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独立行政法人福祉医療機構 高齢者・障害者福祉基金助成事業

障害児・者の医療的ケア等に関する

訪問調査実施要綱＆報告

１．目的

この訪問調査は、在宅及び日中活動において医療的ケアを必要とする人が、どのようにすれば安心して

生活できるかを調査し、内閣府、厚生労働省等の関係機関に提出し、具体的な制度・政策に反映すること

を目的として実施する。

２．調査対象とする医療的ケア

この調査における「医療的ケア」とは、急性期における治療行為である「医行為」とは異なり、経管栄

養・吸引・摘便などの日常生活に不可欠な行為であり、長期にわたり継続的に必要とされるケアとする。

導尿、摘便、褥瘡処置、血糖値測定、経管栄養、痰の吸引、在宅酸素補助、人工呼吸器補助、インシュリ

ン投与、浣腸（市販以外の浣腸器で挿入部からの長さが７㎝以上） 等

３．方法

（１）調査は、障害児・者（家族を含む）とする。

（２）ヒアリングは、調査票の項目に基づき実施し、より具体的な内容の把握に努める。

（３）事前に調査協力者には、調査票を記載・提出頂き、調査実施者は、内容確認して訪問する。

４．訪問状況

（１）Ｎ氏（母親）＆Ｅ小学校（校長）

日時：12 月 9 日（木）9:30～12:00 場所：小学校 訪問者：有本、伊藤、梶、高波

（２）Ｋ氏（母親）

日時：12 月 10 日（金）10:00～12:00 場所：自宅外 訪問者：有本、神内、澗口

（３）Ｍ氏（母親）

日時：12 月 10 日（金）14:00～15:30 場所：自宅外 訪問者：神内、澗口

（４）Ｍ氏（本人）

日時：12 月 15 日（水）10:00～12:00 場所：自宅 訪問者：伊藤、花田、澗口

（５）Ｎ氏（母親）

日時：12 月 15 日（水）14:00～16:00 場所：自宅 訪問者：伊藤、澗口

（６）Ｎ氏（母親）、Ｋ氏（養護教諭）

日時：12 月 16 日（木）17:50～20:45 場所：自宅外 訪問者：東、高波、澗口

（７）Ｎ氏（両親）

日時：12 月 19 日（日）13:00～14:30 場所：自宅 訪問者：神内、澗口

５．訪問調査報告

別紙２－１～７のとおり
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別紙２－１

日 時：平成22年12月9日(木) 9:30～12:00 場 所：小学校

調査協力者：Ｎ氏（母親）、Ｅ小学校長 訪問者：有本委員、伊藤委員、梶委員、高波委員

＜以下、Ｎ氏へのヒアリングから＞

障害児の現況：男子、7歳、身障手帳1級（両上肢、両下肢、体幹機能障害）、療育手帳A、脳性マヒ

日中の活動状況
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金
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在宅

学校
学童
保育

移動支援 移動支援 母

木
在宅

学校
訪問入浴
訪問リハ

移動支援 移動支援

水

出勤

在宅支援事業所Ｎ
ＯＴ/ST

ショートステイ

移動支援 移動支援

火

出勤

在宅
学校

訪問看護
祖母在宅

移動支援 移動支援

午前 午後 夕方以降

月
在宅

学校
訪問入浴
通院等

移動支援 移動支援

※ 母親の勤務状況：現在、育児短時間勤務制度の利用による週3日（火・木・金）の勤務。

末子が就学する来年度まで利用可能。その後の就労状況は未定。

※ 児童デイ：現在のところ必要性を余り感じておらず積極的に探していないとのこと。

※ 学童保育：本来なら受け入れを拒否されても仕方ないようなところ、幸運にも積極的に障害児を

受け入れている（10人中5人）ワーカーズ・コレクティブ系の学童保育（発足3年目）との出会

いがあり、医療的ケアを行うために看護師ボランティアを施設自体が募集し、受け入れ態勢を整え

たことで通うことが可能となっている。

障害福祉サービスの利用状況

居宅介護（入浴週2＋毎週水曜朝の身仕度）、移動支援（主に登下校利用。民間事業所2施設と契約中。）

短期入所、訪問看護（週1）

居住状況：家族と同居（両親、母方の祖母、妹、本人）

就学状況：小学校・特別支援学級
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医療的ケア：経管栄養・投薬（胃ろう）、痰の吸引（鼻腔・口腔内）必要時のみ、投薬

