾 ショウダク		とちぎ訪問看護ステーションおやま		0285-39-8602		0285-39-8607		323-0827		栃木県小山市神鳥谷2251-7 ３２３－０８２７		12		0		0		0		0		0		1		小山市、下野市（南部）、野木町（北部） オヤマシ シモノ シ ナンブ ノギ マチ ホクブ		1		1		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		1		1		1		0		0		1		0		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		3		3		1		1		1		3		1		1		1		1		小児の重症心身障害児の訪問看護を行っていく上で。たびたび感じるのが成長に伴った教育、就学が難しく親御さんの希望通りにいかないことが多く残念に思います。難しいところだと思いますが… ショウニ ジュウショウ シンシン ショウガイジ ホウモン カンゴ オコナ ウエ カン セイチョウ トモナ キョウイク シュウガク ムズカ オヤゴ キボウ ドオ オオ ザンネン オモ ムズカ オモ

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションここあ		028-600-3735		028-600-3736		321-2116		栃木県宇都宮市徳次郎町998-9 ３２１－２１１６		10		1		0		1		0		0		2		宇都宮市、日光市、 ウツノミヤシ ニッコウシ		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2

chizuru_tanaka: 未記入		

chizuru_tanaka: 未記入		

chizuru_tanaka: 未記入		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3







訪問看護事業所 (記述)

		Ｑ1.貴施設について、お伺いいたします キ シセツ ウカガ

		1		事業所名 ジギョウショ メイ

		2		電話番号 デンワ バンゴウ

		3		FAX番号 バンゴウ

		4		所在地 ショザイチ

		5		職員構成（常勤・非常勤は問いません） ショクイン コウセイ ジョウキン ヒジョウキン ト

						看護師 カンゴシ

						作業療法士 サギョウ リョウホウシ

						准看護師 ジュンカンゴシ

						理学療法士 リガク リョウホウシ

						保健師 ホケンシ

						言語療法士 ゲンゴ リョウホウシ

						その他 タ

		6		訪問可能な主な市町村 ホウモン カノウ オモ シチョウソン

		Q2.いままでに以下の項目を在宅看護で行ったことがありますか（あるものすべてにチェックをしてください） イカ コウモク ザイタク カンゴ オコナ

								成人在宅 セイジン ザイタク				小児在宅 ショウニ ザイタク

				在宅人工呼吸器の管理 ザイタク ジンコウ コキュウキ カンリ

				気管カニューレの交換 キカン コウカン

				気管カニューレ部位のガーゼ交換 キカン ブイ コウカン

				気管内吸引 キカンナイ キュウイン

				食事介助 ショクジ カイジョ

				経鼻チューブの交換 ケイビ コウカン

				胃瘻の管理 イロウ カンリ

				経管栄養の注入 ケイカン エイヨウ チュウニュウ

				ストーマの管理 カンリ

				尿道カテーテルの管理 ニョウドウ カンリ

				導尿 ドウニョウ

				入浴介助 ニュウヨク カイジョ

				看護師によるリハビリテーション カンゴシ

				OTもしくはPTによるリハビリテーション

				中心静脈カテーテル管理 チュウシン ジョウミャク カンリ

				高カロリー輸液の管理 コウ ユエキ カンリ

				薬剤の静注（抗生物質や利尿剤など） ヤクザイ ジョウチュウ コウセイ ブッシツ リニョウザイ

				麻薬による疼痛コントロール マヤク ウズ ツウ

				終末期の医療的ケア シュウマツキ イリョウテキ

				在宅での看取り ザイタク ミト

				24時間対応 ジカン タイオウ

		Q3.現時点で、依頼のあった場合、重症心身障害児（者）の在宅医療を行うことはできますか ゲンジテン イライ バアイ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ ザイタク イリョウ オコナ

		1		できる

		2		できない

		3		要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン

		Q4.依頼があった場合に可能な医療的ケアと身体介護についてお答えください イライ バアイ カノウ イリョウテキ シンタイ カイゴ コタ

		※個別シートにて対応 コベツ タイオウ



				Ｑ1.貴施設について、お伺いいたします キ シセツ ウカガ										Q5.重症心身障害児（者）の方に対する医療、在宅生活等についてお気づきのことなど、ご自由にお書きください ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ カタ タイ イリョウ ザイタク セイカツナド キ ジユウ カ

				事業所名 ジギョウショ メイ		電話番号 デンワ バンゴウ		FAX番号 バンゴウ		郵便番号 ユウビンバンゴウ		所在地 ショザイチ

		承諾可否 ショウダク カヒ

		否 ヒ		曙訪問看護ステーション アケボノ ホウモン カンゴ		028-660-7803		028-683-5306		321-0901		宇都宮市平出町413番地		いつも大変お世話になっております。当STでも数名の小児利用者をNS、PT、OTでサポートしています。又、貴院のショートステイを利用させて頂いております。ご利用者様、家族が安心して過ごせるよう地域でサポートできたらと考えています。どうぞよろしくお願い申し上げます。 タイヘン セワ トウ スウメイ ショウニ リヨウシャ マタ キ イン リヨウ イタダ リヨウシャサマ カゾク アンシン ス チイキ カンガ ネガ モウ ア

		否 ヒ		とちぎメディカルセンター		0282-22-5810		0282-225812		328-0043		栃木市境町27-21

		否 ヒ		あいケアステーション		0282-23-6221		0282-24-9850		328-0074		栃木市薗部町2-5-9

		否 ヒ		訪問看護ステーションこすもす		0285-80-5511		0285-80-5512		321-4337		真岡市上高間木2-24-4		緊急時に主治医又はバッックベットのある病院との連携がとれる体制が整っていないと、在宅での対応に不安があります。
現在のところ、小児科、精神科看護を経験したスタッフがいない為、受け入れに不安がありますので今回はガイドマップ等に公表することに同意する事は控えさせていただきたいと思います。 キンキュウジ シュジイ マタ ビョウイン レンケイ タイセイ トトノ ザイタク タイオウ フアン ゲンザイ ショウニカ セイシンカ カンゴ ケイケン タメ ウ イ フアン コンカイ ナド コウヒョウ ドウイ コト ヒカ オモ

		否 ヒ		訪問看護ステーションひばり		0289-64-7226		0289-64-2225		322-8550		鹿沼市下田町1-1033

		否 ヒ		訪問看護ステーション那須		0287-73-5048		0287-63-4566		325-0023		那須塩原市豊浦10-706

		承諾 ショウダク		さくら訪問看護ステーション		0287-29-3252		0287-29-3252		324-0058		大田原市紫塚3-2633-10		小児の受入数（実績）が少ないので、実際依頼があった場合、入院中から手技等の指導を受けたいと思います。 ショウニ ウケイレスウ ジッセキ スク ジッサイ イライ バアイ ニュウインチュウ シュギ ナド シドウ ウ オモ

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションたんぽぽ		0280-57-1888		0280-57-3819		329-0101		下都賀郡野木町友沼5119-12		受け入れてくれる訪問看護Stの数が少ないと思います。研修会の機会を設けてサービス体制が構築できると良いと思います。 ウ イ ホウモン カンゴ カズ スク オモ ケンシュウカイ キカイ モウ タイセイ コウチク ヨ オモ

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションうつのみや		028-612-6103		028-612-6104		320-0852		宇都宮市下砥上町字並塚643番地1

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーション石橋		0285-52-2293		0285-52-2268		329-0511		下野市石橋628番地		最近、訪問依頼が増えてきていますが、私たち看護師の力量不足から利用者家族へ満足のいく看護が提供できないように感じています。現在の、利用者家族から教わることが多くあり、私たちが勉強になります。ただ、訪問していて思うことは、ご両親の今までの経験でケアが進み危険であり、指導させていただいても理解が得られないこともあり、ジレンマとなっています。例）誤嚥性肺炎を繰り返している方にヘッドアップして食事を摂るよう説明してもフラットのままであったり、他の方でPEG造設されているので、栄養はPEGからにして経口からは楽しみ程度にしてと言っても、食事を経口から摂るなど。 サイキン ホウモン イライ フ ワタクシ カンゴシ リキリョウ ブソク リヨウシャ カゾク マンゾク カンゴ テイキョウ カン ゲンザイ リヨウシャ カゾク オソ オオ ワタシ ベンキョウ ホウモン オモ リョウシン イマ ケイケン スス キケン シドウ リカイ エ レイ ゴエンセイ ハイエン ク カエ カタ ショクジ ト セツメイ ホカ カタ ゾウ セツ エイヨウ ケイコウ タノ テイド イ ショクジ ケイコウ ト

		承諾 ショウダク		マロニエ訪問看護ステーション		0287-37-6322		0287-39-3305		329-2763		那須塩原市井口537-3 にしなすの総合在宅ｹｱｾﾝﾀｰ内

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーション佐野		0283-86-7013		0283-86-7031		327-0847		佐野市天神町７７４－２２ メープルハイツ１０１号室

		承諾 ショウダク		とちぎ訪問看護ステーションくろばね		0287-54-0507		0287-54-0580		324-0241		大田原市黒羽向町142番地

		承諾 ショウダク		鹿沼訪問看護ステーション		0289-60-5650		0289-60-1687		322-0021		鹿沼市上野町320-3高橋ビル１階１０３号室

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションほっと		028-626-5739		028-625-8201		321-0974		宇都宮市竹林町958

		承諾 ショウダク		芳賀赤十字訪問看護ステーション		0285-84-8266		0285-84-8266		321-4306		真岡市台町2461		当ステーションは今年度小児在宅医との連携を開始することができました。安心して在宅療養を継続できるよう、多職種と連携し、実施しています。高齢者が介護サービスを選択するように、サービスの充実は得られていません。現実は家族だけで利用者（児）のケアを実施しているケースもあり家族の介護負担は大きいと考えます。負担軽減のためには、スムーズなレスパイト入院や日中の一時お預かり等充実した施設が増えることでさらに安心した療養環境の提供ができると思います。よろしくお願いいたします。 トウ コンネンド ショウニ ザイタク イ レンケイ カイシ アンシン ザイタク リョウヨウ ケイゾク タ ショクシュ レンケイ ジッシ コウレイシャ カイゴ センタク ジュウジツ エ ゲンジツ カゾク リヨウシャ ジ ジッシ カゾク カイゴ フタン オオ カンガ フタン ケイゲン ニュウイン ニッチュウ イチジ アズ ナド ジュウジツ シセツ フ アンシン リョウヨウ カンキョウ テイキョウ オモ ネガ

		承諾 ショウダク		とちぎ訪問看護ステーションみぶ		0282-82-7262		0282-82-7260		321-0218		下都賀郡壬生町落合1-18-12		病院との連携が大切。在宅生活を支援するためにチームで対応する（介護者の支援） ビョウイン レンケイ タイセツ ザイタク セイカツ シエン タイオウ カイゴシャ シエン

		承諾 ショウダク		ＷＡＤＥＷＡＤＥ訪問看護ステーション		028-666-5420		028-666-5460		321-0923		栃木県宇都宮市下栗町2913-1 ３２１－０９２３		重心の方を看る側（介護者）の負担軽減の必要性を感じてしまいます。まだまだ「私がやらなければ」という気持ちが強く、様々な資源活用へと動きが進むような発信が大切だと思っています。 ジュウシン カタ ミ ガワ カイゴシャ フタン ケイゲン ヒツヨウセイ カン ワタシ キモ ツヨ サマザマ シゲン カツヨウ ウゴ スス ハッシン タイセツ オモ

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションあい		0287-83-8035		0287-83-8222		321-0628		那須烏山市金井2-5-9 ベンチャープラザ7号室 ゴウシツ		小児や重心など医療依存度が高い方には家族が安心して預けられる事業所とスタッフが必要です（レスパイトの本当の意味で）訪問看護スタッフが動きやすい仕組みがあればもっと介入できると思います。例えば在宅以外への支援での算定が可能になる。長時間支援が可能になるなど。在宅支援診療所が多ければ助かります。開業医で努力してくださる医師の力で乗り切っている地域は特にそう感じます。後方病院親元病院との連携、地域との調整などスムーズにシームレスに行われるとうれしいです。行政からの介入が少なく、制度のことなど知らないまま苦労されている方が多いので、窓口での丁寧かつタイミングよく助言をしていただくと嬉しいです。 ショウニ ジュウシン イリョウ イゾンド タカ カタ カゾク アンシン アズ ジギョウショ ヒツヨウ ホントウ イミ ホウモン カンゴ ウゴ シク カイニュウ オモ タト ザイタク イガイ シエン サンテイ カノウ チョウジカン シエン カノウ ザイタク シエン シンリョウジョ オオ タス カイギョウイ ドリョク イシ チカラ ノ キ チイキ トク カン コウホウ ビョウイン オヤモト ビョウイン レンケイ チイキ チョウセイ オコナ ギョウセイ カイニュウ スク セイド シ クロウ カタ オオ マドグチ テイネイ ジョゲン ウレ

		承諾 ショウダク		あおい訪問看護ステーション		0284-73-9456		0284-72-7600		326-0831		足利市堀込町2556 セレッソ・コート１階

		承諾 ショウダク		那須赤十字訪問看護ステーション		0287-23-8866		0287-23-8903		324-8686		大田原市中田原1081-4

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションゆりの木		0287-47-5123		0287-47-5124		324-0028		大田原市山の手1-1-7 ヤマ テ		重症心身障害児施設で勤務したことのある看護師が2名いますので積極的に依頼があれば支援させていただきたいと思っています。こどもはやはり親元で成長発達できることが何よりも必要なことであると思っています。 ジュウショウ シンシン ショウガイ ジ シセツ キンム カンゴシ メイ セッキョクテキ イライ シエン オモ オヤモト セイチョウ ハッタツ ナニ ヒツヨウ オモ

		承諾 ショウダク		ライフ訪問看護リハビリテーション		0284-64-8799		0284-64-8335		326-0831		足利市堀込町2656-7　ASKビル３０１号		この件に関する研修の案内が少ないため、学ぶ機会をもっと増やしてほしい ケン カン ケンシュウ アンナイ スク マナ キカイ フ

		承諾 ショウダク		わくわく訪問看護ステーションおやま		0285-24-6575		0285-20-0255		323-0022		小山市駅東通り3-9-6		自立支援のケアマネージャーがいるが、医療福祉行政をうまく連携してまとめる役割が果たせていない。それぞれが別々で動いており、介護者が困ったときの相談窓口に迷う。 ジリツ シエン イリョウ フクシ ギョウセイ レンケイ ヤクワリ ハ ベツベツ ウゴ カイゴシャ コマ ソウダン マドグチ マヨ

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーション風		028-612-1333		028-612-1384		321-0117		宇都宮市城南3丁目5-6

		承諾 ショウダク		宮の橋訪問看護ステーション		028-635-9839		028-635-9839		321-0963		宇都宮市南大通り1-1-23		レスパイト等受け入れ先が少ない。市のコーディネーター様がご多忙の様子であり、要望に対しての対応にかなりの時間を要する（対応されないこともある）。年度変わるときなど、担当者（市）の引き継ぎがされず、進んでいた調整も振り出しに戻ってしまうことがある。 トウ ウ イ サキ スク シ サマ タボウ ヨウス ヨウボウ タイ タイオウ ジカン ヨウ タイオウ ネンド カ タントウシャ シ ヒ ツ スス チョウセイ フ ダ モド

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションオリーブ		0282-27-8414		0282-27-8415		328-0027		栃木市今泉町1丁目17番29号

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションマザーの家		0283-85-7771		0283-85-7772		327-0504		佐野市中町942-1

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーション卯の郷		028-682-7770		028-682-7766		329-1311		さくら市氏家2650番地

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションたかねざわ		028-680-1701		028-680-1702		329-1233		塩谷郡高根沢町宝積寺2426-8 

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションみどり		0285-45-8362		0285-45-8397		329-0214		小山市乙女786-1		訪問看護師がもっと社会資源として同行できるとよいと思う。在宅での療養はもっと看護師が活躍できる体制が整うとよいと思った。 ホウモン カンゴシ シャカイ シゲン ドウコウ オモ ザイタク リョウヨウ カンゴシ カツヤク タイセイ トトノ オモ

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションあるく		028-643-5586		028-678-8796		320-0036		宇都宮市小幡2-6-14 

		承諾 ショウダク		とちぎ訪問看護ステーションおやま		0285-39-8602		0285-39-8607		323-0827		栃木県小山市神鳥谷2251-7 ３２３－０８２７		小児の重症心身障害児の訪問看護を行っていく上で。たびたび感じるのが成長に伴った教育、就学が難しく親御さんの希望通りにいかないことが多く残念に思います。難しいところだと思いますが… ショウニ ジュウショウ シンシン ショウガイジ ホウモン カンゴ オコナ ウエ カン セイチョウ トモナ キョウイク シュウガク ムズカ オヤゴ キボウ ドオ オオ ザンネン オモ ムズカ オモ

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションここあ		028-600-3735		028-600-3736		321-2116		栃木県宇都宮市徳次郎町998-9 ３２１－２１１６







訪問看護事業所 (作業)

		Ｑ1.貴施設について、お伺いいたします キ シセツ ウカガ

		1		事業所名 ジギョウショ メイ

		2		電話番号 デンワ バンゴウ

		3		FAX番号 バンゴウ

		4		所在地 ショザイチ

		5		職員構成（常勤・非常勤は問いません） ショクイン コウセイ ジョウキン ヒジョウキン ト

						看護師 カンゴシ

						作業療法士 サギョウ リョウホウシ

						准看護師 ジュンカンゴシ

						理学療法士 リガク リョウホウシ

						保健師 ホケンシ

						言語療法士 ゲンゴ リョウホウシ

						その他 タ

		6		訪問可能な主な市町村 ホウモン カノウ オモ シチョウソン

		Q2.いままでに以下の項目を在宅看護で行ったことがありますか（あるものすべてにチェックをしてください） イカ コウモク ザイタク カンゴ オコナ

								成人在宅 セイジン ザイタク				小児在宅 ショウニ ザイタク

				在宅人工呼吸器の管理 ザイタク ジンコウ コキュウキ カンリ

				気管カニューレの交換 キカン コウカン

				気管カニューレ部位のガーゼ交換 キカン ブイ コウカン

				気管内吸引 キカンナイ キュウイン

				食事介助 ショクジ カイジョ

				経鼻チューブの交換 ケイビ コウカン

				胃瘻の管理 イロウ カンリ

				経管栄養の注入 ケイカン エイヨウ チュウニュウ

				ストーマの管理 カンリ

				尿道カテーテルの管理 ニョウドウ カンリ

				導尿 ドウニョウ

				入浴介助 ニュウヨク カイジョ

				看護師によるリハビリテーション カンゴシ

				OTもしくはPTによるリハビリテーション

				中心静脈カテーテル管理 チュウシン ジョウミャク カンリ

				高カロリー輸液の管理 コウ ユエキ カンリ

				薬剤の静注（抗生物質や利尿剤など） ヤクザイ ジョウチュウ コウセイ ブッシツ リニョウザイ

				麻薬による疼痛コントロール マヤク ウズ ツウ

				終末期の医療的ケア シュウマツキ イリョウテキ

				在宅での看取り ザイタク ミト

				24時間対応 ジカン タイオウ

		Q3.現時点で、依頼のあった場合、重症心身障害児（者）の在宅医療を行うことはできますか ゲンジテン イライ バアイ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ ザイタク イリョウ オコナ

		1		できる

		2		できない

		3		要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン

		Q4.依頼があった場合に可能な医療的ケアと身体介護についてお答えください イライ バアイ カノウ イリョウテキ シンタイ カイゴ コタ

		※個別シートにて対応 コベツ タイオウ



				Ｑ1.貴施設について、お伺いいたします キ シセツ ウカガ																																												Q2.いままでに以下の項目を在宅看護で行ったことがありますか（あるものすべてにチェックをしてください）【1.ある、0.ない】 イカ コウモク ザイタク カンゴ オコナ																																																																																				Q3		Q4.依頼があった場合に可能な医療的ケアと身体介護についてお答えください【1.できる、2.できない、3.要相談（条件による）】 イライ バアイ カノウ イリョウテキ シンタイ カイゴ コタ ヨウ ソウダン ジョウケン																																																																																																																																																																																																																		Q5.重症心身障害児（者）の方に対する医療、在宅生活等についてお気づきのことなど、ご自由にお書きください ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ カタ タイ イリョウ ザイタク セイカツナド キ ジユウ カ

				事業所名 ジギョウショ メイ		電話番号 デンワ バンゴウ		FAX番号 バンゴウ		郵便番号 ユウビンバンゴウ		所在地 ショザイチ		職員構成（常勤・非常勤は問いません）【人数：名】 ショクイン コウセイ ジョウキン ヒジョウキン ト ニンズウ メイ																																訪問可能な主な市町村 ホウモン カノウ オモ シチョウソン		在宅人工呼吸器の管理 ザイタク ジンコウ コキュウキ カンリ				気管カニューレの交換 キカン コウカン				気管カニューレ部位のガーゼ交換 キカン ブイ コウカン				気管内吸引 キカンナイ キュウイン				食事介助 ショクジ カイジョ				経鼻チューブの交換 ケイビ コウカン				胃瘻の管理 イロウ カンリ				経管栄養の注入 ケイカン エイヨウ チュウニュウ				ストーマの管理 カンリ				尿道カテーテルの管理 ニョウドウ カンリ				導尿 ドウニョウ				入浴介助 ニュウヨク カイジョ				看護師によるリハビリテーション カンゴシ				OTもしくはPTによるリハビリテーション				中心静脈カテーテル管理 チュウシン ジョウミャク カンリ				高カロリー輸液の管理 コウ ユエキ カンリ				薬剤の静注（抗生物質や利尿剤など） ヤクザイ ジョウチュウ コウセイ ブッシツ リニョウザイ				麻薬による疼痛コントロール マヤク ウズ ツウ				終末期の医療的ケア シュウマツキ イリョウテキ				在宅での看取り ザイタク ミト				24時間対応 ジカン タイオウ						在宅人工呼吸器の管理 ザイタク ジンコウ コキュウキ カンリ										気管カニューレの交換 キカン コウカン										気管カニューレの管理（日常の交換以外の対応） キカン カンリ ニチジョウ コウカン イガイ タイオウ										気管内吸引 キカンナイ キュウイン										食事介助 ショクジ カイジョ										経鼻チューブの交換 ケイビ コウカン										ストーマの管理 カンリ										尿道カテーテルの管理 ニョウドウ カンリ										導尿 ドウニョウ										入浴介助 ニュウヨク カイジョ										看護師によるリハビリテーション カンゴシ										OTもしくはPTによるリハビリテーション										中心静脈カテーテル管理 チュウシン ジョウミャク カンリ										高カロリー輸液の管理 コウ ユエキ カンリ										薬剤の静注（抗生物質や利尿剤など） ヤクザイ ジョウチュウ コウセイ ブッシツ リニョウザイ										麻薬による疼痛コントロール マヤク トウツウ										終末期の医療的ケア シュウマツキ イリョウテキ										在宅での看取り ザイタク ミト										24時間対応 ジカン タイオウ										外出の介助 ガイシュツ カイジョ										通院の介助 ツウイン カイジョ

		承諾可否 ショウダク カヒ												看護師 カンゴシ		作業療法士 サギョウ リョウホウシ		准看護師 ジュンカンゴシ		理学療法士 リガク リョウホウシ		保健師 ホケンシ		言語療法士 ゲンゴ リョウホウシ		その他 タ																						成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ				乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ

		否 ヒ		曙訪問看護ステーション アケボノ ホウモン カンゴ		028-660-7803		028-683-5306		321-0901		宇都宮市平出町413番地		8		3		0		3		0		1		0		宇都宮 ウツノミヤ		高根沢 タカネザワ														宇都宮市 ウツノミヤシ		宇都宮、高根沢 ウツノミヤ タカネザワ		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		3		2		2		2		2		3		2		2		2		2		2		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		1		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		1		1		1		3		3		3		1		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		2		2		2		2		2		いつも大変お世話になっております。当STでも数名の小児利用者をNS、PT、OTでサポートしています。又、貴院のショートステイを利用させて頂いております。ご利用者様、家族が安心して過ごせるよう地域でサポートできたらと考えています。どうぞよろしくお願い申し上げます。 タイヘン セワ トウ スウメイ ショウニ リヨウシャ マタ キ イン リヨウ イタダ リヨウシャサマ カゾク アンシン ス チイキ カンガ ネガ モウ ア

		否 ヒ		とちぎメディカルセンター		0282-22-5810		0282-225812		328-0043		栃木市境町27-21		9		0		4		1		0		1		2		栃木市 トチギシ		小山市 オヤマシ		壬生町 ミブマチ												栃木市 トチギシ		栃木市、小山市、壬生町 トチギシ オヤマシ ミブマチ		1		1		1		0		1		1		1		1		1		0		1		0		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		0		1		1		3		2		1		1		1		1		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		2		2		2		1		1		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		1		1		1		1		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		2		2		2		2		2

		否 ヒ		あいケアステーション		0282-23-6221		0282-24-9850		328-0074		栃木市薗部町2-5-9		1		0		2		2		0		0		0		栃木市 トチギシ																栃木市 トチギシ		栃木市 トチギシ		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		3		2		2		2		2		3		2		2		2		2		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		3		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		3		2		2		2		2		3		2		2		2		2		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		2		2		2		2		3

		否 ヒ		訪問看護ステーションこすもす		0285-80-5511		0285-80-5512		321-4337		真岡市上高間木2-24-4		4		2		0		1		0		0		0																		鹿沼市 カヌマシ				1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		3		2		2		2		3		3		2		2		2		3		3		2		2		2		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		3		3		3		3		3		3		3		2		2		2		3		3		2		2		2		3		3		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		2		2		2		2		3		2		2		2		2		3		2		2		2		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		1		3		3		3		3		3		2		2		2		2		2		緊急時に主治医又はバッックベットのある病院との連携がとれる体制が整っていないと、在宅での対応に不安があります。
現在のところ、小児科、精神科看護を経験したスタッフがいない為、受け入れに不安がありますので今回はガイドマップ等に公表することに同意する事は控えさせていただきたいと思います。 キンキュウジ シュジイ マタ ビョウイン レンケイ タイセイ トトノ ザイタク タイオウ フアン ゲンザイ ショウニカ セイシンカ カンゴ ケイケン タメ ウ イ フアン コンカイ ナド コウヒョウ ドウイ コト ヒカ オモ

		否 ヒ		訪問看護ステーションひばり		0289-64-7226		0289-64-2225		322-8550		鹿沼市下田町1-1033		6		1		0		1		0		0		0		鹿沼市 カヌマシ																那須塩原市 ナスシオバラ シ		市内及び近隣市 シナイ オヨ キンリン シ		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		0		1		1		2

chizuru_tanaka: 未記入		1		1		2		2		1		2		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		1		3		3		1		1		1		3		3		3		3		1		3		3		1		1		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		1		3		3		3		1		1		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1

		否 ヒ		訪問看護ステーション那須		0287-73-5048		0287-63-4566		325-0023		那須塩原市豊浦10-706		5		0		2		0		0		0		0		那須塩原市 ナスシオバラ シ		大田原市 オオタワラシ		那須町 ナスマチ												大田原市 オオタワラシ		那須塩原市、大田原市、那須町 ナスシオバラ シ オオタワラシ ナスマチ		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		0		0		1		0		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		2

chizuru_tanaka: 未記入		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1

		承諾 ショウダク		さくら訪問看護ステーション		0287-29-3252		0287-29-3252		324-0058		大田原市紫塚3-2633-10		5		0		0		1		0		0		0		大田原市 オオタワラシ		那須塩原市 ナスシオバラ シ		矢板市 ヤイタシ												野木町 ノギマチ		大田原市、那須塩原市、矢板市 オオタワラシ ナスシオバラ シ ヤイタ シ		1		0		1		1		1		1		1		1		1		0		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		0		1		1		3		3		3		3		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		小児の受入数（実績）が少ないので、実際依頼があった場合、入院中から手技等の指導を受けたいと思います。 ショウニ ウケイレスウ ジッセキ スク ジッサイ イライ バアイ ニュウインチュウ シュギ ナド シドウ ウ オモ

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションたんぽぽ		0280-57-1888		0280-57-3819		329-0101		下都賀郡野木町友沼5119-12		20		3		0		5		0		0		2		野木町 ノギマチ		小山市 オヤマシ		旧藤岡町 キュウ フジオカマチ												宇都宮市 ウツノミヤシ		野木町、小山市、旧藤岡町 ノギマチ オヤマシ キュウ フジオカマチ		1		1		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		1		1		1		1		1		1		0		0		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		3		1		1		1		1		1		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		3		3		3		3		3		1		1		3		2		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		2		2		2		2		2		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		受け入れてくれる訪問看護Stの数が少ないと思います。研修会の機会を設けてサービス体制が構築できると良いと思います。 ウ イ ホウモン カンゴ カズ スク オモ ケンシュウカイ キカイ モウ タイセイ コウチク ヨ オモ

