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明治･大正･昭和の病弱虚弱教育の歩み

日本病弱教育史溌
全国病弱虚弱教育研究連盟

病弱教育史研究委員会編集

◎病弱虚弱教育史の調査研究としては、日本で初めての書。

◎全都道府県別の病弱虚弱教育の通史。

◎明治・大正・昭和にわたる、社会情勢、教育制度、医療制度や健康教育の実情の分る書。

○推薦者： 日本小児科学会長・全日本中学校会長

全国養護教諭（都道府県）会長協議会長

全国特殊教育学校長会長・日本特殊教育学会長

教育・医療・看護・福祉等すべての関係者におすすめします.〃

申込先 （書店では一切取扱っていません）

〒246横浜市瀬谷区ニツ橋470横浜市立ニツ橋養護学校小泉勇

☆頒布価格5,000円（送料共）

☆申込みは電話又はハガキで/TelO45(391)1042 FAXO45(365)0875

ノ

表紙デザイン

シンボルマーク
｢育療」 募集〃

この学会誌「育療」の表紙デザインとシンボルマークを募集しています。皆様の

新鮮であたたかいデザインをぜひお寄せください。

・応募規定1．二色まで（表紙・シンボルマーク共）

（表紙だけでも、シンボルマークだけでも結構です｡)

3．応募締切り 1995年12月3旧

4．採用させて頂いたものは、

第4号（1996年7月発行予定）から使わせて頂きます。

5．採用させて頂いた方には薄謝を進呈致します。



平成8年度の事業構想について

日本育療学会会長加藤安雄

本学会は、平成6年5月に、 「家族、教育、医療及び福祉等の関係者の一体的

対応によって、心身の健康に問題をもつ子供の望ましい人間形成を図るための研

究を推進し、その成果を普及する。」ために設立されました。

計画している事業内容は、 （一）研究の推進、 （二）研究・研修会の開催、

(三）学会誌等の刊行、 （四）情報・資料の収集･活用、 （五）顕彰の実施、

(六）その他、本学会にとって必要な事項となっています。

事業開始初年度の本年度は、5月14日に第1回学術集会、8月21日から30日ま

で海外研修視察、及び現在まで機関誌を第2号まで刊行してきました。これらの

概要については本誌において紹介しているとおりです。

来年度は、さらに充実したものにするために以下のことを考えています。

以下に述べますことは、今のところ予定ですが、来年度の皆様方のご予定もあ

ることと思いますので早めにご紹介します。

1．第2回学術集会

①期日･ ･7月26日（金）

②場所･ ･横浜市

③内容としては、講演とシンポジウムを考えています。

講演では、 「心身の治癒力」の演題を予定し、世界最新の心と身体を結ぶ

化学物質や感情と免疫系等の研究の現状についての話を聴き、引き続きシン

ポジウムでは、家族、教育、医療、福祉等が子供に対し、どのような対応を

したらよいかについて具体策を追求していきます。

2．第1回研究・研修会の開催

①期日･ ･7月27日（土）、28日（日）の二日間

②場所･ ･横浜市

③内容

来年度は、二つの病類の研究・研修部会を設置し、順次、他の病類を行う

ようにします。
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会の持ち方は、当該疾病についての最新の医療の現状や課題について複数

の医師から提言していただき、それに関連する家庭生活、教育等についての

提言とともに、子供にとってのよりよい生活の在り方について話し合いを進

めていきます。

3．第3回海外研修視察

①期日･ ･8月20日（火）～8月29日（木）までの10日間。

②研修先

Aデンマーク

社会福祉国家に値する国は、スウェーデンとデンマークと言われていま

すが、本年度の研修はスウェーデンにしましたので、来年度はデンマーク

とします。デンマークは、1960年代に世界で最も早くintegrationを実施し

た国と言われており、1970年代には例外のないintegrationを実施しました。

しかし、1980年代には知能障害者や重複障害者にとって果たしてこれでよ

いのかという反省が出され、可能な限りのintegrationとなり、1990年代に

は、normalizationこそ優先されなければならないとされているようです。

これらの考えが心身の健康に問題を持つ子供の施策においてどのように実

施されているか研修したいと思います。

B イギリス

社会福祉制度は、国民保健サービス、社会保障制度、個人的サービスか

ら成り立っていますが、これらの第一次的関わりは、地域又は地方自治体

のようです。その実施状況を把握し、わが国の地域の福祉、教育の参考に

したいと思います。

C ドイツ

ピェールフェルト市郊外にあり障害者の桃源郷といわれている「ベーテ

ル障害者の町」を訪問します。3.5平方hnの敷地に3,500人の福祉関係者の

中で生活している3,500人の障害者、見事なまでの充実した生活ぶりを視

察し、研修したいと思います。

③研修方法

国又は地方自治体からの福祉・教育についての制度等について講義を受け、

わが国の福祉・教育の推進に当たって参考となる施設等を参観します。

④費用

訪問する国、地方自治体の施設について、主催者、日本交通公社等により、

事前に十分な連絡をとり、研修の効果が上がるようにしています。費用は50

万円台であげたいと思っています。多くの方の参加を期待しています。
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日本育療学会に期待する

人間教育として 12.7％、神経筋疾患9.8％、膠原病6.9％、

血液疾患病5.5％、心疾患5.1％などとなっ

ていた。

このように、今日では、慢性疾患などをもっ

ていて教育の対象となるべき、病類の一般的

な傾向として、その多様性とともに、重度化

もみられている。さらに、病院内における治

療方法の進歩とともに、入院、退院、再入院

など、計画的な治療も行われることも多く、

長期間継続して在院するケースばかりではな

くなってきている。それだけに、慢性疾患を

かかえた子どもが、養護学校などにおける教

育はいうまでもなく、病院内での教育、地域

における一般学校における教育、それぞれの

場で、互に連携をもって、継続的に教育がう

けられるようにすることが強く求められてい

る。

このような子どもに対して教育を行う側で

は、学令期を中心としてとりあげることが多

く、医療面では、医学的な治療を軸として考

え、また、福祉については、社会福祉に重き

をおいてすすめられてきた。これらは教育、

医療、福祉など、それぞれの歴史的な土壌の

上に立ってすすめられてきた。このことは、

結果的にはそれぞれの役割分担、また分業と

なり、子どもの生涯にわたって、いきがいを

もった人間として、それぞれのQOLを高め

るためのトータルな援助としての問題ものこ

してきた。

育療学会で発表された研究、実践報告など

が、長期にわたって、心身の健康に問題をか

かえた子どもに対して、その家庭とともに、

教育、医療、福祉それぞれの領域が、子ども

のために1つのテーブルを囲んで緊密な協力

のもとに、実際に役立ち、子どもの人間とし

ての幸福にむすびつく援助となることを期待

したいものである。

元東京大学教授

船川幡夫

わが国で、発育不良、虚弱、結核などの子

どもの教育に目が向けられるようになってか

らでも、すでに100年近くになっている。そ

の間、社会全般の変化や、医学の進歩にとも

なって、対象となる子どもの病類も大きく変っ

てきている。

地域社会における学令期の子どもの病気の

実態を数量的に知るということは実際には困

難なことである。それには、病気ということ

をどのように捉えるかということも関係して

いる。

長期に亘って、医療をうけ、生活規制も必

要であって、病弱養謹学校などに入っている

子どもについてみた場合、近年は、気管支喘

息など呼吸器疾患、慢性腎炎、ネフローゼ症

候群など泌尿器疾患、虚弱、肥満、脳性まひ

のほか神経症など精神神経疾患も多くなって

きている。かって、結核、進行性筋ジストロ

フィーなどが主であったころからみると大き

く様変りしている。

厚生省で行っている患者調査について、 0

～14才の子どもの平均在院日数を病類別にみ

ると（1”3年度）精神障害が40.7日、新生物

が27.6日、筋・結合織疾患が記.6日、循環器

疾患が19.4日、泌尿器疾患が18.0日、先天異

常17.1日などであり、この中でも、結核（69.

0日)、神経症（50.6日）、腎・ネフ(47.3日）、

悪性新生物(43.0日）、膠原病(43.8B)心疾

患(39.8日）などがとくに、長くなっている。

また、全国の大学、国公立病院などの小児

科病棟に長期間入院し、治療をうけている学

令期の子どもの実態についてのわれわれの調

査（小児保健研究53(1)、1994）によれば、

おもな病類は、悪性新生物48.6％、腎・ネフ
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育療学会に期待する (誤植)、皮膚摩擦であったり、散歩、遊戯、

読書、飼育、栽培、娯楽だったりします。こ

れが、教科に位置ずけられているのでした。

その頃、私は－皆さんもそうでしたが－教

科について、みつめ直しをする時期にあたっ

ていました。終戦後、アメリカから入ったJ・

デューイの実験的経験主義一世界史上最高峯

の教育理論と謂われた一に頼っていた私達に、

デューイーを更に発展的に継承するブルーナー

の教育思想が入ってまいりました。有名な”

AfterJohnDewey,What？”ですoこの中

で、「教科構造」や「基本的概念のラセン的

系統づけ」などが発表され、教育現場は、偉

大なる刺激を受け、教材構造とか発見学習と

か内的動機づけなどを論ずるように進歩して

いきました。だから、「指導要領」の教科論

は、私達にとっては、いかにも陳腐なものと

しか受け取られませんでした。

又、特殊教育の特殊性(Specialty)につい

ての位置づけが明確にされていませんでした。

｢養護活動」という教育活動がありましたが、
● ● ●

｢教科養謹」のサポーター的存在で、うすめ
● ● ● ● ●

る教育を、よりうすめることになり、病弱に

積極的に対応するという役割を果せませんで

した。どうしても「領域」として格上げ認知

し、より障害に対決できるように希望したも

のでした。その為に専門的職員の配当や教具

教材の確保などの要求も出てきたりしました。

新生「病弱教育誕生のための陣痛」の時期で

した。

それから二回、指導要領の改訂があり、見

事にわが国特殊教育の革命的改善が行われま

した。日本育療学会の母体となった大学、研

究機関、学者、医師、看謹婦、教員、父母な

ど、多様な方々のおかげだと信じています。

病弱教育の草の根として、現場を諦観して、

手厚く、うるほいに満ちた教育の指標となり

ますよう、日本育療学会の発展、興隆を望ん

でいます。

－病弱教育の草分けを顧みて一
元全国病弱虚弱教育研究連盟理事長

井戸川眞則

1W0年以来の念願であった「日本育療学会」

が発会し、しかも、第一回学術集会が感会禅

に終了しましたことに、大きな喜びと、感動

をおぼえています。高く素晴しい評価を得ま

したこと、当然のことと思います。

私が病虚弱教育に直接関係いたしましたの

は、昭和3昨(1961)4月からでした。今から

3奔も前のことです。病虚弱の養護学校は全

国で僅かに1嗽だけでした。

着任早々、主として自費で飛び回りました。

久留米・片浜・群馬・四街道・西多賀ベッド

スクール・堺・貝塚・上野ケ原。それに門司

まで足を延ばしました。家計は火の車です。

参考書は、文部省発刊の「健康の手引」と、

うすい「指導要項」だけでした。読めば読む

程、私の心は暗くなりました。

職に就いて2年目。昭和銘年2月・3月に、

それぞれ「養護学校小学部、中学部学習指導

要領」が発表され、ついで昭和40年2月に

｢病弱教育編解説」が公布され、ほっと一息

つきました。しかし、以前と殆んど変化は無

いのです。病弱養護学校10年の成果は、惰性

に流れマンネリ化し、何らの進歩も見られず、

改善もないものと、私には映りました。私の

悩みは、すこしも解消されません。

「養護・体育」を差引いた最低授業数は、

小学部では78％中学部では80％になる一など

との教科の時間配当があり、それぞれ適当な
●

授業時数を配当すべきである一としたり、う
● ● ●

すめる教育が、ありありと浮きぽりにされて

います。中でも「養護・体育」の「養護」が

教科だと説明されますと、何をか言わんやで

した。教科である養護の内容は、絶対安静、

安静、休養、午睡であったり、歩行、動運
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日本育療学会第1回学術集会報告

午後になってからの特別講演は、国立小児

病院長小林登氏により、「優しさを科学す

る」という演題で行われた。人間が人間らし

く成長発達するためには、栄養だけではなく

愛情、優しさ、思いやる心等が如何に重要な

働きをしているかということを、大変分かり

やすくお話して下さり、非常な感銘を受ける

講演であった。（内容は7頁）

シンポジウムは、教育、医療、看護、福祉、

家族の立場からそれぞれご提案をいただいて

進められた。フロアからの発言が非常に活発

で、限られた時間では改善策や解決を見るこ

とは到底不可能であり、それぞれの立場で如

何に多くの問題を抱え、そして悩みながら子

供に対応しているかということが浮き彫りに

されたシンポジウム、というのが実感であっ

た。それはまた、今までそれぞれの関係者が

一堂に会して話し合い、問題を検討する機会

がなく、本学会において初めて可能になった

ことの現れであると受け止め、今後の本学会

の役割、使命を示唆しているものであろうと、

受け止めた次第である。

総会では日本育療学会会則（学会誌創刊号

参照）及び役員が次のように承認された。

会長加藤安雄(教育）

副会長松井一郎(医療） 石橋 祝(医療）

ノl躰信秋(家族） 吉武香代子(看護）

宮田功郎(教育）

理事（家族関係）武士豊岩田敬治ゴ噸雅子

（医療関係）画晋E馨西牟田敏之

勝呂 宏菅原敏子

（教育関係） 中川正次鈴木 茂鷹林審美雄

（随殻等関係)ヰ嫁博勝山川 保

山本昌邦佐擁栄一

（事務局） 佐藤隆知野利蔵小泉 勇

監事獺孝(教育）森脚決(医療）高梼紀子(家族）

平成7年5月14日（日）日本育療学会第1

回学術集会並びに総会が、横浜市健康福祉総

合センターを会場として開催された。

参加者はおよそ260名。事務局の予想を越

える参加者で大変盛会でしかも実りの多い学

術集会であった。

当日は天候にも恵まれ、また会場がJR桜

木町駅のすぐ近くということもあったが、何

よりも、心身の健康に問題をもっている子供

の教育、医療、生活についての様々な問題に

ついて、保護者、教育関係者、医療関係者、

心理、福祉関係者等が一堂に会し、それらの

問題点について改善あるいは解決を目指して

いこうという日本で最初のそして唯一の学会

であることが多くのかたがたの関心を呼び、

予想を越えた参加者数になったものと思われ

る。

学会は石橋祝副会長の開会挨拶に続いて、

日本育療学会会長加藤安雄の基調講演が行わ

れた。基調講演は、本学会の設立の趣旨並び

にその経緯、心身の健康に問題をもつ子供の

おかれている教育の実情、現在及び将来に向

けての、生活のあり方の憂慮すべき実情を訴

え、子供のQOLを高めるために、保護者、

医療従事者、教育関係者、福祉従事者等々の

壁を取り払い、一体となって総合的な対応を

行い、行政、家族、医療機関、教育機関、一

般社会等のよりよいあり方を求めていかなけ

ればならないことが情熱を込めて語られた。

特別研究発表は、前国立小児病院小児医療

研究センター所長松井一郎氏（現横浜市保土

ケ谷保健所長）が「医学から見た病気療養時

の教育の重要性」について詳細なデータをも

とに入院中の子供に対する学校教育が子供の

治療意欲、学習意欲を高め生き生きとした生

活をおくる上で、大変効果があるという発表

をされた。

－5－



日本育療学会第一回学術集会にて

ｌ

い

、
診
彰
歳
裳
窺
蹴

献
身
懸
蕊
侭
篭
壊
を
も
つ
壬
誉
乳
状
と
課
題

会
長
加
藤
安
雄

基
調
講
演

蘂 図
Ａ
小
鬼
あ
戊
乱
＆

,j

o粟蕊

』鐸鑑
識・＝

L 再一

一一一一

一

雲 一

→

国
立
小
児
病
院
々
長
小
林
登
先
生

「
優
し
さ
を
科
学
す
る
」

特
別
講
演

－6－



特別講演（日本育療学会第1回学術集会）

優しさを科学する
国立小児病院院長小林 登先生

小林登先生

紹介

国立小児病院院長、東京大学名誉教授。元国際小児科学会会長。臨時

教育審議会委員など歴任。昭和29年東京大学医学部卒業。米・英留学の

後、昭和45年東京大学教授、昭和59年国立小児医療研究センター初代セ

ンター長を経て、昭和62年より現職。専門は小児科学。著書に「こども

は未来である」「新こども学1.育つⅡ．育てるⅢ、子どもとは」など。

過分のご紹介を頂きまして、恐縮しており

ます。日本育療学会の第1回学術集会の開催、

誠におめでとうございます。小児科医として

心からお祝いを申し上げたいと思います。ま

た、特別講演にお招きを頂きまして、私とし

ては、大変光栄に思う次第であります。

まず始めにわが国の病弱教育の歴史、これ

は加藤先生から頂いた本を読ませて頂いて、

106年の歴史があることを知りました。 1889

年に三重県立師範学校での林間学校がそもそ

もの始まりであるというお話しで私は強い感

銘を受けたわけであります。1鎚9年といいま

すと、デンマークが1853年、スイスが1876年

でそれに次ぐ第3位、 ドイツ・イギリスより

も早いということであります｡教育界の先輩・

諸先生のこどもたちに対する優しいまなざし

と、その情熱に対して心から敬意を表する次

第であります。

この第1回の栄えある機会に私の日頃考え

ていることを述べさせて頂くわけですが「優

しさを科学する」というのは実は、数年前に

こういうタイトルで一つの論文を書きました。

その意味は、優しいケアーですね、医療・教

育の現場でそれを行いますと、なかんずく乳

幼児に対しては、その子どもに生きがいを与

えて、その生きがいのあることが、子どもを

すぐすぐ育てるのに本質的な役割を果たして

いるということを申し上げたいわけです。

今日の病弱教育も、病気を持っている子ど

もが教育を受けるということは、その裏にあ

る先生方の優しい子どもたちに対する思いや

り、それがその子どもたちに生きがいを与え、

そして加藤先生も何回もふれられましたよう

に、神経心理免疫学とか神経心理内分泌学と

か､そういう仕組みがあって、病気の治癒力

も高まる可能性もあると考えるわけでありま

す。私は、この病弱教育の教育的な意義とい

うものが、医学・生物学的な立場からも意義

があるということをお話ししたいわけであり

ます。

私は日頃、 3つの立場がこの病弱教育の意

義にあるのではないかと思っています。その

1つは、子どもの権利という立場であります。

大変堅苦しいお話しになりますけれども、皆

様方ご存知のように権利という考え方には、

800年近い歴史があります。そもそもの始ま

りは、もちろんマグナカルタでありまして、

貴族の国王に対する権利であったわけですが、

1789年にフランス革命で人間の権利，市民の

権利という考え方が出来てきたわけです。そ

の後第2次世界大戦のあとに婦人の権利、そ

してやっと1銘眸に子どもの権利の識勺がニュー

ヨークの国連で結ばれたのです。もちろん19

59年、30年ほど前に児童権利宣言としてどこ

～
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の国で生まれても、どの民族であろうと、宗

教の如何を問わず、子どもには生まれながら

にして基本的人権があるんだという児童権利

宣言をして確認しております。ですからその

時に子どもの権利という発想が整理されたわ

けです。それを各国が、条約を結んで実行に

移すということが198脾に行われて、数年遅

れたわけですがわが国もこの条約を批准して

おります。

従って子どもの基本的人権というものは、

改めて近代的な立場から考え直さなければい

けない時にあります。当然のこととして、教

育を受ける子どもの権利もあります。そうだ

とすれば、病院に入っていようが入っていな

かろうが、障害があろうがなかろうが、あら

ゆる子どもたちは少なくとも義務教育はちゃ

んと受ける権利があるということになります。

それに対して私たちは責任がある、それが私

の第1の立場であります。

第2の立場は、発達課題ですね。develop

mental-taskと言いますか、そういうものを

達成させる、すなわち子どもの健康な成長・

発達をさせ、知・情・意の面でのmile-stone

を、ちゃんと追っていけるようにする。もち

ろん、その中には、読み・書き・計算から始

まって、身体的成熟、あるいは社会文化への

適応だとか、個人の価値観や希望を達成させ

るといういろいろなこともあるわけです。そ

う言った発達課題を達成させるために、子ど

もたちが病気で病院に入っている場合でも、

十分に教育してあげなければならない、とい

うのが2番目の立場であります。

そして3番目は、先ほど申しましたように

病院でも授業を受けられるということが、闘

病意欲の強化、そしておそらく治癒力の活性

化ということです。先ほど松井先生が、それ

からまた基調講演では加藤先生が、いろいろ

おっしゃっておられましたけれども、そういっ

たことを、私たちは、医学･生物学的な立場、

科学的な立場で実証していかなければならな

いと思うわけであります。

私は小児科の医者ですから、この第3の立

場に一番関心を持っています。こういうふう

に考えたいと思うわけです。子どもは、生き

る力、育つ力をもっています。そして、生き

る力と育っていく力とは重なった部分がもち

ろんあるわけです。優しく育てられる、かわ

いがられるということによって、生き甲斐あ

る生活が出来その力が発揮されると私は思う

わけです。それは、優しく育てられないため

に成長､発達が止まったり、 IQの発達が遅

れるという事例を私たちが見ることができる

からであります。

ですから、病院の闘病生活の中で学校教育

を受けるということは、子どもたちにとって

は、生きがいを持たせることによって、育つ

力、生きる力を働かせる重要な役割を果たし

ていると思うんですね。私も入院している子

どもたちを回診しながら「勉強はどう？」と

言うと、「僕は嫌いだ」と言う子もたくさん

います。しかし「学校は？」と聞くと「学校

は行き度い」と殆んどの子どもは言うんです

ね。要するに子どもたちにとっては、家庭と

学校というものは、同じくらいに重要な価値

のある、意味のある生活の場であると思うん

です。子どもたちにとっては、学校は必ずし

も勉強をする所とは考えていないかもしれま

せん。しかし、それなりに学校という教育の

場は子どもたちに、子どもたちの育つ力。生

きる力を働かして子どもたちの成長・発達を

遂げさせていると思います。

それで、私はですね、生きる力、育つ力と

いうものを、システム情報論的な立場でみる

ならば、今ここにおられる大部分の方々が、

必ずしも医学あるいは生物学と関係のないお

立場にあっても、ご理解が頂けるのではない

かと考えています。システム情報論的な立場

でみるというのはどういうことかというと、

脳を含めて人間の身体は、一つの生体システ

ムとして見るということであります。人間と
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な健康に問題のある子どもたちの、教育が十