時間帯 実施者 内容 所要時間

（分）

時間帯 実施者 内容 所要時間

（分）

6:00 家族 経管栄養

：食事

60 18:00 家族 経管栄養

：食事

60

7:00 家族 投薬 1 19:00

8:00 20:00 家族 投薬 1

9:00 21:00 家族 投薬 1

10:00 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ看護師 経管栄養

：水分補給

30 22:00 家族 経管栄養

：水分補給

60

11:00 60 23:00

12:00 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ看護師 経管栄養

：食事

24:00

13:00 1:00

14:00 2:00

15:00 家族/訪問看護師/

/ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ看護師

経管栄養

：水分補給

30 3:00

医療的ケア：受けたくて依頼したが断られた。

断られた依頼先・その理由

（１）居宅介護：医療的ケアができるスタッフが事業所にいないため。従ってヘルパー訪問時は、現在も

家族の在宅が不可欠となっている。

（２）移動支援：居宅介護で利用している同じ事業所に移動支援も依頼したところ、ヘルパーが医療的ケ

アを必要とする本人と二人きりになることはできないと断られた。現在は、医療的ケアに寛容な他の

民間事業所と契約している。

（３）市の教育委員会（以下、市教委とする）：

① 医療的ケアのできるスタッフ（看護師）が配置された校区内の小学校の支援学級に通学したいとい

う要望に対して、市教委の回答は「医療的ケアを必要とする児童は養護学校へ行ってほしい」という

もので、看護師の配置は適わなかった。

② 支援学級に配置している「介助員」に看護師資格保持者を採用してほしいという要望に対し、市教

委の回答は「看護師資格の介助員を一度でも採用してしまうと、今後の介助員募集に対して同資格保

持者でなければ採用できないという前例を作ることとなり、その他の者の就業機会を害することとな

るのでできない」というものだった。

※ 盲学校に対し入学希望の意思を示したところ、校長からは「胃ろうのケアが必要であれば通学は無

理である」と交渉の余地がないほどに断固拒否された。

ヘルパーの行う医療的ケアについて

（１）条件を整備してヘルパーも行えるようにするべき。

（２）本音は医療職に任せたい。しかし看護師不足の現状をみると無理も言っていられない。それならば

ヘルパーでも仕方ない、という気持ち。ただ、研修を済ませたヘルパーをすぐに信頼できるかといえ

ばそうでもない。一度は自分の目で手技や様子を確認した上で信頼できるか否かを判断したい。

（３）ヘルパー本人が資格を取ったとしても、事業所や教育委員会などがスタッフに医療的ケアを実施さ

せるか否かは別の問題。特に市教委が、新たな制度を現場に持ち込むか否かは大きな疑問。その際に
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は保護者からの働きかけが更に必要となることも予想される。

ヘルパーの医療的ケアを行う条件

（１）調査票記載項目全て

（２）特に、医療機関との連携確保は必須。個々の利用者に応じた医療機関との連携を確立してほしい。

（３）訪問看護同様、医師（厳密には主治医）の指示書（go-sign）が前提となるべき。

（４）既に医療的ケアを依頼している訪問看護師がヘルパーに対して個々の手技の指導をできるような体

制があれば望ましい。

（５）ヘルパーと全く別個の資格ではなく、既に現役のスタッフが付随して取れるものであってほしい。

これまで医療的ケアを実施していた現役のヘルパーが無資格となった場合、依頼先が狭められてしま

うのであれば、とても不安。

ヘルパーの医療的ケアに必要となる研修内容

（１）調査票記載項目全て

（２）座学に時間を割くよりも、実習を重視してほしい。実習では特に、一般的な手技の指導はもちろん

のこと、むしろ「見る」ことを重視して、医療的ケアの実践の場を数多く見学することで、利用者一

人一人が個々に異なるという事実を実感しておいて欲しい。

（３）座学は、通信等の利用等により簡素化し、実習も地域の病院等で公開実習を週末に数多く実施し、

フレキシブルに受講できる体制を整え、現役スタッフの負担をできる限り軽減してほしい。

（４）訪問看護師が指導役になってもらえたら望ましい。

訪問看護の利用回数：1回

訪問看護の改善点：回数増、自宅以外への訪問、契約できる事業所が（小児慢性特定疾患以外）一か所ま

でに限られているため、訪問回数を増やせない。制限を撤廃してほしい。

医療的ケアに関して日常生活で困っていること

（１）ヘルパー派遣を拒否されることがある。

（２）日中活動の利用が困難になる。

（３）医療機関から入院時に付き添いを求められる。

（４）学校から付き添いを求められる。

（５）就労が困難である。

（６）学校との関係

① 入学前は、学校側が困惑していたが、その後は良い関係を維持できている。要望せずとも段差の解

消や遊具の購入等にむしろ積極的に動いてくれている。担任の教員、介助員にも恵まれ、入れ替わり

の多いボランティア看護師も入り込みやすい和気あいあいとした雰囲気が作られている。

② 朝の会、及び日に一時間は普通学級のクラスに同席する。休み時間には（遊具目当てでもあるが）

子供たちが教室に遊びに来る。校内を散歩することもある。

③ 今後の体制：今年度で校長が退職するため、その後については不明ともいえる。担任教員は再任用

の1年契約であり、2年後頃には交代も覚悟しないといけないと思っている。

（７）ボランティア看護師の体制について

① 運営状況

ア．一日2交代制（8時～14時30分）

イ．前月20日に翌月の登校日を母親から発信。ボランティアの希望を調整して母親がシフト作成。

各ボランティアにFAX送信。

ウ．ボランティア保険、ボランティアの給食費は保護者負担。

② ボランティアの状況

ア．12月9日現在の登録数17名
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イ．病院勤務者9名、その他有職者（市保健センター等）6名、専業主婦2名

