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障害児通所支援事業所における支援体制の現状
―作業療法士の視点から―
角 田

抄

孝 行1

録

2012 年に児童福祉法が改正され，障害児通所支援事業参入の規制緩和が行われた。その結果，
2014 年までの２年間で障害児通所支援事業所数は増加の一途を辿る。そこで，通所支援事業
所の支援体制の現状と課題を把握し，作業療法士の今後の関わり方を検討する目的で障害児通
所支援事業所の管理者を対象に調査を実施した。
障害児通所支援事業で勤務する職種は，保育士や介護福祉士などが大半を占め，医療職は
26.7% と少ないことが分かった。事業所の課題として，療育の質の担保，経済的な問題を挙げ
る施設が多かった。さらにサービスの質の向上のために，38.0％の施設で医療職の活躍を望ん
でいるが，人材確保・経済的な問題により雇用することが難しい現状があることも分かった。
経済的理由で専門職を雇用しにくい現状を改善するために，専門職が介入した場合の具体的な
加算等が望まれる。
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施設基準の規制緩和が行われた。平成 26 年までの

１．はじめに

２年間で障害児通所支援事業所数は 130％，利用者

在宅の心身障害児に対する福祉の充実を図るため
に，昭和 47 年に知的障害や肢体不自由の障害児が

数は 170％と増加し，現在はさらに増加が加速して
いる１）。

毎日通う心身障害児通所支援事業が開始された。平

小児専門の作業療法士（以下 OT）にとって障害

成 17 年の発達障害者支援法施行により発達障害の

児通所支援事業所は，地域生活と密着した重要な支

概念が広がり，自閉症や多動性障害児の家庭生活や

援実践の場といえる。しかし，新たな制度が始まっ

地域社会における不適応症状に対する支援にもニー

たばかりで実態や課題は明らかにされていない。今

ズが多様化してきた。国内でも支援を受ける児がこ

回は，通所支援事業所の支援体制の現状と課題を把

１）

の 10 年間で 46％増加している 。平成 24 年には

握し，OT の今後の関わり方を検討する目的で調査

児童福祉法等が改正，障害児通所支援が一元化され，

研究を実施した。

受稿：2017年12月28日 受理：2018年４月24日
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２．方

法

１）対象
広島県のホームページ内で閲覧できる平成 26 年
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６月１日の時点で通所支援事業所として登録されて

