普通学校における医療的ケアの必要な子どもへの教育をめぐる問題の生成（八木）
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普通学校における医療的ケアの必要な子どもへの
教育をめぐる問題の生成
―当事者としての親の視点から―
八
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（立命館大学大学院先端総合学術研究科）

「医療的ケア」の必要な子どもが普通学校に就学する事例が増えている。インクルーシブ教育の理
念を実現していくにあたって，その子どもたちの就学をめぐり，どのような問題が生成したのかが理
解される必要がある。本研究は子どもの親を「当事者」と位置づけ，教育環境を向上させるために展
開した活動を検討することから，問題点を明らかにした。研究対象として，人工呼吸器をつけ，医療
的ケアを必要とする子どもとしては全国で初めて普通学校に就学した 1992 年の大阪市と尼崎市の事
例を取り上げた。研究の結果，以下 3 つの問題が提示された。①医療的ケアをするために親が学校
に付き添いをすることの弊害，②医療的ケアは必ずしも医療職の資格をもってして，その実施の安
全性を保障できるものではないこと，③専門職が，医療的ケアを必要とする子どもの安全性をいか
に保障するかという観点で関わることによって，子どもの教育への参加に制約が生じること。以上，
3 つの問題点を踏まえると，医療的ケアを必要とする子どものニーズとして，安全性と同時に普通教
育に形式的かつ実質的に参加していくというニーズが生成してきたことが明らかなった。
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あるが積み重ねられてきている。しかし，医療

Ⅰ．医療的ケアの必要な子どもと教育をめぐる

的ケアを必要とする子どもが普通教育に参加し

問題―親という当事者の視点から

ていくことをめぐって，どのような問題が生成
していたのかは十分に検討されてこなかった。

1．問題の所在

本論文では，その問題点を明らかにするために，

1970 年代以降の周産期・新生児医療の進歩を

人工呼吸器利用という濃密な医療的ケアを必要

背景に，「医療的ケア」を必要としながら生存で

とする子どもとしては全国で初めて普通学校に

きる子どもが増えている。1990 年より，その子

就学した 2 人の事例を取り上げる。1992 年尼崎

どもたちの親の活動を契機として在宅生活が開

市立小園小学校に就学した平本歩と，大阪市立

始され（八木 2012），現在では人工呼吸器をつ

井高野小学校に就学した吉岡しほりである

1）

。2

けた子どもの場合，2 人に 1 人が在宅生活を送
る時代になった（杉本 2009）。教育環境に関し
ては，養護学校（現特別支援学校）が中心になっ
てきたが，普通学校に就学する事例も少数では

1 ）この 2 人の事例は医療的ケアの必要な子どもと普
通教育を考察する上できわめて重要な事例であ
る。第一に，先駆的な事例であった。普通学校に
おける医療的ケアの必要な子どもをめぐる歴史
は，1994 年の国会質問で取り上げられたことから
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人の事例を調査，分析するにあたっては，親で

としてケアの主体を限定することが正当化され

ある平本美代子・弘冨美夫妻と吉岡由美子・英

てきた。それが初めて問題化されたのは養護学

隆夫妻の視点に着目する。その理由は後述する

校であった。1986 年に八王子東養護学校に赴任

ように，親が医療的ケアの必要な子どもの普通

した白鳥芳子によれば，当初吸引や導尿などの，

教育参加というニーズを顕在化させた当事者だ

現在でいうところの医療的ケアは「個々の児童・

からである。

生徒の特別な状況への配慮と考えて，学校で可
能な限りの対応をしていた」（白鳥 2000）。つま
り，非医療職である教師がケアをしていた。と

2．研究背景
（1）医療的ケアの特徴―ケアの質の問題化

ころが，1988 年「東京都心身障害教育推進委員

まず医療的ケアの必要な子どもという対象の

会，第二次報告（肢体不自由養護学校における

特徴を，ケアの量と質の面からみていきたい。

医療行為を必要とする児童・生徒の指導と就学

その子どもたちの多くは，身体的な機能障害を

措置について）
」の中で，それらの行為は「医療

負っており，「本来の障害に加え常時ケアが必要

行為と考えられる行為」という見解が示される。

という子どもたちを超重症児という」
（杉本

その結果，医療的ケアを「『誰が，どのように』

2009）。ここで指す常時のケアとは，痰の吸引，

実施するのかという対応の問題が浮上した」の

経管栄養，導尿などを指す

2）

。そして，これらの

である（下川 2003）。「問題」というのは，非医

総称として医療的ケアという言葉は使われる。

療職である教員ないし養護教員が日常的に医療

これらのケアは「継続的濃密医療，濃密ケア」

行為をしているとなれば，医師法第 17 条「医師

とも言い換えられ（鈴木他 2011），それを必要

でなければ，医業をなしてはならない」という

とする「超重症児」は，それまで IQ と運動障

法律に違反する恐れがあったことを意味する。

害の組み合わせによって判定されてきた重症児

法律で禁止されている行為をし，仮に子どもの

へのケアに比べ，約 3 倍の時間のケアが必要と

身体に危害を与えた場合には，教員の責任が問

も指摘される（松葉 1999）。このケア量の多さ

われると考えられることにもつながった。結果，

故に，その子どもたちは「明らかに従来の基準

学校内で医療的ケアは行えないこととなり，そ

では考えられない障害児の存在である」と理解

の子どもたちへは「原則として訪問学級」とい

されてきた（鈴木他 1996）
。

う対応が取られるにいたった。仮に通学を希望

医療的ケアを必要とする子どもがそれまでの

したとしても，医療的ケアを行うことの違法性

障害児と異なる点は，ケアの質の違いにも求め

が阻却されている親が教育現場に付き添い，そ

られる。例えば痰の吸引は，肺および気管内に

れを実施することが要求された。これらの見解

管を入れて痰を取る行為であり，その身体の侵

に基づく対応と同様のものが東京都以外の自治

襲性の高さから，医療職にのみ実施を認められ

体でも行われ，親の協力なくしては，子どもが居

る「医療行為」である可能性が指摘され，結果

宅外で教育を受けることは困難な状況になった。

始められるが（江川他（編）2008），1992 年には
2 人の事例が存在していた。第二に，2 人の就学
をめぐってはマスメディアを通じて大々的に報道
され，その後の他の地域の就学および学校側の対
応，社会的イメージにも強い影響を与えたものと
考えられる。
2 ）どのような行為が医療行為なのか，医療的ケアな
のかは時代によって変化するものであり，ここで
は参考として代表的な三行為を例示している。
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（2）先行研究の問題―親という当事者の不在
多くの自治体が医療的ケアを必要とする子ど
もに養護学校に学籍を置くことを勧めてきた歴
史と現状がある一方で，少数派であるが普通学
校に就学する事例も増えている。例えば受け容
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れに積極的な大阪府内では 2011 年の調査で 118