分に出来るように、みんなで考えましょうと

いうようなことですね。会員からなるシステ

ムは、目的を持っていて動いているわけです

ね。それを動かすプログラムは何かといいま

すと、ここにありますような学会誌第1号に

書いてあります規則だとかということになる

と私は思うわけであります。そういう考え方

で人間の身体をみる、子どもの発育現象をみ

ることが出来れば、いろいろなことを理解し

易いと私は申し上げたいわけです。

それでは、そのプログラムの存在を、どう

して考えることが出来るかと申しますと、 2

つの立場があるわけです。一つは小児科医が

みる子どもたちの症例ですね。すなわちプロ

グラムがうまく機能していない事例を見れば

よくわかります。子どもを診たときにそういっ

た仕組みがあるというふうに理解してもいい

と考えることが出来るわけです。

2つ目は子どもの行動発達の研究だと私は

思うんですね。特に、胎児だとか赤ちゃんは、

何ら教育を受けておりませんし、生活環境の

影響はないわけです。お母さんの子宮の中で

40週間生活している、そして生まれてきて、

その間にできる、起こる現象は、全て遺伝子

によって説明しなければならないのですね。

1個の受精卵が2個になり4個になり8個

になりと分裂を重ねていってその内に、ある

細胞は脳の細胞になり、ある細胞は身体の細

胞になりというふうに、一つの人間の身体の

システムを作るわけですね。その胎児や新生

児の動きを見ていれば、そこには、私はプロ

グラムと呼んでもいいものが存在すると考え

られると思うわけであります。

それではスライドを使ってお話しを進めて

行きたいと思います。まず第1 （図1）はそ

の事例の話ですが、これはこれにありますよ

うに1951年の発表です｡、第二次世界大戦、

ドイツは戦争に負けて荒廃に帰したわけです

が、そのドイツのある町に二つの孤晒院があっ

いうものは、生きることを目的とした細胞・

組織・臓器の組み合わせたシステムである、

ひとつの、生存機械というと語弊があるんで

すけれども、という見方ができるわけです。

これは一つの見方ですから、それはそれな

りに自然科学的な意味があると、私は思いま

す。身体の中には、例えば循環器系といって、

心臓・血管を組み合わせた血液を身体の隅々

まで送るシステム、あるいは空中の酸素を取

り込んで血液の中に酸素を与える呼吸器のシ

ステム等々、食物から栄養をとり込む消化吸

収、あるいは、腎臓のような身体の中の排泄

物を処理して水と共に出すというような、い

ろいろな身体のシステムを組み合わせた大き

な生体システムとして捉えることが出来るわ

けであります。

そう捉えますと、そういった生体システム

を動かすものが必要でありまして、それがプ

ログラムであると考えるわけです。プログラ

ムというものは例えば、呼吸器系であれば、

鼻から始まって気管、気管支、肺、胸郭、横

隔膜は、私たちが自分で意識することなしに

ちやんシステムとして動いているわけです。

それを動かしているものが、プログラムとい

うことになるわけであります。考えることを

目的としたシステムとして私たちは、脳・中

枢神経というものを持っています。それは、

脳の中にあるニューロンという神経細胞のネッ

トワークがあるから、私たちは考えることが

できるわけであって、そのネットワークシス

テムを働かせるのが、考えるというプログラ

ムということになるわけです。

そういう考えでみればおそらく、自然科学

の立場にない方も、優しさをふくめて、病弱

教育の意義を十分に理解することが出来ると

思うわけです。システム情報論という立場は、

たとえばこの学会もそれぞれの会員の方によっ

て構成される一つのシステムであって、その

目的は何かといったら、病院なりで行われて

いる病弱教育あるいは障害教育なりいろいろ
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たというんですね。その二つの孤児院をA・

Bとしましょう。当時のことですから食事の

量、パンは何斤、バターは何オンス、お肉は

何グラムというふうに決まった量を、子ども

達は食べていたわけです。ところがAという

孤児院の子どもの体重増加は、Bよりもいい。

つまり、例えば15キロの子どもだったら15キ

ロからどう体重が増えていったか増える体重

差を記録したのです。そうしますとAの方は、

Bよりもはるかにいいんですね。

この研究を発表した人はイギリスのウイドー

ソンという栄養学者ですが、彼女が調べてみ

ますとこのAの方を世話している保母さんと

いいますかそれは、カソリックの施設だった

もんですから優しい子ども好きの若いシスター

だったんですね。まあ女性を前にそういうこ

とを言っては申し訳ございませんけれども、

女性の中には、子どもを見るとすぐ頭を撫で

たくなるようなタイプの人と、そうでない人

がおられると思いますけれども。Aの方は、

その子どもを見ると優しく頭を撫でたくなる

ようなタイプの優しい若い女性だったoBの

方はどうかというとガミガミ管理のおばあちゃ

んだったというのです。つまり子どもたちは、

そのシスターさんたちの表情を窺いながら生

活をしている、それだけの違いで、同じもの

を食べていてもこれだけの体重増加の違いが

あるということを、このウイドーソンは気が

付いたわけです。ところがうるさいおばあちゃ

んの方には、8人の好きな子がいたというん

です。その子達の体重増加はちょうどこの真

ん中だったというんです。

ところが急にこの優しいシスターが、辞め

たわけです。そうしましたらそこの福祉事務

所の人たちがこのうるさい方のシスターを、

好きな子8人連れてAの方へ移したわけです。

そしてBの方ではですね、うるさいシスター

がいなくなったわけですから、Aのシスター

と同じような優しい若い子ども好きな人を、

雇ってきて世話をさせたのです。そして、こ

ちらのBの方は体重増加は悪かったけれども、

優しいシスターさんが来たから食事の量は同

じにして、Aの方は体重増加が良かったけれ

ども、うるさいおっかないおばあちゃんが来

たので少し食事の量を増やしたわけです。

ところが半年くらいたってみますと、その

優しい人に育てられていたAの子どもたちの

体重増加曲線は、うるさい人が来ても、幸い

食べる食事の量が増えたもんですからほぼ変

化なく増加したわけです。ところが、こちら

Bの体重増加の悪い子どもたちは、初めの頃

はそんなに体重も増加が見られなかったんで

すけれど、二、三ケ月経ちますと徐々に体重

増加曲線が上ってきて半年もたつと、食べる

食事の量が前と同じでも、優しいシスターさ

んに世話されることによって、急速にガーっ

とこう体重増加が良くなって、ここでクロス

オーバーしてしまったわけです。そのおばあ

ちゃんの好きな8人の子は、好きなだけ食べ

たもんですから体重はどんどん増えていった

ということなんですね。

これは私たちに、非常に示唆的なデーター

を与えていると思うんです。一つは子どもが

育つということについては栄養だけではない、

人間らしさ、優しさが子どもに生きがいのあ

る生活、喜びいっぱいの生活が出来る、そう

いう心の問題が重要なんだということを教え

ているわけです。第2は、何かそういった優

しさとかいうものによって、うまく円滑に作

動するプログラムみたいなものが子どもの中

にはセットされているのではないかというこ

とです。

次のスライド（図2）をお願いいたします。

これは双子の例でガードナーというアメリカ

の先生が、釦年以上も前に報告したものです。

たまたま私がこの論文を訳したりしたもので

すから、スライドにしてあるんですが、二卵

性双生児なんですね。こちらは女の子、こち

らは男の子ですね。ところが男の子は発育が

よろしくない、体重の増加も悪い。こちらの

－10－



スローダウンしている時は、母親の元に帰っ

ているんですね。この母親はどうしてもこの

子を可愛いと思えないんですね、そのために

発育のプログラムがスローダウンしてしまう。

逆に、こういうふうに身長・体重の増加のい

いところは、神奈川の小児病院に入院してい

るんです。

3～6歳の間の変化はドラマチックですが、

どういう時かというとおばあちゃんの所にい

るんですね。おばあちゃんは、孫がこんなに

なってかわいそうだというような気持ちで優

しくするもんですから、身長は伸びる体重も

増加する。そしてお母さんの所に帰しますと

身長は1センチも伸びない。体重は逆に下が

る。しかも、この年齢ですと、いろんなこと

が良くわかるような年頃なんです。ですから

はっきりしていて、身長は1センチも伸びて

こないし、体重は逆に下がるということがお

こっている、それで諏訪先生は、福祉事務所

と相談して施設にこの子どもを入所させるん

ですね。そうしますと身長、体重が急速に増

加する。そしてここにありますように、標準

身長に近づき標準体重を上回ることになった

わけです。

ここで注目したいことは、この身長が1セ

ンチも伸びない体重が逆に下がっている時の

IQは印なんですね。ところが施設に入れら

れてからのIQは93、そのあとのIQは、 10

0以上になっているわけです。つまり可愛が

られないとか、優しさにふれないとか、生き

がいのある生活が出来ない、生きる喜びいっ

ぱいの生活が出来ないことになりますと、学

ぶプログラムも、うまく作動しないんですね。

子どもの心と体のプログラムがうまく動かな

くなってそれによってチューニングされる発

育のプログラムも動かなくなって来るばかり

ではないかと考えられるわけです。

事例からみれば、明らかに何かここには心

のプログラムとか体のプログラムとか、ある

いは発育のプログラムといってもいいような

女の子は体重はいいしすぐすぐ育って、喜び

いっぱいという感じであるというわけです。

何故だといいますと、母親がどうしても男の

子を可愛いと思えないからなんです。それは

何故かといいますとだんなに似ているからな

んですね。だんなさんが悪い、つまり他の女

性の所に行っちゃう、働いてもお金を家庭に

いれないとかね。

これも私たちに、子どもが育つということ

が、単に栄養だけの問題ではなくて、自分は

愛されている存在である、お母さんもお父さ

んも先生も私のことを可愛いと思ってくれて

いるんだと、そういうような気持ちを持つか

持たないかによって体重増加が違ってきてし

まうことを示しています。

これを私たち小児科の医者は、母性剥奪症

候群と呼びます。しかし考えてみるとお母さ

んの責任じゃございませんで、旦那の方が悪

いわけですから、そういうような言葉はあん

まりよろしくないというんで、情緒剥奪症候

群という言葉に換えています。こういう子ど

もは病院へ、あるいは小児病院などに入って

きますと、とたんに生き生きして身長も体重

も増えるんです。ということは、逆にいえば、

優しさによって育つプログラムが、うまく回

転するということを示しているわけですね。

逆にそういうふうに回転しない場合には、母

親なりがわが子を可愛いと思っていないとい

うことを示しているわけです。

次のスライド（図3）をお願いいたします。

これは、神奈川の小児病院の諏訪先生のデー

タなんです。この事例は、大人になるまで記

録している貴重なものです。この体重曲線を

見ますとこういうふうにスローダウンしてい

る。逆に下がっている。ぐ－と上がっている。

身長もす－つと伸びている。スローダウンし

ている。 1センチも伸びない。す－つと伸び

てる。非常に、はっきりしていますね。階段

状身長曲線とか体重曲線とかいう言葉を使い

ます。この身長が伸びないとか、体重増加が
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ものがあるとご理解いただけるのではないか

と思うわけです。それをですね、少し細かい

専門的な立場からみますと、次のスライド

(図4）お願いいたします。何故、身長や体

重が伸びないかというのは、ここにあります

ように、その子どもの体質的な遺伝的なもの

があるかも知れません、しかし可愛がられな

いということによってですね、脳から抑制作

用が起きてそれが視床に作用して、成長ホル

モンをたたき出すホルモン、放出するホルモ

ンというのがあるんですが、それが低下して

成長ホルモンの分泌が低下します。成長ホル

モンは肝臓で処理されてソマトメジンという

成長を促進させる因子に代わるわけですけれ

ども、それが減って成長障害が起こるんだと

説明されます。さらには、精神的な作用で食

欲不振を起こしたりして食事の量がへる、そ

の上自律神経も異常がおこって、胃や腸の消

化機能も低下するのです。その吸収障害によ

り栄養障害を起こす、そして育ちが悪くなる

んだというふうに現在では説明が出来るわけ

です。ですから、ここには相当明かな科学的

根拠があるわけです。

先ほどの事例で、諏訪先生は、成長ホルモ

ンがどのくらい分泌するかということを調べ

ているわけです。それはどういう方法でやる

かといいますと、インシュリンを子どもに注

射しますと成長ホルモンが血中にぴゅっと出

て来るんで、それを測るんです。入院直後は

インシュリンを打っても成長ホルモンはほと

んど出てこない、入院して45日目ですね、そ

うするとだいたい少し成長ホルモンが出てき

ます。それから入院して70日目になりますと

成長ホルモンの分泌が良くなる、施設に入っ

て3年後となるとほとんど正常と同じように

なり2， 3時間のところで成長ホルモンが急

速に出て、あと下がるという正常のパターン

をとるようになったわけです。すなわち心の

プログラムがスムースに動かないということ

は、逆にいいますと成長ホルモン分泌のプロ

グラムが障害されてこのインシュリンテスト

にありますように、全くインシュリン分泌が

出てこないという状態になっていることがわ

かるわけです。これはまあ健康な子どもを中

心にして、要するに病気ではないような子ど

もでも、そういう事態が起こり得るというこ

とを私たちに教えてくれているわけでありま

す。優しさは重要なんです。

1兜9年、パリで国際小児科学会が開かれた

ときに、モンテベルグというチリの先生が重

症の栄養失調児を治療した事例について特別

講演をいたしました。チリですから栄養失調

の子どもがたくさんいるわけで、それを治療

する場合に普通の治療法と、同じような普通

の治療法をしながら優しく世話をするボラン

ティアをつけたのです。「あなたはいい子ね、

ほんとうにいい子ね、元気になったのね」と

優しく声をかけてくれるような人をつけたわ

けです。

このつけたグループとつけないグループと

比較すると体重増加率が非常に違うというん

ですね、つまり4ケ月でだいたい4倍から5

倍くらいの体重増加率を示すようになる。こ

れは先ほどの可愛がられない子どもと同じメ

カニズムで理解できると思います。病院とい

う特殊な所に入って、家庭から離れて治療を

受けているために、非常に落ち着いた安らか

な気持ちでおれないわけですから、そういっ

た子どもたちに優しく世話をしてくれる人が

付くだけで、治療法は全く同じだけれどもこ

れだけの違いが出てくるわけです。

そしてもう一つ驚くべきことはどういうこ

とかというと、普通の治療法をやったんでは

だいたい月に4， 5回ぐらいの頻度で感染、

反復感染を起こす、例えば、肺炎とか腸炎

(下痢）ですね。ところが優しいボランティ

アをつけたところでは、月に0.3回、という

ことは10分の1以下の頻度になったんですね。

それから死亡率は優しい人がつかないグルー

プでは、感染症で約30%、 3分の1の子ども
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は死んでしまう。ところが、そういう優しい

人をつけると死亡率は0になるということが

報告されたわけです。

これも私たちに重要なポイントを教えてく

れているわけです。感染という、ばい菌だと

かビールスが入ることでおこるわけですが、

それから体を守るからだの仕組み、すなわち

免疫機能もそういった人間的な優しさとか心

というものによって、強化されるんだという

ことを示しているわけです。栄養失調という

ものはビタミンが足りなくなる、あるいは必

測旨肪酸がないとか必須アミノ酸がないとか

いろいろな要因で免疫機能力轄ちるわけです。

ですから麻疹は重症化しますし、栄養失調そ

のもので死ぬということはほとんどないんで

すが、大部分は感染症で死ぬわけです。一応

の治療を受けていても、死亡するのです。そ

れが、優しさによって、子どもたちが生きが

いある生活をする事によって、このように死

亡率に大幅な違いが出てくるということがわ

かる、すなわち人間にとって、子どもにとっ

て、心というものは免疫の仕組みも強化する

と説明をする事が出来るわけです。

免疫力がどのようにして強化されるのかと

いうことは、一寸専門的ですが、中枢神経系

あるいは抹消神経から特殊なペプタイドが出

るんですね。そのペプタイド、さらにホルモ

ン、そういうものがTセルとかBセル、 (T

セルは細胞免疫に関係ある、すなわち結核の

症が治っていくのに関係があるわけです、B

セルの方は、免疫抗体ができるのに関係があ

るわけで）そういうものに影響することが明

らかになっています。あるいは、マスト細胞

だとか、そういうような局所のヒスタミン分

泌にも関係しているんです。この反応は、腸

の中に異物が入ってきた時にそれを排除する

ための仕組なんです。そうしたことから考え

ますとそういう免疫の仕組みも、現在では、

ニューペプタイドという神経から分泌する特

殊な活性因子が関係していることが明らかに

なっているわけです。

私たちが医学部の学生くらいの時にセリエ

の話しが出たり、あるいは人間の心とホルモ

ン分泌との関係が言われ始め、神経・心理内

分泌学はその後急速に進歩してまいりました。

それにつづいて、この免疫系についていろい

ろな神経系とはどういう関係なのかというこ

とは、この15年ぐらいの間の進歩であります。

psyco-immunology心理免疫学というように

訳しますが、そういった立場でのまとまった

本が出たのは1脾ぐらい前で、その改定版が

また出ましたから、その間急速に進歩してい

るわけです。例えば癌なんかも治っていく過

程には、免疫が関係するというふうに考えら

れておりまして、癌の治療と心のあり方の問

題、例えば癌の治療を受けた大人の方達の場

合ですけれども、そういう人たちにスイスの

アルプスに登ろうというような生きがいをも

たせることによって、癌も剋艮できるんだと

いう考えも出ているわけであります。

そういうことをまとめてみますと子どもの

場合も私は心のプログラム、体のプログラム

というべきようなものがあってですね、それ

がお互いに影響し合いながら子どもは毎日こ

のプログラムを動かしながら生活している。

その心のプログラムがうまく動かなければ心

と体のプログラムでチューニングされる体の

プログラムが動かないし、そのために発育の

プログラム力渤かないんだと考えるわけです。

プログラムといってもその中には、いろいろ

な仕組みがあるわけでありますし消化・吸収、

をあるいは知・情・意、さらには、内分泌の

レベルでのプログラムとか、代謝のレベルで

のプログラムとか免疫のレベルのプログラム

とかいうふうに考えられるわけです。

心と体のプログラムの存在を全く違った立

場で考えることが出来るのは、先ほど申しま

したように胎児だとか新生児の研究の成果で

あります。受精卵が着床して生まれるまでは

40週間ですけれども、まだ胎児の格好をして
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いないだいたい胎芽の時代、着床して3週間

