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在宅人工呼吸器の発達と普及～テクノロジー・ライフサイクルモデルからの検討～ 

コリー紀代、大塚健 

 

Keyword：在宅人工呼吸器、医療的ケア、テクノロジー・ライフサイクルモデル、医療

テクノロジーの普及、技術習得の逆転現象 

 

はじめに 

医療技術の発展に伴い、気管内吸引や経管栄養といった医療的ケアを必要とする人々

が病院から在宅へと居住の場を拡大し、家族の、主に家庭内ケア提供者になりがちな母

親のバーンアウト等が問題視されるようになった。ヘルパーによる気管内吸引実施の是

非についても議論となり、在宅における医療行為の一般化は、医療技術の提供者と利用

者がともに、目の前にいる人工呼吸器装着患児・者の命を救うという生命倫理と、当該

行為が違法となる可能性とのはざまにおいて葛藤を生じ、昨今では「医療的ケア問題」

として、広く障がい児(者)の家族、教育者、医療者等に認知されている１）。 

医療的ケア問題の発生には、医療技術の発展による医療機器の小型・軽量化、コスト

ダウン、操作の簡便化２）も影響しているが、当該医療技術が健康保険の対象となるこ

とも、大きな条件と考えられる。すなわち、医療機器が一般家庭で扱える程度に小型・

軽量化すること、家族が取り扱える程度に操作の簡便化が達成されたこと等が技術的要

因といえる。加えて、レンタル等のサービスが整備されたこと、長期入院や社会的入院

への対応策として在宅サービスの充実が求められた結果、退院させ自宅に帰すことで病

院の収入増につながる保険点数体系に整備されたこと等が社会的、制度的要因となる。

このような種々の条件が整備された結果、医療的ケアを必要とする人々を積極的に在宅

へ戻す推進力となったが、在宅における医療技術を提供する医療職の不足により、医療

的ケア問題を発生させることとなった。診療報酬に在宅人工呼吸器指導管理料が設定さ

れたのは、1990年のことであり、それから約 20年経過しているが、在宅人工呼吸器装

着児(者)数の統計は継続して行われておらず、最新のものでは、平成 13 年に厚生労働

省が全国 3298病院・医療機関を対象にアンケート調査を実施し(回答率 22％)、約 14,000

人の在宅人工呼吸器装着児(者)がおり、その後も増加傾向にあると推計しており、今後

も医療的ケア必要児(者)は増加の一途をたどると予想される 3）。 

そこで拙論では、ムーア（A.Moore）の提唱したテクノロジー・ライフサイクルモデ

ル４）に沿って医療的ケアの歴史的変遷を振り返り、今後の将来予測を検討することを

目的とする。 

 

用語の定義：拙論において、医療テクノロジーとは医療技術を指し、技術を個人のス

キルという意味で用いる。 

 



テクノロジー・ライフサイクルモデルとは 

医療関係者であれば、基礎教育時点で人間のライフサイクル、あるいはライフコース

に関する講義を受ける。人間のライフサイクルはしばしば四季にたとえられ、出生後か

ら青年期の春、成人期の夏、熟年期の秋、晩年は冬をイメージさせる。ライフサイクル

の理論で最も有名なものは、エリク・H・エリクソンであろう。彼は人生を 8 つの段階

に分け、それぞれで解決すべき課題（発達課題）があるとした。一方、テクノロジー・

ライフサイクルモデルとは、ムーアによると、「新たな製品がどのように市場に受け入

れられていくかを理解するためのひとつのモデルである」４）という(図 1)。彼は、新製

品の誕生から市場における衰退までを 5つの段階に分割し、各段階における顧客層をイ

ノベータ―、アーリー・アダプター、アーリー・マジョリティ、レイト・マジョリティ、

ラガードと名付けた。新しいテクノロジーが用いられた製品を追い求める人たちをイノ

ベータ―と呼び、アーリー・アダプターは、彼らが抱えている問題への対応に新たなテ

クノロジーが有効である可能性が高ければ、その製品を導入しようとする人々である。

アーリー・マジョリティは、他社の導入事例からその有効性を確認した時に、その製品

を購入しようとする。レイト・マジョリティは、実績のあるものを使いたいという志向

を持ち、ラガードは、新たなテクノロジーには全く興味を示さない人々、とされている。

ムーアはプロセスのスムーズな進行を重視し、例えば、第 2段階のアーリー・アダプタ

ーが新規性無しと判断し、第 3段階のアーリー・マジョリティがその製品の有効性に懐

疑的である場合は、プロセスが滞ってキャズムと呼ばれる溝となり、その製品は市場に

受け入れられなくなるとする５）。 

 