る（大沢 2008）
。上野は，中西との共著の中で，

人の医療的ケアの必要な子どもが普通小学校・

ニーズは「あるのではなく，つくられる」と主

中学校に在籍している（下川 2012）
。研究に関

張している（中西・上野 2003）。つまり，ニー

しては，津島（2000）によって通常学級に在籍

ズは誰かが問題提起することによって初めて生

する子どもと家族に対する，医療，福祉，教育

成するものであり，あらかじめ実在するもので

の多面的なサポートが必要であることが提起さ

はない。そして，このニーズをつくる主体を当

れて以降進められている。これまでの研究を大

事者と位置づけた。本稿の対象にあてはめれば，

別すると，1）教員，養護教諭，看護師といった

教育の選択の機会が欠損してきた医療的ケアの

専門職による医療的ケアの必要な子ども，およ

必要な子どもがニーズの帰属先ではあるが，そ

びその親への支援の可能性を検討するもの（仁

の子どもの「ニーズを顕在化させた個人」とい

宮他 2002; 清水 2011a, 2011b; 砂村・大谷 2004）
。2）

う意味において親は当事者と位置づけうる。一

「在宅人工呼吸療法（Home Mechanical Ventilation）
」

方で親は子どものケアを担う主体でもあり，レ

（以下 HMV）から小学校就学および学校生活を

スパイトケアを利用するなど，親固有のニーズ

記述した研究がある（荒川・荒川 2012; 鈴木他

も持つ。そのため，子どもと親のニーズが対立

2000）。

するという場合もある。

以上の先行研究には 2 つの問題点がある。1）

このように上野の当事者論の特徴は，1）親と

専門職がどのように子どもおよび親を支援する

子どものニーズを分離して考察する枠組みを提

のかという視点に限局されているため，親は支

示している点，2）当事者概念をニーズの帰属先

援を受ける客体として措定される。その結果，

以外の主体にも開いた点に求められるだろう。

子どもの療育環境の改善に取り組む支援者とし

上野の理論を利用し，子どものニーズをめぐる

ての側面が分析対象とならない。2）子どもの教

親の主張と運動を記述，分析することを通して，

育の参加を支援していくはずの教育委員会や学

医療的ケアの必要な子ども自身のニーズを検討

校，教員が，逆に参加の制約を行う主体にもな

していける可能性が生まれる。本稿ではそれを

りうる側面が取り上げられていない。以上 2 つ

試みるにあたって，Ⅰ− 1 で触れたように，平

の問題点を踏まえ，本研究では親を，子どもを

本弘冨美・美代子夫妻，そして，吉岡由美子・

普通学校へ就学させるという意思決定の当事者

英隆夫妻の視点に着目する。その理由として以

として位置づけ，親の視点から教育をめぐる問

下 2 点をあげる。

題を整理するという方法を採用する。この方法

1）2 人の親は医療的ケアを行うため，学校で

を採用するにあたって当事者という概念を理論

子どもに付き添っていた。
その副次的効果として，

的に整理してきた上野千鶴子の議論を援用する。

子どもが教育に参加する上でどのような問題があ
るのかを感じ取る機会を得ていた。また実際に，
親が市教委や学校側と対立，交渉し問題提起して

3．研究方法
（1）当事者である親／ニーズの帰属先である子ども
上野の当事者論において重要な概念である
ニーズとは「人として生活が成り立ち社会に参
加できるという…潜在能力の欠損

3）

」と説明でき

3 ）「潜在能力」とは，「本人が実際に選択した状態，
あるいは，本人の評価に基づいて最大と見なされ

いた。2）資料のアクセシビリティーが高い。こ
るような状態のみならず，本人の評価から離れて，
本人が達成可能である状態の集まり，すなわちそ
の機会集合」を意味する（セン・後藤 2008）。本
稿の対象にあてはめれば，医療的ケアを必要とす
る子どもが普通学校で教育を受けることが達成可
能であるにもかかわらず，それが欠損している状
態を「ニーズ」と呼ぶことができる。
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の 2 人の親は当時から現在にかけて，親の所属す