③ ボランティアの募集方法

ア．保育園通園時に臨時職員として配置されていた看護師が主体

イ．主に口コミ、人づて、看護師同士のネットワークの力

ウ．全校生徒の保護者宛に募集ビラ配布→結果、3名の保護者、PTAが登録。

④ 難点

ア．ボランティアであるがために、新たな要望を加えにくい。シフト組みにも気を使う。

イ．個々のボランティアの活動態度に温度差がある。キャンセルがあってもその理由によっては他の

人に頼みにくい。（ボランティア同士の横のつながりがあるためか？）

ウ．急なキャンセルに対する不安が常にある。

エ．自然減していくため、常に募集活動をする必要がある。

（８）相談窓口

① 主に支援事業所Ｎ（Ｓ市）の相談室に相談。

② 住んでいる市内や隣の市の事業所等に相談しても、自ら既に有している情報以上は持ち合わせて

いなかった。役所ではデータを提示するだけで、実際に一から電話をかけるのは当事者。結局は自

力で埋もれた情報の中から利用可能なものを探し出すしか手はなかった。障害児に関する相談支援

の能力に不備・不足を痛感する由縁。

③ 医療的ケア支援事業を学童保育に利用できるよう市の福祉課に申請中。この手続きは学童保育担

当の市役所職員が一緒に申請を働きかけてくれている。

まとめ：

（１）支援学級の通学を求めた理由

校区内であれば通学が簡便であることは間違いないが、それだけが理由ではない。地域に自分の

息子の存在を認知してもらうことで、将来的な本人の生命・生活維持に繋がると考えている。また

保育園での経験を経て、自然に違いを受け入れる子どもの柔軟性を目の当たりにすることで、孤立

した世界から社会へ出ることの大切さを確信した。わざわざ遠くの学校まで通うのは不自然、とい

う基本的な感覚も根本にある。

（２）看護師配置を断る本当の理由は何だったと思うか。

・「何かあったらどうする？」という責任回避の精神

・看護師の給与分の財源確保の問題

・看護師を配置した、という先例が市外からの利用者集中を招き得る？

・保育園入園時は看護師配置を認め小学校入学時では却下したのは、市長交代に由縁がある？

（３）これまでの経験をふまえて思うこと

障害別・地域別によって通学できる学校が明確に区分されており、校区内に特別支援学級があっ

たとしても、そこに本人や保護者の希望を受け入れる余地や疑問を差し挟む余地がない事を痛感し

た。訴える側が間違っているかのように錯覚すらしてしまう。教員である自分でさえも紆余曲折が

あった。教育現場の内情や、指揮命令系統を熟知していなければ泣き寝入りしていたかもしれない。

しかし、自分の発信する考えに共感してくれる人たちのネットワークが築かれていくうちに自分

の要望が間違っていないということを確信することができた。

とにかく保護者が現状を打開するためにはかなりの勇気が必要。そのためなのか、自分が切り開

いた道に若い母親は続いてこないのが残念。
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＜以下、Ｅ小学校へのヒアリングから＞

