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医療の現状と病弱教育

(国療下志津病院名誉院長・淑徳大学教授森和夫）

育療学会の発足は、早くから望まれていた

もので、むしろ遅かったのではないかと感じ

る。

現在のこどもの病気の実態の変化、小児医

療の進歩は驚くばかりであり、我々古い医者

にはついていけない状態である。病気の実態

の解明、治療法の進歩による治療成績の向上

は、ついせんだってまで教育・保育の対象に

ならないと思われていた多くの難病の児に教

育を望む声を強くさせてきている。

小児医療の制度の変革も著しい。国立小児

病院が唯一の小児病院だった時代から、多く

の小児病院が各地に作られた。また国立療養

所における慢性小児疾患児は、小児の数の減

少、入院基準の変化に伴って、著しく減少し、

変化している。このことによって、多くは国

立療養所に付設する形で作られた病弱養護学

校にも影響が及ぶことが避けられなくなって

いる。

さらに一般病院における小児入院患者の減

少は、東京の有名病院における小児科の廃止

を初めとして、小児病棟の単独維持を不可能

にしているし、複数科の病棟に移行させた病

院の多いことを聞いている。そのような変化

に対して、医療と教育が良く対応できたかと

いうと必ずしもそうでなかったことはご承知

のとおりである。

病弱教育に、病気の種類は問わないという

ことは現在ほぼ共通の理解になったと思う

が、今ここで考えなくてはならないことは、

特殊教育における障害の種類別のことであ

る。

一つは病気の重複化により、その種別の境

界が明らかでなくなってきていることであ

る。

また一つは、かってはあまり考慮されなか

った障害、すなわち、心身症、自閉症さらに

学習障害など現在大きな問題となっている障

害の児をどこで扱うこと力撮も妥当であるか

という答えがだされていないことである。さ

らにもう一つの大きな問題は、病弱を含めた

障害の児を地域においていかに対応していく

かである。

かなりの医療（服薬を含めた）を受けてい

る児が一般学校に通っていることは明らかで

ある。これらに対して現在の特殊教育、病弱

教育が上手く機能していると言えるであろう

か。すなわち医教連携による障害児の教育は、

養護学校、特殊学級だけの問題ではないと考

えられる。

戦後五十年といわれて、色々な反省や見直

しが昨年行われた。今までの輝かしい特殊教

育の実績を踏まえて、今振り返って一から考

えなおす時期にきているのではないかと思

う。

すなわち子どもの病気、障害の実態を改め

て教育・福祉の立場から見直し、今までの制

度に捕らわれない最も子どもたちによい教
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育・福祉の形態はなになのかを問いなおすべ

きであろうと思う。難病を含めた全ての障害

を持ったこどもを、いわゆる健常児をも含め

て総合的に対応すべきと考えられる。

このことは、勿論簡単に行えるものではな

いが、行政とは別に、或いは行政に先んじて

しっかりした提言を行える研究が必要であ

り、このことがまさしく学会形態である日本

育療学会でなくてはなし得ないことではない

だろうか。

日本育療学会には、医師、教師だけでなく、

保母、福祉の方など広い範囲の職種の人々が

割ﾛされているということは、心強いことで

ある。

私は長い病院勤務のあと、現在社会福祉系

の大学に勤務しているが、医療関係以外の

人々と接する機会が多くなった。そこで見た

のは小児に対して、心理､福祉など多くの分

野での深い研究がなされ、実績を挙げておら

れることである。もちろん今まで知っていた

こともあるが、初めてこれほどの実績がある

のかと知ったものもあった。小児に関係する

多くの人々が今まで必ずしも上手く情報交換

をしていなかったのではないかという感じを

受けている。さらに若い学生たちの福祉への

関心の深さ、ボランティア活動への鞍極性な

ど想像以上のものが感じられた。

療育・福祉に関心の深い若い医師も多く育

っている。これから育療学会がこれらの若い

人々の力を得て発展し、特殊教育、病弱教育

ひいては福祉の充実に寄与されることを望み

たい。

今、腎炎・ネフローゼの子供たちは

－教育の保障と病気への理解を期待一

全国「腎炎・ネフローゼ児」を守る会

顧問 脇坂千鶴子

腎臓をよくして、元の元気な体にするという

治療法は未だに遅々として進んでいません。

唯一サジ加減のできるステロイド剤に至って

は、医師により治療法が違いすぎます。その

上、食事や安静面についても、医師によって

あまりにも大きな差があり、治療法は全く確

立されていません。

l 腎炎・ネフローゼ…〕子供たちの現状

昭和42年頃から、経済の高度成長とともに

増え続けている「腎炎・ネフローゼ」という

病気は、自覚症状がほとんどなく、外見上健

常児と変わらないので、病気の進行が把握さ

れ難く、周囲の人からの理解も、本人の自覚

も得にくいということがあり、治ったと思っ

て普通の生活をしている間に悪化し、透析寸

前になって再発見されるケースが大変多い病

気です。

私達が「守る会」を作った25年前に比べる

と、人工透析や腎移植の面ではずいぶん進歩

しましたが、私達の真の願いである、自分の

II 問題点

a:入院中の子供→病院内学級設置の義務

化を

小児科の入院施設があっても、病院内学

級が設置されていない病院がほとんどなの
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で、学齢期の子供の教育がなされず、子供

達は毎日不安と焦燥の暗い生活を送ってい

ます。

b :自宅療養中の子供→訪問教育の実施を

退院即普通学級への通学が無理なので、

しばらく病院と同じような安静や食事をし

て、異常がなければ徐々に通学を始めます

が、この期間は、病気の種類や個人差によ

り長短があります。この間の医療・教育・

人間関係をフォローして行くには、訪問教

育が大切だと思います。

C :普通学校に通学している子供→教職

員研修(管理職含む）を

ほとんどの「腎・ネフ児」は普通学校に

通っています。大阪では年2回「守る会」

主催、大阪府・大阪市教育委員会後援の研

修会(公.私立幼･小・中・高･保健所な

ど医療従事者）を行い、また、大会決議に

もとづく陳情と個々の問題に応じた陳情を

繰り返し行うことにより、 「腎・ネフ児」

に対する理解が深まってきていますが、未

だ十分とは言えません。特に病状の軽い子

供に対する対応が大切なのですが、この点

がなかなかわかって頂けないので困ってい

ます。

次に、入学・入級の判断を間違えないよ

うにして頂きたいことです。「守る会」の

ない府県などは、教育委員会や学校側と保

護者との病気に対する考え方の相違から、

普通学校ではなく養護学校へ、普通学級で

はなく校内の養護学級へと指導されている

場合が多く、よく相談を受けます。「腎・

ネフ児」の人権･QOL、家族に対する心

理的サポートの面から、教育者も医学の知

識を正しく持つことが大切であることを痛

切に感じている昨今です。

lll 日本育療学会に期待

最近、外来医療の質の向上により、長期入

院児力沙なく、短期化、継繍こしています。

私達は、児童憲章の精神に則り、日本中ど

こにいても、 1日も教育の空白が生じないよ

う、全ての子供力坪等に教育が受けられるよ

う、運動をすすめなければならないと思いま

す。文部省や厚生省も現在の法律や制度にこ

だわらず、出てきたニーズに畑可に素早くこ

たえるかという点を考え直していただきたい

ものです。そのためには医療従事者と教育者

が蜜に連絡をとり、共に手を携えて未来を担

う子供たちのため早急に取り組んで行きたい

と思います。

次に、医療面で「腎炎・ネフローゼ」の治

療法の柱であるさ「運動制限」と「食事制限」

を確保しながら、如何に心身の発達を十分に

すすめるかという問題についても、積極的な

ご検討をお願いします。

また、 「腎炎・ネフローゼ症候群」も免疫

が関係している疾患ですので、神経心理免疫

学・神経心理分泌学といった、心と医療のか

かわりについての研究成果が、この子供たち

の治療と発育に、実際に効果的に生かされて

くることを心から期待しています。

－3－



病弱教育と私
元全国病弱虚弱教育研究連盟理事長
全国病弱虚弱教育学校PTA連合会会長

織茂 領
教育のあり方も考慮せればと思います。

病気の障害をもつ児童生徒は、一般的に病

院に入院中の者が多いが、家庭で療養中とか

生活規制を受けているなどいろいろです。

入院中の児童生徒のうち殆どの者が、隣接の

養護学校で教育を受けていますが、病院内に

学級がつくられていて養護学校や小・中学校

から派遣された教師の指導を受けるなどその

病状や地域によって形式はさまざまです。

児童生徒にとってなるべく家に近く、環境

が良く気持よい生活の場であり学習の場とな

る施設であってほしいと思います。

お医者さんはそれぞれに分野別の医学会を

もち、学校の先生は指導力向上のための研究

会をつくっていますが､前にのべましたよう

に、病弱児童生徒は病気の治療を受けながら

楽しい学校生活を送りたいのです。

日本育療学会はその名前の通り特に病弱虚

弱に悩む児童生徒のための適切な学会である

と思います。私が現役時代の研究大会でも各

方面多くの方におせわになりましたが､今思

うともっと子供の実態を中心の研究討議を深

めなければならなかったと反省しています。

育療学会を支えていらっしゃるのは、医療

関係者であり親の会、そして病弱教育に経験

豊富な先生方です。会長の加藤安雄先生は、

長い間文部省特殊教育課教科調査官として、

病弱教育の推進にかかわってこられ、横浜国

大障害児コース設立に尽力された方です。平

成5．6年と文部省の鯖気療養児の教育に関

する調査研究協力者会議」にも主査として審

議のまとめをされました。そして平成6年12

月「病気療養児の教育について」の初中局長

通知が出されたのです。会員の皆様方の一層

のご活躍と日本育療学会の更なるご発展を祈

ります。

教育は百年の計と申しますが、明治以来の

教育もあの大東亜戦争の終結で一変しまし

た。

昭和21年に制定された日本国憲法のもとに

翌年教育基本法がつくられその3条には、す

べての国民にその自助に応ずる教育をと力差

別されない等が定められています。

盲ろう養護学校については学校教育法第6

章に細かく記載されていますが、盲ろう教育

が古い歴史をもっているのに対し、養護学校

の義務制は昭和48年の政令で決まったので

す。

そして昭和剥璃月1日の施行により全国各

地で準備が始められました。私が昭和49年4

月現場の校長から教育委員会に出向した時、

担当者が養護学校の新築や、整備充実にむけ

て多忙な日々を送っていたこと、就学指導に

苦労したことなど思い出します。そして昭和

53年9月病弱養護学校の校長として赴任し、

病院内にあった旧校舎を取り除き新校舎建設

に当たったが、病院の工事も一緒であったた

め医療側と相談協力して校舎づくりを手がけ

たのが病弱教育にかかわった始まりであり、

医教連携の出発点ともなったのです。

病弱虚弱の児童生徒は治療とはいえ親元を

離れて長期入院となり、帰りたいのをぐっと

我慢している姿、咳こむ喘息児、運動制限を

受けている腎臓疾患児、重度心身障害児の訴

えるようなまなざしなど、現場を退いた今で

も脳裏に焼きついています。最近は病種も多

樹上し、重度化の傾向にあるようです。 病

弱児の定義は施行令の22条の3にあるように、

慢性の疾患等の状態が6月以上の医療と、身

体虚弱者を含め6月以上の生活規制を必要と

する程度のものとありますが、最近の医学の

進歩で入院も短期治療化の傾向にあるため、
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匿勇 教育実践を通して、医療・家庭・福祉と連携

病気療養をしている児童生徒の教育
～慢性腎臓疾患児の自立を目指して～

千葉県立仁戸名養護学校長 大塩幸雄
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1．はじめに

文部省初等中等教育局長より、 「病気療養

児の教育について」の通知が出されて1年余

りになります。この通知を受けて、各地方で

行政機関が中心となって、長期欠席児童生徒

のうち、病気欠席者の実態や学習状況の把握

とともにその文掘など様々な取組みをしてお

ります。

病気療養児の教育については各方面から注

目されながら、病院内学級の設置や病虚弱特

殊学級の増加といった新しし楓が吹き始めて

おります。余病弱養護学校の実態や教育内

容などを多くの人に知っていただくことが大

切であります。病弱教育についての“理解と

啓発”の一環として慢性腎臓疾患児の多い本

校の特色ある実態から、教育内容のうち教育

課程と養護・訓練の一部を紹介いたします。

2．仁戸名養護学校の実態

本校は昭和52年に開校さ鱸I立19年に

なります。小学部・中学部には普通学級、重

複学級、訪問学級が設置され、高等部には普

通学級と重複学級が設置されています。国立

療養所千葉東病院小児病棟に入院中の慢性腎

臓疾患の児童生徒を主体とした普通学級、重

心病棟に入院中の脳性まひ等の児童生徒（重

度重複児）の重複学級､千葉県がんセンター、

千葉大学医学部附属病院など千葉東病院以外

に入院している児童生徒の訪問学級のように

教育内容別に学級編成して、教育課程を実施

しています。

図1で、生徒数と学級別の割合の推移をみ

ると、児童生徒数の減少の状況がわかります。

昭和57～59年をピークに重複学級の減少

が著しく、普通、訪問学級は緩やかな減少傾

向です。

＜図1＞年度別児童生徒数の推移（各年5月

1日）

町1度別、密喉他敬の捜移（各郁6ﾉ11日）
麺

園

麺

､艶

1“

麺判 Z生
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ll l l
B66758Bp 6268元2 8 ＄ 8 8 ？

＜図2＞学級別児童生徒数割合(平成7年1

2月1日現在）
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図2は本年度の学級別の割合ですが、普通

学級が全体の3分の2を占めております。
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図3の普通学級学部別では転出入の多い中

学部が多くなっていますが、各学部の生徒数

は年間を通じて30名前後で同じ割合です。

児童生徒を病種別にみると、全体の56％を

腎臓疾患が占めており、これを普通学級だけ

でみると、図4のように腎臓疾患の児童生徒

数が全体の85％であり、小・中学部だけを

見ると98％を占めています。

＜図3＞普通学級学部別児童生徒数割合（平

成7年12月1日現在）

次に普通学級の児童生徒の在籍月数を図5

で見ると、 6ケ月未満が40％、 1年未満で

70％力蛎出して前籍校に戻っており入院期

間の矧明化が読み取れます。

図6は月別転出入状況と児童生徒数の変化

を表したものですが、転入生のうち79人中

48人（60％）が再発によるもので、入院

の頻回化の一面が見られます。

＜図5＞普通学級の児童生徒の在籍月数
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このように年間を通じて転出入が多く延べ