中でインタビュー資料を引用・参照する際は，

る「人工呼吸器をつけた子の親の会〈バクバクの

協力者の名字とインタビューを行った年を振っ

会〉
」
（以下，バクバクの会）の資料などを通じて，

ている

6）

。

実名で当時の経験を記述・発表している。教育現

なお，本研究は子どもと親，学校の名前を実

場における医療的ケアの必要な子どもをめぐる支

名で発表するにあたり，十分な倫理的配慮が必

援体制や問題を明らかにしやすい。

要であると判断し，筆者の所属する大学の研究
倫理審査委員会で審査を申し込み，承認されて

（2）調査の手続きと倫理的配慮

いる

7）

。親，子ども，さらに学校名を実名化した

調査にあたっては，1990 年以降から現在にい

理由としては，親の許可を得たことが第一にあ

たるまでに親の作った資料に加えて，インタ

るが，子どもが就学した 1992 年当時，それらは

ビューのトランスクリプトを使用した。資料と

テレビや全国紙・地方紙，週刊誌などを通じて

して使用したのは，バクバクの会の発行する会

繰り返し報道され，すでに公的なものになって

報等の準公的なメディア，親の所有する学校関

いると理解できること，また，親は現在におい

係者とのやりとりの資料，当時の新聞報道やテ

ても実名で活動していることなどを総合的に考

レビ映像で親が語ったことである。インタビュー

慮した結果である。

に関しては，計 3 回実施した。まず，2011 年 9 月，
平本美代子

4）

の自宅で，平本と吉岡由美子の 2

人に行った。次に 2012 年 12 月に，それぞれ個

Ⅱ．1992 年，全国初の人工呼吸器をつけた
子どもの普通小学校就学の過程

別にインタビューを行った。いずれも，調査対
象者の自宅であった。調査対象者には，調査の
目的と調査協力者の保護に関する 6 つの項目を

1．就学の動機―子どもとの関わりを求めて
本稿で取り上げる 2 人の子どもは，普通学校

事前に書面で伝えた。1）調査を拒否する権利，2）

に就学するだけでなく，HMV と保育園就園に

研究成果を知る権利，3）録音データの管理方法，

関しても，先駆的な事例となっていた。1985 年

4）公開する際の条件，5）匿名か実名の希望の

12 月 28 日に生まれた平本歩は，ミトコンドリ

有無，6）録音の許可，である。インタビュー当

ア筋症という，全身の筋肉の力が弱まっていく

日には，文書をもとに，再度口頭で説明した。

病気に罹患しており，1986 年 6 月に呼吸器を装

さらに 5），6）については協力者の意向を伺い，

着し，痰の吸引と経管栄養を必要とするように

5）

。所要時間は 1

なる。その後 1990 年 3 月末日に淀川キリスト教

人につき約 2 時間から 3 時間であった。インタ

病院を退院し，同 4 月 1 日に民間の善法寺保育

ビュー後にトランスクリプトに起こし，本論文

園に入園する。1985 年 12 月 14 日に生まれた吉

公開にあたって確認してもらった。なお，本文

岡しほりは，生後 3 ヶ月のときにウェルドニッ

実名の許可，録音の同意を得た

4 ）歩の付き添いをしていたのは，主に平本弘冨美で
あったが，2006 年 5 月 5 日に他界している。その
ため本稿では，歩の就学前後から共に運動を行い，
学校の様子など情報を共有していた美代子へイン
タビューを行っている。
5 ）本研究は子どもの名前も実名で記載するため，存
命している平本歩には，論文公表前に草稿を渡し，
修正依頼のあった箇所については適切に修正し
た。また，論文が実名で公開されることの許可も
得た。
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ヒ・ホフマン病の重症型と診断され，1988 年 1
月に気管切開をし，呼吸器をつける。1991 年 4
月 6 日に 2 週間在宅，2 週間病院という形で退
院し，4 月 8 日には井高野保育園に入園した。2
6 ）例えば，2012 年 12 月に平本美代子にインタビュー
した資料を引用する際は【平本 2012】と表記する。
7 ）「医療的ケアの必要な子どもへの医療的・教育的
支援の歴史」（承認番号：衣笠−人− 2012 − 24）
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人の親にとって，保育園での子どもの様子は，

保育園では，歩，しほり共に大きな事故はなく，

小学校就学へ向かう大きな原動力となった（八

日々の生活を園児達と楽しんでいる様子であっ

木 2012）。

た。医療的ケアへの対応に関しては，歩の場合，
弘冨美が付き添い，実施していたが，歩自身は

表1

平本歩と吉岡しほりの基本データ

それを嫌がった。付き添う弘冨美に向かって「早

（1992 年 4 月就学時）

く帰って，とバイバイや足をバタバタさせて怒

平本歩
吉岡しほり
ミ ト コ ン ド リ ア 筋 ウ ェ ル ド ニ ッ ヒ・
症
ホフマン病
必要とする た ん の 吸 引， 経 管 た ん の 吸 引， 経 管
医療的ケア 栄養，24h 人工呼吸 栄養，24h 人工呼吸
器管理
器管理
家族構成
両親と二人の兄
両親のみ
（有職者は母）
（有職者は父）
意識
清明
昏睡（1992 年 3 月
までは清明）
主 要 な コ 表 情・ 舌・ 指。 発 表情・目。発話及び
ミュニケー 話 は 不 可。 文 字 盤 AAC を使用しての
ション方法 及 び ト ー キ ン グ エ コミュニケーション
イドを利用
不可

る。顔もぷーっとふくらませる」
（ぜんぽーじ保

名前
病名

育園 1992）
。当時の保母も付き添いのないこと
が子どもの発達にとって望ましいことと考える
に至り

8）

，
「保育行為の一環」として痰の吸引の

方法を親や看護師から教わり，半年後には付き
添いがなくなった。心配された身体の状態は当
初は感染症に頻繁にかかったが，徐々に休むこ
ともなくなり，病院から視察にきた看護師によ
れば吸引の回数が減るなど，むしろ上向きになっ
【平本 2011】。平本夫妻と吉岡夫妻は，保育
た 9）

平本夫妻と吉岡夫妻が子どもを保育園に就園

園で子どもが，子どもの中で育つということを

させた共通の動機は，歩としほりが子ども同士

実感し，地域の小学校に就学させようと決意す

の触れ合いを求めていることにあった。例えば

る。だが，小学校の就学通知を得るまでには，

しほりは，HMV へ以降する前に病院からの外

平本は尼崎市教育委員会と，吉岡は受け入れ先

出・外泊を 31 回していたが，当時「親は連れて

の井高野小学校側との交渉が必要であった。

帰るだけで満足していた」という【吉岡 2011】。
しほりも当初は自宅の暮らしに興味を示し，喜

2．就学交渉

んでいた。だが，由美子は長期外泊の際の子ど

平本夫妻は障害があるなしに関わらず「共に

もの様子から，しほりが自宅の生活に飽き，退

生きる」教育を望んでいたため，当初から「ご

屈していることを感じる。病院では，院内学級

8 ）当時善法寺保育園の園長であった浅野みよこは，
歩の医療的ケアへの対応の変遷について以下のよ
うに述べている。「お父さんが吸引するのをそば
で見ながら徐々に保母が覚えていって。お父さん
にサクションの仕方とか，いざという時のいろい
ろなこととか，実習とか，看護婦さんに来てもらっ
て教えてもらったりしながら，一緒に生活する中
で保母が自然にやらざるを得なくなった」と，あ
らかじめ医療的ケアへの対応を決めていたわけで
はなく，現場での判断から保母が実施することに
なったと語っている。ただそれを実施していった
結果，「1 年経った頃にはほとんどの職員が自然に
サクションを，改めて医療行為というふうに構え
るのではなくて，何かおむつを替える，けがした
時に薬をつけたりみたいな形で，何か自然な形で
医療行為みたいなこともするようになった」と，
医療的ケアが保育であると実感するにいたってい
る（バクバクの会 1993）。
9 ）例えば平本歩の場合，初年度の 90 年には出席 172/
欠席 75。91 年には，
出席 227/ 欠席 26 となっている。

やプレイルームで他の子どもと遊べるため，む
しろ病院にいる時の方が「嬉しそうににっこり
する」ようになっていたからである（バクバク
の会 1991）
。由美子は HMV をした上で，どの
ような生活をしほりが送りたいのかを考えた結
果，同世代の子どものいる保育園へ向かった。
平本弘冨美の場合は，
「呼吸器をつけ，医療的ケ
アを必要とするということで，感染や何らかの
事故の可能性が考えられますが，安全面か生活
面かといった二者択一ではなく，できるだけの
対策をこうじて，子供の集団の中に入れること
を選びました」と語っている（平本 1991）。
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く自然な選択」として普通学校への進学に向け