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションうつのみや		028-612-6103		028-612-6104		320-0852		宇都宮市下砥上町字並塚643番地1		11		0		0		0		0		0		1		宇都宮市 ウツノミヤシ		壬生町 ミブマチ														下野市 シモノ シ		宇都宮市、壬生町 ウツノミヤシ ミブマチ		1		1		0		0		1		1		1		1		1		0		0		0		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		2

chizuru_tanaka: 未記入		3		3		3		3		1		2		2		2		2		2		3		3		3		1		1		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		3		3		3		1		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		3		3		3		1		1		3		3		3		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーション石橋		0285-52-2293		0285-52-2268		329-0511		下野市石橋628番地		7		0		0		1		0		0		1		下野市 シモノ シ		上三川町 カミノカワマチ		壬生町 ミブマチ		宇都宮市 ウツノミヤシ										那須塩原市 ナスシオバラ シ		下野市、上三川町、壬生町、宇都宮市（部） シモノ シ カミノカワマチ ミブマチ ウツノミヤシ ブ		1		1		0		0		1		1		1		1		1		0		1		0		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		3		1		1		1		1		1		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		1		3		3		3		3		3		3		3		3		1		1		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		2		2		2		2		2		最近、訪問依頼が増えてきていますが、私たち看護師の力量不足から利用者家族へ満足のいく看護が提供できないように感じています。現在の、利用者家族から教わることが多くあり、私たちが勉強になります。ただ、訪問していて思うことは、ご両親の今までの経験でケアが進み危険であり、指導させていただいても理解が得られないこともあり、ジレンマとなっています。例）誤嚥性肺炎を繰り返している方にヘッドアップして食事を摂るよう説明してもフラットのままであったり、他の方でPEG造設されているので、栄養はPEGからにして経口からは楽しみ程度にしてと言っても、食事を経口から摂るなど。 サイキン ホウモン イライ フ ワタクシ カンゴシ リキリョウ ブソク リヨウシャ カゾク マンゾク カンゴ テイキョウ カン ゲンザイ リヨウシャ カゾク オソ オオ ワタシ ベンキョウ ホウモン オモ リョウシン イマ ケイケン スス キケン シドウ リカイ エ レイ ゴエンセイ ハイエン ク カエ カタ ショクジ ト セツメイ ホカ カタ ゾウ セツ エイヨウ ケイコウ タノ テイド イ ショクジ ケイコウ ト

		承諾 ショウダク		マロニエ訪問看護ステーション		0287-37-6322		0287-39-3305		329-2763		那須塩原市井口537-3 にしなすの総合在宅ｹｱｾﾝﾀｰ内		5		7		0		5		0		2		1		那須塩原市 ナスシオバラ シ		那須町 ナスマチ		大田原市 オオタワラシ												足利市 アシカガシ		那須塩原市、那須町、大田原市　リハビリのみ→那珂川町訪問可能 ナスシオバラ シ ナスマチ オオタワラシ ナカガワ マチ ホウモン カノウ		1		1		1		0		1		1		1		1		0		0		0		1		1		1		1		1		1		0		1		1		1		1		1		1		0		0		1		1		1		0		1		0		0		0		1		0		1		1		1		1		1		1		3		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーション佐野		0283-86-7013		0283-86-7031		327-0847		佐野市天神町７７４－２２ メープルハイツ１０１号室		3		0		1		0		0		0		1		足利市 アシカガシ		佐野市 サノシ		栃木市 トチギシ												大田原市 オオタワラシ		足利市、佐野市、栃木市（旧岩船市） アシカガシ サノシ トチギシ キュウ イワフネ シ		0		0		0		0		1		0		1		0		1		0		0		0		1		0		0		0		1		0		1		0		0		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		2		2		2		2		2		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1

		承諾 ショウダク		とちぎ訪問看護ステーションくろばね		0287-54-0507		0287-54-0580		324-0241		大田原市黒羽向町142番地		6		0		0		0		1		0		2		大田原市 オオタワラシ		那須塩原市 ナスシオバラ シ		那須町 ナスマチ		那珂川町 ナカガワマチ										鹿沼市 カヌマシ		大田原市、那須塩原市、那須町、那珂川町 オオタワラシ ナスシオバラ シ ナスマチ ナカガワマチ		1		0		0		0		1		1		1		1		1		0		1		0		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		3		3		3		3		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		1		2		2		2		2		2		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3

		承諾 ショウダク		鹿沼訪問看護ステーション		0289-60-5650		0289-60-1687		322-0021		鹿沼市上野町320-3高橋ビル１階１０３号室		5		0		0		0		0		0		0		鹿沼市 カヌマシ		旧宇都宮市 キュウ ウツノミヤシ		旧今市市 キュウ イマイチシ		壬生町 ミブマチ		西片町 ニシカタマチ								宇都宮市 ウツノミヤシ		鹿沼市、旧宇都宮市、旧今市市、壬生町、西片町 カヌマシ キュウ ウツノミヤシ キュウ イマイチシ ミブマチ ニシカタマチ		0		0		0		0		0		0		1		0		1		0		0		0		1		0		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		2

chizuru_tanaka: 未記入		2		2		2		2		1		2		2		2		2		3		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションほっと		028-626-5739		028-625-8201		321-0974		宇都宮市竹林町958		11		0		0		2		0		0		0		宇都宮市 ウツノミヤシ																真岡市 モオカシ		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2

		承諾 ショウダク		芳賀赤十字訪問看護ステーション		0285-84-8266		0285-84-8266		321-4306		真岡市台町2461		6		0		0		0		0		0		0		真岡市 モオカシ		益子町 マシコマチ		芳賀町 ハガマチ		茂木町 モギマチ										上三川町 カミノカワマチ		芳賀郡全域（真岡市、益子町、芳賀町、茂木町） ハガ グン ゼンイキ モオカシ マシコマチ ハガマチ モギ マチ		1		1		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		3		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		当ステーションは今年度小児在宅医との連携を開始することができました。安心して在宅療養を継続できるよう、多職種と連携し、実施しています。高齢者が介護サービスを選択するように、サービスの充実は得られていません。現実は家族だけで利用者（児）のケアを実施しているケースもあり家族の介護負担は大きいと考えます。負担軽減のためには、スムーズなレスパイト入院や日中の一時お預かり等充実した施設が増えることでさらに安心した療養環境の提供ができると思います。よろしくお願いいたします。 トウ コンネンド ショウニ ザイタク イ レンケイ カイシ アンシン ザイタク リョウヨウ ケイゾク タ ショクシュ レンケイ ジッシ コウレイシャ カイゴ センタク ジュウジツ エ ゲンジツ カゾク リヨウシャ ジ ジッシ カゾク カイゴ フタン オオ カンガ フタン ケイゲン ニュウイン ニッチュウ イチジ アズ ナド ジュウジツ シセツ フ アンシン リョウヨウ カンキョウ テイキョウ オモ ネガ

		承諾 ショウダク		とちぎ訪問看護ステーションみぶ		0282-82-7262		0282-82-7260		321-0218		下都賀郡壬生町落合1-18-12		16		0		0		0		0		0		1		上三川町 カミノカワマチ		下野市 シモツケシ		壬生町 ミブマチ		宇都宮市 ウツノミヤシ										宇都宮市 ウツノミヤシ		上三川町、下野市、壬生町、宇都宮 カミノカワマチ シモノ シ ミブ チョウ ウツノミヤ		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		1		0		1		1		1		1		1		1		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		病院との連携が大切。在宅生活を支援するためにチームで対応する（介護者の支援） ビョウイン レンケイ タイセツ ザイタク セイカツ シエン タイオウ カイゴシャ シエン

		承諾 ショウダク		ＷＡＤＥＷＡＤＥ訪問看護ステーション		028-666-5420		028-666-5460		321-0923		栃木県宇都宮市下栗町2913-1 ３２１－０９２３		12		0		0		0		0		0		0		宇都宮市 ウツノミヤシ		上三川町 カミノカワマチ														那須烏山市 ナスカラスヤマシ		宇都宮市、上三川町、 ウツノミヤシ カミノカワマチ		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		0		0		1		0		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		重心の方を看る側（介護者）の負担軽減の必要性を感じてしまいます。まだまだ「私がやらなければ」という気持ちが強く、様々な資源活用へと動きが進むような発信が大切だと思っています。 ジュウシン カタ ミ ガワ カイゴシャ フタン ケイゲン ヒツヨウセイ カン ワタシ キモ ツヨ サマザマ シゲン カツヨウ ウゴ スス ハッシン タイセツ オモ

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションあい		0287-83-8035		0287-83-8222		321-0628		那須烏山市金井2-5-9 ベンチャープラザ7号室 ゴウシツ		8		0		1		0		0		0		1		那須烏山市 ナスカラスヤマシ		那珂川町 ナカガワマチ		茂木町 モギマチ		一貝町 イチ ガイ チョウ										足利市 アシカガシ		那須烏山市、那珂川町、茂木町、一貝町 ナスカラスヤマシ ナカガワマチ モギマチ イチ ガイ マチ		1		1		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		0		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		小児や重心など医療依存度が高い方には家族が安心して預けられる事業所とスタッフが必要です（レスパイトの本当の意味で）訪問看護スタッフが動きやすい仕組みがあればもっと介入できると思います。例えば在宅以外への支援での算定が可能になる。長時間支援が可能になるなど。在宅支援診療所が多ければ助かります。開業医で努力してくださる医師の力で乗り切っている地域は特にそう感じます。後方病院親元病院との連携、地域との調整などスムーズにシームレスに行われるとうれしいです。行政からの介入が少なく、制度のことなど知らないまま苦労されている方が多いので、窓口での丁寧かつタイミングよく助言をしていただくと嬉しいです。 ショウニ ジュウシン イリョウ イゾンド タカ カタ カゾク アンシン アズ ジギョウショ ヒツヨウ ホントウ イミ ホウモン カンゴ ウゴ シク カイニュウ オモ タト ザイタク イガイ シエン サンテイ カノウ チョウジカン シエン カノウ ザイタク シエン シンリョウジョ オオ タス カイギョウイ ドリョク イシ チカラ ノ キ チイキ トク カン コウホウ ビョウイン オヤモト ビョウイン レンケイ チイキ チョウセイ オコナ ギョウセイ カイニュウ スク セイド シ クロウ カタ オオ マドグチ テイネイ ジョゲン ウレ

		承諾 ショウダク		あおい訪問看護ステーション		0284-73-9456		0284-72-7600		326-0831		足利市堀込町2556 セレッソ・コート１階		16		0		0		4		0		0		0		足利市 アシカガシ		佐野市 サノシ														大田原市 オオタワラシ		足利市とその周辺（佐野市、館林市、巴楽町、太田市、桐生市） アシカガシ シュウヘン サノシ タテバヤシシ トモエ ラク マチ オオタシ キリュウシ		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1

		承諾 ショウダク		那須赤十字訪問看護ステーション		0287-23-8866		0287-23-8903		324-8686		大田原市中田原1081-4		8		1		0		0		0		0		0		大田原市 オオタワラシ		那須塩原市 ナスシオバラ シ														大田原市 オオタワラシ		大田原市、那須塩原市（一部を除く） オオタワラシ ナスシオバラ シ イチブ ノゾ		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		1		1		0		1		0		1		1		1		0		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションゆりの木		0287-47-5123		0287-47-5124		324-0028		大田原市山の手1-1-7 ヤマ テ		4		0		0		0		0		0		0		大田原市 オオタワラシ		那須塩原市 ナスシオバラ シ		那珂川町 ナカガワマチ												足利市 アシカガシ		大田原市、那須塩原市、那珂川町 オオタワラシ ナスシオバラ シ ナカガワマチ		1		1		1		0		1		1		1		1		0		0		0		1		1		0		1		1		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		0		0		1		0		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		3		1		1		1		1		2		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		3		1		1		1		1		3		1		1		1		1		1		1		1		1		3		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		3		3		1		3		3		1		1		1		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		重症心身障害児施設で勤務したことのある看護師が2名いますので積極的に依頼があれば支援させていただきたいと思っています。こどもはやはり親元で成長発達できることが何よりも必要なことであると思っています。 ジュウショウ シンシン ショウガイ ジ シセツ キンム カンゴシ メイ セッキョクテキ イライ シエン オモ オヤモト セイチョウ ハッタツ ナニ ヒツヨウ オモ

		承諾 ショウダク		ライフ訪問看護リハビリテーション		0284-64-8799		0284-64-8335		326-0831		足利市堀込町2656-7　ASKビル３０１号		5		0		0		1		0		0		0		足利市 アシカガシ		佐野市 サノシ														小山市 オヤマシ		足利市、佐野市、館林市、邑楽郡、太田市、桐生市 アシカガシ サノシ タテバヤシシ オウラ グン オオタシ キリュウシ		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		この件に関する研修の案内が少ないため、学ぶ機会をもっと増やしてほしい ケン カン ケンシュウ アンナイ スク マナ キカイ フ

		承諾 ショウダク		わくわく訪問看護ステーションおやま		0285-24-6575		0285-20-0255		323-0022		小山市駅東通り3-9-6		11		0		0		5		0		0		0		小山市 オヤマシ		下野市 シモツケシ		栃木市 トチギシ												宇都宮市 ウツノミヤシ		小山市、結城市（茨城県）、下野市の一部、栃木市（PTのみ） オヤマシ ユウキシ イバラキケン シモノ シ イチブ トチギシ		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		1		1		1		1		3		3		3		1		1		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		自立支援のケアマネージャーがいるが、医療福祉行政をうまく連携してまとめる役割が果たせていない。それぞれが別々で動いており、介護者が困ったときの相談窓口に迷う。 ジリツ シエン イリョウ フクシ ギョウセイ レンケイ ヤクワリ ハ ベツベツ ウゴ カイゴシャ コマ ソウダン マドグチ マヨ

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーション風		028-612-1333		028-612-1384		321-0117		宇都宮市城南3丁目5-6		3		1		0		1		0		0		0		宇都宮市 ウツノミヤシ		鹿沼市 カヌマシ		下野市 シモツケシ		壬生町 ミブマチ										宇都宮市 ウツノミヤシ		宇都宮、鹿沼、下野、壬生 ウツノミヤ カヌマ シモノ ミブ		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		1		1		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1		2		2		2		1		1

		承諾 ショウダク		宮の橋訪問看護ステーション		028-635-9839		028-635-9839		321-0963		宇都宮市南大通り1-1-23		7		0		0		1		0		0		0		宇都宮市 ウツノミヤシ																栃木市 トチギシ		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		1		1		0		1		1		1		1		1		0		0		0		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		レスパイト等受け入れ先が少ない。市のコーディネーター様がご多忙の様子であり、要望に対しての対応にかなりの時間を要する（対応されないこともある）。年度変わるときなど、担当者（市）の引き継ぎがされず、進んでいた調整も振り出しに戻ってしまうことがある。 トウ ウ イ サキ スク シ サマ タボウ ヨウス ヨウボウ タイ タイオウ ジカン ヨウ タイオウ ネンド カ タントウシャ シ ヒ ツ スス チョウセイ フ ダ モド

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションオリーブ		0282-27-8414		0282-27-8415		328-0027		栃木市今泉町1丁目17番29号		7		0		0		0		0		0		0		栃木市 トチギシ		小山市 オヤマシ		下野市 シモツケシ		壬生町 ミブマチ										佐野市 サノシ		栃木市、小山市、下野市、壬生町 トチギシ オヤマシ シモノ シ ミブ マチ		1		1		1		0		1		1		1		1		0		0		0		0		1		1		1		1		0		0		1		1		1		0		1		1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションマザーの家		0283-85-7771		0283-85-7772		327-0504		佐野市中町942-1		2		0		3		0		0		0		0		佐野市 サノシ																さくら市 シ		佐野市 サノシ		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーション卯の郷		028-682-7770		028-682-7766		329-1311		さくら市氏家2650番地		3		0		0		0		0		0		0		さくら市 シ		塩谷町 シオヤ マチ		那須烏山市 ナスカラスヤマシ		宇都宮市 ウツノミヤシ		高根沢町 タカネザワマチ								高根沢町 タカネザワマチ		さくら市（周辺15ｋｍ以内）、塩谷町、那須烏山市、宇都宮市、高根沢町 シ シュウヘン イナイ シオヤ マチ ナスカラスヤマシ ウツノミヤシ タカネザワ マチ		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		3		3		3		3		3		1		2		2		2		2		2		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		2		2		2		3		3		3		3		1		1		1		3		3		3		3		1		2		2		2		2		2		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		2		2		2		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションたかねざわ		028-680-1701		028-680-1702		329-1233		塩谷郡高根沢町宝積寺2426-8 		16		0		0		0		0		0		0		高根沢町 タカネザワマチ		さくら市 シ		那須烏山市 ナスカラスヤマシ		芳賀町 ハガマチ		一貝町 イチ ガイ チョウ		茂木町 モギマチ		益子町 マシコ チョウ		宇都宮市 ウツノミヤシ		小山市 オヤマシ		高根沢町、さくら市、那須烏山市、芳賀町、市貝町、茂木町、益子町、宇都宮市 タカネザワマチ シ ナスカラスヤマシ ハガ マチ イチ カイ チョウ モギマチ マシコ チョウ ウツノミヤシ		1		1		1		0		1		1		1		1		1		0		1		0		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		2		2		2		2		2

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションみどり		0285-45-8362		0285-45-8397		329-0214		小山市乙女786-1		3		0		1		0		0		0		0		小山市 オヤマシ		栃木市 トチギシ		古河市 コガシ												宇都宮市 ウツノミヤシ		小山市、栃木市、古河市、結城市 オヤマシ トチギシ コガシ ユウキシ		0		0		1		0		1		0		1		0		0		0		0		0		1		0		1		0		1		1		1		0		1		0		1		0		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		3		2		2		2		3		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		1		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		1		1		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		訪問看護師がもっと社会資源として同行できるとよいと思う。在宅での療養はもっと看護師が活躍できる体制が整うとよいと思った。 ホウモン カンゴシ シャカイ シゲン ドウコウ オモ ザイタク リョウヨウ カンゴシ カツヤク タイセイ トトノ オモ

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションあるく		028-643-5586		028-678-8796		320-0036		宇都宮市小幡2-6-14 		5		0		1		0		0		0		1		宇都宮市 ウツノミヤシ																小山市 オヤマシ		宇都宮市 ウツノミヤシ		1		0		1		0		1		0		1		0		0		1		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3

		承諾 ショウダク		とちぎ訪問看護ステーションおやま		0285-39-8602		0285-39-8607		323-0827		栃木県小山市神鳥谷2251-7 ３２３－０８２７		12		0		0		0		0		0		1		小山市 オヤマシ		下野市 シモツケシ		野木町 ノギマチ												宇都宮市 ウツノミヤシ		小山市、下野市（南部）、野木町（北部） オヤマシ シモノ シ ナンブ ノギ マチ ホクブ		1		1		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		1		1		1		0		0		1		0		1		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		1		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		3		3		3		3		1		3		3		3		3		1		1		1		1		1		1		3		3		1		1		1		3		1		1		1		1		小児の重症心身障害児の訪問看護を行っていく上で。たびたび感じるのが成長に伴った教育、就学が難しく親御さんの希望通りにいかないことが多く残念に思います。難しいところだと思いますが… ショウニ ジュウショウ シンシン ショウガイジ ホウモン カンゴ オコナ ウエ カン セイチョウ トモナ キョウイク シュウガク ムズカ オヤゴ キボウ ドオ オオ ザンネン オモ ムズカ オモ

		承諾 ショウダク		訪問看護ステーションここあ		028-600-3735		028-600-3736		321-2116		栃木県宇都宮市徳次郎町998-9 ３２１－２１１６		10		1		0		1		0		0		2		宇都宮市 ウツノミヤシ		日光市 ニッコウシ														高根沢町 タカネザワ マチ		宇都宮市、日光市、 ウツノミヤシ ニッコウシ		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2

chizuru_tanaka: 未記入		

chizuru_tanaka: 未記入		

chizuru_tanaka: 未記入		

chizuru_tanaka: 未記入		

chizuru_tanaka: 未記入		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3

																																												小山市 オヤマシ

																																												大田原市 オオタワラシ				28		21		24		11		30		23		31		24		28		14		22		17		32		21		31		19		32		6		33		7		31		8		33		20		33		18		16		9		29		2		30		4		28		3		30		3		32		6		31		4		33		22

																																												那須塩原市 ナスシオバラ シ				28		21		24		11		30		23		31		24		28		14		22		17		32		21		31		19		32		6		33		7		31		8		33		20		33		18		16		9		29		2		30		4		28		3		30		3		32		6		31		4		33		22

																																												小山市 オヤマシ

																																												壬生町 ミブマチ

																																												上三川町 カミノカワマチ

																																												那須町 ナスマチ

														260		19		15		35		1		4		16																		佐野市 サノシ				Q2.いままでに以下の項目を在宅看護で行ったことがありますか（あるものすべてにチェックをしてください）																																																																																						Q4.依頼があった場合に可能な医療的ケアと身体介護についてお答えください

				事業所名 ジギョウショ メイ		電話番号 デンワ バンゴウ		FAX番号 バンゴウ		郵便番号 ユウビンバンゴウ		所在地 ショザイチ		職員構成（常勤・非常勤は問いません）【人数：名】 ショクイン コウセイ ジョウキン ヒジョウキン ト ニンズウ メイ																														那須塩原市 ナスシオバラ シ		訪問可能な主な市町村 ホウモン カノウ オモ シチョウソン		在宅人工呼吸器の管理 ザイタク ジンコウ コキュウキ カンリ				気管カニューレの交換 キカン コウカン				気管カニューレ部位のガーゼ交換 キカン ブイ コウカン				気管内吸引 キカンナイ キュウイン				食事介助 ショクジ カイジョ				経鼻チューブの交換 ケイビ コウカン				胃瘻の管理 イロウ カンリ				経管栄養の注入 ケイカン エイヨウ チュウニュウ				ストーマの管理 カンリ				尿道カテーテルの管理 ニョウドウ カンリ				導尿 ドウニョウ				入浴介助 ニュウヨク カイジョ				看護師によるリハビリテーション カンゴシ				OTもしくはPTによるリハビリテーション				中心静脈カテーテル管理 チュウシン ジョウミャク カンリ				高カロリー輸液の管理 コウ ユエキ カンリ				薬剤の静注（抗生物質や利尿剤など） ヤクザイ ジョウチュウ コウセイ ブッシツ リニョウザイ				麻薬による疼痛コントロール マヤク ウズ ツウ				終末期の医療的ケア シュウマツキ イリョウテキ				在宅での看取り ザイタク ミト				24時間対応 ジカン タイオウ						在宅人工呼吸器の管理 ザイタク ジンコウ コキュウキ カンリ										気管カニューレの交換 キカン コウカン										気管カニューレの管理（日常の交換以外の対応） キカン カンリ ニチジョウ コウカン イガイ タイオウ										気管内吸引 キカンナイ キュウイン										食事介助 ショクジ カイジョ										経鼻チューブの交換 ケイビ コウカン										ストーマの管理 カンリ										尿道カテーテルの管理 ニョウドウ カンリ										導尿 ドウニョウ										入浴介助 ニュウヨク カイジョ										看護師によるリハビリテーション カンゴシ										OTもしくはPTによるリハビリテーション										中心静脈カテーテル管理 チュウシン ジョウミャク カンリ										高カロリー輸液の管理 コウ ユエキ カンリ										薬剤の静注（抗生物質や利尿剤など） ヤクザイ ジョウチュウ コウセイ ブッシツ リニョウザイ										麻薬による疼痛コントロール マヤク トウツウ										終末期の医療的ケア シュウマツキ イリョウテキ										在宅での看取り ザイタク ミト										24時間対応 ジカン タイオウ										外出の介助 ガイシュツ カイジョ										通院の介助 ツウイン カイジョ

														看護師 カンゴシ		作業療法士 サギョウ リョウホウシ		准看護師 ジュンカンゴシ		理学療法士 リガク リョウホウシ		保健師 ホケンシ		言語療法士 ゲンゴ リョウホウシ		その他 タ																		旧宇都宮市 キュウ ウツノミヤシ				成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ		成人 セイジン		小児 ショウニ				乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ		乳児～2歳 ニュウジ サイ		3～6歳 サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13～17歳 サイ		18歳以上 サイイジョウ

																												訪問可能市町村 ホウモン カノウ シチョウソン		事業所数 ジギョウショ スウ														益子町 マシコマチ																																																																																								できる		18		20		19		20		27		9		11		13		13		18		22		22		22		24		30		25		25		26		29		34		25		25		26		27		31		16		17		19		21		27		21		22		23		26		32		16		18		22		25		33		16		18		22		24		32		26		25		29		30		31		18		20		22		23		30		9		10		9		9		12		20		20		23		25		31		21		22		24		27		32		14		14		16		18		27		12		12		13		15		25		18		17		19		20		28		19		18		19		21		29		23		23		24		25		33		7		7		9		10		14		5		6		7		8		11

																				成人 セイジン		小児 ショウニ						足利市 アシカガシ		3														下野市 シモツケシ																																																																																								できない		8		7		8		5		1		18		15		14		12		6		6		6		6		4		1		5		5		5		4		0		6		6		6		5		1		11		11		11		9		3		5		5		5		3		0		8		8		8		5		0		9		8		8		5		0		5		6		5		4		1		8		7		7		6		2		19		18		18		19		17		7		7		7		6		1		6		6		6		5		1		10		10		10		7		2		6		6		6		5		1		6		6		6		5		2		5		5		5		4		1		5		5		5		4		1		11		11		11		10		7		17		17		17		16		13

																		在宅人工呼吸器の管理 ザイタク ジンコウ コキュウキ カンリ		28		21						市貝町 イチ		2														上三川町 カミノカワマチ																																																																																								要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン		8		7		7		9		6		7		8		7		9		10		6		6		6		6		3		4		4		3		1		0		3		3		2		2		2		7		6		4		4		4		8		7		6		5		2		10		8		4		4		1		9		8		4		5		2		3		3		0		0		2		8		7		5		5		2		6		6		7		6		5		7		7		4		3		2		7		6		4		2		1		10		10		8		9		5		16		16		15		14		8		10		11		9		9		4		10		11		10		9		4		6		6		5		5		0		16		16		14		14		13		12		11		10		10		10

																		気管カニューレの交換 キカン コウカン		24		11						宇都宮市		13														那珂川町 ナカガワマチ

																		気管カニューレ部位のガーゼ交換 キカン ブイ コウカン		30		23						大田原市		6														佐野市 サノシ																																																																																								Ｑ4.できる

																		気管内吸引 キカンナイ キュウイン		31		24						小山市		6														那須塩原市 ナスシオバラ シ				看護師 カンゴシ		作業療法士 サギョウ リョウホウシ		准看護師 ジュンカンゴシ		理学療法士 リガク リョウホウシ		保健師 ホケンシ		言語療法士 ゲンゴ リョウホウシ		その他 タ																																																																										在宅人工呼吸器の管理		気管カニューレの交換		気管カニューレの管理
（日常の交換以外の対応）		気管内吸引		食事介助		経鼻チューブの交換		ストーマの管理		尿道カテーテルの管理		導尿		入浴介助		看護師による
リハビリテーション				OTもしくはPTによる
リハビリテーション		中心静脈カテーテル管理 チュウシン ジョウミャク カンリ		高カロリー輸液の管理 コウ ユエキ カンリ		薬剤の静注
（抗生物質や利尿剤など） ヤクザイ ジョウチュウ コウセイ ブッシツ リニョウザイ		麻薬による疼痛コントロール マヤク トウツウ		終末期の医療的ケア シュウマツキ イリョウテキ		在宅での看取り ザイタク ミト		24時間対応 ジカン タイオウ		外出の介助		通院の介助

																		食事介助 ショクジ カイジョ		28		14						鹿沼市		3														那須塩原市 ナスシオバラ シ				260		19		15		35		1		4		16																																																																								乳児～2歳 ニュウジ サイ		18		9		22		25		25		16		21		16		16		26		18		乳児～2歳 ニュウジ サイ		9		20		21		14		12		18		19		23		7		5

																		経鼻チューブの交換 ケイビ コウカン		22		17						上三川町		3														佐野市 サノシ																																																																																								3～6歳 サイ		20		11		22		25		25		17		22		18		18		25		20		3～6歳 サイ		10		20		22		14		12		17		18		23		7		6

																		胃瘻の管理 イロウ カンリ		32		21						さくら市		2														下野市 シモツケシ																																																																																								7歳～12歳 サイ サイ		19		13		22		26		26		19		23		22		22		29		22		7歳～12歳 サイ サイ		9		23		24		16		13		19		19		24		9		7

																		経管栄養の注入 ケイカン エイヨウ チュウニュウ		31		19						佐野市 サノシ		4														鹿沼市 カヌマシ				看護師 カンゴシ		260						できる		できない		要相談 ヨウ ソウダン																																																																								13～17歳 サイ		20		13		24		29		24		21		26		25		24		30		23		13～17歳 サイ		9		25		27		18		15		20		21		25		10		8

																		ストーマの管理 カンリ		32		6						塩谷町 シオヤ マチ		1														小山市 オヤマシ				作業療法士 サギョウ リョウホウシ		19						14		6		14																																																																								18歳以上 サイイジョウ		27		18		30		34		31		27		32		33		32		31		30		18歳以上 サイイジョウ		12		31		32		27		25		28		29		33		14		11













																		尿道カテーテルの管理 ニョウドウ カンリ		33		7						下野市		6														塩谷町 シオヤ マチ				准看護師 ジュンカンゴシ		15

																		導尿 ドウニョウ		31		8						高根沢町		3														さくら市 シ				理学療法士 リガク リョウホウシ		35																																																																																		Ｑ4.できない

																				成人 セイジン		小児 ショウニ

																		入浴介助 ニュウヨク カイジョ		33		20						栃木市 トチギシ		8														栃木市 トチギシ				保健師 ホケンシ		1																																																																																				在宅人工呼吸器の管理		気管カニューレの交換		気管カニューレの管理
（日常の交換以外の対応）		気管内吸引		食事介助		経鼻チューブの交換		ストーマの管理		尿道カテーテルの管理		導尿		入浴介助		看護師による
リハビリテーション				OTもしくはPTによる
リハビリテーション		中心静脈カテーテル管理 チュウシン ジョウミャク カンリ		高カロリー輸液の管理 コウ ユエキ カンリ		薬剤の静注
（抗生物質や利尿剤など） ヤクザイ ジョウチュウ コウセイ ブッシツ リニョウザイ		麻薬による疼痛コントロール マヤク トウツウ		終末期の医療的ケア シュウマツキ イリョウテキ		在宅での看取り ザイタク ミト		24時間対応 ジカン タイオウ		外出の介助		通院の介助