択肢の中から上位３つを回答させた。384 件の回答

いた 215 ヶ所の管理者を対象にした。

について Fig. 2 に示す。「療育・発達支援に力を入

２）期間

れている」回答が 101 件であった。続いて家族支援・

平成 28 年４月８日にアンケートを封書にて各施
設に送付，期限を同年５月 13 日に設定した。

相談が全体の 64 件回答があった。自由記述欄を
Table 2 に示した。

３）調査方法
広島県の事業所 215 ヶ所のリストを広島県のホー
ムページ

２）

4.3

（Fig. 2）

にて入手，管理者宛にアンケートを封

書にて送付した。結果は郵送にて回収した。
４）調査内容

事 業施設に勤務している職種の分布・割合

事業施設で勤務している職種数を調査した。各職
種で常勤が何名か聴取した。結果，常勤 658 名の割

調査は質問紙にて

①施設名について記述項目

合を Fig.2 に示す。内訳は，保育士が最も多く常勤

②施設を設立したきっかけについて

③力を入れて

の 34.0％を占める結果となった。次に介護福祉士が

いるサービス

⑤ OT に期待

続く。医療専門職の中で最も多いのは OT の 45 名

すること

④勤務している職種

営上の課題

⑥ OT を雇用していない理由

⑦施設運

（7.0％）であった。以上より児童発達支援事業所に

⑧現在の資格についての８項目につい

勤める職員の割合は，医療職は 26.7％と少なく，福

て選択肢と記述を交えて質問した。

３．研究等における倫理的配慮
アンケート対象者には，文書にて目的と実施方法

祉職を含むその他の職種が 73.3％であることが分
かった。
4.4

事業者が考える運営上の課題について

を伝えた。アンケートはナンバリングを行い，そこ

管理者に事業所を運営する上での課題などについ

で得られた情報は，記号などを用いて匿名性を保ち，

ての自由記述を Table 3 に示した。療育の質の保障，

厳密に取り扱った。研究への同意は，アンケートの

人材確保の問題，経済的な問題，施設環境の問題，

返信をもって同意を得たと判断した。

法律・制度上の制限，その他など幅広い課題が挙げ

なお，本研究は県立広島大学大学院倫理委員会の
承認を得て実施した（承認番号第 15MH063 号）。

４．結

られていた。「療育の質（専門性）の保障について」
は，15 施設であった。
「人材確保の問題」については，
11 施設であった。医療専門職を雇用するために求

果

人を出すが希望者がいない現状についての困難さ等

215 施設の管理者を対象に職員体制やサービスの

についての記述がみられた。

実態についてのアンケートを送付した結果，120 施
設の回答があった（回収率 55.8%）。

4.5

OT を雇用していない理由

OT が勤務していない事業所にのみに，OT の配
4.1

事業所を立ち上げたきっかけ（Table 1）

自由記述欄には 40 名が回答し，Table 1 に示した。

置が困難な理由，OT を雇用していない理由の上位
２つを選択させた。結果を Fig. 3 に示す。

「元々基盤があり，法改正または新たなニーズに応

「経済的（予算的）に困難なこと」「スタッフ増員

えるため形態を変えた」という回答が 14 件であっ

の困難さ」という医療職を雇用する給与の問題や，

た。次に「地域に発達支援の必要性を感じた」が

OT を募集しているが，希望者がいないという回答

11 件，「ニーズに応えるため」が９件となった。

が多くを占めた。自由記述欄に記述した 19 件の回
答を Table 4 に示す。自由記述では，施設勤務では

4.2 事
 業所で力を入れているサービス
（Fig. 1

Table 2）

施設で特に力を入れて提供しているサービスを選

ないが，同法人内の OT がいる，または外部の関連
機関の OT と連絡を取り合っている施設が８件ある
ことが分かった。
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立ち上げたきっかけ

１，元々基盤があり，法改正または新たなニーズに応えるため形態を変えた（n14）
・既存の事業があり，そのまま継続した
・元々，通園施設であった
・障害者総合支援法の制度上で旧重症心身障害児通園事業の形態に近かったため
・A 年以上前より夏休みなどの長期休暇のときに利用できるサービスとしてその頃から受け皿として実績があった
・B 年に通園施設として。その後，C 年に児童発達支援センターに移行した。
・日中一時支援事業が事業として始まる前から，障害のある子どもや大人たちのレスパイト事業を行っていた。その後，日中一時支援
事業が始まり，後に放課後等デイサービスに移行した。
・日中一時支援で子どもたちの居場所を提供していた。その延長で。
・児童デイサービスの指導員の資格に条件があたり，２人の指導員が NPO 法人の立ち上げをされていた。理事長，他の方に薦められ
現在に至る。
・D 年より E 市の日中一時支援事業として放課後デイサービス（タイムケア事業）を行っており，現在に至る。
・F 市の社会福祉協議会の中の１事業所として，その後入社した。
・先代理事長が不登校児とかかわりをもたれており，その中で発達障害児への関心が高まり，設立に至る。
・G 市健康推進課が実施していた心身障害時通園事業を H 会が受託し，法改正により児童デイサービスに移行した。利用児や保護者及び，
地域のニーズに応じて事業展開を行っている。
・フリースクール，通信制高校サポート校をやっていたところ，発達障害と診断された子が多くいる現状があり，また，ある特性のあ
る生徒もいたりするので，個別の療育をする必要性を感じ，デイサービスを立ち上げました。
・I 市の委託事業からスタートした