もで 1 対 1 でやってるときの反応の，それ以上

て動いていた。1991 年 5 月 29 日，弘冨美は地

のものでもないし，それ以下のものでもない」

域にある小園小学校の校長に，歩を普通学級に

と感じていた【吉岡 2012】
。一方，しほりが通っ

通わせたいことを伝え，協力を要請する。学校

ていた保育園では，多くの子どもとの関わりと，

側は「人的，物的に困難な課題もあるが，職員

「集団の中から出てくる雰囲気」があった。しほ

や市教委ともよく相談して，要望にそえるべく

りは，他の子どもの「驚いた時の声，遊ぶ時の声，

努力する」と回答したという（平本 1995）。そ

泣く時の声」を聴く時に，表情や体で心の底か

の後，10 月 25 日に歩が就学時健診を受け，11

らの反応を示していた。しほりは，親を含めた

月 29 日就学指導委員会に弘冨美が呼び出され

大人に関わられる時と，子どもと一緒にいる時

る。ここでの答申は，
「医療行為を保護者が責任

では，歴然とした違いを見せたという。

をもって行うこと」を条件として，「障害児学級
（肢体不自由児）もやむおえない」（原文ママ）

それまでやっぱり自分が 1 番しほりさんのことよ

というものであった。この答申に基づき 12 月

く知っている，身近にいて，彼女が興味をもって

10）

。県教

ることを分かってあげれるとか，自分が 1 番上手

委が障害児学級の新設を認め，最終的に通学通

に彼女に話してあげることができると思ってい

知が来たのは，1992 年 3 月 23 日だった。許可

た。それが，どんなにがんばっても子どもの声に

を受け弘冨美は，人工呼吸器が「” 瀕死の重症患

は勝てないんだとすごく思った。大人ではダメな

者のつけるもの ” といった考え方が支配的な現

んだ，しかも母親ではダメなんだと。無条件で子

実」から考えると，市教委の決定には「よくぞ

どもは子どもを求めるんだなと思った。【吉岡

ここまで出してきた」と一定の評価を与えてい

2012】

10 日，市教委の就学決定報告を受ける

る（バクバクの会 1990）
。
一方，吉岡夫妻は，しほりの就学先を決定す

自宅から遠く離れた養護学校への通学方法は

るにあたって，養護学校も 1 つの選択肢として

自家用車しかなかったが，由美子は車を持って

動き出した。1991 年 6 月 25 日，吉岡由美子は，

いなかった。そのため，養護学校側からは通学

井高野小学校へ入学希望を伝えたが，校長の勧

ではなく訪問教育を勧められることになるが，

めもあり養護学校へ見学に行く。由美子は養護

しほりの求めている友達との触れ合いがないこ

学校の静けさに驚いたという。障害の程度に応

とから断わった。そして，井高野小学校との交

じて別れた教室で，しほりのような重度障害の

渉を始める。1991 年 12 月，井高野小学校の校

ある子どもは教員と 1 対 1 での教育体制が敷か

長から，養護学校の訪問が適当という判断を伝

れていた。しかも，同じ教員が 1 日中関わって

えられるが，校長の判断と説明に納得できなかっ

いた様子に見受けられた。それを見て由美子は

た由美子は，その日のうちに差別問題を扱う団

「親が先生に代わっただけ」という印象を抱いた

体に経過を説明した。それらの団体が大阪市教

【吉岡 2012】。そこにいる子どもの表情を観察し

委に連絡し，数日後，校長の決定は覆った【吉

た当時の印象として，
「（筆者註：教員と子どもの）

岡 2012】。1992 年 2 月，井高野小学校への就学

目線があったりとかそういう本当に大人と子ど

通知が下りた 11）。

10）平本弘冨美が尼崎市教委との交渉の中で「付き添
いの代行」や「原学級保障」を求めたことなど，
交渉の具体的な内容については，平本（1992）に
詳しい。

11）特に平本歩の就学交渉および決定は当時多くのメ
ディアで報道された。新聞やテレビといったマス
メディアでは，歩がクラスに参加する様子を取り
上げ，就学を肯定的に取り上げているが，就学許
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Ⅲ．教育現場における医療的ケアへの対応

