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Ⅰ テーマ設定の理由 

昭和54年の養護学校義務制度の開始により、障害のある児童生徒の就学が義務化された。これまで

盲学校・聾学校・養護学校と分けられていた特殊教育諸学校は、児童生徒の障害の重度化や多様化に

伴い、一人一人の教育的ニーズに応じた一層の充実を図るため、学校教育法の一部改正を経て、特別

支援教育に整備されていった。 

肢体不自由児、病弱児の増加に関しては、低出生体重児の増加、出産時のトラブル等様々な要因と

の関連が研究されている。医療技術や医療機器の進歩による乳幼児死亡率の低下に伴い、医療的ケア

を必要としながら在宅生活を送る子ども達の増加もみられる。このような日常的に医療的ケアを必要

としながら学校へ通学してくる幼児児童生徒（以下、医療的ケア児）の教育的ニーズに応えるため、

近年、学校においても看護師等が配置され、医療的ケアが実施されるようになった。 

島尻特別支援学校（以下、本校）は、幼稚部・小学部・中学部・高等部と４つの学部で編成され、

その他、寄宿舎や馬天小学校に分教室が設置されている。平成23年度に知的障害対象の特別支援学校

から知的障害・肢体不自由の２障害を受け入れる知肢併設校となり、同年より医療的ケア児の受け入

れが開始された。今年度は幼児児童生徒306名のうち、主障害が知的障害である子が253名、肢体不自

由である子が53名と、知的障害を主障害とする割合が高い。現在、本校で看護師による医療的ケアを

申請している児童生徒は２名在籍しており、吸入・吸引、経管栄養を行うため看護師が１名配置され

ている。また、学校でのケアの申請はないものの、家庭で吸入・吸引や経管栄養、導尿、人工呼吸器

の使用などの医療的ケアを行っている児童生徒は16名在籍している。その中には、学校において看護

師ではなく自ら気管切開部からの吸入・吸引を実施している生徒や、導尿の自己実施をしている生徒

もいる。 

医療的ケア児が学校生活を過ごす際に、看護師や養護教諭だけでなく授業を担当する教員において

も、ヒヤリとしたり、ハッとしたりする事例（以下、ヒヤリ・ハット事例）に遭遇することがある。

その都度、管理者を含め関係する職員で、事例の原因や背景を分析し、情報を共有することで再発防

止に努めている。また、保健だより等を通して情報の発信にも努めているが、医療的ケアに関する情

報、医療的ケア児の状況や実態について職員に十分周知できていない現状がある。今後、医療的ケア

について全職員で認識を深め、様々なヒヤリ・ハット事例をより多くの職員で共有し、危機管理意識

を高めていくことが必要であると考える。 

そこで本研究では、本校職員へ医療的ケアに関するアンケート調査を行い、集約・整理して医療的

ケアに関する疑問点を明らかにする。また、県内の医療的ケアを実施している特別支援学校のヒヤリ・

ハット事例についてアンケート調査を行い、本校で活用できそうな事例について校内医療的ケアハン

ドブック（以下、ハンドブック）としてまとめる。さらに、その情報を校内の全職員で共有すること

で、職員の医療的ケアへの理解が深まり、危機管理意識を高め、医療的ケア児が安全・安心な学校生

活を過ごすための校内支援体制づくりにつながるのではないかと考え、本テーマを設定した。 

〈研究仮説〉 

１ 本校職員へのアンケート調査の結果から、職員の医療的ケアに関する疑問点・質問点が明らか

になり、Ｑ＆Ａ形式でまとめることで、医療的ケアに関する理解が深まるであろう。 

２ ヒヤリ・ハット事例集を作成・周知することで職員の危機管理意識が高まるであろう。 



３ 校内の医療的ケア連携体制を整理し、ハンドブックにまとめて共有することで、医療的ケア児

が安全・安心な学校生活を送るための支援体制がより明確になるであろう。 

 

