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15 医療的ケア児への配慮

概 説

学校に在籍する喀痰吸引や経管栄養等の医療的ケアが日常的に必要
な児童生徒等（以下「医療的ケア児」といいます。）は年々増加してい
ます。人口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
児童も増えています。そのため、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の留意点について、ガイドラインが
作成されています。
また、医療的ケア児がスクールバスなどの専用通学車両で登下校を

する場合についてのガイドラインも作成されています。

ガイドライン

◆医療的ケアに関する基本的な考え方

(1) 学校で医療的ケアを行う場合には、教育委員会において、看護師等を
十分確保し、継続して安定的に勤務できる体制を整備するとともに、各
学校に医療的ケア児の状態に応じた看護師等の適切な配置を行うこと。
また、各学校においては、看護師等を中心に教職員等が連携協力して医
療的ケアに当たること。

(2) 医療的ケア児の状態に応じ、必ずしも看護師等が直接特定行為を行
う必要がない場合であっても、看護師等による定期的な巡回や医師等
といつでも相談できる体制を整備するなど医療安全を確保するための
十分な措置を講じること。

（平31・3・20 30文科初1769 別添 2）

◆医療的ケアの役割分担について

１）当該医療的ケア児が在籍する学校やその設置者である教育委員会は安
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全に医療的ケアを実施するため、関係者の役割分担を整理し各関係者が
相互に連携協力しながら、それぞれの役割において責任を果たしていく
ことが重要であること。
また、教育委員会や学校だけでなく、医療行為についての責任を負う
主治医や、子の教育について第一義的な責任を負う保護者など、医療的
ケア児に関わる者それぞれが、学校における医療的ケアの実施に当たり、
責任を果たすことが必要であること。
２）教育委員会や学校は、別添1の役割分担例を参考に、教職員や医療関係
者、保護者等の役割分担を整理すること。

（平31・3・20 30文科初1769 別添 2）

◆特定行為の実施に関する留意事項

１）喀痰吸引
ａ）喀痰吸引を実施する場合には、対象者の日常生活を支える介護の一
環として必要とされる医行為のみを医師の指示に基づき行うものであ
り、安全性確保の観点から、口腔内及び鼻腔内の喀痰吸引については、
咽頭の手前までを限度とすること。なお、咽頭の手前までの判断を教
職員等が行うことは困難が伴うこと、咽頭の手前であっても喀痰吸引
の実施には個人差があることから、主治医又は学校医・医療的ケア指
導医の指示により挿入するチューブの長さを決めることが必要である
こと。

（平31・3・20 30文科初1769 別添 5(1)①）

◆喀痰吸引が必要な場合、教職員が教育活動を行うに当たって留
意すること

・必要に応じて、吸引を行うためのスペースを設ける。その際、医療的ケ
ア児本人や他の児童生徒の発達段階に応じた配慮を行う。
・ガーゼやスカーフなどで気管切開部を覆っている場合は、ガーゼやスカ
ーフがぬれると呼吸が苦しくなるので、注意する。
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・気管カニューレの自己（事故）抜去を防止するため、カニューレ固定の
ひもやホルダーが緩くなっていないか、確認する。

（令和3年6月文部科学省初等中等教育局特別支援教育課「小学校等における医療
的ケア実施支援資料」第3編 第1章 2）

◆医療的ケア児が専用通学車両を利用したときの安全確保

スクールバスなど専用通学車両の登下校において、乗車中に喀痰吸引が
必要となる場合には、看護師等による対応を基本とすること。運行ルート
設定の際に安全に停車可能な地点をあらかじめ確認し、停車して医療的ケ
アを実施すること。また、緊急時対応が必要となる場合の対応策について、
保護者と学校関係者（教育委員会の委嘱した学校医・医療的ケア指導医、
看護師等を含む。）との共通理解を図ることが必要である。

（平31・3・20 30文科初1769 別紙 9(2)）

◆スクールバスなどの専用通学車両の利用の可否

医療的ケアを必要とする幼児児童生徒をスクールバスへ乗車させること
の判断に当たっては、一律に保護者による送迎と判断するのではなく、個々
の児童生徒等の状態に応じて、スクールバス乗車中における医療的ケアの
実施の要否など、児童生徒等が安全に通学できるか否かについて主治医等
の意見を踏まえながら、個別に対応可能性を検討し判断すること。