在宅人工呼吸器の発達と普及の歴史 

ここで、上述したテクノロジー・ライフサイクルモデルに沿って、医療的ケアのうち、

在宅人工呼吸器の発達と普及の歴史を振り返ることにする。 

まず、世界で最初に開発された人工呼吸器についての記載は 1838 年、スコットラン

ドの John Dalziel らによるタンク式人工呼吸器である。人工呼吸器といっても機械式

ではなく、箱のような形態の呼吸器の中に患者が座り、医師がレバーを上下することで

患者の周りを陰圧にし、胸郭を広げ呼吸を補助するという仕組みであった６）。最初に広

く使用された電動式の人工呼吸器は、1928 年にボストンのエンジニアであった Philip 

Drinkerが開発した「鉄の肺（Iron lung）」とされている６）。 

我が国の例を見てみると、1937 年の「模範看護學 上巻」には、すでに「種々の原

因で呼吸が止つた場合、救急處置として必ず行ふべきものは人工呼吸法である」７）と

記載されており、3種類の胸部圧迫による人工呼吸法や去痰剤がいくつか紹介されてい

るが、手動式のみの記載であり、吸引、酸素吸入等の記載はなかった。1947 年の「育

児と治療より見たる小児科学」には、「酸素吸入は呼吸作用を助けると同時に、他方心

力を維持する譯（わけ）で、肺炎等の際に酸素瓦斯（ガス）を充分に供給すると、呼吸



困難やチアノーゼ等は數分で軽快し･･･(括弧内筆者、以下略)」８）と酸素吸入や蒸気吸

入の記述があった。1964 年の「KS新書別冊 和・英・独・ラ 看護カルテ用語」には、

「吸引 [E] inspiration」「吸引器 [E] suction apparatus」９）「人工呼吸[E]artificial 

respiration」10)が掲載されていた。その 5 年後の 1969 年、「看護で扱う医療器械Ⅰ」

に中央配管方式による電動式吸引器が登場し 11）、「手動式人工呼吸器を用いて 20~30 分

間人工呼吸を行ってもなお呼吸が回復しない場合、(中略)、自動式人工呼吸器（レスピ

レーター）に切り替え継続治療が行われる」12）とあり、1960 年代頃から自動式人工呼

吸器が臨床で使用される等になったと推測できる。昭和 53 年の医師国家試験問題には、

麻酔科の問題としてレスピレーターに関する問いがあり 13）、自動式人工呼吸器が標準的

な治療として確立してきた時期であると考えられた。その後、現在のような在宅用の人

工呼吸器が現れたのは 1975 年ごろのこととされている 14）。 

以下、立命館大学生存学研究センターのホームページ 14）からの引用である。 

 

1978 年（昭和 53 年）、佐藤は東京都板橋区に在住していたＡＬＳの症例をボランテ

アとして訪問診療していた。当時、42歳の男性で、1980年 10月に呼吸停止、以後、人

工呼吸器を装着していたが、1983年に装着したまま在宅療養に移行した。［略］本例は

今年で、呼吸器を装着してから 16年、在宅療養に移行してから 13年になるが、ＡＬＳ

患者が呼吸器装着してまでも、在宅療養を家族の中で続けて、人間としての尊厳を保ち、

父親としての役割を立派に果たしている。当院に開設したＡＬＳ医療相談室に訪れる多

くのＡＬＳ患者が呼吸器を付けるべきか否かで悩んでいる時、本例の療養の歴史がこの

上とない励ましとなっている。」（佐藤他［1996］＊） 

＊佐藤猛・吉野英・星研一・中谷雪・浜明子・三枝政行 1996 「筋萎縮性側索硬化

症（ＡＬＳ）の医療相談――３年間の実績と今後の課題」，厚生労働省特定疾患「特定

疾患に関するＱＯＬ研究班」平成８年度第２回班会議（研究発表会） 

 

1982年には、長期在宅人工呼吸器装着患者の外泊に関する池内らの報告があり、1983

年に人工呼吸器を装着したまま在宅へ移行している。そのため、1983 年ごろが在宅で

人工呼吸器が使用された初期の事例であるとみられる 15）。そして冒頭にも述べたように、

1990 年に在宅での人工呼吸器管理料が保険点数化され、現在の在宅人工呼吸器へとつ

ながっていく。同年、脳死臨調も発足したことからも、人工呼吸器装着期間の長期化や、

それによる社会的入院はすでに社会的問題となっていたことが考えられる。 

鉄の肺が登場し、ポリオの流行と共に生産が拡大され、その後、気管切開との比較か

ら衰退していった６）ように、新しい技術が開発されては医療市場に出回るようになり、

さらに新しい技術の登場によって衰退していくことを繰り返すことがわかる。 

 