																		看護師によるリハビリテーション カンゴシ		33		18						那珂川町		3														下野市 シモツケシ				言語療法士 ゲンゴ リョウホウシ		4																																																																																		乳児～2歳 ニュウジ サイ		8		18		6		5		6		11		5		8		9		5		8		乳児～2歳 ニュウジ サイ		19		7		6		10		6		6		5		5		11		17

																		OTもしくはPTによるリハビリテーション		16		9						那須烏山市		3														日光市 ニッコウシ				その他 タ		16																																																																																		3～6歳 サイ		7		15		6		5		6		11		5		8		8		6		7		3～6歳 サイ		18		7		6		10		6		6		5		5		11		17

																		中心静脈カテーテル管理 チュウシン ジョウミャク カンリ		29		2						那須塩原市		6														壬生町 ミブマチ																																																																																								7歳～12歳 サイ サイ		8		14		6		5		6		11		5		8		8		5		7		7歳～12歳 サイ サイ		18		7		6		10		6		6		5		5		11		17

																		高カロリー輸液の管理 コウ ユエキ カンリ		30		4						那須町 ナスマチ		3														那須町 ナスマチ																																																																																								13～17歳 サイ		5		12		4		4		5		9		3		5		5		4		6		13～17歳 サイ		19		6		5		7		5		5		4		4		10		16

																		薬剤の静注（抗生物質や利尿剤など） ヤクザイ ジョウチュウ コウセイ ブッシツ リニョウザイ		28		3						日光市 ニッコウシ		2														矢板市 ヤイタシ																																																																																								18歳以上 サイイジョウ		1		6		1		0		1		3		0		0		0		1		2		18歳以上 サイイジョウ		17		1		1		2		1		2		1		1		7		13

																		麻薬による疼痛コントロール マヤク ウズ ツウ		30		3						野木町 ノギマチ		2														旧藤岡町 キュウ フジオカマチ

																		終末期の医療的ケア シュウマツキ イリョウテキ		32		6						芳賀町 ハガマチ		2														壬生町 ミブマチ																																																																																								Ｑ4.要相談 ヨウ ソウダン

																		在宅での看取り ザイタク ミト		31		4						益子町 マシコマチ		2														大田原市 オオタワラシ																																																																																										在宅人工呼吸器の管理		気管カニューレの交換		気管カニューレの管理
（日常の交換以外の対応）		気管内吸引		食事介助		経鼻チューブの交換		ストーマの管理		尿道カテーテルの管理		導尿		入浴介助		看護師による
リハビリテーション				OTもしくはPTによる
リハビリテーション		中心静脈カテーテル管理 チュウシン ジョウミャク カンリ		高カロリー輸液の管理 コウ ユエキ カンリ		薬剤の静注
（抗生物質や利尿剤など） ヤクザイ ジョウチュウ コウセイ ブッシツ リニョウザイ		麻薬による疼痛コントロール マヤク トウツウ		終末期の医療的ケア シュウマツキ イリョウテキ		在宅での看取り ザイタク ミト		24時間対応 ジカン タイオウ		外出の介助		通院の介助

																		24時間対応 ジカン タイオウ		33		22						壬生町 ミブマチ		7														栃木市 トチギシ																																																																																								乳児～2歳 ニュウジ サイ		8		7		6		4		3		7		8		10		9		3		8		乳児～2歳 ニュウジ サイ		6		7		7		10		16		10		10		6		16		12

																												真岡市 モオカシ		1														那須町 ナスマチ																																																																																								3～6歳 サイ		7		8		6		4		3		6		7		8		8		3		7		3～6歳 サイ		6		7		6		10		16		11		11		6		16		11

																												茂木町 モギマチ		3														旧今市市 キュウ イマイチシ																																																																																								7歳～12歳 サイ サイ		7		7		6		3		2		4		6		4		4		0		5		7歳～12歳 サイ サイ		7		4		4		8		15		9		10		5		14		10

																												矢板市 ヤイタシ		1														芳賀町 ハガマチ						Q3.現時点で、依頼のあった場合、重症心身障害児（者）の在宅医療を行うことはできますか ゲンジテン イライ バアイ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ ザイタク イリョウ オコナ																																																																																		13～17歳 サイ		9		9		6		1		2		4		5		4		5		0		5		13～17歳 サイ		6		3		2		9		14		9		9		5		14		10

																																												壬生町 ミブマチ				できる		14																																																																																		18歳以上 サイイジョウ		6		10		3		0		2		4		2		1		2		2		2		18歳以上 サイイジョウ		5		2		1		5		8		4		4		0		13		10

																																												茂木町 モギマチ				できない		6

																																												那珂川町 ナカガワマチ				要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン		14

																																												栃木市 トチギシ

																																												下野市 シモツケシ

																																												下野市 シモツケシ				在宅人工呼吸器の管理 ザイタク ジンコウ コキュウキ カンリ		気管カニューレの交換 キカン コウカン		気管カニューレ部位のガーゼ交換 キカン ブイ コウカン		気管内吸引 キカンナイ キュウイン		食事介助 ショクジ カイジョ		経鼻チューブの交換 ケイビ コウカン		胃瘻の管理 イロウ カンリ		経管栄養の注入 ケイカン エイヨウ チュウニュウ		ストーマの管理 カンリ		尿道カテーテルの管理 ニョウドウ カンリ		導尿 ドウニョウ		入浴介助 ニュウヨク カイジョ		看護師によるリハビリテーション カンゴシ		OTもしくはPTによるリハビリテーション		中心静脈カテーテル管理 チュウシン ジョウミャク カンリ		高カロリー輸液の管理 コウ ユエキ カンリ		薬剤の静注（抗生物質や利尿剤など） ヤクザイ ジョウチュウ コウセイ ブッシツ リニョウザイ		麻薬による疼痛コントロール マヤク ウズ ツウ		終末期の医療的ケア シュウマツキ イリョウテキ		在宅での看取り ザイタク ミト		24時間対応 ジカン タイオウ

																																												那須烏山市 ナスカラスヤマシ		成人 セイジン		28		24		30		31		28		22		32		31		32		33		31		33		33		16		29		30		28		30		32		31		33

																																												那須烏山市 ナスカラスヤマシ		小児 ショウニ		21		11		23		24		14		17		21		19		6		7		8		20		18		9		2		4		3		3		6		4		22

																																												古河市 コガシ

																																												野木町 ノギマチ

																																												宇都宮市 ウツノミヤシ

																																												那珂川町 ナカガワマチ

																																												壬生町 ミブマチ

																																												茂木町 モギマチ

																																												宇都宮市 ウツノミヤシ

																																												一貝町 イチ ガイ チョウ

																																												壬生町 ミブマチ

																																												壬生町 ミブマチ

																																												宇都宮市 ウツノミヤシ

																																												芳賀町 ハガマチ

																																												西片町 ニシカタマチ

																																												高根沢町 タカネザワマチ

																																												一貝町 イチ ガイ チョウ

																																												茂木町 モギマチ

																																												益子町 マシコ チョウ

																																												宇都宮市 ウツノミヤシ



成人	在宅人工呼吸器の管理	気管カニューレの交換	気管カニューレ部位のガーゼ交換	気管内吸引	食事介助	経鼻チューブの交換	胃瘻の管理	経管栄養の注入	ストーマの管理	尿道カテーテルの管理	導尿	入浴介助	看護師によるリハビリテーション	OTもしくはPT	によるリハビリテーション	中心静脈カテーテル管理	高カロリー輸液の管理	薬剤の静注（抗生物質や利尿剤など）	麻薬による疼痛コントロール	終末期の医療的ケア	在宅での看取り	24時間対応	28	24	30	31	28	22	32	31	32	33	31	33	33	16	29	30	28	30	32	31	33	小児	在宅人工呼吸器の管理	気管カニューレの交換	気管カニューレ部位のガーゼ交換	気管内吸引	食事介助	経鼻チューブの交換	胃瘻の管理	経管栄養の注入	ストーマの管理	尿道カテーテルの管理	導尿	入浴介助	看護師によるリハビリテーション	OTもしくはPTによるリハビリテーション	中心静脈カテーテル管理	高カロリー輸液の管理	薬剤の静注（抗生物質や利尿剤など）	麻薬による疼痛コントロール	終末期の医療的ケア	在宅での看取り	24時間対応	21	11	23	24	14	17	21	19	6	7	8	20	18	9	2	4	3	3	6	4	22	Q3.現時点で、依頼のあった場合、重症心身障害児（者）の在宅医療を行うことはできますか

Q3.現時点で、依頼のあった場合、重症心身障害児（者）の在宅医療を行うことはできますか	できる	できない	要相談（条件による）	14	6	14	乳児～2歳	在宅人工呼吸器の管理	気管カニューレの交換	気管カニューレの管理	
（日常の交換以外の対応）	気管内吸引	食事介助	経鼻チューブの交換	ストーマの管理	尿道カテーテルの管理	導尿	入浴介助	看護師による	
リハビリテーション	OTもしくはPTによる	
リハビリテーション	中心静脈カテーテル管理	高カロリー輸液の管理	薬剤の静注	
（抗生物質や利尿剤など）	麻薬による疼痛コントロール	終末期の医療的ケア	在宅での看取り	24時間対応	外出の介助	通院の介助	18	9	22	25	25	16	21	16	16	26	18	0	9	20	21	14	12	18	19	23	7	5	3～6歳	在宅人工呼吸器の管理	気管カニューレの交換	気管カニューレの管理	
（日常の交換以外の対応）	気管内吸引	食事介助	経鼻チューブの交換	ストーマの管理	尿道カテーテルの管理	導尿	入浴介助	看護師による	
リハビリテーション	OTもしくはPTによる	
リハビリテーション	中心静脈カテーテル管理	高カロリー輸液の管理	薬剤の静注	
（抗生物質や利尿剤など）	麻薬による疼痛コントロール	終末期の医療的ケア	在宅での看取り	24時間対応	外出の介助	通院の介助	20	11	22	25	25	17	22	18	18	25	20	0	10	20	22	14	12	17	18	23	7	6	7歳～12歳	在宅人工呼吸器の管理	気管カニューレの交換	気管カニューレの管理	
（日常の交換以外の対応）	気管内吸引	食事介助	経鼻チューブの交換	ストーマの管理	尿道カテーテルの管理	導尿	入浴介助	看護師による	
リハビリテーション	OTもしくはPTによる	
リハビリテーション	中心静脈カテーテル管理	高カロリー輸液の管理	薬剤の静注	
（抗生物質や利尿剤など）	麻薬による疼痛コントロール	終末期の医療的ケア	在宅での看取り	24時間対応	外出の介助	通院の介助	19	13	22	26	26	19	23	22	22	29	22	0	9	23	24	16	13	19	19	24	9	7	13～17歳	在宅人工呼吸器の管理	気管カニューレの交換	気管カニューレの管理	
（日常の交換以外の対応）	気管内吸引	食事介助	経鼻チューブの交換	ストーマの管理	尿道カテーテルの管理	導尿	入浴介助	看護師による	
リハビリテーション	OTもしくはPTによる	
リハビリテーション	中心静脈カテーテル管理	高カロリー輸液の管理	薬剤の静注	
（抗生物質や利尿剤など）	麻薬による疼痛コントロール	終末期の医療的ケア	在宅での看取り	24時間対応	外出の介助	通院の介助	20	13	24	29	24	21	26	25	24	30	23	0	9	25	27	18	15	20	21	25	10	8	18歳以上	在宅人工呼吸器の管理	気管カニューレの交換	気管カニューレの管理	
（日常の交換以外の対応）	気管内吸引	食事介助	経鼻チューブの交換	ストーマの管理	尿道カテーテルの管理	導尿	入浴介助	看護師による	
リハビリテーション	OTもしくはPTによる	
リハビリテーション	中心静脈カテーテル管理	高カロリー輸液の管理	薬剤の静注	
（抗生物質や利尿剤など）	麻薬による疼痛コントロール	終末期の医療的ケア	在宅での看取り	24時間対応	外出の介助	通院の介助	27	18	30	34	31	27	32	33	32	31	30	0	12	31	32	27	25	28	29	33	14	11	乳児～2歳	在宅人工呼吸器の管理	気管カニューレの交換	気管カニューレの管理	
（日常の交換以外の対応）	気管内吸引	食事介助	経鼻チューブの交換	ストーマの管理	尿道カテーテルの管理	導尿	入浴介助	看護師による	
リハビリテーション	OTもしくはPTによる	
リハビリテーション	中心静脈カテーテル管理	高カロリー輸液の管理	薬剤の静注	
（抗生物質や利尿剤など）	麻薬による疼痛コントロール	終末期の医療的ケア	在宅での看取り	24時間対応	外出の介助	通院の介助	8	18	6	5	6	11	5	8	9	5	8	0	19	7	6	10	6	6	5	5	11	17	3～6歳	在宅人工呼吸器の管理	気管カニューレの交換	気管カニューレの管理	
（日常の交換以外の対応）	気管内吸引	食事介助	経鼻チューブの交換	ストーマの管理	尿道カテーテルの管理	導尿	入浴介助	看護師による	
リハビリテーション	OTもしくはPTによる	
リハビリテーション	中心静脈カテーテル管理	高カロリー輸液の管理	薬剤の静注	
（抗生物質や利尿剤など）	麻薬による疼痛コントロール	終末期の医療的ケア	在宅での看取り	24時間対応	外出の介助	通院の介助	7	15	6	5	6	11	5	8	8	6	7	0	18	7	6	10	6	6	5	5	11	17	7歳～12歳	在宅人工呼吸器の管理	気管カニューレの交換	気管カニューレの管理	
（日常の交換以外の対応）	気管内吸引	食事介助	経鼻チューブの交換	ストーマの管理	尿道カテーテルの管理	導尿	入浴介助	看護師による	
リハビリテーション	OTもしくはPTによる	
リハビリテーション	中心静脈カテーテル管理	高カロリー輸液の管理	薬剤の静注	
（抗生物質や利尿剤など）	麻薬による疼痛コントロール	終末期の医療的ケア	在宅での看取り	24時間対応	外出の介助	通院の介助	8	14	6	5	6	11	5	8	8	5	7	0	18	7	6	10	6	6	5	5	11	17	13～17歳	在宅人工呼吸器の管理	気管カニューレの交換	気管カニューレの管理	
（日常の交換以外の対応）	気管内吸引	食事介助	経鼻チューブの交換	ストーマの管理	尿道カテーテルの管理	導尿	入浴介助	看護師による	
リハビリテーション	OTもしくはPTによる	
リハビリテーション	中心静脈カテーテル管理	高カロリー輸液の管理	薬剤の静注	
（抗生物質や利尿剤など）	麻薬による疼痛コントロール	終末期の医療的ケア	在宅での看取り	24	時間対応	外出の介助	通院の介助	5	12	4	4	5	9	3	5	5	4	6	0	19	6	5	7	5	5	4	4	10	16	18歳以上	在宅人工呼吸器の管理	気管カニューレの交換	気管カニューレの管理	
（日常の交換以外の対応）	気管内吸引	食事介助	経鼻チューブの交換	ストーマの管理	尿道カテーテルの管理	導尿	入浴介助	看護師による	
リハ	ビリテーション	OTもしくはPTによる	
リハビリテーション	中心静脈カテーテル管理	高カロリー輸液の管理	薬剤の静注	
（抗生物質や利尿剤など）	麻薬による疼痛コントロール	終末期の医療的ケア	在宅での看取り	24時間対応	外出の介助	通院の介助	1	6	1	0	1	3	0	0	0	1	2	0	17	1	1	2	1	2	1	1	7	13	

乳児～2歳	在宅人工呼吸器の管理	気管カニューレの交換	気管カニューレの管理	
（日常の交換以外の対応）	気管内吸引	食事介助	経鼻チューブの交換	ストーマの管理	尿道カテーテルの管理	導尿	入浴介助	看護師による	
リハビリテーション	OTもしくはPTによる	
リハビリテーション	中心静脈カテーテル管理	高カロリー輸液の管理	薬剤の静注	
（抗生物質や利尿剤など）	麻薬による疼痛コントロール	終末期の医療的ケア	在宅での看取り	24時間対応	外出の介助	通院の介助	8	7	6	4	3	7	8	10	9	3	8	0	6	7	7	10	16	10	10	6	16	12	3～6歳	在宅人工呼吸器の管理	気管カニューレの交換	気管カニューレの管理	
（日常の交換以外の対応）	気管内吸引	食事介助	経鼻チューブの交換	ストーマの管理	尿道カテーテルの管理	導尿	入浴介助	看護師による	
リハビリテーション	OTもしくはPTによる	
リハビリテーション	中心静脈カテーテル管理	高カロリー輸液の管理	薬剤の静注	
（抗生物質や利尿剤など）	麻薬による疼痛コントロール	終末期の医療的ケア	在宅での看取り	24時間対応	外出の介助	通院の介助	7	8	6	4	3	6	7	8	8	3	7	0	6	7	6	10	16	11	11	6	16	11	7歳～12歳	在宅人工呼吸器の管理	気管カニューレの交換	気管カニューレの管理	
（日常の交換以外の対応）	気管内吸引	食事介助	経鼻チューブの交換	ストーマの管理	尿道カテーテルの管理	導尿	入浴介助	看護師による	
リハビリテーション	OTもしくはPTによる	
リハビリテーション	中心静脈カテーテル管理	高カロリー輸液の管理	薬剤の静注	
（抗生物質や利尿剤など）	麻薬による疼痛コントロール	終末期の医療的ケア	在宅での看取り	24時間対応	外出の介助	通院の介助	7	7	6	3	2	4	6	4	4	0	5	0	7	4	4	8	15	9	10	5	14	10	13～17歳	在宅人工呼吸器の管理	気管カニューレの交換	気管カニューレの管理	
（日常の交換以外の対応）	気管内吸引	食事介助	経鼻チューブの交換	ストーマの管理	尿道カテーテルの管理	導尿	入浴介助	看護師による	
リハビリテーション	OTもしくはPTによる	
リハビリテーション	中心静脈カテーテル管理	高カロリー輸液の管理	薬剤の静注	
（抗生物質や利尿剤など）	麻薬による疼痛コントロール	終末期の医療的ケア	在宅での看取り	24時間	対応	外出の介助	通院の介助	9	9	6	1	2	4	5	4	5	0	5	0	6	3	2	9	14	9	9	5	14	10	18歳以上	在宅人工呼吸器の管理	気管カニューレの交換	気管カニューレの管理	
（日常の交換以外の対応）	気管内吸引	食事介助	経鼻チューブの交換	ストーマの管理	尿道カテーテルの管理	導尿	入浴介助	看護師による	
リハビリ	テーション	OTもしくはPTによる	
リハビリテーション	中心静脈カテーテル管理	高カロリー輸液の管理	薬剤の静注	
（抗生物質や利尿剤など）	麻薬による疼痛コントロール	終末期の医療的ケア	在宅での看取り	24時間対応	外出の介助	通院の介助	6	10	3	0	2	4	2	1	2	2	2	0	5	2	1	5	8	4	4	0	13	10	

診療所

		Ｑ１		1.医療ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する外来診療について、以下の医療行為に対応できますか。 イリョウ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ガイライ シンリョウ イカ イリョウ コウイ タイオウ

				Ｑ1-1										予防接種 ヨボウ セッシュ

				Ｑ1-2										一次診療
（経過観察、栄養観察を含む） イチジ シンリョウ ケイカ カンサツ エイヨウ カンサツ フク

				Ｑ1-3										経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ

				Ｑ1-4										経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ

				Ｑ1-5										中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ

				Ｑ1-6										酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ

				Ｑ1-7										気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ

				Ｑ1-8										人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ

				Ｑ1-9										尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ

				Ｑ1-10										人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ

				Ｑ1-11										褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ

		Ｑ２		2.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する往診及び訪問診療について、以下の医療行為に対応できますか イリョウテキ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ オウシン オヨ ホウモン シンリョウ イカ イリョウ コウイ タイオウ

				Ｑ2-1										予防接種 ヨボウ セッシュ

				Ｑ2-2										一次診療
（経過観察、栄養観察を含む） イチジ シンリョウ ケイカ カンサツ エイヨウ カンサツ フク

				Ｑ2-3										経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ

				Ｑ2-4										経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ

				Ｑ2-5										中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ

				Ｑ2-6										酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ

				Ｑ2-7										気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ

				Ｑ2-8										人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ

				Ｑ2-9										尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ

				Ｑ2-10										人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ

				Ｑ2-11										褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ

		Ｑ3		3.24時間、重症心身障害児（18歳未満）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイジ サイ ミマン イリョウ タイオウ

				Ｑ3-1										できる

				Ｑ3-2										できない

				Ｑ3-3										要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン

		Ｑ4		4.24時間、重症心身障害者（18歳以上）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイシャ サイ イジョウ イリョウ タイオウ

				Ｑ4-1										できる

				Ｑ4-2										できない

				Ｑ4-3										要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン

		Ｑ5		5.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する訪問リハビリてーションを提供していますか イリョウテキ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ホウモン テイキョウ

				Ｑ5-1										提供している テイキョウ

				Ｑ5-2										提供していない テイキョウ

				Ｑ5-3										提供していないが対応は可能 テイキョウ タイオウ カノウ

				Ｑ5-4										要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン

		Ｑ6		6.重症心身障害児（者）在宅医療に対応できるようになるための条件はなんですか ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ ザイタク イリョウ タイオウ ジョウケン

				Ｑ6-1										診療報酬の点数が増えること シンリョウ ホウシュウ テンスウ フ

				Ｑ6-2										訪問看護尾の連携 ホウモン カンゴ オ レンケイ

				Ｑ6-3										病院との連携 ビョウイン レンケイ

				Ｑ6-4										在宅療養支援診療所と小児科医とのグループ診療 ザイタク リョウヨウ シエン シンリョウジョ ショウニ カ イ シンリョウ

				Ｑ6-5										在宅療養支援診療所に助言や相談を求めることができること ザイタク リョウヨウ シエン シンリョウジョ ジョゲン ソウダン モト

				Ｑ6-6										小児科医に助言や相談を求めることができること ショウニ カ イ ジョゲン ソウダン モト

				Ｑ6-7										経験のある医師がいること ケイケン イシ

				Ｑ6-8										研修などの自己のスキルアップ ケンシュウ ジコ

				Ｑ6-9										その他 タ

		Ｑ7		7.重症心身障害児（者）の方に対する医療、在宅生活等についてお気づきのことなど、ご自由にお書きください ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ カタ タイ イリョウ ザイタク セイカツ ナド キ ジユウ カ



		承諾可否 ショウダク カヒ		診療所名 シンリョウジョ メイ		電話番号 デンワ バンゴウ		郵便番号 ユウビンバンゴウ		所在地 ショザイチ		電話番号 デンワ バンゴウ		Ｑ１　1.医療ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する外来診療について、以下の医療行為に対応できますか。																								Ｑ２　2.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する往診及び訪問診療について、以下の医療行為に対応できますか																						Ｑ3		Ｑ4		Ｑ5		Ｑ6　6.重症心身障害児（者）在宅医療に対応できるようになるための条件はなんですか																		Ｑ7重症心身障害児（者）の方に対する医療、在宅生活等についてお気づきのことなど、ご自由にお書きください

														Ｑ1-1		Ｑ1-2		Ｑ1-3		Ｑ1-4		Ｑ1-5		Ｑ1-6		Ｑ1-7		Ｑ1-8		Ｑ1-9		Ｑ1-10		Ｑ1-11				Ｑ2-1		Ｑ2-2		Ｑ2-3		Ｑ2-4		Ｑ2-5		Ｑ2-6		Ｑ2-7		Ｑ2-8		Ｑ2-9		Ｑ2-10		Ｑ2-11								Ｑ6-1		Ｑ6-2		Ｑ6-3		Ｑ6-4		Ｑ6-5		Ｑ6-6		Ｑ6-7		Ｑ6-8		Ｑ6-9

		否 ヒ		不明 フメイ						不明 フメイ		不明 フメイ		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		7		0		0

		否 ヒ		不明 フメイ						不明 フメイ		不明 フメイ		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		1		1		0		0		0		1		0

		否 ヒ		不明 フメイ						不明 フメイ		不明 フメイ		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		不明 フメイ						不明 フメイ		不明 フメイ		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		0

		否 ヒ		不明 フメイ						不明 フメイ		不明 フメイ		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		否 ヒ		不明 フメイ						不明 フメイ		不明 フメイ		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		0		1		0

		否 ヒ		不明 フメイ						不明 フメイ		不明 フメイ		1		1		2		2		2		2		2		2		1		2		1				1		1		2		2		2		2		2		2		1		2		1		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		その他：各種の健康的処置の管理ができるかどうか。その訓練を受けているかどうかです。 タ カクシュ ケンコウテキ ショチ カンリ クンレン ウ

		否 ヒ		不明 フメイ						不明 フメイ		不明 フメイ		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		0		0		1		0		0

		否 ヒ		不明 フメイ						不明 フメイ		不明 フメイ		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		その他:スタッフ不足（医師、看護師、介助者）スペース不足 タ フソク イシ カンゴシ カイジョシャ フソク

		否 ヒ		宇都宮市保健所 ウツノミヤシ ホケンジョ				321-0974		宇都宮市竹林町972				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		その他：保健所は直接的な医療サービスを行っていないことから、今後も対応は行わない タ ホケンジョ チョクセツ テキ イリョウ オコナ コンゴ タイオウ オコナ

		承諾 ショウダク		深谷医院 フカヤ イイン		0285-75-0007 		321-4502		真岡市物井1268-7				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		1				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		1		2		2		2		0		0		1		1		0		0		0		0		0

		否 ヒ		こどもクリニックしまむら				326-0822		足利市田中町908-4				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		かしま産婦人科 サンフジンカ		0284-65-0341		326-0844		足利市鹿島町501-1				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		婦人科疾患（不正性器出血/帯下/外陰掻痒等）については外来対応させて頂いております フジンカ シッカン フセイ セイキ シュッケツ タイゲ ガイイン カ カユ ナド ガイライ タイオウ イタダ

		否 ヒ		医療法人雄仁会　奥山医院 イリョウ ホウジン ユウジン カイ オクヤマ イイン				322-0065		鹿沼市上材木町2320				1		3		3		3		3		3		1		3		3		2		2				1		3		2		3		2		3		1		3		3		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		1		1		0		0

		否 ヒ		水沼医院 ミズヌマ イイン				321-0628		那須烏山市金井1-14-8				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		3				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		飯野医院				321-4539		真岡市長沼730-1				3		2		2		2		2		3		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		おおきこどもクリニック		0285-41-0025 		329-0207		小山市美しが丘3-35-3				1		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		宇都宮市子ども発達センター診療所 ウツノミヤシ コ ハッタツ シンリョウジョ		028-647-4720		320-0851		栃木県宇都宮市鶴田町970-1				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		その他：子ども発達センター内の療育を利用する児の診療所であるため タ コ ハッタツ ナイ リョウイク リヨウ ジ シンリョウジョ

		承諾 ショウダク		中川医院 ナカガワ イイン		0287-62-0040		325-0057		那須塩原市黒磯幸町6-27				3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		1		0		1		0

		否 ヒ		ももやこどもクリニック				321-0118		宇都宮市インターパーク3-6-1				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		1		0		0		0		0		0

		否 ヒ		阿久津医院 アクツ イイン				329-1226		高根沢町大谷176-1 タカネザワマチ オオタニ				1		1		2		2		2		3		2		2		3		3		3				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		1		0		0		0		1		0		0

		否 ヒ		伊保内診療所 イホ ナイ シンリョウジョ				327-0034		佐野市伊保内町3841-1				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		1		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		にじいろこども診療所 シンリョウジョ		0285-44-7716		329-0414		下野市小金井4-1-1				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		0		1		1		0

		否 ヒ		戸野塚内科医院 トノヅカ ナイカ イイン				323-0064		小山市下石塚471				3		3		3		3		3		1		1		1		1		3		1				3		3		3		3		3		1		1		1		1		3		1		3		3		4		0		0		1		0		0		1		1		1		0

		否 ヒ		賀川診療所 カガワ シンリョウジョ				326-0843		足利市五十部町1785				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		1		0		1		0		0

		承諾 ショウダク		豊郷台クリニック ユタカ ゴウ ダイ		028-643-8998		320-0003		宇都宮市豊郷台2-21-3		028-643-8998（FAX8999）		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1				1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		2		0		1		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		いとうこどもクリニック		0289-63-5566		322-0025		鹿沼市緑町2-2-29				1		1		3		3		2		2		3		2		2		3		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		0		0		1		1		0

		承諾 ショウダク		清原台こどもクリニック キヨハラ ダイ		028-305-6017		321-3223		宇都宮市清原台2-4-14				1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		その他：医師、看護師の増員 タ イシ カンゴシ ゾウイン

		否 ヒ		阿部医院				324-0032		大田原市佐久山2018 オオタワラシ サクヤマ		0287-28-0053（FAX0287-28-2112）		1		1		2		2		2		2		1		2		1		2		1				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		4		0		1		1		0		1		0		0		1		0

		否 ヒ		中元内科医院 ナカモト ナイカ イイン				328-0027		栃木市今泉町2-10-18				1		3		2		2		2		3		2		2		3		2		3				3		3		2		2		2		3		2		2		3		2		3		2		2		2		0		0		1		0		1		0		0		1		0		①重症心身障害者の重症度の程度問題　②家庭の受け入れ問題、経済的負担 ジュウショウ シンシン ショウガイシャ ジュウショウ ド テイド モンダイ カテイ ウ イ モンダイ ケイザイテキ フタン