Ⅱ 研究内容 

 １ 医療的ケアとは 

   「医療的ケア」とは、法律に定義されている概念ではないが、一般的に学校や在宅で日常的に

行われている、たんの吸引・経管栄養・気管切開部の衛生管理等の日常的・応急的手当のことを

いう。健康の維持・増進、障害の状態の改善・克服につながるケアであり、急性期の治療として

行っているケアではない。学校で行われる医療的ケアは、よりよい状態で教育が受けられるよう

にするためのケアであり、保護者が医師より指導を受けて日常的に家庭で行われているケアの範

囲で行われる。 

 

 ２ 医療的ケアの現状 

(1) 対象児童生徒等数の推移 

文部科学省の調査によると、平成 28 年度の公立特別支援学校において、医療的ケアを実施

している児童生徒等数は 8,116 名で、調査開始当初の平成 18 年度の 5,901 名より年々増加傾

向にある（図１）。また、

8,116 人の医療的ケア児が

延べ 25,900 件の医療的ケ

アを必要としており、一人

で複数の医療的ケアを必

要とする児童生徒等が多

いのも特徴である。 

(2) 医療的ケアを行う看護師数の推移 

平成 28 年度の公立特別支援学校において、医療的ケアを行う看護師の数は、1,665 名で、前

年度より 99 名増加し、調

査開始当初の 707 名から

年々増加傾向にある（図

２）。また、認定特定行為

業務従事者として医療的

ケアを実施する教員の数

も年々増加している。 

(3) 沖縄県における医療的ケア 

沖縄県では平成 10 年度より県立鏡が丘養護学校で、文部省の指定を受けた実践研究校とし

て医療的ケアの研究がスタートした（表１）。平成 17 年度より沖縄県単独事業「養護学校等に

おける医療的ケア体制整備事業」に基づき、鏡が丘養護学校、森川養護学校、泡瀬養護学校の

３校に看護師４名が配置

され、医療的ケアが本格的

にスタートした。過去 10

年間の学校における医療

的ケアの推移を比較する

と、実施校、対象児童生徒

数、看護師数ともに年々増

加している（表２）。 

 

＊1 

図１ 医療的ケア対象児童生徒等数の推移 
＊1 平成 23 年度は、岩手県、宮城県、福島県、仙台市は調査対象外 
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図２ 医療的ケアを行う看護師数の推移 
＊1 平成 23 年度は、岩手県、宮城県、福島県、仙台市は調査対象外 

707
853 893 925

1049 1044

1291 1354
1450

1566 1665

500

H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28

（人）

＊1 

表１ 鏡が丘養護学校における実践研究 

平成10年

平成12年

平成13年

平成15年

特殊教育における福祉・医療との連携に関する実践研究

養護学校における医療的バックアップ体制

医師、看護師、教師、保護者等による対応の在り方や養護

学校と医療機関との緊密な体制の在り方

養護学校における医療的ケアに関するモデル事業



表２ 医療的ケアの推移 

 

 

 

 

 

現在、沖縄県内の学校で行われている医療的ケアは、「特別支援学校における医療的ケア実 

施要項」に基づき、吸引、経管栄養、導尿、その他の医療的な生活援助行為等となっており、

その他の生活援助行為等には、吸入や酸素管理、人工呼吸器の作動状況の確認及び緊急時の連

絡等も含まれる。また、認定特定行為業務従事者研修（３号研修）を受講し認定を受けた教員

は、看護師と保護者に安全な手技の実施がなされているかを承認してもらうことで、咽頭より

手前までの口腔・鼻腔内吸引、気管切開部の気管カニューレ内からの吸引、鼻腔に留置されて

いるチューブ・胃ろう・腸ろうからの経管栄養の実施が可能となっている。 

 