学校側の受入れについて

（１）Ｎ氏より看護師配置の要望があったが、保育園と小学校の違い（小学校は障害の程度に応じた就

学先が用意されている）によりできないということで、教育委員会より文書にてお断りしている。

（２）最終的には、Ｎ氏の家族又はボランティア看護師が、学校で常時待機し、医療的ケアを実施する

ことが前提での確認書を取り交わすことで、受け入れすることとした（確認書は毎年取り交わす）。

そのため、学校側では医療的ケアについては一切行っていない。

（３）元々、特別支援学級として、肢体不自由児の 5年生のクラス（2名）があるが、受け入れにあた

っての教室は教育委員会の指示により、「弱視学級」ということで用意した（平成22年２月）。

（４）Ｎ氏には特別支援学校ではないため、十分には条件を整えられないとの話を伝えており、お子さ

んの様子を見ながら体制を整えることを伝えてある。

（５）弱視学級の教員は、経験が必須と考え、養護学校などの経験者を探したが、一連の決定が2月末

まで及んだため、経験者の確保ができなかった。このため、特別支援学級等の経験はないが、退職

後の再任用教員を担任とした。

（６）また、介助者としてヘルパー資格を持つ職員が、市により配属された。

（７）結果、担任、介助者、家族（ボランティア）の3人体制で元康君を受け入れることとなった。

（８）受け入れのために事前に、担任が「市立病院主治医へ本人の疾患状況の確認」、「支援事業所Ｎを

事前訪問し本人の状況確認」、｢Ｔ養護学校での授業や施設整備の確認等｣を行った。

（９）受入後は、｢弱視学級並びに必要な備品等の整備｣、「Ｔ養護からのパートナーティチャー」、「2

月に一度の学校間交流」、「特別支援学校の研修への教員の参加」、｢盲学校との連携｣等、学校側で

の積極的な動きや、担任の創意工夫により、親からも一定の評価をいただいているとのこと。

（10）学校行事等があるときは、バギーに乗って点滴をつなぎながらも参加をしている。

（11）本人の自立支援計画を策定しており、それに基づき機能訓練を中心としたメニューを提供してい

る。支援事業所Ｎで作業療法をしているので、その情報を参考にしているとのこと。

（12）音楽療法を保育園から行っており、それも導入している。音楽を流すと笑顔になる。

（13）本人は全力で頑張ってしまうので力の抜き方も教えている。教えたことができるとほめる。当初、

足を動かすことは困難であったが、動かせるようになった。

（14）発語訓練により声も出すことができるようになってきた。

医療的ケアについて

（１）学校側が医療的ケアを提供することは、諸課題が解消できれば、状況によりありうると考える。

（２）もしものときの連絡体制も含めて、個人が責任を負わないような形にしなければいけない。

（３）命がかかわる問題なので、行うからには、きちんとした知識をもたなければならない。

（４）保育園には、市が看護師を配置しており、親としては当然、小学校にも配置を期待すると思う。

（５）医療的ケアを必要とする子どもが在籍することにより、他の児童達へいろいろな子どもがいる

ということを伝えられる。共生社会へのステップアップとなる。

（６）不安な点は、本人に対し、学校がどこまでどんなことができるかが常に手探りである点。

（７）困った点は、学校本来の教育を行うことができない点。今後、自立への計画、教科書、教室の

訓練設備など、いかに充実させていくか模索中だが、予算、人員のいずれも不足している。

（８）いろいろな方の支援も受け、少しずつではあるが体の動き、反応等、進歩が伺えている。

（９）学校内での提供は、保護者との十分な話し合い（信頼関係の構築）、本人の状況に応じた確認事

項の取り交わしが必要である。

行政等への要望事項

（１）特別支援学級を持つ学校への予算の配慮をして欲しい。

（２）特別支援学級の児童を、できるだけ普通学級の授業に参加させるため、1クラスの人数が少なくな

るよう、教員の定数配置の見直しを行って欲しい。
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別紙２－２

