文部科学省

令和元年度

学校における医療的ケア実施体制構築事業

学校における
医療的ケア
実施対応マニュアル
看護師用

公益財団法人

日本訪問看護財団

～はじめに～
小児医療及び周産期医療の進歩と体制整備に伴い、多くの子どもの命が救われるようになった。その一方で、
長期にわたって医療を継続する子どもは増加している。 医療を必要とする子どもが家庭や地域でより豊かな
生活を営み成長 ・ 発達を遂げて行くために、 法制度、 人材育成や多職種 ・ 多機関の連携等の仕組みは少しず
つ整備されてきた。
現在、 経管栄養 ・ 吸引等の日常生活に必要な生活援助行為を、 治療行為としての医行為とは区別して 「医
療的ケア」 と表現している。 この医療的ケアを日常的に要する児童生徒等 （以下、 医療的ケア児） が学校に
おいて教育を受ける機会を確保するために、 特別支援学校等に医療的ケアを実施する看護師等が配置される
ようになった。 また、 平成 24 年からは、 社会福祉士及び介護福祉士法の一部改正に伴い、 一定の研修を修
了し、 喀痰吸引等の業務の登録認定を受けた介護職員等が一定の条件の下に特定の医療的ケア （以下、 喀
痰吸引等の特定行為） を実施できるようになり、 学校の教職員についても、 喀痰吸引等の特定行為を法律に
基づいて実施することが可能になった。 これにより、 医療的ケア児が学校で教育を受けるための体制の基盤
がつくられた。 さらに、 平成 28 年には児童福祉法の一部改正が行われ、 医療的ケア児への対応が地方公共
団体の責務となり、 多職種 ・ 多機関で協議する体制づくりが始まっている。
医療的ケア児とは、 いわゆる重症心身障害児に該当する者だけでなく歩行や会話等が可能な児童生徒等ま
で幅広く含まれる多様な状態像がある。 また、 医療的ケア児全体の人数のみならず、 人工呼吸器の管理等の
特定行為以外の医療的ケアを必要とする児童生徒等が増加している。 このような医療的ケア児の現状を受け
て、 平成 29 年に文部科学省は 「学校における医療的ケアの実施に関する検討会議」 を設置し、 平成 31 年
に報告書として、 喀痰吸引等の特定行為以外の医療的ケアを含め、 小 ・ 中学校等を含む全ての学校における
医療的ケアの基本的な考え方や医療的ケアを実施する際に留意すべき点等を取りまとめた。 また、 同年、 厚
生労働省の障害者総合福祉推進事業として、 「喀痰吸引等研修テキスト―第三号研修 （特定の者対象）」 が発
刊された。
このような社会背景から、 特別支援学校に限らず小 ・ 中学校等を含む全ての学校において、 医療的ケア児
の安全をまもりながら教育を受ける機会を確保する体制づくりとして、 看護師用マニュアル、 並びに教職員用
第三号研修テキストの作成が喫緊の課題となった。 本マニュアルは、 公益財団法人日本訪問看護財団が文部
科学省の委託を受けて、 平成 17 年に日本看護協会が発刊した 「盲 ・ 聾 ・ 養護学校における医療的ケア実施
対応マニュアル」 を刷新し、「学校における医療的ケア実施対応マニュアル 【看護師用】」 として発刊に至った。
特別支援学校に限らず小 ・ 中学校等を含む全ての学校において、 医療的ケアを実施するために配置される看
護師等が、 医療施設とは異なる学校という場に戸惑いが生じたとしても、 本マニュアルの活用により看護の役
割や留意点の理解が進み、 最新情報に基づく安全な医療的ケアと個々の成長 ・ 発達を目指す看護を実践する
こと、 その実践を通して看護師等自身も確かな看護のアイデンティティを確認できること、 医療的ケア児や
教職員とその成果を共有し、 各地域の実情に合わせた多職種協働に貢献できることを目指している。 本マニュ
アルが医療的ケア児の安全と教育の機会の確保はもとより、 看護師等による支援の充実、 さらには子どもに
関わる教職員やその他の関係者の助けになれば幸いである。
最後に、 作成にご尽力いただいた皆様に深く感謝申し上げる。
検討委員会委員長
奈良間 美保
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ˍ.ˍȁঊ͈̓͜ၑٜ ȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤ18
ˍ.ˎȁঊ͈̓͜อోً ȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤ18
ˍ.ˏȁঊ͈̓͜ြͬࡉନ̢̹ণത ȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤ18
ˍ.ːȁঊ଼͈̓͜ಿ͂อో ȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤ18
ˍ.ˑȁ଼ಿȆอో͈ণത̥ͣ૽̢ͬ͂ͣͥ ȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤ19
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ˎ.ːȁ֓ၷഎΉͺ̢͈༷͂ͣ ȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤ22
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ˏ.ˍȁ͈ࢷڠ୭౾ۯ͍ݞၑ ȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤ24
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ˍ.ˎȁ֓ၷഎΉͺ̥̥ͩͥͅ۾ܥȆਅ ȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤ36
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ˏ.ˍȁ֓ၷഎΉͺ͈ز͈අಭ ȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤ42
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ˏ/ ۯܨ୨ٳ
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˒.ˎ!ࠐ֍ۯ͈ۯၑ ȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤ231
˒.ˏ!֍ឝۯၑ ȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤ234
˒.ː!ࠐ͈ူוۯਜ਼ ȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤ238
ȁ˒.ː.ˍ!ࠐࠐ ူוۯȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤ238
ȁ˒.ː.ˎ!֍ឝͥ͢ͅࠐ ူוۯȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤ242
ȁ˒.ː.ˏ!ࡥࠁူוस͞η΅Ȝ͈ಕව ȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤ244
˒.ˑ!ࠐ̷͈̳ͥ۾ͅူוۯఈ͈ে ȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤ247