 ３ 医療的ケアにおける養護教諭の役割 

養護教諭の役割について、平成 20

年の中央教育審議会答申では、学校保

健活動推進の「中心的役割」として明

記され、子どもの健康課題解決のため

に、学級担任等、学校三師（学校医・

学校歯科医・学校薬剤師）などの学校

内における連携や、医療や福祉等の地

域の関係機関との連携の中心となるコ

ーディネーターの役割が期待されてい

る。 

現在、学校には特別支援教育コーデ

ィネーターが配置されているが、医療

依存度の高い子ども達の医療的ケアに

関しては、児童生徒の健康や安全に関

する専門知識・技術を備えている養護

教諭が、子どもの障害の状態や特性を

理解した上で、日々の保健管理や健康

相談等を通じて子どもの医療や教育的ニーズを把握し、医療と教育の橋渡しをしながら、特別支

援コーディネーターとともに安全で安心な支援体制を整えていく必要がある（図３）。 

鎌塚優子（2014）は、学校におけるリスクマネジメントを「児童生徒を取り巻く保護者、教職

員等、すべての関係者の人権の遵守、命の保証を示すものであり、学校が『安全で安心』できる

場所であるための社会的使命と責任を果たすシステム」とし、予想されるリスクの洗い出しや分

析、評価した上での救急体制・危機管理体制の見直しの必要性を述べている。 

養護教諭は、職務の特質から危機に接する機会が多く、子どもの健康状態を的確に把握した適

切な管理及び指導や危機管理体制の整備、教職員の危機管理意識の向上に向けての研修等の実施、

再発防止等の対策などを推進することが必要であると考える。 

これらのことを踏まえ、教職員の危機管理意識を高め、安全で安心な医療的ケア児の支援体制

づくりにつながるよう、本研究では、アンケート調査から職員の医療的ケアに関する疑問点を、

ヒヤリ・ハット事例から予想されるリスクの分析を行い、資料集としてまとめ、教職員へ周知し

ていく。 

  H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 

学校数 ５ ５ ５ ７ ７ ７ ７ ８ ９ ９ 

対象児童生徒数 42 44 46 51 58 68 68 82 85 86 

看護師数 ８ ９ ９ 12 15 17 20 25 26 27 

図３ コーディネーターとしての養護教諭の役割 



４ 学校における医療的ケアに関する事故の予防に向けて 

(1) ハインリッヒの法則について 

米国の損害保険会社に勤める技術調査

部門の技師であった Heinrich が、1929

年に提唱した、１件の重大な外傷事故（死

亡事故、長期後遺症が残る事故、長期入

院治療を要する事故など）に対して、29

件の比較的軽微な外傷を伴う事故が発生

し、さらに 300 件の外傷を伴わない事故

が発生しているという経験則のことをハ

インリッヒの法則という（図４）。 

重大事故・災害・トラブルの発生を予防するために、その数百倍の頻度で起こるとされるヒ

ヤリ・ハット事例の情報を収集し、活用することで、被害者を出すことなく、少ない労力とコ

ストで安全やサービスの質を向上させることが期待できる。 

(2) ヒヤリ・ハットの定義 

日本小児看護学会の特別支援学校看護師のためのガイドラインによると、「ヒヤリ・ハット」

とは「児童生徒等に被害はないが、日常の学校生活の場で“ヒヤリ”としたり“ハッと”した

りした経験を有する事例」と定義され、蓄積すべきヒヤリ・ハット事例には、①適切でないと

考えられることが児童生徒に行なわれる前に気づいた事例、②結果的には児童生徒に影響はな

かったが適切でなかったと考えられる事例、③適切ではない状況が起こったが、ちょっとした

対応ですぐに問題が解決した事例等とされている。 

「ヒヤリ・ハット」は、適切な処理が行なわれていないと事故となる可能性のある事象（イ

ンシデント）に含まれる。「ヒヤリ・ハット」の蓄積は、事故にまで至らなかった小さな問題

や状況に対して予防対策をとることで事故を未然に防ぐためのものであり、ミスをした人を責

める意味でも始末書を出させる目的でもない。 

ここでいう「ヒヤリ・ハット」とは、医療的ケア児が関わる学校教育活動全体において、養

護教諭や看護師、教諭等が「ヒヤリ」としたり「ハッと」した出来事のことをいう。 

   