一般的テクノロジーの発達と医療テクノロジーの発達の差異 



携帯電話のような一般的テクノロジーの発達と、医療におけるテクノロジーの発達に

は、共通項も多くみられるが、特に、以下のような４つの相違点がある。 

第 1に、在宅人工呼吸器は、医療機器という特性を持つため、顧客は医療サービスの

消費者である患者ではなく、医療サービス提供者である医師となることが、ムーアのモ

デルとは大きく相違する。すなわち、エンドユーザーである患者に選択権はなく、医師

の志向に依存しているということである。 

第 2に、医療的ケア問題においてのキャズムには、医療的ケアを医師・看護師等の医

療職以外のものが実施することを禁じる医師法と保健師助産師看護師法 16）が挙げられ

る。自身や家族の生命を守るという生命倫理と法を犯すというジレンマに陥りながら、

人工呼吸器装着者とその家族は、彼らが置かれた状況と必死に立ち向かいながら生活し

ている。これは、一般的テクノロジーには起こり得ない状況でもある。 

第 3に、急性期病院においては長期入院が許されないため、どうあっても在宅に戻ら

なければならず、選択肢も限られているという点も、一般のテクノロジーを購入するか

どうかの選択とは異質なものになっている。 

第 4に、医療テクノロジーの般化と共に、ケアの担い手である医師や看護師等の専門

職が不足し、医療的ケア問題をもたらした。専門職の不足による影響は、一般のテクノ

ロジーの普及プロセスと比較して、深刻になりやすい。同様のケースに、①看護師によ

る静脈注射の例 17）、②救急救命士による気管内挿管の例 17）、③AED の例 18,19）がある。

①と②に関しては、医師から看護師や救急救命士といった資格保持者に対する権限拡大

や業務委託の形態をとっており、②と③に関しては、緊急を要する人命救助である点と

継続性が無いことが特徴である。一方で、医療的ケア問題は、患者や家族といった資格

を持たない者が実質的なケア提供者になり、しかもそれが長期にわたり継続されるとい

った特徴があり性格が異なるものである。退院してしまえば家族にすべてを任せ、在宅

のことは関係ないとでもいうような、医療者のイグノランスから生まれた問題でもある。 

医療におけるテクノロジーの般化を阻止することはできない以上、次々と開発される

新しいテクノロジーをどう般化させ、安全に普及させるかが、医療的ケア問題解決の糸

口となると考えられる。 

 

技術習得の逆転現象 

医療テクノロジーの般化、換言すれば、医療の提供様式の変化により、医療が病院等

の施設内のみで提供されていた「集中型」から、施設外にも拡大した「拡散型」へ変遷

してきた。医療的ケア問題におけるキャズムには、医療行為を専門職の独占業務である

とする関連法規のほかに、潜在的なものがもうひとつある。患者が人工呼吸器に毎日触

れることで習熟度を高め、人工呼吸器に不慣れな専門職と比較して技術的に熟練してい

る場合がある。例えば筆者は、在宅療養生活の長い患者・家族が医療的ケアを指導し、

ヘルパーやパーソナル・アシスタントを育成するという状況を経験したが、ここでは、



この状況を技術習得の逆転現象と呼ぶこととする。 

この現象の問題点はいくつか挙げられるが、一例として、保健師教育の問題が挙げら

れる。保健師教育は、2010 年に 6 か月以上という指定規則が 1 年以上に延長され、よ

り深い学識と技術を求められるようになった 20）。しかしながら、現行の大学における教

育制度では、必要単位 23 単位のうち、かなりの部分が看護教育科目の中から読み替え

され 21）、看護師免許と保健師免許を同時に取得できるため、看護師の臨床経験がなくと

も保健師として就職することができる。看護基礎教育の過程において学生は看護師免許

を持たないものとされるため、人工呼吸器や気管内吸引といった侵襲の高い行為は看護

師や看護教員等の直接監督下でなければ行うことができず、当然のことながら実習の機

会が尐ない。大学卒業後、そのまま保健師となった場合、技術を習得する十分な機会も

なく、在宅医療に携わることになる。そのため、保健師の中には、看護師免許をペーパ

ー・ライセンスと言い、医療行為に対し务等感を感じている者も多い。また、保健師の

現任教育も医療分野で受講機会がない保健師が多かったという報告もあり 22）、このよう

な保健師教育と臨床のギャップから、自信のない分野には興味関心を向けるはずはなく、

在宅サービスを最も必要としている重症児(者)に対する施策策定が遅れる結果につな

がっていることが考えられる。現に、重症児(者)の保護者の保健師に対する期待は低く、

保健師の側も実際にケアを提供するのは訪問看護師等の役割と認識 23）している部分も

ある。しかしながら、ニードに合ったサービスを創設する職種である保健師が医療的ケ

アを敬遠してしまうことで、サービスの内容も量も限定的となり、今あるサービスに人

を合わせるということになりかねない。保健師教育の大学院化も進められているが、保

健師の基礎教育に必要な内容について、医療テクノロジーの般化や技術習得の逆転現象

も考慮して検討され、予防や公衆衛生という０（ゼロ）次医療に加え、医療行為にも習

熟した保健師の育成が期待される。 

 

