
医療的ケアを要する児童生徒の保護者の
レスパイトとQOL（生活の質）に関する調査

アンケート調査結果のご報告

【はじめに】
2018年2月から3月に医療的ケアを要する児童生徒の保護者の皆様を対象に実施した調査、
「レスパイトとQOLに関する調査」にご協力いただきまして、誠にありがとうございました。
おかげさまで、今回の調査には、全国の肢体不自由児教育校・病弱教育校のうち約60％にあたる
237校を通じて、675名の保護者の皆様にご回答をいただきました。
ここでは、保護者の方のQOLと学校における医療的ケアに関連した結果を中心にご報告いたします。

本報告書の内容は、公益信託山路ふみ子専門看護教育研究助成基金から助成を受けて行われた
調査研究の一部を取りまとめたものです。本研究は東京大学医学部倫理委員会の承認（倫理審
査番号11814）を受けて実施しました。 平成30年8月



【調査の概要】
・調査目的
在宅で医療的ケアを要する児童生徒の保護者のレスパイトケア利用状況とQOLの実態を明らかにする

・調査対象
全国の肢体不自由児教育校および病弱教育校に在籍し、
医療的ケアを要する6～18歳のお子さまと同居している保護者
注１：本研究における「医療的ケア」とは、医行為とは異なる日常生活に不可欠な生活援助行為であって、

長期にわたり継続的に必要とされる次のケアとしました（人工呼吸器管理、気管切開管理、酸素吸入、吸引、
エアウェイ、経管栄養、中心静脈栄養、腹膜透析、人工肛門、導尿）

注２：本研究における「保護者」とは、お子さまの医療的ケアを主として担っているお母様、またはお父様としました

・調査時期 2018年2月～3月
・調査依頼状況 全国の肢体不自由児教育校および病弱教育校395校の学校長に調査協力を依頼

⇒ 237校（60.0%）を通じて、対象者3142名に調査案内を配布
・有効回答数 675名
・調査内容

身体的な健康
活力、疲労、痛み等

精神的な健康
集中力、落ち込み等

社会的な健康
家庭内や仕事上の問題、人付き合い等

【用語の説明】
◇ QOL（生活の質）について

QOLは様々な要素をふくむ概念ですが、ここでは個人の健康状態に基づく要素を指すこととします。
QOLが高いことは、「身体的・心理的および社会的に満足のいく状態であること」を表します。
今回の調査では、保護者の健康に関連したQOLについて、身体的・精神的・社会的健康の3つの
側面を測定する一般的な成人用調査尺度を用いました。スコアが高いほど健康度が高いことを示します。

◇ レスパイトケアについて
レスパイトケアとは、介護者が行っているケアを一時的に代替することで、介護者が休息または
リフレッシュできるようにする支援のことを指します。本調査では「主にケアを担っている保護者が
医療的ケアを要するお子さまのそばを離れて、医療的ケア以外の事ができる状態」としました。
また、ショートステイや通所サービスなどの公的サービスだけでなく、他の家族による支援および
学校内での医療的ケアも含めて検討しました。

基礎情報 性別、年齢、疾患名（疾患群）など

医療ニーズ 日常的に必要な医療的ケア、言語理解、移動時の状況など

生活支援サービス 利用している医療福祉サービスの種類・利用時間など

学校関連 在籍区分（通学籍・訪問籍）、平均通学日数・時間、
学校内での医療的ケア提供者、保護者付き添いの有無など

QOL 児童生徒のQOL（保護者の代理評価）、保護者のQOL

レスパイトケア レスパイトケア利用時間、レスパイトケアを受けられたサービスの種類

家族の状況 家族構成、保護者の性別・年齢・雇用形態・睡眠時間
医療的ケアを代替できる家族員の有無など



医療的ケアを要する児童生徒の保護者のQOL（身体的・精神的・社会的健康度）
医療的ケアを要する保護者の「身体的・精神的・社会的健康度」はいずれも国民標準値（50点）
に比べて有意に低く、「社会的健康度」が特に低くなっていました。
社会的健康度の低さは、仕事や家事などの普段の活動をするときに問題を感じたり、
友人や親せき等との付き合いが妨げられているように感じていることを示しています。