˓/ ૰ࠐ֦ᦏ͂ࠧۼ൵ෂ
˓.ˍ!૰ࠐ֦ᦏ͂ࠧۼ൵ෂ ȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤ252
˓.ˎ!ୄࠩࠧۼ൵ෂ͈ਜ਼ ȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤ253

˔/ ΪμςȆΧΛΠȂͺ·ΏΟϋΠ͈ष ȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤ255
˕/ ֓ၷഎΉͺ̳ͥͅ۾ম̦อ̱̹ष͈చ؊̞̾̀ͅ
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ȤȤȤȤ256

४ȁࣉȁ႕
ˍ/ ၛಎۯࢌۭ̫̤ͥͅࢷڠၑ͈႕
ۯࢌۭ̫̤ͥͅࢷڠၑ!ȜດഎۯၑȆݢশచ؊ȆুࡨࡄᲣȜȪཅಎঌ֗ޗտ֥ٛȫ
ˍ!֓ၷߓܕȆ͈ۯၑ ȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤ258
ˍ.ˍ!̞̾̀ͅ ȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤ258
ˍ.ˎ!༗ࢌ৪ྀ̦̳ͥ֓ၷמ͞ߓܕ൝ ȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤ258
ˍ.ˏ!֓ၷഎΉͺͅ߸ۭͥࢌঀဥ

ȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤ258

ˍ.ː!֓ၷ͈ߓܕ෫అ͞વచ؊̞̾̀ͅ

ȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤ258

ˍ.ˑ!֓ၷ͞ߓܕ̳ͥͅ۾ಕփത

ȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤ258

ˎ!ঐাͅࡢ̩̿ܖ༆ζΣνͺσै଼

ȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤ259

ˎ.ˍ!̫̤֓ͥͅࢷڠၷഎΉͺ͈ঐা̞̾̀ͅ ȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤ259
ˎ.ˎ!ঐা͈ခ࢘ۼܢȆঐাඤယ͈་ࢵ ȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤ259
ˎ.ˏ!ঐাͅࡢ̩̿ܖ༆ζΣνͺσ͈ै଼ ȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤ259
ˎ.ː!ঐা͈ܱ̞̾̀֗ͅޗտ֥͈ٛږমࣜ

ȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤ25:

ˏ!ݢশ͈చ؊͂ထཡ ȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤ25:
ˏ.ˍ!ݢ͈̞̤̀ͅࢷڠশ͉͂

ȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤ25:

ˏ.ˎ!ݢশచ؊̳ͥͅ۾ঐা͈ܱ ȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤ25:
ˏ.ˏ!ݢশ͈ພ͈֭͒ݢݣเ̞̾̀ͅ ȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤ25:
ˏ.ː!֓Ήͺু͈ఘ͈ݢ་ͬထཡ̳͉ͥͅ

ȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤ261

ˏ.ˑ!মͬထཡ̳͉ͥͅȪޗ̢֥̦࣐̭ͥ͂ȫ ȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤ261
ˏ.˒!ম͞ݢ་শచ؊࣐̹ͬ̽ࢃ ȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤ261
ː!ΪμςȆΧΛΠ൝͈ম႕ଢ଼͂చॐ

ȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤ261

ː.ˍ!ۭࢌ͈ͼϋΏΟϋΠȆͺ·ΏΟϋΠτεȜΠ ȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤ261
ː.ˎ!ͼϋΏΟϋΠȆͺ·ΏΟϋΠτεȜΠ͈ଢ଼

ȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤ261

ˑ!ۭࢌ͈ఘଷ͂ުྩା ȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤ262
ˑ.ˍ!ۭࢌ͈ఘଷ ȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤ262
ˑ.ˎ!ુۭࢌ͂ુۭࢌ͈ުྩା ȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤ262
ˑ.ˏ!ș͈ުྩା ȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤ262
ˑ.ː!࣐ࢷڠম͈̈́̓ުྩା ȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤ262
ˑ.ˑ!ૺڠȆૺݭশ͈ުྩା ȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤ263
ˑ.˒!Ήͺ͈ুၛ̫̹࢜৾ͤͅழ͙ͬٳই̳ͥष͈ުྩା ȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤ263
˒!ۭࢌ͈ࡄਘȆ ȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤ263
˒.ˍ!ۭࢌ͈ࡄਘ ȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤ263
˒.ˎ!ۭࢌ͈૽ऺ଼֗ ȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤ263
˓!बٺশ͈చ؊ ȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤ264
˓.ˍ!ڰ֗ޗ൲ಎͅब̦ٺอ̱̹ાࣣ͈చ؊ ȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤ264
˓.ˎ!ၛȆಎ͉ࢷڠबٺশచ؊͉౷֖͂Ⴒࠈ ȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤ264
˓.ˏ!षͅΏηντȜΏοϋ̱̤̩ͬ̀ম̦ఱম ȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤ264
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ˎ/ ম႕
ང࿚ۭࢌΑΞȜΏοῧ͈͂ࢷڠႲࠈ͈႕ ȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤ265

ˏ/ ၳ
ˏ.ˍȁࡢ༆ζΣνͺσȪ႕ȫȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤ268
ˏ.ˎȁ࠲ࢫΙͿΛ·ȜΡȪ႕ȫȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤ279
ȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤ284
ˏ.ˏȁ֓ၷഎΉͺ̧႒Ȫ႕ȫ

ˏ.ːȁȶ̫̤֓ͥͅࢷڠၷഎΉͺ͈ࣽࢃ͈చ؊̞̾̀ͅȷȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤ291
ȁȁȁȁȪ଼42ාȫ431ັ̫41شల287:൝ಎ൝ޫ֗ޗಿȫ
ȁȁȁȁ̫̤֓ͥͅࢷڠၷഎΉͺ͈ঔͅ൚̹͈̽̀ڬ႕
ˏ.ˑȁঀܕݟࡤࢥ૽̫̤ͥͅࢷڠဥ̳ͥͅ۾Ⱥ΄ͼΡȻ ȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤ312
ȁȁȁȁ3129ා424ȁུ૰ࠐڠٛȶͼ΄̳ͥ۾ͅܕݟࡤࢥ૽̫̤ͥͅࢷڠΡȷ
ˏ.˒ȁȶ֓ၷഎΉͺͅ৽ͥͩ۾হ֓͂֓ࢷڠ൝͈͂Ⴒࠈ൝̞̾̀ͅȪȫȷ Ȥ324
ȁȁȁȁȪ႓გ3ා427ࡓش2819໐ڠشજ൝ಎ൝ޫ֗ޗಿȫ
ˏ.˓ȁቅណ֨ݟ൝͈̳ͥ۾ͅރ४ࣉအȆܱश႕ ȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤ332
ˏ.˔ȁቅណ֨ݟ൝ࡄਘΞ΅ΑΠల२ࡄਘȪඅ͈৪చયȫບثຘȆບث ܖȤ346

ː/ ࡃ

ȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤȤ357

ɦಎ͈ۭࢌ൝͉ۭ͂ࢌྌ͉ۭࢌ̞̠ͬȃ
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