		否 ヒ		布川小児科 フカワ ショウニ カ				322-0036		鹿沼市下田町2-1099				1		1		3		3		2		3		2		2		2		3		3				1		1		3		3		2		3		2		2		2		2		3		2		2		2		0		1		1		1		0		0		1		1		0

		否 ヒ		ちづかクリニック				328-0133		栃木市大森町445-4		0282-31-3750		3		3		3		3		2		3		2		2		2		2		3				3		3		3		3		2		3		2		2		2		2		3		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		多島医院 タジマ イイン				321-1524		日光市足尾町赤沢21-28				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		否 ヒ		篠崎内科クリニック シノザキ ナイカ				321-3223		宇都宮市清原台6-1-13				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		否 ヒ		和久医院 ワク イイン				321-3324		芳賀町西水沼119-1				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		否 ヒ		近藤クリニック コンドウ				321-0634		那須烏山市野上町637-2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		0		0		0		0		1		0		0

		否 ヒ		高根沢内科クリニック タカネザワ ナイカ				321-4305		真岡市荒町2-11-1				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		岡田こどもクリニック オカダ				327-0832		佐野市植上町1408-2				1		3		3		3		3		2		3		2		3		3		3				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		0		0		0		0		0		往診医療ができたらと考えていた時もありましたが、現在は物理的に困難で申し訳ありません
重心のお子さんの通院所と個別の相談で応じる可能性はあります オウシン イリョウ カンガ トキ ゲンザイ ブツリテキ コンナン モウ ワケ ジュウシン コ ツウイン ジョ コベツ ソウダン オウ カノウセイ

		否 ヒ		真岡メディカルクリニック モオカ				321-4305		真岡市荒町3-49-6				3		3		3		3		3		3		3		3				3		3				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		0		0		0		1		1		0

		否 ヒ		いしだ整形外科 セイケイ ゲカ				321-0912		宇都宮市石井町3236-1				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		山中クリニック ヤマナカ				327-0835		佐野市植下町2468				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		1		1		0		0		1		0		0

		否 ヒ		医療法人　寿幸会　吉野医院 イリョウ ホウジン コトブキ サチ カイ ヨシノ イイン				320-0014		宇都宮市大曽4-9-11				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		1		1		0		0		1		0		0

		否 ヒ		柳田産婦人科・小児科医院 ヤナギダ サンフジンカ ショウニカ イイン				321-4361		真岡市並木町4-5-3				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		0

		否 ヒ		石田消化器科・内科クリニック イシダ ショウカキ カ ナイカ				321-0216		壬生町壬生丁259-7				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		1		0		0		0		0		0

		否 ヒ		赤羽胃腸科・外科・肛門科医院 アカバネ イチョウカ ゲカ コウモンカ イイン				324-0052		大田原市城山2-5-29				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		医療法人　文仁会　扶桑医院 イリョウ ホウジン ブン ジン カイ フソウ イイン				323-0016		小山市扶桑1-2-1				1		3		3		3		2		2		3		2		3		3		3				3		3		3		2		2		2		3		2		3		2		3		2		2		2		0		0		1		1		0		0		1		1		0

		否 ヒ		馬場医院 ババ イイン				327-0043		佐野市君田町35				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		否 ヒ		井戸川クリニック イドガワ				326-0331		足利市福富町2096-1				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		0		0		1		0		0		0

		否 ヒ		鎌田浅香医院 カマタ アサカ イイン				324-0043		大田原市浅香3-3-9				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		0		1		0		0		0		0		0		0		高額医療はひかえています。悪質ととらえられますので!! コウガク イリョウ アクシツ

		否 ヒ		山門クリニック ヤマカド				328-0031		栃木市日の出町6-35				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		0		0		0		1		0

		否 ヒ		新村ファミリークリニック ニイムラ				328-0011		栃木市大宮町2120-11				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		宇都宮東部クリニック ウツノミヤ トウブ				321-3223		宇都宮市清原台5-14-19				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1

		否 ヒ		車田医院 クルマダ イイン				324-0242		大田原市大豆田457-24				3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3				3		3		3		3		3		0		2		2		3		3		3		2		2		2		0		0		1		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		にがみどう内科クリニック ナイカ				322-0003		鹿沼市仁神堂町351-26				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		松谷内科胃腸科クリニック マツヤ ナイカ イチョウカ				321-3304		芳賀町祖母井1708-17				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		1		0		0

		否 ヒ		まなか医院 イイン				329-1225		高根沢町石末２０９３－１０				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		植木医院 ウエキ イイン				329-2224		塩谷町金枝950				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		1		2		2		2		2		3		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		0		0		0		0		0

		否 ヒ		大岡医院 オオオカ イイン				320-0047		宇都宮市一の沢274-7				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		川野クリニック カワノ				329-1112		宇都宮市上田原町660-6				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		0		1		0

		否 ヒ		陣内医院 ジンナイ イイン				321-0225		壬生町本丸1-7-10		0282-82-0242		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		1		0

		否 ヒ		船越医院 フナコシ イイン				328-0111		栃木市都賀町家中5986-6				1		1		2		2		2		2		2		2		3		2		3				1		1		2		2		2		2		2		2		3		2		3		2		2		2		0		1		1		0		1		1		0		1		0

		否 ヒ		林クリニック ハヤシ				321-0158		宇都宮市西川田本町1-8-29				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		0		0		0		0		0

		否 ヒ		河島医院 カワシマ イイン				329-3436		那須郡那須町伊王野1503				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		松本内科医院 マツモト ナイカ イイン				321-0226		壬生町中央町6-37				3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		否 ヒ		佐藤医院 サトウ イイン				329-2728		栃木県那須塩原市西栄町7-16 ３２９－２７２８		0287-36-0147		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1

		否 ヒ		渡部医院 ワタナベ イイン				329-3153		那須塩原市大原間140-1 ナスシオバラ シ オオハラマ				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		宇都宮市保健センター ウツノミヤシ ホケン				321-0964		宇都宮市駅前通り1-4-6				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		0

		否 ヒ		川村医院 カワムラ イイン				321-2522		日光市鬼怒川温泉大原1396-20				1		1		3		1		3		1		3		2		3		3		3				3		3		3		3		3		3		2		2		3		3		3		2		2		2		0		0		1		0		0		1		1		0		0

		否 ヒ		ほうずみ整形外科内科小児科医院				320-0047		宇都宮市一の沢2-1-43				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		小島内科医院 コジマ ナイカ イイン				321-0168		宇都宮市東原町5-3				3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		1		0		0		0		0

		否 ヒ		那須高原クリニック ナス コウゲン				329-3131		那須塩原市唐杉31-2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		サンフラワークリニック				323-0808		小山市出井1936				3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		昌平町こどもクリニック ショウヘイ マチ				326-0813		足利市昌平町2368				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		①中心となる施設へ患者が訪問するように、移動手段・補助（人、お金）を考えるべき。どうしても動けない、動かせない人のみ専門職（医者以外）が訪問しIT技術等で必要に応じてセンター施設のスペシャリストと連絡し治療（入院‥）の判断をし実行する。
②既存の人・技術・施設を日曜大工的発想で組み合わせて、システムを構築することには賛成できない。現状をどうにかするための方策でなく、医療の公正（正義）を行うためにどうすべきかを考えるべきだと思う チュウシン シセツ カンジャ ホウモン イドウ シュダン ホジョ ヒト カネ カンガ ウゴ ウゴ ヒト センモン ショク イシャ イガイ ホウモン ギジュツナド ヒツヨウ オウ シセツ レンラク チリョウ ニュウイン ハンダン ジッコウ キゾン ヒト ギジュツ シセツ ニチヨウ ダイク テキ ハッソウ ク ア コウチク サンセイ ゲンジョウ ホウサク イリョウ コウセイ セイギ オコナ カンガ オモ

		否 ヒ		赤田診療所 アカダ シンリョウジョ				329-2743		那須塩原市南赤田321-1192				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		手塚内科 テヅカ ナイカ				321-0966		宇都宮市今泉3-12-12				3		3		2		2		2		2		2		2		1		3		3				3		3		2		2		2		2		2		2		3		3		3		2		2		2		0		1		1		0		1		0		1		0		0		今まで具体的な症例に会っていません イマ グタイテキ ショウレイ ア

		否 ヒ		板橋医院 イタバシ イイン				327-0803		佐野市犬伏新町1308-2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		1		1		0

		否 ヒ		倉増医院 クラ マ イイン				320-0856		宇都宮市砥上町675-1				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		その他：人材の確保 タ ジンザイ カクホ

		否 ヒ		もてぎの森メディカルプラザ				321-3541		茂木町烏生田下郷330				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		宮澤クリニック ミヤザワ				329-0412		下野市柴291-2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		金澤医院 カナザワ イイン				325-0052		那須塩原市中央町1-8				1		1		2		2		2		1		2		2		2		2		2				1		1		2		2		2		1		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		つるたfamilyクリニック				320-0857		宇都宮市鶴田1-17-23				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		フォレストサイドクリニック				321-0152		宇都宮市西川田6-6-17		028-684-2775		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		今野内科胃腸科医院 コンノ ナイカ イチョウカ イイン				321-0151		宇都宮市西川田町933-1		028-645-6121		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		1		1		1		0

		否 ヒ		小島原医院 コジマ ハラ イイン				329-1104		宇都宮市下岡本町4075				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		1		0

		否 ヒ		永田内科眼科医院 ナガタ ナイカ ガンカイ イン				321-0982		宇都宮市御幸ヶ原町136-9		028-662-6774		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		1		0

		否 ヒ		大栗医院 オオクリ イイン				320-0034		宇都宮市泉町1-27				3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1

		否 ヒ		星小児科医院 ホシ ショウニカ イイン				321-0346		宇都宮市下荒針町3588-2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		金子内科医院 カネコ ナイカ イイン				320-0032		宇都宮市昭和1-1-31				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		否 ヒ		石川医院 イシカワ イイン				322-0015		栃木県鹿沼市上石川1-319 ３２２－００１５		0289-76-3145		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		当方では特別養護老人ホームの嘱託医を兼ねておりますため、24時間体制での診察となっております。今回のアンケートに対しましては、オーバーワークにつき協力いたしかねます。 トウホウ トクベツ ヨウゴ ロウジン ショクタクイ カ ジカン タイセイ シンサツ コンカイ タイ キョウリョク

		否 ヒ		しみずファミリークリニック				321-0951		宇都宮市越戸3-15-27				1		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		0		0		0		0		0

		否 ヒ		岡医院 オカ イイン				321-1403		日光市下鉢石町997-1				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		1		1		0		そもそも開業の小児科医が少ないうえに、在宅医療をやっている小児科はほとんどいないのが現状。以前、在宅の重症心身障害児の訪問診療を頼まれて行ったことがあるが、大人の訪問診療と勝手が違う為、内科医にはハードルが高いと感じた。是非、近くの小児科の先生に少しでも取り組んでもらうしかないかと思います。 カイギョウ ショウニ カ イ スク ザイタク イリョウ ショウニカ ゲンジョウ イゼン ザイタク ジュウショウ シンシン ショウガイジ ホウモン シンリョウ タノ オコナ オトナ ホウモン シンリョウ カッテ チガ タメ ナイカ イ タカ カン ゼヒ チカ ショウニカ センセイ スコ ト ク オモ

		否 ヒ		風見診療所 カザミ シンリョウジョ				329-2335		塩谷町上平27				3		3		1		3		2		3		3		2		1		3		3				3		1		1		3		2		2		3		3		2		1		3		3		2		2		0		1		1		0		1		0		1		1		0

		否 ヒ		土谷医院 ツチヤ イイン				321-0136		宇都宮市みどり野町14-3				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		1		0

		否 ヒ		遠藤小児科 エンドウ ショウニカ				321-0982		宇都宮市御幸ヶ原町224-10				1		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		1		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		油布医院 ユフ イイン				321-0414		宇都宮市中里町175-8				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		1		0

		承諾 ショウダク		さいとう小児科 ショウニカ		0282-22-0757 		328-0015		栃木市万町30番16号		0282-22-0757		1		1		3		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		1		0

		承諾 ショウダク		冨塚メデｲカルクリニック		028-666-2555		321-2116		宇都宮市徳次郎町888				1		1		2		2		2		2		2		2		1		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0		なるべく協力したいが、現在当院副院長が体調悪く、休養中のため困難となっています。 キョウリョク ゲンザイ トウイン フクインチョウ タイチョウ ワル キュウヨウチュウ コンナン

		承諾 ショウダク		山浦内科医院		0284-21-6653 		326-0843		足利市五十部町1256-5				1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3				1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		4		1		1		1		0		0		0		1		0		0

		承諾 ショウダク		小倉医院		0282-82-0057		321-0227		壬生町通町10-5				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		承諾 ショウダク		飯岡小児科		0289-65-3257		322-0074		鹿沼市日吉町569-2				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		3				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		3		2		2		2		0		0		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		角田内科医院		0285-53-5665 		329-0511		下野市石橋549				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		1		1		1		1		1		0		0

		承諾 ショウダク		おかべこどもクリニック		0285-40-7300 		329-0433		下野市緑5-17-12				3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		くろばね齋藤醫院		0287-54-0031		324-0233		大田原市黒羽田町612				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		1		0

		承諾 ショウダク		立花医院		0287-72-0311		325-0003		那須郡那須町寺子乙3967-190				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		その他：スタッフの充実　　1～9すべて当てはまります タ ジュウジツ ア

		承諾 ショウダク		さいとうハート＆キッズクリニック		0287-53-7979		324-0043		大田原市浅香1-4-3				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		1		0

		承諾 ショウダク		小山すぎの木クリニック		0285-30-3456		323-0806		小山市中久喜1131-1				1		1		1		1		1		1		2		2		2		1		1				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		4		1		1		0		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		有村小児科医院		028-656-7207		321-0912		宇都宮市石井町3128-11		028-656-7207		1		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		1		0		1		1		0		無床の診療所の小児科医としては、急性疾患（特に感染症が多く）への対応が中心です。時間に追われています。予防接種については、時間枠をとって対応できます。一次診療についても、訪問看護との連携等があれば対応可能な場合があります。（例えば点滴投薬等）現時点では往診は無理ですが。 ムショウ シンリョウジョ ショウニ カ イ キュウセイ シッカン トク カンセンショウ オオ タイオウ チュウシン ジカン オ ヨボウ セッシュ ジカンワク タイオウ イチジ シンリョウ ホウモン カンゴ レンケイ トウ タイオウ カノウ バアイ タト テンテキ トウヤク ナド ゲンジテン オウシン ムリ

		承諾 ショウダク		吉永医院		0285-63-2303		321-3564		茂木町増井190-1				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		1		1		0		0		0

		承諾 ショウダク		あさかクリニック		0287-22-2601		324-0043		大田原市浅香3-3711				1		1		2		2		2		2		1		1		2		2		2				1		1		2		2		2		2		1		1		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		坪水医院		0283-62-0265		327-0312		佐野市栃本町2241				1		1		3		3		3		3		3		3		1		3		3				1		1		3		3		3		3		3		3		1		3		3		3		3		3		0		1		1		0		0		0		0		1		0		若い頃、町田市にある重度心身障害者の施設にボランティアで行き、足で書いたお手紙をもらって感動しました。何かのお役にたてればと思いますが、現在実態がよく分かりません。 ワカ コロ マチダシ ジュウド シンシン ショウガイシャ シセツ イ アシ カ テガミ カンドウ ナニ ヤク オモ ゲンザイ ジッタイ ワ

		承諾 ショウダク		こどもヶ丘診療所		028-615-1077		321-0151		宇都宮市西川田町183-21				1		1		3		3		3		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		1		0		1		1		0

		承諾 ショウダク		竹田内科小児科クリニック		0282-29-1233		328-0011		栃木市大宮町52番地		0282-29-1233		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		0		1		1		1		0		0		1		0

		承諾 ショウダク		すながクリニック		0284-44-7211		326-0015		足利市八椚町494-1　				1		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		1		1		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		片山医院		028-661-9764		321-0944		宇都宮市東峰町3008-21				1		1		2		2		2		1		2		2		2		2		2				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		4		0		1		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		稲毛クリニック		0283-25-2566		327-0103		佐野市石塚町893-1				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		1		1		1		1		1		その他：当クリニックでは勤務医での診療のみを行っており、重症心身障害児に対応できるシステムはととのっておらず、申し訳ありません。 タ トウ キンムイ シンリョウ オコナ ジュウショウ シンシン ショウガイジ タイオウ モウ ワケ

		承諾 ショウダク		小川こどもクリニック		0289-74-5421		322-0027		鹿沼市貝島町5006-2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		くさの小児科		0284-73-7000		326-0335		足利市上渋垂町338-3				3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		みやの杜クリニック　		028-683-7811		321-0904		宇都宮市陽東2-4-5				1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1				3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		1		0		0		1		0		0		1		0		0		0		Q2訪問診療のみ対応可 ホウモン シンリョウ タイオウ カ

		承諾 ショウダク		にいたに内科　		028-675-6515		329-1231		塩谷郡高根沢町宝石台 3-3-19				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1

		承諾 ショウダク		よこやま内科小児科クリニック		0282-24-8102		328-0075		栃木市箱森町38-70				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		さいとうクリニック		0287-39-1805		329-2724		那須塩原市西幸町7-13				1		1		3		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		0		0		0		0		1		その他：現在の診療所での診療との兼ね合いが困難であり、複数の医師や看護師が必要 タ ゲンザイ シンリョウジョ シンリョウ カ ア コンナン フクスウ イシ カンゴシ ヒツヨウ

		承諾 ショウダク		桜井消化器科・内科		028-643-0870		320-0073		宇都宮市細谷1-7-38				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		承諾 ショウダク		佐藤医院		0287-96-2841		324-0501		那須郡那珂川町小川2960-1				1		1		3		3		2		3		3		2		1		1		1				1		1		3		3		2		3		3		2		1		1		1		3		3		4		0		1		1		1		0		1		0		0		0

		承諾 ショウダク		大根田内科医院		028-624-6322		320-0072		宇都宮市若草3-4-22				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		0		0		0		0		0		0		0		当方の医師が高齢であり、しかもスタッフがそろっていないので在宅医療は無理なので、ましてや重症心身障害者においておやです。 トウホウ イシ コウレイ ザイタク イリョウ ムリ ジュウショウ シンシン ショウガイシャ

		承諾 ショウダク		医療法人　赤羽病院		028-661-5446		321-0904		宇都宮市陽東7-2-2				1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3				3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		2		2		2		0		1		1		1		0		0		1		0		0

		承諾 ショウダク		田井の里クリニック		0285-81-6502		321-4301		真岡市西田井内外748-2				1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2				3		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		みずぬまクリニック		0287-39-1581		329-2751		那須塩原市東三島2-80-6				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		その他：在宅医療をやっていないので現状は無理である タ ザイタク イリョウ ゲンジョウ ムリ

		承諾 ショウダク		キッズクリニックはせがわ		0283-27-0200		327-0843		佐野市堀米町3946-6				1		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		その他：時間的余裕 タ ジカンテキ ヨユウ

		承諾 ショウダク		小森谷内科医院		0282-43-7327		329-4404		栃木市大平町富田4003-8				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		熊倉医院		0282-55-8425		329-4316		下都賀郡岩舟町新里180-1				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		いちはらファミリークリニック		028-612-8350		321-0414		宇都宮市中里町322				3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3				3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		1		2		0		1		1		1		0		1		0		1		0

		承諾 ショウダク		かとう小児科 ショウニカ		0282-82-7576		321-0218		壬生町落合3-7-30		 		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		福田こどもクリニック		028-659-8850		320-0852		栃木県宇都宮市下砥上町1545-20				1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3				1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		2		2		2		0		1		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		てらもと小児科		028-650-6636		321-0975		宇都宮市関堀町971-6				1		1		3		2		2		3		3		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		0		小児科医としてはもっと積極的に協力しなければいけないと思いますが、現在の我診療所の状態では不可能なことが多く残念です。 ショウニ カ イ セッキョクテキ キョウリョク オモ ゲンザイ ワガ シンリョウジョ ジョウタイ フカノウ オオ ザンネン

		承諾 ショウダク		木村内科医院		0288-22-7880		321-1264		日光市瀬尾497-1				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		承諾 ショウダク		こばやしファミリークリニック		0283-85-9900		327-0311		佐野市多田町566				1		1		1		1		3		1		1		2		1		1		1				1		1		1		1		3		1		1		3		1		1		1		3		3		2		0		1		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		あいファミリィクリニック足利 アシカガ		0284-22-3788		329-4213		足利市寺岡町505-1				1		1		1		1		1		1		1		3		1		1		1				1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		1		0		1		0		0		0		0		1		0

		承諾 ショウダク		腰塚医院		0282-62-2072		323-1104		栃木市藤岡町藤岡1845-10				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		1		1		1		1		0

		承諾 ショウダク		桜井こどもクリニック		0282-24-5987		328-0034		栃木市本町16-9				1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		承諾 ショウダク		神鳥谷クリニック		0285-22-7700		323-0827		小山市神鳥谷1-19-1		 		2		2		2		2		2		2		2		2		1		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		持田医院		0282-67-3661		329-0319		栃木市藤岡町中根115-5				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		4		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		田村医院		0282-43-3368		329-4423		栃木市大平町西水代1835-1				1		1		1		1		1		1		1		2		1		1		1				1		1		1		1		1		1		1		2		1		1		1		3		1		4		1		1		1		1		1		1		1		1		0		Q5.訪問看護、訪問リハビリテーションを利用 ホウモン カンゴ ホウモン リヨウ

		承諾 ショウダク		大橋内科クリニック		0282-82-8522		321-0219		壬生町福和田1003-1				1		1		2		2		2		3		2		2		2		2		3				1		1		2		2		2		3		2		2		2		2		3		3		3		2		0		1		1		0		0		0		0		1		0

		承諾 ショウダク		てらだファミリークリニック		028-654-2188		321-0132		宇都宮市雀の宮5-5-1				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		1		1		1		1		0

		承諾 ショウダク		あおい内科小児科ｸﾘﾆｯｸ		028-663-6000		321-0973		宇都宮市岩曽町1086-1				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		1		1		1		その他：往診時間の確保ができること タ オウシン ジカン カクホ

		承諾 ショウダク		飯塚医院		0287-92-2034		324-0613		那須郡那珂川町馬頭484-3				1		1		2		2		2		2		2		2		1		2		1				1		1		2		2		2		2		2		2		1		2		1		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		0

		承諾 ショウダク		やの小児科医院		0285-56-0280		329-0611		河内郡上三川町上三川3446-3				1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3				1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		2		2		2		0		1		1		1		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		仲嶋医院		028-681-7755		329-1311		さくら市氏家3245-17				3		3		3		3		2		3		3		3		3		2		3				3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		2		3		2		1		1		1		1		1		1		1		0		0		成人（18才以上）を対象に回答しました セイジン サイ イジョウ タイショウ カイトウ

		承諾 ショウダク		小林診療所		0285-82-3873		321-4369		真岡市熊倉3-10-7				1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		1				1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		1		2		2		2		0		1		0		0		0		1		0		0		0

		承諾 ショウダク		西真岡こどもクリニック		0285-81-7900		321-4341		真岡市高勢町3-205-1				1		1		1		3		1		1		1		1		1		3		3				1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		その他：現在おこなっています タ ゲンザイ

		承諾 ショウダク		鈴木医院		0285-72-2032		321-4217		益子町益子1747-2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		承諾 ショウダク		緑の屋根診療所		0283-20-2577		327-0843		佐野市堀米町1348-5				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		0		0		1		0		1		0		1		0		0		地域の社会資源が少ない。マンパワー不足 チイキ シャカイ シゲン スク ブソク

		承諾 ショウダク		ひがのクリニック		0285-74-0051 		321-4521		真岡市久下田941-1				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		豊郷中央渡辺内科　		028-622-8900		320-0004		宇都宮市長岡町1217-5				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		1				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		1		0		0

		承諾 ショウダク		きくちクリニック		028-683-3387		321-0903		宇都宮市下平出町614-2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		0		0

		承諾 ショウダク		サンレディースクリニック		0282-24-3541		328-0024		栃木市樋ノ口町504-1				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		医療法人　亀田内科		028-633-2884		320-0812		宇都宮市一番町1-28				1		1		1		2		2		1		2		2		2		2		1				1		1		1		2		2		1		2		2		2		2		1		3		3		3		0		0		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		越戸クリニック		028-660-6190		321-0951		宇都宮市越戸町139-6				1		1		2		2		2		3		2		2		2		2		3				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		佐藤内科		0285-53-1305		329-0511		下野市石橋839-14				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		承諾 ショウダク		グリムこどもクリニック		0285-51-1515		329-0502		下野市下古山2-6-17				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		事前連絡の上での一次診療、予防接種ですので、申し訳ありません。 ジゼン レンラク ウエ イチジ シンリョウ ヨボウ セッシュ モウ ワケ

		承諾 ショウダク		吉原医院		0288-21-0161		321-1261		日光市今市826-4				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		1		1		1		その他：設備 タ セツビ

		承諾 ショウダク		梅園医院		028-633-2869		320-0035		宇都宮市伝馬町3-28				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		1		0		0

		承諾 ショウダク		森田医院		028-633-1573		320-0861		宇都宮市西3-5-8				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		鈴木内科クリニック		028-655-1229		321-0139		宇都宮市若松原2-4-19				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		その他：24時間対応が必要となると考えますが、当院診療時間内の往診は難しいと考えます。 タ ジカン タイオウ ヒツヨウ カンガ トウイン シンリョウ ジカン ナイ オウシン ムズカ カンガ

		承諾 ショウダク		小松医院		0289-60-5515		322-0064		鹿沼市文化橋町2300-1				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		1		0		0		1		0



														1.医療ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する外来診療について、以下の医療行為に対応できますか。 イリョウ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ガイライ シンリョウ イカ イリョウ コウイ タイオウ																								2.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する往診及び訪問診療について、以下の医療行為に対応できますか イリョウテキ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ オウシン オヨ ホウモン シンリョウ イカ イリョウ コウイ タイオウ

														予防接種 ヨボウ セッシュ		一次診療
（経過観察、栄養観察を含む） イチジ シンリョウ ケイカ カンサツ エイヨウ カンサツ フク		経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ		経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ		中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ		酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ		気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ		人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ		尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ		人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ		褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ				予防接種 ヨボウ セッシュ		一次診療
（経過観察、栄養観察を含む） イチジ シンリョウ ケイカ カンサツ エイヨウ カンサツ フク		経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ		経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ		中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ		酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ		気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ		人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ		尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ		人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ		褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ

										1		できる		83		57		12		9		7		13		11		6		17		8		16		できる		39		29		8		6		5		9		9		6		10		7		12

										2		できない		55		80		127		134		142		130		136		146		131		137		124		できない		102		115		141		143		148		140		144		148		140		145		134

										3		要相談 ヨウ ソウダン		27		28		26		22		16		22		18		13		16		20		25		要相談 ヨウ ソウダン		24		21		16		16		12		15		12		11		15		13		19

																																																														0

														3.24時間、重症心身障害児（18歳未満）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイジ サイ ミマン イリョウ タイオウ

										1		できる		1

										2		できない		150

										3		要相談 ヨウ ソウダン		14

														4.24時間、重症心身障害者（18歳以上）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイシャ サイ イジョウ イリョウ タイオウ

										1		できる		3

										2		できない		150

										3		要相談 ヨウ ソウダン		12

														5.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する訪問リハビリてーションを提供していますか イリョウテキ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ホウモン テイキョウ

										1		提供している テイキョウ		1

										2		提供していない テイキョウ		152

										3		提供していないが対応は可能 テイキョウ タイオウ カノウ		4

										4		要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン		8

														6.重症心身障害児（者）在宅医療に対応できるようになるための条件はなんですか

										1		診療報酬の点数が増えること シンリョウ ホウシュウ テンスウ フ		24

										2		訪問看護尾の連携 ホウモン カンゴ オ レンケイ		73

										3		病院との連携 ビョウイン レンケイ		90

										4		在宅療養支援診療所と小児科医とのグループ診療 ザイタク リョウヨウ シエン シンリョウジョ ショウニ カ イ シンリョウ		43

										5		在宅療養支援診療所に助言や相談を求めることができること ザイタク リョウヨウ シエン シンリョウジョ ジョゲン ソウダン モト		28

										6		小児科医に助言や相談を求めることができること ショウニ カ イ ジョゲン ソウダン モト		26

										7		経験のある医師がいること ケイケン イシ		62

										8		研修などの自己のスキルアップ ケンシュウ ジコ		47

										9		その他 タ		21



できる	予防接種	一次診療	
（経過観察、栄養観察を含む）	経鼻経管栄養の管理	経皮経管栄養の管理	
（胃ろう）	中心静脈栄養の管理	酸素療法の管理	気管切開の管理	人工呼吸器の管理	尿道留置カテーテル	
の管理	人工肛門の管理	褥瘡の管理	83	57	12	9	7	13	11	6	17	8	16	できない	予防接種	一次診療	
（経過観察、栄養観察を含む）	経鼻経管栄養の管理	経皮経管栄養の管理	
（胃ろう）	中心静脈栄養の管理	酸素療法の管理	気管切開の管理	人工呼吸器の管理	尿道留置カテーテル	
の管理	人工肛門の管理	褥瘡の管理	55	80	127	134	142	130	136	146	131	137	124	要相談	予防接種	一次診療	
（経過観察、栄養観察を含む）	経鼻経管栄養の管理	経皮経管栄養の管理	
（胃ろう）	中心静脈栄養の管理	酸素療法の管理	気管切開の管理	人工呼吸器の管理	尿道留置カテーテル	
の管理	人工肛門の管理	褥瘡の管理	27	28	26	22	16	22	18	13	16	20	25	3.24時間、重症心身障害児（18歳未満）の医療に対応ができますか	できる	できない	要相談	1	150	14	4.24時間、重症心身障害者（18歳以上）の医療に対応ができますか	できる	できない	要相談	3	150	12	5.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する訪問リハビリてーションを提供していますか	提供している	提供していない	提供していないが対応は可能	要相談（条件による）	1	152	4	8	6.重症心身障害児（者）在宅医療に対応できるようになるための条件はなんですか	診療報酬の点数が増えること	訪問看護尾の連携	病院との連携	在宅療養支援診療所と小児科医とのグループ診療	在宅療養支援診療所に助言や相談を求めることができること	小児科医に	助言や相談を求めることができること	経験のある医師がいること	研修などの自己のスキルアップ	その他	24	73	90	43	28	26	62	47	21	できる	予防接種	一次診療	
（経過観察、栄養観察を含む）	経鼻経管栄養の管理	経皮経管栄養の管理	
（胃ろう）	中心静脈栄養の管理	酸素療法の管理	気管切開の管理	人工呼吸器の管理	尿道留置カテーテル	
の管理	人工肛門の管理	褥瘡の管理	39	29	8	6	5	9	9	6	10	7	12	できない	予防接種	一次診療	
（経過観察、栄養観察を含む）	経鼻経管栄養の管理	経皮経管栄養の管理	
（胃ろう）	中心静脈栄養の管理	酸素療法の管理	気管切開の管理	人工呼吸器の管理	尿道留置カテーテル	
の管理	人工肛門の管理	褥瘡の管理	102	115	141	143	148	140	144	148	140	145	134	要相談	予防接種	一次診療	
（経過観察、栄養観察を含む）	経鼻経管栄養の管理	経皮経管栄養の管理	
（胃ろう）	中心静脈栄養の管理	酸素療法の管理	気管切開の管理	人工呼吸器の管理	尿道留置カテーテル	
の管理	人工肛門の管理	褥瘡の管理	24	21	16	16	12	15	12	11	15	13	19	