ぐらいで、すでに心臓の動きが始まっている

んですね、超音波で、心拍動の動きを見るこ

とが出来る。ということは、私流に解釈すれ

ば、非常にprimitiveな格好の心臓は、その

時期すでにそれを拍動させる循環のプログラ

ムに内因的な仕組みでスイッチが入ったとい

うことを示しているわけです。それから目だ

とか耳の原型が出来上がるだとか、それから

いろいろな内蔵臓器の原型が出来上がると、

それから8週、妊娠2ケ月ぐらいになります

と鼻や口のまわりを刺激すると頭を反り返す

運動だとか、手を開く運動だとかをします。

10週ぐらいになると、まさに呼吸をしている

のと同じように胎児は羊水の中で水を吸った

り吐いたりしているわけですね。 15週位にな

ると、吸う。飲むということを始めます。畷

るなどという高尚なプログラムがすでに15週

で動いているということですね。これは誰も

やり方を教えているわけではないのです。

それから17週ぐらいになりますと自発運動

だとか協調運動があるし、27週になりますと

回転したり横転したりするし、音楽によって

心拍動が変化する、指を吸うとか、極小未熟

児（胎児と同じ）で生まれても泣くとかです

ね、いろいろ新生児の時に見られる反射が現

れる。それから妊娠の終わりくらいになると

羊水を1日5mccぐらい飲んで、450ccの排

尿をしているとかいうように。要するに私た

ち大人がやっているような行動の基本的なも

のは、胎児期に出来上がっていると私は考え

るべきだと思っているわけです。そういう基

本的なプログラムが出来ていてそれを、大人

になっていく過程で、環境の影響・教育の影

響によって組み合わせを換えたり新しい組み

合わせを作っていって、私たちの現在の生活

が出来るようになると見るべきだと思ってい

るのです。

妊娠12週位になりますと、お母さんが見て

いるテレビからくる音楽が、直接胎児に来る

場合には心臓の打ち方が変わり、音が直接い

かないようにして、お母さんに好きな音楽を

聴かせるとそのお母さんのムードによって、

おそらくある特殊なホルモンなりが出るんだ

ろうと思いまが、胎児に流れて来るそれらの

因子によって大きくぐるぐるっと動くことが

報告されているわけです。

何かここにはプログラムと呼ぶべきものが

ちゃんと作られていて、刺激によってそうい

う行動をとるんだということがおわかりにな

るんではないかと思います。またニールセン

という有名なスウェーデンのカメラマンが産

婦人科の先生と協同して指を吸っている胎児

を撮った写真があります。指を吸うというよ

うな行動も、私たちが教えなくても、ちゃん

と自然にやっている。指を吸うことにはどん

な意味があるんだ、これは小児科の先生だと

不安状態になると吸うだとかですね、遊びの

始まりだとかいうことを言うわけです。した

がって、この胎児の指を吸うという行動も、

自分で自分の心を宥めているのかもしれませ

んし、あるいはもう遊び心が始まっているの

かもしれないというふうに考えられるわけで

す。

赤ちゃんは生まれるときおぎや－と泣くこ

とによって呼吸が確立する。つまり呼吸のプ

ログラムにスイッチが入っていて、お腹の中

で羊水を吸ったりはいたりしてプログラムと

して練習していたものを、ここで本番の呼吸

のプログラムにスイッチをいれる。それで呼

吸運動は死に至るまでずっと続くわけですね。

それと同時にこの泣き声をあげるというこ

とは、赤ちゃんにとっては、お産は驚きであ

り不安であり恐れなわけです。なぜならば狭

い産道をくぐって生まれるために強い刺激、

機械的な刺激も受けますし、外に出れば音が

する、温度が違う、がやがやしている、そう

いうようなことがあって不安に駆られるわけ

です。ですから、それで泣いているわけです。

その証拠になかなか産声を泣き止めない赤ちや
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な表情を物真似することが出来ます。これは

新生児のものまね行動と言いまして、真似る

プログラムをも持っていることを示します。

だっこして、赤ちゃんの名前を呼びながら舌

を出しますと、口をもぐもぐと動かして舌の

先をちよこつと出したりするわけですね。で

すから、真似るということは、外からの情報

を取り込んで、自分の身体の中に持っている

他のプログラムに与えて、同じことをさせる

ようなプログラムと理解すればいいし、それ

が逆に言えば、真似ると学ぶは近い関係にあ

りますから、新しい情報を取り込んで自分の

プログラムをよくしていくんだと言えます。

このスライド（図5）にありますように生

まれた直後は歩くプログラムもあるんです。

もちろん生れたばかりは、自分で体重を支え

られませんからお医者さんが支えないと出来

ませんけれども。こういうふうに足を動かし

てまさに歩いているのと同じような動き方を

反射的にやります。これをstepping反射とも

いいますが、原始歩行とも呼んでいます。こ

の反射がですね、 1， 2ケ月経つと消えてし

まうんですね。それは、おっかないからこの

歩行のプログラムがoffになるわけですoと

ころが1年ぐらい経って、自分で自分の体重

を支え、 3次元の空間を認知することが出来

るようになると、子どもはよちよちと歩き始

めることが出来るようになります。その時に

ですね、左足の出し方、右足の出し方等々、

教えなくても子どもは、歩行のプロブラムに

スイッチが入って、よちよちと自然に歩き始

めて、あれよあれよといううちに、上手に歩

くようになる。

それが幼稚園、保育園に行くようになりま

すと真似るとか学ぶとかいうプログラムを駆

使してスキップしたりダンスしたりするよう

になる。つまり、先生のやっていることを、

お友達のやっていることを見たり、真似たり、

学んだりしてこのプログラムを変えてスキッ

プ、ダンスしたりするようになるわけです。

んを、母親にだっこさせるとか、あるいは助

産婦さんがだっこすれば赤ちゃんは泣きやむ

わけです。

ということは、もう既にある程度の驚きや

不安を感ずるプログラムというものが赤ちゃ

んにあるんだと言うことを示しているわけで

す。産声がおさまりますと赤ん坊は、生まれ

たばかりでもじ－つと周囲を見回すというよ

うなことをするわけです。これを新生児覚醒

状態と呼びます。視力も相当程度認識できる

と現在では理解されております。距離が近け

れば十分に見える。それから情報を求めると

言いますか、好奇心が強い、そういう何か新

しい情報を取り込もうとしているんじゃない

か、 information-seekerということばがあり

ますけれども、人間はinformation-seekerと

して生まれている、ということになるわけで

す。すなわち、心のプログラムも相当程度ちゃ

んと持っているんだと言うことを言いたいわ

けであります。

また、匂いについての実験ですけれども、

一方のガーゼには母親の匂いがついていて、

一方にはついていないとすると新生児は、お

母さんの匂いのついている方に一生懸命向こ

うとする。どうも羊水の中に匂いの基である

脂肪酸が出ているらしいんですね。その脂肪

酸の匂いを覚えて生まれてくるもんですから、

お母さんの匂いの方を向くということが出来

る。母親と子どもが一緒に生活していくため

には自然は極めて高度なプログラムを赤ちゃ

んにもたせていることになるわけです。

五感は聴覚にしる視覚にしる味覚にしる嗅

覚にしろ、そして泣き声を止まないときには

だっこすれば泣き止むという触覚にしるちゃ

んと機能していると、そういうセンサーとし

ての外からの感覚情報を取り込んで心と体の

プログラムに送り込むわけです。赤ちゃんは

自分の生きていくのに必要なプログラムを働

かせて生きているわけです。

生後2胴日かの赤ん坊でもお母さんの複雑
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皮膚の表面の温度を見るサーモグラフィー

という機械を用いた研究の話をしましょう。

赤ちゃんの顔について、お母さんと一緒にい

る時よりお母さんに出て行ってもらった時の

方が、顔面皮膚温度をみますと、温度が下が

るんですね。額のところ、鼻の頭。というこ

とはもう生後2ケ月、 3ケ月くらいでも既に

母子分離を不安と感じるような心のプログラ

ムを持っている。つまりサーモグラフィーで

私たちは新生児の心の状態をさぐる方法を確

立したと言ったら語弊になりますけれども、

ということを研究することが出来たわけです。

ですから、私が言いたいことは、そういう

ふうに人間というのは、出生の時点で心と体

のプログラムを持って生まれて来るんだとい

うことであります。そして整理いたしますと

体のプログラムとしては､呼吸・循環･消化・

代謝・運動・行動などですね、心のプログラ

ム.としては、知・情・意になりますけれども、

嬉しいとか悲しいとか、考えるとか、何なに

したい、真似る。学ぶ、記憶する、信ずると

かですね。オーム真理教のような場合は、オー

ムの理論で信ずるプログラムにスイッチが入っ

てしまったという感じが、あのテレビを見て

します。

それから五感はですね、触覚・視覚･聴覚・

嗅覚・味覚は外の情報をとって、心と体のプ

ログラムに送り込むシステムと考えることが

出来るわけです。

そういったプログラムの中で、神経系と内

分泌系のネットワークというのが、体をうま

く働かすのに重要な仕組みになっているわけ

です。そしてこの免疫も心も、それからホル

モンも身体のintegrityを保つという、働き

をしていると考えるわけでありまして、子ど

もたちが病気になったり、あるいは、楽しい

生活がなければこのお互の連絡力悪くなって、

身体のintegrityが崩れてくるというふうに

考えられるわけです。

次のスライド（図6）お願いします。それ

をもう一歩前進させますと、先ほど申し上げ

ましたように、大脳の辺縁系と視床下部とそ

れからこちらの方のホルモンの方ですね、そ

れから先ほどの免疫系と、そして昔からいわ

れているように、いわゆるパプロフの実験で

ありますように自律神経ですね、自分の意識

以外で生きるために動いているシステム、神

経系のシステムというものがあるわけです。

こういうような内分泌、免疫、自律神経、こ

ういう三つの枝でもって心という非常に広い

概念でまとめれば、そういうものによって体

は支配されているということが出来るわけで

す。

ここで、もう一度考えてみますと、プログ

ラムというのは何かというと、ホルモンのよ

うな分子だとか、あるいは神経でいえば電圧

変化といいましょうか、electric-potentialと

いうものによって、情報伝達する約束ごとの

組み合わせたものと理解すればいいのではな

いかと私は思います。

ですから病気の子どもというのは、心のプ

ログラム、体のプログラム、それから発育の

プログラムを、健康な子どもと同じようにもっ

ているのです。発育は成長という体の発育と

発達という心の発育と、分けることができる

とおもいます。病気というものは、心臓の病

気であればもちろん体のプログラムを冒すこ

とになりますし、その病気で入院して病院の

生活が楽しくなければ心のプログラムにも影

響を与えるわけですね。また逆に、自閉症だ

とか、脳性マヒということになれば病気自体

が心のプログラムを破綻させていますし、成

長ホルモンが足りなくて背が伸びないという

のは、成長ホルモン分泌のプログラムそれ自

体が異常で発育そのものに影響を与えている

ということができるわけです。

ですからこういう状態になっているとき、

病院なり家庭なりあるいは社会なりが、こう

いう心と体のプログラム、発育のプログラム

がうまく動くようにしてあげることが非常に
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もたちにも、いろいろとやることがあります。

子どもの権利という立場も重要ですし、さら

には発達課題を遂げさせるという意味でも更

には、病気の治癒力をたかめる効果も充分に

期待出来ます。そういう立場病院の中で、医

療と教育を結び付けて、子どもたちに生きが

いのある生活をさせる、そのために私たちは

子どもたちに対する優しい心遣いをしなけれ

ばいけないとおもいます。

そしてその優しさは、単にヒューマニズム

とかセンチメンタリズムの問題ではなくて、

科学的根拠があるのです。すなわち、神経心

理内分泌学だとか、神経心理免疫学という新

しい展開が開かれているということを十分に

理解して、今後の研究を進めていかなければ

ならないかと思います。医師として私どもも、

もちろん研究を続けていくわけですが、どう

か先生方あるいは親御さんたちの叱吃激励と

ご支援をお願いして、私の講演を終えさせて

頂きます。どうもご静聴ありがとうございま

した。

＜加藤会長の謝辞＞

先生どうもありがとうございました。優し

さというものが、人間の成長発達にとって、

どんなに大事であるかということを、専門的

には非常に難かしい問題を分かりやすくご講

義頂きましたこと、深く感謝申し上げます。

そこで、先生の折角のご講演でございますの

で、今日参加している者だけでなく、広く分

かち合いたいと思いますので活字にして配ら

せて頂きたいと思います。どうぞ宜しくお願

いいたします。

国立小児病院では、今は訪問指導の形をとっ

ていますが、近いうちに病院改築に伴って本

格的に幼稚部から高等部まで予定されている

そうで、まあそれはどの様になるか分かりま

せんけれども、一日も早く実現いたしまして、

また私たちをご指導いただけますことを心か

らお願い致したいと思います。今後とも宜し

くお願いいたします。本日は、本当に有難と

うございました。

重要だと私は思うわけです。それには人間的

な優しさが重要と思うのです。優しさによっ

て、子どもたちの心と体のプログラムをフル

回転させれば、子どもは生きがいを持った生

活ができるようになる。従ってたとえ障害さ

れていても他のプログラムはスムースに動く、

病気に対する治療効果も強化される。そのた

めに病院というところでは医師やナースの子

どもたちに対する、優しい扱いといいますか

心とか、あるいは先生方による学校での子ど

もたちに対する、優しい対応が重要になって

くると私は思うわけです。

病院という特殊な場ではQOLを高めるた

めにいろいろな方法を考えることができると

思います。私どもは、ハイテクだとかメディ

アも使って、どれだけ子どもたちのQOLを

高めるのに役にたつのだろうかと試みていま

す。例えばバーチャルリアリティーで、病院

でスキーをやった気分にすることが出来るわ

けです。これを見てみますと子どもたちの顔

が、輝いて来るのです。学校教育の場も、従

来の古典的な手段ばかりでなく、現代子に対

応して、こういったハイテクメディアも十分

に応用する余地があるんではないかと思いま

す。国立小児病院では、幸いにそういったプ

ロジェクトが動いておりまして、今度は分教

室が出来ましたけれども、そういうものを学

校教育にも応用できないだろうかという研究

を進めて行きたいというふうに思います。

現在の社会を見ますと21世紀に向けて、い

ろいろなものが揺れ動いていると思います。

政治の世界でもそうですし、経済でもそうで

すし、文化もそうだと思いますね。最近の宗

教問題を見てもそうですし、医療はもちろん

大幅に変わって行かなければならないという

時代になっております。教育も例外ではあり

ません。そういった意味で、病弱教育、私は

病弱教育という言葉があまり好きではないん

ですけれども、何かもっといい名前はないか

と思っていますが、そういう病院にいる子ど
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(図1）

養育者の性格と孤児の体重増加曲線
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(図3）
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(図4）

愛情遮断性低身長の成長障害メカニズム
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(図6）

外側視床下部と内側視床下部の特徴

大脳辺縁系 視床

外部環境

内部環境

ド体性神経
ヤ

免疫系

CSF:脳・脊髄液, RH:放出ホルモン, IH:抑制ホルモン
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犀扉刃1(図5）
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も 小林登先生の講演は、三十

数枚のスライドを使ってのお話

でした。ここにすべてのスライ

ドを載せることはできず、中心

となる内容の大切な部分だけを

載せさせて頂きました。

また、読んで推察すれば理解し

ていただけると思えるものも、

紙数の関係で割愛させて頂きま

した。ご了承下さい。
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日本育療学会会員募集にご協力下さい〃

本学会は、心身の健康に問題をもつ子供について、教育、家族、医療、看護、福祉等の関

係者が一体となって、問題の改善を計っていく活動を展開しようとする学会であります。

以前からこのような幅広い総合的な学会の必要性を訴える声は多数あり、平成6年5月そ

の要望に応える学会が発足、平成7年5月14日（日）第1回学術集会を開催し、併せて学会

誌「育療」創刊号を発刊いたしました。

会員の皆様には、心身の健康に問題を持つ子供について関心を持たれるご友人、知人の方々

にぜひご入会のお推めを頂きますようお願いいたします。

１
２
３

〆 、
年会費

入会申込

年会費納入

3, 000円

郵便ハガキにてご氏名、ご住所、電話番号、勤務先をご記入

郵便振替にて振替番号00270－5－75557

加入者名日本育療学会

〒194町田市森野1-39-15 日本育療学会事務局佐藤隆宛

TELO427－22-2203 FAX電話番号に同じ

4申込先

に ノ
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隔勇親の立場から教育､医療､看識福祉に期待

全国二分脊椎症児者を守る会事務局｝脊椎症児者を守る会事務局高橋紀子

大部分となり、 “親子共離れられない存在，

と化している。我々は医療関連者に「二分

脊椎外来」を各病院に設置することを要望

した。また、既に専門外来をはじめている

病院からの発表もあり、今後各支部で「二

分脊椎外来」が設けられるよう要望してい

く。

二分脊椎症は生まれた子どもが腰仙部に

髄液をたたえ、破裂寸前の髄膜瘤をもって

生まれ、多くの問題が始まる。生後数時間、

数日でこの髄膜瘤を切除した後も、大・小

便失禁や下肢の麻揮、変形等多科にわたる

障害がつきまとう。本症児者は一生を通じ

て不治で、常に何らかの問題を抱えている。

問題は百人百様で対応は複雑化している。

平成6年～7年にかけての実態調査アン

ケートによる就学児童生徒の動向を次頁に

記す。

普通小学校に入学する児童の親も「導尿」

のために毎日学校通いをしている。養謹学

校は広い地域のなかにあり、児童について

行く親の学校通いには時間もかかる。まし

て本症児の兄弟が居ればなお大変な行動範

囲となる。心労、身労で倒れる親もある。

｢学校における医療行為等」での研究会等も

あることを聞くが、遅々として進まぬ体制

に怒りさえおぼえる。

「地域の学校に通いたい、みんなと一緒

に学びたい」という重複、重度、重症の障

害児の願いを現実にするためには、障害児

が教育の場とする所に“医療スタッフ”を

配置することがまず手始めだと考える。ち

なみに昭和51年以降、養謹教諭には看護

婦の資格は不要となっている。今日の障害

をとりまく教育の場では、もはや学校教師

だけで行なえるものではないと思う。療育

と同様の多専門性が求められているのでは

なかろうか。

日本児童家庭文化協会親の会連絡会へは

多くの病気や障害をもつ子どもの親の会が

出席している。初めて聞く病名や症状に毎

回戸惑うばかりです。

私は二分脊椎症という病名を通してのこ

としか分かりません。多くの診療科に通院

したり、学校での医療行為や福祉問題は守

る会として山積みされたままになっていま

す。

そのなかから現在行なっている活動を紹

介させて頂きます。

二分脊椎症は脳神経外科、泌尿器科、整

形外科、 リハ科等に通院している。本会設

立時は地域での医療格差が取り上げられた。

専門医からは専門各科の連携し合うことの

必要性が提唱され「日本二分脊椎研究会」

が発足した。多くの科の医師、関係スタッ

フが集まり討論・交流が行なわれ、関連各

科の立場や性格の違いが目立ち噛み合わな

い討論が多かったそうだが、回を重ねるご

とに各科を隔てる垣根は低くなり、当初の

目的は達することが出来たと医師側は言う。

本年「第1 2回日本二分脊椎研究会」が宮

城県仙台市で開催され、初めて「親の立場

から」の発表をした。現在縦割、専門分化

している医療体制では、通院が日常生活の

日本の福祉制度を利用する場合は原則と

して「申請」することによって始めて援助

が開始される。援助を受けるべきか、また

援助を受けざるべきかを判断するのは、障
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かれたり、書いてなかったりである。