２，地域に発達支援の必要性を感じた（n11）
・A 市において毎日通える通園がなく B の会が社会福祉法人の役割として立ち上げをした。
・超重症心身障害児の受け皿の確保
・発達障害児の早期発見，早期支援を考え，市町村の乳幼児健診に協力をしていた
・自閉症スペクトラムの特性に配慮した個別化された支援を提供している児童デイサービスが無かったため。
・卒業後の進路保障，障害福祉サービス事業所の利用者確保のため
・認可外保育施設のとき，発達障害の子どもの利用があった。その子たちが毎日通えて療育できる場が必要と思った
・C 年前，広島には障害児の休日・放課後を受け入れる受け皿がなかったため。
・小児科医院に併設している。発達障害で困られている患者さんがたくさんおられ，何とかしたいと考え立ち上げた。個別支援を中心
にコラボしたり，集団にしたりしながらその子の抱えている問題を見つけ，社会生活ができるよう，医療スタッフと連携しながら療
育しています。
・地域に療育の受け皿が不足していたため，行政，日中一時支援を利用していた保護者からもからも要請があった。
・D 市に療育施設が
無く，適切な関わりの中での発達が保障されていなかった。地域に発達障害が正しく理解されておらず，また，市の制度も障害児に
対して配慮されたものではなかった。そういう地域の現状を変えていく必要があった。
・教員（特別支援教育）時代に子どもの生活が見えないと将来に向かうための支援は難しいと感じ，放課後等デイサービスの立ち上げ
を決意した。

３，保護者からのニーズに応えるため（n9）
・保護者や他の事業所からの要望があったため
・保護者からの希望の声があった
・知り合いに障害のある子どもがおり，居場所に困っていたから
・遠くの施設まで通っていた保護者からの要望があった
・11 年前に居場所作りと SST を日中は不登校，夕方からはコミュニケーション対人関係に課題のある小学生のグループ指導をしたが，
その当時行っていたものを児童デイとして対応して欲しい旨の要望を受けて
・A 市の B つ目の公的機関による地域療育センターです。保護者の根強い設立運動の成果です。
・保護者からの希望の声があった
・前職で利用者からの希望があった。

４，その他，自分の経験上必要だと感じた（n6）
・わが子が中学生になり，放課後の居場所がなくなったため
・学校が発達障害の子どもたちにとり，安心できる場ではないことを教師として常々感じていた。
・移動支援では行き先を毎回決めたり，理由を作らないと支援としてみなしてもらえませんが，保護者の就労状況ではカバーしきれな
いものがあります。児童デイならデイの中（外出等も）で安心して過ごすことができるため。
・療育という専門性と障害の有無とは関係なく，人間性を重視することへのアンバランスに非常に危機感を感じている。
・教育現場で聴覚障害子の言葉の発達，情報保障の困難さを感じていたため，退職後，少しでも支えになりたいと考え，立ち上げた。
・当法人の理念は「生き抜く力を共に育む」です。地域での家族会からの発展した事業所であり，家族の育ちやつながりを大切にしな
がら，地域の関係機関との連携も行い，子どもたちが人と関わりながら成長していくことを願っている
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101

療育・発達支援

64

家族支援 相談

58

基本的生活習慣の支援

29

対人技能支援

26

学習支援
外遊び（なわとび鉄棒）

17

リトミック スポーツ活動

16

発達検査

16

学校等 派遣支援相談

15

絵画・造形活動

10

音楽活動

10

園芸活動

5

旅行・キャンプなど特活

3
14

そのほか
0
Fig. 1

Table 2

20
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100

事業所で力を入れているサービス

施設で主に提供しているサービス（n13）

１，児への直接的療育・発達支援（n6）
・身体作り。サーキット・トランポリンなどの感覚統合の遊具
・感覚統合療法
・発音・発語・言葉の学習
・中・長期（３～６ヶ月）での企画療育
・毎日の子は集団の遊び，自己肯定感，子どもらしい体験を。発達障害児に対しては SST 等の対人技能支援活動を重視しています。
・体幹運動を重視しています