Ⅲ 研究の実際 

 １ 本校における「医療的ケア」に関するアンケート調査 

(1) 調査の対象、目的及び方法 

本校職員を対象に、医療的ケアに関する理解度や疑問点を把握する目的でアンケート調査を

実施した。 

(2) 調査期間 

平成 29 年 11 月 13 日（月）～11 月 24 日（金） 

(3) 回収率（％） 

回答を得られた職員数は、157名中 114名で、

全体の 72.6％であった。内訳は、幼稚部：66.7％、

小学部：88.5％、中学部：75.6％、高等部：57.4％

であった。 

(4) 調査の結果 

 ① 医療的ケアの理解度について 

医療的ケアについて知っていると答えた職

員は 78％であった（図５）。また、知ってい

ると答えた職員うち、３つ以上の手技を説明

図４ ハインリッヒの法則 
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図５ 医療的ケアの理解度 



できた人が 19％、２つの手技を説明できた人が 26％、手技を１つ説明できた人が 28％、知

ってはいるが手技は説明できなかった人が 27％であった。 

   ② 医療的ケア児の担当経験について 

     他校での経験を含めてこれまでに医療的ケア児を担当したことがあると答えた職員は

46％（図６）、そのうち、担任として担当したことがある職員は 64％であった（図７）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 医療的ケア児への配慮について 

     医療的ケア児を担当する上で、配慮をして

いることがあると答えた職員は 56％で（図

８）、どのような配慮をしているかという質問

に対しては「体調の変化を丁寧に確認してい

る」、「授業前後の引継ぎ」、「保護者との連携

を密に行う」等の回答があった。また、配慮

をしていないと答えた職員からは「授業で受

け持っていない」、「担当したことがない」等

の回答があった。 

   ④ 医療的ケアに関する疑問・質問点について 

     医療的ケアに関する、疑問点や質問点を伺

ったところ、「医療的ケアにはどのようなものがありますか？」、「職員ができる医療的ケア

は何ですか？」、「保護者待機緩和の基準はありますか？」等多くの疑問・質問点が挙げられ

た。知的障害を主障害とする割合の高い本校で、接する機会が少ない医療的ケアに対して職

員の戸惑いがあることが感じられた。 

  

２ 医療的ケア実施校における「ヒヤリ・ハット」に関するアンケート調査 

(1) 調査の対象、目的及び方法 

「ヒヤリ・ハット」事例をより多く集め検証するために、本校だけでなく県内の医療的ケア

実施校９校と、学校内では医療的ケアの実施はないが医療的ケア児が数多く通学する鏡が丘特

別支援学校浦添分校を加えた計 10 校を対象に、医療的ケア児に関する「ヒヤリ・ハット」事

例についてのアンケート調査を実施した。 

(2) 調査期間 

平成 29 年 10 月 26 日（木）～11 月 24 日（金） 

(3) 回収状況 

アンケート実施協力校 10 校より回収。教諭 109 名、養護教諭 12 名、看護師 21 名、合計 142

名より回答があった。 

図６ 医療的ケア児の担当経験 
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図８ 医療的ケア児への配慮 
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  (4) 調査の結果 