（平29・4・7事務連絡「公立特別支援学校に在籍する医療的ケアを必要とする幼
児児童生徒の学校生活及び登下校における保護者等の付添いに関する実態調査
（送付）」3(1)）

◆登下校の際のマニュアルの再確認事項

各学校において作成する個別マニュアル等に、例えば、スクールバスに
よる登下校時に容態が急変した際は、速やかに、安全な場所に停車し、直
ちに、救急車を要請するなどの危機管理への対応が盛り込まれているか、
また、作成した個別マニュアル等の内容が関係する全ての職員に理解され
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ているかなどの確認を求めるなど、緊急の対応が必要な事態が発生した際
の対応に万全を期すようお願いいたします。

（令元・5・21事務連絡「医療的ケアが必要な幼児児童生徒のスクールバスなどの
専用通学車両による登下校時の安全確保について」）

ポイント

関係者の役割分担については、学校における医療的ケアの実施に当
たっての役割分担例（「学校における医療的ケアの今後の対応について（通知）」
（平31・3・20 30文科初1769）別添の別添1）にて、標準的な役割分担が紹
介されています。
また、「小学校等における医療的ケア実施支援資料」（令和3年6月文部

科学省初等中等教育局特別支援教育課）にて医療的ケア児の状態等に応じ
て教職員が教育活動を行う際の留意点が紹介されており、参考になり
ます。
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57 関わり方が難しい保護者への対応

概 説

保護者からの要望や苦情の中には、限度を超えた要求を受ける場合
や、心の問題を抱えた保護者の対応を求められる場合があります。傾
聴や誠意ある関わりだけでは解決が難しく、学校としてどのように対
応するべきか困惑する場合もあるため、要望や苦情を見極めた上で、
適切な対応をすることが必要です。
明らかに理不尽な要求であると判断した場合や限度を超えた言動や

行動に至った場合には、毅然とした対応や警察等との連携が求められ
る場合もあります。困難を感じた場合には、複数名で応対する、時間
を区切り短時間で応対する、経過をできるだけ正確に記録する等の対
応を決めておくとよいでしょう。
また、対応が困難と判断した事例については、早い段階で管轄の教

育委員会に連絡を入れ、情報の共有をするとともに、必要に応じて外
部機関との連携も行いましょう。心理や法律の専門家等からの助言を
受けることも有効です。

ガイドライン

◆関わり方が難しいケース

① 粘着質・執着心の強さ……しつこさ、長期間にわたる頻繁な手紙やメ
ール

② 要求の肥大化・変質化……一つの要求が通れば次の要求へ
③ 豊富な手段 ……電話、ビラ配り、インターネットでの誹謗

中傷
④ 操作性・巻き込み ……文部科学省・教育委員会などへ
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⑤ 心の問題 ……医学的な治療が優先されるなどの場合

（平成22年3月東京都教育委員会「学校問題解決のための手引」第Ⅱ章 3(1)）

◆関わり方が難しい場合の対応

(1) 違法、不当な要求への対応
〇こちらの発言に責任をもつ意味でもしっかり記録。録音も検討する。
要望や苦情が極めて理不尽であり、または不当な要求であると判断した
場合、「こちらの発言等に責任をもつために、録音させていただきたい。」
と録音について検討することも考えられます。
了解が得られない場合は、学校側で記録担当を決め、記録を丁寧に取る
ようにします。対応の記録を残すことは、その後、関係機関に依頼する場
合の重要な参考資料にもなるでしょう。
(2) 外部人材を巻き込んだ事例検討会議の実施
〇教育分野以外の方からの有益な助言を活用する。
東京都や区市町村の関係機関（福祉や環境等）の関係者と連携、協力し
て対応することで、教育とは別の角度から有益な助言が得られることが多
くあります。
地域の民生児童委員、主任児童委員、青少年健全育成推進員など子供や
家庭を支えてくださる方々の力は、本当に頼りになります。虐待やその疑
いがある場合、傷害事件、心の問題が予想される場合、福祉的な支援が求
められる場合などには、外部からの助言は大変有効です。
ただし、事例検討会議を実施する場合、個人情報に関する守秘義務に最
大の注意を払うことが必要です。
(3) 外部の専門家等の活用
〇傾聴や誠意ある対応だけで解決が困難なら、心理や法律等の専門家から
の助言を進んで受けましょう！
要望や苦情が執拗に繰り返される事例の中には、傾聴し、誠意ある対応
だけでは解決できないものもあります。場合によっては、「距離をおく」「適
切な関係性を保持する」などの関わりの工夫が必要になる場合もあります。
限度を超えた行為や言葉に対しては「お子様のために話合いを続けたい
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が、こういうことが繰り返されるようなら、話合いを続けることはできま
せん。」と伝え、話合いを打ち切ることも一つの方法です。
適切な関わりを行えるようにするために、警察や法律、心理、医師等の
専門家による助言を進んで受けるようにします。その助言を参考に、当該
の教職員を孤立させることがないよう「管理職が責任ある者として代わっ
て話し合う」「話合いに同席する」などの支援体制をとります。
また「組織としての共通の方針」を一人一人の教職員が共通理解し、そ
れぞれが確実に実行することも大切なことです。
(4) 学校問題解決サポートセンターの活用
〇複数の専門家による解決のヒントが得られます。
学校と保護者等との間のこじれた状況を解決するために、学校や教育委
員会、保護者等からの相談を受け、センター職員が助言をします。
また、必要に応じて、公平・中立な立場で、専門家等からなるケース会
議の協議を経て、解決のための助言をします。
さらに、双方の合意があれば、調停に向けて、公平・中立の立場でそれ
ぞれから話を聴き、第三者的な解決策の提示をすることも可能です。