170人を越えるというのも特色です。

以上述べてきましたように、様々な実態を

踏まえ、一人一人をしっかりと把握してその

子供に応じた適切な指導を行い、児童生徒の

あせりや不安を解消し、安心して、治療しな

がら学べる生活が送れるようにしています。

病弱養護学校としての教育目標・内容．方法

を明確にして、児童生徒の実態を十分に検討

し、創意と工夫のある教育計画を立てて実施

しなければならないと考えます。教科の指導

は勿論のこと、特別活動、また養護・訓練に

ついては通常校にはないものであり一人一人

にとって将来につながるものであるので、そ

れらを含めての教育課程の編成が重要です。

3．特色ある教育課程の実施～行事

将来に明るい希望を持って生活できるよう

になって欲しいとの願いの下に様々な工夫を

した教育課程の編成、また目標に合わせた指

導内容の工夫と改善を行っています。教育課

程の編成のうち特色あるものとして学校行事

と、病院・PTA関連行事、および養護．訓

練を紹介します。

（1）学校行事と関潮ﾃ事

く春は運動会に代わる“若葉の集い，，＞

腎臓疾患は一人一人、運動制限に違いがあ

ります。運動会では1回だけの競技参加や見

学だけの児童生徒が出てくるので、なるべく

多くの児童生徒が参加できるものをと考案さ

れた行事です。ゲームを中心として、小．

中・高・教員が一つのチームとなり協力して

楽しみます。年度始めの5月に行われ、お互

いが触れ合い知り合う重要な行事です。

＜学校を出る楽しさ～校外学習と修学旅行＞

校外学習・修学旅行ともに病状の変化に対

応し、また服薬や安静の指導のために、医

師・看護婦の付き添いがあります。校外学習

は原則としてバスで県内、午前9時から午後

3時までの予定で、修学旅行は小・中合同、

1泊2日、バスで県内を対象にしていました

が道路の整備等によりフェリーを使って神奈

川県まで行けるようになっています。高等部

は隔年、 2泊3日で京都方面に行っています。

実施にあたっては階段や歩行距離、宿泊施設

での食事のメニュー（カロリー計算と塩分

量)、見学先での休憩所（横になって安静を

とる）や医療行為のできる場所（腹膜透析者）

の確保等、細かい所に配慮しています。

＜症状に合わせた“クロッケー大会”＞

生徒会主催の学校行事です。腎臓疾患児の

運動量を考慮し、ゲートボールのルールを少

し変更して行う軽運動です。病状によりゲー

ム途中で選手の入れ替えをするなどの工夫を

しています。次へのつながりを考えたり、チ

ームメイトとの連携を考えたりすることによ

って、学級内の団結を図るよい手段になって

おり、生徒たちも積極的に取り組んでいます。

＜自分を生かす～クラブ発表会（各学期

末）＞

文化祭にもクラブ発表はありますが、腎臓

疾患児の入院期間は短くなってきているので

ほぼ学期ごとに多数のメンバーが入れ変わり

ます。そこで学期ごとクラブによっては（ニ

ューミュージックなど）練習の成果を発表で

きる場を設けています。

＜学校・病院・家庭の連携～“夕涼み会”＞

夏休み、長期休業中の病棟生活を充実させ、

変化をつけるために毎年8月の上旬に行われ

ています。小児病棟保護者会の主催で、体育

館を使ってカラオケや盆踊りをします。夜店

が並びZI､児病棟の全員が一堂に会し楽しく夕

食をとります。

＜病気と食事の理解～“親子料理教室”＞

夕涼み会と同じ目的で夏休み中にPTA主

催で行っています。腎臓疾患の児童生徒に合

った簡単なおやつなどを病院の栄養士さんと

の連携の基に、親子で一緒に作って試食する

という楽しい機会となっています。

＜高い文化に触れる“芸術鑑賞会”＞

<PTA共催の“ファミリー鑑賞会''>
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腎臓疾患の児童生徒は服薬によりほとんど

力場感染症で、感染を防ぐために人の集まる

場所は避けるようにしています。それに加え

入院生活では、芸術や文化に直接触れる機会

力沙ないので音楽や演劇の良い物に触れ豊か

な心を育てるために外部から人を招いて鑑賞

会を行っています。芸術鑑賞会は学校独自、

ファミリー鑑賞会はPTAとの共催です。

＜秋は自分たちの手で“文化祭（仁戸名

祭)”＞

1年間の学習成果を発表する場であり、児

童生徒が自分たちで企画運営をします。作品

は保護者や病院関係者が参観しやすいように

1週間展示し、学部と学級の演劇発表は保護

者が参観できる日曜日に行います。登校でき

ない生徒はVTRや録音などで参加します。

また他にクラブの演示・展示も行っていま

す。腎臓疾患児は活動による身体的な負担に

制限があるため、発表・演示・展示は3日間

に分けて行っています。

＜保護者と先生で創るお祭り～バザー＞

病気の療養や入院生活をしていると買物を

する機会力沙ないので、買物学習の一環とし

て位置付けています。小・中．高それぞれに

応じた金額を決めて学級担任の指導のもと買

物を行います。PTAでは子供達が楽しめる

物（射的・ くじ引き)、少ない金額で買える

物を手作りで揃えるなど工夫をしています。

食べ物（アイスクリーム）も病院の医師．栄

養士の助言によって買えるようにしており児

童生徒にとって楽しみな行事です。

＜正月は学習成果を競う ‘‘百人一首大会”＞

児童生徒会主催の学校行事で、小学部と中．

高の普通学級で行っています。日頃の練習の

成果を競い合い、活気あふれる行事です。

＜障害児理解を深める重複学級との交流～

お祭り広場・にこにこ広場＞

児童生徒会行事に重複学級の児童生徒の活

動内容を組み入れ一緒に活動したり、重複学

級主催行事に参加したりして、お互いに明る

く元気に頑張っている場面に接しながら、温

かさや思いやりの心を育てます。重い障害を

持った人に対する理解を深めるため積極的に

交流を行っています。

（2）養護・訓練~慢性腎臓疾患～

普通学級では慢性腎臓疾患の児童生徒が最

も多いという実態から、児童生徒一人一人が

病気を受け入れること、病気について理解す

ること、知識を基に自分自身がしっかりと生

活管理ができるような実践力を身につけるこ

とが重要です。校内研修でも慢性腎臓疾患児

に対する養護・訓練に力点を置いて研究を進

めてきました。大項目を病気の知識・理解、

生活管理、心理的適応としてA～Eの5段階

に分けて指導できるように、別表1， 2， 3

(P11～13)のように本校独自で、養護・訓

練～腎炎・ネフローゼ段階指導表を作成しま

した。これを基にして、小・中・高等部でそ

れぞれの児童生徒の実態に応じてグループ分

けを行い、指導計画のもとに、個別またはグ

ループとして、特設の時間に学部養訓と学級

養訓を指導しています。特設の学部養訓と学

級養訓の充実および関する養訓指導の位置付

けをしっかりとすることと共に養訓の指導内

容を毎年改善しながら、指導方法も工夫して

一人一人にあった実践がなされるようにして

います。

小学部のグループ養訓は、下学年と上学年。

中学部・高等部はそれぞれA，B、Cの3つ

のグループに分けて実施しています。

例えば、小学部では活動例と段階指導表を

基に指導計画を立てて実践していきます。

4．仁戸名養護学校で学んで・ ・ ・ （腎疾患）

本校で学んだ生徒と保護者の感想です。

＜生徒M君＞

僕は細り正しい生活を送っていなかったの

で友達がお見舞いにきては懐かしくなり看護

婦さんのいうことも聞けず入院生活に慣れる

のが大変でした。9月の終りから養護学校に

行き入院生活も変わりました。遊んでぱかり
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の僕は勉強についていけませんでしたが、担

任の先生やクラスの友達が病棟で勉強を順番

に教えてくれました。養訓の時間に病気につ

いて教わったり、いろいろな行事に参加した

りしました。普通学校ではできないことだと

思いました。お世話になりっぱなしだと思い、

何かできることはないかと考え生徒会役員に

もなりました。普通では経験できないことを

たくさん経験できて良かったと思います。

＜保護者Aさん＞

一年以上寝たきりの辛い闘病生活でしたが、

病院の先生、婦長さん、看護婦さん、お友達、

学校の先生、たくさんの方々に生きる力を与

えていただき、お陰様で養護学校へ通えるよ

うになりました。養護学校の存在は大変有り

難く、どんなに支えていただいたか分かりま

せん。養訓の時間や、楽しい学校行事にも参

加できました。また、担任のK先生と交わし

た日記は25冊にもなっております。本人は

じめ、家族一同心からお礼申し上げます。

＜保護者Yさん＞

入院生活5年、娘に関わっていただいた

方々に感謝しております。病気について娘も

私も悩みの絶えない毎日でしたが、養護学校

で先生の励ましを受け、学習していることが

楽しく、挫けることもなく学校で幾つもの資

格を取ることができました。これからも前向

きに明るく、人に優しく、自分に厳しく、一

つ一つ目標に向かって頑張らせたいと思いま

す。

＜卒業生の言葉＞

「千葉、腎炎・ネフローゼ児を守る会」県

大会で卒業生の発表したものを後に紹介させ

ていただきます。 （53頁に載せてあります）

病気療養児の教育は、子供と保護者のQ･

O･L(Qual i ty of Li fe)

の向上につながるものでなければなりませ

ん。また、学校・病院・家庭の連携と信頼関

係が大切です。それぞれを十分に認識して取

り組みたいと思います。

5．おわりに

慢性腎臓疾患の子供が、病気を本当に理解

し、受け入れるところまで達すると病気と上

手に付き合っていくことができるようになり

ます。それまでには“多くの苦しみや悲しみ

を乗り越えて” “病気を剋艮する”という過

程がありますが、学校・病院・家庭の協力の

下での教育力泌要です。子供に合ったしっか

りした計画的な指導の積み重ねと自立への支

援が必要であり、学校はそのような考え方に

立って教育計画を実践していくのです。その

ためには、個々の実態の分析と把握、それに

基づいた一人一人にあった指導目標・内容・

方法を多面的、創造的につくり、教師は指導

法の工夫・改善をして日々評価しながら実施

していきます。その様な努力こそが教師の専

門性を高め、病弱教育への期待に応えること

になります。また、この教育は慢性腎臓疾患

の子供達が将来の社会的自立につながる実践

力を身につけるために重要なものですから、

これからも改善していかなければなりませ

ん。

慢性腎臓疾患の児童生徒の教育の一面を述

べて参りましたが、病弱教育では学校生活が

将来にも大きな影響を与えることを十分認識

して取組み、今後もさらに子供達と保護者の

QOLの向上について病院とともに考えなが

ら、教育を進めていきたいと思います。

病気療養児の教育については本校のような

病弱養護学校が、行政機関との連携を図り、

できることから取組み、センター的役割や働

きをしていく必要があると考えております。
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小学部く養護･訓練の活動例＞（腎臓疾患児）

※児童の発達段階や実態に合わせて活動しやすい指導方法を考える。

-10-

項 目 内容 活動の例

身
体
の
健
康

病
気
の
知
識
や
理
解

生
活
管
理

自分の病気について

腎臓について

治療について

基本的な生活習慣について

安静について

食事について

服薬について

運動について

病名

病気の概要
自分のからだ

腎臓の形態

腎臓の仕組み
腎臓の働き

安静

食事

服薬

病棟生活

衣服の調整

感染予防

外泊

安静の実践

食事療法の実践

服薬の実践

病状に合った運動量

･人体図作り

･身体部位の名称と働き調べ

･体の絵本作り

･腎臓の絵本作り

･腎臓のカルタ作り

･形、仕組み、働き調べと絵本の作成
･ビデオ視聴

･劇化

･模倣遊び

o紙芝居
･医師や看護婦さんの話
・ロールプレイング

･日課表作り

･生活カルタ作り
･生活すごろく作り

･生活がんばり表作り
･手洗い歯磨き指導
･衛生調べ

･絵作文
P■寺由●･●●今･●争●申②●●O･の●｡●●●■⑧■●凸■｡｡●②●■●■■●寺●◆●●｡●申●｡◆勺争◆申｡●｡●■●■●■屯●●の①｡●今●ぬ中心。由今■ぬ

。正しい安静の姿勢と動作化
･活動と脈拍調べ

・模倣遊び

・栄養素調べ

・食物調べ
･栄養黒板作り
･おやつ調べ

･病院の献立調べ

･調理実習
･栄養士さんの話

●◆｡◆●●申｡●●●●●｡早●■■■■■●■■●●■■毎曲●●●｡●●●●◆申争●●口争■■■●■■■■■●■■■●｡●●申●●辱●■●■■■■■■■■■■■■q

･医師の話

･安静度調べ

･ゲーム作り

･軽運動

と運動量

心
理
的
適
応

病気について

対人関係

病気の心理的対応

入院生活

･日記作文
・ロールプレイング

・カウンセリング

･アンケート「文章完成法」調査
･他の病院の友達との交流
･医師や看護婦さんの話

･室内遊び

･自作の紙芝居や絵本作り、鑑賞
･軽運動

･劇活動 ‘
。話し合い活動
･ケーム作り

･退院した友達の話



<別表'＞仁戸名養護学校養護･訓練腎炎･ネフローゼ指導段階表 ’