記載事項により就職を断念せざるを得な

い問題も出てきた。我々は全国統一のカー

ド化を要望している。

まだまだ多くの問題が山積しているなか、

平成7年9月よりSB情報ネットワーク室

が開設される。山積みされた問題を一つ一

つクリアーするのは私達親の会の役目だと

思う。部屋には紙オムツの各メーカー、各

サイズを置き会員が個々の身体にあったも

のを選べるようにと考え、最新情報も伝え

ていきたいと思っている。

害者自身が決めれば良いことである。しか

し、現実には新生児期から幼児期に入退院

を繰り返し、下肢障害のための手術、補装

具には沢山のお金がかかる。通院も重なる。

多くの3才未満の方々は身体障害者手帳が

取得できないo 3才位にならないと病状、

症状が判明しにくいからという理由である。

我々は毎年行なう厚生省交渉のなかでも常

にふれている。大都市においては近年取得

できるようになったが、地方においては未

だ改善されていない。また、手帳記載内容

においてもそれぞれの地域により事項が書
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小学校
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親の立場から医療に期待すること

人工呼吸器をつけた子の親の会大塚孝司

私達の会の子供のほとんどは、人口呼吸

器の力を借りなければ生きていく事が出来

ず、日常的に医療的ケアを必要とする。

ができる環境を整えてほしい。

一般的に通常の病院に入院していたので

はこのような子供たちのための訓練（遊び

を含む）や教育の場を確保することは難し

いo

最近の小児科病棟を保有する病院では、

長期入院をしている子供のための院内学級

を開設する病院が、わずかではあるが見ら

れるようになった事は喜ばしいことである。

学齢に達している子供に対しては、この

ような制度で救われる事もあるが、就学前

の幼児に対しては、多くの病院で病室に

“放置”されたままになっている状態であ

る。

基本的な人間として人格形成されていく

この時期に、親を含めほとんど他の人と触

れあう機会が少ないことは、子供にとって

大きな痛手である。

病院内で遊びや訓練、教育の場を十分に

確保できないのであるならば、病院は速や

かにこれらの機能を持つ他の病院や、施設

(重症心身障害児施設など）と連携し、子供

の療育に努めて欲しいものである。

また、子供の状態が良好で安定している

場合には、家庭環境や、周辺のサポート体

勢を作り、在宅療養を試みるのも一つの方

法である。

ただしサポート体勢が整っていないまま

に在宅に踏み切らせることは、病院による

患者の切り捨てにつながる恐れがある。

“心身の健康に問題を持つ子供”とは言っ

てもその程度は様々であり、医療に期待す

る要素もおのずと差がある。

また、子供の置かれている状況も様々で

あり、医療に求められる内容も異なってく

る。

私達の会の子供の置かれている状況とし

ては以下のように大別できる。

1 ：入院している場合

2 ：施設に入所している場合

（重症心身障害児施設など）

3 ：在宅療養をしている場合

私の息子は出生直後（1984．2月）

から大学病院NICU(5歳まで）、在宅

療養（約1週間） 、重症心身障害児施設

(現在に至）と移っており在宅の経験はほと

んど無きに等しい。

従って、これから述べることも経験の範

囲や、他の会員から聞き及んでいることで

まとめさせていただく。

【1 ：入院している場合】

医療は入院児のQOLを優先に

現在医療技術の高度化にともない、今ま

でではとうてい救えなかった命が救われる

時代になってきている。

難病により長い入院生活を余儀なくされ

る場合には、医療のみならず療育の面を考

慮しなくてはならない。

初期の生命に関わる事態の治療から脱出

した時点で、速やかに療育・リハビリ訓練

【2 ：施設入所している場合】

より充実した生活環境の整備

病院での入院と異なり、施設の場合は本

来の目的が、障害を持った子供たちの生活

の場となっており全般的にQOLは良い状
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ているほど医学は日夜進歩している現在、

早急に難病の原因を解明し、次世代には心

配の無いよう予防研究に力を注いでもらい

たい。

態にある。

機能訓練や言語訓練など様々な訓練が行

なわれ、障害を持つ子供にとっては良い環

境が整えられている。

私の息子が入所している施設は、隣接し

て養護学校があることから院内学級として

毎日授業があり、大変恵まれた環境にある。

しかし、息子の場合には人工呼吸器をつ

け最重度の部類に入るため、外出外泊もま

まならない状態である。

子供の状態が良い時には院内行事や、学

校行事などに、最大限参加させてあげたい

と親は思っているが、医者は「経験が無い」

など安全性を盾に、なかなか許可を出さな

いことがある。

この子にとって“今を大切に生きる”こ

とが重要であることを、医療者側は汲み取っ

てほしいものである。

【医療者に望むこと】

医療者と親とでは、その子の存在の認識

に「ずれ」がある。

医療者は「如何に延命させるか」に重点

を置き、 「育つ」という事を忘れがちであ

る。親は「如何に“今”を最大限に生きる

か」 「命あるうちに、如何に育てるか」と

いう事に重点を置き子供と接している。

医療者が安全を重視するあまり、子供の

成長に見合った環境作りや、家族との絆を

重要視しないことがある。

医療者は、その子の気持ちや、親の気持

ちを理解する努力をしてもらいたい。

その子が自我に目覚め判断能力がある場

合にはなおさらである。【3 ：在宅療養をしている場合】

緊急時の体制の整備

在宅している場合の医療は、通常は親又

はサポートの人たちによる医療的介謹であ

り、親にほとんどの責任が掛かっている。

医療者とは定期的な検診や、検査入院、

あるいは子供の様態が悪化した時点での関

わり合いとなる。

医療に求めることとしては、緊急時（子

供本人、介護者、災害時等）の受け入れ体

制、及び援護体制を整えてほしい。

病院で難病と診断された場合、親がいろ

いろな福祉行政機関を訪ね歩き、その子の

疾病が、どの福祉制度に該当するのかを調

べるような今日の制度を改め、療育の出来

る医療施設を含め、医療機関と福祉行政機

関とのネットワーク化を図り、各機関に設

置した端末装置を利用して、どこからでも

全ての情報が得られるような“総合情報シ

ステム”の早期実現が望まれる。

最近では私達の会にも患者の家族だけで

はなく、医師やケースワーカーなどの医療

関係者や、保健所など福祉行政機関からの

問い合わせが入るようになってきた。

親の会としても協力を惜しまないだろう。

【予防研究に対して】

難病児を抱える家族の悩みとして、正常

に生まれた他の兄弟・姉妹が遺伝因子を保

有しているのではないか、という心配があ

る｡

また、親として障害のある子とは別に他

の子供を持ちたいと思ったとき、安心して

出産できるような状況も欠かせない。

医療現場ではすでに遺伝子治療も始まつ

医療、家族、福祉、教育が互いに協力し、

その子の視点や、立場に立って「現在」、

｢未来」に向けて何が最良かを考えれば、お

のずと結論は導かれるのではないだろうか。
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子どもの目線に合わせて
日本レット症候群協会理事我妻正代

難病や障害を持っている子の問題とは何か

と考えると、人権の問題に突き当たります。

人権とはすなわち、たとえどんな障害があろ

うと、機能的には何もできない子であろうと

も一人の人間です。一人の人間として当り前

の生活を営む権利がある。一QOL、いのち

の輝き－と思います。

この重いハンディを持った子たちに対して

一人の人間としていかに接することができる

のか、教育、医療、家族、福祉の問題もすべ

てはそこにあると思います。

私の娘は、何の異常もなく生まれ、ごく普

通に成長しましたが、一才を過ぎた頃から奇

妙な手の動きと共に成長が停滞気味になりま

した。最初にかかった病院の医師はてんかん

だと吐き捨てるように言い、普通の子供のよ

うには成長できないと言って何の説明もせず

に席を立ちました。その時のことを思い出す

と、今だに憤りを感じます。その時は奈落の

底に突き落とされ、何の望みも持てませんで

した。娘がレット症候群と診断されたのは、

二才になった頃でした。初めて聞く病名、重

度の障害を伴うこと、原因も治療法もまだ医

学的に解明されていない病気だということ、

医師の言葉は暗くて遠い所で響いておりまし

た。ただ我々も一生懸命に研究しているから

と一總の望みは見せてくれ救われる思いでし

た。

この子は「お父さん、お母さん」と言うこ

とはない、元気に走り回ることもないだろう。

そしてこの子の機能はどこまで落ちるのだろ

うという底の見えない不安、どうすることも

できない無念さが心の中に重くのしかかりま

した。しかし親は、この子だけのために涙し

ているわけにはいきません。他にも兄弟はい

るし、日々の生活も待ったなしです。

告知とは、どの病気でも非常に大きな問題

です。医者に罹るということは、弱い部分を

曝け出すことで、受ける側の心の問題をなく

しては何も語れません。病気を治すとは心も

癒すということです。

親の場合には、親の会の役割に大きなもの

があります。同じ思いをした者たちのビアカ

ウンセリング、自分の気持ちをわかってもら

えた時、それだけで次への糧となります。日

本レット症候群協会は、 1990年11月、国際小

児科学会が青山の子供の城で開催された時、

レット博士を始め内外の医療関係者、教育関

係者、親などが集まったのを機に発足いたし

ました。会報の発行やサマーキャンプ、地方

でのミニ集会など娘を抱えながら漸うに動い

ています。現在会員数は約190名、全国で四

千人位の患者数があるのではと言われている

ので、まだまだ知名度の低い病気です。今後

はシンポジウムも予定しており、まずは病気

についての理解が進んでくれることを望んで

おります。

子供の心の問題、コミュニケーションの手

段を持たない子たちの心をどのように理解す

るのか…。世の中は目まぐるしく動き、早く

早くとせかされている日常の中で、子供の歩

みに合わせて立ち止まり、子供たちの目線に

合わせて物を考える時、こんなこともできる、

あんなこともわかるという発見があります。

この目はすべてを語っています。子供の目線

にあわせて見られない時、この子たちは何も

わからない、何も出来ない子になり下がりま

す。わかってもらえないものに対するストレ

スもまた大きいのです。接する側の心のゆと

り、それを手助けするのが行政の仕事なので

はないでしょうか。精神論や目に見えるもの

だけで判断するというのではなく、この心の

問題は、どの分野においても共に考えるべき

大切なものと考えます。
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入院中の子どもの教育ついて
～がんの子供を守る会の学習ボランティア活動を通して～

（助がんの子供を守る会ソーシャルワーカー池田文子

10月からだった。それまでは、Tさんの病気

のことで頭が一杯だった母親も、病状が安定

してくると次第にTさんの進学の件について

心配になってきた。主治医は「病気を直すこ

とが優先では」と留年することを提案したが、

学校側は「義務教育だし、かえって進学する

のに不利になるのでは」と留年することに難

色を示した。結局最後はTさんの意志を尊重

し、 「どこかの高校に入ろう」と病院で受験

勉強に取り組むことにした。ところが、いざ

勉強となるとTさんには自習という方法以外

にはないため、どうしても行き詰まることが

あった。

どうしていいものか困り果てた母親は、が

んの子供を守る会に「どうしたら本人のやる

気を支えてやることができるか」と相談を持

ちかけてきた。相談を受けたソーシャルワー

カーは、 「ボランティアの学習指導を頼んで

みては」と提案。難色を示している病棟とT

さんの家族の間に入り、ボランティアも含め

て合同の話し合いの場を設けた。前例がない

等の理由から最初は難色を示していた病棟側

も、 「本人がどうしても望むのならば」とい

うことでTさんにボランティアを付けること

を承諾した。

Tさんが実際にボランティアの学生に勉強

を見てもらったのは、週に1回、 2時間、退

院するまでの4回だけであった。それでも

｢勉強を見てもらっている」ということだけ

で、Tさんの不安は解消されたようである。

Tさんは、無事に高校受験に合格することが

できた。

はじめに

財団法人「がんの子供を守る会」は、小児

がんで子どもを失った親たちが中心となり、

1968年に結成された団体である。小児がん患

児及び家族の福祉の向上を目標に、療養費助

成事業、広報活動、相談事業等の活動を続け

ている。

近年のめざましい治療の進歩に伴い、小児

がんの治癒率は向上し、長期入院の後、復学

する子どもも増加している。退院後の社会復

帰という観点からも、入院中の子どもたちに

対する教育への関心が高まっている。がんの

子供を守る会にも、闘病中の学業の遅れに対

する対策や復学時の対応等の相談が寄せられ

ている。

本稿では、某病院の小児病棟内で、がんの

子供を守る会が窓口となって行っている学習

ボランティア「たんぽぽ」の活動を紹介し、

入院中の子どもたちの教育について考えてい

きたい。

1 ．ボランティアができるまでの経緯

「たんぽぽ」は、1992年8月に、がんの子

供を守る会のソーシャルワーカーの呼びかけ

で結成されたボランティアグループである。

活動内容は、某病院に入院中の子どもたちの

学習指導である。

このボランティアができたのには、一つの

きっかけがあった。それはTさんという高校

受験を控えた一人の患者さんの橋淡から始まっ

た。

Tさんは当時、公立中学の3年生。受験本

番を迎える夏休みに白血病のため入院した。

入院当初はあまり気に留めなかった勉強が気

になり出したのは、私立高校の推薦が始まる

最初はボランティアを受け入れることに消

極的であった病棟側も、Tさんの件で院内で

の学習の必要性を考え直したようである。改
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めて、がんの子供を守る会に学習ボランティ

ア派遣依頼の申し入れてがあった。そこで、

ソーシャルワーカーが福祉系の大学生たちに

呼びかけ組織したのが、学習ボランティア

｢たんぽぽ」である。

どもがやってくる。活動時間と面接時間が重

なるため、年少の子どもよりも小学校の高学

年から中学生の参加が多い傾向にある。

3．活動の意義～3つの事例から～

わずか週1回の活動の中で、学習指導とは

いえボランティアの果たせる役割は限られて

いる。時々、子どもたちの親の中には学業の

遅れを取り戻すほどの効果を期待する方がい

るが、それは難しいことである。限られた条

件の中でボランティアができることは、意欲

をもたせることである。つまり、学習そのも

のよりも、 「勉強したい」あるいは「勉強し

よう」という気持ちを支えることである。

以下、慢性疾患のため長期にわたってボラ

ンティアが関わった3人の患者さんの事例を

紹介する。

2．活動の実際

現在、たんぽぽは毎週木曜日の夕方（1時

間）を活動日にしている。シフトで組んだ3

名のボランティアがチームになって病棟を訪

問している。ボランティアは10名。以前は

学生のみだったが、今では半数が社会人であ

る。そのほとんどが教職や保母の有資格者で

ある。

活動を始めてから今日にいたるまでには、

ボランティア不足で苦労したこともあったが、

現在では病院と同区域内の社会福祉協議会の

協力を得て、常にメンバーを確保できるシス

テムになっている。

病棟内での学習場所は、医師たちの研究室

である。決して広いとはいえないスペースに

長机と椅子をセットし、子どもたちとボラン

ティアが顔を合わせるようにして勉強してい

る。だが、子どもたちには部屋の広さも繁雑

さも苦にならないようである。どの子も生き

生きと勉強に取り組んでいる。特に、入院生

活が長期にわたる慢性疾患さんたちには、週

1回の活動日が一つの楽しみになるようであ

る。ボランティアが来る前には、研修室の前

に教材や宿題を抱えながら待っている子ども

たちが多い。

基本的にボランティアの存在は、病棟側と

の話し合いにより、入院時のオリエンテーショ

ンで患児家族たちに説明してもらう仕組みに

なっている。それでも、必ず活動の際には、

ボランティアが個人個人に参加の呼びかけを

行っている。資金や教材不足という問題もあ

り、学習教材は参加する子どもたち自身に持っ

てきてもらうことになっている。参加は本人

の自主性に任せるが、平均して4～5名の子

●M君の場合

M君は小学校1年生の男児。心臓疾患のた

めに入院。小学校へ入学したものの、まだ学

校へ行ったことはなかった。

入院した当初は、M君よりも母親の方が積

極的であった。当のM君は母親が一緒でない

と参加を拒んだ。母親はM君の下にまだ幼い

弟がいるため、できるだけ早く帰宅したいと

いう事情があったようである。

まずは信頼関係を築きあげることから始め

ようと、学習意欲がない時は、飛行機作りや

絵を書いたりして過ごした。最初は緊張して

いたM君も、しだいに笑顔を見せるようになっ

てきたo 3週目には、とうとう一人で参加す

るようになったo 2ケ月もすると、 「今日は

算数をやる」など、自分の気持ちを口にでき

るようになった｡それから退院するまで、ほ

とんど毎回活動に参加した。算数や国語のド

リルをもってきては、楽しそうに問題を解い

ていた。

それでも長い闘病生活の間には、M君なり

に辛いこともあったのだろう。時には、スト
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レス状態からくる行動だろうか。ボランティ

アに対して乱暴な口を聞いたり、叩いてきた

りすることも度々あった。だが、それはM君

に限ってのことではない。多かれ少なかれ、

どの患者にもいえることのように思う。

M君にとって学習ボランティアは、勉強を

する場というよりも、自分の気持ちを発散で

きる場であったのかもしれない。

どちらにしても、結果的には、学校に戻っ

ても授業についていけないということはない

であろう程度の学力をつけて退院した。

●Iさんの場合

Iさんは帰国子女の中学1年生の女子。腎

疾患のため入院。 「英語は得意だが、数学は

苦手で」といって参加した。年齢よりもずっ

と大人びた印象のIさんは、いつも他の年下

の患者さんたちの勉強を見てくれるお姉さん

的存在の患者さんであった。毎週活動に参加

したが、実際にはボランティアの助けなど必

要ないくらい自分でできる子であった。それ

でも時々、学校を休んでいる焦りや学業が遅

れてしまう不安等をボランティアに漏らすこ

とがあった。ボランティアは、ただその言葉

に耳を傾け、励ますだけであった。だがIさ

んには、それなりに支えになったようである。

退院時、ボランティア宛に以下ののような手

紙を残してくれた。

●Kさんの場合

Kさんは中学2年生の女子。白血病のため

入院。長期にわたる入院生活を送っていたた

め、学校へはほとんど通学していない状態で

あり、学力は小学校高学年レベルであった。

Kさんは活動には参加するものの、まった

く教科書を開かなかった。最初はボランティ

ア側も困惑したが、自分の学力を知られたく

ないという恥ずかしさからではないかという

ことで、まずは得意科目から取り組んで自信

をつけさせようということになった。もって

くる教科書がいつも数学であることから、中

学1年生の数学から始めた。方程式の公式等

をゆっくり勉強すると、最初は一問も解けな

かったのに計算問題も解けるようになってき

た。計算が解けるようになると本人も夢中で

勉強するようになってきた。 「1時間じゃ足

りない」と不満を漏らし、 「宿題を沢山出し

て、暇だから」と言っていた。また、検査日

と活動日が重なると、必ず「曜日をずらして

欲しい」と言ってボランティアを困らせた。

結局、半年後の退院時には、数学に関してだ

けは中学2年生レベルの問題が解けるように

なった。 「すごいね」というボランティアの

言葉に、 「だって、他に病院ではやることな

かったんだもん。お姉さんたちと勉強するの

楽しかったし、ありがとう」の言葉を残して

退院した。

「ボランティアさんへ」

「今まで、忙しい中教えてくださって、本

当にどうもありがとうございました。ボラン

ティアさんと勉強すると、すごくはかどりま

した。それに楽しかったです。絶対にご親切

とボランティアさん達の明るくて優しい顔と

心を忘れません。これからも、病院に長くい

て勉強が不安な子どもたちに、勉強を教えて

頑張って下さい。…それでは、本当にありが

とうございましたo l ･Y」

「今日、急に退院できることになりました。

入院初期はどのように勉強を続けたり、入院

生活を送ったらよいのか不安でいたYも、日

がたつにつれ、ボランティアさんとの木曜日

がけじめになって、勉強のリズムが自分なり

につかめたようで、その頃から落ち着いて、

いつも楽しそうに過ごせるようになってくれ

ました。また、ボランティアさん自身のこと

を話していただけたことも、ひどく心に残る

ひとのようでした。どうぞ皆様ますますお元

気でご活躍下さいますよう、心から感謝と共
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にお祈り申し上げます。 母より」