在宅人工呼吸器の今後 

在宅人工呼吸器をはじめとした医療的ケアの普及に関し、専門職、患者・家族、教育・

福祉職等、様々な立場から検討が進められている。在宅人工呼吸器が将来どのように使

われるようになるかは、技術習得の逆転現象をどうとらえるかで異なる。まず、技術習

得の逆転現象の捉え方には、患者・家族が教えられる程度に医療的ケアを習得している

ため、エンパワメントの側面からは理想的ととらえるか、あるいは、専門職の立場から

独占業務への侵害とみて、専門的教育を受けていない家族が医療的ケアをヘルパーに指

導することによるリスクと捉えるかの 2通りがあると考えられる。前者は患者・家族側

の視点、後者は医療者側から見た視点である。 

技術習得の逆転現象をこのどちらとらえるかによって、在宅人工呼吸器装着児(者)

とその家族への援助方法は変化する。エンパワメントとしてとらえる場合には、誰もが

医療的ケアを提供できる環境が整えられ、十分な量のサービスの提供者を育成すること



ができる。反面、在宅支援に関係する医療職は、ビジネスチャンスを喪失することが懸

念される。また、専門職業務への侵害と捉える場合には、慢性的なサービス不足となり、

問題は全く解決されずに残されることになる。 

このように考えると、医療専門職は、基礎教育時点での到達度を臨床に追いつける形

にまで向上させ、技術開発や技術指導を新たな専門職の役割として位置づけ、患者・家

族が望むケアの方法をケア提供者に伝えられるようにエンパワメントすることが必要

と考えられる。そのためには、医療的ケアを習得するための教育システムとコミュニケ

ーション・システムの構築が不可欠と考えられる、医療的ケアの提供や利用に必要な教

育システムについては、現在インフォーマルな形で提供されているヘルパー等への医療

的ケアの指導方法がフォーマルなものと合わせて実施されることや、教育の担当者とし

て適任な専門職、教育の責任の所在、資格認定等、患者・家族の周囲を含めた医療・健

康リテラシーの向上が必要である。コミュニケーション・システムについては、サービ

ス利用者がユーザー(被使用者)として開発者と共同開発できるような仕組みや、サービ

ス提供者も医療機器のユーザー（使用者）として開発者とコミュニケーションできる仕

組みに関する検討が求められる。 

 

結論 

次々と生まれてくる医療テクノロジーの般化は不可避である。次々と開発される新し

いテクノロジーをどう般化させ、安全に普及させるかが、医療的ケア問題の解決の糸口

となると考えられる。その際には、技術習得の逆転現象を、在宅人工呼吸器装着児(者)

と家族がエンパワメントされた状態ととらえ、資格を持たない者が安全に医療的ケアを

提供できるための十分な教育を、個々の病院・施設で終結させるのではなく、社会教育

システムとして構築する必要がある。 
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和文抄録 

ムーア（A.Moore）の提唱したテクノロジー・ライフサイクルモデルに沿って医療的ケア

の歴史的変遷を振り返り、今後の将来予測を検討することを目的に論を進めた。結果、在

宅人工呼吸器をはじめとする医療機器も、テクノロジー・ライフサイクルモデルに従って

発展と衰退を繰り返していることが明らかとなった。一般の科学技術と医療テクノロジー

の差異として、医療テクノロジーの消費者がサービス提供者であること、関係法規がキャ

ズムとして障壁となっていること、サービス利用者の選択肢が制限されていること、サー

ビス提供者不足によるサービス利用制限が生じていることの 4 点が挙げられ、技術習得の

逆転現象も潜在的なキャズムと考えられた。医療テクノロジーの般化は不可避であるため、

医療的ケア問題の解決には、次々と開発される新しいテクノロジーを安全に普及させる社

会教育システムの構築が必要と考えられた。 

 

 

英文抄録 

This research aims to review the historical development of medical care alongside 

Moore’s technology lifecycle model, and to discuss future projection. As a result, it is 

shown that medical equipment such as ventilators also follow growth and decline 

similar to Moore’s technology lifecycle model. There are four differences between 

general science technology and medical technology; 1) the consumers are service 

provider of medical technology but not service providers: 2) the related law is the chasm: 

3) medical service users have limited choices: and 4) lack of service providers causes the 

lack of service provision. Moreover, phenomenon of reverse technology acquisition is 

considered as a potential chasm in medical care issues. To solve this problem, due to the 

generalization of medical technology is unavoidable, the necessity to promote a social 

education system should be considered so that new technologies can be disseminated 

safely in a society. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