診療所 (作業)

		Ｑ１		1.医療ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する外来診療について、以下の医療行為に対応できますか。 イリョウ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ガイライ シンリョウ イカ イリョウ コウイ タイオウ

				Ｑ1-1										予防接種 ヨボウ セッシュ

				Ｑ1-2										一次診療
（経過観察、栄養観察を含む） イチジ シンリョウ ケイカ カンサツ エイヨウ カンサツ フク

				Ｑ1-3										経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ

				Ｑ1-4										経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ

				Ｑ1-5										中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ

				Ｑ1-6										酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ

				Ｑ1-7										気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ

				Ｑ1-8										人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ

				Ｑ1-9										尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ

				Ｑ1-10										人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ

				Ｑ1-11										褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ

		Ｑ２		2.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する往診及び訪問診療について、以下の医療行為に対応できますか イリョウテキ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ オウシン オヨ ホウモン シンリョウ イカ イリョウ コウイ タイオウ

				Ｑ2-1										予防接種 ヨボウ セッシュ

				Ｑ2-2										一次診療
（経過観察、栄養観察を含む） イチジ シンリョウ ケイカ カンサツ エイヨウ カンサツ フク

				Ｑ2-3										経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ

				Ｑ2-4										経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ

				Ｑ2-5										中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ

				Ｑ2-6										酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ

				Ｑ2-7										気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ

				Ｑ2-8										人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ

				Ｑ2-9										尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ

				Ｑ2-10										人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ

				Ｑ2-11										褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ

		Ｑ3		3.24時間、重症心身障害児（18歳未満）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイジ サイ ミマン イリョウ タイオウ

				Ｑ3-1										できる

				Ｑ3-2										できない

				Ｑ3-3										要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン

		Ｑ4		4.24時間、重症心身障害者（18歳以上）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイシャ サイ イジョウ イリョウ タイオウ

				Ｑ4-1										できる

				Ｑ4-2										できない

				Ｑ4-3										要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン

		Ｑ5		5.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する訪問リハビリてーションを提供していますか イリョウテキ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ホウモン テイキョウ

				Ｑ5-1										提供している テイキョウ

				Ｑ5-2										提供していない テイキョウ

				Ｑ5-3										提供していないが対応は可能 テイキョウ タイオウ カノウ

				Ｑ5-4										要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン

		Ｑ6		6.重症心身障害児（者）在宅医療に対応できるようになるための条件はなんですか ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ ザイタク イリョウ タイオウ ジョウケン

				Ｑ6-1										診療報酬の点数が増えること シンリョウ ホウシュウ テンスウ フ

				Ｑ6-2										訪問看護尾の連携 ホウモン カンゴ オ レンケイ

				Ｑ6-3										病院との連携 ビョウイン レンケイ

				Ｑ6-4										在宅療養支援診療所と小児科医とのグループ診療 ザイタク リョウヨウ シエン シンリョウジョ ショウニ カ イ シンリョウ

				Ｑ6-5										在宅療養支援診療所に助言や相談を求めることができること ザイタク リョウヨウ シエン シンリョウジョ ジョゲン ソウダン モト

				Ｑ6-6										小児科医に助言や相談を求めることができること ショウニ カ イ ジョゲン ソウダン モト

				Ｑ6-7										経験のある医師がいること ケイケン イシ

				Ｑ6-8										研修などの自己のスキルアップ ケンシュウ ジコ

				Ｑ6-9										その他 タ

		Ｑ7		7.重症心身障害児（者）の方に対する医療、在宅生活等についてお気づきのことなど、ご自由にお書きください ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ カタ タイ イリョウ ザイタク セイカツ ナド キ ジユウ カ



		承諾可否 ショウダク カヒ		診療所名 シンリョウジョ メイ		電話番号 デンワ バンゴウ		郵便番号 ユウビンバンゴウ		所在地 ショザイチ		電話番号 デンワ バンゴウ		Ｑ１　1.医療ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する外来診療について、以下の医療行為に対応できますか。																								Ｑ２　2.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する往診及び訪問診療について、以下の医療行為に対応できますか																						Ｑ3		Ｑ4		Ｑ5		Ｑ6　6.重症心身障害児（者）在宅医療に対応できるようになるための条件はなんですか																		Ｑ7重症心身障害児（者）の方に対する医療、在宅生活等についてお気づきのことなど、ご自由にお書きください
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		否 ヒ		不明 フメイ						不明 フメイ		不明 フメイ		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		7		0		0

		否 ヒ		不明 フメイ						不明 フメイ		不明 フメイ		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		1		1		0		0		0		1		0

		否 ヒ		不明 フメイ						不明 フメイ		不明 フメイ		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		不明 フメイ						不明 フメイ		不明 フメイ		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		0

		否 ヒ		不明 フメイ						不明 フメイ		不明 フメイ		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		否 ヒ		不明 フメイ						不明 フメイ		不明 フメイ		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		0		1		0

		否 ヒ		不明 フメイ						不明 フメイ		不明 フメイ		1		1		2		2		2		2		2		2		1		2		1				1		1		2		2		2		2		2		2		1		2		1		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		その他：各種の健康的処置の管理ができるかどうか。その訓練を受けているかどうかです。 タ カクシュ ケンコウテキ ショチ カンリ クンレン ウ

		否 ヒ		不明 フメイ						不明 フメイ		不明 フメイ		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		0		0		1		0		0

		否 ヒ		不明 フメイ						不明 フメイ		不明 フメイ		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		その他:スタッフ不足（医師、看護師、介助者）スペース不足 タ フソク イシ カンゴシ カイジョシャ フソク

		否 ヒ		宇都宮市保健所 ウツノミヤシ ホケンジョ				321-0974		宇都宮市竹林町972				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		その他：保健所は直接的な医療サービスを行っていないことから、今後も対応は行わない タ ホケンジョ チョクセツ テキ イリョウ オコナ コンゴ タイオウ オコナ

		承諾 ショウダク		深谷医院 フカヤ イイン		0285-75-0007 		321-4502		真岡市物井1268-7				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		1				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		1		2		2		2		0		0		1		1		0		0		0		0		0

		否 ヒ		こどもクリニックしまむら				326-0822		足利市田中町908-4				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		かしま産婦人科 サンフジンカ		0284-65-0341		326-0844		足利市鹿島町501-1				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		婦人科疾患（不正性器出血/帯下/外陰掻痒等）については外来対応させて頂いております フジンカ シッカン フセイ セイキ シュッケツ タイゲ ガイイン カ カユ ナド ガイライ タイオウ イタダ

		否 ヒ		医療法人雄仁会　奥山医院 イリョウ ホウジン ユウジン カイ オクヤマ イイン				322-0065		鹿沼市上材木町2320				1		3		3		3		3		3		1		3		3		2		2				1		3		2		3		2		3		1		3		3		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		1		1		0		0

		否 ヒ		水沼医院 ミズヌマ イイン				321-0628		那須烏山市金井1-14-8				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		3				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		飯野医院				321-4539		真岡市長沼730-1				3		2		2		2		2		3		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		おおきこどもクリニック		0285-41-0025 		329-0207		小山市美しが丘3-35-3				1		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		宇都宮市子ども発達センター診療所 ウツノミヤシ コ ハッタツ シンリョウジョ		028-647-4720		320-0851		栃木県宇都宮市鶴田町970-1				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		その他：子ども発達センター内の療育を利用する児の診療所であるため タ コ ハッタツ ナイ リョウイク リヨウ ジ シンリョウジョ

		承諾 ショウダク		中川医院 ナカガワ イイン		0287-62-0040		325-0057		那須塩原市黒磯幸町6-27				3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		1		0		1		0

		否 ヒ		ももやこどもクリニック				321-0118		宇都宮市インターパーク3-6-1				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		1		0		0		0		0		0

		否 ヒ		阿久津医院 アクツ イイン				329-1226		高根沢町大谷176-1 タカネザワマチ オオタニ				1		1		2		2		2		3		2		2		3		3		3				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		1		0		0		0		1		0		0

		否 ヒ		伊保内診療所 イホ ナイ シンリョウジョ				327-0034		佐野市伊保内町3841-1				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		1		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		にじいろこども診療所 シンリョウジョ		0285-44-7716		329-0414		下野市小金井4-1-1				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		0		1		1		0

		否 ヒ		戸野塚内科医院 トノヅカ ナイカ イイン				323-0064		小山市下石塚471				3		3		3		3		3		1		1		1		1		3		1				3		3		3		3		3		1		1		1		1		3		1		3		3		4		0		0		1		0		0		1		1		1		0

		否 ヒ		賀川診療所 カガワ シンリョウジョ				326-0843		足利市五十部町1785				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		1		0		1		0		0

		承諾 ショウダク		豊郷台クリニック ユタカ ゴウ ダイ		028-643-8998		320-0003		宇都宮市豊郷台2-21-3		028-643-8998（FAX8999）		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1				1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		2		0		1		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		いとうこどもクリニック		0289-63-5566		322-0025		鹿沼市緑町2-2-29				1		1		3		3		2		2		3		2		2		3		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		0		0		1		1		0

		承諾 ショウダク		清原台こどもクリニック キヨハラ ダイ		028-305-6017		321-3223		宇都宮市清原台2-4-14				1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		その他：医師、看護師の増員 タ イシ カンゴシ ゾウイン

		否 ヒ		阿部医院				324-0032		大田原市佐久山2018 オオタワラシ サクヤマ		0287-28-0053（FAX0287-28-2112）		1		1		2		2		2		2		1		2		1		2		1				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		4		0		1		1		0		1		0		0		1		0

		否 ヒ		中元内科医院 ナカモト ナイカ イイン				328-0027		栃木市今泉町2-10-18				1		3		2		2		2		3		2		2		3		2		3				3		3		2		2		2		3		2		2		3		2		3		2		2		2		0		0		1		0		1		0		0		1		0		①重症心身障害者の重症度の程度問題　②家庭の受け入れ問題、経済的負担 ジュウショウ シンシン ショウガイシャ ジュウショウ ド テイド モンダイ カテイ ウ イ モンダイ ケイザイテキ フタン

		否 ヒ		布川小児科 フカワ ショウニ カ				322-0036		鹿沼市下田町2-1099				1		1		3		3		2		3		2		2		2		3		3				1		1		3		3		2		3		2		2		2		2		3		2		2		2		0		1		1		1		0		0		1		1		0

		否 ヒ		ちづかクリニック				328-0133		栃木市大森町445-4		0282-31-3750		3		3		3		3		2		3		2		2		2		2		3				3		3		3		3		2		3		2		2		2		2		3		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		多島医院 タジマ イイン				321-1524		日光市足尾町赤沢21-28				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		否 ヒ		篠崎内科クリニック シノザキ ナイカ				321-3223		宇都宮市清原台6-1-13				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		否 ヒ		和久医院 ワク イイン				321-3324		芳賀町西水沼119-1				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		否 ヒ		近藤クリニック コンドウ				321-0634		那須烏山市野上町637-2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		0		0		0		0		1		0		0

		否 ヒ		高根沢内科クリニック タカネザワ ナイカ				321-4305		真岡市荒町2-11-1				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		岡田こどもクリニック オカダ				327-0832		佐野市植上町1408-2				1		3		3		3		3		2		3		2		3		3		3				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		0		0		0		0		0		往診医療ができたらと考えていた時もありましたが、現在は物理的に困難で申し訳ありません
重心のお子さんの通院所と個別の相談で応じる可能性はあります オウシン イリョウ カンガ トキ ゲンザイ ブツリテキ コンナン モウ ワケ ジュウシン コ ツウイン ジョ コベツ ソウダン オウ カノウセイ

		否 ヒ		真岡メディカルクリニック モオカ				321-4305		真岡市荒町3-49-6				3		3		3		3		3		3		3		3				3		3				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		0		0		0		1		1		0

		否 ヒ		いしだ整形外科 セイケイ ゲカ				321-0912		宇都宮市石井町3236-1				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		山中クリニック ヤマナカ				327-0835		佐野市植下町2468				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		1		1		0		0		1		0		0

		否 ヒ		医療法人　寿幸会　吉野医院 イリョウ ホウジン コトブキ サチ カイ ヨシノ イイン				320-0014		宇都宮市大曽4-9-11				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		1		1		0		0		1		0		0

		否 ヒ		柳田産婦人科・小児科医院 ヤナギダ サンフジンカ ショウニカ イイン				321-4361		真岡市並木町4-5-3				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		0

		否 ヒ		石田消化器科・内科クリニック イシダ ショウカキ カ ナイカ				321-0216		壬生町壬生丁259-7				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		1		0		0		0		0		0

		否 ヒ		赤羽胃腸科・外科・肛門科医院 アカバネ イチョウカ ゲカ コウモンカ イイン				324-0052		大田原市城山2-5-29				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		医療法人　文仁会　扶桑医院 イリョウ ホウジン ブン ジン カイ フソウ イイン				323-0016		小山市扶桑1-2-1				1		3		3		3		2		2		3		2		3		3		3				3		3		3		2		2		2		3		2		3		2		3		2		2		2		0		0		1		1		0		0		1		1		0

		否 ヒ		馬場医院 ババ イイン				327-0043		佐野市君田町35				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		否 ヒ		井戸川クリニック イドガワ				326-0331		足利市福富町2096-1				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		0		0		1		0		0		0

		否 ヒ		鎌田浅香医院 カマタ アサカ イイン				324-0043		大田原市浅香3-3-9				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		0		1		0		0		0		0		0		0		高額医療はひかえています。悪質ととらえられますので!! コウガク イリョウ アクシツ

		否 ヒ		山門クリニック ヤマカド				328-0031		栃木市日の出町6-35				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		0		0		0		1		0

		否 ヒ		新村ファミリークリニック ニイムラ				328-0011		栃木市大宮町2120-11				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		宇都宮東部クリニック ウツノミヤ トウブ				321-3223		宇都宮市清原台5-14-19				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1

		否 ヒ		車田医院 クルマダ イイン				324-0242		大田原市大豆田457-24				3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3				3		3		3		3		3		0		2		2		3		3		3		2		2		2		0		0		1		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		にがみどう内科クリニック ナイカ				322-0003		鹿沼市仁神堂町351-26				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		松谷内科胃腸科クリニック マツヤ ナイカ イチョウカ				321-3304		芳賀町祖母井1708-17				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		1		0		0

		否 ヒ		まなか医院 イイン				329-1225		高根沢町石末２０９３－１０				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		植木医院 ウエキ イイン				329-2224		塩谷町金枝950				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		1		2		2		2		2		3		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		0		0		0		0		0

		否 ヒ		大岡医院 オオオカ イイン				320-0047		宇都宮市一の沢274-7				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		川野クリニック カワノ				329-1112		宇都宮市上田原町660-6				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		0		1		0

		否 ヒ		陣内医院 ジンナイ イイン				321-0225		壬生町本丸1-7-10		0282-82-0242		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		1		0

		否 ヒ		船越医院 フナコシ イイン				328-0111		栃木市都賀町家中5986-6				1		1		2		2		2		2		2		2		3		2		3				1		1		2		2		2		2		2		2		3		2		3		2		2		2		0		1		1		0		1		1		0		1		0

		否 ヒ		林クリニック ハヤシ				321-0158		宇都宮市西川田本町1-8-29				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		0		0		0		0		0

		否 ヒ		河島医院 カワシマ イイン				329-3436		那須郡那須町伊王野1503				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		松本内科医院 マツモト ナイカ イイン				321-0226		壬生町中央町6-37				3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		否 ヒ		佐藤医院 サトウ イイン				329-2728		栃木県那須塩原市西栄町7-16 ３２９－２７２８		0287-36-0147		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1

		否 ヒ		渡部医院 ワタナベ イイン				329-3153		那須塩原市大原間140-1 ナスシオバラ シ オオハラマ				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		宇都宮市保健センター ウツノミヤシ ホケン				321-0964		宇都宮市駅前通り1-4-6				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		0

		否 ヒ		川村医院 カワムラ イイン				321-2522		日光市鬼怒川温泉大原1396-20				1		1		3		1		3		1		3		2		3		3		3				3		3		3		3		3		3		2		2		3		3		3		2		2		2		0		0		1		0		0		1		1		0		0

		否 ヒ		ほうずみ整形外科内科小児科医院				320-0047		宇都宮市一の沢2-1-43				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		小島内科医院 コジマ ナイカ イイン				321-0168		宇都宮市東原町5-3				3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		1		0		0		0		0

		否 ヒ		那須高原クリニック ナス コウゲン				329-3131		那須塩原市唐杉31-2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		サンフラワークリニック				323-0808		小山市出井1936				3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		昌平町こどもクリニック ショウヘイ マチ				326-0813		足利市昌平町2368				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		①中心となる施設へ患者が訪問するように、移動手段・補助（人、お金）を考えるべき。どうしても動けない、動かせない人のみ専門職（医者以外）が訪問しIT技術等で必要に応じてセンター施設のスペシャリストと連絡し治療（入院‥）の判断をし実行する。
②既存の人・技術・施設を日曜大工的発想で組み合わせて、システムを構築することには賛成できない。現状をどうにかするための方策でなく、医療の公正（正義）を行うためにどうすべきかを考えるべきだと思う チュウシン シセツ カンジャ ホウモン イドウ シュダン ホジョ ヒト カネ カンガ ウゴ ウゴ ヒト センモン ショク イシャ イガイ ホウモン ギジュツナド ヒツヨウ オウ シセツ レンラク チリョウ ニュウイン ハンダン ジッコウ キゾン ヒト ギジュツ シセツ ニチヨウ ダイク テキ ハッソウ ク ア コウチク サンセイ ゲンジョウ ホウサク イリョウ コウセイ セイギ オコナ カンガ オモ

		否 ヒ		赤田診療所 アカダ シンリョウジョ				329-2743		那須塩原市南赤田321-1192				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		手塚内科 テヅカ ナイカ				321-0966		宇都宮市今泉3-12-12				3		3		2		2		2		2		2		2		1		3		3				3		3		2		2		2		2		2		2		3		3		3		2		2		2		0		1		1		0		1		0		1		0		0		今まで具体的な症例に会っていません イマ グタイテキ ショウレイ ア

		否 ヒ		板橋医院 イタバシ イイン				327-0803		佐野市犬伏新町1308-2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		1		1		0

		否 ヒ		倉増医院 クラ マ イイン				320-0856		宇都宮市砥上町675-1				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		その他：人材の確保 タ ジンザイ カクホ

		否 ヒ		もてぎの森メディカルプラザ				321-3541		茂木町烏生田下郷330				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		宮澤クリニック ミヤザワ				329-0412		下野市柴291-2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		金澤医院 カナザワ イイン				325-0052		那須塩原市中央町1-8				1		1		2		2		2		1		2		2		2		2		2				1		1		2		2		2		1		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		つるたfamilyクリニック				320-0857		宇都宮市鶴田1-17-23				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		フォレストサイドクリニック				321-0152		宇都宮市西川田6-6-17		028-684-2775		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		今野内科胃腸科医院 コンノ ナイカ イチョウカ イイン				321-0151		宇都宮市西川田町933-1		028-645-6121		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		1		1		1		0

		否 ヒ		小島原医院 コジマ ハラ イイン				329-1104		宇都宮市下岡本町4075				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		1		0

		否 ヒ		永田内科眼科医院 ナガタ ナイカ ガンカイ イン				321-0982		宇都宮市御幸ヶ原町136-9		028-662-6774		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		1		0

		否 ヒ		大栗医院 オオクリ イイン				320-0034		宇都宮市泉町1-27				3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1

		否 ヒ		星小児科医院 ホシ ショウニカ イイン				321-0346		宇都宮市下荒針町3588-2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		金子内科医院 カネコ ナイカ イイン				320-0032		宇都宮市昭和1-1-31				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		否 ヒ		石川医院 イシカワ イイン				322-0015		栃木県鹿沼市上石川1-319 ３２２－００１５		0289-76-3145		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		当方では特別養護老人ホームの嘱託医を兼ねておりますため、24時間体制での診察となっております。今回のアンケートに対しましては、オーバーワークにつき協力いたしかねます。 トウホウ トクベツ ヨウゴ ロウジン ショクタクイ カ ジカン タイセイ シンサツ コンカイ タイ キョウリョク

		否 ヒ		しみずファミリークリニック				321-0951		宇都宮市越戸3-15-27				1		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		0		0		0		0		0

		否 ヒ		岡医院 オカ イイン				321-1403		日光市下鉢石町997-1				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		1		1		0		そもそも開業の小児科医が少ないうえに、在宅医療をやっている小児科はほとんどいないのが現状。以前、在宅の重症心身障害児の訪問診療を頼まれて行ったことがあるが、大人の訪問診療と勝手が違う為、内科医にはハードルが高いと感じた。是非、近くの小児科の先生に少しでも取り組んでもらうしかないかと思います。 カイギョウ ショウニ カ イ スク ザイタク イリョウ ショウニカ ゲンジョウ イゼン ザイタク ジュウショウ シンシン ショウガイジ ホウモン シンリョウ タノ オコナ オトナ ホウモン シンリョウ カッテ チガ タメ ナイカ イ タカ カン ゼヒ チカ ショウニカ センセイ スコ ト ク オモ

		否 ヒ		風見診療所 カザミ シンリョウジョ				329-2335		塩谷町上平27				3		3		1		3		2		3		3		2		1		3		3				3		1		1		3		2		2		3		3		2		1		3		3		2		2		0		1		1		0		1		0		1		1		0

		否 ヒ		土谷医院 ツチヤ イイン				321-0136		宇都宮市みどり野町14-3				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		1		0

		否 ヒ		遠藤小児科 エンドウ ショウニカ				321-0982		宇都宮市御幸ヶ原町224-10				1		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		1		0		0		0		0		0		0

		否 ヒ		油布医院 ユフ イイン				321-0414		宇都宮市中里町175-8				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		1		0

		承諾 ショウダク		さいとう小児科 ショウニカ		0282-22-0757 		328-0015		栃木市万町30番16号		0282-22-0757		1		1		3		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		1		0

		承諾 ショウダク		冨塚メデｲカルクリニック		028-666-2555		321-2116		宇都宮市徳次郎町888				1		1		2		2		2		2		2		2		1		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0		なるべく協力したいが、現在当院副院長が体調悪く、休養中のため困難となっています。 キョウリョク ゲンザイ トウイン フクインチョウ タイチョウ ワル キュウヨウチュウ コンナン

		承諾 ショウダク		山浦内科医院		0284-21-6653 		326-0843		足利市五十部町1256-5				1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3				1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		4		1		1		1		0		0		0		1		0		0

		承諾 ショウダク		小倉医院		0282-82-0057		321-0227		壬生町通町10-5				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		承諾 ショウダク		飯岡小児科		0289-65-3257		322-0074		鹿沼市日吉町569-2				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		3				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		3		2		2		2		0		0		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		角田内科医院		0285-53-5665 		329-0511		下野市石橋549				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		1		1		1		1		1		0		0

		承諾 ショウダク		おかべこどもクリニック		0285-40-7300 		329-0433		下野市緑5-17-12				3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		くろばね齋藤醫院		0287-54-0031		324-0233		大田原市黒羽田町612				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		1		0

		承諾 ショウダク		立花医院		0287-72-0311		325-0003		那須郡那須町寺子乙3967-190				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		その他：スタッフの充実　　1～9すべて当てはまります タ ジュウジツ ア

		承諾 ショウダク		さいとうハート＆キッズクリニック		0287-53-7979		324-0043		大田原市浅香1-4-3				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		1		0

		承諾 ショウダク		小山すぎの木クリニック		0285-30-3456		323-0806		小山市中久喜1131-1				1		1		1		1		1		1		2		2		2		1		1				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		4		1		1		0		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		有村小児科医院		028-656-7207		321-0912		宇都宮市石井町3128-11		028-656-7207		1		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		1		0		1		1		0		無床の診療所の小児科医としては、急性疾患（特に感染症が多く）への対応が中心です。時間に追われています。予防接種については、時間枠をとって対応できます。一次診療についても、訪問看護との連携等があれば対応可能な場合があります。（例えば点滴投薬等）現時点では往診は無理ですが。 ムショウ シンリョウジョ ショウニ カ イ キュウセイ シッカン トク カンセンショウ オオ タイオウ チュウシン ジカン オ ヨボウ セッシュ ジカンワク タイオウ イチジ シンリョウ ホウモン カンゴ レンケイ トウ タイオウ カノウ バアイ タト テンテキ トウヤク ナド ゲンジテン オウシン ムリ

		承諾 ショウダク		吉永医院		0285-63-2303		321-3564		茂木町増井190-1				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		1		1		0		0		0

		承諾 ショウダク		あさかクリニック		0287-22-2601		324-0043		大田原市浅香3-3711				1		1		2		2		2		2		1		1		2		2		2				1		1		2		2		2		2		1		1		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		坪水医院		0283-62-0265		327-0312		佐野市栃本町2241				1		1		3		3		3		3		3		3		1		3		3				1		1		3		3		3		3		3		3		1		3		3		3		3		3		0		1		1		0		0		0		0		1		0		若い頃、町田市にある重度心身障害者の施設にボランティアで行き、足で書いたお手紙をもらって感動しました。何かのお役にたてればと思いますが、現在実態がよく分かりません。 ワカ コロ マチダシ ジュウド シンシン ショウガイシャ シセツ イ アシ カ テガミ カンドウ ナニ ヤク オモ ゲンザイ ジッタイ ワ

		承諾 ショウダク		こどもヶ丘診療所		028-615-1077		321-0151		宇都宮市西川田町183-21				1		1		3		3		3		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		1		0		1		1		0

		承諾 ショウダク		竹田内科小児科クリニック		0282-29-1233		328-0011		栃木市大宮町52番地		0282-29-1233		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		0		1		1		1		0		0		1		0

		承諾 ショウダク		すながクリニック		0284-44-7211		326-0015		足利市八椚町494-1　				1		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		1		1		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		片山医院		028-661-9764		321-0944		宇都宮市東峰町3008-21				1		1		2		2		2		1		2		2		2		2		2				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		4		0		1		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		稲毛クリニック		0283-25-2566		327-0103		佐野市石塚町893-1				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		1		1		1		1		1		その他：当クリニックでは勤務医での診療のみを行っており、重症心身障害児に対応できるシステムはととのっておらず、申し訳ありません。 タ トウ キンムイ シンリョウ オコナ ジュウショウ シンシン ショウガイジ タイオウ モウ ワケ

		承諾 ショウダク		小川こどもクリニック		0289-74-5421		322-0027		鹿沼市貝島町5006-2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		くさの小児科		0284-73-7000		326-0335		足利市上渋垂町338-3				3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		みやの杜クリニック　		028-683-7811		321-0904		宇都宮市陽東2-4-5				1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1				3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		1		0		0		1		0		0		1		0		0		0		Q2訪問診療のみ対応可 ホウモン シンリョウ タイオウ カ

		承諾 ショウダク		にいたに内科　		028-675-6515		329-1231		塩谷郡高根沢町宝石台 3-3-19				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1

		承諾 ショウダク		よこやま内科小児科クリニック		0282-24-8102		328-0075		栃木市箱森町38-70				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		さいとうクリニック		0287-39-1805		329-2724		那須塩原市西幸町7-13				1		1		3		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		0		0		0		0		1		その他：現在の診療所での診療との兼ね合いが困難であり、複数の医師や看護師が必要 タ ゲンザイ シンリョウジョ シンリョウ カ ア コンナン フクスウ イシ カンゴシ ヒツヨウ

		承諾 ショウダク		桜井消化器科・内科		028-643-0870		320-0073		宇都宮市細谷1-7-38				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		承諾 ショウダク		佐藤医院		0287-96-2841		324-0501		那須郡那珂川町小川2960-1				1		1		3		3		2		3		3		2		1		1		1				1		1		3		3		2		3		3		2		1		1		1		3		3		4		0		1		1		1		0		1		0		0		0

		承諾 ショウダク		大根田内科医院		028-624-6322		320-0072		宇都宮市若草3-4-22				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		0		0		0		0		0		0		0		当方の医師が高齢であり、しかもスタッフがそろっていないので在宅医療は無理なので、ましてや重症心身障害者においておやです。 トウホウ イシ コウレイ ザイタク イリョウ ムリ ジュウショウ シンシン ショウガイシャ