２，社会参加や環境を利用した総合支援（n3）
・遊びを通して，社会のルールの獲得を目差す
・地域資源の活用と社会体験の拡大
・保護者の方の就労支援やレスパイト，夏休みなどはデイに来ることでの生活リズムを整える。

３，その他（n4）
・あそび
・自然食・花
・英会話を取り入れたグループ活動
・広い庭スペースを利用し，ミニ運動会，豆まき等の行事を組み込む
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理学療法士
3%(17)

医師2%(12)

PSW0.4%(3)
保健師0.3%(2)

言語聴覚士
4%(27)
看護師
4%（27）

保育士

臨床心理士

34%(226)

6%（37）
作業療法士
7%（45）
その他の資格
8%（51）
音楽療法士
1%（4）
ヘルパー２級

介護福祉士

1%（8）
社会福祉士
2%(14)
Fig. 2

Table 3

１

教員資格者
4%(24)

指導員

15%(99)

9%(62)

事業所で勤務する常勤の職種（n658）

事業者が考える運営上の課題について（n47）

療育の質（専門性）の保障（n15）

・施設の専門性を高めていくための人材育成について何をしていくべきか
・専門性の向上が課題
・定員 30 名で運営しており，受け皿は多いが，個々へのより丁寧さ個別対等が十分出来ていないと思う。今後はこの地域での受け皿を
増やし，より充実した療育機関が整っていくよう検討していきたい
・肢体不自由の子どもたちへの関わりなど（ストレッチなど）
・スタッフ間の情報共有やスタッフの資質向上について
・OT を配置することにより，発達検査を実施することができている。現在，他職種で運営していて，それぞれの役割を尊び，理解し
あい，専門性に触れ，施設職員の意識を高めている途中である。頑張っていきたいところです。
・専門性の周知を図ること
・専門性
・自立支援に繋がるような療育ができたらいいなと思う
・利用希望が多く，答え切れていないこと。支援内容を充実させること（スタッフのスキルアップ，専門性）
・子どもの未来を考えたとき，就労できる身体作りと力の獲得は必要。私たちは運動や作業の専門家ではないため，自らの実践を科学
的に説明できない。OT からの助言をもらいたい。必要性を感じることは多々ある。
・重症心身障害児を対象に運営を行っています，保育士には療育，OT によるセッション他についてより専門的な学びを受ける機会が
あればと痛切に感じている。
・感覚的なニーズが高い児に対する遊びの工夫や，生活の中における工夫を学びたい
・療育を行うときの内容の指示が欲しい
・アーチストばかりのため，適切な療育がまだされていない。
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人材確保の問題（n11）

・スタッフの人材不足。多様な利用者のニーズ。
・人材不足
・人員の確保について難しいと感じています
・専門性を向上させるために専門職を雇用したいが，なかなか決まらない
・保育士，言語の職員の採用が困難。管理者が育たない。
・肢体不自由児が少しずつ増えてきているため，PT の採用希望。
・職種が有る人はなかなかおらず，希望者がいないのが悩み
・施設自体は定員まで利用者様が利用してくれているが，やはりスタッフの人数が足りないことがある
・療法士がいればもっと色々な取り組みは可能となるが，賃金面でほとんどの方が医療系に行かれるのが現状である。
・質の高い療育を目指し，頑張っている。ハローワークに求人を出したが，なかなか求める人がいないのが現状である。教師をされて
いた方でも，療育として教えることが出来る人は人材不足で療育の質を現状で維持していくためには，たくさん受け入れをしていた
だきたいが，施設を増やすことが出来ないのが現状である。
・看護師や ST も居るといいと思うが，経験なしの新卒ではよほど勉強家でない限り，児童デイに一人居てもうまく力を発揮できず，
終わることが多い。逆に経験豊富のベテランさんは児デイよりもっと待遇のよいところにいきたいと思うのではないだろうか。私は
利用者の訓練（ST や OT）が療育センターであるときに保護者の方にお願いして見学させてもらい，そこで行っていることをデイの
遊びに取り入れたりしている。素人だが，探せばできることがあるはずと思ってやっている。