（平成22年3月東京都教育委員会「学校問題解決のための手引」第Ⅱ章 3を加工
して作成）
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64 関係機関への情報提供について

概 説

通告等により児童虐待ケースとして、又は支援が必要なケースとし

て把握された家庭や子どもについては、関係機関が連携して見守りを

続ける必要があります。その際には、学校から関係機関への情報提供

が重要になります。事例によっては、情報が共有されるだけでも相当

な効果をあげることができます。

関係機関に対する情報提供に関するガイドラインは複数ありますの

で、学校としては、下記のガイドラインを踏まえ、関係機関に適切な

情報提供ができるようにしましょう。

ガイドライン

◆学校等から市町村又は児童相談所への定期的な情報提供

２ 定期的な情報提供の対象とする児童
(1) 市町村が情報提供を求める場合
要保護児童対策地域協議会（児童福祉法第25条の2に規定する要保護児
童対策地域協議会をいう。以下「協議会」という。）において、児童虐待ケ
ースとして進行管理台帳(注)に登録されており、かつ、学校に在籍する幼
児児童生徒学生、保育所、地域型保育事業所、認定こども園、認可外保育
施設及び障害児通所支援事業所に在籍する乳幼児（以下「幼児児童生徒等」
という。）を対象とする。
(注) 進行管理台帳とは、市町村内における虐待ケース等に関して、子ど
も及び保護者に関する情報やその状況の変化等を記載し、協議会にお
いて絶えずケースの進行管理を進めるための台帳であり、協議会の中
核機関である調整機関において作成するものである。
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(2) 児童相談所が情報提供を求める場合
児童相談所（児童福祉法第12条に規定する児童相談所をいう。以下同
じ。）が管理している児童虐待ケースであって、協議会の対象となっておら
ず、かつ、学校・保育所等から通告があったものなど、児童相談所におい
て必要と考える幼児児童生徒等を対象とする。
３ 定期的な情報提供の頻度・内容
(1) 定期的な情報提供の頻度
定期的な情報提供の頻度は、おおむね1か月に1回を標準とする。
(2) 定期的な情報提供の内容
定期的な情報提供の内容は、上記2(1)及び(2)に定める幼児児童生徒等
について、対象期間中の出欠状況、（欠席した場合の）家庭からの連絡の有
無、欠席の理由とする。
４ 定期的な情報提供の依頼の手続
(1) 市町村について
市町村は、上記2(1)に定める幼児児童生徒等について、当該幼児児童生
徒等が在籍する学校・保育所等に対して、対象となる幼児児童生徒等の氏
名、上記3(2)に定める定期的な情報提供の内容、提供を希望する期間等を
記載した書面を送付する。
(2) 児童相談所について
児童相談所は、上記2(2)に定める幼児児童生徒等について、当該幼児児
童生徒等が在籍する学校・保育所等に対して、対象となる幼児児童生徒等
の氏名、上記3(2)に定める定期的な情報提供の内容、提供を希望する期間
等を記載した書面を送付する。
５ 機関（学校・保育所等を含む。）間での合意
(1) 上記4により、市町村等が学校・保育所等に対し、定期的な情報提
供の依頼を行う場合は、この仕組みが円滑に活用されるよう、市町村等と
学校・保育所等との間で協定を締結するなど、事前に機関の間で情報提供
の仕組みについて合意した上で、個別の幼児児童生徒等の情報提供の依頼
をすることが望ましいこと。
(2) 協定の締結等による機関間での合意に際しては、本指針に掲げる
内容を基本としつつも、より実効性のある取組となるよう、おおむね1か月
に1回程度を標準としている定期的な情報提供の頻度や、対象となる幼児