		承諾 ショウダク		医療法人　赤羽病院		028-661-5446		321-0904		宇都宮市陽東7-2-2				1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3				3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		2		2		2		0		1		1		1		0		0		1		0		0

		承諾 ショウダク		田井の里クリニック		0285-81-6502		321-4301		真岡市西田井内外748-2				1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2				3		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		みずぬまクリニック		0287-39-1581		329-2751		那須塩原市東三島2-80-6				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		その他：在宅医療をやっていないので現状は無理である タ ザイタク イリョウ ゲンジョウ ムリ

		承諾 ショウダク		キッズクリニックはせがわ		0283-27-0200		327-0843		佐野市堀米町3946-6				1		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		その他：時間的余裕 タ ジカンテキ ヨユウ

		承諾 ショウダク		小森谷内科医院		0282-43-7327		329-4404		栃木市大平町富田4003-8				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		熊倉医院		0282-55-8425		329-4316		下都賀郡岩舟町新里180-1				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		いちはらファミリークリニック		028-612-8350		321-0414		宇都宮市中里町322				3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3				3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		1		2		0		1		1		1		0		1		0		1		0

		承諾 ショウダク		かとう小児科 ショウニカ		0282-82-7576		321-0218		壬生町落合3-7-30		 		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		福田こどもクリニック		028-659-8850		320-0852		栃木県宇都宮市下砥上町1545-20				1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3				1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		2		2		2		0		1		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		てらもと小児科		028-650-6636		321-0975		宇都宮市関堀町971-6				1		1		3		2		2		3		3		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		0		小児科医としてはもっと積極的に協力しなければいけないと思いますが、現在の我診療所の状態では不可能なことが多く残念です。 ショウニ カ イ セッキョクテキ キョウリョク オモ ゲンザイ ワガ シンリョウジョ ジョウタイ フカノウ オオ ザンネン

		承諾 ショウダク		木村内科医院		0288-22-7880		321-1264		日光市瀬尾497-1				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		承諾 ショウダク		こばやしファミリークリニック		0283-85-9900		327-0311		佐野市多田町566				1		1		1		1		3		1		1		2		1		1		1				1		1		1		1		3		1		1		3		1		1		1		3		3		2		0		1		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		あいファミリィクリニック足利 アシカガ		0284-22-3788		329-4213		足利市寺岡町505-1				1		1		1		1		1		1		1		3		1		1		1				1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		1		0		1		0		0		0		0		1		0

		承諾 ショウダク		腰塚医院		0282-62-2072		323-1104		栃木市藤岡町藤岡1845-10				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		1		1		1		1		0

		承諾 ショウダク		桜井こどもクリニック		0282-24-5987		328-0034		栃木市本町16-9				1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		承諾 ショウダク		神鳥谷クリニック		0285-22-7700		323-0827		小山市神鳥谷1-19-1		 		2		2		2		2		2		2		2		2		1		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		持田医院		0282-67-3661		329-0319		栃木市藤岡町中根115-5				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		4		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		田村医院		0282-43-3368		329-4423		栃木市大平町西水代1835-1				1		1		1		1		1		1		1		2		1		1		1				1		1		1		1		1		1		1		2		1		1		1		3		1		4		1		1		1		1		1		1		1		1		0		Q5.訪問看護、訪問リハビリテーションを利用 ホウモン カンゴ ホウモン リヨウ

		承諾 ショウダク		大橋内科クリニック		0282-82-8522		321-0219		壬生町福和田1003-1				1		1		2		2		2		3		2		2		2		2		3				1		1		2		2		2		3		2		2		2		2		3		3		3		2		0		1		1		0		0		0		0		1		0

		承諾 ショウダク		てらだファミリークリニック		028-654-2188		321-0132		宇都宮市雀の宮5-5-1				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		1		1		1		1		1		0

		承諾 ショウダク		あおい内科小児科ｸﾘﾆｯｸ		028-663-6000		321-0973		宇都宮市岩曽町1086-1				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		1		1		1		その他：往診時間の確保ができること タ オウシン ジカン カクホ

		承諾 ショウダク		飯塚医院		0287-92-2034		324-0613		那須郡那珂川町馬頭484-3				1		1		2		2		2		2		2		2		1		2		1				1		1		2		2		2		2		2		2		1		2		1		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		0

		承諾 ショウダク		やの小児科医院		0285-56-0280		329-0611		河内郡上三川町上三川3446-3				1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3				1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		2		2		2		0		1		1		1		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		仲嶋医院		028-681-7755		329-1311		さくら市氏家3245-17				3		3		3		3		2		3		3		3		3		2		3				3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		2		3		2		1		1		1		1		1		1		1		0		0		成人（18才以上）を対象に回答しました セイジン サイ イジョウ タイショウ カイトウ

		承諾 ショウダク		小林診療所		0285-82-3873		321-4369		真岡市熊倉3-10-7				1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		1				1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		1		2		2		2		0		1		0		0		0		1		0		0		0

		承諾 ショウダク		西真岡こどもクリニック		0285-81-7900		321-4341		真岡市高勢町3-205-1				1		1		1		3		1		1		1		1		1		3		3				1		1		1		1		1		1		1		1		3		3		3		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		その他：現在おこなっています タ ゲンザイ

		承諾 ショウダク		鈴木医院		0285-72-2032		321-4217		益子町益子1747-2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		承諾 ショウダク		緑の屋根診療所		0283-20-2577		327-0843		佐野市堀米町1348-5				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		0		0		1		0		1		0		1		0		0		地域の社会資源が少ない。マンパワー不足 チイキ シャカイ シゲン スク ブソク

		承諾 ショウダク		ひがのクリニック		0285-74-0051 		321-4521		真岡市久下田941-1				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		豊郷中央渡辺内科　		028-622-8900		320-0004		宇都宮市長岡町1217-5				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		1				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		1		0		0

		承諾 ショウダク		きくちクリニック		028-683-3387		321-0903		宇都宮市下平出町614-2				1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		0		0

		承諾 ショウダク		サンレディースクリニック		0282-24-3541		328-0024		栃木市樋ノ口町504-1				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		医療法人　亀田内科		028-633-2884		320-0812		宇都宮市一番町1-28				1		1		1		2		2		1		2		2		2		2		1				1		1		1		2		2		1		2		2		2		2		1		3		3		3		0		0		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		越戸クリニック		028-660-6190		321-0951		宇都宮市越戸町139-6				1		1		2		2		2		3		2		2		2		2		3				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		佐藤内科		0285-53-1305		329-0511		下野市石橋839-14				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0

		承諾 ショウダク		グリムこどもクリニック		0285-51-1515		329-0502		下野市下古山2-6-17				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		事前連絡の上での一次診療、予防接種ですので、申し訳ありません。 ジゼン レンラク ウエ イチジ シンリョウ ヨボウ セッシュ モウ ワケ

		承諾 ショウダク		吉原医院		0288-21-0161		321-1261		日光市今市826-4				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		1		1		1		その他：設備 タ セツビ

		承諾 ショウダク		梅園医院		028-633-2869		320-0035		宇都宮市伝馬町3-28				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		1		0		0

		承諾 ショウダク		森田医院		028-633-1573		320-0861		宇都宮市西3-5-8				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		0		0		0		0		0

		承諾 ショウダク		鈴木内科クリニック		028-655-1229		321-0139		宇都宮市若松原2-4-19				3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		その他：24時間対応が必要となると考えますが、当院診療時間内の往診は難しいと考えます。 タ ジカン タイオウ ヒツヨウ カンガ トウイン シンリョウ ジカン ナイ オウシン ムズカ カンガ

		承諾 ショウダク		小松医院		0289-60-5515		322-0064		鹿沼市文化橋町2300-1				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2				1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		1		1		0		1		0		0		1		0



														1.医療ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する外来診療について、以下の医療行為に対応できますか。 イリョウ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ガイライ シンリョウ イカ イリョウ コウイ タイオウ																								2.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する往診及び訪問診療について、以下の医療行為に対応できますか イリョウテキ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ オウシン オヨ ホウモン シンリョウ イカ イリョウ コウイ タイオウ

														予防接種 ヨボウ セッシュ		一次診療
（経過観察、栄養観察を含む） イチジ シンリョウ ケイカ カンサツ エイヨウ カンサツ フク		経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ		経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ		中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ		酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ		気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ		人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ		尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ		人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ		褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ				予防接種 ヨボウ セッシュ		一次診療
（経過観察、栄養観察を含む） イチジ シンリョウ ケイカ カンサツ エイヨウ カンサツ フク		経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ		経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ		中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ		酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ		気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ		人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ		尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ		人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ		褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ

										1		できる		83		57		12		9		7		13		11		6		17		8		16		できる		39		29		8		6		5		9		9		6		10		7		12

										2		できない		55		80		127		134		142		130		136		146		131		137		124		できない		102		115		141		143		148		140		144		148		140		145		134

										3		要相談 ヨウ ソウダン		27		28		26		22		16		22		18		13		16		20		25		要相談 ヨウ ソウダン		24		21		16		16		12		15		12		11		15		13		19

																																																														0

														3.24時間、重症心身障害児（18歳未満）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイジ サイ ミマン イリョウ タイオウ

										1		できる		1

										2		できない		150

										3		要相談 ヨウ ソウダン		14

														4.24時間、重症心身障害者（18歳以上）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイシャ サイ イジョウ イリョウ タイオウ

										1		できる		3

										2		できない		150

										3		要相談 ヨウ ソウダン		12

														5.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する訪問リハビリてーションを提供していますか イリョウテキ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ホウモン テイキョウ

										1		提供している テイキョウ		1

										2		提供していない テイキョウ		152

										3		提供していないが対応は可能 テイキョウ タイオウ カノウ		4

										4		要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン		8

														6.重症心身障害児（者）在宅医療に対応できるようになるための条件はなんですか

										1		診療報酬の点数が増えること シンリョウ ホウシュウ テンスウ フ		24

										2		訪問看護尾の連携 ホウモン カンゴ オ レンケイ		73

										3		病院との連携 ビョウイン レンケイ		90

										4		在宅療養支援診療所と小児科医とのグループ診療 ザイタク リョウヨウ シエン シンリョウジョ ショウニ カ イ シンリョウ		43

										5		在宅療養支援診療所に助言や相談を求めることができること ザイタク リョウヨウ シエン シンリョウジョ ジョゲン ソウダン モト		28

										6		小児科医に助言や相談を求めることができること ショウニ カ イ ジョゲン ソウダン モト		26

										7		経験のある医師がいること ケイケン イシ		62

										8		研修などの自己のスキルアップ ケンシュウ ジコ		47

										9		その他 タ		21



できる	予防接種	一次診療	
（経過観察、栄養観察を含む）	経鼻経管栄養の管理	経皮経管栄養の管理	
（胃ろう）	中心静脈栄養の管理	酸素療法の管理	気管切開の管理	人工呼吸器の管理	尿道留置カテーテル	
の管理	人工肛門の管理	褥瘡の管理	83	57	12	9	7	13	11	6	17	8	16	できない	予防接種	一次診療	
（経過観察、栄養観察を含む）	経鼻経管栄養の管理	経皮経管栄養の管理	
（胃ろう）	中心静脈栄養の管理	酸素療法の管理	気管切開の管理	人工呼吸器の管理	尿道留置カテーテル	
の管理	人工肛門の管理	褥瘡の管理	55	80	127	134	142	130	136	146	131	137	124	要相談	予防接種	一次診療	
（経過観察、栄養観察を含む）	経鼻経管栄養の管理	経皮経管栄養の管理	
（胃ろう）	中心静脈栄養の管理	酸素療法の管理	気管切開の管理	人工呼吸器の管理	尿道留置カテーテル	
の管理	人工肛門の管理	褥瘡の管理	27	28	26	22	16	22	18	13	16	20	25	3.24時間、重症心身障害児（18歳未満）の医療に対応ができますか	できる	できない	要相談	1	150	14	4.24時間、重症心身障害者（18歳以上）の医療に対応ができますか	できる	できない	要相談	3	150	12	5.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する訪問リハビリてーションを提供していますか	提供している	提供していない	提供していないが対応は可能	要相談（条件による）	1	152	4	8	6.重症心身障害児（者）在宅医療に対応できるようになるための条件はなんですか	診療報酬の点数が増えること	訪問看護尾の連携	病院との連携	在宅療養支援診療所と小児科医とのグループ診療	在宅療養支援診療所に助言や相談を求めることができること	小児科医に助言や相談を求めることができること	経験のある医師がいること	研修などの自己のスキルアップ	その他	24	73	90	43	28	26	62	47	21	できる	予防接種	一次診療	
（経過観察、栄養観察を含む）	経鼻経管栄養の管理	経皮経管栄養の管理	
（胃ろう）	中心静脈栄養の管理	酸素療法の管理	気管切開の管理	人工呼吸器の管理	尿道留置カテーテル	
の管理	人工肛門の管理	褥瘡の管理	39	29	8	6	5	9	9	6	10	7	12	できない	予防接種	一次診療	
（経過観察、栄養観察を含む）	経鼻経管栄養の管理	経皮経管栄養の管理	
（胃ろう）	中心静脈栄養の管理	酸素療法の管理	気管切開の管理	人工呼吸器の管理	尿道留置カテーテル	
の管理	人工肛門の管理	褥瘡の管理	102	115	141	143	148	140	144	148	140	145	134	要相談	予防接種	一次診療	
（経過観察、栄養観察を含む）	経鼻経管栄養の管理	経皮経管栄養の管理	
（胃ろう）	中心静脈栄養の管理	酸素療法の管理	気管切開の管理	人工呼吸器の管理	尿道留置カテーテル	
の管理	人工肛門の管理	褥瘡の管理	24	21	16	16	12	15	12	11	15	13	19	

診療所 (記述)

		Ｑ１		1.医療ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する外来診療について、以下の医療行為に対応できますか。 イリョウ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ガイライ シンリョウ イカ イリョウ コウイ タイオウ

				Ｑ1-1

				Ｑ1-2

				Ｑ1-3

				Ｑ1-4

				Ｑ1-5

				Ｑ1-6

				Ｑ1-7

				Ｑ1-8

				Ｑ1-9

				Ｑ1-10

				Ｑ1-11

		Ｑ２		2.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する往診及び訪問診療について、以下の医療行為に対応できますか イリョウテキ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ オウシン オヨ ホウモン シンリョウ イカ イリョウ コウイ タイオウ

				Ｑ2-1

				Ｑ2-2

				Ｑ2-3

				Ｑ2-4

				Ｑ2-5

				Ｑ2-6

				Ｑ2-7

				Ｑ2-8

				Ｑ2-9

				Ｑ2-10

				Ｑ2-11

		Ｑ3		3.24時間、重症心身障害児（18歳未満）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイジ サイ ミマン イリョウ タイオウ

				Ｑ3-1

				Ｑ3-2

				Ｑ3-3

		Ｑ4		4.24時間、重症心身障害者（18歳以上）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイシャ サイ イジョウ イリョウ タイオウ

				Ｑ4-1

				Ｑ4-2

				Ｑ4-3

		Ｑ5		5.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する訪問リハビリてーションを提供していますか イリョウテキ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ホウモン テイキョウ

				Ｑ5-1

				Ｑ5-2

				Ｑ5-3

				Ｑ5-4

		Ｑ6		6.重症心身障害児（者）在宅医療に対応できるようになるための条件はなんですか ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ ザイタク イリョウ タイオウ ジョウケン

				Ｑ6-1

				Ｑ6-2

				Ｑ6-3

				Ｑ6-4

				Ｑ6-5

				Ｑ6-6

				Ｑ6-7

				Ｑ6-8

				Ｑ6-9

		Ｑ7		7.重症心身障害児（者）の方に対する医療、在宅生活等についてお気づきのことなど、ご自由にお書きください ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ カタ タイ イリョウ ザイタク セイカツ ナド キ ジユウ カ



		承諾可否 ショウダク カヒ		診療所名 シンリョウジョ メイ		電話番号 デンワ バンゴウ		郵便番号 ユウビンバンゴウ		所在地 ショザイチ		電話番号 デンワ バンゴウ		Ｑ7重症心身障害児（者）の方に対する医療、在宅生活等についてお気づきのことなど、ご自由にお書きください

		承諾 ショウダク		深谷医院 フカヤ イイン		0285-75-0007 		321-4502		真岡市物井1268-7

		承諾 ショウダク		かしま産婦人科 サンフジンカ		0284-65-0341		326-0844		足利市鹿島町501-1				婦人科疾患（不正性器出血/帯下/外陰掻痒等）については外来対応させて頂いております フジンカ シッカン フセイ セイキ シュッケツ タイゲ ガイイン カ カユ ナド ガイライ タイオウ イタダ

		承諾 ショウダク		おおきこどもクリニック		0285-41-0025 		329-0207		小山市美しが丘3-35-3

		承諾 ショウダク		宇都宮市子ども発達センター診療所 ウツノミヤシ コ ハッタツ シンリョウジョ		028-647-4720		320-0851		栃木県宇都宮市鶴田町970-1				その他：子ども発達センター内の療育を利用する児の診療所であるため タ コ ハッタツ ナイ リョウイク リヨウ ジ シンリョウジョ

		承諾 ショウダク		中川医院 ナカガワ イイン		0287-62-0040		325-0057		那須塩原市黒磯幸町6-27

		承諾 ショウダク		にじいろこども診療所 シンリョウジョ		0285-44-7716		329-0414		下野市小金井4-1-1

		承諾 ショウダク		豊郷台クリニック ユタカ ゴウ ダイ		028-643-8998		320-0003		宇都宮市豊郷台2-21-3		028-643-8998（FAX8999）

		承諾 ショウダク		いとうこどもクリニック		0289-63-5566		322-0025		鹿沼市緑町2-2-29

		承諾 ショウダク		清原台こどもクリニック キヨハラ ダイ		028-305-6017		321-3223		宇都宮市清原台2-4-14				その他：医師、看護師の増員 タ イシ カンゴシ ゾウイン

		承諾 ショウダク		さいとう小児科 ショウニカ		0282-22-0757 		328-0015		栃木市万町30番16号		0282-22-0757

		承諾 ショウダク		冨塚メデｲカルクリニック		028-666-2555		321-2116		宇都宮市徳次郎町888				なるべく協力したいが、現在当院副院長が体調悪く、休養中のため困難となっています。 キョウリョク ゲンザイ トウイン フクインチョウ タイチョウ ワル キュウヨウチュウ コンナン

		承諾 ショウダク		山浦内科医院		0284-21-6653 		326-0843		足利市五十部町1256-5

		承諾 ショウダク		小倉医院		0282-82-0057		321-0227		壬生町通町10-5

		承諾 ショウダク		飯岡小児科		0289-65-3257		322-0074		鹿沼市日吉町569-2

		承諾 ショウダク		角田内科医院		0285-53-5665 		329-0511		下野市石橋549

		承諾 ショウダク		おかべこどもクリニック		0285-40-7300 		329-0433		下野市緑5-17-12

		承諾 ショウダク		くろばね齋藤醫院		0287-54-0031		324-0233		大田原市黒羽田町612

		承諾 ショウダク		立花医院		0287-72-0311		325-0003		那須郡那須町寺子乙3967-190				その他：スタッフの充実　　1～9すべて当てはまります タ ジュウジツ ア

		承諾 ショウダク		さいとうハート＆キッズクリニック		0287-53-7979		324-0043		大田原市浅香1-4-3

		承諾 ショウダク		小山すぎの木クリニック		0285-30-3456		323-0806		小山市中久喜1131-1

		承諾 ショウダク		有村小児科医院		028-656-7207		321-0912		宇都宮市石井町3128-11		028-656-7207		無床の診療所の小児科医としては、急性疾患（特に感染症が多く）への対応が中心です。時間に追われています。予防接種については、時間枠をとって対応できます。一次診療についても、訪問看護との連携等があれば対応可能な場合があります。（例えば点滴投薬等）現時点では往診は無理ですが。 ムショウ シンリョウジョ ショウニ カ イ キュウセイ シッカン トク カンセンショウ オオ タイオウ チュウシン ジカン オ ヨボウ セッシュ ジカンワク タイオウ イチジ シンリョウ ホウモン カンゴ レンケイ トウ タイオウ カノウ バアイ タト テンテキ トウヤク ナド ゲンジテン オウシン ムリ

		承諾 ショウダク		吉永医院		0285-63-2303		321-3564		茂木町増井190-1

		承諾 ショウダク		あさかクリニック		0287-22-2601		324-0043		大田原市浅香3-3711

		承諾 ショウダク		坪水医院		0283-62-0265		327-0312		佐野市栃本町2241				若い頃、町田市にある重度心身障害者の施設にボランティアで行き、足で書いたお手紙をもらって感動しました。何かのお役にたてればと思いますが、現在実態がよく分かりません。 ワカ コロ マチダシ ジュウド シンシン ショウガイシャ シセツ イ アシ カ テガミ カンドウ ナニ ヤク オモ ゲンザイ ジッタイ ワ

		承諾 ショウダク		こどもヶ丘診療所		028-615-1077		321-0151		宇都宮市西川田町183-21

		承諾 ショウダク		竹田内科小児科クリニック		0282-29-1233		328-0011		栃木市大宮町52番地		0282-29-1233

		承諾 ショウダク		すながクリニック		0284-44-7211		326-0015		足利市八椚町494-1　

		承諾 ショウダク		片山医院		028-661-9764		321-0944		宇都宮市東峰町3008-21

		承諾 ショウダク		稲毛クリニック		0283-25-2566		327-0103		佐野市石塚町893-1				その他：当クリニックでは勤務医での診療のみを行っており、重症心身障害児に対応できるシステムはととのっておらず、申し訳ありません。 タ トウ キンムイ シンリョウ オコナ ジュウショウ シンシン ショウガイジ タイオウ モウ ワケ

		承諾 ショウダク		小川こどもクリニック		0289-74-5421		322-0027		鹿沼市貝島町5006-2

		承諾 ショウダク		くさの小児科		0284-73-7000		326-0335		足利市上渋垂町338-3

		承諾 ショウダク		みやの杜クリニック　		028-683-7811		321-0904		宇都宮市陽東2-4-5				Q2訪問診療のみ対応可 ホウモン シンリョウ タイオウ カ

		承諾 ショウダク		にいたに内科　		028-675-6515		329-1231		塩谷郡高根沢町宝石台 3-3-19

		承諾 ショウダク		よこやま内科小児科クリニック		0282-24-8102		328-0075		栃木市箱森町38-70

		承諾 ショウダク		さいとうクリニック		0287-39-1805		329-2724		那須塩原市西幸町7-13				その他：現在の診療所での診療との兼ね合いが困難であり、複数の医師や看護師が必要 タ ゲンザイ シンリョウジョ シンリョウ カ ア コンナン フクスウ イシ カンゴシ ヒツヨウ

		承諾 ショウダク		桜井消化器科・内科		028-643-0870		320-0073		宇都宮市細谷1-7-38

		承諾 ショウダク		佐藤医院		0287-96-2841		324-0501		那須郡那珂川町小川2960-1

		承諾 ショウダク		大根田内科医院		028-624-6322		320-0072		宇都宮市若草3-4-22				当方の医師が高齢であり、しかもスタッフがそろっていないので在宅医療は無理なので、ましてや重症心身障害者においておやです。 トウホウ イシ コウレイ ザイタク イリョウ ムリ ジュウショウ シンシン ショウガイシャ

		承諾 ショウダク		医療法人　赤羽病院		028-661-5446		321-0904		宇都宮市陽東7-2-2

		承諾 ショウダク		田井の里クリニック		0285-81-6502		321-4301		真岡市西田井内外748-2

		承諾 ショウダク		みずぬまクリニック		0287-39-1581		329-2751		那須塩原市東三島2-80-6				その他：在宅医療をやっていないので現状は無理である タ ザイタク イリョウ ゲンジョウ ムリ

		承諾 ショウダク		キッズクリニックはせがわ		0283-27-0200		327-0843		佐野市堀米町3946-6				その他：時間的余裕 タ ジカンテキ ヨユウ

		承諾 ショウダク		小森谷内科医院		0282-43-7327		329-4404		栃木市大平町富田4003-8

		承諾 ショウダク		熊倉医院		0282-55-8425		329-4316		下都賀郡岩舟町新里180-1

		承諾 ショウダク		いちはらファミリークリニック		028-612-8350		321-0414		宇都宮市中里町322

		承諾 ショウダク		かとう小児科 ショウニカ		0282-82-7576		321-0218		壬生町落合3-7-30		 

		承諾 ショウダク		福田こどもクリニック		028-659-8850		320-0852		栃木県宇都宮市下砥上町1545-20

		承諾 ショウダク		てらもと小児科		028-650-6636		321-0975		宇都宮市関堀町971-6				小児科医としてはもっと積極的に協力しなければいけないと思いますが、現在の我診療所の状態では不可能なことが多く残念です。 ショウニ カ イ セッキョクテキ キョウリョク オモ ゲンザイ ワガ シンリョウジョ ジョウタイ フカノウ オオ ザンネン

		承諾 ショウダク		木村内科医院		0288-22-7880		321-1264		日光市瀬尾497-1

		承諾 ショウダク		こばやしファミリークリニック		0283-85-9900		327-0311		佐野市多田町566

		承諾 ショウダク		あいファミリィクリニック足利 アシカガ		0284-22-3788		329-4213		足利市寺岡町505-1

		承諾 ショウダク		腰塚医院		0282-62-2072		323-1104		栃木市藤岡町藤岡1845-10

		承諾 ショウダク		桜井こどもクリニック		0282-24-5987		328-0034		栃木市本町16-9

		承諾 ショウダク		神鳥谷クリニック		0285-22-7700		323-0827		小山市神鳥谷1-19-1		 

		承諾 ショウダク		持田医院		0282-67-3661		329-0319		栃木市藤岡町中根115-5

		承諾 ショウダク		田村医院		0282-43-3368		329-4423		栃木市大平町西水代1835-1				Q5.訪問看護、訪問リハビリテーションを利用 ホウモン カンゴ ホウモン リヨウ

		承諾 ショウダク		大橋内科クリニック		0282-82-8522		321-0219		壬生町福和田1003-1

		承諾 ショウダク		てらだファミリークリニック		028-654-2188		321-0132		宇都宮市雀の宮5-5-1

		承諾 ショウダク		あおい内科小児科ｸﾘﾆｯｸ		028-663-6000		321-0973		宇都宮市岩曽町1086-1				その他：往診時間の確保ができること タ オウシン ジカン カクホ

		承諾 ショウダク		飯塚医院		0287-92-2034		324-0613		那須郡那珂川町馬頭484-3

		承諾 ショウダク		やの小児科医院		0285-56-0280		329-0611		河内郡上三川町上三川3446-3

		承諾 ショウダク		仲嶋医院		028-681-7755		329-1311		さくら市氏家3245-17				成人（18才以上）を対象に回答しました セイジン サイ イジョウ タイショウ カイトウ

		承諾 ショウダク		小林診療所		0285-82-3873		321-4369		真岡市熊倉3-10-7

		承諾 ショウダク		西真岡こどもクリニック		0285-81-7900		321-4341		真岡市高勢町3-205-1				その他：現在おこなっています タ ゲンザイ

		承諾 ショウダク		鈴木医院		0285-72-2032		321-4217		益子町益子1747-2

		承諾 ショウダク		緑の屋根診療所		0283-20-2577		327-0843		佐野市堀米町1348-5				地域の社会資源が少ない。マンパワー不足 チイキ シャカイ シゲン スク ブソク

		承諾 ショウダク		ひがのクリニック		0285-74-0051 		321-4521		真岡市久下田941-1

		承諾 ショウダク		豊郷中央渡辺内科　		028-622-8900		320-0004		宇都宮市長岡町1217-5

		承諾 ショウダク		きくちクリニック		028-683-3387		321-0903		宇都宮市下平出町614-2

		承諾 ショウダク		サンレディースクリニック		0282-24-3541		328-0024		栃木市樋ノ口町504-1

		承諾 ショウダク		医療法人　亀田内科		028-633-2884		320-0812		宇都宮市一番町1-28

		承諾 ショウダク		越戸クリニック		028-660-6190		321-0951		宇都宮市越戸町139-6

		承諾 ショウダク		佐藤内科		0285-53-1305		329-0511		下野市石橋839-14

		承諾 ショウダク		グリムこどもクリニック		0285-51-1515		329-0502		下野市下古山2-6-17				事前連絡の上での一次診療、予防接種ですので、申し訳ありません。 ジゼン レンラク ウエ イチジ シンリョウ ヨボウ セッシュ モウ ワケ

		承諾 ショウダク		吉原医院		0288-21-0161		321-1261		日光市今市826-4				その他：設備 タ セツビ

		承諾 ショウダク		梅園医院		028-633-2869		320-0035		宇都宮市伝馬町3-28

		承諾 ショウダク		森田医院		028-633-1573		320-0861		宇都宮市西3-5-8

		承諾 ショウダク		鈴木内科クリニック		028-655-1229		321-0139		宇都宮市若松原2-4-19				その他：24時間対応が必要となると考えますが、当院診療時間内の往診は難しいと考えます。 タ ジカン タイオウ ヒツヨウ カンガ トウイン シンリョウ ジカン ナイ オウシン ムズカ カンガ

		承諾 ショウダク		小松医院		0289-60-5515		322-0064		鹿沼市文化橋町2300-1
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1	#REF!	