３

経済的な問題（n8）

・特別支援加算 25 単位（一件 250 円 / 日）が OT の配置にあてられるが，個別の支援計画・特別支援記録を日々のとは別に作成する必
要があり，二重になる。OT 等 1 名の配置に対して加算がつくのではないため，雑務が増えるという問題が大きい
・報酬が低いため，生計を担うほどの給与が出せない
・送迎を実施しないと利用者が伸びにくい
・利用者数が曜日により多い，少ないがある。長期休暇の受け入れなども考えながら調整している
・児童が増えれば丁寧な指導ができないし，少なければ収入が上がらなくて給料を少なくしないと経営ができないといろいろ悩みはあ
ります。
・地域で生きることを大事に考えているため，地域の幼稚園や保育所へ通いながら家族と週に 1 度通う形をとっている。1 日 10 名定員
だが，希望者多数のため，上限ギリギリの 1 日 13 人程度まで受け入れている。おまけに単位に分けているので基本額を 15％カット
されている。毎時間，現状に合わせて指導案を練るので労働力も大きく，家族の相談への対応や関係機関との連携には収入が発生し
ない。一生懸命やるほど，しんどくなる現実がある。
・放課後等デイだけの事業所で OT の方を雇用する場合の，給与面の試算の具体的数値が不安。でも大学などで定期的にでも派遣をし
ていただけるようなシステムがあれば利用したい。
・曜日ごとに 1 日４～７名のグループレクをして２グループを目的やテーマ，あるいは発達年齢群に合わせて行っている。すでに利用
契約も１事業所６５名前後，１日平均１２名程度にて実施しているが，学校行事や体調不良等々過敏さもあり，季節変動など実働の
利用者が一定ではないため，質を上げて対処しているが赤字もある。

４

施設環境の問題（n6）

・配置 OT に対し，作業療法対象児が多く，増員の必要性があるが，増員しても作業療法の訓練室が保障できないこと
・利用児や職員，書類関係等が増え，もう少し，広い場所を希望している。
・個別療育のできる部屋，粗大運動ができるプレイルームなどの環境が欲しい
・施設が中心部より離れており，近くにコンビニやスーパーもなく，買い物体験等ができない。広いところではあるが，運動場の様で
はなくスペースが欲しい。近くの公園も小さく，遊ぶのには困難である。
・現在の施設が狭い。
・児童発達支援について理解をしてもらいにくい地域である

５

法律・制度上の制限（n5）

・介護系の OT さんたちはたくさんいると思うが，障害の子どもたちについて支援していただける OT さんをたくさん増やしてもらい
たい
・行政の発達障害に対する無理解（支援課および窓口）
・利用希望の子どもが増えており，定員 10 名のため，利用調整が必要になること。
・現在の制度では，年度途中であっても，18 歳の誕生日を迎えるとサービスが終了となってしまう，18 歳の誕生日の年度末まで，児童
発達支援事業のサービスを提供できたらと思う
・放課後デイは希望者多数のため，2 週に一度で対応していることもあり，利用者数が 90 人ほどいるため，個別支援計画を立てるのに
大変骨が折れる。