段階
内容

１
０
』
』
１
１

項目 A B C ， E

病
気
の
知
識
。
理
解

自分の病気に
ついて

腎臓について

治療について

病名
病気の概要
自分の身体

腎臓の形態

腎臓の仕組み
腎臓の働き

安静

食事

薬

(副作用。
感染予防）

･自分の病名がわかる

。見える部分の身体部位の名
称がわかる
・身体には名前がついており、
大きな働きをしていることを
知る

・腎臓の形､大きさ、個数、
位置がわかる(言葉で言える）

･尿を作っていることを知る

･蓄尿することがわかる

を職繍霧溌化

●

が
誌
鰯

食は残さず食べること
であることがわかる
制限の食事をしている

ことがわかる

･病気を治すために薬を飲む
ことがわかる

･薬を飲まないと病気が良く
ならないことがわかる
・土いじりや砂遊びをしては
いけないことがわかる

･心臓､肺、胃等主な内蔵器
の名称がわかる
おおよその働きがわかる

･腎臓の形、
位置がわかる

・
を
と
・
し
こ
・
で
。

身体にと
尿として
を知る
身体にと
てしまう
とがわか
尿が一日
きるかわ
蓄尿の意

と

日

つ
“
布

大きさ、個数、
（図示できる）

てい

に出
らないもの
しているこ

って大切な物を出
ことが病気である
る

にどのくらいの量
か
味
る

がわかる

身体の状
脈拍数）

･病院食は栄養のバランスが
考えられていることがわかる
。一日の塩分摂取量がわかる
(言葉でいえる）

･自分の飲んでいる薬の名称
がわかる

注意し
がわか
・土や
とがあ

や

・服用方法がわかる
。骨折や虫刺され、
注意しなければなら

る

切り傷に
ないこと

動植物から感染するこ
ることを知る

･どのような症状であるかお
およそつかめる
･腎臓病には
ゼがあること蕊

、

る

ネフロー

・糸球体､尿細管の名称と位
置がわかる
・体内の老廃物が糸球体や尿
細管を通り、尿になることが
わかる

･蓄尿して何を調べるのかが
わかる

･安静をすると腎臆の負担が
減り身体が休まることがわか
る

・病院食はカロリー計算や栄
養のバランスが考えられてい
ることがわかる

・塩分を多くとると腎臓に負
担がかかることを知る

･プレドニン、メドロールは
病気を治し、ワーファリン、
ペルサンチンは血液の流れを
よくすることを知る
・プレドニン、メドロールや
ワーファリン、ペルサンチン

鍔
用により骨折や切り傷に
しなければならないこと

がわかる
･風邪を引いたりすると症状
悪化につながることがわかる

･自分の病気の状況、治療の
基本方針がわかる

･ネフロン（糸球体、尿細菅
)の動きがわかる
･正常な
病気の腎

龍
”

の働きをふまえ、
働きを知る

･安静の
腎臆の負
がわかる

箇篭
(なぜ安静が
減するのか）

･自分の安静度に応じた生活
規制がわかる

・食事療法の目的と主な制限
を知る
。一日の塩分制限が答えられ
る

・自分の服用している薬の名
称と服用方法を知る
・主な薬（プレドニン、メド
ロール、ワーファリン、ペル
サンチン）の効き目と注意事
項を知る

･腎臓病がわかり、説明が
できる

・腎臘の仕組みと働きがわ
かり、正常な腎臓と病気の
腎臓を説明できる

､守字句＝守己宇牢申芭｡－句弓●●●●●●･争･争●申凸●●●●■凸の■｡■■●｡●守口守守q

・腎臓病の治療として、運
動療法、食事療法、薬物療
法があることがわかり説明
できる

作
予
か

の副
感染
がわ

項として薬
ガ、出血、
であること
きる

注意事
からケ
が大切
説明で
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<別表2＞仁戸名養護学校養護･訓練腎炎･ネフローゼ指導段階表2

段階
内容

ｰ

画

項目 A B C ， E

生
活
管
理

基本的生活習
慣について

安静について

食事について

薬について

運動について

病棟生活の遵
守

外泊、家庭生
活

感染予防

疲労の予防

季節にあった
衣服の調節

安静の実践

食事療法の実
践

服薬の実践

症状にあった
運動通
(運動制限と
必要性）

･病棟生活は家庭生活と違う
ことがわかる

･病棟日課がわかる
。起床時間と消灯時間がわか
る

。安静時間がわかる

･ハンカチ、ティッシュを持
っている

･手洗い、うがいができる
｡毎日下着交換ができる

｡寒いときには上着を着る

･安静時間にはベッド上で横
になれる

｡治療食を残さないで食べら
れる

｡三大栄養素があることを知
る

･自分の薬はきちんと飲める

･病棟日課を守って生活でき
る

。起床時間と消灯時間を守る
ことができる
。安静時間には自分のベッド
で安
・学習
きる
：
がとれる

間に学習を進んでで

･病棟、ベッドの整理整頓が
おおよそできる

。家庭でも起床時間､就寝時

●
●

間､安静時間が守れる

手洗い、
できる
汗をかl
く

うがいがきちんと

､たら、タオルでふ

･寒暖に合わせた衣服を着る
ことができる

｡よく食べる食品について三
大栄養素別におおよそ分類で
きる

･脈拍の取り方がわかる
･脈拍が増えたら休むことが
できる
(1分間に20回以上）

｡なぜ病棟日課が決めてある
か考えられる
｡病棟日課にそって生活する
ことができる
。安静時間にはきちんと安静
がとれる

一

･病棟、ベッドの整理整頓が
できる

一

･下着が溜れたら交換できる
。汗をかいたらタオルでふく
･続けて運動しない（汗をか
いたら休む）

･四季にあった衣服を着るこ
とができる

･安静時間には進んで休むこ
とができる

｡軽い運動と強い運動の区別
ができ病状に応じて実践で
きる（腎臓病管理指導表参
照）

。なぜ病棟日課が決められて
いるかわかる

･自分から安静時間にはきち
んと安静がとれる

･家庭でも起床時間､就寝時
間、安静時間を決め進んで
守れる

･自分の体の状態（
を自覚し活動量を
ことができる

蕊
度）
する

･安静が必要なときには進ん
で休むことができる（運動
後、疲労を感じた時）
･自分の病状に応じた規制
（塩分、カロリー、蛋白）
を守って食事がとれる

･食品分類表を使い、食品を
三大栄養素に分類できる

● 生活リズムを考え実
きる（起床時間、就
間､食事時間､通学）
(通勤､交際等）

践で
寝時

■土一｡｡｡●●●●●●●●●●■●●●寺●●色●■■●●●●●●●●●●●●ロ申●寺｡｡｡■

･自分の症状に応じた献立
をたて、実践できる（塩
分､カロリー、蛋白、水分
制限）
･栄養バランスを考えた献
立が立案できる

･将来の社会自立を考え、
自分の運動許容量を知り
適度な運動ができる



<別表3＞仁戸名養護学校養護･訓練腎炎･ネフローゼ指導段階表3

段階

内容

ｰ

‐

随時カウンセリングを行う

指導にあたっては、医師と連絡を密にして進める。

→印は前段階から指導を継続する。（空間は前段階で指導が終了している）

※
注

項目 A B C ， E

心』

理
的
適
応
※

病気について

人間関係につ
いて

心理面につい
て

学習について

将来について

病気への心理
的対応

入院生活への
適応

対人関係

心理的解放感

学習の問題

将来の問題

･家族からの分離、治療への

●
●
●

●

不安をなくす

医師
を受
病棟
生活
学校
く参

原
す

、

1■■■■

看護蝿、教師の指示
け入れられる

■■■■■■■■■■■■■■■

､教室の友達と仲良く
できる
行事
加す

、

る
病棟行事に楽し
ことができる

籍校復帰への不安をなく

･腎臓病を治そうとする気持
ちがもてる
｡病気に対する不安をなくす
→

･周囲の友達と仲良くするこ
とができる

･治療に対して積極的にのぞ
める
。病気に対する不安をなくす
｡病棟生活の日課､規則を受
け入れる

･不安なことがあったら、医
師、看護婦に聞くことがで
きる

･学習への不安を取り除く

･自己の病気を正しくとらえ、
前向きに生活することがで
きる
｡積極的に入院生活を送るこ
とができる

。医師､看護婦､教師と相互
に信頼関係を築くことがで
きる
｡周囲の友達や家族の立場を
思いやり、より良い人間関
係を築くことができる
｡行事活動、創造的活動を通
して充実感を味わえる
｡学習への不安(遅れ､受験）
をなくし、積極的に学習に
取り組む姿勢をもつ
･退院後の不安（運
再発､対等の人間雛

、
、
０
ノ

をなくし進学へ前向きに取
り組む

･病気を受容し、病状に合
わせた生活設計ができる

･病気や入院生活に負い目
を感じることなく円滑な
人間関係がとれる

･行事活動、創造的活動等

籠窪翼耀諺％
できるようにする

．題霞潅雛入認
があることを知り不安を
なくすようにする



心身症等・不登校児の教育について

－医療・保護者との連携一

愛知県立大府養護学校部主事

はじめに

文部省の1994年度問題行動白書によると、

学校ぎらい（不登校）で、知日以上欠席した

者は小学校12MO人、中学生51,XS人で、前年

度よりそれぞれ771人、2,153人の増加となっ

た。児童生徒数が減少傾向にある中で、年々

その数は更新され、 1％6年に調査を開始して

以来、最多となっている。

病弱児及び身体虚弱児を対象とする本校に

おいても、喘息・腎臓病・心疾患等の児童生

徒に加え、ここ数年来心身症や不登校を伴っ

た児童生徒の入学が増加しており、在籍者全

体の10％以上を占めるようになってきた。

平成3年度より3年間、文部省から重複障

害（病弱と情緒障害の重複)教育の実験学校

として研究指定を受けたのを機会に、全校的

な研究組織を構成し、 「心身症等の児童生徒

に対する教育の在り方』に主題を置き、研究

を行ってきた。ここに、その経過と教育実践

及び成果の概要を報告するとともに、教育の

立場から各関係機関及び保護者への期待を述

べることとする。

1 研究の概要

(1)研究の柱

指導事例の検討を中核におき、病弱養護学

校での指導の在り方を考察すると同時に、分

野研究として、対象児童生徒の実態把握及び

意識調査、転入及び転出時における小・中学

校との連携、医療等の他機関との連携、転出

児童生徒及び卒業生の追調査を行った。あわ

せて、全国の病弱養護学校を対象に「心身症

等の病名をもちながら、不登校の状態を呈し

ている児童生徒への教育的対応」についての

鈴木郁子教諭伊藤佐奈美

アンケート調査を実施し、その実態を資料と

してまとめた。

（2）研究対象児童生徒の定義と病名調査

本研究でいう「心身症等」とは、 「神経症

や心身症に属する病名を持ち、何らかの身体

症状を呈するもののほか、心身症の病名がな

くても不登校の状態を呈する児童生徒を含

み、いずれも医療を受けながら本校に在籍す

る児童生徒」とした。

2研究の内容

(1)事例研究

過去5年間の在籍者の中から、今回の研究

の対象となる児童生徒約150名を選び、事例

調査を行った。隣接の中部病院に入院し本校

で学校生活を送る過程で、好転した事例もあ

れば、指導に困難さを生じた事例、また馴染

めず転校していった事例等様々なものが集積

された。さらに、効果的な指導の在り方を集

約するため、小学部9例、中学部30例、高等

部3例について、晩登校にいたった経緯と

本人や家庭の状況、②本校での指導の経過、

③変容の背景及び考察の項目をたて、指導過

程の細部にわたる検討を行った。

事例研究を行った62例（男子30人、女子32

人）を病名別に分類すると心身症、自律神経

失調症、過敏性腸症
図1 発症学年

候群等心理的な要因

を示す病名が47例・

その他の病名が15例

であった。不登校に

なったきっかけにつ

いては、 「病気」 「い

じめ」 「友人関係」が

－14－



前籍校では不登校であったが、本校に転入

後は学校不適応の問題を生じることなく登校

できる児童生徒が比較的多いことから、その

要因を児童生徒の立場に視点をおいて考察

し、今後の指導に役立てることをねらいにア

ンケート調査を実施した。その結果、①学

習・生活・進路指導面について前籍校と本校

の違いの受け取り方は、一般慢性疾患児も心

身症等の児童生徒も同一傾向にあるが、心身

症等の児童生徒のほうがより強くその差を感

じている。②本校に在籍してから登校できる

事例が多いのは、本校が小集団であるため指

導のきめ細かさにより安心感や信頼感を得や

すい環境である。③病気治療で入院している

友達との生活の中で励まされたり、ときには

身体的・体力的に優位と感じたりする中で精

神的に安定し、新しい自己を発見しているこ

と等が見いだされた。

（4）追調査及び追指導

本校を転出及び卒業した後の状況を把握す

るために、アンケート調査を行い、その結果

をもとに心身症等の児童生徒への適切な追指

導の在り方を検討した。アフターケアでは①

早期相談の場の保障、②本人・保護者・進学

先・就職先との連携の体制作りの重要性が明

らかになった。また在学中の指導では、①肯

定的なよいイメージを作るために学級経営が

重要なポイントになること、②学校行事が自

己の存在感を得たり力を発揮する機会となっ

ていることがわかった。進路指導に際しては、

心身症等の児童生徒は教師や友人・先輩の意

見や援助に頼る傾向があるため、指導にあた

って自らの意志で判断し決定していく力を養

うことが大切であることも再確認した。

（5）病弱養護学校の全国調査(105校）

調査の結果、67.6％の学校に不登校の児童

生徒が在籍しており、学校行事の際には特別

な配慮をしている学校が33.3％あった。配慮

事項としては、⑩青緒的混乱をもたらす原因

の排除､②本人の意欲や意志の尊重、③生き

図2転入学年 図3伝出学年

人
敗

学年(未定は窪手中の君）

上位を占めていた。また、発症学年は図lに

みられるように中学校1 ．2年が多く思春期

での環境や身体的、精神的変化の時期に合致

していた。

本校への転入学年は図2にみられるように

中学部2．3年生に多い。転出学年は図3に

みられるように中学部3年生と高等部3年生

が突出しているが、これは進路選択の学年で

あることに関係している。対象者の在籍期間

の平均は、小学部13か月、中学部16か月、高

等部27か月であった。

（2）実態把握

ア個人カードの作成

本校では転出入が多く、児童生徒の的確な

指導を行うためには、迅速に実態を把握し対

応する必要がある。特に不登校傾向のある児

童生徒は学校、家庭、社会の様々な要因が複

雑に絡み合っていることが多いため、前籍校

での様子や指導の経緯等を知り、今後の適切

な指導計画を作成する資料とすることを目的

に個人カードを作成した。

イ クレペリン検査、パウムテストの実施

毎年、年度当初にクレペリン検査とバウム

テストを行い、個々の児童生徒の実態把握の

一助としている。その集計結果を心身症等の

児童生徒と一般慢性疾患の児童生徒に分け、

比較検討した。その結果、両検査とも①心身

症等の児童生徒の意識性の低さ、②C､のバラ

ンスの崩れ､③鯖神エネルギーの乏しさ、④

心的外傷体験や自我境界の希薄さ、⑤自己同

一性の問題等が浮かびあがった。

（3）意識調査
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生きと活動できる場の設定と工夫があげられ