病院

		Ｑ１		1.医療ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する外来診療について、以下の医療行為に対応できますか。 イリョウ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ガイライ シンリョウ イカ イリョウ コウイ タイオウ						1.医療ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する外来診療について、以下の医療行為に対応できますか。 イリョウ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ガイライ シンリョウ イカ イリョウ コウイ タイオウ

				Ｑ1-1						Ｑ1-1		予防接種 ヨボウ セッシュ

				Ｑ1-2						Ｑ1-2		一次診療
（経過観察、栄養観察を含む） イチジ シンリョウ ケイカ カンサツ エイヨウ カンサツ フク

				Ｑ1-3						Ｑ1-3		経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ

				Ｑ1-4						Ｑ1-4		経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ

				Ｑ1-5						Ｑ1-5		中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ

				Ｑ1-6						Ｑ1-6		酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ

				Ｑ1-7						Ｑ1-7		気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ

				Ｑ1-8						Ｑ1-8		人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ

				Ｑ1-9						Ｑ1-9		尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ

				Ｑ1-10						Ｑ1-10		人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ

				Ｑ1-11						Ｑ1-11		褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ

		Ｑ２		2.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する往診及び訪問診療について、以下の医療行為に対応できますか イリョウテキ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ オウシン オヨ ホウモン シンリョウ イカ イリョウ コウイ タイオウ						2.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する往診及び訪問診療について、以下の医療行為に対応できますか イリョウテキ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ オウシン オヨ ホウモン シンリョウ イカ イリョウ コウイ タイオウ

				Ｑ2-1						Ｑ2-1		予防接種 ヨボウ セッシュ

				Ｑ2-2						Ｑ2-2		経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ

				Ｑ2-3						Ｑ2-3		経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ

				Ｑ2-4						Ｑ2-4		中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ

				Ｑ2-5						Ｑ2-5		酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ

				Ｑ2-6						Ｑ2-6		気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ

				Ｑ2-7						Ｑ2-7		人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ

				Ｑ2-8						Ｑ2-8		尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ

				Ｑ2-9						Ｑ2-9		人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ

				Ｑ2-10						Ｑ2-10		褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ

		Ｑ3		3.24時間、重症心身障害児（18歳未満）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイジ サイ ミマン イリョウ タイオウ						3.24時間、重症心身障害児（18歳未満）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイジ サイ ミマン イリョウ タイオウ

				Ｑ3-1						Ｑ3-1		できる

				Ｑ3-2						Ｑ3-2		できない

				Ｑ3-3						Ｑ3-3		要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン

		Ｑ4		4.24時間、重症心身障害者（18歳以上）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイシャ サイ イジョウ イリョウ タイオウ						4.24時間、重症心身障害者（18歳以上）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイシャ サイ イジョウ イリョウ タイオウ

				Ｑ4-1						Ｑ4-1		できる

				Ｑ4-2						Ｑ4-2		できない

				Ｑ4-3						Ｑ4-3		要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン

		Ｑ5		5.重症心身障害児（者）のレスパイト入院に対応できますか ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ ニュウイン タイオウ						5.重症心身障害児（者）のレスパイト入院に対応できますか ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ ニュウイン タイオウ

				Ｑ5-1						Ｑ5-1		できる

				Ｑ5-2						Ｑ5-2		できない

				Ｑ5-3						Ｑ5-3		要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン

		Ｑ6		6.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する訪問リハビリテーションを提供していますか イリョウテキ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ホウモン テイキョウ						6.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する訪問リハビリテーションを提供していますか イリョウテキ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ホウモン テイキョウ

				Ｑ6-1						Ｑ6-1		提供している テイキョウ

				Ｑ6-2						Ｑ6-2		提供していない テイキョウ

				Ｑ6-3						Ｑ6-3		提供していないが対応は可能 テイキョウ タイオウ カノウ

				Ｑ6-4						Ｑ6-4		要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン

		Ｑ7		7.平成26年度において、以下における長期入院児（6ヶ月以上）の患者数は何名ですか（「原疾患」及び「長期入院理由」について、複数の理由がある場合は、主な理由を選んでください） ヘイセイ ネンド イカ チョウキ ニュウイン ジ ゲツイジョウ カンジャスウ ナンメイ ゲンシッカン オヨ チョウキ ニュウイン リユウ フクスウ リユウ バアイ オモ リユウ エラ						7.平成26年度において、以下における長期入院児（6ヶ月以上）の患者数は何名ですか（「原疾患」及び「長期入院理由」について、複数の理由がある場合は、主な理由を選んでください） ヘイセイ ネンド イカ チョウキ ニュウイン ジ ゲツイジョウ カンジャスウ ナンメイ ゲンシッカン オヨ チョウキ ニュウイン リユウ フクスウ リユウ バアイ オモ リユウ エラ

				※個別シートにて対応 コベツ タイオウ						※個別シートにて対応 コベツ タイオウ

		Q8		8.重症心身障害児（者）に対する相談窓口はありますか ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ソウダン マドグチ

										1		ある

										2		ない

		Q9		9.重症心身障害児（者）の方に対する医療、在宅生活等についてお気づきのことなど、ご自由にお書きください。 ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ カタ タイ イリョウ ザイタク セイカツ ナド キ ジユウ カ

		承諾可否 ショウダク カヒ		診療所名 シンリョウジョ メイ		電話番号 デンワ バンゴウ		郵便番号 ユウビンバンゴウ		所在地 ショザイチ		Ｑ1.医療ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する外来診療について、以下の医療行為に対応できますか																						Ｑ２医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する往診及び訪問診療について、以下の医療行為に対応できますか																				Ｑ3		Ｑ4		Ｑ5		Q6		Ｑ7		8.重症心身障害児（者）に対する相談窓口はありますか										Q9

												予防接種 ヨボウ セッシュ		一次診療
（経過観察、栄養観察を含む） イチジ シンリョウ ケイカ カンサツ エイヨウ カンサツ フク		経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ		経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ		中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ		酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ		気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ		人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ		尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ		人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ		褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ		予防接種 ヨボウ セッシュ		経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ		経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ		中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ		酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ		気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ		人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ		尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ		人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ		褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ												有無 ウム		部署名・職名 ブショ メイ ショクメイ		ご担当者氏名 タントウシャ シメイ		連絡先TEL レンラクサキ		連絡先MAIL レンラクサキ

		否 イナ		野木病院		0280-57-1011		329-0101		下都賀郡野木町友沼5320-2		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		2

		否 イナ		今市病院		0288-22-2200		321-1261		日光市今市381		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		2

		否 イナ		黒須病院　		028-682-8811		329-1311		さくら市氏家2650		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		2		2		別紙参照 ベッシ サンショウ		1		病診連携室・社会福祉士 ビョウシンレンケイ シツ シャカイ フクシ シ		井上雅晶 イノウエ マサアキ		028-682-8811（代表）
028-681-5551（直通） ダイヒョウ チョクツウ		byo-renkei@kurosu-hospital.jp

		否 イナ		日光市民病院		0288-50-1188		321-1441		日光市清滝安良沢町1752-10		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		2										小児科常務医がいないため、小児科非常勤医師在院時のみ相談可能と考えます ショウニカ ジョウム イ ショウニカ ヒジョウキン イシ ザイイン ジ ソウダン カノウ カンガ

		否 イナ		国際医療福祉大学塩谷病院　		0287-44-1155		329-2145		矢板市富田77		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		2

		否 イナ		那須南病院		0287-84-3911		321-0621		栃木県那須烏山市中央3-2-13		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		2		2		なし		1		医療福祉相談医療連絡室 イリョウ フクシ ソウダン イリョウ レンラク シツ		原健二 ハラ ケンジ		0287-84-3911

		承諾 ショウダク		西方病院		0282-92-2323		322-0601		栃木県上都賀郡西方町金崎273-3		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		1		西方病院地域連携室 ニシカタ ビョウイン チイキ レンケイ シツ				0282-25-7310		nishikata-renkei@cc9.ne.jp

		承諾 ショウダク		新小山市民病院		0285-36-0200		323-0827		栃木県小山市神鳥谷2251-1 ３２３－０８２７		1		1		3		2		2		2		2		2		2		2		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		2		なし		1		医療相談室保健師 イリョウ ソウダンシツ ホケンシ		多賀谷邦子 タガヤ クニコ		0285-36-0256		soudan@hospital.oyama.tochigi.jp		重症心身障害児（者）の方々の外来診察は随時受け入れておりますが、特に障害児の入院についてはまだ十分に対応できる体制になっておりません。そのため、今回のガイドマップの内容で受け入れ可能な項目が少なく申し訳ありません。相談については、幅広く承っております。 ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ カタガタ ガイライ シンサツ ズイジ ウ イ トク ショウガイジ ニュウイン ジュウブン タイオウ タイセイ コンカイ ナイヨウ ウ イ カノウ コウモク スク モウ ワケ ソウダン ハバヒロ ウケタマワ

		承諾 ショウダク		小山厚生病院		0285-22-1105		323-0031		栃木県小山市八幡町2-10-6		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		2		なし		1		看護師長 カンゴシ チョウ		横家よね子 ヨコ イエ コ		0285-22-1105
0285-24-9890				在宅生活困難者につき当院では入院で対応させていただくことが多いです。 ザイタク セイカツ コンナン シャ トウイン ニュウイン タイオウ オオ

		承諾 ショウダク		石橋総合病院		0285-53-1134		329-0511		栃木県下野市石橋628		1		1		1		1		1		1		1		2		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		1		なし		1		地域医療連携部 チイキ イリョウ レンケイ ブ		（部長）岩崎さゆり ブチョウ イワサキ		0285-53-1134		ishibashi-renkei@yushikai.jp

		承諾 ショウダク		下都賀総合病院		0282-22-2551		328-0044		栃木県栃木市富士見町5-32		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		3		なし		1		医療福祉相談室 イリョウ フクシ ソウダンシツ		MSWが3人おります ニン		0282-22-2551

		承諾 ショウダク		とちの木病院		0282-22-7722		328-0071		栃木県栃木市大町39-5		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		2

		承諾 ショウダク		自治医科大学附属病院　		0285-44-2111		329-0498		下野市薬師寺3311-1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		2		3		2		別紙参照 ベッシ サンショウ		1		地域医療連携部（看護師） チイキ イリョウ レンケイ ブ カンゴシ		黒田　光恵 クロダ ミツエ		0285-44-2111		mazuek@jichi.ac.jp		在宅医療を充実させていただくうえで、往診医や地域の開業医の先生方との連携強化やスタッフの充実が望まれると思います。 ザイタク イリョウ ジュウジツ オウシン イ チイキ カイギョウイ センセイガタ レンケイ キョウカ ジュウジツ ノゾ オモ

		承諾 ショウダク		済生会宇都宮病院		028-626-5500		321-0974		宇都宮市竹林町911-1		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		2		別紙参照 ベッシ サンショウ		1		地域連携課 チイキ レンケイ カ		荻津　守 オギツ カミ		028-626-5500

		承諾 ショウダク		足利赤十字病院		0284-21-0121		326-0843		栃木県足利市五十部町284-1		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		3		1		2		別紙参照 ベッシ サンショウ		1		事務部医事課社会福祉士 ジム ブ イジ カ シャカイ フクシ シ		布施　麻由実 フセ マユミ		0284-20-1307				医療依存度の高い患者様が自宅へ退院する場合、利用できる社会資源が限られており、デイサービスやリハビリテーション、ショートステイなどのサービスを本人、ご家族様のニーズに合わせて利用していただくことが困難なケースが多々あります。（例：家族としては週２回以上リハビリに本人を通わせたいと考えているが、リハビリテーション事業所としては利用者数も多いため、週1回の対応が限度と考えている場合など）今回のアンケート調査を機に、各地域の社会資源の情報を整理し、なるべくニーズに合わせて、多くの方に適切にサービスを利用していただける環境を構築できればと思っております。よろしくお願いいたします。 イリョウ イゾンド タカ カンジャサマ ジタク タイイン バアイ リヨウ シャカイ シゲン カギ ホンニン カゾク サマ ア リヨウ コンナン タタ レイ カゾク シュウ カイイジョウ ホンニン カヨ カンガ ジギョウショ リヨウシャ スウ オオ シュウ カイ タイオウ ゲンド カンガ バアイ コンカイ チョウサ キ カクチイキ シャカイ シゲン ジョウホウ セイリ ア オオ カタ テキセツ リヨウ カンキョウ コウチク オモ ネガ

		承諾 ショウダク		獨協医科大学病院		0282-86-1111		321-0293		下都賀郡壬生町大字北小林880		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		3		2		別紙参照 ベッシ サンショウ		1		地域医療連携センター医療福祉相談室 チイキ イリョウ レンケイ イリョウ フクシ ソウダンシツ				0282-87-2185

		承諾 ショウダク		あしかがの森足利病院		0284-91-0611		326-0011		足利市大沼田町615		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		1		2		別紙参照 ベッシ サンショウ		1		メディカルソーシャルワーカー		福地　哲郎 フクチ テツロウ		0284-91-0611		soudan@hshikagu-hospital.or.jp

		承諾 ショウダク		JCHO　うつのみや病院		028-653-1001		321-0143		宇都宮市南高砂町11-17		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		2

		承諾 ショウダク		菅又病院　		028-676-0311		329-1207		塩谷郡高根沢町花岡2351		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		2										要相談の診療項目につきましては、病院にお電話で問い合わせていただければ対応いたします。小児科の入院対応はしておりません。外来診察につきましては、急性期の管理は困難であることもありますが、状態が安定している場合には相談いただければ可能な限り対応いたします。 ヨウ ソウダン シンリョウ コウモク ビョウイン デンワ ト ア タイオウ ショウニカ ニュウイン タイオウ ガイライ シンサツ キュウセイキ カンリ コンナン ジョウタイ アンテイ バアイ ソウダン カノウ カギ タイオウ

		承諾 ショウダク		那須赤十字病院		0287-23-1122		324-8686		栃木県大田原市中田原1081-4		1		1		3		3		3		1		3		1		3		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		1		4		なし		1		地域医療福祉連携課福祉係長 チイキ イリョウ フクシ レンケイ カ フクシ カカリチョウ		野中美希 ノナカ ミキ		0287-23-1122		renkeika@nasu.jrc.or.jp
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病院（作業）

		Ｑ１		1.医療ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する外来診療について、以下の医療行為に対応できますか。 イリョウ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ガイライ シンリョウ イカ イリョウ コウイ タイオウ						1.医療ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する外来診療について、以下の医療行為に対応できますか。 イリョウ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ガイライ シンリョウ イカ イリョウ コウイ タイオウ

				Ｑ1-1						Ｑ1-1		予防接種 ヨボウ セッシュ

				Ｑ1-2						Ｑ1-2		一次診療
（経過観察、栄養観察を含む） イチジ シンリョウ ケイカ カンサツ エイヨウ カンサツ フク

				Ｑ1-3						Ｑ1-3		経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ

				Ｑ1-4						Ｑ1-4		経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ

				Ｑ1-5						Ｑ1-5		中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ

				Ｑ1-6						Ｑ1-6		酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ

				Ｑ1-7						Ｑ1-7		気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ

				Ｑ1-8						Ｑ1-8		人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ

				Ｑ1-9						Ｑ1-9		尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ

				Ｑ1-10						Ｑ1-10		人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ

				Ｑ1-11						Ｑ1-11		褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ

		Ｑ２		2.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する往診及び訪問診療について、以下の医療行為に対応できますか イリョウテキ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ オウシン オヨ ホウモン シンリョウ イカ イリョウ コウイ タイオウ						2.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する往診及び訪問診療について、以下の医療行為に対応できますか イリョウテキ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ オウシン オヨ ホウモン シンリョウ イカ イリョウ コウイ タイオウ

				Ｑ2-1						Ｑ2-1		予防接種 ヨボウ セッシュ

				Ｑ2-2						Ｑ2-2		経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ

				Ｑ2-3						Ｑ2-3		経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ

				Ｑ2-4						Ｑ2-4		中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ

				Ｑ2-5						Ｑ2-5		酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ

				Ｑ2-6						Ｑ2-6		気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ

				Ｑ2-7						Ｑ2-7		人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ

				Ｑ2-8						Ｑ2-8		尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ

				Ｑ2-9						Ｑ2-9		人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ

				Ｑ2-10						Ｑ2-10		褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ

		Ｑ3		3.24時間、重症心身障害児（18歳未満）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイジ サイ ミマン イリョウ タイオウ						3.24時間、重症心身障害児（18歳未満）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイジ サイ ミマン イリョウ タイオウ

				Ｑ3-1						Ｑ3-1		できる

				Ｑ3-2						Ｑ3-2		できない

				Ｑ3-3						Ｑ3-3		要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン

		Ｑ4		4.24時間、重症心身障害者（18歳以上）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイシャ サイ イジョウ イリョウ タイオウ						4.24時間、重症心身障害者（18歳以上）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイシャ サイ イジョウ イリョウ タイオウ

				Ｑ4-1						Ｑ4-1		できる

				Ｑ4-2						Ｑ4-2		できない

				Ｑ4-3						Ｑ4-3		要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン

		Ｑ5		5.重症心身障害児（者）のレスパイト入院に対応できますか ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ ニュウイン タイオウ						5.重症心身障害児（者）のレスパイト入院に対応できますか ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ ニュウイン タイオウ

				Ｑ5-1						Ｑ5-1		できる

				Ｑ5-2						Ｑ5-2		できない

				Ｑ5-3						Ｑ5-3		要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン

		Ｑ6		6.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する訪問リハビリテーションを提供していますか イリョウテキ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ホウモン テイキョウ						6.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する訪問リハビリテーションを提供していますか イリョウテキ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ホウモン テイキョウ

				Ｑ6-1						Ｑ6-1		提供している テイキョウ

				Ｑ6-2						Ｑ6-2		提供していない テイキョウ

				Ｑ6-3						Ｑ6-3		提供していないが対応は可能 テイキョウ タイオウ カノウ

				Ｑ6-4						Ｑ6-4		要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン

		Ｑ7		7.平成26年度において、以下における長期入院児（6ヶ月以上）の患者数は何名ですか（「原疾患」及び「長期入院理由」について、複数の理由がある場合は、主な理由を選んでください） ヘイセイ ネンド イカ チョウキ ニュウイン ジ ゲツイジョウ カンジャスウ ナンメイ ゲンシッカン オヨ チョウキ ニュウイン リユウ フクスウ リユウ バアイ オモ リユウ エラ						7.平成26年度において、以下における長期入院児（6ヶ月以上）の患者数は何名ですか（「原疾患」及び「長期入院理由」について、複数の理由がある場合は、主な理由を選んでください） ヘイセイ ネンド イカ チョウキ ニュウイン ジ ゲツイジョウ カンジャスウ ナンメイ ゲンシッカン オヨ チョウキ ニュウイン リユウ フクスウ リユウ バアイ オモ リユウ エラ

				※個別シートにて対応 コベツ タイオウ						※個別シートにて対応 コベツ タイオウ

		Q8		8.重症心身障害児（者）に対する相談窓口はありますか ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ソウダン マドグチ

										1		ある

										2		ない

		Q9		9.重症心身障害児（者）の方に対する医療、在宅生活等についてお気づきのことなど、ご自由にお書きください。 ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ カタ タイ イリョウ ザイタク セイカツ ナド キ ジユウ カ

		承諾可否 ショウダク カヒ		診療所名 シンリョウジョ メイ		電話番号 デンワ バンゴウ		郵便番号 ユウビンバンゴウ		所在地 ショザイチ		Ｑ1.医療ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する外来診療について、以下の医療行為に対応できますか																						Ｑ２医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する往診及び訪問診療について、以下の医療行為に対応できますか																				Ｑ3		Ｑ4		Ｑ5		Q6		Ｑ7		8.重症心身障害児（者）に対する相談窓口はありますか										Q9

												予防接種 ヨボウ セッシュ		一次診療
（経過観察、栄養観察を含む） イチジ シンリョウ ケイカ カンサツ エイヨウ カンサツ フク		経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ		経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ		中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ		酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ		気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ		人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ		尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ		人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ		褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ		予防接種 ヨボウ セッシュ		経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ		経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ		中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ		酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ		気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ		人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ		尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ		人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ		褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ												有無 ウム		部署名・職名 ブショ メイ ショクメイ		ご担当者氏名 タントウシャ シメイ		連絡先TEL レンラクサキ		連絡先MAIL レンラクサキ

		否 イナ		野木病院		0280-57-1011		329-0101		下都賀郡野木町友沼5320-2		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		2

		否 イナ		今市病院		0288-22-2200		321-1261		日光市今市381		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		2

		否 イナ		黒須病院　		028-682-8811		329-1311		さくら市氏家2650		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		2		2		別紙参照 ベッシ サンショウ		1		病診連携室・社会福祉士 ビョウシンレンケイ シツ シャカイ フクシ シ		井上雅晶 イノウエ マサアキ		028-682-8811（代表）
028-681-5551（直通） ダイヒョウ チョクツウ		byo-renkei@kurosu-hospital.jp

		否 イナ		日光市民病院		0288-50-1188		321-1441		日光市清滝安良沢町1752-10		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		2										小児科常務医がいないため、小児科非常勤医師在院時のみ相談可能と考えます ショウニカ ジョウム イ ショウニカ ヒジョウキン イシ ザイイン ジ ソウダン カノウ カンガ

		否 イナ		国際医療福祉大学塩谷病院　		0287-44-1155		329-2145		矢板市富田77		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		2

		否 イナ		那須南病院		0287-84-3911		321-0621		栃木県那須烏山市中央3-2-13		1		1		3		3		3		3		3		3		3		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		2		2		なし		1		医療福祉相談医療連絡室 イリョウ フクシ ソウダン イリョウ レンラク シツ		原健二 ハラ ケンジ		0287-84-3911

		承諾 ショウダク		西方病院		0282-92-2323		322-0601		栃木県上都賀郡西方町金崎273-3		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		1		西方病院地域連携室 ニシカタ ビョウイン チイキ レンケイ シツ				0282-25-7310		nishikata-renkei@cc9.ne.jp

		承諾 ショウダク		新小山市民病院		0285-36-0200		323-0827		栃木県小山市神鳥谷2251-1 ３２３－０８２７		1		1		3		2		2		2		2		2		2		2		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		2		なし		1		医療相談室保健師 イリョウ ソウダンシツ ホケンシ		多賀谷邦子 タガヤ クニコ		0285-36-0256		soudan@hospital.oyama.tochigi.jp		重症心身障害児（者）の方々の外来診察は随時受け入れておりますが、特に障害児の入院についてはまだ十分に対応できる体制になっておりません。そのため、今回のガイドマップの内容で受け入れ可能な項目が少なく申し訳ありません。相談については、幅広く承っております。 ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ カタガタ ガイライ シンサツ ズイジ ウ イ トク ショウガイジ ニュウイン ジュウブン タイオウ タイセイ コンカイ ナイヨウ ウ イ カノウ コウモク スク モウ ワケ ソウダン ハバヒロ ウケタマワ

		承諾 ショウダク		小山厚生病院		0285-22-1105		323-0031		栃木県小山市八幡町2-10-6		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		2		なし		1		看護師長 カンゴシ チョウ		横家よね子 ヨコ イエ コ		0285-22-1105
0285-24-9890				在宅生活困難者につき当院では入院で対応させていただくことが多いです。 ザイタク セイカツ コンナン シャ トウイン ニュウイン タイオウ オオ

		承諾 ショウダク		石橋総合病院		0285-53-1134		329-0511		栃木県下野市石橋628		1		1		1		1		1		1		1		2		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		1		なし		1		地域医療連携部 チイキ イリョウ レンケイ ブ		（部長）岩崎さゆり ブチョウ イワサキ		0285-53-1134		ishibashi-renkei@yushikai.jp

		承諾 ショウダク		下都賀総合病院		0282-22-2551		328-0044		栃木県栃木市富士見町5-32		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		3		なし		1		医療福祉相談室 イリョウ フクシ ソウダンシツ		MSWが3人おります ニン		0282-22-2551

		承諾 ショウダク		とちの木病院		0282-22-7722		328-0071		栃木県栃木市大町39-5		1		1		1		1		3		3		3		3		3		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		2

		承諾 ショウダク		自治医科大学附属病院　		0285-44-2111		329-0498		下野市薬師寺3311-1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		2		3		2		別紙参照 ベッシ サンショウ		1		地域医療連携部（看護師） チイキ イリョウ レンケイ ブ カンゴシ		黒田　光恵 クロダ ミツエ		0285-44-2111		mazuek@jichi.ac.jp		在宅医療を充実させていただくうえで、往診医や地域の開業医の先生方との連携強化やスタッフの充実が望まれると思います。 ザイタク イリョウ ジュウジツ オウシン イ チイキ カイギョウイ センセイガタ レンケイ キョウカ ジュウジツ ノゾ オモ

		承諾 ショウダク		済生会宇都宮病院		028-626-5500		321-0974		宇都宮市竹林町911-1		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		2		別紙参照 ベッシ サンショウ		1		地域連携課 チイキ レンケイ カ		荻津　守 オギツ カミ		028-626-5500

		承諾 ショウダク		足利赤十字病院		0284-21-0121		326-0843		栃木県足利市五十部町284-1		1		1		1		3		3		1		1		1		3		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		3		1		2		別紙参照 ベッシ サンショウ		1		事務部医事課社会福祉士 ジム ブ イジ カ シャカイ フクシ シ		布施　麻由実 フセ マユミ		0284-20-1307				医療依存度の高い患者様が自宅へ退院する場合、利用できる社会資源が限られており、デイサービスやリハビリテーション、ショートステイなどのサービスを本人、ご家族様のニーズに合わせて利用していただくことが困難なケースが多々あります。（例：家族としては週２回以上リハビリに本人を通わせたいと考えているが、リハビリテーション事業所としては利用者数も多いため、週1回の対応が限度と考えている場合など）今回のアンケート調査を機に、各地域の社会資源の情報を整理し、なるべくニーズに合わせて、多くの方に適切にサービスを利用していただける環境を構築できればと思っております。よろしくお願いいたします。 イリョウ イゾンド タカ カンジャサマ ジタク タイイン バアイ リヨウ シャカイ シゲン カギ ホンニン カゾク サマ ア リヨウ コンナン タタ レイ カゾク シュウ カイイジョウ ホンニン カヨ カンガ ジギョウショ リヨウシャ スウ オオ シュウ カイ タイオウ ゲンド カンガ バアイ コンカイ チョウサ キ カクチイキ シャカイ シゲン ジョウホウ セイリ ア オオ カタ テキセツ リヨウ カンキョウ コウチク オモ ネガ

		承諾 ショウダク		獨協医科大学病院		0282-86-1111		321-0293		下都賀郡壬生町大字北小林880		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		3		2		別紙参照 ベッシ サンショウ		1		地域医療連携センター医療福祉相談室 チイキ イリョウ レンケイ イリョウ フクシ ソウダンシツ				0282-87-2185

		承諾 ショウダク		あしかがの森足利病院		0284-91-0611		326-0011		足利市大沼田町615		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		1		2		別紙参照 ベッシ サンショウ		1		メディカルソーシャルワーカー		福地　哲郎 フクチ テツロウ		0284-91-0611		soudan@hshikagu-hospital.or.jp

		承諾 ショウダク		JCHO　うつのみや病院		028-653-1001		321-0143		宇都宮市南高砂町11-17		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		2

		承諾 ショウダク		菅又病院　		028-676-0311		329-1207		塩谷郡高根沢町花岡2351		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		なし		2										要相談の診療項目につきましては、病院にお電話で問い合わせていただければ対応いたします。小児科の入院対応はしておりません。外来診察につきましては、急性期の管理は困難であることもありますが、状態が安定している場合には相談いただければ可能な限り対応いたします。 ヨウ ソウダン シンリョウ コウモク ビョウイン デンワ ト ア タイオウ ショウニカ ニュウイン タイオウ ガイライ シンサツ キュウセイキ カンリ コンナン ジョウタイ アンテイ バアイ ソウダン カノウ カギ タイオウ

		承諾 ショウダク		那須赤十字病院		0287-23-1122		324-8686		栃木県大田原市中田原1081-4		1		1		3		3		3		1		3		1		3		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		1		4		なし		1		地域医療福祉連携課福祉係長 チイキ イリョウ フクシ レンケイ カ フクシ カカリチョウ		野中美希 ノナカ ミキ		0287-23-1122		renkeika@nasu.jrc.or.jp



												Ｑ1.医療ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する外来診療について、以下の医療行為に対応できますか

												予防接種 ヨボウ セッシュ		一次診療
（経過観察、栄養観察を含む） イチジ シンリョウ ケイカ カンサツ エイヨウ カンサツ フク		経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ		経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ		中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ		酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ		気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ		人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ		尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ		人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ		褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ

										できる		13		13		9		8		7		9		8		8		7		7		7

										できない		3		3		7		8		8		8		8		9		8		8		6

										要相談 ヨウ ソウダン		4		4		4		4		5		3		4		3		5		5		7



												Ｑ２医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する往診及び訪問診療について、以下の医療行為に対応できますか

												予防接種 ヨボウ セッシュ		経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ		経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ		中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ		酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ		気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ		人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ		尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ		人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ		褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ

										できる		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

										できない		19		20		20		20		20		20		20		20		20		20

										要相談 ヨウ ソウダン		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0



										Ｑ3		3.24時間、重症心身障害児（18歳未満）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイジ サイ ミマン イリョウ タイオウ				3.24時間、重症心身障害児（18歳未満）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイジ サイ ミマン イリョウ タイオウ

										できる		4

										できない		14

										要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン		2

										Ｑ4		4.24時間、重症心身障害者（18歳以上）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイシャ サイ イジョウ イリョウ タイオウ				4.24時間、重症心身障害者（18歳以上）の医療に対応ができますか ジカン ジュウショウ シンシン ショウガイシャ サイ イジョウ イリョウ タイオウ

										できる		3

										できない		9																																																														事業所名 ジギョウショ メイ		部署名・職名 ブショ メイ ショクメイ		ご担当者氏名 タントウシャ シメイ		連絡先TEL レンラクサキ		Mail

										要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン		8																																																														西方病院		西方病院地域連携室 ニシカタ ビョウイン チイキ レンケイ シツ				0282-25-7310		nishikata-renkei@cc9.ne.jp