第４章 家 庭 第３ 児童虐待 257

3頁 〔CKS0065〕【日大(日加藤)】
CKS0065 〔本文Vo.1〕 【初里/KT責増/再秦責陽】



ケース子ども支援･偶数 A5･柱罫有･01A． honbun･14Q×31倍×横1段･25Q×27行(434-664)･無線綴じ･セット済

児童生徒等の範囲について、定期的な情報提供の内容をより幅広く設定す
るなど、地域の実情を踏まえたものにすること。
(3) 学校は、市町村等と協定の締結等により機関間での合意をしたと
きは、その内容等を設置者等（私立学校にあっては当該学校の所轄庁を含
む。以下同じ。）に対しても報告すること。
６ 定期的な情報提供の方法等
(1) 情報提供の方法
学校・保育所等は、市町村等から上記4の依頼文書を受けた場合、依頼の
あった期間内において、定期的に上記3に定める定期的な情報提供を書面
にて行う。
(2) 設置者等への報告等
学校が市町村等へ定期的な情報提供を行った場合は、併せて設置者等に
対してもその写しを送付すること。また、市町村等へ定期的な情報提供を
行うに際しては、地域の実情に応じて設置者等を経由することも可能とす
る。
７ 緊急時の対応
定期的な情報提供の期日より前であっても、学校・保育所等において、
不自然な外傷がある、理由不明又は連絡のない欠席が続く、対象となる幼
児児童生徒等から虐待についての証言が得られた、帰宅を嫌がる、家庭環
境に変化があったなど、新たな児童虐待の兆候や状況の変化等を把握した
ときは、定期的な情報提供の期日を待つことなく、適宜適切に市町村等に
情報提供又は通告をすること。
また、学校・保育所等は保護者等から対象となる幼児児童生徒等が学校・
保育所等を欠席する旨の連絡があるなど、欠席の理由について説明を受け
ている場合であっても、その理由の如何にかかわらず、休業日を除き引き
続き7日以上欠席した場合（不登校等による欠席であって学校・保育所等が
定期的な家庭訪問等により本人に面会ができ、状況の把握を行っている場
合や、入院による欠席であって学校・保育所等が医療機関等からの情報等
により状況の把握を行っている場合を除く。）には、定期的な情報提供の期
日を待つことなく、速やかに市町村等に情報提供すること。
なお、障害児通所支援事業所におけるこれらの取扱いは、原則として当
該障害児通所支援事業所をほぼ毎日利用している幼児児童生徒等を想定し
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ているが、障害児通所支援事業所の利用頻度が低い又は利用が不定期であ
る幼児児童生徒等については、本取扱いに準じた取扱いとすることとし、
具体的な内容については、別途お示しする。

（平31・2・28府子本190 30文科初1618・子発0228第3・障発0228第3 別添）

◆要支援児童等に関する情報提供について

ア 主に別表3を参考に、要支援児童等と思われる者を把握した場合には、
必要な支援につなげるために、居住する市町村に相談し、情報提供を行
うこと。当該情報提供に際しては、市町村との連絡等の窓口となる担当
者を事前に決めておくことが望ましい。
イ 関係部局への情報提供の際は、要支援児童等と思われる者の保護者等
に対し、原則として、情報提供の概要を説明し、居住する市町村による
支援を受けることが、身体的・精神的負担を軽減し、養育の支援となり
得ることを説明すること。
ウ なお、説明することが困難な場合においても、要支援児童等と思われ
る者に必要な支援がつながるよう、居住する市町村への情報提供に努め
ること。また、当該情報提供は、児童福祉法第21条の10の5第1項の規定
に基づくものであるため、同規定の趣旨に沿って行われる限り、刑法の
秘密漏示罪や守秘義務に関する法律の規定に抵触するものではないこと
に留意されたい。
エ 情報提供を適切に行うためには、教職員等一人ひとりの子ども虐待の
早期発見・早期対応の意識の向上を図るとともに、各自の判断のみで対
応することなく、学校全体の共通認識の下に、組織的に対応すること。