た。また、生活指導上での酉聴としては、①

一度に全ての規制をしない、、皎則について

柔軟な対応をする等があった。その他、学校

でカウンセリングを実施しているところは多

くみられたが、遊戯・箱庭・行動療法を取り

入れている学校は少数であった。

3本校における心身症等の児童生徒の指導

の実際

心身症等の児童生徒が本校への転入学を希

望してきた場合、病院での診察資料をもとに、

下記の流れに基づいて学校での指導内容の検

討を行っている。

(1)実態の把握

指導形態を決めるにあたって、まず以下の

項目、①欠席状況（学習状況も含む)、②身

体症状、③精神状態、④生育歴・家庭環境、

⑤不登校に陥ったきっかけについて調査す

る。

（2）指導形態の決定

本校では、表lのように病状（身体症状・

精神状態）にあわせて4段階の学習形態をと

っている。

－プ・大グループへと段階別に指導を進め、

緊張感に慣れさせつつ集団への適応力を高め

るように配慮している。さらに、本人の状況

に応じて徐々に苦手なものにも挑戦させ、持

続力・忍耐力を養い、自信を深めさせ、社会

生活への適応を図っている。

4医療との連携一事例検討会の実践から

心身症等の児童生徒への対応には、個々の

状況、実態、抱える問題点を十分把握し、か

かわる者が共通理解を図りながら、その子に

とってのよりよい方向を志向していくことが

大切である。そのためには、児童生徒が入院

する病院の医師・看護婦・児童指導員などの

医療スタッフとの連携は、非常に重要となる。

そこで、本校では、平成5年度より校内及

び病院の職員を含めたメンバーで、事例検討

会を持つことにした。

(1)事例検討会の概要

本校で実施している事例検討会は、以下の

ように行っている。

ア目的

病院や学校で対応の難しい事例について、

両者の情報を交換し合い、連携を図ることに

よって、対象事例のよりよい指導の方向を探

る。

イ開催日

月1回程度の実施予定とし、対象事例が提

供された時点で随時設定していく。

ウ場所

病院の会議室

エ鋤Ⅱ者

学校側…児童生徒の所属部主事、担任、教

科担当者、養護・訓練担当者、養

護教諭等

病院側…主治医、病棟婦長、児童指導員、

担当看護婦

オ対象事例

各回l事例とし、病院及び学校から申し出

のあった事例について検討する。

力担当窓口

表1 病状による学習形態と学習時間

0登校許可

養護・訓練の指導においては、心身症等の

児童生徒が持っている不安や緊張感をカウン

セリングの場や、養護・訓練担当者とのかか

わり合いを通して和らげ、安心感を与えなが

ら諸活動に取り組ませている。

また、個々の児童生徒の心身の状況、友人

関係、性格、興味、関心、学習の状況等多方

面に渡る情報をもとにして、個々から小グル
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学校側…養護・訓練部教育相談係 て見直すという意味で、資料作成段階にもあ

病院側…各病棟児童指導員 るといえる。

（2）事例検討会の連携組織 本校で事例検討会が持たれるようになり、

図4に事例検討会までの、またその後の指今年で3年目となるが、回を重ねるうちに、

導の流れを示した。 事例提供した側だけでなく、学校と病院の双

まず、学校や病棟での生活に適応困難な児 方から、それぞれの指導及び治療の方針や経

童生徒への指導上、問題を感じている担当者過をまとめた資料が出されるようになってき

から事例提供がなされ、養護・訓練部教育相 ている。事例検討会では、児童生徒のこれま

談係と病棟指導員で日程や場所の設定を行 での経過をふまえ共通理解した上で、今後に

う。 向けての率直な意見交換が行われる。

事例提供者は、事例の情報や検討したいこ また、事例検討会後の児童生徒への対応は、

とを中心に資料を作成し、準備する。この段 さらに重要である。学校では、児童生徒にか

階で、他の担当者から情報を得たり、意見交 かわる職員が検討されたことがらを共通理解

換が行われたりして、事例検討会がすでに始 し、その後の効果的な指導・援助につなげて

まっていると感じることがある。 いくために、小・中学部及び高等部の職員会

事例検討会を設定する意義は、事例につい 議で担任から生徒情報として提出される。

図4事例検討会をとりまく連携組織

く学校＞ ＜病院＞
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く不適応・指導の困難さ＞

学級担任
教科担当
養訓担当

養護教諭

医師

児童指導員
看護婦

ク

卿…
②日程場所の詔宗

１
０
１
Ｊ
１
１
Ｊ

皿
小
罰
一

幸
一
一
一

羅
砿
瀧

一
鴎
一
一
病
一

の
甲
●
■

■
◆
●
Ｂ

ｒ
制
Ｌ
ｒ
ｌ
Ｌ

Ｃ ●ひ

｡③資料作成

事例の見直し
1での情報春概

●
一
口

ｇ
■
■
■
●
Ｆ
ａ
ｐ
■
●
■
由
▲
■
七
日
■
凸
■
》

『

病棟ｶﾝﾌﾙﾝｽ④共通廷

⑤指導・援且

－17－



きるように考えている。表2に、本校の取り

組みを示した。

表2保護者との連携

児童生徒にかかわる様々な役割の教師が、

それぞれの特色を生かし、相互に協力し合う

関係の中で、児童生徒の指導・援助にあたっ

ていくことが重要となる。

（3）事例検討会の意義と課題

事例検討会は、複数の立場の違う担当者か

ら様々な情報を得ることができ、対象事例に

対する多角的な見方ができることから、児童

生徒のよりよい理解につながり、個々の状況

に沿ったかかわりが持てるという意義がある

だけでなく、学校の立場から医療について、

あるいは病院の立場から学校教育についての

理解を深めるよい機会になり、連携の場とし

ても意義深いものである。

今後は、こうした機会をより積極的に活用

して行くよう働きかけるとともに、学校教育

の場で、児童生徒の健康回復に向けて協力で

きる具体的な援助内容をも、医療側から情報

として示していただけるとありがたいとおも

っている。

5家庭との連携

心身症等の児童生徒の指導・援助を進める

にあたって、家庭との連携は不可欠である。

家庭環境や親子関係の改善、家庭の教育機能

の向上は、児童生徒の立ち直りや症状の回復

に果たす役割が大きいと考えられるからであ

る。

(1)本校における保護者との連携

本校に在籍する児童生徒のほとんどは、病

院に入院しそこから通学してくる。病状によ

り週末の外泊が許可されることになるが毎日

の生活の場は学校と病院ということになる。

その結果、児童生徒の日々の生活の中で気

になることについて、病院と学校の担当者間

は常に話す機会を持つが、家庭に対しては、

地域の学校に比べ、学校と家庭との間に距離

感が生じる。

このことを少しでも解消しようと、本校は、

保護者の方が来校する機会をより多く設定で

（2）保護者連携の課題

心身症等の指導・援助に当たっては、保護

者との連携が重要であることを先に述べた

が、それ故に、学校行事や授業参観以外にも、

密接な連携を個別に持つ努力が必要であると

考える。

特に必要とする場面について述べたい。

ア心身症等と早期発見

心身症等の児童生徒は、何らかの前兆を伴

って症状を現すことが多い。はっきりした理

由もないのに、保健室によく来室したり、早

退や遅刻・欠席が目立ってきたり、生活態度

に変化が見られたりするような場合は、連絡

を双方に取り合って、適切な対応を速やかに

とりたいものである。

病弱養護学校では、生活の場である、とい

うことで病院への連絡をとることはあって

も、日々の細かな連絡を家庭にすること力沙

なくなってしまうことがある。家庭において

も同様のことがいえると思う。

日ごろから、些細なできごとをも連絡し合

える関係づくり力泌要だと感じる。

イ児童生徒が心身症等の状態にある時

の保護者との連携

児童生徒がL,身症等の症状を示している場

合、保護者も子供にどう接してよいかわから

ず、途方にくれていることが多い。

こういった時期には、保護者に対して、そ

の不安をやわらげ、一緒に解決の糸口を見つ

けていこうという態度で、子供の状況や保護

者の不安などについて耳を傾け、話し合うこ
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っかけに、心のバランスの崩れから種々の不

適応行動を生じやすい状態であるため、日頃

から児童生徒を取り巻く環境に留意した、き

めの細かい指導の必要があることが、本研究

から考察された。また、病弱養護学校の本校

では、一般慢性疾患児との意識面の差はあま

り見られず、心身症等の児童生徒は特別な存

在ではないこともわかった。このことは心身

症等の児童生徒にとって、心理的負担を軽く

し、自己の問題解決に向けて活動しやすい環

境であるとも言える。

今回の指導実践及び事例研究等をとおして

得られた心身症等の児童生徒に対する指導姿

勢のポイントを要約してみると、次のような

言葉にまとめられた。

と力泌要である。

そうすることで、保護者自身が、親として

の今後の在り方を考え、子供への理解を深め

ることがうながされると考えられる。

たとえ、子供が登校できない状態であって

も相談をしに、学校へ足を運んでもらえるよ

うな環境づくりをしていきたい。

ウ転入・転出時の保護者との連携

本校は、原則として、入院して医療面のケ

アーを受けながら通学する児童生徒を教育の

対象とする。それで、心身症等のように児童

生徒の心理面、情緒面にかかわり、家族との

つながりを重要とするものでも、家族から離

れて生活することが前提となる。

しかし、心身症等の児童生徒には、慢性疾

患児以上に、入院するということを慎重に考

え、児童生徒本人の納得の上で決定すること

が大切である。

納得ができていない状態で入院したので

は、その後の入院生活に適応できず、かえっ

て症状の謝上をまねくことさえあるからであ

る。

それは、転出時にも同様のことがいえる。

本人が、地域にもどるには相当の覚悟が必要

であり、ここでも慎重に検討し、納得の上で

決定しなければならない。

そこで、本校では、転入・転出時に、必要

に応じ試験通学を行い、本人が体験を通じ、

自信と実感をもって転入・転出にのぞめるよ

うにしている。

保護者の方も、子供が家庭から離れる、あ

るいは家庭にもどるといったことを決定する

際には、親の一存で決定するのでなく、子供

と一緒に話し合い、納得させることを保護者

の責任において行ってもらえるようにしたい

と思う。これを第三者に任せると、その後の

親子関係を矧上させることにもなりかねない

のである。

6研究のまとめ

心身症等の児童生徒はなんらかの理由をき

畢
蕊

おわりに

平成4年9月に文部省より出された「不登校

問題への対応について」の通知の中では、 「不

登校はどの児童生徒にも起こりうるものである

という視点に立ってこの問題をとらえていく必

要があること」 「学校や教職員一人一人の努力

力極めて重要であること」「多様な方法を検討
する必要があること」等が述べられている。

今回の研究は、教育の在り方を探ろうと事例

の構築を中心にすえ、さらにそこから派生して

関連分野の調査等を手がけた。それらをとおし

て感じることは、対応のパターン化を図ること

ではなく、まさに目前にいる児童生徒の状況を

十分に理解するところからスタートするという

ことであった。学校組織をフルに活用するとと

もに、家庭・病院等の機関との連携の大切さも

改めて確認した。この結果をもとに、今後も児

童生徒が十分な成就感や達成感を得る教育活動

を準備し、自信の獲得と自己の確立をめざした

指導をさらに充実していきたいと考える。
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患者に殉
-の一般E

大阪府立刀根山養護学校長北川彰一

まえがき

筋ジストロフィ－（デュシェンヌ型を想定、

以下「筋ジス」と称する｡)患者に対する学

校教育は、特別な教育ではなく普通の教育で

ある。ただ、筋ジスがもたらす様々な状態や

状況に対して特別な酉聴を必要とする教育で

ある。それは、①身体､②心及び③在り方生

き方に対してである。①身体に対する閻嫡は、

筋ジスそのもの及びそれに伴う日常生活や学

習上の諸制約に対してである。それは、 「現

存在」 （その存在、つまり身体、感覚及び感

情を持ったいわば生物的存在）に対する物理

的技術的対応に関わる事項である。②C,に対

する配慮は、自分が筋ジスであることを客観

的に理解し受け容れていく態度、つまり筋ジ

スに関する「意識一般」 （客観的な事実や真

理に対する意識）の形成に向けての支援であ

る。ただこのことは患者の精神活動に微妙に

影響する事柄であるので、医師及び関係者と

の連携のもとで慎重に対応すべき事項であ

る。安易かつ短絡的ないわゆる「病制論は、

厳に慎まなければならないことはいうまでも

ない。③在り方生き方は、生涯教育に関する

一般的な課題ではあるが、特に筋ジス患者に

は、その緊急性において特別な配慮を要する

事柄である。例えば、生き甲斐や⑪Lなどを

念頭に置いた営みや活動としての目に見えた

いわば物理的対応は、すでに多くの実践に見

るところではあるが、更にそれを越えて、筋

ジス患者の存在の本質に迫りつつそれに立脚

したその「精神」 （一層高い次元における総

合的な心的能力）の充実を図ることはその教

育において極めて重要な課題であると考え

る。本論は主にこのことに関する試論である。

筋ジスは、再生を上回る量の筋肉細胞が徐々

に崩れ、筋肉全体が次第に萎縮する結果とし

て、心臓や呼吸器のほか、日常生活動作や学

習活動などを行うための機能に様々な制約が

生じ、その過程においてそれぞれの動作が持

つ目的遂行能力が回復に向かうことなく徐々

に失われていく病気である。例えば、移動能

力の低下は、自分の自由な意志で視野や視界

の選択を、座位の保持力や手や指の功綴性な

どの滅退は学習活動や身の回りの動作などの

日常生活動作を次第に困難にする。この結果

として例えば、今まで全神経を投入して営ん

できた様々な活動に支障が生じてくる。入院

は家庭生活との識Uや友人との訣別をもたら

す。また、呼吸器や心臓の機能の減退は、意

思伝達や目的的動作の能力などに支障をきた

す。更に、その進行・劣化は、物理的にみた

経験領域の縮小化や学習効率の低下あるいは

表現手段の制約などのほか、語り合う相手さ

えも奪ってしまう。最後には病室の天井の染

みを眺めながらの孤独な生活を余儀なくされ

る。筋ジスは、要するに、筋力の減退という

身体条件が日常生活主体として「日常性の剥

離」を、社会生活主体として「孤立化」をそ

れぞれ余儀なくする。換言すれば筋ジス患

者は「別れと喪失の過程」に在るといえる。

ただし、落命の直前までは意識は確かだとい

われるのが特徴である。筋ジスが抱えるこれ

らの諸問題に対して、現実には、例えば、養

護・訓練、教育（学習）内容の精選と教育

(学習）方法の効率の改善、及び交流教育な

どの対応が求められてはいるが、単にそれら

だけをもって直ちに以上の課題に対する正面

からの対応策であるとはいえない。

(2)筋ジスが意味するもの

発病から落命に至る過程の図式、つまり別

れと喪失の過程は、例えば高齢者の「老化→

1筋ジスとはどのような病気か

(1)筋ジスがもたらすもの
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死」の過程の図式に符合する。時間の経過に