日時 平成22年12月10日（金） 10：00～12：00 場 所：ロイヤルホスト宮の森店

調査協力者：Ｋ氏（母親） 実施者：有本委員、神内委員、澗口委員

調査結果

（１）障害児の状況

① 本人は、急性脳症による四肢体幹機能障害のため身障手帳１種１級。療育手帳Ａ。全介助が必要。

② 現在、17歳、Ｔ養護学校高等部２年生。家族構成は父、母の3人。

③ 医療的ケアは、１日1回の吸入（ネブライザーにアンプルをセットして利用、５分程度）、痰吸引。

④ 児童デイサービスを月、火、水、金、隔週土曜日に利用し、入浴は、児童デイサービスで行ってい

る。体重が60キロを超えており、入浴時には２人介助が必要。訪問リハを週１回利用。

⑤ 居宅介護は必要に応じて時々利用する程度。外出時には移動支援を利用。

（２）医療的ケアに関する学校側の動き

① 最近、学校が、医療的ケアとしてグレーである行為に白黒を付けようとしている動きがある。

② グレー部分が医療的ケアと認められてしまうと他のことにも波及していくことが不安。

→ ア．Ｔ養護のスクールバスの利用は、医療的ケアが必要な児童については不可。

イ．学校では、教諭が吸入を行っているが、吸入が医療的ケアに含まれると、看護師が吸入を行う

必要がある。その他も医療的ケアとして認められると、看護師がさらに必要になり、その分教員

を減らさなくてはいけない。その場合、通学には保護者の同伴を求める可能性が出てくる。

③ 学校教育で必要であるならば、日常の支援として教員がやれることはまずは教員が積極的にやるべ

きだと思う。養護学校には多くの職種の者がいるが、その間での意見の食い違いが多いため支援の空

白が生じている。（痰吸引はすぐにでも実行することが本人の安楽に不可欠なのに、教室から養護室

まで往復しなければならない。目の前にいる教員が行うことが安楽になる最大の支援だと思う）

（３）要望等

通学時や在校時に移動支援等のサービスを使えるようにして欲しい。

（４）国の動向について（介護職員による医療的ケアの研修等について等）

① 医療的ケアの範囲が、明確化されることにより、現段階で行っている行為が制限されることは辛い。

② 国の試行事業の研修時間（50 時間の講義を含む研修と実施研修を行う）は長すぎると思う。現在、

稼動している方が受講できるか疑問をもつ。また、研修を受けられない現場状況が当事者に及ぼす影

響が懸念される。多くのヘルパーが受講できることが必要。なお、資格よりも信頼が必要。

③ 責任の所在を明らかにするため、家族には必ず同意書を一筆書いてもらうことが必要。なお、同意

書には、法的な力をもたせるべき。

④ 研修で習った医療的ケアの方法と実際家庭で行っている医療的ケアの方法は違うと思う。ヘルパー

は家族からの指導を第一に医療的ケアを実践して欲しい。

⑤ 保護者が信頼を置いて依頼した者であれば、保護者の責任に準ずる人としてライセンスやキャリア

にはこだわらない。
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別紙２－３

日 時：平成22年12月10日(金) 14:00～15:30 場 所： ガトーキングダム札幌ホテル

調査協力者：Ｍ氏（母親） 実施者：神内委員、潤口委員

調査結果

以下、主に現時の教育現場及び自宅における医療的ケアについての質疑応答

（１）学校現場で第三者（訪問看護、訪問介護等）を利用できるとなれば何を利用したいか。

その人が支援者として信頼できる関係であれば資格等の差にはこだわらない。保護者が信頼を置いて

依頼した者であれば、保護者の責任に準ずる人として学校でも制度を活用できるようにしてもらいたい。

ただ、訪問看護については、時間増（２時間～３時間/１回）・訪問回数（制限無く）してもらいたい。

（２）ヘルパーの行う医療的ケアについて

条件を整備して基礎としてヘルパー等も行えるようにすべき。ヘルパーと訪問看護に求めるものは異

なっている。ヘルパーにはより個別性を重視したケアの一つとして医療的ケアを実践していただきたい。

重度になっても継続して支援してほしい。訪問看護には緊急時の対応やヘルスケア上の相談にのっても

らいたい。

現在、小学校３年生の時から、ヘルパーによる支援を受けている。主に５人体制で３０代後半の慣れ

たヘルパーで支援してもらっている。メインの支援は、入浴介護等の身体介護となっているが、必然的

に吸引等が発生することがある。１名どうしても出来ないという方（吸入が出来ない・むせると困るの

で、食事をきちんと食べさせない等）がいて、双方納得の上で辞退いただいたこともあったが、基本的

には管理者（サービス提供責任者）が不変であれば、信頼している。

今年は、入院期間が長く完全看護を謳ってるのにも関わらず、病院より付き添いが実質的に求められ

大変だったので、入院中のヘルパー派遣の重要性を痛感した。また医療従事者であっても、一人ひとり

の特性に合わせて吸入等を実施してくれないと、本人が大変な目にあわされる。（鼻腔内の狭窄等）

（３）現在通学している学校現場での医療的ケアの状況について

現在は、長い入院後で通学を再開していない。それまでの状況としては、以前は担当教諭が比較的受

容的な態度で対応してくれていたため、特段大きな疑問や問題は発生していなかったが、校長や教頭が

変わり、またそれまで特に強く意見を主張してこなかった教諭が年長者になった事等が重なり、医療的

ケアに対して硬派な態度を表出するようになってきている。（学校内でのパワーバランスの変容）

これまで明確に整理してこなかった「吸入」等のグレーゾーンの行為を医療的ケアとして位置づけ何

らかの対応を検討するような機運が感じられる。保護者としては、医療的ケアの有無で、教育の機会を

奪われてしまう危惧が高まっている。（吸入に関しては、いわゆる平成１７年７月２６日の医政局通知

の範囲内にも関わらず）既存の在学生に対しても実際に医療的ケアが必要になれば、その場（教室）で

の支援ではなく、医務室への移動を必然とされる等の不便を強いられる。

また、その医療的なケアの判断基準が明確ではなく、配置されている看護師一人の判断であり、学校

の管理者側の都合であったり等納得できない状況がある。

通学が無理でスクーリングに変更した子どもについても、全て学校側の都合で実施され、曜日・時間

が固定され変更が出来ないため、本人の調子が悪ければ、スクーリングは中止になるし、代わりに調子

が良い日に通学したいとなっても通学が認められない。
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別紙２－４