 続柄：母親（96.7％）、父親（3.3％）
 平均年齢：43.6 歳［範囲 26－59 歳］
 就業：就業なし（69.6％）、フルタイム勤務（6.9％）、パートタイム勤務（18.3％）、自営業（5.2％）
 暮らし向き：大変・やや苦しい（42.0%）、ふつう（42,2％）、やや・大変ゆとりがある（15.8％）
 医療的ケアの実施者が家族内で他にいない：10.9％
 平均睡眠時間：5.4時間［範囲 2－8 時間］☚ 一般女性 [40－44歳]の平均睡眠（7.3時間）より約2時間少ない

（点）
QOL

47.4 48.5 
37.8 

50.0 50.0 50.0 

身体的健康度 精神的健康度 社会的健康度

医療的ケアを要する児の保護者 (675名)
国民標準値（2007年全国調査から平均50、標準偏差10に換算したスコア）

＊［

＊統計的な有意差あり（t検定でp<0.05）

N＝675

【要旨】
◇ 医療的ケアを要する児童生徒の保護者のQOL

国民平均と比べて、今回測定したQOLの3つの側面（身体的・精神的・社会的健康度）すべてが
有意に低くなっていました。

◇ 学校内での医療的ケアと保護者のQOL
授業中に付き添いをしている保護者は、付き添いをしていない保護者と比べて、身体的健康度と
社会的健康度が有意に低くなっていました。

◇ レスパイトケアと保護者のQOL
レスパイト時間が1日あたり平均2時間以上確保されている保護者は、1日あたり平均2時間未満の
保護者と比べて、社会的健康度が有意に高くなっていました。

【報告書の概要】
１．医療的ケアを要する児童生徒の保護者について
２．医療的ケアを要する児童生徒について（児の重症児スコア・日常生活活動と保護者のQOL）
３．特別支援学校における保護者付き添いとQOL
４．レスパイトケアと保護者のQOL（公的サービス・家族内の支援・学校内での医療的ケア）

１．医療的ケアを要する児童生徒の保護者について（回答者 675名）

＊［ ＊［



２）言語反応や身体活動状況による比較

 医療的ケアを要する重症心身障害児（重度の肢体不自由と知的障害の重複）：75.4％ (509名)
 医療的ケアを要するが、補助器具を使った歩行または言語指示に従うことができる：24.6％ (166名)

 平均年齢：11.8 歳［範囲 6－18 歳］
 日常的に必要な医療的ケア
・胃管・胃瘻（76.9％）・吸引（72.0％）・気管切開管理（38.7％）・人工呼吸器管理（26.8％）
・酸素吸入（25.6％）・経管栄養注入ポンプの使用（13.3％）・導尿（9.2％）・腸瘻（4.4％）
・エアウェイ（3.9％）・人工肛門（0.4％）・中心静脈栄養（0.3％）・腹膜透析（0.3％）

１）超重症児スコアによる比較

 超重症児スコア：中央値 15.0点［範囲 0－52 点］ 注：歩いたり、話せる小児も含めています

［参考：超重症児スコア］医学的管理を必要とする度合いを測定する指標です
◉呼吸管理：人工呼吸器(10点) 気管切開(8点) 鼻咽頭エアウェイ(8点) 酸素吸入(5点)

1時間1回以上の吸引(8点) 1日6回以上の吸引(3点) ネブライザーの1日6回以上または2時間以上(3点)
◉栄養管理：中心静脈栄養(10点) 経口全介助(3点) 胃管・胃瘻(5点) 腸瘻(8点) 経管栄養注入ポンプ(3点)
◉他の項目：継続する透析(10点) 定期導尿、人工肛門(5点) 体位交換1日6回以上(3点)