従い、今までできていたことができなくなる、

身の回りで大切にしていたものがその意味を

失っていく、友人や知人との関係力疎遠にな

っていくなどのいわば先細りの人生が余儀な

くされる。その意味において筋ジスと高齢者

とは、現象面での相違はあるとはいえ類似の

経過を辿るといえる。ここに筋ジス患者の問

題が、ただ彼等のみにとどまらず、一般にも

共通する問題であることが明らかとなる。こ

のいわば命の先細りは、現存在にとっては重

大問題であり、現段階においてはいかなる手

段を講じても絶対避けられない状況である。

｢限界状況」 （わが身に迫る絶対不可避の状況）

は、刻々と容赦なく現存在であるわが身を締

めつけつつわが身に迫ってくる。そこでわが

身をいかに処するかという課題は、現存在に

とって絶対的な難題であり重圧である。人工

呼吸器を装着された身動きできない青年は、

詩や散文を通してしばしば、自分はすべてを

失い、別れ、会えない友への切なる思慕の念

に耽っている旨、孤独を訴えようとする。

(3)自己の病気についての意識一般の形成

人間には、状況内に在って、その伏況につ

いての客観的な事実や真理を正しく認識・理

解し、それを受け容れる態度が求められる。

一方、筋ジス患者にとってはその危機に直面

している状況において、極めて難しい局面を

呈しているといえる。したがって自己の病気

のこと及び特にそれが生物的生命の終焉に繋

がっていることについての認識・理解を求め

るにあたり、極めて慎重な対応が求められる。

これについては医師の指導や病棟生活などを

通して形成される場合も少なくないが、教育

の場においても発達段階や心理状態などを勘

案しつつ、何らかの方法による適切な対応が

求められる。しかし、安易で短絡的な対応に

は極めて慎重にならざるを得ない。

ある筋ジス患者（19歳）は、 「死が近づき、

はじめて今までみえていなかったことがみえ

るようになってきた」と語る。限界状況につ

いての認識・理解は、自己理解の核心であり、

自己実現に向けての決意、生き抜く決意を喚

起する前提であることは、現にそのような状

況の中に置かれてきた患者から学ぶところで

もある。しかし、この指導はあくまでもそれ

を越えさせることを意図するものであり、決

して病状や限界状況そのことを伝えるための

ものではない。ヤスパースは、 「限界状況」

は本来的な自己存在へと超越するという自己

実現のための飛躍を要請する状況であると説

き、ハイデッガーは「先駆」 （死に「先駆」

すること、つまり生物的生命の限界を自覚し

受け容れること）によって本来的な自己存在

に目覚める契機となると説いているのは貴重

な示唆である。自分の身体のありのままの状

態について客観的に認識することは重要であ

り、自己実現に向かうための前提である。

2在り方生き方の問題

(1)飛躍への覚醒

一見矛盾的にみえる筋ジスに伴う生物的生

命の先細りと未来志向の教育の作用とがいか

にして融合し得るか、ここに筋ジス教育を解

く鍵をみる。ある筋ジス患者（高1）は、詩

を通してこのことを端的に語っている。

「人はいつも壁と向かい合っている／それ

はどんなに高い壁かわからない／富士山ある

いはエベレストより高いかも知れない／その

壁の向うに行くには時間がかかると思う／け

れどその壁の向こうには行く手を示す光があ

ると思う／自己を高めることのできる夢があ

るだろう／壁の向こうを目指そう／永く険し

い山を越えて」

詩は、明らかに限界状況の超克への意志を

示している。自分は今、限られた時空の中に

いる。壁とはそうした日常性を阻む壁（限界

状況）である。その向こう側には非日常性・

ロマンが展開するだろう。だから自分はその

壁を越えなければならない、と訴えるのであ

る。養護学校高等部に進学した高等部の生徒

の中には、こうした超越へ目覚める者力聯々
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に現れるようになる。この作品例によって明

らかとなるように、一見矛盾的にみえる筋ジ

スによる生物的生命の先細り傾向と教育の未

来志向とが、決して相容れない関係に在るの

ではなく、むしろ教育の積極的な役割を示唆

していると考えられる。

(2) 日常性からの脱却

四次元は、空間（三次元）に時間を加えた

物理的枠組みであり、そこには生物的存在す

なわち現存在としての生理的現象や欲望に基

づく営みがあり、動作、運動、行動などの身

体の動きがあり、諸物理現象や諸物質に対す

る感覚や認知があり、行動半径の拡張を目論

だりし、物質的・感覚的欲望に掻き立てられ、

世人には魅惑的でしかも悩ましい世界であ

る。

欲望は次から次へと後を絶たず、高齢者、

病人、身体障害者には住み辛い世界である。

これは四次元の世界つまり日常性の特質で、

少なくともその次元の枠内にとどまる限りに

おいて絶対避け難い事柄である。また、日常

的レベルにおける心の持ち方や営みは、四次

元の世界としての日常性を構築する。何人と

いえども、現実の四次元を離れて存在するこ

とは繊寸にできないのである。ことに筋ジス

に伴う限界状況はそれを厳しく圧迫し、少な

くとも現存在としてそこにとどまる限りにお

いて、いわば満たされないことからくる空し

さや苦しみ、あるいは、死への恐怖体験が余

儀なくされる。限界状況は、絶対的条件とし

て日常性に立ち塞がるものである。ならばこ

うした有限な物理的規定性から、無限な広が

りとしてW塵される五次元ともいうべきいわ

ぱ心の領域、想像と創造の小宇宙に活路を見

出し得ないか。まさしく限界状況を超克（昇

華、非日常性の醸成） した、精神的小宇宙、

ロマンの小宇宙にほかならない。人間はこの

ように四次元の時空に物理的に身を置きなが

らも限界状況を客観的に理解し受け容れた

り、ハイデッガーのいう「先駆」を契機とし

て、同時にこれを越えた次元へと心の活路を

見いだすことができるのである。筋ジス教育

において緊急に要請される事柄は、こうした

五次元ともいうべき心の領域つまり意識一般

及び精神の拡充にほかならない。このことは

いうまでもなく教育一般の当為にほかならな

いo

(3)生物的生命の超克

限界状況を踏まえた在り方生き方は、日常

性の剥離に対する対応としての非日常性の醸

成（昇華)、物質的・物理的・感覚的世界

(物欲・煩悩）からの脱却による想像・創造

性つまり精神性の確立を意図するものであ

り、それはまさしく時空を越えた価値（真善

美）的・超越（聖）的なものへの覚醒であり、

生涯学習やライフワークにおける想像・創

造・創作（自己表現）活動あるいは信仰生活

などを通して確立していくものであろう。そ

れはまた生死を超越した永遠の魂が存在し得

ることへの期待にもつながるものであろう。

筋ジス患者（高1男子）の作文に、自らの

生物的生命の限界を越える術を示唆するもの

があった。「この作品（七宝焼きのペンダン

ﾄ）は 葵がいナ ってもし までも開 か

ら○○さん（日頃から慕っている看護婦）に

差し上げたい……」と。これは生物的生命の

超克の一例である。自分は自分の魂を一つの

作品に託した。仮に生物的生命を断とうと作

品に託した自分の魂は永遠であると信じ、そ

れを託すべき人まで定めて心血を注いで制作

したということである。同様の趣旨から詩を

普く者も多い。ほかに随筆、絵画、コンピュ

ーター、音楽など、様々な分野があろうが、

このように四次元の時空を超えた想像･創造

活動や自己表現活動などの精神的生活領域の

調上や非日常性の拡充は、筋ジス患者の生き

甲斐にとって、その資する意義は大きい。こ

の世にできるだけ自分の作品や生きた証しを

残しておこうとする願いの背後には、危機に

さらされた現存在を癒すべく生命欲の働きが

あり、我々がこのことを支援することは、彼

等にとって大きな意義があるといえよう。筋
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ジス患者の最後に想定される営みには、病室

の天井の染みを眺めつつその彼方に展開する

様々な想像や思索であろう。それは、時空を

超えて果てしなく広がり得る真善美の世界で

あり、時に超越者との交わり力獺定されたり

する。決して死の恐怖に怯えさせるようなこ

とがあってはならない。その場合この世に残

そうとする作品の存在は、この世の人々との

後々の交わりを予見する材料となって、彼等

をして安らぎを醸し出すこととなろう。

(4)指導計画立案上の留意点

上記の精神作用を実現するために、筋ジス

教育においては、例え賎生きる最後の砦と

しての精神活動を高めるための能力の形成を

図る必要がある。決して、比較的元気な段階

においてでなければ役立たないであろう小手

先の営みや技術のみにとどまってはならな

い。物理的な営みは、決してそれ自体が目的

ではなく、あくまでも精神的な充実のための

手段としての意義が求められる。そのため、

それより逆算して今何を為すべきかという立

場から教育計画を立てる必要がある。

(5)ライフワークの構造

自分を生きるための主体的な営みの数々

は、概ね次の図のように整理できる。

の生涯においてその構造の全体が収まるよ

う、その生涯学習計画をたて、実行すること

が理想的であろう。その中で例えば、コンピ

ューター（②「文化｣）に生き甲斐を求め、

それに全神経と全人格とを傾注して取り組む

ことができるとすれば、それは大変素晴らし

いことである。しかしいかなる代替手段を講

じようとも病の進行がそれを許さなくなった

時、③の段階への移行が余儀なくされる。そ

の時コンピューターとの識Uを嘆くことのな

いよう、それに先だって③の段階を予期して

コンピューターを手段として利用する知恵が

要るのである。伽潮道に乗れば当然周囲の

関係者の支援を得ながらもその成果を④表現

するための手順を踏みたいところである｡．

一方、立位を保持できる高齢者が全神経と

全人格とを傾注してゲートボールに生き甲斐

を求めることができるとすればこれもまた大

変素晴らしいことである。しかし立位が保持

できなくなった時、生き甲斐を見失うような

ことがあってはならない。例えばそれを通し

て育んだ人間関係が次の生き甲斐を継承する

ために役立てられることが望まれる。ゲート

ポールは、その時々は目的でありながら同時

に後々のために供する手段でなければならな

い。筋ジス患者にあっても当然のことながら

生涯を一つのスパンと見立てて、いくつかの

部分からなるこの一つの構造を生涯学習計画

に繰り込むことが望ましい。学校におけるす

べての活動が、本来的には目的ではなく手段

であるとの認識と展望性が求められる。

「生き方」は時間に対して能動であり、

｢過ごし方」は時間に対して受動である。ゆ

えに、生きる主体の確立を目指した指導は、

本来「過ごし方」ではなく 「生き方」である。

ライフワークは、限られた時間を積極的に生

きる術であり、上記構造の各部分は勝手気侭

に在るのではなく、縦横に関連し合いながら

統合的に機能していくことを表している。

①は現存在の基盤をなすものである。その積

極的な在り方は、②の各領域を対象とする諸

活動へと発展する。②は①で得た生きる主体

力潤わる外界の対象の大枠である。ここで対

象との相互関係において対象から価値を享受

すると同時に主体が対象を育成する。③は②

で得た経験を基盤とした能動的な内面的精神

生活の類型である。④は③で得た結果の表現

のための活動である。

筋ジス患者にあっては、発病から始まってそ 3教師の課題、私の課題
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教師は、児童生徒の見掛けのニーズに応え

るのではなく、その存在としての本来のニー

ズに応えることが要請される。ことにその中

で、限界状況に関わる筋ジス患者の心の痛み

を読み取ることは難しいが避けてはならない

ことであり、そのため教師には児童生徒と共

有する存在基盤に立った追体験が要請され

る。また、教師には私人としても自己理解と

自己変革によって在るべき自己の本質に迫る

ことが求められる。自らの老化が進んだとき

のことも勘案し、日常性だけに埋没すること

なく、拘りや邪念などのいわば心の賛肉を排

除し、本来的な自己の発見と主体的で自由な

心の復権を目指して、また、夢やロマンを求

め、生涯を通して瑞々しく創造的に生きるた

めの絶え間ない自己変革に挑むことが欠かせ

ない。

筋ジス教育の課題は、高齢化社会が抱える

課題及び我々自身の生き方とも、本質的なと

ころで深く結び付いている。「共に生きる」

とは、患者が抱える問題をわが身に引き寄せ、

共有する存在基盤に立って生きることであ

る。教育現場においては、内面的な思索体験

を穂んだ教師、精神的に深く目覚めそれを行

動の規範とした教師、あるいは健全な信仰に

よって自らを厳しく律している教師などに期

待されるところが少なくなく、少なくとも学

校においてはこうした人的環境のもとでの真

の精神的覚醒によって彼等の限られたしかも

先細りの命が満たされなければならないので

ある。

が眺望できる精神領域に目覚めなければなら

ない。限界伏況を受け容れた在り方生き方を

希求するためには、如何ともし難い生命力の

滅退と一日一日と生物的生命の限界へと接近

しつつある状況を念頭に置かなければならな

い。そして、生涯学習課題やライフワークを

得て時間に対して能動的態度を取ることであ

る。ここに筋ジス患者のみならず、人間一般

の教育や在り方生き方の根本問題を解く端緒

を観るのである。筋ジス患者には十分な時間

がない。ゆえに、その教育は緊急的である。

我々はその効率化の原理を解明してはこれを

一般に普及する役目を担うものである。また、

我々教育関係者は教育によって、医療関係者

は医療によって、福祉関係者は福祉によって、

それぞれが一つに統合された一個の人格を持

つ筋ジス患者の幸せのため、それぞれの役目

を果たさなければならないのである。ここに

関係者間の連携の基盤をみるのである。

く参考文献＞

1 現存在(Dasein) 、意識一般

(Bew,B"in,,唾rhaupt)、精神(Gdst)について

K-ヤスパース著、林田新二訳『真理につい

て I」 （理想社；ヤスパース選集31)第1部

｢包越者の存在」

2限界状況(GIenzsin,aliOn)についてK-ヤ

スパース著、草薙正夫・信田正三訳「実存解

明（哲学Ⅱ)」側文社）第7章「限界状況」

3先駆(Vm1釦血ﾘについて

Mハイデツガー著「存在と時間」 （訳書多数）

第獺「現存在と時間性」

あとがき

筋ジス患者に対する教育は、一見、希少か

つ特殊であるかの如くみえるが、本来的には

普遍的な教育にほかならない。それは教育一

般はもちろん、人間一般の在り方生き方と共

有する基盤としての原理に立ったものであ

るo

限界状況の壁に阻まれた者が自己実現を図

るためには、内面陶冶を深め、無限な広がり
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社会参加のために