   ① ヒヤリ・ハット経験について 

     これまで医療的ケア児と関わ

る中で、「ヒヤリ」としたり、「ハ

ッと」した経験があると答えた

教諭は 50％、養護教諭は 67％、

看護師は 90％であった。専門的

知見から、リスクをしっかり認

識している看護師にヒヤリ・ハ

ット経験が多いことが分かった

（図９）。 

   ② ヒヤリ・ハット事例の分析 

アンケート調査では、ヒヤ

リ・ハット経験があると回答し

た 81 人より、91 件の事例が報

告された。また、これまで沖縄

県教育委員会に報告されている

79 件の事例も合わせて延べ 170

件の事例の分析を行った。集ま

った事例の中には、ヒヤリ・ハ

ットにとどまらず、アクシデン

トに至った事例も含まれた。 

発生時間別に分類すると、ケ

ア中の事例が 67 件と最も多く、

次いで授業中の事例が 39 件、移

動中、介助中の事例が各 15 件、

給食中の事例が 13 件とつづい

た（図 10）。 

ケア中の事例 67 件をケア内

容別に分類すると、経管栄養に

関する事例が 67％、酸素管理に

関する事例が 12％、吸引関係の事例、人工呼吸器に関する事例が６％であった（図 11）。経

管栄養の事例では、経鼻チューブや胃ろうの抜去、チューブのゆるみ、詰まり、注入液の漏

れ等の事例、酸素管理の事例では、酸素ボンベのチューブが外れていた、酸素流量を間違え

た等の事例があげられた。 

 

３ 校内連携、ヒヤリ・ハット報告体制の整備 

医療的ケアの校内支援体制を整えるため、本校における医療的ケアの連携体制について図式化

し整理した（図 12）。また、1 人 1 人の職員が感じたヒヤリ・ハット事例をより多くの職員で共有

し、全職員で危機管理意識を高め合うため、ヒヤリ・ハット事例の報告体制を確立した（図 13）。 

 

 

 

 

 

図９ ヒヤリ・ハット経験 
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図 10  発生時間別のヒヤリ・ハット件数 
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図 11 ケア内容別のヒヤリ・ハット 



 

４ 校内医療的ケアハンドブックの作成 

  (1) 医療的ケアＱ＆Ａの作成 

職員からあげられた様々な疑問・質問点を医療的ケアＱ＆Ａとしてまとめた（図 14）。まと

め方は、１．手続きについて、２．待機緩和について、３．校外学習について、４．看護師に

ついて、５．教員実施について、６．医療・治療について、７．その他、の７つに分類し、計

60 項目のＱ＆Ａにまとめた。回答する際には、学校長や沖縄県教育委員会の意見も参考にして

まとめた。また、回答の詳しい説明や理由等も一緒に記入した。 

図 12 本校における医療的ケアの連携体制 

図 13 ヒヤリ・ハット報告体制 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (2) ヒヤリ・ハット事例集の作成 

    延べ 170 件の事例から 30 事例を選出した。事例を選ぶにあたっては、ヒヤリ・ハット事例に

とどまらず、アクシデントに至った事例を含めて、教員にとって身近な事例、また本校でも起

こる可能性のある事例を中心に選出した。まとめ方は、発生時間別に、１．登下校中の事例、

２.朝の活動中の事例、３.授業中の事例、４．移動中の事例、５．介助中の事例、６．給食中

の事例、７．校外学習中の事例、８．行事関連の事例、９．ケア中の事例、の９つに分類した。

１つの事例を原則１枚の用紙にまとめ、発生時の状況と経過、発生時の対応と処置、考えられ

る原因や背景、再発防止に向けた対策・改善点を記入した。また、最後にチェック！として、

事故予防のためのポイントやみんなで確認したいことも一緒に整理した（図 15）。まとめてい

く際には、より専門的な意見として本校学校医からの助言を頂いた。 

図 14 医療的ケアＱ＆

Ａ 図 14 医療的ケアＱ＆Ａ 



 (3) 校内医療的ケアハンドブックの作成 

医療的ケアＱ＆Ａと、ヒヤリ・ハット事例集、その他資料として、医療的ケア連例体制、ヒ

ヤリ・ハット報告体制、個別の緊急時対応マニュアルと緊急時カードの資料を添付し、ハンド

ブックとしてまとめ、本校全職員へ配布した。 

 