M君、Kさん、 Iさんの3事例ともに、ボ

ランティアが果たした役割は、ただ週1回1

時間の時間を共に過ごしたということだけで

ある。設備も教材も十分ではない環境の中で

も、子どもたちの意欲を支えることはできる

のだということを、私達は子どもたち自身か

ら学んだ。

がいることも事実である。したがって、 「病

気の子どもたちにも教育は必要なのだ」とい

う理解を求めることも、大きな課題の一つで

あると考えている。

おわりに

入院中の子どもたちの教育について、がん

の子供を守る会が窓口となって行っている学

習ボランティア「たんぽぽ」の活動の実践を

紹介した。必ずしも学習設備等が完全でなく

ても、子どもたちの学習意欲を支えることは

可能である。

しかし、だからといってボランティアによ

る学習指導を学校の代替と考えるのは間違い

である。もちろんボランティアには、ボラン

ティアにしか果たせない独自の役割というも

のがある。前述したM君の事例は、それを示

している良い例である。だが、同じように、

やはり学校には学校にしか果たせない役割が

あり、決してボランティアが学校の代わりに

なることはできないのである。

したがって、長期に入院を余儀なくされて

いる慢性疾患の患者さん等には、やはり学校

に代わる院内学級なり訪問学級等の正規の教

育が受けられるシステムが必要であることを

最後に強調したいと思う。

4．今後の課題

今後の課題として、まず学習環境の整備が

あげられる。現在の活動を行っている部屋は、

医師の研究室であるため問題も多い。病棟側

も他に提供できるスペースがないため、改善

しようにも簡単にはできないという現状であ

る。

また、患児たちの親御さんの中には、明ら

かにボランティアに不信の念をもっている方

たちも少なくない。その点は、ボランティア

に定期的な研修等を行うなど、さらにボラン

ティア側の質の向上をはかるなどの努力も必

要である。

だが、院内学級等の必要性がさかんに唱え

られている現在でも、一方には「病気の子ど

もにあえて勉強をさせなくても」と、ボラン

ティアにさえ消極的な親御さんや医療従事者

病児に対する病院内訪問保育について
新宿区立あゆみの家在宅訪問指導員

保母坂上和子

はじめに も先駆的な病院内訪問保育の取り組みが始ま

新宿区立あゆみの家は、区内に居住する心 り、区内の病院の病室に訪問、これまでに4

身に障害のある人たちと、その家族の福祉向 人の病児の指導を行ってきている。

上を図ることを目的とした通園福ﾈI卜施設であ 今回は、病院内訪問保育を受け終了したケー

る。利用対象者は学齢前の幼児部門（4略）、 スについて、訪問保育の内容、病院との連携、

学齢後の成人部門（40名）がある。幼児部門 訪問を実施しての問題点等を報告し、病院と

では、通園指導のほかに在宅障害児訪問指導 いう制約のある場での保育の必要性、医療と

事業を開始し、電話相談、在宅訪問、保育園 福祉の連携、通園施設の地域での役割につい

児在籍児併用指導等の業務を実施している。 て考える。

この在宅訪問指導事業の一環として、全国で
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な治療と同様に欠かせないものであると考え、

衛生的で安全な環境の中で身体の発達、模倣

活動、言語活動を促し、大人や友達との関わ

りを広げていくことを大切にし、これらの目

標を月毎に具体的な指導案として作成した。

内容は対象児の年齢、病状によって違って

くるが以下、簡単に紹介する。

制作遊びでは季節ごとの行事を組み入れた

もの（こいのぼり制作、七夕の笹飾りなど）、

木の実や葉っぱ、いろいろな素材を使った絵

画や制作あそび他、小麦粉粘土、クッキー作

り、フィンガーペイント、スタンプ遊び等々・

指導案には意識的に、季節感や変化にとん

だ教材を取り入れ、外の空気を運びいれるよ

うにした。また情緒、言語の発達を促す紙芝

居や人形劇、ペープサート、パネルシアター

など、歌や踊り、手遊びを交えながら子供ら

しい遊びの場を設定。

保育の指導場所は病棟プレイルーム及び病

室。指導には職員2名があたる。

取り組みへの経過

昭和58年度、最初に訪問保育を行った児童

(4歳男子）は、生まれたときから寝たきり

で、 ICUから一歩も外へ出られないという

生活を余儀なくされていた。幼稚園に通う年

齢になり、ベッド上でも子供らしい輝きを何

とか与えてやりたいとの家族からの切実な要

求があり、病院のケースワーカーを通して訪

問の依頼があって始められた。この子供は訪

問保育を1年ほど続けたところで亡くなった。

その後、同病院では昭和60年に先天性腎臓疾

患の子供に対しても訪問保育を行った。

この2ケースの訪問保育は子供の両親が、

看護のため病院のそばに転居しており、新宿

区の住民であったこと力稀を進める前提となっ

た。今回報告する病院小児科病棟では、ベッ

ド数が40床があり、長期の入院が予想される

小児がんなど難病の子供たちも多く入院して

いる。またこのような病気の子供には親の付

き添いが認められていることから、先のケー

スと同じように区内に転居してくる家族も少

なくないoそして長期入院ともなれば病院は

治療とともに生活の場でもある。

事例個室で保育を受けたR君

R君は新宿区内の保育園に通っていた3歳

の秋に、急性リンパ性白血病と診断され医療

センターに入院してきた。白血病はいわゆる

血液のがんで、治療には抗がん剤や副腎皮質

ホルモン等の科学療法が有効とされているが、

この治療には強い副作用が伴い、患者の多く

は頭髪が抜け、嘔吐、頭痛、発熱などの症状

に悩まされる。また抵抗力が極端に低下し感

染症にかかりやすくなる。このため外部との

接触ができず、特に15歳未満の子供とは、た

とえ兄弟姉妹といえども面会すら出来ず、生

活の全てが個室で行われることになる。

R君の保育は子供の病状が落ち着いた頃、

母親より依頼があった。

R君の発病年齢が3歳と幼いため、生活環

境が突然変わった事が理解できない上に、次々

とくる検査や治療におびえていた。初めのう

ちは白いガウンを着た職員を見て、医療者な

病院内訪問保育について

(1)訪問保育の位置付け

長期入院児にとっては病院が実質的に基本

的な生活の場であり、生活の全てでもある。

そこで病院内において子供らしい成長発達を

めざし訪問保育を実施する。

(2腺育の目標

子供が成長発達していく過程の中でも、と

りわけ生涯にわたる人間形成の基礎を培う極

めて重要な時期は乳幼児期である。たとえ病

院内にあっても子供は豊かに伸びてゆく可能

性をそのうちに秘めており、その子供たちが

現在を最も良く生き成長、発達できるように

援助することを目標とする。

(3脂導内容と留意点

病院という環境においても、保育は医学的
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のではないかと恐れられ、うっかり近づけな

い程であった。職員は子供の緊張を解くため、

できるだけ慣れた人（母親）についてもらい、

子供の年齢や発達に合わせた絵本や玩具など

を運びコミュニケーション作りに努めた。こ

のような子供たちには、時間をかけてゆっく

り接し、室内で楽しめる絵本や紙芝居、おも

ちゃやパズルを運んで静かな遊びをベッド上

で設定する。

体調が安定してくると他の入院児が安静を

とる1時～3時迄の2時間の間、プレイルー

ムにでて遊ぶことが許可された。その場合は、

指導場所を個室からプレイルームに移す。そ

れは一日中狭い個室に閉じこもっている子供

が、わずかな時間でも広い空間でのびやかに

保育を受けるためである。そして何よりも、

このプレイルームに同じ病気の子供たちが集

まって来ることで、保育を通して友達関係を

持つことができるからである。個室にいると

きは母親や職員にいらいらをぶつけることも

多かったが、ここでは友達とおしゃべりを楽

しみ、笑い声も絶えなかった。また、友達と

競争心を持つことで、遊びの意欲もぐんと高

まった。付き添いの母親も保育の場に参加す

ることで、子供の笑顔に慰められ、母親同士

の交流もより深められていったと思われる。

この病気は治療の過程が厳しく制約も多い。

他の病気に感染しないよう対人接触が制限さ

れるため、食事もトイレもすべて狭い個室で

行われなければならず、付き添いの母親も子

供も、今まで担当したケース以上に厳しいス

トレスを抱えていた。そのため保育の必要性

はより高いものがあった。子供が安定して遊

んでいる時には、母親を解放してリラックス

するよう勤めることも必要と思われた。実際

その時間にやっと母親はゆっくり食事を取る

ことができた。また、この訪問保育ではその

都度、連絡帳を通して保護者との意見の交換

を大切にしてきた。闘病中においても、子供

の成長を親とともに喜び合う保育の記録は、

保護者を励まし勇気づけるため大切な役割と

なった。

R君は今年3月初め退院、 1年4ケ月の訪

問保育を終了したo4月には幼稚園の入園を

ひかえていたが、長い入院生活のため腕や足

の筋肉が弱くなっていた。そのため退院後も

ひと月は在宅訪問を行い、戸外遊びを中心に

基礎的な体力作りを行って､集団牛活にスムー

ズに移行できるよう助けた。

保護者の声

息子は3歳の年、 「急性リンパ性白血病」

と診断され、寛解導入の治療が一段落する頃、

医療センターへ入院しました。医療センター

では、子供らしい自由な環境で入院生活を過

ごさせることが可能でした。私達を迎えてく

ださった医療スタッフのモットーは「身体は

病気でも心まで病気にしてはならない」とい

うものでした。病棟の雰囲気も解放的で明る

く、転院前の不安は徐々になくなりました。

医療センターでは、他の患者さんたちの安静

時間である午後1時から3時までの間、白血

病など感染症に弱い患者を対象にプレイルー

ムで自由に遊ぶことが許されています。

このプレイルームでの子供同士の触れ合い

が、息子に自分だけが病気ではないというこ

とを理解させ、同時に他人を思いやる気持ち

を芽生えさせたと思います。そして治療に対

して親子共々前向きになれた大きな原動力に

は、何と言っても「あゆみの家」の存在があ

ります。 「あゆみの家」との出会いは、一緒

に入院していたM君のお母さんから教えても

らいました。さっそくやってきてくださった

先生方は、息子にとってまさしくオアシスで

した。紙芝居や人形劇、ゲーム等々色々なこ

とで楽しませてくれる先生方は､母親とは違っ

た意味で自分を理解し励ましてくれる存在と

して、息子に希望を与えてくれました。最初

の頃はなかなか馴染めずにいた息子でしたが

2回、 3回と訪ねてきていただくうちに段々
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ループ活動に発展したため、参加人数が多い

時は訪問の職員2名では対応し切れない。ま

た年齢差のある子供たちはそれぞれ興味や遊

びが違う。その上、点滴台を付けた子供が多

い時には、異動の際ループのからまりや転倒

の危険もあり大変であるが、午前中は処置や

治療もあって医療側の応援も求めにくい。

と心を開き、今ではあゆみの先生の来る日を

何日も前から楽しみにするようになりました。

先日「あゆみの家」の時間に息子の誕生会

が行われました。その会には上は小学校から

下は1歳の子供まで5人が参加、子供たちは

先生の指導のもとで、日頃のストレスを一気

に発散させるようなパワーで、それはそれは

嬉しそうにかつ安全に楽しんでおりました。

これらの遊びの中で他の子供たちとのコミュ

ニケーションが息子の情緒の安定に大きな役

割を果たしてくれています。

週に1回の大事なあゆみの日も時には骨髄

検査のため遊びが中断されることもありまし

た。しかし処置室から涙と汗でグッショリに

なって帰ってきたとき、あゆみの先生にうん

と誉めてもらったことが息子に「僕は病気な

んか負けないぞ」という勇気を持たせてくれ

たように思います。ストレスが免疫力を低下

させることについては医学的にも実証されつ

つあります。反対に希望や勇気を持つことは、

病気と闘う上でとても大事なことでもありま

す。息子はあゆみの先生との出会いによって、

病気と闘っていける勇気や希望を持つことが

できました。この制度を受けられたことを本

当に感謝しています。

検討課題

毎回入院が入れ替わるため、コミュニケー

ションが取りにくい。また参加人数が訪問し

てみなければ分からないため、教材の準備が

しづらい。また、病院内に保育の備品や設備

がないため、玩具や教材を用意したり、運搬

する大変さがあった。このように初めのうち

は様々な問題が出てきた。しかしその都度病

院側と話し合いを重ねてきた。

まとめ

今回報告した病院内訪問保育は、6年間が

経過し、着実に根を下ろしつつある。それは

治療が優先される病院においても、子供の入

院生活の質をどう高めていくかということが

見直され始めていた時期に、この訪問保育と

いう実践を通して治療のみならず保育(療育）

の必要性を病院側も認識することができたか

らではないかと考えられる。

病院内での訪問保育は、まだまだ改善すべ

き問題点を多く抱えているが、次の2つの面

で方向性を示唆していると思われる。一つは、

入院している子供たちに対してである。保護

者の声からも伺えるように、子供たちは毎日

が治療のくり返しであり、関わり合う人達は

医療スタッフ対患者というごく限られた人間

関係の中で、制約のある単調な生活を送って

いる。そうした中に「あゆみの家」が保育を

携えていったことで、子供らしい輝き、喜び、

情緒の安定を促し得たこと。また、子供同士

の触れ合いを通して思いやりや、やさしさと

いった気持ちや社会性の芽生えを助け、心身

医療関係者の声

病院では身体に病気があっても心は元気な

子供を願い、子供らしく過ごせる生活の場を

願っている。そのためには、医療と患者の関

係だけではなく、いろいろな関係を持てる人

達が必要だと思われる。特に子供の入院の場

合、ストレスが大きいので保育や遊びは治療

とともに必要なことと考えている。当病院で

は養謹学校の訪問時間にはできるだけ治療を

後回しにしても教育を優先している。訪問保

育も制度化されることを願っている。

訪問保育実施上の問題点

午前の保育の場合、対象児を中心にしたグ
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の成長発達を促すことができた点にあると考

える。

2つ目は主として看護に関わる人、つまり

母親に対してである。毎日看病に明け暮れて

いる母親は満足な食事も睡眠も取れず、疲労

が蓄積している状況にある。そのため親子の

良好な関係を取れず、母子ともにストレスが

たまっている場合が多い。まだ乳幼児が病気

になり入院が長引くと、家庭に残された留守

を守る兄弟姉妹も気掛かりである。そのよう

な母親に対して訪問を行うことは、母親への

レスパイトケアという視点から見てもとても

重要であった。この訪問保育を通じて、母親

同士も交流が深まり悩みを分かち合い、お互

い客観的に子供の様子や成長を見ることがで

きるようになった。また連絡張を通して意見

交換をしたり、職員と話し合うことで日頃蓄

積している思いを解放し、気分転換を図るこ

とは何より必要なことであった。母親はそこ

でまた、前向きになって子供と向きあうこと

ができる。そのようなレスパイトケアも訪問

保育の大きな柱であると考えている。
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小児病棟の中で難病と闘って

いる多くの子どもたちにとっ
て病院内保育はとでも大切。

我が子とともに闘病生活を経
験した母親と、先駆的に病院

内保育を実践する保母が、切

実な願いと保育の生き生きと

した姿を伝える感動の書。
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送料310円子どもが 日奉小児科学会会畏

鴨下重彦
白孝子ど毛を守る全会長

大田堯
全廻研全国要員長
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隔男耐詞
入院中の学校教育の意義と役割

国立小児病院・小児医療研究センター・小児生態研究部

谷村雅子 ・松井一郎

（現在・横浜市保土ケ谷保健所長）

た入院中の学校教育方針に関するもの、2)各

患児の教育と患児の様子に関する教砺己朔、

3)保護者記載用、4)退院後の地区の教師用の

4種類を作成した。

対象は、東京都、神奈川県、愛知県、滋賀

県の病弱養謹学校、院内学級、病院訪問教育

を行なっている学校の教師（以下、入院中の

教師と略す）と担任の患児の保護者､退院後

の地区の学校の担任教師（以下、退院後の教

師と略す）及び親の会の保護者とした。

調査は、1993年12月に調査票を発送し、入

院中の教師89名、退院後の教師99名、保護者

279名から、患児476名に関する回答を得た。

患児は調査時に入院中159名、退院後289名、

死亡28名であった。

はじめに

小児がんや難病の治癒率力塙まり、長期入

院の後、学校生活に戻る子どもや病院で長期

療養生活を送る子どもが増加してきた。入院

児に対する学校教育の重要性は一部の関係者

には認識されているが、大学病院においても

入院中に学校教育を行なっている施設は1993

年の全国調査で3割に過ぎなかった。

入院中の学校教育の効果を確認するため、

入院中に学校教育を受けた患児の、入院中の

担任、退院後の地区の学校の担任、保護者を

対象にアンケート調査を行ったところ、感謝

と充実を望む手紙を添えた多くの回答が寄せ

られた。前稿では、入院中の児童・生徒を指

導している教師は医療スタッフとの連携のも

とに、学力補充の他、闘病。生きる意欲の向

上、病棟生活に伴う問題などに配慮して、各

患児の病状に合わせて教育を行なっており、

これらの教師の姿勢は患児・家族との信頼関

係を強め、患児の学習意欲、闘病意欲、病棟

生活の向上、家族の精神面などに非常に良い

影響を与えていることを報告した（「育療」、

創刊号、1995年5月)｡

本稿では、前籍校復帰後の生活、終末期の

教育、疾病教育の現状、保護者・教師・地区

の教師からの要望などをまとめて、入院中の

学校教育の効果と改善点を検討する。

結果および考察

1 ．地区の学校に復帰後の生活

退院後の学校生活について教師99名の回答

の対象となった児童・生徒の、地区の学校に

転入学後の期間を（表1）に示す。80％が半

年から1年間たっており、回答の多くは担任

による半年以上の観察を経たものと考えられ

る。保謹者の回答の対象には退院後､数年たっ

た者も含まれている。

1）転入学

退院して地区の学校に転入学した児童・生

徒の保謹者の回答によると、88％は転入学が

スムーズに行われたが､書類の行き違いがあっ

て学校と病院を何度も往復した、足が不自由

で周りの友達との差がありすぎた、などの困

難点があった例が12％あったo

入院前と退院後とで、担任教師も学級も変

調査対象および調査方法

入院中の患児の教育を行っている学校長に

協力を依頼して、担任教師、保護者および退

院後の地区の学校の教師に調査票を配布し、

回答は3者から直接、研究センター宛の郵送

にて回収した。調査票は、 1)教師を対象とし
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体育・プールの授業は、保謹者の回答では