一重症心身障害のこどもの場合一
青森県立浪岡養護学校校長

前田晶子

た医師から言われていたのだと言う。

1月に、学校見学に訪れた子供が携えてき

たある市の就学指導委員会の医師所見には

｢呼吸不全の可能性があるので就学は困難で

ある。在宅訪問教育が望ましい」と記載され

ていた。重症心身障害の子供の就学に関わっ

ては毎年のように何でこんな事がと嘆きたく

なる例に遭遇する。

勿論、家族全体の生活を視野に入れて、総

合的に治療や助言にあたっている頭の下がる

医師もいる。その方たちには、学齢期の患者

への学校教育の必要性、重症心身障害者の子

供の教育制度について、研修会や学会での啓

発的な発言を今以上に期待したい。医学生の

教育プログラムや医師の研修制度の内容には

｢障害児教育」や「病弱・虚弱の子供たちの

教育制度や内容にﾀついて」どの程度取り上げ

られているのだろうか。QOLを標傍するこ

れからの小児医療では、学校教育と提携した

治療を考えて欲しい。こういう状況は本県に

しか存在していないのかもしれない。

1 はじめに

本校は岩木病院と隣接しており、そこに入

院している病弱児、肢体不自由児及び重症心

身障害児を主な対象としている病弱養護学校

である。小児慢性疾患の在籍者はlO年前の

約半数になったがここ2， 3年はほぼ一定し

た数となり、心身症等を伴う不登校の児童生

徒の在籍者が中学部に特に増えている。

岩木病院には重症心身障害児棟が2棟あり

80人が入院している。小学部6名、中学部

2名、高等部2名が在学生である。8名の重

症心身障害のこどもには週2回自宅への訪問

教育を実施している。

2就学相談

重症心身障害の子供たちの就学相談は、病

院の医師から紹介されるの力粭どである。そ

れは病状・障害等の特性から、ごく年少の時

期に専門的な医療を必要とする子供たちであ

り、しかも組織的な保育や就学前教育の機会

がなく就学についての相談力涯療関係者の助

言によるという事情によるものと考えられ

る。

医師からの情報を学校が当該の教育委員会

に連絡し、地域の就学指導委員会がそれを把

握して、医師と連携を取りながら教育相談・

就学相談活動を開始する。

12月に、比較的規模の大きい総合病院か

ら就学免除になっているという12才の重症

心身障害の子供が、風邪を長引かせ隣接病院

に紹介されて来た。本校を見学に訪れた保護

者は、自宅への訪問教育力嘆施されているこ

とを初めて知り、就学免除を取り消して訪問

教育の手続きをとった。これ迄「病状から判

断すると、就学は困難である」と受診してい

3感じる心

Aちゃんは16才。隣接病院の重症心身障

害児病棟に入院している。一問一答なら「は

い」と「いいえ」で意思表示をする。何種類

かおやつを提示した後、順番に「今日はプリ

ンが食べたいですか」「アイスクリームが食

べたいですか」等と確認していくと、頷いた

り首を振ったり、 「はい」「いいえ」等で意思

を表す。機嫌の良さも正直に表情に出す。好

きな看護婦さんと苦手な看護婦さんがはっき

りしている。好きな看護婦さんが接してくれ

る時は少しぐらい熱があっても上機嫌であ

り、多少痛い処置でも、目に涙をためながら
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頬をひくつかせて堪えている。処置が終わっ

て「よく我慢したね。楽になるよ。もう少し

我慢してね」と声をかけられ、握手されると、

にっこりする。Aちゃんは看護婦さんの言

葉を、痛みを我慢した自分の努力を認めてく

れたのだと感じ取り、少し後には苦痛が軽減

するだろうという希望を一緒に語り合えたと

受け止めているようである。Aちゃんは、次

は、こんな処置をしますよとごく当たり前に

話し掛けてくれる看護婦さんが好きなのであ

る。

重症心身障害の子供の中には、意思や感情

を表出していても私たちの方が明確に受け止

められなかったり、私たちの働きかけを受け

とめてくれているのかどうか理解し難いこと

がある。しかし、子供は理解することが困難

な事はあっても、何かを感じ取ってはいる。

話しかけや励ましに笑顔を見せるのは、こと

ば全体は理解できないが相手の心を感じ取

り、状況的に好意を持たれていると受けとめ

ている証である。

重症心身障害の子供にとっては、病棟は治

療の場であり、 日常的生活の場であり、成

長･発達の場である。笑顔で年齢相当の人格
を認めながら対応してくれる看護は、心も育

てる。病棟を訪ねた時、看護婦さんに話しか

けられて瞳を輝かしているこどもの姿を見か

けると本当に嬉しく、ほっとする。

と、どんな生活ぶりなのかを知っていること

が、いざという時、公的制度にのるまでの支

え合いに必要である。家族と一緒に外出した

り、冠婚葬祭等には、体調が許す限り子供を

連れ出して、家族の一員として周りの人々、

特に、同年代のこどもには紹介しておきたい。

かつてカナダを旅した時、障害のある子供と

その家族が、地域でどのようにケアされてい

るのかを訊ねたら、そこの地域では先ず基本

的に教会単位で支え合っていると言う返事が

返って来た。地域福祉などと構えた姿勢では

なく、同じ教会のマリアに祈る仲間であると

言う。

福祉制度は、最初から制度として出来てい

るものではなく、求める人に必要な内容が準

備されることで生まれ、利用されて育ってい

くものである。

Bちゃんは自宅で訪問教育を受けている。

Bちゃんはお母さんよりずっと背が伸び体重

も増えた。家族に体調の勝れない人がでた事

もあって、Bちゃんのお母さんは、地域の社

会福祉協議会に在宅介護制度の利用を申し出

た。Bちゃんは知的障害でもあり、肢体不自

由でもあり、視覚障害でもある。同じ町に住

んでいる相談担当者は、障害が重複している

Bちゃんの具体的なイメージが掴めないよう

だったという。2回目からはBちゃんを一緒

に連れて行き、障害が重複しているから制度

からはみ出しどこにも該当しませんというの

ではなく、Bちゃんの障害が該当するいずれ

かの制度を活用できないか検討してもらっ

た。Bちゃんに必要なサービスを具体的にあ

げて何回か相談をした。その結果、入浴サー

ビス、ホームヘルパー派遣とデイサーピスと

して地域の施設の集団活動のプログラムに参

加することができるようになった。

重症心身障害児にとって、ごく普通に家族

の一員として生活していくためには、教育・

医療・福祉の提携が不可欠である。併せた障

害に対しては教育も医療も福祉もそれぞれの

規制の単独の制度だけでは十分に対応できな

4地域でのくらし

重症心身障害の子供たちには、病院や施設

のある地域と、自宅のある地域と二つの地域

での生活がある。どちらの地域の生活も大切

だが、可能なかぎり自宅のある地域でごく普

通に家族の一員として生活するのが、社会参

加の基本的な姿であろう。

公的な福祉制度が整っていても、その制度

を活用する一人ひとりのニーズに、早急にオ

ールマイティに対応するには、家族の力だけ

では困難な場合がある。地域の人々が普段か

ら重症心身障害の子供がその家にいること
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い。Bちゃんとお母さんは、地域で生活して

いく上で必要な福祉の隙間を埋める事が出来

た。

から活動援助の申し出があったが、重症心身

障害の子供の場合は日常的に接していない

と、抱き方一つとっても一人ひとり異なった

対応を必要とするので、特定のこどもに特定

のボランティアを確保する事が困難であっ

た。障害・発達がそれぞれ違う重症心身障害

の子供なので、母親同士でも我が子以外の介

助は困難であり出来ないという話もあった。

重症心身障害の子供たちの社会参加に当たっ

てはボランティアとの関わりがなくては不可

能である。 「せめて母親同士が互いにボラン

ティア出来るようになりたい」と、母親たち

の何人か力湘談し、短期入所制度を利用した

りしながら、家庭介護員研修を受け、介助の

仕方を学び、介助の相手を広げようと努力し

ている。実際にはボランティアとしての活動

はまだ行われていないけれど実に頼もしく感

じている。

重症心身障害の子供は育児上の課題が多く

｢｢今もどう育てるか。今、この問題にどう対

処するか』で精一杯で大人になった時の事な

ど考えるゆとりがない」と言うお母さんもい

る。それでは「わたし達の子供のことは分か

ってもらえない」を繰り返す危倶を感じる。

社会的に大きな問題となっているいじめに対

しても、重症心身障害の子供の間にはいじめ

がないからと無関心ではいられない。いじめ

られている子供、いじめている子供、いじめ

を見て見ぬ振りをしている子供が大人になっ

て構成する社会に鋤pすることになるのだか

ら。

教育全体、社会全体に関心を持ちながら、

障害のある我が子を考え、我が子と同じ障害

のある子供を考え、様々な障害のある子供た

ちのことを考え、障害のある子供たちと共に

生活する社会を考えていって欲しいと切に願

う。

5子供と子供たち

高等部に重複学級を設置してほしいという

署名活動に、PTAとして取り組もうと言う

案を重症心身障害の子供を持つ会員が提起し

たことがあった。活動内容を検討した時ネッ

クになったのは、重症心身障害の子供たちの

状況が、同じ学校の父母でありながら他の病

気の親達にはよく分からないという事であっ

た。重症心身障害の子供の親の中にも、自分

たちの子供の病気・障害は話しても分かって

もらえない、自分たちにしか分からないとい

う姿勢があった。その状況は、養護学校力蟻

務制になった頃、自閉的傾向といわれる子供

たちの母親が「うちの子供の障害は重くて、

自分たちのこの苦労は知的障害の親達に分か

ってもらえない。社会参加なんて考えられな

い」と嘆いたことに似ていた。自閉的傾向の

子供の親は自分たちの親の会には勿論、障害

が重なり合っている子供の親の会にも鋤Ⅱし

たり、自分たちの子供を外に連れ出し広範な

人たちと実際に接することで、自閉的傾向と

いわれる子供たちへの理解を図った。現在で

は自閉的傾向といわれる子供たちの社会参加

は進んでいる。重症心身障害児の場合は数が

少ない上に、病院等で生活している時間が多

いので、機会がある度に積極的に外に連れ出

して理解を深めたいものである。

本校では、学校週五日制の実施に当たって

慢性小児疾患、筋ジストロフィの子供たちか

ら希望があった場合は、学校開放とボランテ

ィアによる活動援助をしている。重症心身障

害の子供に対しては、主治医に許可された場

合には出来るだけ外泊を、病状が重い子供た

ちや自宅力穂く2日間の外泊では生活リズム

に無理が生じると思える子供たちには面会を

とお願いしている。学校週五日制が実施され

た年から、学校の在る町のボランティア団体
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|特別寄稿’

神奈川県立泰野養護学校前校長佐藤 隆

に対して、年齢相応の学年の学籍を与えた

ために次年度からの入学者が非常に少ない

数になった。

②医療の進歩、治療法の変化によって入院

が短期化、あるいは短期入院を頻回に繰り

返すというようになり、養護学校に入学

（転校）しないで長期欠席のままでいる児

童生徒力囎加したこと。

③入院しても学籍の移動を忌避す傾向があ

り、籍を移動しないまま教育サービスを受

けようとする者の増加等があげられる。

この③は特に小・中学校の病弱身体虚弱

特殊学級の大きな問題となっている。

小・中学校の病弱・身体虚弱特殊学級は平

成6年5月現在全国で554学級開設され1469

名が在籍しいる。 （前掲資料）実際には転学

手続きをしない児童生徒を受け入れている学

級は全体の半数を超えていると言われてお

り、転校手続きをしない児童生徒数が大変に

多くなっているという現実がある。

以下はある大学病院内学級の実状である。

（平成7年10月23日現在）

小学校教育を受けている児童数 17名

うち在籍者2名担当教員 2名

中学校教育を受けている生徒数 9名

うち在籍者2名担当教員 1名

教育を受けている者がすべて在籍者となっ

ていれば、小学校は3学級、中学校は2学級

となり、それに基づいた教員配当がなされる

のであるが、転学を忌避する傾向がこのよう

に院内学級の教員数をいつも不足させている

という現象を起こしている。教員は在籍する

児童生徒数の割合で配置されることになって

おり、転校手続きをしない児童生徒がいくら

1 疾病構造の変化

戦後の病弱教育の女橡は結核児が中心であ

ったが、昭和30年後半より肺結核児力穏激

に減少し始め、この頃から進行性筋ジストロ

フイー児力輔弱教育の対象として一定の割合

を占めるようになってきた。

昭和40年代半ば頃からは、気管支喘息と腎

臓疾患の剖合力穏増し、昭和50年代には一

時虚弱・肥満の割合が増加し、 54年度には

養護学校義務就学制度の実施に伴い病弱教育

の対象児がピークに達した。

昭和60年代になって急増し、喘息につい

で多数を占めるようになったのは心身症等、

いわゆる登校拒否あるいは不登校といわれる

子供たちで、その一方において悪性新生物

(小児ガン）など従来教育の対象として考え

られなかった疾患も着実に増加してきた。

このような病気の種類の劉上や日進月歩と

いわれる医療の進歩、治療法の変化に伴い、

従前は長期の入院治療が行われてきたもの

が、入院期間や時期等についても大きく変化

し、 l～2週間あるいは1～2ケ月の短期入院

を繰り返すというようになってきた。

2原章牛徒数の減少

児童生徒数は、 54年度までは確実に増加

し、病弱養護学校在学者は8,313名を数えた。

以後この年をピークとして毎年減少を続けて

おり、平成6年度の病弱養護学校在学者は、

4,913名で昭和54年度の印％になっている。

(文部省特殊教育資料平成6年度）

減少の理由としては、

①54年度の義務就学制度施行の際にいわ

ゆる重症心身障害児といわれる学齢寸象児
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増えてもその数は教員配置には反映されない