護担任に内線を通じて呼ばれ，吸引を行うため

―親の付き添い廃止をめぐる運動

に入室し，終われば部屋に戻った 13）。基本的には
由美子が医療的ケアを行うが，養護担任によっ
ては，吸引の実施を希望する教員もいた。その

1．外れられない親の付き添い
養護学校で問題となった「誰が『医療的ケア』

動機として，ある養護担任は「たんがつまり，

をするのか」という問題は，当初普通学校では

苦しむ子どもを目の前にして，
『お母さん，来て』

親が実施するという対応が取られた。だが次第

と呼びにいくだけでいいのか，もどかしさを感

にその対応は子どもにとっての問題として親に

じ」たことをあげている（読売新聞 2001 年 12

よって提起されていく。本章では，親の付き添

月 12 日夕刊）。医療的ケア実施の申し出を受け

いをめぐる問題を糸口にして，普通学校におい

た吉岡は「あぁ，先生，嬉しいわって言って」，

て，親と教育委員会および学校との間でどのよ

吸 引 の 方 法 を そ の 場 で 個 別 に 教 え た【 吉 岡

うな問題が生成したのかを明らかにしていく。

2012】。

歩，しほりとも障害児学級籍であったが，ほ

仮に養護担任が医療的ケアをする姿勢をも

とんどの授業を通常学級で受けていた。2 人には

ち 14），実施できたとしても，親は 1 日中別室で待

それぞれ養護担任が 1 名つき，学習を補助する

機していた。つまり，親が学校内に常駐するこ

体制が敷かれた。2 人が日常的に必要とする痰の

と自体は基本的には変わらなかった 15）。付き添い

吸引および経管栄養については，平本弘冨美と

の受け止め方をめぐっては平本夫妻と吉岡由美

吉岡由美子が行った。付き添いは，平本の場合，

子の間では異なる面もあったが 16），両者共に付き

教委側からの入学の条件に組み込まれており，吉

添いから外れるために学校側と交渉した点では

岡の場合，しほりの体調が不安定であったこと

同様であった。次節では，付き添いの廃止に向

12）

。
から付き添いを自ら申し出ていた 【吉岡 2012】

けた親の活動のうち，論点をより明確に提示で

親による医療的ケアへの対応は，しほりを例に

きる平本夫妻の主張と運動を検討していく。そ

とると，由美子が教室内で待機し，適宜吸引を

れを糸口に，普通学校において，親と教育委員

行っていた。就学して数ヶ月後，由美子は養護

会および学校側が何をめぐって対立していたの

学級の部屋で待機することになり，クラスにい

かを明らかにしていく。

るしほりの呼吸器の警報が鳴ると，教室から養

13）医療的ケアの中で最も頻度が多いものは痰の吸引
であった。その頻度は，子どものその日の体調に
よって異なり，45 分の授業で吸引をせず，休憩時
間中にする時もあれば，授業中何回もする必要が
ある時もあったという【平本 2012; 吉岡 2012】。
14）養護担任の姿勢で医療的ケアへの対応は全く異な
る。養護担任の中には医療的ケアを「医療行為」
と考え，緊急時の研修は受けても，それを「業」
と し て 行 う こ と に 否 定 的 な 教 員 も い た【 平 本
2012】。
15）吉岡の場合 1995 年からは，週に 2 日看護指導員
が配置され，看護指導員が付き添う日は終日，来
ない日でも 1，2 時間程度なら学校から由美子が
離れることもできたという【吉岡 2012】。
16）吉岡由美子は，付き添いをすることでしほりだけ
でなく他の子どもの姿を見て，教育の様子を知る
ことができる楽しさを感じる側面もあった。ただ
し，しほりの自宅でのケアをしていたのは，主に
由美子であり，学校での付き添いも日々続けるこ
とで慢性的な疲労が残った【吉岡 2012】。

可が新聞で初めて報道された 1992 年 2 月 18 日以
降，平本宅に深夜の無言電話がかけられることも
あった（朝日新聞同日付朝刊「人工呼吸器つけ小
学校に入学へ」
）。1992 年 3 月 24 日までに平本宅
に 40 回以上あり（朝日新聞同日付夕刊「歩ちゃ
ん宅に深夜の無言電話」
），吉岡家にも同様のもの
があった。平本弘冨美はこの行為について「地域
の学校に行くことに反対の人たちの行動のひと
つ 」 で あ っ た と 解 釈 し て い る（ バ ク バ ク の 会
1992）。
12）しほりは入学直前の 1992 年 3 月に事故により低
酸素脳症となり，脳障害を負った。そのため，入
学直後は特に状態が不安定であった。なお，しほ
りの意識は小学校生活を通じて，少なくとも医学
的には認められなかった。それでも教員や生徒は
身体に触れる際の表情の反応などを通して，コ
ミュニケーションをしていたと，当時の養護担任
は述べている（バクバクの会 1993）。
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2．
「生命にかかわる問題」という言説をめぐって

平本夫妻は「親の付き添いを必要としない条件

平本弘冨美は，日中学校に付き添いをするだ

整備」の進捗状況について市教委側との話し合

けでなく，歩の就寝時の見守りおよび医療的ケ

いの場を求める。それに対して，教委側は「親

アを妻美代子と分担していた。夫妻の平均睡眠

の付き添いを外すことは出来ない。考えを変え

時間はそれぞれ 4 時間であったことから，弘冨

る意志はない」との回答をしたという（平本

美は入学した 1 ヶ月後には体力面で問題を感じ，

1995）。この回答を受けた 11 月 7 日，平本夫妻

「代行の問題を痛感する」（平本 1995）。歩が 2
年生に進級した 1993 年 8 月 6 日，弘冨美は市教

は「市教委の主張の差別性」と題して通告書を
教育委員会に提出する。

委に対する要望書を提出する。この要望書には，
親の付き添いに関する 4 つの問題点があげられ

私たちは，もはや話し合いによる解決は不可能と

ている。

判断せざるを得ません。話し合いによる解決が不

親の付き添いにより 1）子どもの自立を妨げ

可能な以上，実力行動も含めたあらゆる手段で

る。2）親が病気や何かの理由で付き添えない時

もって（筆者註：親の付き添いを必要としないた

は，子どもは学校を休まなければならない。3）

めの）
『条件整備』を実体化する以外にありません。

付き添いが常態化すると，他の子供たちや職員

（中略）1 ヵ月後の 12 月 6 日（火），歩を登校さ

に，「障害児や難病の子供には親が付き添って当

せた後，親はただちに帰宅します。当日の学校に

然」という差別意識を定着させる。4）安全性が

おける必要な態勢は，全て市教委の責任で用意し

17）

。
低下する，というものであった （平本 1995）

てください。（平本 1995）

平本は 2）と 4）の 2 つの問題を解決する方策と
して，親の認めた代行者の付き添いという案を

11 月 27 日には平本夫妻の呼びかけで「医療

提出した。市教委との交渉の結果，代行者の行

的ケアの必要な子どもたちの就学を保障する会」

為の全てを「親の責任」とした上で，時と人を

の発足集会が開かれた 19）。この集会に参加を呼び

限定せず許可された。1994 年 2 月以降，毎週土

かける案内のビラには，歩が教員の協力により

曜日に，
「なのはなの会（人工呼吸器をつけた子

学校生活を楽しく送れている一方で「尼崎市教

の在宅を支える会）」のメンバー 2 人が学校に付

委の予断と偏見による差別との闘い」でもある

き添った

18）

。この時の話し合いでは，今後親の付

き添いを必要としない条件整備に向けて市教委
側が努力することを確認した（平本 1995）。
話し合いのおよそ 1 年後，
1994 年 8 月 25 日に，

とし，あくまで教委との闘いであるとしている。
迎えた 12 月 6 日，弘冨美は 2 時間目から養護
担任に介護を引き継ぎ，約 400m 離れた自宅に
戻る。引き継ぎの際に，校長は「まだ態勢がで
きていないので帰らないでほしい」と引きとめ

17）4）の「安全性が低下する」とは，学校内におい
てだけでなく，子どもの生活全般の安全性が，親
が日中付き添いをすることで低下するという意味
である。
「親は 24 時間ケアをしており，せめて学
校に行っている間だけでも交替してもらえれば，
その間親は休養できるし，最も危険性の高い夜間
に熟睡して異常を知らせるアラームに気が付かな
いといったことも少なくなり，安全はより高まり
ます」（平本 1995）。
18）付き添いの代行をしていた 3 人の内，2 人は看護
婦の免許をもち，1 人は非医療職者であった。い
ずれも，歩の就学前より平本宅で医療的ケアを
行っていた。
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るが，弘冨美は「置いていっても大丈夫だとい
うことを事実が証明してくれると思う」と述べ
た（日経新聞 1994 年 12 月 6 日）
。歩の痰の吸引