体調や授業内容により参加している者力移かつ

た。教師の回答でも、体育時は審判をしたり、

できる運動は参加して疲れたら自分で休むよ

うにするなど体調や授業内容により参加させ

ている、授業参加は無理なので手伝いをして

もらっている、見学または教室で自習、体育・

プールについては殆ど見学、参加しているが

顔色などに気を付けている、プールには保護

者に付き添ってもらう、プールの時は他の子

どもと違う色の帽子を使用させて常に意識し

ている、など配慮している様子が記載されて

いた。

体育・プール以外の授業で配慮が必要な者

は27％で、作業時間、読解力、図工、ヒアリ

ングに関することなどの学習面についての配

慮や、教室移動には他の児童と時差をつける

など移動時や校外学習時における配慮、他に

安全面、体力面での配慮が挙げられていた。

長期入院を要した子どもは退院後も慢性疾

患や体力の低下や障害などが有って健康上の

注意を必要とする場合が少なくない。集団生

活の中で教師や級友の理解・協力を得ながら

自己の健康を守る力を入院中に身に付けるよ

う、入院中の教育に期待する。

わらなかった児童・生徒は56％のみで、新入

学や転校で学校が変わった者や入院中に担任

も学級も変わった者は29％、担任のみ交代し

た者は10%であった（表2)。入院中に前籍

校の担任や学級が替わってしまうと患児も保

護者も前籍校との交流が取りにくくなる。ど

のように連絡をとって行けばよいのか、入院

中の教師から是非助言していただきたい。

転入学時に、退院後の教師の68％が児童・

生徒の入院中の様子を入院中の教師から直接

会って、あるいは電話や手紙で聞いていた

(表3）。また、入院中の教師の90％は転籍

後の教師から児童・生徒の様子を聞いており、

児童・生徒本人や保護者とも85％が話す機会

があった。

2）地区の学校における退院児への配慮

保護者の94％が担任に病名や日常生活の注

意点について説明しており、退院後の教師の

回答でも、93％が保護者や入院中の教師、医

師などから児童・生徒の病名や病状や健康に

関する指導上の注意点について聞いていた

(表4）。また、保護者から説明を聞いたが

自分の理解と合わない点もあり医師からも説

明を聞きたかったとの意見もあった。

保護者会などで他の親に子どもの病気につ

いて話した保護者は37％と少なかった｡児童・

生徒の病気について級友に説明した教師は、

接し方についてのみ指導した場合も含めて79

％で、他の教職員には82％の教師が説明して

いた。

退院後の学校生活において、健康状態に関

しては37％の退院児について教師が何らかの

配慮をしており、激しい運動はさせない、給

食についての制限、かぜ気味の児童がそばに

行かないように、伝染病が学校内に発生した

場合は自主欠席、骨折しやすいので注意する、

などが記載されていた（表5）。47％が学校

生活において規制があり、体育の授業や給食

の制限が多かった。

3）学校生活（表6）

退院後の実際の生活についての保護者の回

答によると、95％の子どもが退院後､普通に、

あるいは喜んで登校しており、教師の回答で

も殆どの児童・生徒が普通に登校していた。

学校へ行きたがらない者の理由には、出席日

数が少なく留年になり友達が年下になった、

友達がいない、元のグループになかなか受け

入れられなかった、気を遣い疲れるなど、友

人関係に関することが多かった。

友達に関する保護者への質問には、友達が

大変多い、家に来てもらうことが多い、自分

からは出ていかないが友達が来てくれる、な

ど友達と遊んでいるという回答が圧倒的に多
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かつた。しかし、友達と遊ぶことができない、

特定の子に限られる、消極的でハンディがあ

るなど、友達と遊ばない子どもについても記

載されていた（いずれも知的問題や身体障害

は無い子どもであった)｡

学習面では、保護者の回答によると74％の

子どもは授業についていけた。この中には本

人も努力しているようだった、個人的に勉強

をみてもらった、多少遅れがちなところもあっ

た、などの記述もあった。教師の回答による

と、学習意欲の無い者は3％のみで少ないが、

学力に特に問題のない者は66％で、欠席によ

る遅れが28％にみられた。学力補充のための

特別の授業や宿題を受けていない者は68％で、

25％は通院のための欠席の日の学習内容につ

いて個別に指導、体育の見学を自習に切り替

えプリントをやっている、休み時間などでき

る範囲で指導、転入始めは学力を調べながら

遅れた分を補充した、などにより学力補充を

行っていた。

殆どの教師は、長期入院後の児童・生徒に

ついて基本的な生活習慣や集団生活に関して

は問題無しとしているが、行動に幼さがあり

基本的な生活習慣において自立できないとこ

ろがある（中1）、食事・排せつ・着脱の面

で問題を持つ（中3）子どもや、集団生活の

場で自己中心的、大集団に入れない、あまり

友達とかかわろうとしない者についても記載

されていた。

きている、養護学校では1対1の学習指導が

充実しているので学力については伸びたと思

われるなど、入院中の細やかな個別教育の結

果と推察される内容や、病気についての理解、

精神的に強くなった、思いやりの気持ちがも

てるようになったなど、闘病生活を通して培

われたと思われる事柄が多かった。

一方、入院生活や長期欠席の影響と思われ

る問題点も40％の子どもについて記載されて

いた（表8)｡入院中に教育を受けてもまだ

学力の低下や学習面の遅れなどの問題や、そ

の他、主体性に欠け自己中心的、転入直後は

友人への話しかけがあまりなく教師に対して

のみであったなど、集団生活から離れていた

ことと関係があると思われる問題や内向的な

性格が強まった、移動能力の後退から消極的

な面が多く見られるようになったなど病気の

影響と考えられる問題などであった。

以上の調査結果のように、長期入院から退

院して学校生活に復帰した当初は、まだ完全

には健康が快復していないのに、学力的に追

いつき、また、心身共に学校生活に慣れてい

かねばならない。長期入院の後、学校に行き

たがらない理由は友達関係であった。学校生

活の復帰には前籍校の教師や級友との入院中

からの交流が重要である。また、入院中の患

児にとっては、病気になったから入院して入

院中の教育を受けているのであり、退院して

地区の学校に戻ることが病気の快復を意味す

る点でも入院中に前籍校との連絡が大切であ

る。前籍校の教師の回答にも前籍校の教師と

入院中の教師や保護者との連携を望む声が多

かった。保護者からも退院後の教師からも、

入院中の教師の努力による学力補充や入院生

活の充実は評価されているが、小児がんや難

病を乗り越えて退院する子どもが増えている

今日、退院後の復帰、そして、将来に向けて

の指導も、病気と子どもの個性・能力を把握

している入院中の教師に期待する。

4）長期入院の影響

長期入院の間に良くなったことや伸びた能

力については、半数の児童・生徒について記

載されていた（表7)｡自分の意見を言える

ようになった、係活動など自分の出来る範囲

で意欲的に取り組んでいる、とても明るく活

動的になった、入院前より学習態度が落ち着

いた、院内学級の先生に教えて頂いたこと

(かけ算）について自信をもっている、算数

など丁寧に教えてもらえたようでよく理解で
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らせていない、主治医からの説明で本人が熟

知しているなどの理由で患児の疾患について

の指導を行っていない場合もあった。

自分の病気に関する教育を受けた患児は喘

息や肥満、ネフローゼなど自己管理を要する

疾患の者が多かった。喘息の患児の指導では

腹式呼吸について、気管支・肺の仕組み、自

己の体調の把握・管理（発作時の対処法）、

肥満児には食物とカロリーとの関係や体重の

変化についての学習などが行われていた。教

材は疾患についてのビデオやパンフレットを

使用したり、体のしくみについて看謹婦さん

から直接話を聞くなどの工夫がなされていた。

慢性疾患を持つ患児がいかに病気と付き合

いながら生活を楽しんでいくか、注意すべき

こと、また、身体機能に制約を有しながらの

将来への方向付け（進学、就職など）への配

慮などは極めて重要であり、各児童・生徒の

疾患と特性との両方を理解している教師によ

る、発達に応じた指導が望まれる。入院中の

教育に関する今後の重要な課題である。

2．終末期の教育

終末期の授業（本を読む、音楽を聞く、教

師の面会などを含む）は、主治医や患児・家

族の要望に沿って、それまで授業を受けてい

た患児の54％に行なわれていた。

終末期に子どもが授業を受けた保護者の回

答によると、殆どの患児が授業を受けたいと

希望し、教師と会うことも望んでいた（表9）

・保護者としての感想は、授業が自然に続け

られ感謝している、子どもの体調に合わせた

授業だった、本人が望むなら当然あるべきな

ど肯定的意見が多かった。教師への要望とし

て、子どもの気持ちが和むような読み聞かせ、

顔を見に来てくれるだけでもよい、子どもが

疲れない程度に話し相手になってほしいなど

が記載され、また、子どもが亡くなってから

も殆どの保護者が入院中の担任教師と話し会

う機会があったと回答していた（表10）。精

神的に不安定な時期の親子にとって教師の存

在が大きなものであることが窺える。

終末期の授業について病院で教える教師す

べてに質問したところ（表9）、73％の教師

が普段通り授業をしたい、授業はできなくて

も様子を見に行ったり、面会をしたいなど出

来る範囲で子どもに接したいと考えていた。

授業の内容については終末期を意識せず、そ

れまでと変わらず接する、生きる希望になる

ようなことを、内容を精選して、子どもが最

も学びたいと思うことを、などが挙がってい

た。一方、非常に難しい、院内学級担任の指

導の枠を越える事柄だと思う、難しいものが

あるが不可とは言えない、という回答もあっ

た。終末期の授業は実際に受けた子どもの様

子からも保護者、教師の意見からも、重要で

はある力灘しく、どのような授業を行うかが

今後の課題である。

4．入院児への望ましい教育対応

1）保護者及び地区の学校の教師からの要望

入院中の学校教育力塘児にも家族にも良かっ

たと保護者が高く評価し感謝していることは

前回紹介したが、復帰後の学校の教師からも、

とても親切に指導していただいたと本人から

聞いた、院内の学校へ通学することで生活に

はりがあったように思う、先生方が精神的な

支えになったと思う、大変感謝している、な

ど好意的意見が記載されていた。

要望としては、保謹者からも地区の教師か

らも、より充実した施設整備や制度、授業内

容などが挙げられていた（表12,表13）。制

度に関しては、保謹者から、入院している子

ども全てが転籍の手続きなしで教育を受けら

れるように、入退院を繰り返す子どもの学籍、

高等部の設置、教室をもう少し広く、などが

要求されていた。授業については、地区の学

3．疾病教育の現状（表11）

病気を理解するための授業はあまり行われ

ていなかった。この中には、本人に病名を知
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校の教師から基礎学力の徹底、全教科は無理

だと思うので難しい教科を重点的に、学習の

空白が起こらない様にしてほしいなど内容の

充実が要求れ、保謹者からは教科の範囲が狭

い、 2時間続きの授業は緊張度も高くその後

で疲れている様子だった、前籍校と養護学校

の教科書が違っていたので退院後に戸惑った、

病気の子どもということで教師が甘い､パジャ

マ姿のままの授業なのでけじめがつかない、

普通校と同じように授業を行って欲しい、教

師と医療スタッフとの連絡を密にしてほしい

などが記載されていた。これらは学校の方針

で異なり、授業出席時には洋服に着替える学

校、前籍校と同じ教科書を使用する学校、医

療スタッフや前籍校との連携に配慮している

学校も多い。

前籍校との連携に関しては前籍校の教師か

ら多くの意見が記載された。手紙、電話等で

連絡しあって指導内容を検討し、いろいろな

相談ができた、入院中の教師とは度々、病室

でお会いし、本人を交えて楽しく時を過ごせ

た、こうした機会を通して本人のことをお互

いによく理解して、スムーズに引き継ぎがで

きた、など入院中の教師との密な連絡を評価

するものと、逆に、教師間での連絡が取れな

かった例では、前籍校の学習状況を把握して

もらいできればその流れに添って指導して頂

きたい、復帰が予想できる状態である場合、

前籍校担任に本人の様子を知らせてほしい、

学習の進路や様子についてもう少し詳しく連

絡し合いたかったなど、いずれも教師間の連

携の重要性が挙げられていた。

の教育を行っている学校へ学籍を移さなけれ

ばならず、事務手続きに必要な期間を考慮し

ての回答であった。教育上は、子供力埋めば

早ければ早い方がよい、教育が受けられる状

態で主治医の許可があれば1日でも受けさせ

たいなど、可能であればいつからでも教育を

受けさせたいと考える教師がいる一方、学年

や病状による、入院してすぐ授業をすること

が必ずしもいいこととは思わない、入院を受

け入れてからでも良いなど、状況によるとい

う意見もあった。

医学的な立場からも、入院直後の急性期に

は検査、診断、治療開始が続き、患児が病院

や病室環境に適応するための時間的余裕が必

要と考えられる一方、急性期においても病床

サイドの授業を通して、患児の苦痛や不安を

和らげる効果も期待される。

3）手続きをしていない他の入院児への対応

（表15）

院内の教育を受ける手続きをしていない他

の入院児への対応は、病院や教育の形態（院

内学級または病院訪問教育）により異なって

いた。調査対象児の中には、完全個室で他の

入院児に接する機会はない、入院児はすべて

学籍をもつ、病棟から離れた教室に児童が登

校する、など入院中の教育の学籍を持たない

子どもと接する機会が無い者も多かった。院

内で教育を受けていない子どもとも接する機

会がある病院では、教育対象の子どもと同学

年または近い学年の子どもが同じ病室にいる

場合はスペースや子どもの状態・教科により

可能であれば一緒に授業を行っている教師も

いた。この場合でも多くの教師は教育を受け

る手続きをした患児を中心に授業を行ってい

た。また陶芸や工作、音楽、理科の実験など

集団で授業をした方が効果的な教科もある、

との記載もあった。逆に、手続きをしていな

い患児に対して､教育対象児と同じ病室であっ

ても全く別に考えている、あまり話しかけな

2）入院期間が何日以上の入院児を対象とす

べきか（表14）

入院中の教育は入院期間が1カ月以上の入

院児に対して行うべきであると回答した教師

が35％で最も多かったが、理由としては、現

行システムにおいては、病院で教育を受ける

ためには入院前に通っていた学校から病院で
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る、他人の家庭教育をうかがう良いチャンス

と考えて、子どもの入院をきっかけとしてよ

り良い家庭（家族）関係を築く努力をしてほ

しい、親から離れての生活経験と考え、うま

く対処してほしい、他の保護者とも積極的に

交流してほしい、などが記載されていた。

地区の学校の教師から保護者に対しては、

時間がかかってもできることは自分でやらせ

て欲しい、過保護に偏りがち、本人を励まし

てほしいなど親の態度について、また、連絡

を密にしてほしい、様子を時々知らせてほし

い、できるだけ明確な情報をいただきたい、

などが記載されていた。

いようにしている教師も少数いた。

現行の制度から生じる問題であり、行政的

にみた適正さと子どもからみた平等感の両面

から、制度のあり方を検討する必要がある。

教育開始時期や条件について、医療、教育

の両面からの検討が必要である。

5．教師から保護者への要望（表16）

入院中の教師から保謹者に対する最も多い

要望は、子どもを学校や病院任せにしないで

ほしいということで、長期入院児を持ってい

るからこそ精神的つながりを強めるよう努力

してほしい、親子のコミュニケーションをしっ

かりとってほしい、なるべく面会に来てほし

い、両親揃っていても片親は全く面会が無い

場合が多い、短時間でよいから毎日顔を見せ

て話を聞いてやってほしい、面会や外泊時に

子どもの話を聞いてやってほしい、学習が遅

れないようにという親の期待もわかるが、あ

まりにもその気持ちが強すぎて親子のコミュ

ニケーションがうまくとれない場合がある、

などが記載されていた。また、日常的連絡が

取りにくい、養護学校についての理解が不足

しているせいか、学籍を移すことに抵抗を感

じる人もいるようである、養護学校に対する

偏見をなくしてほしい、学校ということを忘

れないでほしい、などが挙げられていた。

保謹者が入院児と接している様子を見て気

付いた点として、子どもの要望を優しく受け

とめ、必要な時は諭し、授業に協力的で学ぶ

ことが多い、病児を中心に家族みんなが協力

している、といった好意的意見もある一方、

我が儘を受け入れ過ぎている、ファミコン、

玩具、CDなど高価な物を子どもの要求通り

に与えている、病気ということで子どもに対

して甘くなっている、長期入院の場合に家庭

にその子の場が無くなりつつあるのを感じる

ことがある、などが記載された。

また、保護者への助言として、親の姿勢で

子どもの学習への構えや闘病姿勢が違ってく

6．退院後の教師から医療機関への要望

（表17）

退院後の地区の学校の教師から医療機関に

対して、医療機関からの直接の説明を受けた

いと言う要望が多かった。学校で気を付ける

ことや病状など保護者を通しての説明だとわ

かりにくい、復帰後、その児童に合った生活

のさせ方を直接聞けると良い、学校間・医療

機関との連携を密にしてほしい、生徒への対

応についてしっかりと話がしたい、などが記

載されていた。

その他、院内教育を充分な人員と施設で数

多く開校してほしい、退院後のケアーもしっ

かりとってほしい、検査等の定期診察は午後

でも受けられるとよい、などの要望が挙げら

れていた。

おわりに

平成6年12月文部省初等中等教育局長より

｢病気療養児の教育に関する通達」が全国の

都道府県知事宛に出された。その内容は平成

5年6月に発足した文部省「病気療養児の教

育に関する調査研究協力者会議（代表：加藤

安雄横浜国大名誉教授）」でまとめた全国病

院調査、 5県の小中学校悉皆調査に基づく病

気療養児の教育の現状、問題点を明からかに
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し今後改善すべき方向を示したものであった。

日本国憲法では全ての児童が教育を受ける

権利があることを明記しており、教育基本法

や実施規則などの法体系にいかなる障害をも

つ場合も教育を受ける場の提供が整備されて

いる。しかし、さきの調査では病気療養児の

半数が入院期間中に教育を受けておらず、こ

の教育空白が患児家族の将来にとって大きな

問題を生じさせている。文部省協力者会議で

は細部の検討を継続しているが、重要な検討

課題のひとつが「入院児の教育の意義」を明

かにし、その啓蒙周知を図る点である。

入院中の児童については一般に「教育より

も治療が優先」 「病気のときは勉強せずに安

静に」という考えが重視されていることが多

い。多くの普通教育にあたる教師がその様に

考え、また医療関係者の一部にもその主張が

ある。しかし、病気療養児の教育に直接関係

した医師、看護婦も、また今回の調査に協力

した院内教師、患児の退院後の担任教師、保

護者も入院中の教育（たとえ死に至る病気で

あっても）が重要であると認識している。我

が国は戦前の結核が国民病であった時代から

世界に先駆けて特殊・病弱教育にあたった歴

史がある。今後も、病気療養児の療養中・療

養後のQOLの向上を願って、教育の普及と

充実の実現に期待する。
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表1 ．退院後の調査対象児の

転入学後の日数

（回答：退院後の教師）

99名計 表2．入院前と退院後との学級の変化

（回答：退院後の教師）
1カ月未満

半年

1年

1年半

2年

2年半

3年

3年以上

無記入

８
７
９
５
２
１
１
０
６

４
１
１

クラスも担任も同じ 56％

クラス替え、担任同じ 3

担任のみ異なる 10

クラス替え 20

学校が異なる(入学、転校など）9

表3．入院中の教師や保護者との連絡

転入学時に入院中の様子を入院中の教師から聞いた 68％

（回答：退院後の教師）

退院後の児童・生徒の様子を退院後の教師から聞いた90％

（回答：入院中の教師）

地域の学校に戻ってから入院中の教師と話した 80%

（回答：保護者）

表4．退院後の児童・生徒の健康状態の把握

話した その他 無記入

（％）
話して
いない

147（99）

58 (40)

保謹者は担任に病名を

保護者会で病気のことを

０
７

8

11

２
１８

聞いて聞いた(医師保謹者本人入院中の他）

いない計(％）からから から教師から

教師は診断名を 7 92（93）12 79 15
病状を 6 90(90) 2 79 19 12

健康に関す
る注意点を7 90(91) 6 80 14 16

7
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表5．退院後の児童・生徒の健康状態
（回答：退院後の教師）

健康状態 健康 57％配慮を要する 37％

学校生活 規制なし 53 規制あり 47

体育・プール両方参加31 内容により参加24
プールのみ見学 4
両方見学 32
参加するが要配慮4

体育以外の授業配慮不要71 配慮が必要 29

表6．退院後の学校生活の様子

保護者から見て 退院後の教師から見て

登校姿勢学校に喜んで行く
普通
行きたがらない

楽しそう
まあ楽しそう
登校したくなさそう

％侶
釘
５

67％
31

2

授業について行けた
ついて行けなかった
その他

学習意欲あり
普通
学習意欲なし

学習 74％
13

13

45％
52

3

学力、特に問題なし
欠席による遅れあり
知的問題あり

％師
錫
６

学校生活 友達と遊んでいる
いない

その他

友達あり
殆ど一人でいる

％２
６
２

９ 91％
9

級友の態度は友好的64％
特に問題なし 32

仲間外れにすること有1
からかうことあり 2
その他 1

集団生活に問題なし 88％
問題あり 12

基本的生活習慣に問題なし 91％
問題あり 9
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表7．長期欠席の間に良くなったこと、伸びた能力
（回答：退院後の教師）