６

その他（n2）

＊公的な機関で運営できていることに感謝しています。このまま継続できることを願います。
＊児童発達支援事業と放課後デイサービスの多機能事業所として実施している

53

健康科学と人間形成 Vol.4 No.1，2018

23

OTを雇うには経済的に困難である

22

現状の職員定数は充足されている

21

OTを募集しているが希望者がいない

17

現状の職員で運営できるため

14

OTの雇用が施設基準に含まれない

10

OTを必要とする利用者の声がない

6

OTを詳しく知らないため

5

OTの対象と思える児がいない

18

その他
0
Fig.3
Table 4

1

5

10

15

20

25

OTの配置が困難な理由 （n115）
OTの配置が困難な理由 （n19）

OT の支援は受けている（n8）

・外部講師として年に 2，3 度来園してもらっている
・同法人に PT/OT を配備しているため，必要があれば訓練・助言してもらえる。
・同じ法人内に OT の配置があるため
・併設施設が外来にて OT を行っているため。
・公的機関により定期的に来てもらっている
・以前は母体に OT が在籍してたため，連携をとっていた。現在は必要なときに関係機関の OT と連携をとり，支援を行うようにして
いる。
・併設する児童発達支援センターに OT が 3 人いる。制度が福祉制度であり，医療職を容易に配置できる単価になっていない。
・作業療法が必要と思われる 1 名は他の事業所にも通所している。

2  募集しているが希望者がいない（n5）
・給料の問題のみ
・OT をぜひ雇用したいが，いい人を知らない。探している。
・諸事情により H27 年に退職したが，OT の勤務を切に希望している。
・専門職を限定しているわけではないが，OT の方の応募がないため
・求人として出してはいないが，OT は求めている

3  ニーズがない（n3）
・SST が中心のため
・現在のところ，必要としていない
・施設が民家のため，肢体不自由児には困難をきたす可能性がある。OT としての役割がなくなると思われる。

4  施設環境面の問題（n1）
・次年度雇用を予定している。現状では施設の整備上，OT の専門性を行かせるだけの環境が整っていないため。

5  経済的に困難である（n1）
・療育には必要だが今の介護制度において報酬単価では難しく，専門性（感覚統合等々）に特化して行いたいものであるが，まだ相応
しい方に（条件を含む）めぐり合えず。

５．考

察

障害児通所支援事業所の管理者へのアンケート結

本稿でその役割を論じるのは，児童発達支援事業所
と放課後等デイサービス（旧児童デイサービスⅠ・
Ⅱ型）とする。

果により，事業所の支援体制の現状について検討す
る。
通常，障害児通所支援事業所は，児童発達支援（セ

5.1 障害児通所支援事業所の支援体制と量的基盤
について

ンター），児童発達支援事業所，医療型児童発達支援，

通所支援事業所に勤務している常勤の職種は，看

放課後等デイサービス，保育所等訪問支援を含むが，

護師や作業療法士などの医療職が 26.7％で，福祉職
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障害児通所支援事業所における支援体制の現状