19）この会は後に，「平本歩さんの親の付き添いをな
くす会」（1997 年 12 月 7 日発足）と「なのはなの
会」
（1990 年 4 月 1 日発足）との共催で，
教育学者，
弁護士，医師などの識者を呼んで，親の付き添い
と教育の問題を多方面から議論し，冊子として残
している。
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が必要になると，指示を受けた養護担任が弘冨

を評価する基準としてそれぞれ何に準拠してい

美に連絡し，医療的ケアを行い，再び帰宅した。

たのかを検討することを通じて，両者の対立点

頻度は 1 時間に 1 回程であった（産経新聞 1994

を鮮明にしていく。

年 12 月 6 日）。

もう 1 つの問題は，呼吸器をつけた子どもに

平本の実力行動を受けて，尼崎市の教育長が

親が付き添っていないという状況を，
「生命にか

コメントを寄せる。「歩ちゃんの問題につきまし

かわる問題」と公的に表現することが妥当であ

ては，保護者の方と話し合いを続けてまいりま

るかどうかである。弘冨美は，直接行動を取る

したが，こうした結果になって，きわめて残念

背景にある問題として「人工呼吸器をつけてい

です。／子どもの生命にかかわる問題ですので，

るだけで，本当に安全なのかと差別と偏見の目

慎重に行動してほしいと思います（以下略）
」
（傍

で見られ，生きる幅を狭められる」と語ってい

点筆者）（平本 1995）。このコメントに対して，

た（神戸新聞 1994 年 12 月 6 日）
。そして実力行

12 月 13 日，平本夫妻は抗議文を提出し，公式

動に対する市教委側の反応もやはり，安全性の

の場での謝罪を要求した。両者の対立点となる

観点から批判を受けることになった。ここで弘

のが，生 命に か かわる問 題という箇所である。

冨美が問題としているのは，
「子どもの安全性」

弘冨美は憤激した理由として以下のように述べ

という言葉が「差別と偏見」になる可能性があ

る。

るということである。次節では，安全性という
言説により，子どもの教育への参加制約が生じ

「生命にかかわる問題」と安易に公表することが，
呼吸器をつけ地域で必死に生きている親子にどん

る具体的な状況を論じていくことで，弘冨美の
主張の含意を展開させていく。

な悪影響をもたらすか。（平本 1995）

Ⅳ．安全性の評価基準をめぐる対立と
実力行動をめぐる教育長と平本とのやりとり

教育の参加制約

には，互いに影響し合う 2 つの問題が混在して
いる。1 つは，実力行動が実 際に 子どもの生命

1．安全性の評価基準をめぐって

にかかわる行動であったか否かである。教育長

親と教委の安全性の評価基準の違いを明らか

はそれを生命にかかわる問題と評したが，弘冨

にするにあたって，本節では自然学校で学校側

美によれば「学校側と親とで安全性に対して万

が親の付き添いを外す提案をしたことに着目す

20）

。
全の態勢を取っていた」という （平本 1995）

る。

次節では，実際に生命に関わる行動であったか

歩の場合，親の付き添いという市教委側の提

否かを検討するのではなく，親と教委が安全性

示した就学の条件は 6 年間変わらなかったが，
例外的に付き添いを外す提案を受けることも

20）「万全の態勢」とは，学校内にいる教員と連携し
ていたという意味である。例えば歩の痰が溜まっ
てすぐに連絡が入っても，平本宅から学校までは
自転車で 5 分ほどの距離がある。仮にその時間に
痰が詰まってしまっても，ある教員は痰の吸引を
する技術を身につけており，すぐに対応してもら
えるよう調整していたという。そのため，平本美
代子によれば，この実力行動は教委やマスメディ
アが過熱に報道したような，子どもの命を実際に
危険に晒すような「いちかばちかという感じでは
ない」という【平本 2012】。

あった。1996 年 6 月，歩が 5 年生の時の 5 泊 6
日の自然学校と，6 年生の修学旅行である。自
然学校の場合，2 ヶ月前に学校側から平本夫妻
への説明があった。そこで自然学校の期間中，
歩に看護師を 2 名つけ，親の付き添いを外すと
いう提案がなされた。実際には，看護師が 3 名
付き添ったが，弘冨美は自ら希望し，同行して
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いた。付き添いから外れるために激しい運動を

法的に認められている医療職よりも，歩という

展開してきた弘冨美が，その機会を放棄するに

1 人の子どもの感情表現の特徴やコミュニケー

は以下の理由があった。1）学校側は医療的ケア

ション方法，ケアの方法，緊急時の対応などの

を親に任せてきたため，ケアの実態を深く知る

個別性を考慮できる支援者が必要であると感じ

必要もなく過ごしてきた。そのため，生命に関

られていた。

わる医療的ケアの実施の重大さがわかっていな
い。2）わかっていないが故に「看護婦さんであ
ればケアが出来るという安易な看護婦信仰」が
あり，看護婦の手配が遅れた。3）担任からも，