意欲的になった、出来るようになった、自信を持った
集中力がついた、落ち着いて学習するようになった

明るくなった

優しくなった、思いやりの気持ちがもてるようになった

精神的に強くなった

給食が食べられるようになった

病気の回復

病気について理解できるようになった

その他

名４
７
６
４
８
３
３
３
２

１

入院前は担任でなかったのでよくわからない

特になし

８
２１

表9．終末期の教育

患児の様子（回答：保護者）
亡くなる前3カ月間の授業
嫌がっていた 0名
望んでいた 17

その他 1
無記入 1

亡くなる前3カ月間、教師と会うこと
嫌がっていた O
望んでいた 16

わからない 2

その他 1

表8．入院や長期欠席の影響と思われる問題

（回答：退院後の教師）

名４
１
９
６
８

１
１

２

性格、行動面に見られる影響

学力、学習の遅れ

健康、体力

その他

特になし
終末期の授業についての教師の意見

（ ）は終末期の授業経験者
普段通り 12名（1名）
本人、家族力埋めば 6 （1 ）
医療スタッフの指示に従う 4 （2 ）
生きる力・希望をもつよう 14 （2 ）
一日一日を充実・させる 3

子どもの目の輝くようなこと 2
そばにいて心の支えに 7 （3 ）
子どもとの関係を大切にする 2
思い出･作品として残るものを2 （1 ）
できるところまで 2

難しい、ターミナルケアについて学びたい
5 （1 ）

わからない、経験なし 5

特になし 2
無記入 13 （1 ）
その他 6 （1 ）
「終末期」の意味取り違い 4

表10.子どもが亡くなってから

保護者力儲し会った人

名５
３
１
１
０
０
７
２
５

１
１
１
１
１
１

入院していた時の担任

お子さんをなくされた親御さん

同じ病気を持つ親御さん

看護婦

医師

前籍校の担任

友人

ケースワーカー

その他
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表11．病気を理解するための指導

表12．病院で受けた学校教育で、改善すべき点
（回答：保護者）養護・訓練の時間に行った

病気に関連したことを行った

簡単に話す程度

病気全般、からだのしくみ

名”
叫
陥
７

授業内容

時間数・教師人数の増大

教師の対応

親に対する説明・精神的ケアの強化

教師と医療スタッフとの連絡調整

制度上の改善点

施設・設備上の改善

好意的意見

特になし

よくわからない

無記入

名８
６
６
３
２
８
５
６
６
３
８

２
１
１
１
４
７

ほとんど取り上げない

今後の課題

その他

特にしない

１
２
５
７

１

４

自分の病気について指導を受けた患児

(喘息、アトピー14，腎炎、ネフローゼ8

骨折、ペルテス5，肥満3,がん3，他8）

表13．病院で教える教師への要望

（回答：退院後の教師） 表14．何日以上の入院から学校教育が

不可欠であると考えるか

（回答：入院中の教師）学習内容

学校・担任との連絡を密に

体力

友人関係

好意的意見

その他

よくわからない

特になし

名２
５
２
１
７
７
３
７

１

１

１

可能であればいつからでも

1週間

2週間

3週間

1カ月

2カ月

3カ月以上

その他、ケースによる

％１
０
０
９
５
３
０
７

１
１
１
３
１

表15．入院児の授業を行うとき、教育の手続きをして

いない他の入院児に対しどのように接するか。

（回答：入院中の教師）

指導している 2名

内容、状況によっては－緒に行うこともある 20

仮入級 3

手続きを勧める 2

挨拶程度、声をかける ’5

交流を行う ’

そのような機会はない 24

全く別に考えている 4

問題は感じるが特に何もしていない 2

何もしていない 6

無記入 10
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表16．教師から保護者への要望

①入院中の教師から保護者への要望（回答：入院中の教師）

名０
５
３
４
６
２
６
４
４

１

２

子どもを学校まかせ、病院まかせにしないでほしい

面会に来てほしい

子どもとのコミュニケーションを大切に

子どもに対して甘い

情報交換、日常的連絡を取りたい

養護学校に対する偏見をなくしてほしい

その他

特になし

無記入

②保護者が入院児と接している様子を見て、助言や気付いた点

（回答：入院中の教師）

子どもに甘い、おもちゃなどの与えすぎ

コミュニケーションが少ない

学習の遅れを気にしすぎる

入院をよいチャンスと考える

親の姿勢

好意的意見

その他

特になし

無記入

名７
５
２
４
２
６
６
６
１

１

２
２

③退院後の教師より保護者への要望（回答：退院後の教師）

子どもに対する親の態度、対応について

学校（前籍校）との連絡を密にしてほしい

様子を知らせてほしい

好意的意見

よく分からない

特になし

無記入

８
８
５
２
１
４
６

３
４

表17．医療機関への要望（回答：退院後の教師）

好意的意見

よくわからない

その他

特になし

無記入

名４
５
２
２
２
１

１ ５
２
２
７
６

２
３

医療機関からの説明がほしい

院内教育の場が増えるといい

保護者への指導

退院後のケアー

通院日、時間について

手続きの簡略化
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ある現場からの報告

都立多摩総合精神保健福祉センター

菅原 敏子

1 はじめに

筆者の勤務する精神保健センター（平成7

年7月法改正により精神保健センターから名

称変更）は、業務の一環として「こころの健

康相談」を実施している。思春期・青年期の

相談も、かなりな数にのぼっている。これら

の相談活動を通じて痛感しているのは、 （1）

何か困ったことに遭遇した時、どういう所に

相談すればいいのかわからない人が多い〔専

門家風に言えば、ほとんど社会資源を知らな

い〕 （2）相談や受診をしても、 「様子を見

ましょう」 「何かあればまた来て下さい」と

いうような形で終わってしまい、結果として

何もしないまま5年、10年の時間を過ごして

しまっていることがある（3）関係機関（例

えば保健所、児童相談所、病院、学校等）間

の横断的もしくは縦断的連携の弱さ、である。

とりわけ、 （2）については発達途上の子供

達にいささかなりとも関わりを持ってきた者

として、その責任の重さに燥然たる思いがす

る。ここにいくつかの事例を呈示し、専門家

として「子供に関わりを持つ」ということ及

び「より効果的な関わりの在り方」について

若干の考察をしてみたい。

ると落ち着いた。

幼稚園は嫌がったが、甘やかしてはいけな

いと無理に登園させた。園からは何も言われ

なかった。きびしく育てた。

就学時何も言われなかった。小’の担任は、

のびのびとさせる先生で、本人は喜んで登校、

しかし、喘息発症し、小児科受診、週1回通

院となる、現在も3か月に1回通院中。小3

の頃から授業に集中出来なくなり、クラスの

中で浮いた存在になった。叱られ、殴られる

ようになった。担任は「扱いにくい子」、と

言った。小5授業中席に着いていられない状

態になった。親は何も知らなかった。成績は

まんべんなく中の上だった。

中学入学後は、教師の言うことをきかない

といって、よく殴られた。この頃、親は他の

保謹者から本人が学校で殴られていることを

聞き、担任と連絡を取って、教育相談を受け

ようとしたが、うまくいかなかった。担任か

らは「本能のままに動く子で、指導力灘しい」

と言われた。中2の頃から勉強もしなくなり、

成績急降下。中3になり受験問題に直面、い

まの成績と品行では行ける高校がないという

現実をつきつけられ、以来、不登校となる。

その後、家庭内暴力、自殺企図、遊び仲間と

の夜間外出、等の繰り返し。高校進学願望は

強く、自宅で勉強しようとするが集中．持続

できず、いらいらしている。

2事例（秘密保持のため、本質を損なわな

い程度に改変を加えてある）

〔事例 1〕 中3男子（15歳）

主訴不登校

生下時黄疸がひどく治療に時間がかかった。

医師から「死ぬかもしれない、助かっても障

害が残るかも知れない」と言われた。 ミルク

をあまり飲まず育てるのに苦労した。激しい

指しやぶりがあった。言葉は遅かった、今も

会話は苦手である。よく頭痛を訴えたが、寝

〔事例2〕 高校2男子（17歳）

主訴不登校・不潔恐怖

言葉が少し遅かった。夜泣きがひどかった。

人みしりが強く、遊園地でも親から離れられ

なかった。親はあまりかまわないように、の

びのびと育てようと思った。 幼稚園に行く
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来自宅閉居の状態が続いている。病院は絶対

に嫌だと拒否。

昼夜逆転し、起きている時はファミコン・

TV・VTRを見るだけの生活。精神病院に

入院させたことで家族を恨み、ささいなこと

にいいがかりをつけ、暴れまくる。また、自

分の容姿に関心が集中、整形手術を受けたい

と執勧に親に迫る。食事は不規則で、食べた

いときに大量に食べる。

のを嫌ったが行けば何でもないようだった。

先生は「用心深い子」といった。

小学校も登校したがらなかったが、なだめ

すかしてどうにか登校。学業．スポーツとも

芳しくなかった。先生の評価は「コッコツ努

力することがない子」。

中学校入学後、下痢に悩まされ家庭常備薬

を飲んで登校する毎日だった｡勉強は出来な

かったが、本人なりに塾通いやスポーツを楽

しんだ。受験勉強はしたくなかったので推薦

で入れるA校へ入学、しかし、雰囲気に馴染

めず1か月で行かなくなり、そのまま退学。

いくつかアルバイトをしたが、働くのが嫌に

なり、友人に付き添われて中学校時代の先生

に相談、改めて高校受験、B高校に入学。

高校は、 「勉強はしたくないが、高卒の資

格だけは取っておきたい」という思いだけで

在籍しており、休むことが多い。赤点をとっ

た科目もあり、進級が危ぶまれたが、学校の

計らいで仮進級。本人は喜んだが、追試でパ

ニック状態となり、以来、まったく登校せず。

昼夜逆転して、好きな本を読んだり、友達と

夜遊びしたりoB校入学の頃から、 トイレの

後など手洗いやシャワー浴頻繁となり、本人

も苦しい思いをしている。

〔事例4〕 18歳女子

主訴不登校・妄想様言動

口藍裂のため乳幼児期に手術、外見的に気

になるようなら思春期に再手術するよう、医

師に助言された。

幼児期、幼稚園に通いながらことばの教室

で言語訓練を受けた。なかりの構音障害力壊っ

た。幼稚園では「明るい子」と言われた。

小学校在学中、学業は進まなかったが特に

問題はなかった。ただ本人は、小学校6年頃

から「人にさけられている」感じがあり、孤

独感を味わっていた、と言う。

中学入学後、夜遊びが始まり、朝起きられ

ず不登校傾向。親は学校から「登校していな

い」との連絡を受けてはじめて事情を知った。

学校と連絡を取り、いろいろ努力してみたが

うまく行かず、中2になると、完全な不登校

となった。学校では、本人のために特別プロ

グラムを組み長期間対応したが本人力藻らず、

ついに除籍となった。

夜昼逆転の生活でブラブラと過ごし、夜遊

びがエスカレートしていった。

16歳の時、親がこのままでは困ると思い児

童相談所に相談。経過のなかで本人が、 「中

卒の資格は欲しい、今の生活を変えたい」と

表明するようになったので、相談所では夜間

中学を紹介、登校が始まる。また、口藍裂術

後の外見を本人がひどく気にし、構音障害の

ため人とのコミュニケーションがうまくいか

ないことも顕著であったので、再手術を助言。

〔事例3〕 28歳男子

主訴家庭内暴力・生活態度の問題

乳幼児期・小学校時代には特記すべきこと

なし。

中学入学後、体のこと（背が低いなど）を

気にして受診したことがある。医師に何とも

ないと言われて憤慨し、 2度と病院には行か

ないと決めた。学校でいじめられたこともあっ

た様で、不登校傾向。自宅でファミコンに熱

中、そのうち完全な不登校となる。昼夜逆転・

家庭内暴力がひどくなり、親の判断で精神病

院に入院。病院では落ちついており、中2に

進級したのを契機に退院したが、家庭内暴力

再燃し精神病院に再入院、 3カ月で退院、以
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本人・家族はこれを受入れ再手術、かすかな

言語障害は残ったが外見的には殆ど気になら

なくなり、本人はとても喜んだ。

ところが、自宅へ戻ってから「まわりの人

が自分を見ている」と言い出し、部屋に寵も

るようになった。 「自分のことで人が悪口を

言っている」 「テレビがあれこれ私に指図す

る」 「頭の中に誰かいていろんなことを言う」

ため本人も疲れてしまい、夜間中学通学困難

となった。

終日家にいて、本人もイライラして家族に

あたるようになったため、相談所では精神保

健福祉センターを紹介。センターでは相談所

の依頼もあり、本人の年令も18歳であるため

相談の主軸をセンターに徐々に移行する方向

で相談開始。

本人について、センターは、はじめに精神

科の診察が必要と判断､相談所も同意見であっ

たので、本人・家族にその旨提案。本人は

｢早く楽になりたい」と受診を希望したが、

家族は抵抗、相談の結果、総合病院の精神科

を受診することに同意。センターは本人との

コミュニケーションの取りにくさ・家族の精

神科受診への抵抗、一方病院の外来の一般的

状況（受診手続き、多くのDr，混雑乃至多

忙等）を勘案し、本人・家族の了解のもとに

C総合病院精神科と連絡。担当Drを指定し

てもらい、Drと事前調整の上で受診に繋げ

た。しかし、Drと本人が折り合わず、家族

の抵抗がなお残っていたこともあり、診断・

治療のプロセスに乗るに至らなかった。ただ

本人の受診意欲は続いており、入院の希望も

出てきたため、家族を説得し、若い人の入院

も多いD精神病院に改めて繋ぎ直す。今回は

万全を期してセンター相談員が受診に同行。

どうにかD病院に繋がったが定着するまでの

間、D病院・センター間の連絡・調整が必要

であった。

D病院では、診断「保留」、薬物療法を行

いながら様子をみる、落ち着いてくれば夜間

中学もしくはセンターのデイケアを考えてい

く方針。

3考察

〔事例1〕 〔事例2〕 〔事例3〕はそれぞ

れ筆者の所に相談に来られた家族から伺った

話の要約、 〔事例4〕は筆者の所で相談を受

け、一定の援助プロセスを経過したものであ

る。これらの〔事例〕から、子供に関わる専

門家もしくは専門機関の在り方を考えてみた

い。

〔事例1〕は、①何らかの器質障害があ

るかも知れない②喘息の持病がある③

ずっと叱られ、殴られてきた④会話が苦

手⑤高校進学希望だが、絶望的と言われ

ている⑥勉強しようと思うが出来ない

⑦もともと成績は悪くなく、遊び友達もいる

⑧本人なりに追い詰められている⑨家

族・本人関係の混乱。さしあたり気になるこ

とを大雑把に整理すれば、このようなことに

なろうか。こうなると、本人のこれまでの生

活は一体どのようなものだったのか、誰がど

んな関わりを持ってきたのか確認したい思い

もあるが、守秘義務にふれる問題でもあり、

なにより本人にとって意味のあることかどう

かと考えると難しいところである。

そこで本人の生活の流れと社会制度との関

連の中で本事例がどの様な機関・専門家と出

会って来たのか考えてみると、

妊娠から出産まで…保健所（保健婦等）、

産婦人科（医師、看謹

婦等）

0歳から就学まで…保健所（保健婦、心理

士、医師等）、かかり

つけの医師（小卿斗等）

、幼稚園（教諭、園医

等）

就学時…教艘員会(教師､医師、』[理士等）

小学校及び中学校…教師、養護教諭､校医、

小児科もしくは喘息専
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門医、教育相談所（相

談員、医師､j[鯉士等）

最小限でも以上のものが考えられる。 （この

他利用可能な機関として、児童相談所・少年

センター・民間相談機関・児童青年精神科等

がある)｡こうして見ると、子どもの健全育

成のための制度はそれなりに整備されている

ように思われるが、 「本事例の現在」から見

直すとどうであろう。制度は役立っただろう

か。制度の中の機関・専門家は本事例をどの

ように「見立て」、どのように「関わり」、

そして、お互いにどの様に繋がりあっていた

のだろうか。考えるまでもなく、その時々の

機関・専門家の言い分は、勿論あるに違いな

い。しかし、 「本事例の現在」をひとつの結

果として見るならば、各機関・専門家は、全

体として、その機能を十分果たしたとは言い

がたいのではないだろうか。

〔事例2， 3， 4、 〕についても、基本的

には同様と言える。とりわけ、 〔事例3〕は、

ひとつのライフサイクルモデルで見るならば、

｢中2～高校～大学～就職後6， 7年」とい

う時間が過ぎていることになる。ここに至る

までには、きっと様々な経過があったことだ

ろう。しかし、それにしても14年という年月

はあまりにも重い。

いずれの事例も「今、どうするか」が問わ

れているのだが、 〔事例2〕は、中学・高校

の教師・先輩・友人に、 〔事例4〕は、児童

相談所・夜間中学・病院・センターにそれぞ

れ支えられている。 〔事例2〕は不潔恐怖の

出現により、高校教師の紹介でセンターが支

え手の中に加わった。医療と繋がる時はセン

ターが役割をとることになっている｡ [事例

2， 4〕は、過去はどうあれ、今はいくつか

の機関・専門家に「支えられ、見守られてい

る」状況にあるといえようか。今後は、これ

らの支え手が「いつまで・どこまで」関われ

るか、 「次への繋ぎが必要な時」に「的確」

に繋いでゆけるかどうかが課題である。

4 おわりに

事例を紹介しながら、機関・専門家が「子

どもに関わりを持つ」ということについて考

えてみた。各事例とも振り返ってみれば、

｢あの時」どうして…と思うことが多い。だ

が過ぎ去った時間は取返しがつかない。せめ

て、いま、自分が専門家として子どもと関わ

る時、 「子どもの将来と今」について深い洞

察をしたうえでの対応が大切であろうと考え

る｡

また、他の機関･軒ﾖ家間の関わり－連携一

について付言すれば、 「言うは易し、行うは

難し」というのが現状であろうと思う。 「連

携」の実現のためには、①「何処で、誰が、

何をしているか」がわかっていること②

｢それぞれの機関・専門家が自立・成熟して

おり、適切な役割分担が出来ること」が必要

最低条件であると考えるが、今のところ、こ

の条件が満たされているようには見えないの

である。一人一人の専門家が、それぞれの分

野で、自らを磨いて行くところからはじめて

いくしかないのかもしれない。
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重心児の教育を中心にして
－明るく、仲良く、たくましく一