日 時：平成22年12月15日（水） 10：00～12：00 場 所： 自宅

調査協力者：Ｍ氏（本人） 実施者：伊藤、潤口、花田（介助者同行）

調査結果

（１）本人の現況

① 頸髄損傷による全身性の障害。障害程度区分は「6」。人工呼吸器使用、自発呼吸及び発語できない。

② 医療的ケアは、痰吸引、褥瘡処置、在宅酸素療法、浣腸を行っている。

③ 4年前にＮ市からＳ市へ転居。母親と一緒に暮らしている。

④ 重度訪問介護を受給しており、時間数は330時間/月

⑤ ヘルパーは、ほぼ毎日2時間程度の買物、週4日22：00～9：00の夜間対応、その他は入浴介助等。

⑥ 2事業所を利用しており、内1事業所では医療的ケアをヘルパーが行ってくれている。

⑦ その事業所のヘルパーには、保険に入ってもらい同意書を取り交わしている。

⑧ 自発呼吸できないので、1 人になることはなく、ヘルパーと 2 人のときなどは、口を使って出す音

や携帯電話で声をかけている。

（２）要望等

① 重度訪問介護の時間数を延ばしてほしい。必要な時間は720時間

② 訪問看護は月１回利用しているが、健康管理的な内容で、医療的ケアは受けていない。

③ 訪問看護師から医療的ケアを受けるより、個別対応し、介助も含めてやってもらえるヘルパーの時

間数を延ばしてもらうことが一番の希望。看護師は介助をしてくれず自己負担額も大きい。

④ 生活全体のコーディネートを幾つかの相談支援事業所に相談したが、自分で行いなさいと断られた。

⑤ 自分たちの知らないサービス等を期待して相談したが、そこまでの話にもならなく、がっかりした。

⑥ Ｎ区に重度訪問介護の時間数増等、現在の生活を改善したく相談したが、担当者には「施設に入所

したいのか」と聞かれたうえ、「ＰＡ」のことも知らず、知識の無さにがっかりした。

⑦ 平日は働いて、休日は外出するような生活を送れれば理想的。

⑧ （医療的ケアを実施できる日中活動事業所が将来的にできた場合は？という質問に）現在は特に思

わないが、何かがあってどうしよもなくなったときは家の外での活動も考えると思う、とのこと。

⑨ 父親が入院したときに、母親が介助等で大変だった。同様のケースや、母親自身の身になにかあっ

た場合等、将来のことについては非常に不安を感じている。

（３）国の動向について（介護職員による医療的ケアの研修等について 等）

① 現在検討されているヘルパーが行う痰吸引の範囲が、咽頭や鼻腔内となっており、このように範囲

が制限されると、現在ヘルパーにやってもらっている（人工呼吸器の）カニューレからの痰吸引をや

ってもらえなくなってしまうのでは。制度が後退しているように感じる。

② 痰吸引はカニューレからの方が安全で簡単。咽頭や鼻腔内は、嘔吐反応や粘膜の損傷等の恐れもあ

るため、かえってカニューレからの方が簡単にできる。

③ ヘルパーに対する研修について、大勢を一箇所に集めた一つの研修で実践することは難しいのでは。

④ 研修の内容は？例えば吸引で、手袋、消毒、ピンセットという医療手法は現実とかけ離れている。

感染のリスク防止のためだが、病院でも感染は起こる。実際に昨年ICU入院中にMRSAに感染した。

⑤ 個別性に対応した医療的ケアが望ましい。

（４）その他

痰吸引等、ヘルパー毎にケアに要する時間が違うことは不安。肺に入るという恐れがある。下手な

ヘルパーには、早めに声掛けして吸引してもらうよう気を付けている。（下手だからと人を替えても

らったことは無い）その他、アンビューは押し方が強いと痛みを伴ったり過酸素状態になる。
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別紙２－５

日 時：平成22年12月15日（水） 14：00～16：00 場 所： 自宅

調査協力者：Ｎ氏（母親） 実施者：伊藤委員、潤口委員

調査結果

（１）本人の現況

① 重症心身障害者。現在20歳。障害程度区分は「6」。人工呼吸器を使用している。

② 医療的ケアとしては、痰吸引、吸引、摘便、在宅酸素療法、浣腸を行っている。

③ Ｈ養護学校を2年前に卒業。

④ 居宅介護（身体70H、通院10H、家事10H）、移動支援（60H）と生活介護（週1回）を利用。その他、

通院、リハビリ、お花教室、音楽サークル、卒業校開放等で外出する。人との交流がすきとのこと。

⑤ ヘルパーから入浴介助を受け、痰吸引は、長く来ているヘルパー１人との信頼できるヘルパーにだ

けお願いをしている。その２名の方に任せて、母親が最大3～4時間程度外出ができている。

⑥ 夜間は主に母親が１時間おきくらいに痰吸引等を対応している。

⑦ 夜間は１人にできないという思いもあり、家族で川の字で寝ているため、重訪は利用していない。

⑧ 紙粉等で空気が悪いと痰が多くなったり、合わない相手だと体が硬直し自発呼吸が止まったり、場

の雰囲気が悪いときも同様に呼吸を止めたり等、様々な面で敏感である。また、猫アレルギーもある。

⑨ 短期入所を試みたが、なれない事業所のため、呼吸停止、脱水症状で入院したり、準備も大変なの

で、レスパイトという意味では、家で一緒にごろごろしていることが一番楽とのこと。

⑩ 支援事業所Ａで入浴を利用していたことがあったが、支援員によって注意事項を守ってもらえない

ことがあり、帰りにまた呼吸を止めてしまったこともあり、契約を辞めてしまった。

⑪ 睡眠時間が不規則なため、入院時に薬で改善を試みられたが、逆効果だったため、麻酔科医師から

無理に規則的にすること必要がないと助言を受けた。将来、施設入所したときが非常に不安だ。

・体重は40Kgで、体つきがしっかりしているため、体を硬直させ呼吸を止めた際は、対応が大変。

・慣れない事業所を利用してサービスを広げることは、母子共に負担となっている。

（２）Ｔ養護学校時代について

① 12年間母子同伴通学だった。卒業後は張詰めたものが切れ、１年間はあまり活動できなかった。

② 看護師は２名配置も非常勤のため３年間の勤務で、さらには同時２名変わっているということで親

からは改善要望があがっているもよう。また、残業できないため宿泊系の行事は帯同していない。

③ 担任教師は、喉からの吸引だけ行っているが、（人工呼吸器の）カニューレからの吸引は行ってく

れない。普通学校から赴任した教師は医療的ケアを看護師の業務といて敬遠される。

（３）要望等

レスパイトは、短期入所ではなく、信頼できるヘルパーの見守ってくれるかたちを希望する。

（４）国の動向について（介護職員による医療的ケアの研修等について等）

① 有資格者への限定は、困る。研修を実施し、当事者が信頼できる人に任せられる形としてほしい。

② 医療職の行う医療的ケア法と、現場の手法とは、異なるが、お互いに歩み寄ることが必要と考える。

お互いによく確認し合い、お互いに歩み寄り、信頼関係を築くことが大事だと思う。

（５）その他

ヘルパーに医療的ケアを任せられるかどうかは、その人のセンスが大事。今は信頼できる人でなけれ

ば任せることができない。人によっては、非常に危なっかしく、かえって休まらない。
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別紙２－６