2．医療的ケアを必要とすることによる教育の
参加制約
人工呼吸器をつけ，医療的ケアを必要とする

学年主任からも「安全性の確保に対する質問も

子どもが，生命を落とす危険性がある存在とし

研修依頼」もこないこと。親の提案から何度か

て意味づけられ，その結果教育の参加制約を受

研修を行うが，内容が不十分である。4）ケアの

ける状況として，本節では教室移動の場面を取

蓄積無く，緊急時の体制も不十分。5）学校側と

り上げる。

親の意志統一ができていなかった（バクバクの
会 1996）。

歩としほりが低学年の時，授業を受ける教室
は 1 階にあった。ただ，教室移動はあり，図書

看護婦の付き添いによって，親の付き添いを

の教科を受ける図書室は 2 階にあった。クラス

解消できるとした学校側の考えから，その安全

の子どもは階段を上っていたが，歩やしほりの

性評価の基準が窺える。その基準は，医療的ケ

場合，子ども自身に加えて，ストレッチャー，

アを医療職が実施できるかどうかであったとい

呼吸器，モニター，加湿器，吸引器などの機器

えるだろう。それに対して，弘冨美は学校側の

も移動する必要があった。就学当時，小園小，

安全性評価の基準を「看護婦信仰」という言葉

井高野小共にエレベーター及びリフトが設置さ

でまとめ，それでは安全性を保障することには

れていなかったため，階段を使って移動しなく

ならないと主張した。その主張を美代子は補足

てはならなかった。だが，移動は現場の教員や

してこう述べる。

教委側から拒否されることがあり，歩としほり
はクラス行動とは離れ，1 階で個別に教育を受

普通に考えたら看護師さんが一緒についてくれて

けることになった。その時，移動の制限が加え

いたら，別に親がついてこなくても，と思うんだ

られる理由として，平本美代子と吉岡由美子は

けれども。日常の生活の様子だとか，本人とのコ

共通の経験をしている。

ミュニケーションをとるだとか，そういうことを
全く知らない人（筆者註：看護師）が来るわけで

平本：
（筆者註：理由として）人手が足りないとか。

すよ。そういう人に，「じゃあ明日から 5 泊でお

時間が足りないとか。危ないとか。呼吸器を運ん

願いします」とできるわけないですよね。それこ

だりするのは医療行為やとか。【平本 2011】

そ命が保障されないですよね。【平本 2012】

吉岡：しごく当然のようなことを言って。だから
あなたはここで待っててね。ここにいててね，い

美代子によれば，歩の必要とすることは「治

るしかないんだよというふうに説得してしまう。

療じゃなくって，やっぱりケア。医療的要素を

それで，
「そうかなぁ，行きたいなぁ」というこ

もった生活面を支えてもらう」ことであった【平

とも言えないようにしてしまう。【吉岡 2011】

本 2012】。そこでは，医療的ケアを行うことが
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教員の持ち出す理由は複数存在したと語られ

るもの」であったという平本の主張を市教委は

ているが，その 1 つに「危ない」という理由があっ

認めず，対立は残った。市教委はそれを禁止し

た。歩の場合，1 年次には実態として垂直移動

ていた理由として，「初めてのケースでもあり，

が行われ，事故もなかった。その際には，弘冨

当時の考えられる（想定される）危険な要素を

美と養護担任に加え，合計 3，4 名の教員の応援

すべて取り去っていこうとする姿勢からでてき

を受けて実施していた（平本 1995）。ところが，

たものである」と述べ（平本 1995），差別では

歩が 2 年次に進級した際に，市教委側が垂直移

なく安全性への配慮からきた判断であると主張

動の危険性を指摘し，禁止された。その市教委

した。このように教育現場では医療的ケアその

の対応に関して弘冨美は以下のように考えを述

ものが問題になっただけではなく，医療的ケア

べる。

を必要とする子どもが，他の子どもと同等の教
育参加をすることが危険であるという理由から，

“ 垂直移動の禁止 ” は，2 階以上で行われる授業

参加制約を受けることが問題となっていたので

は「受けさせない」ということです。障害や難病

ある。さらに危険という理由の提示が，呼吸器

の有無に関わらず，教育を受ける権利は保障され

をつけ，医療的ケアを必要とする子どもへの「偏

なければなりません。（中略）実態を何も知らず，

見」によるものであったかどうかが争われた。

知ろうともせず，さらに，1 年間の実績（学校現
場では，必要に応じて垂直移動してきたし，安全

Ⅴ．考察

性においてなんら問題は起こっていない）がある
にもかかわらず，安易に行動制限してくる市教委

本稿では医療的ケアの必要な子どもが普通学

の姿勢や対応は，予断と偏見に基づく差別であり，

校に就学し教育を受けることをめぐって，どの

教育を受ける権利，基本的人権に関わる重大な問

ような問題が生成したのかを親の主張と運動か

題と言わなければなりません。（平本 1995）

ら検討してきた。その問題を以下 3 点にまとめ
ることができる。

平本夫妻は，垂直移動の安全性に問題がない

1）教育現場に親が付き添っていることの弊害

ことを証明するために，市教委委員やマスメディ

である。Ⅲ―2 で触れたように，その弊害は子

アの前で，公開実践した。歩を乗せたベッドと，

どもの自立，教育権の保障，差別意識，子ども

台車，呼吸器などを 3 回にわけて運ぶことで，2

の居宅での安全性という 4 つの観点から指摘さ

人の介護者で十分に移動が可能であることを実

れた。注目すべきは，この 4 つの指摘のいずれも，

証した。その日の夕刊には「障害児移動ほらで

子どもにとって付き添いがどのような弊害を持

きた

つのかという観点からなされていることである。

親の実演で禁止撤回」との記事が掲載さ

れた（朝日新聞 1993 年 8 月 31 日夕刊）
。この教

これまでの研究でも，子どもの教育権の保障の

室移動の場面からいえることは，呼吸器をつけ

指摘はあったものの（下川 2003），付き添いを

た子どもを垂直に移動させるという行為が，実

する親の心身の負担という点がその弊害として

際に危ないかどうかを教委側が精査せずとも，

強調されてきた（仁宮他 2002）。付き添いの問

「安全性」という言説によって，その行為を制約
することができるということである。
この後，両者の間で安全性に対する合意はな
されたが，垂直移動の禁止が「予断と偏見によ

題に限らず，医療的ケアの必要な子どもをめぐっ
ては，親の負担が問題化され，親への支援の必
要性が主張され，その研究が進められてきた。
親には親のニーズがあり，そのケアの負担など
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それに伴う教育措置に係る検討委員会 1997）
。
3）医療的ケアを必要とする子どもに対して，