										Ｑ5		5.重症心身障害児（者）のレスパイト入院に対応できますか ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ ニュウイン タイオウ				5.重症心身障害児（者）のレスパイト入院に対応できますか ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ ニュウイン タイオウ																																																										新小山市民病院		医療相談室保健師 イリョウ ソウダンシツ ホケンシ		多賀谷邦子 タガヤ クニコ		0285-36-0256		soudan@hospital.oyama.tochigi.jp

										できる		5																																																														小山厚生病院		看護師長 カンゴシ チョウ		横家よね子 ヨコ イエ コ		0285-22-1105
0285-24-9890

										できない		10																																																														石橋総合病院		地域医療連携部 チイキ イリョウ レンケイ ブ		（部長）岩崎さゆり ブチョウ イワサキ		0285-53-1134		ishibashi-renkei@yushikai.jp

										要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン		5																																																														下都賀総合病院		医療福祉相談室 イリョウ フクシ ソウダンシツ		MSWが3人おります ニン		0282-22-2551

										Ｑ6		6.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する訪問リハビリテーションを提供していますか イリョウテキ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ホウモン テイキョウ				6.医療的ケアの必要な重症心身障害児（者）に対する訪問リハビリテーションを提供していますか イリョウテキ ヒツヨウ ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ホウモン テイキョウ																																																										自治医科大学附属病院　		地域医療連携部（看護師） チイキ イリョウ レンケイ ブ カンゴシ		黒田　光恵 クロダ ミツエ		0285-44-2111		mazuek@jichi.ac.jp

										提供している テイキョウ		1																																																														済生会宇都宮病院		地域連携課 チイキ レンケイ カ		荻津　守 オギツ カミ		028-626-5500

										提供していない テイキョウ		17																																																														足利赤十字病院		事務部医事課社会福祉士 ジム ブ イジ カ シャカイ フクシ シ		布施　麻由実 フセ マユミ		0284-20-1307

										提供していないが対応は可能 テイキョウ タイオウ カノウ		1																																																														獨協医科大学病院		地域医療連携センター医療福祉相談室 チイキ イリョウ レンケイ イリョウ フクシ ソウダンシツ				0282-87-2185

										要相談（条件による） ヨウ ソウダン ジョウケン		1																																																														あしかがの森足利病院		メディカルソーシャルワーカー		福地　哲郎 フクチ テツロウ		0284-91-0611		soudan@hshikagu-hospital.or.jp

										Ｑ7		7.平成26年度において、以下における長期入院児（6ヶ月以上）の患者数は何名ですか（「原疾患」及び「長期入院理由」について、複数の理由がある場合は、主な理由を選んでください） ヘイセイ ネンド イカ チョウキ ニュウイン ジ ゲツイジョウ カンジャスウ ナンメイ ゲンシッカン オヨ チョウキ ニュウイン リユウ フクスウ リユウ バアイ オモ リユウ エラ				7.平成26年度において、以下における長期入院児（6ヶ月以上）の患者数は何名ですか（「原疾患」及び「長期入院理由」について、複数の理由がある場合は、主な理由を選んでください） ヘイセイ ネンド イカ チョウキ ニュウイン ジ ゲツイジョウ カンジャスウ ナンメイ ゲンシッカン オヨ チョウキ ニュウイン リユウ フクスウ リユウ バアイ オモ リユウ エラ																																																										那須赤十字病院		地域医療福祉連携課福祉係長 チイキ イリョウ フクシ レンケイ カ フクシ カカリチョウ		野中美希 ノナカ ミキ		0287-23-1122		renkeika@nasu.jrc.or.jp

										Q8		8.重症心身障害児（者）に対する相談窓口はありますか ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ タイ ソウダン マドグチ

																1		ある		13

																2		ない		7

																														できる		できない		要相談 ヨウ ソウダン						できる		できない		要相談 ヨウ ソウダン						提供している テイキョウ		提供していない テイキョウ		提供していないが対応は可能 テイキョウ タイオウ カノウ		要相談 ヨウ ソウダン										NICU及びGCU オヨ		PICU		その他小児病棟 タ ショウニ ビョウトウ

																												予防接種 ヨボウ セッシュ		13		3		4				18歳未満 サイ ミマン		4		14		2						5		10		5		5								6ヶ月以上1年未満 ゲツイジョウ ネン ミマン		9		0		11

																												一次診療
（経過観察、栄養観察を含む） イチジ シンリョウ ケイカ カンサツ エイヨウ カンサツ フク		13		3		4				18歳以上 サイ イジョウ		3		9		8																				1年以上2年未満 ネンイジョウ ネン ミマン		1		0		10

																												経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ		9		7		4																提供している テイキョウ		5												2年以上 ネンイジョウ		4		0		154

																												経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ		8		8		4						できる		できない		要相談 ヨウ ソウダン						提供していない テイキョウ		10

																												中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ		7		8		5						5		10		5						提供していないが対応は可能 テイキョウ タイオウ カノウ		5

																												酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ		9		8		3						3		9		8						要相談 ヨウ ソウダン		5														NICU及びGCU オヨ		PICU		その他小児病棟 タ ショウニ ビョウトウ

																												気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ		8		8		4																														新生児仮死 シンセイジ カシ		2		0		38

																												人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ		8		9		3																														仮死以外の神経、筋疾患 カシ イガイ シンケイ キン シッカン		3		0		48

																												尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ		7		8		5						ある		ない										乳児～2歳 ニュウジ サイ		3歳～6歳 サイ サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13歳～17歳 サイ サイ		18歳以上 サイイジョウ				事故 ジコ		0		0		4

																												人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ		7		8		5						13		7								気管切開人工呼吸患者 キカン セッカイ ジンコウ コキュウ カンジャ		11		4		8		5		12				先天異常症候群 センテン イジョウ ショウコウグン		11		0		22

																												褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ		7		6		7																非気管切開人工呼吸患者（NPPV) ヒ キカン セッカイ ジンコウ コキュウ カンジャ		2		0		0		0		1				慢性肺疾患、気道病変 マンセイ ハイ シッカン キドウ ビョウヘン		1		0		0

																																																		気管切開患者 キカン セッカイ カンジャ		2		3		2		0		14				低出生体重児 テイ シュッセイ タイジュウ ジ		5		0		7

																														できる		できない		要相談 ヨウ ソウダン																その他 タ		4		2		2		0		1				社会的事情 シャカイテキ ジジョウ		0		0		2

																												予防接種 ヨボウ セッシュ		0		19		1																														その他 タ		2		0		44

																												経鼻経管栄養の管理 ケイビ ケイカン エイヨウ カンリ		0		20		0

																												経皮経管栄養の管理
（胃ろう） キョウ カワ ケイカンエイヨウ カンリ イ		0		20		0																																NICU及びGCU オヨ		PICU		その他小児病棟 タ ショウニ ビョウトウ

																												中心静脈栄養の管理 チュウシン ジョウミャク エイヨウ カンリ		0		20		0																														病状が不安定 ビョウジョウ フアンテイ		6		0		30

																												酸素療法の管理 サンソ リョウホウ カンリ		0		20		0																														療育施設入所待ち リョウイク シセツ ニュウショ マ		0		0		18

																												気管切開の管理 キカン セッカイ カンリ		0		20		0																														中間施設受入体制の不備 チュウカン シセツ ウケイレ タイセイ フビ		0		0		0

																												人工呼吸器の管理 ジンコウ コキュウキ カンリ		0		20		0																														地域サポートの不備 チイキ フビ		0		0		0

																												尿道留置カテーテル
の管理 ニョウドウ リュウチ カンリ		0		20		0																														病院の在宅医療フォロー体制不備 ビョウイン ザイタク イリョウ タイセイ フビ		0		0		0

																												人工肛門の管理 ジンコウ コウモン カンリ		0		20		0																														家族の受入困難 カゾク ウケイレ コンナン		4		0		127

																												褥瘡の管理 ジョクソウ カンリ		0		20		0																														家庭環境、経済的理由 カテイ カンキョウ ケイザイテキ リユウ		1		0		5

																																																																在宅準備中 ザイタク ジュンビチュウ		3		0		4

																																																																その他 タ		0		0		1

																												24時間、重症心身障害児の医療に対応ができますか
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病院 (記述)

		承諾可否 ショウダク カヒ		診療所名 シンリョウジョ メイ		電話番号 デンワ バンゴウ		郵便番号 ユウビンバンゴウ		所在地 ショザイチ		9.重症心身障害児（者）の方に対する医療、在宅生活等についてお気づきのことなど、ご自由にお書きください。



		否 イナ		野木病院		0280-57-1011		329-0101		下都賀郡野木町友沼5320-2

		否 イナ		今市病院		0288-22-2200		321-1261		日光市今市381

		否 イナ		黒須病院　		028-682-8811		329-1311		さくら市氏家2650

		否 イナ		日光市民病院		0288-50-1188		321-1441		日光市清滝安良沢町1752-10		小児科常務医がいないため、小児科非常勤医師在院時のみ相談可能と考えます ショウニカ ジョウム イ ショウニカ ヒジョウキン イシ ザイイン ジ ソウダン カノウ カンガ

		否 イナ		国際医療福祉大学塩谷病院　		0287-44-1155		329-2145		矢板市富田77

		否 イナ		那須南病院		0287-84-3911		321-0621		栃木県那須烏山市中央3-2-13

		承諾 ショウダク		西方病院		0282-92-2323		322-0601		栃木県上都賀郡西方町金崎273-3

		承諾 ショウダク		新小山市民病院		0285-36-0200		323-0827		栃木県小山市神鳥谷2251-1 ３２３－０８２７		重症心身障害児（者）の方々の外来診察は随時受け入れておりますが、特に障害児の入院についてはまだ十分に対応できる体制になっておりません。そのため、今回のガイドマップの内容で受け入れ可能な項目が少なく申し訳ありません。相談については、幅広く承っております。 ジュウショウ シンシン ショウガイジ シャ カタガタ ガイライ シンサツ ズイジ ウ イ トク ショウガイジ ニュウイン ジュウブン タイオウ タイセイ コンカイ ナイヨウ ウ イ カノウ コウモク スク モウ ワケ ソウダン ハバヒロ ウケタマワ

		承諾 ショウダク		小山厚生病院		0285-22-1105		323-0031		栃木県小山市八幡町2-10-6		在宅生活困難者につき当院では入院で対応させていただくことが多いです。 ザイタク セイカツ コンナン シャ トウイン ニュウイン タイオウ オオ

		承諾 ショウダク		石橋総合病院		0285-53-1134		329-0511		栃木県下野市石橋628

		承諾 ショウダク		下都賀総合病院		0282-22-2551		328-0044		栃木県栃木市富士見町5-32

		承諾 ショウダク		とちの木病院		0282-22-7722		328-0071		栃木県栃木市大町39-5

		承諾 ショウダク		自治医科大学附属病院　		0285-44-2111		329-0498		下野市薬師寺3311-1		在宅医療を充実させていただくうえで、往診医や地域の開業医の先生方との連携強化やスタッフの充実が望まれると思います。 ザイタク イリョウ ジュウジツ オウシン イ チイキ カイギョウイ センセイガタ レンケイ キョウカ ジュウジツ ノゾ オモ

		承諾 ショウダク		済生会宇都宮病院		028-626-5500		321-0974		宇都宮市竹林町911-1

		承諾 ショウダク		足利赤十字病院		0284-21-0121		326-0843		栃木県足利市五十部町284-1		医療依存度の高い患者様が自宅へ退院する場合、利用できる社会資源が限られており、デイサービスやリハビリテーション、ショートステイなどのサービスを本人、ご家族様のニーズに合わせて利用していただくことが困難なケースが多々あります。（例：家族としては週２回以上リハビリに本人を通わせたいと考えているが、リハビリテーション事業所としては利用者数も多いため、週1回の対応が限度と考えている場合など）今回のアンケート調査を機に、各地域の社会資源の情報を整理し、なるべくニーズに合わせて、多くの方に適切にサービスを利用していただける環境を構築できればと思っております。よろしくお願いいたします。 イリョウ イゾンド タカ カンジャサマ ジタク タイイン バアイ リヨウ シャカイ シゲン カギ ホンニン カゾク サマ ア リヨウ コンナン タタ レイ カゾク シュウ カイイジョウ ホンニン カヨ カンガ ジギョウショ リヨウシャ スウ オオ シュウ カイ タイオウ ゲンド カンガ バアイ コンカイ チョウサ キ カクチイキ シャカイ シゲン ジョウホウ セイリ ア オオ カタ テキセツ リヨウ カンキョウ コウチク オモ ネガ

		承諾 ショウダク		獨協医科大学病院		0282-86-1111		321-0293		下都賀郡壬生町大字北小林880

		承諾 ショウダク		あしかがの森足利病院		0284-91-0611		326-0011		足利市大沼田町615

		承諾 ショウダク		JCHO　うつのみや病院		028-653-1001		321-0143		宇都宮市南高砂町11-17

		承諾 ショウダク		菅又病院　		028-676-0311		329-1207		塩谷郡高根沢町花岡2351		要相談の診療項目につきましては、病院にお電話で問い合わせていただければ対応いたします。小児科の入院対応はしておりません。外来診察につきましては、急性期の管理は困難であることもありますが、状態が安定している場合には相談いただければ可能な限り対応いたします。 ヨウ ソウダン シンリョウ コウモク ビョウイン デンワ ト ア タイオウ ショウニカ ニュウイン タイオウ ガイライ シンサツ キュウセイキ カンリ コンナン ジョウタイ アンテイ バアイ ソウダン カノウ カギ タイオウ

		承諾 ショウダク		那須赤十字病院		0287-23-1122		324-8686		栃木県大田原市中田原1081-4





病院Ｑ7統計



				乳児～2歳 ニュウジ サイ		3歳～6歳 サイ サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13歳～17歳 サイ サイ		18歳以上 サイイジョウ

		気管切開人工呼吸患者 キカン セッカイ ジンコウ コキュウ カンジャ		11		4		8		5		12

		非気管切開人工呼吸患者（NPPV) ヒ キカン セッカイ ジンコウ コキュウ カンジャ		2		0		0		0		1

		気管切開患者 キカン セッカイ カンジャ		2		3		2		0		14

		その他 タ		4		2		2		0		1



		入院期間 ニュウイン キカン		NICU及びGCU オヨ		PICU		その他小児病棟 タ ショウニ ビョウトウ

		6ヶ月以上1年未満 ゲツイジョウ ネン ミマン		9		0		11

		1年以上2年未満 ネンイジョウ ネン ミマン		1		0		10

		2年以上 ネンイジョウ		4		0		154

		原疾患 ゲンシッカン		NICU及びGCU オヨ		PICU		その他小児病棟 タ ショウニ ビョウトウ

		新生児仮死 シンセイジ カシ		2		0		38

		仮死以外の神経、筋疾患 カシ イガイ シンケイ キン シッカン		3		0		48

		事故 ジコ		0		0		4

		先天異常症候群 センテン イジョウ ショウコウグン		11		0		22

		慢性肺疾患、気道病変 マンセイ ハイ シッカン キドウ ビョウヘン		1		0		0

		低出生体重児 テイ シュッセイ タイジュウ ジ		5		0		7

		社会的事情 シャカイテキ ジジョウ		0		0		2

		その他 タ		2		0		44

		長期入院理由 チョウキ ニュウイン リユウ		NICU及びGCU オヨ		PICU		その他小児病棟 タ ショウニ ビョウトウ

		病状が不安定 ビョウジョウ フアンテイ		6		0		30

		療育施設入所待ち リョウイク シセツ ニュウショ マ		0		0		18

		中間施設受入体制の不備 チュウカン シセツ ウケイレ タイセイ フビ		0		0		0

		地域サポートの不備 チイキ フビ		0		0		0

		病院の在宅医療フォロー体制不備 ビョウイン ザイタク イリョウ タイセイ フビ		0		0		0

		家族の受入困難 カゾク ウケイレ コンナン		4		0		127

		家庭環境、経済的理由 カテイ カンキョウ ケイザイテキ リユウ		1		0		5

		在宅準備中 ザイタク ジュンビチュウ		3		0		4

		その他 タ		0		0		1





黒須病院

				乳児～2歳 ニュウジ サイ		3歳～6歳 サイ サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13歳～17歳 サイ サイ		18歳以上 サイイジョウ

		気管切開人工呼吸患者 キカン セッカイ ジンコウ コキュウ カンジャ										1

		非気管切開人工呼吸患者（NPPV) ヒ キカン セッカイ ジンコウ コキュウ カンジャ										0

		気管切開患者 キカン セッカイ カンジャ										3

		その他 タ



		入院期間 ニュウイン キカン		NICU及びGCU オヨ		PICU		その他小児病棟 タ ショウニ ビョウトウ

		6ヶ月以上1年未満 ゲツイジョウ ネン ミマン

		1年以上2年未満 ネンイジョウ ネン ミマン

		2年以上 ネンイジョウ

		原疾患 ゲンシッカン

		新生児仮死 シンセイジ カシ

		仮死以外の神経、筋疾患 カシ イガイ シンケイ キン シッカン

		事故（溺水、交通事故、転落等） ジコ デキスイ コウツウ ジコ テンラク ナド

		先天異常症候群（染色体異常、欠乏奇形症候群、欠乏性代謝異常など） センテン イジョウ ショウコウグン センショクタイ イジョウ ケツボウ キケイ ショウコウグン ケツボウ セイ タイシャ イジョウ

		慢性肺疾患、気道病変 マンセイ ハイ シッカン キドウ ビョウヘン

		低出生体重児 テイ シュッセイ タイジュウ ジ

		社会的事情 シャカイテキ ジジョウ

		その他 タ

		長期入院理由 チョウキ ニュウイン リユウ

		病状が不安定 ビョウジョウ フアンテイ

		療育施設入所待ち リョウイク シセツ ニュウショ マ

		中間施設受入体制の不備 チュウカン シセツ ウケイレ タイセイ フビ

		地域サポートの不備 チイキ フビ

		病院の在宅医療フォロー体制不備 ビョウイン ザイタク イリョウ タイセイ フビ

		家族の受入困難 カゾク ウケイレ コンナン

		家庭環境、経済的理由 カテイ カンキョウ ケイザイテキ リユウ

		在宅準備中 ザイタク ジュンビチュウ

		その他 タ





自治医科大学附属病院

				乳児～2歳 ニュウジ サイ		3歳～6歳 サイ サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13歳～17歳 サイ サイ		18歳以上 サイイジョウ

		気管切開人工呼吸患者 キカン セッカイ ジンコウ コキュウ カンジャ		1

		非気管切開人工呼吸患者（NPPV) ヒ キカン セッカイ ジンコウ コキュウ カンジャ		1

		気管切開患者 キカン セッカイ カンジャ						1				1

		その他 タ		2		1



		入院期間 ニュウイン キカン		NICU及びGCU オヨ		PICU		その他小児病棟 タ ショウニ ビョウトウ

		6ヶ月以上1年未満 ゲツイジョウ ネン ミマン						4

		1年以上2年未満 ネンイジョウ ネン ミマン						2

		2年以上 ネンイジョウ						1

		原疾患 ゲンシッカン

		新生児仮死 シンセイジ カシ

		仮死以外の神経、筋疾患 カシ イガイ シンケイ キン シッカン						3

		事故（溺水、交通事故、転落等） ジコ デキスイ コウツウ ジコ テンラク ナド

		先天異常症候群（染色体異常、欠乏奇形症候群、欠乏性代謝異常など） センテン イジョウ ショウコウグン センショクタイ イジョウ ケツボウ キケイ ショウコウグン ケツボウ セイ タイシャ イジョウ						3

		慢性肺疾患、気道病変 マンセイ ハイ シッカン キドウ ビョウヘン

		低出生体重児 テイ シュッセイ タイジュウ ジ						1

		社会的事情 シャカイテキ ジジョウ

		その他 タ

		長期入院理由 チョウキ ニュウイン リユウ

		病状が不安定 ビョウジョウ フアンテイ						5

		療育施設入所待ち リョウイク シセツ ニュウショ マ						0

		中間施設受入体制の不備 チュウカン シセツ ウケイレ タイセイ フビ						0

		地域サポートの不備 チイキ フビ						0

		病院の在宅医療フォロー体制不備 ビョウイン ザイタク イリョウ タイセイ フビ						0

		家族の受入困難 カゾク ウケイレ コンナン						1

		家庭環境、経済的理由 カテイ カンキョウ ケイザイテキ リユウ						0

		在宅準備中 ザイタク ジュンビチュウ						1

		その他 タ						0





済生会宇都宮病院

				乳児～2歳 ニュウジ サイ		3歳～6歳 サイ サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13歳～17歳 サイ サイ		18歳以上 サイイジョウ

		気管切開人工呼吸患者 キカン セッカイ ジンコウ コキュウ カンジャ						1				2

		非気管切開人工呼吸患者（NPPV) ヒ キカン セッカイ ジンコウ コキュウ カンジャ

		気管切開患者 キカン セッカイ カンジャ

		その他 タ										1



		入院期間 ニュウイン キカン		NICU及びGCU オヨ		PICU		その他小児病棟 タ ショウニ ビョウトウ

		6ヶ月以上1年未満 ゲツイジョウ ネン ミマン						1

		1年以上2年未満 ネンイジョウ ネン ミマン

		2年以上 ネンイジョウ						3

		原疾患 ゲンシッカン

		新生児仮死 シンセイジ カシ						1

		仮死以外の神経、筋疾患 カシ イガイ シンケイ キン シッカン

		事故（溺水、交通事故、転落等） ジコ デキスイ コウツウ ジコ テンラク ナド

		先天異常症候群（染色体異常、欠乏奇形症候群、欠乏性代謝異常など） センテン イジョウ ショウコウグン センショクタイ イジョウ ケツボウ キケイ ショウコウグン ケツボウ セイ タイシャ イジョウ

		慢性肺疾患、気道病変 マンセイ ハイ シッカン キドウ ビョウヘン

		低出生体重児 テイ シュッセイ タイジュウ ジ

		社会的事情 シャカイテキ ジジョウ

		その他 タ						3

		長期入院理由 チョウキ ニュウイン リユウ

		病状が不安定 ビョウジョウ フアンテイ

		療育施設入所待ち リョウイク シセツ ニュウショ マ						3

		中間施設受入体制の不備 チュウカン シセツ ウケイレ タイセイ フビ

		地域サポートの不備 チイキ フビ

		病院の在宅医療フォロー体制不備 ビョウイン ザイタク イリョウ タイセイ フビ

		家族の受入困難 カゾク ウケイレ コンナン

		家庭環境、経済的理由 カテイ カンキョウ ケイザイテキ リユウ

		在宅準備中 ザイタク ジュンビチュウ

		その他 タ						1





足利赤十字病院

				乳児～2歳 ニュウジ サイ		3歳～6歳 サイ サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13歳～17歳 サイ サイ		18歳以上 サイイジョウ

		気管切開人工呼吸患者 キカン セッカイ ジンコウ コキュウ カンジャ

		非気管切開人工呼吸患者（NPPV) ヒ キカン セッカイ ジンコウ コキュウ カンジャ		1

		気管切開患者 キカン セッカイ カンジャ

		その他 タ



		入院期間 ニュウイン キカン		NICU及びGCU オヨ		PICU		その他小児病棟 タ ショウニ ビョウトウ

		6ヶ月以上1年未満 ゲツイジョウ ネン ミマン						1

		1年以上2年未満 ネンイジョウ ネン ミマン

		2年以上 ネンイジョウ

		原疾患 ゲンシッカン

		新生児仮死 シンセイジ カシ

		仮死以外の神経、筋疾患 カシ イガイ シンケイ キン シッカン

		事故（溺水、交通事故、転落等） ジコ デキスイ コウツウ ジコ テンラク ナド

		先天異常症候群（染色体異常、欠乏奇形症候群、欠乏性代謝異常など） センテン イジョウ ショウコウグン センショクタイ イジョウ ケツボウ キケイ ショウコウグン ケツボウ セイ タイシャ イジョウ

		慢性肺疾患、気道病変 マンセイ ハイ シッカン キドウ ビョウヘン

		低出生体重児 テイ シュッセイ タイジュウ ジ

		社会的事情 シャカイテキ ジジョウ

		その他 タ						1

		長期入院理由 チョウキ ニュウイン リユウ

		病状が不安定 ビョウジョウ フアンテイ

		療育施設入所待ち リョウイク シセツ ニュウショ マ

		中間施設受入体制の不備 チュウカン シセツ ウケイレ タイセイ フビ

		地域サポートの不備 チイキ フビ

		病院の在宅医療フォロー体制不備 ビョウイン ザイタク イリョウ タイセイ フビ

		家族の受入困難 カゾク ウケイレ コンナン

		家庭環境、経済的理由 カテイ カンキョウ ケイザイテキ リユウ						1

		在宅準備中 ザイタク ジュンビチュウ

		その他 タ





獨協医科大学病院

				乳児～2歳 ニュウジ サイ		3歳～6歳 サイ サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13歳～17歳 サイ サイ		18歳以上 サイイジョウ

		気管切開人工呼吸患者 キカン セッカイ ジンコウ コキュウ カンジャ		10		1		3

		非気管切開人工呼吸患者（NPPV) ヒ キカン セッカイ ジンコウ コキュウ カンジャ

		気管切開患者 キカン セッカイ カンジャ		2

		その他 タ		2				1



		入院期間 ニュウイン キカン		NICU及びGCU オヨ		PICU		その他小児病棟 タ ショウニ ビョウトウ

		6ヶ月以上1年未満 ゲツイジョウ ネン ミマン		9				4

		1年以上2年未満 ネンイジョウ ネン ミマン						2

		2年以上 ネンイジョウ						4

		原疾患 ゲンシッカン

		新生児仮死 シンセイジ カシ

		仮死以外の神経、筋疾患 カシ イガイ シンケイ キン シッカン		2

		事故（溺水、交通事故、転落等） ジコ デキスイ コウツウ ジコ テンラク ナド

		先天異常症候群（染色体異常、欠乏奇形症候群、欠乏性代謝異常など） センテン イジョウ ショウコウグン センショクタイ イジョウ ケツボウ キケイ ショウコウグン ケツボウ セイ タイシャ イジョウ		10

		慢性肺疾患、気道病変 マンセイ ハイ シッカン キドウ ビョウヘン

		低出生体重児 テイ シュッセイ タイジュウ ジ		5

		社会的事情 シャカイテキ ジジョウ

		その他 タ		2

		長期入院理由 チョウキ ニュウイン リユウ

		病状が不安定 ビョウジョウ フアンテイ		6				2

		療育施設入所待ち リョウイク シセツ ニュウショ マ						15

		中間施設受入体制の不備 チュウカン シセツ ウケイレ タイセイ フビ

		地域サポートの不備 チイキ フビ

		病院の在宅医療フォロー体制不備 ビョウイン ザイタク イリョウ タイセイ フビ

		家族の受入困難 カゾク ウケイレ コンナン

		家庭環境、経済的理由 カテイ カンキョウ ケイザイテキ リユウ		1

		在宅準備中 ザイタク ジュンビチュウ		2				3

		その他 タ





あしかがの森足利病院

				乳児～2歳 ニュウジ サイ		3歳～6歳 サイ サイ		7歳～12歳 サイ サイ		13歳～17歳 サイ サイ		18歳以上 サイイジョウ

		気管切開人工呼吸患者 キカン セッカイ ジンコウ コキュウ カンジャ				3		4		5		9

		非気管切開人工呼吸患者（NPPV) ヒ キカン セッカイ ジンコウ コキュウ カンジャ										1

		気管切開患者 キカン セッカイ カンジャ				3		1				10

		その他 タ				1		1



		入院期間 ニュウイン キカン		NICU及びGCU オヨ		PICU		その他小児病棟 タ ショウニ ビョウトウ

		6ヶ月以上1年未満 ゲツイジョウ ネン ミマン						1

		1年以上2年未満 ネンイジョウ ネン ミマン		1				6

		2年以上 ネンイジョウ		4				146

		原疾患 ゲンシッカン

		新生児仮死 シンセイジ カシ		2				37

		仮死以外の神経、筋疾患 カシ イガイ シンケイ キン シッカン		1				45

		事故（溺水、交通事故、転落等） ジコ デキスイ コウツウ ジコ テンラク ナド						4

		先天異常症候群（染色体異常、欠乏奇形症候群、欠乏性代謝異常など） センテン イジョウ ショウコウグン センショクタイ イジョウ ケツボウ キケイ ショウコウグン ケツボウ セイ タイシャ イジョウ		1				19

		慢性肺疾患、気道病変 マンセイ ハイ シッカン キドウ ビョウヘン		1

		低出生体重児 テイ シュッセイ タイジュウ ジ						6

		社会的事情 シャカイテキ ジジョウ						2

		その他 タ						40

		長期入院理由 チョウキ ニュウイン リユウ

		病状が不安定 ビョウジョウ フアンテイ						23

		療育施設入所待ち リョウイク シセツ ニュウショ マ

		中間施設受入体制の不備 チュウカン シセツ ウケイレ タイセイ フビ

		地域サポートの不備 チイキ フビ

		病院の在宅医療フォロー体制不備 ビョウイン ザイタク イリョウ タイセイ フビ

		家族の受入困難 カゾク ウケイレ コンナン		4				126

		家庭環境、経済的理由 カテイ カンキョウ ケイザイテキ リユウ						4

		在宅準備中 ザイタク ジュンビチュウ		1

		その他 タ





管理

		1/15/16		09:30～11:30		120

		1/16/16		19:30～22:00		150

		1/19/16		16:20～17：30		70

		1/28/16		17：30～18:30		60

				22:30～23：30		60

				11：30～13:30		120

		1/30/16		12:00～14：30		150

		1/31/16		15：30～17：45		135

		2/1/16		16：00～18：00		120

		2/1/16		23：30～0：40		70









						1055

						17.5833333333












































	栃木県重症心身障害児（者） 地域資源アンケート