日 時：平成22年12月16日(木) 17:50～20:45 場 所： ガスト札幌栄町店

調査協力者：Ｎ氏（母親）、Ｋ氏（養護教諭） 実施者：東委員、高波委員、澗口委員

調査結果

（１）本人の現況：女性、18歳、身障手帳1級（片上肢、片下肢機能障害）、脳性マヒ、医療的ケア不要、

児童デイサービス（週5回）、移動支援、家族と同居、特別支援学校・中学部

（２）ヘルパー、支援員、教諭等の非医療職である介助職からの医療的ケアを受けたいと思うか。

Ｎ氏）医療的ケアの程度にもよるが、痰の吸引などであれば非医療職でも構わないと思う。

Ｋ氏）学校教育で必要な場合は、教育の一環として教員がやれることは積極的にやるべきだと思う。

（３）学校現場で訪問看護、訪問介護を利用できるとすればどちらを選択するか。

Ｎ氏）信頼関係を築けるかの問題であり、資格にはこだわらない。保護者が信頼を置いて依頼した者

であれば、保護者の責任に準ずる人として学校でも制度を活用できるようにしてもらいたい。

Ｋ氏）原則としては、学校現場の教員が医療的ケアを担うべき。教員等が努力せずに訪問看護・介護

などの第三者にそれを求めるのは、責任転嫁するようで疑問。学校ができる限りの策を講じても

対応困難な場合に、保護者が選択した人に依頼するのは全く構わないが、まずは教員が担うべき。

（４）ヘルパーの行う医療的ケアについて

Ｎ氏）条件整備してヘルパー等も行えるようにすべきだが、養護学校のように制度に明記されたもの

以外は対応不可となると、制度が現場の柔軟性を損なう恐れがある。その回避策が必要だと思う。

Ｋ氏）学校現場の医療的ケアの実施者は、教員間にも意見の相違がある。養護学校は看護師、介護員、

寄宿舎指導員、自立活動支援員（ＰＴ）等、多くの職種の人がいるため、その間での意見の食い

違いが多い。専門職者は自分の専門外の人に歩み寄る姿勢が必要。特に看護師は、物事を杓子定

規に考え過ぎる面が目立つ。教員の熱意ある医療的ケアに対して、無知で無謀な行為と断ずる姿

勢も根強い。今後ヘルパーが医療的ケアを実施する場合も、医療職と介護職者と、当事者を中心

に据えた良好な連携をいかに構築していくかが大きな課題となると思う。

（５）学校現場の医療的ケア全般について

Ｎ氏）教育現場での医療的ケアの問題の出発点は、児童の教育を受ける権利の保障であり、また保護

者の健康的な暮らしの保障であるはず。児童が教育を受ける最善の環境を構築していくという過程

のための医療的ケアの議論であるということを忘れてはならないと思う。それであれば、一番身近

な教員と看護師が協働して、必要な時に必要なことができる環境を整えることが必要。

そもそも保護者の同伴が基本的な原則となっている学校現場の考え方自体がおかしい。家庭の状

況は様々であり、常に付添いできる母親もいれば共働きの夫婦もいる。親は当事者ではないはず。

その上、常に保護者のいる学校生活というもの自体、子供の教育にとってよいものなのか。障害の

程度に応じてその人なりの生き方を学び、社会の中で自律（自立）して生きていく術を学ばせるの

も学校の役割のはず。常に親がいては、それが実現できない。教育現場でよく聞かれる「親御さん

がいたらお子さんも安心するでしょう？」という言動は間違い。特に、級友と密に触れ合う機会と

なり得る宿泊学習などに保護者を同伴させるのは教育の観点からして疑問。

また、医療の発展により命が救われ、人口呼吸器等の発達により在宅での生活が可能となり、医

療財政上の問題等からも国の政策として在宅生活が推進されている。それであれば在宅の環境にい

る児童に対して充実した教育を受けることのできる環境を整備する責務が国にあるはず。成長過程

にある児童にとって同年代の級友に囲まれた学校現場での教育とは不可決なもの。いかなる障害を

持っていようとも、いかなる家庭環境にあろうとも、その児童に適切な教育が選択可能な状況にあ

り、実現されるべき。現在は、医療的ケアを伴う児童はその医療的ケアが足かせとなって、保護者
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の健康状態や都合によって教育を受ける権利が大きく左右されている状況にある。