５ ハンドブックの周知 

ハンドブックの配布後に、アンケート調査を行った。 

(1) 調査の対象、目的及び方法 

本校全職員を対象に、作成した医療的ケアハンドブックに対する意見を集約する目的でアン

ケート調査を実施した。アンケート調査は Office 365 の Forms を使用して行った。 

(2) 調査期間 

平成 30年１月 29日（月）～２月５日（月） 

(3) 回答率（％） 

回答した職員は 153人で全職員の 78.9％

であった。学部別では、幼稚部 100％、小

学部 79％、中学部 90％、高等部 69％、そ

の他 81％であった（図 16）。 

図 15 ヒヤリ・ハット事例

図 16 回答した学部別職員（%） 
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(4) 調査の結果 

   ① 医療的ケアＱ＆Ａについて 

     職員から表３のような意

見・感想があった。「分かりや

すい」「勉強になった」という

肯定的な意見が数多く寄せら

れた。Ｑ＆Ａが本校職員にとって活用しやすい資料となっており、医療的ケアに関する理解

が深まり、戸惑いが和らいでいるのが分かる。 

   ② ヒヤリ・ハット事例集について 

     職員から表４のよう

な意見・感想があった。

これらの意見・感想か

ら、これまで意識して

いなかった身近にある

ヒヤリ・ハットを自分

事としてとらえ、日々の活動のふり返りにつながったと考えられる。これからの職務におい

て職員自身の危機管理意識の向上につながったと考えられる。 

 

 ６ 仮説の検証 

  (1) 研究仮説１について 

    アンケート調査より、本校職員の医療的ケアに関する疑問・質問点を明らかにすることがで

きた。その疑問・質問点をＱ＆Ａ形式でまとめ、整理することができた。事後アンケートより、

医療的ケアに関する理解が深まったと考えられる。 

  (2) 研究仮説２について 

    数多くの事例から本校で活用できそうな事例を選出し、事例集としてまとめることができた。

事後アンケートより、職員の危機管理意識の向上につながったものと考えられる。 

  (3) 研究仮説３について 

校内の医療的ケアに関わる連携体制を図式化し、またヒヤリ・ハットを経験した際の報告体

制を整え、校内医療的ケアハンドブックにまとめることができた。ハンドブックを全職員へ配

布し、情報を共有することで、医療的ケア児が安全・安心な学校生活を送るための支援体制が

できつつあると考えられる。 

 

Ⅳ 成果と課題 

 １ 成果 

(1) アンケート調査を通して、医療的ケアに関する様々な疑問・質問点を明らかにし、また数多

くのヒヤリ・ハット事例を集めることができた。 

  (2) 医療的ケアの疑問・質問点をＱ＆Ａ形式でまとめ、ヒヤリ・ハット事例を事例集として整理

し、校内連携体制やヒヤリ・ハット報告体制等も加えた校内医療的ケアハンドブックをまとめ、

全職員へ配布することができた。 

   (3) ハンドブックを配布することで、職員の医療的ケアへの理解度が深まり、危機管理意識が高

まった。医療的ケア児が安全に安心して学校生活が送れるよう校内支援体制の基盤ができた。 

 

 ２ 課題 

  (1) 配布した校内医療的ケアハンドブックの継続した周知及び活用を図る。 

(2) ヒヤリ・ハット事例を共有化し、定期的な情報の更新を行う。 

・細かく、また詳しくまとめられており、分かりやすい。
・Q＆A方式で分かりやすく、聞きたいことが網羅されている。
・専門書より分かりやすい。バイブル本にしたい。
・手元にこのようなハンドブックがあると安心である。
・これからの仕事に大いに役に立つ資料である。
　・・・等の意見が多数あった。

表３　医療的ケアQ＆Aに対する職員の意見・感想

・読んでいるだけでドキドキした。
・ヒヤリ・ハットは身近にあると感じた。
・多くの事例があり、いつ起こってもおかしくないことを再認識した。
・日々の自分の仕事に生かし、緊張感を持ちたい。
・同様の事故、他のヒヤリ・ハットを防ぐ意味でも十分注意喚起となる内容。
　・・・等の意見が多数あった。

表４　ヒヤリ・ハット事例に対する職員の意見・感想
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