のである。

欠席する者について、入院先や医療・生活

規制を必要とする期間、欠席日数、病状な

どを的確に把握し、市町村教育委員会と協

議して、病弱養護学校への転学の必要性に

ついて適切に判断すること、となっている。

②適切な教育措置の確保に努めることを要

求している。

ここでは、従来、学校教育施行令22条

の3の病弱者の心身の故障の程度の規定で

「6月以上の医療または生活規制を必要と

する」ということが問題になっていたが、

今回の通知では「関係教育委員会において

は・ ・ ・関係法令の規定等も、 ・ ・ ・児童

生徒に教育の機会を可能な限り提供しよう

とする趣旨のものであることを十分に理解

し、運用に当たること」となっている。

また、 「転学が完了していない児童生徒

についても、病弱養護学校等に於いて、実

際上教育が受けられるような配慮力窪まれ

る」としてある。このことは転学手続きに

非常に時間がかかり、 （全国的には2週間

以上かかるところが非常に多い）手続きの

終了時には退院してしまい、実際上教育を

受けられないということがないようにする

ための配慮を示したものである。

③病気療養児の教育機関等の設置があげら

れている。

病気療養児に対する教育の機会を確保す

る観点から、児童生徒が入院している病院

等の理解と協力を得て、養護学校の本校、

分校、分教室等の設置や訪問教育の実施ま

たは小・中学校の特殊学級の設置など適切

な形態により教育を提供することが求めら

れている。この場合に於いて、可能な限り、

病院等の協力を得て必要な面穣の専有空間

を確保するように努めること、が求められ

ている。

3文部省の調査結果

文部省は平成5年度より鯖気療養児の教

育に関する調査研究協力者会議」を設け、平

成6年3月に病気療養児の実体調査を実施して

いる。

小児科のある、そして300床以上の比較

的大規模な病院に2週間以上入院している病

気療養児についての悉皆調査（調査対象人数

7,5⑩名）によると、義務教育段階の病気療養

児は5畑4名で， うち病弱教育を受けている者、

すなわち病院に併設または隣接する養護学

校、養護学校の病院内分教室、養護学校教員

による訪問教育、小・中学校の病院内特殊学

級等における教育を受けている割合は、

62.0％で、病弱教育を受けていない割合は

38.0％になっている。

すべての都道府県を調査しても大体同じよ

うな割合になるのではないかと思われる。

また平成6年度の病気を理由とする30日

以上の欠席者は、小学生46,168名、中学生は

34,864名、合計81032名となっている。

50日以上については、小学生l5,220名、

中学生17,571名、合計32.791名が病気のため長

期欠席を続けて、教育の機会を失っているこ

とになる。 （特殊教育資料平成6年）

4平成6年1 2月の文部省通知

こういった実状をふまえて、文部省は「病気

療養児の教育に関する調査研究協力者会議」

の審議のまとめを受けて、初等中等教育局長

名で各都道府県並びに政令指定都市教育長宛

に「病気療養児の教育について」通知を出し

たことは周知のところである。

通知では、

①入院中の病気療養児の実態調査をするこ

とを求めている。

各小・中学校に於いては、入院等により

5 「通知」以後の各地の動き

「病気療養児の教育について」の通知を受
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けた後の各地の動きは、北海道大学医学部付

属病院、秋田大学医学部付属病院、滋賀医科

大学付属病院、鳥取大学医学部付属病院、九

州大学医学部付属病院の五つの大学病院に

小・中学枚の院内学級または訪問学級力坪成

7年4月より開設された。

また信州大学付属病院では8年度より小・

中学生が学ぶ院内学級を開設すると言うこと

を「信濃毎日新聞」 （平成7年10月4日）

が伝えている。

また、ある県では、 「病気療養児教育研究

協議会」を設置し、現在教育対応がなされて

いない、 200床以上のすぺての病院に対し

て「病気療養児の教育のあり方」を考える資

料を得るための調査を行っている。

それによると小児病棟があって今後教育対

応をしていくことができる（条件付きででき

るを含む）とする病院は、回答を寄せた病院

の中で20病院、小児病棟はないが実際に入

院児がおり教育対応力呵能であるが6病院と

なっている。また小児病棟があるが教育対応

はできないというところが5病院となってい

る。

教育対応ができない理由は、

1）場所の確保ができない。3院

2）入院患者は殆どが急性疾患で平均在院

日数が8．9日で、 2週間以内に90％

が退院してしまう。 l院

2）小児は他患者と同室で、環境または、

スペース的に無理 l院

4）新看護等の基準2，5: 1 (A)実施のた

め、急性期の医療が中心で長期入院力揃

提の受け入れは困難 l院

われているように「人格の完成を目指し、心

身ともに健康な・ ・ ・」ということになろう。

それにしても心の健康ということに力点が置

かれていることが理解される。

新学習指導要領では、 「学校の教育活動を

進めるに当たっては、自ら学ぶ意欲と社会の

変化に主体的に対応できる能力の育成をはか

ると共に、基礎的・基本的な内容の指導を徹

底し、個性を生かす教育の充実に努めなけれ

ばならない」とし、基礎・基本の徹底及び個

性を生かす教育の充実と併せて、 「自ら学ぶ

意欲と社会の変化に主体的に対応できる能力

の育成」を今後の教育の基本方針として掲げ

ている。

この「自ら学ぶ意欲と社会の変化に主体的

に対応できる能力の育成」は、 21世紀を間

近に控え、激しく変化することが予想される

これからの社会においては、今までのように

教えられたことを記憶するというような教

育、あるいは学習の仕方では対応できなくな

るという反省にたっているものであることは

いうまでもない。

傲育」という文字が倣え育てる」とい

う語感あるいはニュアンスを与えるために、

日本では隙える」が先に立ってしまう。

倣える」傲育」は日本だけであるといわれ

ている。

そもそも、 「教育」とは「子供自身の成長

発達する力と大人力敬え導く」という拮抗し

た関係の中での営みである。

つまり「子供自身の内からわき出る力と外

からの働きかけ」の関係を通して、社会に寄

与する一員として、人間として成長する場を

提供するものである。

したがって、教育環境を考える場合「子供

自身が持っている成長発達の力」を十分に発

揮し、 「自ら学ぶ意欲」を高めるような条件

を考えること力撮重要課題となる。これはい

わゆる健常児も病気療養児も同じである、と

言うよりむしろ入院している病気療養児につ

6 自ら学ぶ意欲を育てるために

「教育（エデュケーシヨン)」という単語

の語源は「エデュケーター」という言葉だそ

うだが、その意味は、 「全体性もしくは完全

無欠な心の健康状態を育成する」と言うこと

だそうである。換言すれば教育基本法にうた
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いては、このことをことさらに強く意識して

条件整備する必要がある。

なぜならば入院児は色々な制約のもとにあ

って、とかくこの自らもっている「成長の内

なる力」が制限されやすい条件下にあるから

である。

力な励ましにもなるものである。

すべての医療関係者たちによって、教育

的ニーズが理解され、認められるならば、

子供の入院生活はもっと有意義なものにな

ることは確信がもたれるところである。

教育を保障し学習の遅れを補完し、学力

を維持・増進することは、病気療養児にと

って欠くことのできない重要な営みであ

る。

③子供の成長発達を円滑に進めるために

は、 日常生活の中で行われる遊びと学習が

最も重要であり、基本的条件である。

子供たちは本来、同年齢あるいは異年齢

の友達との関わりを通して積極性や自立心

の信条を養い、社会性の基礎を身につけて

いくものであり、また自尊心、達成感、責

任感等を学習していくものである。

学校はそれらを学習していくための条件

が計画的・意図的・継続的に設定された場

である。学習とそれに関連する活動は、子

供に達成感や成就感を持たせるチャンスや

自尊心を示す機会を与えるように計画され

る。教科学習の中で、特別活動の中で、学

校行事の中で、あらゆる場面に於いて子供

の健全な成長のために計画され活動をすす

めている。

入院生活の中で学習の場が保障・整備さ

れ、学習活動に満足できる子供は、早く健

康を回復することが多くの人によって指摘

されている。

④社会一般の考え方として、何よりも健

康が大事で、元気で活発に活動することに

人生の最大の価値を見いだしている状況が

あり、その中での発病は、苦悩以外の何も

のでもない。自分の将来を考えたとき、あ

るいは孤独になったとき、病気の自分に対

して悲観したり、否定的な自分を受け入れ

ざるを得ないと言う深刻な苦悩や絶望を生

み出すことになる。また必ずしも難病でな

くても、様々な生活規制のある入院生活の

7病気療養児に対する教育の意義

①病気療養児は当然のことながら、病気

のために入院しているのであって、したが

って、病気のために最大の配慮が払われな

ければならない。しかしそれは教育が不要

だと言うことではない。病気療養児といえ

ども子供たちには教育を受ける権利「学習

権」を持っており、教育の機会を保障する

と言うことは、この教育を受ける権利を保

障しようと言うものである。権利としての

教育は、子供（病気療養児）が勉強するこ

と、教育を受けること、学校に行くことは

何ら特別のことではなく、子供（病気療養

児）の正常な生活の一部であることを保障

するというものである。

②病気療養児は、 もとの学校の授業に再

び帰ったときには、学校の友達はもうずっ

と先を学習している。子供は学習に追いつ

かなければならず、同時に病気も治さなけ

ればならない。入院している子供は病気の

ために取り残されることがあってはならな

い。子どもは入院生活をしていても、教育

の世界に最も極端に現れている激しい競争

社会の一員なのである。

子供たちは、病気療養中であっても、今

後の学校成績を心配する両親からばかりで

なく、子供自らも、競争社会の圧力を受け

ているのである。学校の友達と同じように

勉強できることで安心できる。入院による

学習の中断は学習意欲を減退させると同時

に学習の遅れに対する不安を助長させる。

病院が教育へ関心を持っていることは、

自分の病気は必ずよくなるのだという、強
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中で、いつも「心安らかでない」不安な状

態で生活していたり、場合によっては無気

力になり、最悪の状態を想像し、生きる力

をも失うことがある。

遊びや学習は、まず、子供の気分を転換

させ、普段の正常な活動、正常な生活を維

持させるという働きがある。学校教育では、

特にこの心理的不安の除去、心理的安定と

いうことに意を注いでおり、ゲームなどの

諸活動、カウンセリングその他は病気療養

児の養護・訓練の指導の中心課題の一つと

なっている。

また学校教育で行われる様々な学習で

は、物事を究明し、処理し、問題解決の訓

練がなされる。子供たちの持っている「成

長の内なる力」が最大限に発揮され、それ

らの活動を通して理解力力塙められ、そし

て学習に対する興味と意欲が生まれ、その

ことによって生きる喜びが生まれてくるの

である。

⑤学校教育そのものが子供の健康回復を

早めており、退院後の適応状況をよくし、

再発を少なくしているとよく言われてい

る。たとえば、国立小児病院院長小林登先

生は「日本育療学会」の特別記念講演「優

しさを科学する」の中で、また、文部省初

中局特殊教育課編集のく季刊＞特殊教有

No81の巻頭言側､児科医から見た病弱教育」

の中で、 「病める子供たちが、入院中でも

学ぶ機会をもてること、特にクラスとして

の授業を受けられることで、子供たちには

｢生きる喜び」を与えられるようになるの

である。闘病中に入院生活を楽しみ、生き

甲斐を持つことができることは、子供が病

に立ち向かう意欲を育てるばかりでなく、

病に対する治癒力を高める効果を有する可

能性を否定することができないことを強調

したい」と述べ、さらに続けて、 「その可

能性については、従来の心身医学、さらに

は自餅申経学によって、精神状態が消ｲ畷

能とか代謝機能に影響することは言われて

きたが、神経精神内分泌学の進歩、さらに

は最近急速に展開しつつある神経心理免疫

学の発展・進歩はさらなる支持基盤を提供

しつつあるのである」と述べている。

この後で情緒剥奪症侯群の子供が、優し

く世話をするボランティアをつけることに

よって、体重増加がよくなり栄養失調によ

る反復感染の頻度が激減した例を挙げて

｢優しさにより生きる喜びがいつぱいにな

り、生き甲斐を持つことにより免疫力が高

まるからである」「小児科医としては、こ

のポイントに特に注目したい。小児科医は、

子供たちの病を癒すことこそが本来の目的

であり、責任だからである」と、教育の治

療に及ぼす効果について注目していること

を述ぺている。

このことは、アメリカのジョンソン大統

領の補佐官（報道担当）を努めた経験を持

つビル・モイヤーズが対談したラトガース

大学分子・行動神経科学センターのキャン

デースパートやロチェスター大学医学部、

医学博士デビット ・フェルトン等も強調し

ているところである。

8病院内学級に求められる教員

このような沢山の重要な意義を持っている

病気療泰児の教育に携わる教員にはどのよう

な資質が求められるのか。思いつくままに基

本となるような事柄をあげてみる。

①学年、学力、教科書がまちまちの子供

たちに、沢山の教科を指導できる能力を

持っている。

②子供一人ひとりの情緒的、教育的ニー

ズを素早くとらえる能力と柔軟な感覚を

持っている。

③医療関係者と連携を保ち、互いに情報

交換ができる。

④しばしば起こる子供の行動異常や欲求

不満に、適切に対応できる。
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⑤子供の遊びや行事等が満足いくように

するための、遊びやキャンプ等の経験が

豊富である。

⑥入院中の教育で問題となる様々なこと

がらの処理方法をよく,心得ている。

⑦子供の苦痛を共感的に受け止め、適切

に対応できる能力を持っている。

⑧子供の健康状態に即応した配慮・指導

ができる。

を治そうとする意欲をも抑制してしまうこと

になる。この意欲の低下は、子供の免疫抵抗

力を低下させ、健康回複にむしろマイナスに

働くかも知れないことに注目して欲しい。

学校教育は行われていないが、病院職員が

入院している子供に対して教育対応をしてい

るという病院もある． しかし、医師、看護婦

は医療の専門家ではある力激育の専門家では

ない。つまり先に挙げた病院内学級に求めら

れる教員のような能力、特に教科の指導、教

育的ニーズの把握、子供力轆ぴや学校行事で

満足するような様々な技能、能力は期待でき

ないし、また期待すべきでもない。

学校教員が子どもにとって最大の教育環境

であると同じように、医療関係者自体が教育

環境であることも事実である。たとえば医療

関係者が入院している子供たちに話しかけ、

子供たちの言い分に耳を傾け、子供をよく理

解してくれることが、弱い心細い立場に立た

せられている子供たちに、大きな励みと勇気

を与えるのも事実であるが、しかしそれのみ

では教育の保障にはならない。

そこに学校教育を可能にする教育環境が保

障されることによって、入院して病気療養中

であっても、教科学習や遊びを含め様々な活

動を通して充実した現在を生きると同時に、

物事を究明し、問題解決の訓練がなされ、そ

の中で思考力、判断力、表現力等激しく変化

するであろう今後の社会に対応する能力を身

につけることができるのである。

引用参考文献

｢病気療養児の教育について（通知）文部省
盲学校・聾学校及び養護学校学習指導要領

平成元年 文部省

育療創刊号 日本育療学会
こころと治癒力（心身医療最前線）草思社
病弱児の理解と心理的援助 ぎようせい

病気の子どもたち 中央ほう法規
病める子どもの遊びと看護 医学書院
子どもの入院 医学書院

く季刊＞特殊教育No81 文部省

9教育環境

小児科病棟が独立してあるなしに関わら

ず、病気療養児が入院している病院では、そ

の子供たちへの教育を保障することが、医療

関係者の最大の関心事である治療、治癒力に

大きな効果があることを理解し、学校教育を

可能にするための場の提供について最善の努

力が払われるべきである。

場所の確保が困難なために学校教育を行う

のには支障があるという病院もあるが、その

病院では、子供たちが遊ぶ特別なスペース、

たとえばプレールームとか集会室といわれ

る場所はないのだろうか、食堂はどのように

なっているのだろうか。もしもそういう場所

があるとすれば、その場所を使用して学習が

直ちに可能になるはずである。様々な条件が

あるだろうが、可能な限り、養護学校の本校

分校、分教室、あるいは訪問教育、または

小・中学校の特殊学扱の設置など可能な教育

形態について検討して欲しいものである。

子供がいる場所が病室だけで同年齢、ある

いは近い異年齢の子供との遊びを通した関わ

りができる場所が確保されていないところで

は、またある空間があってそこで遊びが可能

ではあるが、大人と一緒のために大人の舌打

ちなど短いが鋭い刺激によって遊びを中止し

てしまい、ベッドの上で従順にテレビゲーム

でもしていなければならないような条件の下

では、子供の生活を停滞させ、そしてその生

活の停滞は「内なる力」の発現を妨げ、病気
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日本育療学会第2回学術集会概要