Ｋ氏）制度が施行されたとしても、それを導入するか否かは現場次第という面もある。養護学校で児

童に医療的ケアを教員が実施する場合は、担当となった教員が個別の研修を経て、初めて可能にな

る。その担当を任命する権限が学校長にあるか否かは、これまできちんと議論されていない盲点で

もある。医療的ケアに消極的な教員もいる中で、実際にケアを実施できる教員がいなければ、結局、

看護師が実施することになる。制度があっても活用できていないという状況が生まれるだろうし、

教員の意識も高まらない。

また、養護学校で働く看護師や教員には、教育の場で行う看護や医療的ケアの意味をきちんと学

んでほしい。特に看護師には医師のいない現場で自ら適切な判断を下して行動する責任があること

を自覚してもらいたい。「看護」と「教育」が競合した場合は、学校では「教育」が優先されてし

かるべきなのにも関わらず、看護の効率性を重視した発言が多く看護師から聞かれ、その意向が尊

重される風潮も学校側にあるのが疑問。

【補足①：養護学校における医療的ケアの現状（以下、Ｋ氏回答）】

医療的ケアを必要とする児童数：18名

看護師：2名、養護教諭（看護師資格なし）：2名が保健室待機。

教員は、北海道教育委員会『一般的ケアマニュアル「医療的ケア実施のためのハンドブック」』に基

づいて医療的ケアを実施。

・教員の実施可能な医療的ケアがマニュアルに明記

※ 実施可能項目の選択基準の疑問。（例：痰吸引はカニューレが容易であるのに実施不可）

※ 明記されていないケアの実施の可否についてはマニュアル内では触れられていないにも関

わらず、明記されている医療的ケア以外は全て実施不可、と学校側が判断する根拠としている。

危険性の大小を適格に判断できない学校管理者の裁量で実施の可否が左右される状況にある。

・個別研修1を経た教員が個別の生徒と一対一の担当関係となる。

※ その児童の担当教員が傍にいなければ、他の教員が実施することはできない。

・看護師がいなければ教員は医療的ケアを実施できない。

※ 看護師2名が同時に欠勤した場合などは保護者の同伴を求めることとなる。

【補足②：インクルーシブ教育について（以下、Ｎ氏回答）】

障害といっても、その程度は様々。インクルーシブ教育を尊重する現在の流れの中で、特別支援学校が

軽視される風潮もあるが、特別な教育が必要な児童も必ずいる。共存か個別かという二者択一の議論では

なく、障害を持った児童がどの教育環境を選んだとしても受けられるような環境が整備されることが最も

重要。普通学級で共に勉強できる場合もあれば、むしろ孤立感を増幅させる場合もあるだろうし、特別支

援学校に通う児童が成長過程のなかで普通学級に行きたいと思い始める時期もあるかもしれない。その児

童が自分の成長に応じて、自分の障害に応じて、最適な教育環境を選択できる環境が必要。

1養護学校教員による医療的ケア実施までのプロセス

①児童の保護者から学校長宛に校内での医療的ケア実施の申請をする。

②学校側が申請に基づき審議。

③申請を受理した場合、担当教員が決められる。

④担当教員が当該児童の主治医の下で一日の実習をする。※その他、道主催の研修会が年に1回（3日間）

⑤実習後、担当教員による医療的ケアの実施が可能となる。
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別紙２－７

日 時：平成22年12月19日(日) 13:00～14:30 場 所：自宅

調査協力者：Ｎ氏（両親） 実施者：神内委員、澗口委員

調査結果

本人の現況：身障手帳1級（肢体）、滑脳症、日中は自宅、居宅介護・移動支援（入浴支援週1回3時間、

訪問看護入浴自宅（適時）利用、家族と同居、特別支援学校・中等部、胃ろう、、痰の吸

引（鼻腔、航空内）人工呼吸器（鼻マスク）夜間（昨年8月～）

ヘルパーから医療的ケア（痰吸引）受ける経緯

Ｎ氏）知的障害の方が多い特別支援学校に通学しているが保護者同伴することが条件で通学している。

Ｋ市に在住している児童生徒が日中一時支援を使って入浴サービスを受けている事を知り、自分の

住んでいる市で同様の支援を探したが、医療的ケアを行ってくれる居宅事業所がなかった。相談室

Ｉに相談したところＴ市の訪問看護ステーションを併設している事業所が積極的に取り組んでく

れることになり、1年掛けて取り組んだ結果12月から母親が見守る状態でサービスを受けている。

いずれ近いうちにヘルパー単独の支援になる予定。（1年間の行程については後日相手の事業所に了

解を得て神内氏に提出していただくことになった。）

以上の経験を経て感じることは、子どもにとって支援者は常に自分の周りに存在し生活を共有し

ている人であってほしいと感じている、親が適任者であることは勿論だが、親子関係だけでは成長

に必要な環境にはなりえない、親以外の人間関係を築くことも大事だと思っている。

障害があること、医療的ケア必要であることが、適正な成長の妨げになってはいけないと考えて

いる。生活の時間軸のなかで医療的ケアがあるという考えで行くと医療職とかヘルパーとか有資格

者であるという関係ではなく、子どもにどのような将来をイメージするのかを共有できる人に関わ

ってもらいたいと考えている。

同様に学校内での医療的ケアは教育に関わる関係性の中で行われて欲しいと考えます。

授業中に保護者常に常駐している状況は子供の自立心を形成する時期においては適正な環境は

思えないし、同様に痰吸引のために別室から看護師が駆けつけるという状況も、教育の現場での支

援としては適切ではないと思います。医療職は医療の実行者として存在しており、教育の実行につ

いては専門外という立場にあると思います。