が福祉・教育に関する免許を持つ者は 73.3％を占め

専門的に療育を実施している事業所等，玉石混合の

ていた。その傾向は全国にもみられ，日本財団法人

状態であり，発達支援事業所の本来の設立目的を再

日本知的障害者福祉協会による統計

３）

においても，

考し，支援の質の向上を図る必要があると考える。

職員の職種は資格なしや福祉・教育に関する免許を
持つ者が 88.5％を占め，看護師など医療関係の資格
者は 11.5％にとどまる結果となっていた。

5.3

通所支援事業所の今後について

通所支援事業所の管理者は，OT などの医療職を

今回の調査と全国の平均を比較する。広島県の児

雇用し，積極的に事業所の療育の質，専門性を向上

童発達支援事業所は全国平均より，医療職と福祉職

することを課題として挙げていたが，OT を雇用し

の割合は変わりがなかったが，職種内で OT が占め

づらい現状も述べていた。その理由として，支援単

る割合は全国平均 2.0％

３）

であるのに対し，広島県

では 7.0％を占める結果となった。

価が限られているため，専門職の報酬額の問題が挙
がっていた。経済的理由で専門職を雇用しにくい現

管理者に事業所を立ち上げたきっかけについて
は，多くの管理者が，元々基盤があり，法改正また

状を改善するために，専門職が介入した場合の具体
的な加算等が望まれる。

は新たなニーズに応えるため形態を変えた，発達支

大阪府の調査６） として前述した「テレビを見せ

援の必要性を感じた，保護者のニーズに答えるため

ている」預かり型の施設も現実に存在している。今

と答えた。

後も，子どもの発達に必要な訓練や指導など療育的

管理者は多様なニーズを感じ取り，療育施設の不

な事業を実施する事業所と，単なる居場所の提供を

足を懸念して設立したことが分かった。しかし，厚

している事業所との二極化が進むと考えられる。

生 労 働 省 に よ る 全 国 統 計 に よ る と，2012 年 に は

OT は療育の質を追求する施設で，どのような専門

3107 件だった事業所が，２年後の 2014 年には 5207

性を期待されているのか調査する必要があると考え

４）

件，約 1.7 倍増加している 。通所支援事業所の量
的基盤整備の施策として規制緩和が行われた結果と
考える。

る。

６．まとめ
厚生労働省が作成した放課後等デイサービス（現

5.2

通所支援事業所が提供しているサービスの現

通所支援事業所）ガイドライン７） にも記載されて

状について

いるが「活動プログラムの内容は，放課後等デイサー

通所支援事業所が就学児，未就学児に提供してい

ビスの基本的役割を十分に踏まえたものでなければ

るサービスは，療育・発達支援と生活習慣の支援が

ならない」とあり，その基本的役割とは「支援を必

多いことが分かった。自由記述では，感覚統合療法，

要とする障害のある子どもに対して学校や家庭とは

言語療法・対人技能訓練などが具体的に挙げられて

異なる時間，空間，人，体験を通じ，個々の子ども

いる。一方では，自然食，お花，英会話などの習い

の状況に応じた発達支援を行うことにより，子ども

事，お稽古事活動を提供している事業所もあった。

の最善の利益の保証と健全な育成を図るものであ

障害のある子どもの放課後保障全国連絡会

５）

によ

る」とある。公金，または保護者から実費を徴収し，

ると，全国の放課後等デイサービス事業の中で，
「テ

子どもにテレビやビデオを視聴させることが，子ど

レビ・ビデオを観る」活動を行っている事業所が全

もの発達支援になるとは考えにくい。

６）

体の 38.9％であった。大阪府の調査 では，児にとっ

OT 等医療職を障害児通所支援事業所で雇用，活

て適切な支援が為されておらず，単なる居場所を提

躍を促進するために，専門職が介入した場合の具体

供している事例があると指摘した。現在，放課後等

的な加算等が望まれる。そのために OT 等医療職は，

デイサービスを始めとする事業所数は増加傾向であ

障害児通所支援事業所でどのように活躍，専門性を

り，量的には充実している。一方，単に障害児の預

発揮できるのか改めて検討する機会が必要と考え

かりに留まり，お稽古事を提供している事業所から，

る。
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The systems of day care centers for the disabled
to provide support
─ From the viewpoints of occupational therapists ─
Takayuki KAKUDA1
Abstract
In response to the revision of the Child Welfare Act in 2012, the Japanese government eased
regulations on the establishment of day care centers for the disabled. As a result, there was an increase in
the number of these centers for the two years until 2014. A survey involving the managers of these
centers was conducted to examine the status of existing systems to support the centers and related
problems as well as the involvement of occupational therapists in the near future.
The majority of professionals working in those centers were children’s nurses and nursing care
workers, and the rate of health care professionals was low (26.7%). The securement of the quality of care
and economic problems were cited as issues to be addressed by many facilities. Although 38% of the
facilities hoped for the active involvement of health care professionals to further improve the quality of
care services, they stated that it is difficult to recruit medical specialists due to a shortage of those
professionals and financial reasons. Since it is difficult to recruit health care professionals for economic
reasons at present, specific reimbursement plans should be developed to promote their involvement.
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