過緊張で発汗し更衣と姿勢修正1日3回/日以上(3点)

32.6％ 39.3％ 28.1％準超重症児（10-24点） 超重症児（≥25点）10点未満

75.4%

0.1% 1.5%

8.4%14.5%

言語理解

重症心身障害児
声かけに反応しない
呼びかけで振り向く
ジェスチャーや指さしがあれば言語指示に従う
言葉だけで指示に従うことができる

75.4% 1.8%

5.9%
4.1% 3.0%

9.8%

移動時の状況

重症心身障害児
常に手押しの車いすで移動する
介助や電動の移動手段を使う
手動の歩行補助器具を使って歩く
手すりにつかまって階段を昇る
手すりなしで階段を昇る

 疾患群
147人/21.8%

123人/18.2%
53人/7.9%
53人/7.9%

51人/7.6%
43人/6.4%

42人/6.2%
29人/4.3%

26人/3.9%
25人/3.7%
24人/3.6%

21人/3.1%
38人/5.6%

低酸素性虚血性脳症
染色体または遺伝子に変化を伴う症候群

脳性麻痺
神経・筋疾患

脳炎脳症後遺症
脳・脊髄の先天奇形

てんかん
二分脊椎

内分泌・代謝系疾患
脳出血・脳梗塞後遺症

循環器系疾患（心疾患など）
呼吸器系疾患（気管支・肺疾患など）

その他（上記以外）

２．医療的ケアを要する児童生徒について (分析対象 675名)



46.5 48.6 
37.6 

49.2 48.4 
38.2 

50.0 50.0 50.0 

身体的健康度 精神的健康度 社会的健康度

超重症児スコア 10点以上の児の保護者 (455人)
10点未満の児の保護者 (220人)
国民標準値（2007年全国調査から平均50、標準偏差10に換算したスコア）

動ける（または話せる）重症児の保護者のQOL（身体的・精神的・社会的健康度）
動ける（または話せる）重症児の保護者は、医療的ケアを要する重症心身障害児の保護者と
比べて、各健康度の平均スコアに統計的な有意差はありませんでした。
国民標準値と比べて「社会的健康度」が特に低い傾向も示されました。

（点）
QOL

47.3 47.8 
38.2 

47.4 48.8 
37.6 

50.0 50.0 50.0 

身体的健康度 精神的健康度 社会的健康度

医療的ケアを要する、動ける/話せる児の保護者 (166名)

医療的ケアを要する重症心身障害児の保護者 (509名)

国民標準値（2007年全国調査から平均50、標準偏差10に換算したスコア）

N＝675

準・超重症児の保護者のQOL（身体的・精神的・社会的健康度）
（準）超重症児（超重症児スコア10点以上）の保護者は、超重症児スコア10点未満の児童生徒の
保護者に比べて、「身体的健康度」が有意に低く、保護者の活力や疲労など身体的な面に
影響していることが分かりました。

＊［

＊統計的な有意差あり（t検定でp<0.05）

（重複回答あり）

6.1
11.7

53.3
96.1

学校介護職員
養護教諭

教諭
学校看護師 （％）

参考：調査協力校における職種ごとの医療的ケア実施率（調査協力校のうち180校）

（点）
QOL

N＝675



 通学籍の児童生徒 597名のうち、19.4％ (116名) の保護者が授業中の付き添いを行っていました

授業中の付き添い有無による保護者のQOL（身体的・精神的・社会的健康度）
医療的ケアを要する児童生徒に授業中の付き添いをしている保護者は、付き添いをしていない
保護者に比べて「身体的健康度」と「社会的健康度」が有意に低くなっていました。
学校での付き添いによる肉体的な疲労や社会活動の制限による影響が考えられます。

授業中に保護者が付き添いをしている児童生徒の特徴
保護者が授業中に付き添っている児童生徒の重症児スコア（平均22.1点）は、保護者付き添いのない
児童生徒（平均14.9点）と比べて高く、医学的管理の必要度に差がありました。
保護者付き添いのある児童生徒では、人工呼吸器等の呼吸管理を要する割合が特に高くなっていました。