（平28・12・16雇児総発1216第2・雇児母発1216第2 3(5)②）

◆要保護児童等の転校・進学時における学校間の情報の引継ぎ

虐待に至るおそれのある家庭の特徴として、転居を繰り返す家庭がある
ことが、様々な実態調査や事例検証から明らかになっています。
また、転居をしなくても、現在の学校の対応への不満などから、保護者
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から区域外就学や域内での就学校の指定変更の申立てがなされる場合も考
えられます。〔中略〕要保護児童等が転居先・進学先の学校でも安全に安心
して学ぶことができるよう、転居や進学の際の学校間の引継ぎも重要とな
ります。転出元・進学元の学校は、指導要録や健康診断票、虐待に係る記
録の文書の写しなどを確実に引き継ぐとともに、教育的観点から対面、電
話連絡などを通じて新しい学校に必要な情報を適切に伝えることが重要で
す。
なお、幼稚園においては、転園先が保育所又は認定こども園であっても
指導要録、健康診断票、虐待に係る記録の文書の写しなどの送付が必要で
あること、必要な情報が引き継がれるようにすることが大切です。
学校間の文書の提供について、本人や保護者の同意を得ずに第三者に提
供していると保護者が主張する事案も報告されています。しかし、虐待に
関する個人情報は、虐待を防止し幼児児童生徒の生命、身体等を守るため
に、転校先・進学先の学校が必要とする情報であり、子供本人の利益とな
るものであることから、各学校に適用される個人情報の保護に関する法令
に基づき、本人や保護者の同意を得ずに他の学校に提供できるものと解さ
れます。
引き継がれた学校においても、虐待に関する情報については個々の教職
員が抱え込まず、必ず校長等の管理職や養護教諭、スクールカウンセラー、
スクールソーシャルワーカー等に共有するとともに、市町村（虐待対応担
当課）や新たに管轄することになる児童相談所と今後の対応方針を検討す
ることが重要です。

（文部科学省「学校・教育委員会等向け虐待対応の手引き（令和2年6月改訂版）」
対応編3 3）

ポイント

１ 学校等から市町村又は児童相談所への定期的な情報提供
児童虐待の防止等に関する法律13条の4の規定に基づき学校等から

市町村等に対して定期的に情報提供する場合は「法令に基づく場合」
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（私立学校は個人情報16③一・23①一（令和4年4月1日より個人情報18③一・27①

一）、国立学校は独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律9①（令

和4年4月1日より個人情報18③一・27①一）、公立学校は各地方公共団体が定める

個人情報保護条例）に該当します。そのため、例外的に、本人の同意を得
ないで情報を提供しても各学校に適用される個人情報の保護に関する
法令に違反することにはならない点に留意しましょう。

２ 要支援児童等に関する情報提供について
「要支援児童等」とは、①要支援児童：保護者の養育を支援するこ

とが特に必要と認められる児童（児童福祉法6条の3第8項に規定する
要保護児童に該当するものは除きます。）、②保護者に監護させること
が不適当であると認められる児童及びその保護者、③特定妊婦：出産
後の養育について出産前において支援を行うことが特に必要と認めら
れる妊婦、をいいます（児福6の3⑤）。
（特に0歳児に対する）児童虐待防止のためには、妊婦等自身からの
相談を待つだけでなく、支援機関の方から特定妊婦に積極的にアプロ
ーチすることが必要です。また、年々増加する児童虐待に対処するた
めには、要保護児童対策地域協議会を通じた関係機関との情報共有等
を密に行い、虐待が深刻化する前に早期発見、早期対応することが重
要です。
そこで、児童福祉法21条の10の5第1項では、学校、学校の教職員、

その他教育に関連する職務に従事する者は、要支援児童等と思われる
者を把握したときは、当該者の情報をその現在地の市町村に提供する
よう努めなければならないと規定されています。
要支援児童等に日頃から接する機会が多い機関からの連絡を受け

て、市町村がその状況を把握し、早い段階から必要な支援につなげて
いくことが期待されています。

第４章 家 庭 第３ 児童虐待 261

7頁 〔CKS0065〕【日大(日加藤)】
CKS0065 〔本文Vo.1〕 【初里/KT責増/再秦責陽】