重視されるべきものである。その意味で，自立

生命の危険性をいかに除去するかという観点で

や発達という子ども自身の視点から，付き添い

関わることによって，子どもの教育参加に制約

を批判するという親の主張は重要であったとい

が生じることが問題提起された。例えば，教委

える。

は階段を移動することが危険と判断したが，親

2）医療的ケアは必ずしも医療職の資格を基準

は移動の実態がすでにあるにもかかわらず，そ

に，その実施の安全性が保障されるものではな

の実態を知らぬまま危険であることを理由に移

いという問題提起が生じた。尼崎市教委側は，

動を禁止することを，呼吸器をつけた子どもへ

医療資格の有無をその安全性の基準として設定

の予断と偏見に基づく差別であると主張した。

していたと考えられる。一方，平本夫妻は，子

ストレッチャーに乗り，呼吸器をつけ，痰の

どもにとって必要なのは，医療的ケアを実際に

吸引などの医療的ケアを必要としている以上，

安全にできる条件であると主張した。当該個人

様々な場面で安全性の考慮を行わなければ，教

のケアに慣れていることや，緊急時の対応，本

育自体が成り立たない。安全性の考慮は当然必

人との信頼関係がその条件として考えられてい

要であり，親もそれを行う。だが安全性の保障

た。この主張の背景には非医療職である親が，

という言説は子どもの教育の参加制約を正当化

また保育園では保母（現保育士）が医療的ケア

させる理由としても機能する。不当な参加制約

を行い，無事にできていたという経験がある。

であり偏見や差別として指摘できるような場合

ニーズの帰属先である子どもの視点に立てば，

とそうでない場合とが，状況によって異なり，

実際に安全性が保障されると共に，教育への参

一概に主張することは困難である。垂直移動が

加を前提とした安全性保障の基準が必要となる。

拒否されたときに，吉岡が感じていたように，

一般的な看護技術および知識が保障されている

安全性や医療を理由とした参加制約は「しごく

看護師よりも，子どもの日常の様子を知り，実

まっとうなこと」として聞こえてしまう。「まっ

際に医療的ケアを行え，緊急時にも適切な対応

とうなこと」とは，安全性を保障することは，

ができるよう訓練している者であれば，それが

当事者である子どものニーズであり，逆にそれ

仮に非医療職であっても，子どものニーズに合

を否定することは子どものニーズを考慮してい

致する可能性が高いといえるだろう。非医療職

ないかのように意味づけられると解釈できるだ

の実施にあたっては，その安全性が疑問視され

ろう。尼崎市教委が平本の直接行動を，生命を

るが，1997 年には，関東地区の医師 205 名が当

危険に晒していると指摘したように。

時の厚生省に提出した要望書の中に，特定の対

改めて，歩やしほりがなぜ普通学校に行った

象児に限定して，医療的ケアを教職員や施設職

のか。それは自身の生命の安全性を高めるため

員も安全に実施可能であるという見解が示され

に学校に行ったのではない。学校で教育に参加

ている（平本歩さんの親の付き添いをなくす会

し，他の子どもとの関わりを持つためにそこに

1998）。また，横浜市の養護学校ならびに神戸市

行ったはずである。教育に参加するというニー

の検討委員会では，教員が医療的ケアを安全に

ズを踏まえれば，医療的ケアの必要な子どもの

実施できるという見解のもと，実施され，教育

安全性を保障していくことに偏重する対応は，

への参加が進められてきた（平野 1996；盲・養

子どものニーズに合致しない。安全性に偏重し

護学校における重度・重複障害児の健康管理と

た対応は，事故などの問題を起こしたくないと
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いう教委や学校の利害が関わっているものと疑

い，自立生活を送っている。自立生活には幼少

うべきであろう。確かに医療的ケアの必要な子

期からの地域での経験が多大な影響を与えてい

どもに実質的な教育への参加を保障していくこ

るであろうし，医療的ケアの必要な子どもが将

とは様々な配慮の積み重ねが必要である。例え

来，自立生活を送る上での 1 つの有効な段階と

ば歩とは対照的に，しほりは 5 年次に 2 泊 3 日

して，地域の学校への就学は考えられるべきで

の林間学校に親の付き添いなしで参加していた。

あろう。

参加と安全性を両立させるために学校側は緊急

2）医療的ケアの必要な子どもの普通学校就学

時の救急病院の依頼，市教委への要求書の提出・

によって顕在化した 2 つの問題，すなわち医療

交渉，入浴介助・機器の研修，教育・医療・機

的ケアの実施主体が親と医療職に限定されてし

械のスタッフの役割分担などを周到に準備して

まうこと，そして，子どもへの関わりが安全性

いた（バクバクの会 1996）。そのような配慮と

という限られた観点から始まってしまうことは，

行動の積み重ねが参加というニーズを実現させ

その後平本と吉岡の所属するバクバクの会を通

たのである。ニーズを顕在化させたのは親であっ

じて解決が目指されていく。この 2 つの問題を

ても，それを実現させていく上では専門職の協

同時に解決していくために，子どもが必要とし

力が不可欠となる。

ているのは，医療的ケアではなく，その生活を
支援してもらうことであり，「生活支援行為」と

Ⅵ．本研究の課題

呼ぶことが妥当と主張された。この主張はその
子どもたちに対する認識，関わり方を大胆に変

本研究の課題として，1）親の視点から子ども

革させるものである。バクバクの会の運動の経

のニーズを論じる方法上の限界がある点，2）普

過を記述し，その主張を検討することは，期を

通学校における問題点は提示できたが，その後

改めて行っていきたい。

どのように解決が目指され，展開されていった

本研究は以上の課題を有しているが，当事者

のかを論じられなかった点の 2 つがあげられる。

としての親の視点を通して，医療的ケアの必要

以下，具体的に述べる。

な子どもが普通教育の場に形式的かつ実質的に

1）本研究では，子どものニーズを顕在化させ

参加していく方向性を模索してきた過程を明ら

た当事者として親を位置づける方法を採用した。

かにすることができた。また，その過程におい

親は子どもに付き添い医療的ケアを実施するだ

て子どもの安全性と参加を同時に実現すること

けでなく，普通学校における多くの問題提起を

の困難も提示することができたといえるだろう。

し，子どもの教育環境の改善に向け活動してい
たことから当事者と位置づけたことは妥当で
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普通学校における医療的ケアの必要な子どもへの教育をめぐる問題の生成（八木）

Article

Arising the Educational Difficulties of Students Needing
ʻMedical Careʼ in Regular School: From the Perspective
of Their Parents as Tojisya（the Party Involved）
.
YAGI Shinʼichi
（Graduate School of Core Ethics and Frontier Sciences, Ritsumeikan University）

From the 1990s, the number of children needing ʻmedical careʼ who go to regular school instead
of specialized school has been growing. To realize the ideals of inclusive education, however, the
difficulties that such children experience in their educational environment must be researched and
understood. Therefore, this paper examines the educational difficulties of students needing medical
care from the perspective of their parents as

（the party involved）who act on their

childrenʼs behalf to advocate for improved educational conditions. Specifically, this study focuses
on two cases in 1992 in which children using artificial ventilators and needing other medical care
entered regular schools, the first such cases in Japan. The research is based on interviews with
their parents and a review of newsletters written by the parents about their childrenʼs educational
situation. The research clarifies the following problems. First, it was not good for the children
when parents attended to their medical needs in school. Second, arrangement of medical experts,
like nurses, taking care of these children at school did not always mean the safety of their
children.Third, attempts to ensure the safety of children needing medical care sometimes resulted
in restricting their participation in school events. For example, they were not allowed to go
upstairs to participate in some class, because of the risk. In conclusion, when we consider
education for children needing medical care, we need to think about safety, but at the same time
we must make it possible for them to participate in any class.
Key Words : ʻmedical careʼ, parents, profound and multiple disabilities, artificial ventilator,
the party involved（tojisha）
，

，

，
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