３．特別支援学校における保護者付き添い

（点）
QOL

80.6% 5.7% 8.8% 4.9%

通学中の保護者付き添い状況

付き添いはしていない 学校近隣（敷地外）に待機 学校内に待機 教室内に待機

付き添いあり 19.4%

84.5% 81.9%

56.9% 51.7%
32.8% 35.3%

73.0% 66.1%

16.8%
29.9%

7.9%
19.3%

胃瘻・胃管 吸引 人工呼吸器

(口・鼻マスク含む)

気管切開 気管切開+人工呼吸器 酸素吸入

授業中の保護者付き添いあり（116名） 付き添いなし（481名）

44.9 48.0 

35.9 

48.0 48.6 
38.7 

50.0 50.0 50.0 

身体的健康度 精神的健康度 社会的健康度

付き添いをしている保護者 (116 名)
付き添いをしていない保護者 (481名)
国民標準値（2007年全国調査から平均50、標準偏差10に換算したスコア）

＊［

＊統計的な有意差あり（t検定でp<0.05）

N＝597

＊［



 （調査時から過去１週間で）公的サービス利用中のレスパイト時間がゼロだった保護者は 30.1％、
他のご家族に任せてレスパイトできた時間がゼロだった保護者は 36.5％おられました。

４．レスパイトケア

（回答者 654名）

レスパイト時間による保護者のQOL（身体的・精神的・社会的健康度）
公的サービス・学校内での医療的ケア・他の家族の支援によるレスパイトを足し合わせた時間が、
月60時間以上の保護者は、月60時間未満の保護者よりも「社会的健康度」が有意に高くなって
いました。

（点）
QOL

（回答者 673名）

（回答者 666名）

45.5 48.1 

34.9 

47.9 48.6 
38.8 

50.0 50.0 50.0 

身体的健康度 精神的健康度 社会的健康度

レスパイトが月60時間未満の保護者 (142名)
レスパイトが月60時間以上の保護者 (489名)
国民標準値（2007年全国調査から平均50、標準偏差10に換算したスコア）

＊［

＊統計的な有意差あり（t検定でp<0.05）

N＝631

30.1% 14.2% 14.6% 15.7% 14.8% 10.6%

公的サービス利用中に、主たる養育者がレスパイトできた時間

0時間/週 0.5－3時間/週 3.5－6時間/週 6.5－12時間/週 12.5－24時間/週 25時間以上/週

0時間/週

28.5%

2.0% 3.1%

18.0% 47.2% 1.2%

学校内での医療的ケアによって、主たる養育者がレスパイトできた時間

0時間/週 0.5－3時間/週 3.5－6時間/週 6.5－12時間/週 12.5－24時間/週 25時間以上/週

0時間/週

36.5% 28.8% 14.4% 10.5% 4.5%5.3%

他の家族に医療的ケアを任せることで、主たる養育者がレスパイトできた時間

0時間/週 0.5－3時間/週 3.5-6時間/週 6.5－12時間/週 12.5－24時間/週 25時間以上/週

0時間/週



東京大学大学院医学系研究科 健康科学・看護学専攻 家族看護学分野
研究責任者： 上別府 圭子 連絡・調査担当者： 鈴木 征吾
〒113-0033 東京都文京区本郷7-3-1
TEL: 03-5841-3399 E-mail: 77ikea@gmail.com

本報告書に関するお問い合わせ先

【おわりに】
ここでは保護者の方のQOLについてご報告しましたが、医療的ケアを要する児童生徒のQOLに関する調査を
継続しています。今後も、地域や学校における医療的ケア体制の整備に結び付けられるよう、研究を進めて
参ります。さいごに、本調査にご協力くださいましたご家族、学校関係者の皆様に厚く御礼申し上げます。
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