《学校紹介》

大分県立石垣原養謹学校宮迫昌洋

としています。

1．本校の重心児教育

本校が重心児教育を始めたのは昭和47年

のことです。その頃の教師の思い、 「機能

障害のあまりの重さハツとする。名前を呼

んでも振り向かず、あらぬ方向を眺めてい

る。教師の指示を無視した行動をとる。担

任は何をなすべきか判断に苦しむ。この子

どもたちは何を受け入れてくれるのだろう

か。」、は今は遠い昔のこととなりました。

それは昭和50年に始まる重心部会の教育

実践記録が基になって、昭和63年に至って

本校独自の平仮名「ようご・くんれん」と

して体系化の第一歩を踏み出し、現在も実

践と体系化が進められ、新しい教師もその

中に組み込まれていくからです。担任が代

わっても、病院のカルテのように、子ども

の実態と指導の方向性のカルテがあり、部

会内での教員間の共通理解もあるからです。

(1) 「ようご・くんれん」

本校の養謹・訓練は7分野、 「生命の維

持・健康・安全」 「基本的生活習慣の育成」

｢感覚・運動機能の向上」 「情緒・対人関係

の育成」 「集団生活への参加」 「言語の習

得と表現能力の拡充」 「知的能力の発達促

進」から成り立っていて、その方が子ども

の実態把握が容易であるとの判断からでた

ものです。

(2)発達段階試表と発達段階チェック表

子どもの実態把握はこの試表の作成に始

まります。現在、試表は①「感覚・運動機

能の向上」②「情緒・対人関係の育成」の

2分野ができていますが、例えば、①分野

は触覚、聴覚、視覚、手腕運動、姿勢・運

動の5項目を43の小項目に分類し、発達段

階に対応する評価基準を設定して、○や△

印でチェック表を完成します。試表そのも

のは発達月齢と評価基準を示すものです。

別途資料として、津守・稲毛式発達検査、

はじめに

本校は、国立療養所西別府病院に隣接し、

小学部、中学部、高等部の3学部編成で、

慢性、筋ジス、重心の3病類に分かれて教

育活動を行っています。

ここ数年、小・中学部の児童・生徒の減

少のため、学校運営上は、小学部の慢性・

筋ジス担当、中学部の慢性・筋ジス担当、

小・中学部合同の重心担当、高等部担当の

4グループを核にしています。

教育活動の目標は病類を中心に組み立て

られていて、慢性病類は学習空白の回復と

基礎基本の充実を目指して、可能な限りス

ムーズな前籍校復帰と社会的自立のための

進路確保を目標としています。筋ジス病類

は長い病棟生活を考えて、社会性の酒養と

生涯学習の基礎づくり、それに必要な基礎

学力の定着を目標にしています。重心病類

の授業は歌で始まり、歌で終わります。

jひとりじゃないさ、ぼくたちは

jこんなにすてきななかまが

jいっぱいあっまつ－－た－－JJJ

その中で、子どもの発達を年数をかけて追

求することを目標にしています。その授業

形態を本校では、通常の「養護・訓練」と

区別して、平仮名「ようご・くんれん」と

呼んでいます。もっと直接的には、子ども

たちの笑顔がこぼれる教育活動の中にこそ、

子どもの体や感覚やコミュニケイションの

発達があるという考え方です。

本校の校訓「明るく、仲良く、たくまし

く」はこのように目標の異なる集団を一つ

に纏めるシンボルとしてあるのだと受け取っ

ていますし、この校訓の一つ一つの要素と

しては、希望や夢、愛と思いやり、体力と

意思と勉強等々が含まれて、その事例とし

ては空の星程の事柄があるのだから、障害

者にも健常者にも、若さにも老いの身にも

共通するモットーとして機会ある毎に話題
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弁論大会での重心児と教師合同弁論、文化

祭での子どもと教師合同出演の寸劇、校内・

郊外作品展への出品など、重心児の参加は

学校行事に変化と感動、児童・生徒の相互

理解と思いやりの気持ちを育てる役割を果

たしています。

重心病棟は4．5．6病棟と三つありま

すが、病棟行事として、各病棟が遠足と運

動会を実施しています。年末のクリスマス

会のみ3病棟合同です。これらは学校行事

ではありませんが、病棟の成人、病棟関係

者、保謹者だけでなく児童・生徒も参加す

るので教師も参加し、協力することで、医

教連携を図っています。勿論、公式には医

教連絡会（全体会、慢性・筋ジス・重心部

会、各病棟部会）がそれぞれ定期的に設定

されています。

本校では、毎週木曜日を研修日として、

研修会以外の会議を入れないようにして、

前述の4部会毎に各病種に分かれて研修会

を持っています。研修は「実践研究であっ

て、その結果が児童・生徒に還元されるも

の」となっています。障害児教育の中で、

この実践記録または報告は一つの生命線で

あり、継続していかねばならないと思って

いますが、小・中重心部の「ようご・くん

れん」の指導についての実践報告が、その

質を高めたことに、本校全体にとっての意

義があり、また児童・生徒の相互理解と交

流を高め、教師間の交流をも高めたことに

意義があると考えています。

おわりに

重心児教育を中心に本校の概要を述べて

みましたが、 3病種をもつ学校では、慢性

疾患児教育について、また筋ジス児教育に

ついてそれぞれの主張があります。それに

対しては文教大学長長岡順氏の言葉を借

りて、学校としての「統合性・協働性・柔

軟性」を保ちながら、子どもたちが「明る

く、仲良く、たくましく」育つようにお互

いに頑張りましょうと言うことにしていま

す。

成育歴、 「ようご・くんれん」の7分野に

ついての記録からなる「発達検査・成育歴

及び7分野実態表」が作成されます。

(3)年間指導目標の設定

発達段階チェック表から、子ども一人一

人の指導可能な項目が設定され、指導内容・

範囲が設定され、年間指導目標が設定され

ます。

(4)年間題材指導計画の作成

(3)に基づいて、指導内容の期間、題材化、

指導位置と時間が検討されます。指導位置

とは学校行事・重心全体授業、学級別授業、

個別授業を何処で行うかです。題材化は季

節や行事との関連付けやどんな教材を使用

するか等です。以上のことが折り込まれて、

題材指導計画は、実際には学期毎に作成さ

れ、それに沿って日々の授業が実施されま

す。

(5)週案と指導案

日常の授業実施の面で、学校行事との関

連や病棟連絡、指導位置（形態）の共通理

解のために、一週間の日程を示すものが週

案で、毎週作成されます。指導案は一時間

単位の指導案であり、学習位置（形態）に

よる必要性に応じて作成されます。

発達段階試表の作成に始まり、以上のよ

うな手順を経て、指導目標とその結果の比

較により、本校の重心児教育は体系化と実

践の姿が少しずつ目に見えてくるようにな

り、子どもには生きがいを、教師には自信

を与えていると言えます。

2．本校の重心児教育と学校・医療の関係

小・中重心学部は本校舎と離れて、病棟

のすぐ近くにあります。教育内容の違いや

距離の関係で、日常的には他学部・病類と

の接触が少ないのが現状ですが、学校行事

等は出来るだけ全校で実施しています。

儀式的行事を除いて、年間、 14の行事

が実施されますが、重心個別実施行事は運

動会、水泳指導、社会見学、修学旅行の四

つのみです。平和と交流授業に於ける重心

児と慢性疾患児とのフォークダンス、校内
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欧州特殊教育視察研修
－その一一

国立療養所足利病院心理療法士佐藤栄一

日本育寮学会会長を団長とする視察団に

参加した。スウェーデン、オランダ、フラ

ンスの3ケ国を訪問し、市の社会福祉局、

肢体不自由宿泊施設、肢体不自由センター、

病弱特殊学校、アンダーアチーバー特殊学

校、児童精神科病棟を視察した。

給されるため有料となる。食費、宿泊費は客

観的にみれば安価ではあるが年金からの支出

は当人達にとっては軽い負担とはいえない。

スウェーデンでは交通機関を利用する際の無

料パス等はなく、年令生活者（障害者、老人

等）に対する免除措置は各交通機関が個々に

決めており法的な措置はない。障害者用の無

料パスの考え方は障害を指摘する事になるの

で存在しないという。

特殊教育の面では、日本の養護学校と同様

なシステムを1962年「精神的にも身体的にも

障害を持つ子どもは施設に入らず普通の学校

に入る」という法律が施行された事により大

きく変化した。普通クラスに入れない場合は

同じ敷地内の同じ建物の中に1クラスを設け

健常児と共に学校生活をする事となった。障

害を持った多くの子ども達は普通クラスに進

級しており、中等度以上の障害を持つ子ども

達は普通学校の敷地内にあるセンターに通学

している。

スウェーデン

世界に名だたる福祉国家であるが、現在も

福祉政策をさらに発展させている。1994年に

施行された法律「1城から65歳までの障害者

のための援助(LSS)」により、障害者が

健常者と変わる事のない生活をするため新た

なる試みが行われている。そのひとつとして

『個人的アシスタント』を障害者が持つこと

ができ、日常生活援助のため障害によっては

24時間の援助が受けられる。給料はコミュー

ンが支給し、アシスタントをだれにするかの

決定権は障害者本人に委ねられる。それが親

族の場合もあるが、この決定はコミューンが

不適当と判断しない限り尊重されている。

この法律は障害者が週末に宿泊施設を利用

する事を保障しているが、そのひとつの施設

を視察したo 6名という少人数の収容定数で

あり、緊急一時保護的な処遇が優先されるの

ではと推察されたが、LSSは障害者本人の

権利をうたったものであり、親の緊急性が障

害者のQOLの向上よりも優先される考え方

は持っていない。それ故に、週末仲間と共に

時間を過ごす目的も、介護者（親）の休息や

緊急目的も同列に扱い、利用者のスケジュー

ルが組まれている。

この施設を利用する際の費用は16歳未満は

無料であるが、この年齢を越えると年金が支

オランダ

オランダの教育システムは、初等教育終了

の時点で各自が将来何になりたいかにより、

専門の教育を受けるようになっていた。その

ため多種多様なな職業教育の種類があった。

この方針は近年改められたが、個人にあわせ

た学校を作る発想は生きている。それは親の

宗教や人生信条にあった学校を選択でき、な

ければ学校がつくれるというシステムがある。

同じ宗教、人生信条の家族の子どもが一定人

数集まれば学校が作れる。

このような基盤により特殊教育も多くの種

類が用意されている。その中で日本にはない

－56－



収入により医療が受けられない不均衡を是正

した。そのため収入によっては80～85%の個

人負担が必要となった。

フランス革命時代、 1793年にP.Pinelが永

年鎖につながれていた精神障害者を解放した

精神医学史上あまりにも有名なビンセトール

病院の児童精榊斗繍の視察は､心理をかじっ

ている者として感動の視察であった。あの牢

獄がまだ病院の敷地内に存在していたのには

驚嘆した。

Pinel,Charcot,Babinsky,Esquirolといった

著名な精神科医を世に送り出した病院は1964

年に2,311床のベッドを有する総合病院となっ

ていた。

児童精神科病棟には、日本と同様な医療ス

タッフの他に『エデュカター』という職種が

治療教育上重要な役割を担っていた。エデュ

カターは文部省の出向職員であるが、単に教

科を担当する職員ではなく、小児科病棟にも

必ず配置されている職種である。この病院の

ワンデイサービスにも参加している事から、

医療の世界でも看護婦と同等の国家資格と位

置付けられていると推察できる。教育は院内

学級で行われ、病棟内に6つの教室をもつ。

学籍は子どもの地元の原籍校から移す事はな

く成績等は双方の連絡により評価される。

更に『アニメター』と言う職種が夏休み等

長期の休業中の対応を行っている。この職種

は精神科等の医療分野のみならず、一般の人

達に対するイベント等を企画運営する国家資

格である。その職種が入院中の子ども達に様々

な対応している。

『知能には障害はないが何等かの理由または

原因不明で授業についていけないアンダーア

チーバーの特殊学校(LOM)』を訪問した。

教員のライセンスにはランクがあり、特殊

教育を担当する教員は最も高いレベルのライ

センスが必要となる。 （特殊教育の「特殊」

を「スペシャル」と表現している）自己尊重

および自信を高める教育目標のために、教科

を教える教員の他に言語療法士、社会性を育

てるための専門の教員、ソーシャルワーカー

が専門スタッフとして働いている。そのため、

日本の学校教育では入手しずらい詳細な生育

歴、家族歴等あらゆる情報入手も個人のカリ

キュラム作成の重要な根拠となっている。

普通教育卒業としての証明書を与えるため

極力普通校のカリキュラムに準じたものを行っ

ている。そのため4年間で終わる中等教育で

あるが、当校では5年間かけて教育をおこなっ

ている。

病弱特殊学校では、看護婦、アシスタント、

体育の専F嫁､心理学者、ソーシャルワーカー、

理学療法士、言語療法士､医師が学校のスタッ

フとして揃っており、人口透析等の高度な医

療機材も学校内にある。このような環境故に

子ども達の症状と教育が常時ひとつのテーブ

ルで話し合う事が可能であり、常に変化する

症状に合わせた教育が可能となっている。

フランス

パリは近年、世界各国からの移民が急増し

経済的には私達がイメージするような華やか

な状態ではない。従って福祉に対する政策費

は逼迫しているが、それでもコミューンの年

間総予算230億フランの30％にあたる70億フ

ランを福祉事業にあてている。

健康保険制度は近年変化をし、以前はすべ

ての受診者が外来で20%、入院は65%の個人

負担が必要であった。これでは多くの移民達

は医療サービスを受ける事ができないため、

1994年医療費が無料になるカードを発行し、

まとめ

各施設の対象年齢は未成年であったが「個

人」を尊重している事を強く印象付けられた。

親の存在や責任に関心を払いすぎ、子どもの

人権がなおざりになっている我国とは対照的

である。多民族が同居する中で行われる教育

や福祉が、個人を育て個人が国のために何が
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できるかを基盤に考える事が必然なのかもし

れない。

設備的な面では日本が大きく遅れていると

は思えなかった。空間の使い方等は日本の最

新の施設と比べれば手狭と感じる点もあった。

決定的な違いはスタッフの数と質であった。

特殊教育は「スペシャル」なのであって、各

分野の専門家が施設に必ず揃っている点には

目をみはった。福祉や特殊教育の充実は豪華

な設備や広大な空間よりも専門スタッフの育

成、配置が重要であると痛感した。

⑥

辱

争

●

亭

毎

年

~

ｆ
篭
４

I

ストックホルムの朝

蕊飲むイミがある。
~

①エネルギーのメカニズムに着目

②月副坊のエネルギーに着目

③身体をいたわるベータカロチンとビタミンC

サイエンススボーツドリンク

エネルゲ亥
480m2150円・1.“380円・340m2110円

（紬圃小晃■柵・税込）
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稜画授業が楽しくわかる＜楽 わし学ま人ズんゼﾐで
もたちが｢学校の授業よりよくわかる｣と答えてくれましたと業実に80％の子ど ◎

且

偲刀･ロ詞五D+添削指導
Fｰ 可

まんてんゼミ3ステップシステム

ビデオでわかる.ドリルで出来る．添削

テストでわかり直す、のSステップでど

の子も家庭学習で確かな学力が身につき

ます。

！

畠
ワ

今､お問い合せの方にはもれなく

可

お問い合せはカンタン
今すぐ下記フリーダイヤルで/

全国どこからでも無料
いつもやっぱり まんてん

012⑪-5朋-10⑪
発売元コスモ小学舎

〒I7i 東京都豊島区南池袋2－32－4

FAXO3-5952-0152

印
刷
承
り
ま
式

ボ
ひ
最
私

固'株|栄文舎印刷所
本店|證慨7鷲』偏詩i鞭も甥堅鱗謬
支店|苫$綴り鰯露車蛎:調鰐裳
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小学生ホー

岸本裕史先生一
ムスクーリングシステム

まんてんゼミ

｜
宮
、
、
▲
曙
足
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★どの子もよくわかるビデオ講座

★どの禿よく身に付くドリル問題

★どの子も無理なくできる15分学習

★どの子もﾝﾝ伸びる躯調以上の源

★どの禿安心のアフターワォロ－
広中平緬博士／出演

家庭学習の全容を紹介する
体験ビデオを無料で進呈。
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日本育療学会会則

一．名称

本学会は「日本育療学会」と称する。

二． 目的

本学会は、家族、教育、医療及び福祉等

の関係者の一体的な対応によって、心身

の健康に問題をもつ子供の望ましい人間

形成を図るための研究を推進し、その成

果を普及する。

三．事業

本学会の目的を達成するために次の事業

を行う。

（一）研究の推進

1．学術研究及び実践的研究

2．心身の健康に問題をもつ子供に関す

る家族、教育、医療及び福祉等の歴史

に関する研究

（二）研究・研修会の開催

1．研究会

2．研修会

3．海外研修会

（三）学会誌等の刊行

1．学会誌

2．その他必要な資料

（四）情報・資料の収集・活用

（五）顕彰の実施

（六）その他、本学会にとって必要な事項

四．組織

（一）会員

1．正会員は、本学会の趣旨に賛同し、

年会費を納入した者

2．賛助会員は、本学会の趣旨に賛同し、

賛助会費を納入した個人又は団体

（二）役員等

1．会長 1名

2．副会長 若干名

3．理事 若干名

4．監事 3名

5．顧問 若干名

6．役員及び顧問は理事会において決定

し、総会に報告する。

7．役員及び顧問の任期は2年とする。

但し再任を妨げない。

（三）理事会・委員会

1．理事会

会長、副会長、理事をもって構成し、

本学会の重要事項を決定する。

2．委員会

（1）研究・研修委員会

（2）特別研究委員会

（3）編集委員会

（4）情報・資料委員会

（5）顕彰委員会

（四）事務局

1．本学会に、事業を執行するための事

務局を置く。

2．事務局の所在地

〒194東京都町田市森野1-39-15

五．会計

本学会の会計は年会費、賛助会費、

寄付金及びその他の収入をもって当て

る。

（一）会費

1．正会員 年会費 3, 000円

2．賛助会員賛助会費

一口 10,000円

（二）会計年度

毎年4月1日から翌年の3月31日ま

でとする。

六その他

（一）事業開始日

本学会の事業は、平成6年5月29日

から開始する。
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◆「入院中の学校教育の意義と役割」は、創

刊号での研究の続きであり、その内容の大切

さ、とりわけ病児への対応の教育的意義を考

える上で大へん示唆に富んでいると思われ、

行政にも反映されることを願っています。

◆「ある現場からの報告」は、いま学校現場

で最も頭を悩ましている問題で、大いに考え

させられる。登校拒否（不登校）は年々その

数が増えるが、原因が複雑であり、或る統計

では原因不明が50％を超える。だからこそ

対応のし方が大切なのであり、連携を密にと

いう一言ではなかなか解決できないのでしょ

う。このレポートはぜひ通常学級の先生方

にも読んで頂きたいものだと思います。

◆欧州研修旅行の報告は、その一とあるよう

に次号にも続いて報告があろうと思います。

大へん興味深く楽しみにしています。

＜宮田＞

◆訂正とお詫び

創刊号に校正ミスがありました。訂正してお詫び

します。

訂正箇所 誤 正

表紙の「頁」 31,35,36 30,34,35

2頁右列9行目 生涯 障害

35頁左列7行目生徒児ら 生徒自ら

「育療」編集委員

岩田啓治 小林信秋

佐藤栄一佐藤 隆

中川正次 中塚博勝

松井一郎 宮田功郎

|編集後記’編集後記

◆船川幡夫、井戸川直則両先生から玉稿をお

寄せ頂きました。両先生は、長い間病弱教育

の現場に直接かかわられてご指導下さいまし

た。また、この育療学会の生みの親でもあり

ます。これからも是非、ご指導、ご助言下さ

いますことを心からお願い申し上げます。

◆第一回学術集会での特別講演「優しさを科

学する」と言うお話を、私たちは感銘深くお

聞きしたわけですが、小林登先生には、活字

にするに際して分りやすくするために、校正

の段階で大へんご苦労をおかけ致しました。

貴重な資料を快く添えて下さいましたことと

併せて、心からお礼申し上げます。

◆なお、シンポジウムの概要を載せる予定に

しておりましたが、紙数の関係で今回は割愛

させて頂き、次号に廻すことに致しました。

◆特集噸の立場から～」には「親の会」か

ら原稿を頂きました。難病の子らを抱える親

の会には、創刊号にも載せたように沢山の組

織があります。一般にはあまり知られていな

い疾患も多いのですが、こうして原稿をお寄

せ頂くことによって、少しずつ実情を知るこ

とが出来ます。またボランティアによる学習

指導、院内保育の問題は全国でも珍しく、そ

の実践報告は、こうあって欲しいと願う親や

教育関係者を励ましてくれる力強い声として

受けとれると思います。

平成7年10月23日発行
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代表者加藤安雄
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日本育療学会事務局

町田市森野1－39－1 5

a0427-22-2203

回㈱栄文舎印刷所
神奈川県津久井郡津久井町中野545

窓0427－84－1185(㈹

発行所

印刷所



●

旬

、一且今去睦
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