日時 平成8年7月22日 （月） 10： 00～16 ：30

会場 財団法人横浜市教育会館

〒220横浜市西区紅葉ケ丘53番地TELO45-231-0960

内容（予定）

1)特別講演田園都市厚生病院長春山茂雄先生

「脳内革命」の著者である春山茂雄先生によるホルモンのはたらきについての基礎
知識を含めて、 「脳内ホルモンと健康」の関係についての講演

2)総会

3)シンポジュウム （仮題） 「子供の心とからだ」

心身の健康に問題を持つ子供の現在及び将来にわたって充実した生活が営まれるよ

うに、医療関係者、教育関係者、守る会等病気療養児の家族関係者、心理・看護・
福祉関係者等から子供たちの抱えている問題を明らかにし、改善を図っていく。

定員 500名で締め切らせていただきます。

1

2

3

4

日本育療学会第1回研究,研修会概要

会期平成8年7月23日 （火）～24日（水） 10：00～16: 00

会場横浜市健康福祉総合センター

〒231横浜市中区桜木町1-1 TELO45-201-2096

内容（予定）

。「学校にいけない子供」 「進行性筋ジストロフイー」の二つの分科会を設けて研究・
協議を行う。

第1分科会「学校にいけない子供」 定員300名
・学校にいけない子供の現状医学的・心理学的臨床例研究の最前線

・教育の現状と問題点一事例研究を通して一

・家庭における問題点一家庭における本人の生活状況と家族一

・問題の所在とその背景－好ましい人間関係を構築するために－

第2分科会「進行性筋ジストロフイー」 定員 200名

・基礎的な医学 臨床例 医学研究の股前線

・教育の現状と問題点一指導事例研究を通して－

・家庭における問題点並びにその改善策

．望ましい就労条件他

1

2

3

学術集会並びに研究・研修会参加負

学術集会のみ参加学術集会、研究・研修会参加研究・研修会のみ参加

会員 3,0”円 5，”円 3，皿円

非会員 4，皿円 6，咽円 4，皿円

日本育療学会学術集会、研究・研修会の詳細は5月上旬に発送いたします。参加予定を！ ！
●申●●●●●●●｡●O●e●●●●CG●●｡G●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●｡●●●●e●●●●●●●●●●●●由･●●●●､●●●●●●●●●●■●●●●●●●●●●●●●b◆●●●●●●●●●●●●●C●●●◆●ゆ●●●●｡●e●●●｡●､●●●●●●
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シンポジウム心身の健康に問題をもつ子供の現状と課題

一第一回学術集会の記録概要一

・平成7年5月14日

・横浜市健康福祉総合センターホール

＜シンポジスト＞

鬼頭豊前全国病弱虚弱教育研究連盟理事長

豊島協一郎大阪府立羽曳野病院アレルギー小児科部長

吉武香代子東京慈恵会医科大学看護学科学科長

日浦美智恵精神薄弱者更生施設「朋」施設長

小林信秋日本児童家庭文化協会事務局長

くコーディネーター＞

西間三馨国立療養所南福岡病院長

宮田功郎元東京都町田市立忠生中学校長

(｢育療」創刊号の提案要旨を併せてお読み頂きたいと思います…編集）

宮田（司会） ：第一回の学術集会を開催する

にあたって、出来るだけ、この会の趣旨に沿

った内容が皆様方に伝わればと考えまして、

こういう形でシンポジウムを設けました。心

身の健康に問題を持つ子どもの現状について

は、これから5人のシンポジストの方々から

お話をしていただくわけですが、それを受け

てさまざまな課題が提言されると思います。

簡単にいいますと5つの領域からいろいろな

方々の力を得て、子どもの問題を探っていこ

うといいますか、子どもの成長・発達のため

に連携を取りながら、これから研究をしてい

こうという趣旨でこの会が始まりました。具

体的にどのようなことが出来るのか、最初に

会長の加藤先生から話がありましたように、

まだ始まったばかりでございますので、提言

をして頂いた上で、それを基に改めて考え、

連携を強くしながら進めていきたいと思って

おります。ぜひご参会の皆様方始め、職場に

お帰りになったら、周りの方々にこの主旨を

お伝え頂ければ有り難いと思います。私はこ

ういうシンポジウムに不慣れでございまし

て、お隣の西間先生に後は全てして頂くとい

うお約束ですので、紹介を始め後は宜しくお

願いいたします。

西間（司会） ：そういう約束ではなかったよ

うな気がいたしますけれども、 （笑声） 5人

のシンポジストの方々に、まずお話をして頂

きたいと思います。その後、総合討論に移り

たいと思います。始めは鬼頭先生から教育畑

の方からご提言を頂きたいと思います。 〔経

歴紹介等省略〕

鬼頭：最初に「資料」の現状というのがござ

います。病弱の養護学校は、全国に82校、

分校、分教室が全部で28ございます。多い

のは病弱特殊学級で323。また東京には学

園、健康学園というのがございます。それら

の養護学校、特殊学級ともにですカミ必ずし

も隣に病院があるとは限らない。隣に医療機

関がないのは3割あります。在籍者数につい

て申し上げますと70％が養護学校に30％

が特殊学級に在籍しています。もう一つ現状

でございますが、小中学校の在籍者数の中で

病気で休んでいる者が、平成4年で332m名。

その病気欠席の中の半分、つまり16000

名が入院したことがあるとなっております。

しかし入院者の4割が教育を受けていない。

つまり私の推定でございますが、 7000名
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は入院していても教育を受けていない。文部

省の調査会議でも今一番大きな焦点は、普通

学級の長期欠席者、病気によるこの子どもた

ちをどう把握して、病弱教育を受けさせるか、

あるいは受けられる環境を作るかということ

であり私の今日の提言であります。

まず第1に実態把握ということでありま

す。毎年5月1日に、基本調査をやっており

ますが、それは数だけでございまして、入院

したかどうか、どういう病気かいうことは、

つかんでいないんであります。従って、養護

教諭を通しての病気長欠児の実態把握が今県

教委のやる仕事であるというふうに提言をし

たいと思います。

それから就学基準の見直し、これは長い間

の10年以上の課題でありますが、 6ヶ月と

いう診断普は書いたことがないと、ほとんど

のお医者さんはおっしゃる。せいぜい3ヶ月

と。これから基準をどういうふうに見直すか

の検討がいるでしょう。即ち、今は6ヶ月以

上入院や治療を必要とする者は養護学校へ、

6ヶ月以下は特殊学級へ、これは矛盾があり

まして、一つの病院で入院1年の子もいるし

3ヶ月の子もいるわけです。そうなると養護

学校と特殊学級の2つの籍を一つの病院にお

くことになります。私どもの県でも一つの病

院で3つの学籍がついている病院が起きてき

ている。

次は心の病気についてですが既に養護学

校・特殊学級には10%の子どもが心身症・

神経症で入っております。特に、関東ブロッ

ク、近畿・東海・北陸では20％に達してい

ます。文部省でも既にその実験学校に取り組

み全病連でも昨年から心身症等神経症を含ん

だ委員会を設置して研究を進めているところ

であります。

通級指導制度が始まりました。今、 120

00名力対象になっています。ところ力輔弱

は14名です。 0. 1%しか病弱者は含まれ

ておりません。病弱の場合には巡回訪問指導、

巡回指導の形に出来ないか。これは始まった

ところでございますので大きな声で言ってま

いりたいと思っています。高等部がおかれて

いない県がございます。いま8県が病弱の高

等部を持っていません。学校数で言いますと

82校中40校が高等部を持っていない。こ

れは、五障害で一番低い設置率であります。

幼稚部のことですが､小児医療センターが今

22ケ所あると思うんですが、ここには母子

医療という制度がございまして、幼児がたく

さん入っています。全1県しか幼稚部がご

ざいませんが、小児医療センターの横に幼稚

部を設置すべきだというふうに思っていま

す。その他いろいろありますが読んで頂けれ

ばわかると思います。以上で終わります。あ

りがとうございました。

西間：なにせプレゼンテーションを10分以

内で宜しくということでずいぶん端折ってご

協力して頂きましてありがとうございまし

た。続きまして医師、医療の立場から豊島先

生にお願いいたします。医療は病気を診るの

ではなく病人を診るとよくいわれます。豊島

先生が書かれた文章の中に「医教連携は連携

ではない、医と教は一綱上しなければならな

い」とありましたがまさにその通り。そうい

うことが、極、普通に語られるし、行動の中

にも見られる先生です。宜しくお願いいたし

ます。

豊島：今、西間先生から僕の言いたいことの

ポイントを言ってもらいましたので何でした

らあとはお読み頂きましたらいいと思います

けど、せっかく10分頂きましたので、図の

説明と文章の中にちょっとしたアクセントを

付けさせて頂きたいと思います。宜しくお願

いいたします。

まずZI,児科医の勉強をするときに我々が何

を聴いたかといいますと、小児科というのは、

成長と発達を保障するからこそ内科じゃなく

て小児科医なのだと教えられたわけです。し

かし現状の小児科医療を見るとき、小児科医
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療も極めて専門・細分化し、そこでは症状を

押さえることに追われすぎてそれ以上のこと

がなかなかできていない。しかも、症状をな

おして正常へ持っていくというその括弧付き

の正常が、単なる集団の標準値であるという

ことが正常であるかの如き医療力垳われてい

るというところに今の医療の極めて大きな問

題があると思います。同時にその成長と発達

というのは、何も小児医療だけの目標ではあ

りませんで、教育もまさにこどもの成長と発

達を支援する、極めて重要な営みであるとい

うことは、ご存知の通りであります。そうし

ますと小児医療も教育もこどもの成長と発達

を、個別的な子どもの成長と発達を目的とす

るんだということであればその手段に違い

こそあれ、目標は全く同一でありまして、そ

のことが､少なくとも小児の医療と教育は統

合しなければならないということを私が主張

している根拠であります。

そういうようなことを私力堵えるようにな

りましたのは、ぜんそくという病気を私は診

ております。ぜんそくは表を見ていただいた

らわかりますけれども、最近は、アレルギー

疾患といわれるんですけれども、 しかし単に

アレルギーだけで起こる病気ではありません

し、アレルギーの治療だけすれば治ってしま

う病気でもありません。多くの因子がからん

でおります。そういう多因子の疾患を治すと

きには、アレルギーを取り除くということと、

鍛錬をして自律神経を是正していくというこ

と、それから心の問題をいろいろ解決してい

くということ、そして薬の問題。その四つを

私たちは一応総合治療というふうに呼んでい

るわけですけれども、総合治療がどうしてぜ

んそくに劇的な効果を及ぼすのかというの

が、図2でございます。まず我々医師が、得

意とする薬物治療から見ていきますと、薬物

治療はぜんそくを抑えて治すんだというふう

に一般に考えます。特に最近は身体の変化が

いろいろわかってきまして、ぜんそくの子ど

もたちは気管支に常に炎症があるんだから吸

入のようなお薬で炎症を抑えれば治るんだと

いうふうに解釈されますし、またそういうデ

ーターがたくさん出ています。しかしそこで

終わるんじゃないというのが､私が直観的に

ですけれども長い経験の中で感じたところで

すし、それが科学的に証明されつつあるんだ

という、先ほどの小林先生の非常に素晴らし

い講演力魂たちに力を付けてくれるんだとい

うふうに思っております。それを少し説明さ

せてもらいます。

適切な薬物を与えますと、ぜんそくの子ど

もは症状がとれます。ぜんそく発作力沙なく

なります。子どもは元気になればどんどん外

へ出て遊びますし、お母さんも子どもの元気

な姿を見れば嬉しいですからそれを無理に止

めることもありません。まさに薬は気道の炎

症を抑えるだけに終わらずに子どもに生きが

いをもたらす。そして親の不安を取り除く。

さらにどんどん活動すれば子どもは身体が

丈夫になり、いわゆる鍛錬効果が生じてきま

す。そういう影響を通して心と身体が発達し、

ぜんそくが自然に寛解していく。そんな経過

を通して薬物治療が効いているんだなと言う

のが、我々が主張する総合治療でのぜんそく

の治療です。そして教育と医療の統合が必要

だといいますのは、この薬物治療は我々医師

がやり、教育の中で、子どもが生きがいを持

つようにしていただければきっとぜんそく

の子どもたちは少なくとも軽い子どもたち

は、病院に行かなくても自然に寛解していく

子どもたちカミうんとあるだろうと思います。

そのことがかつては、子どものぜんそくなん

て学校に行き出したら治るよ、といわれた時

代の表現だったのかもしれません。そういう

ふうなことからですね、今の教育の荒廃に対

しても、この総合治療の考え方があるお役に

立てるんではないかと考えております。教育

の荒廃は極めて今は深刻で、有効な対策はほ

とんど打たれておりませんけれども、一般教
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育が、病弱教育をモデルにしたら、荒廃はか

なり救えるのではないかと思います。すなわ

ち、病弱児を教育することによって得たノウ

ハウを一般の括弧つき健常の子どもたちの教

育に活かすべきであるというのが私の考えで

す。どうして病弱教育が、モデルになり得る

か、それは、病気の子どもたちが常に命への

緊張をはらんでいるからだと思います。常に

生きるということを考えている、その教育環

境の中で教育は極めて生き生きとしたものに

なっていきます。しかし物質力瓶めて豊富に

なり、生きるということに対する緊張が失わ

れた今の社会風潮の中で、一般教育がややそ

の活気を失って行くのは、何も教育者の努力

不足を責める訳には行きません。むしろ社会

風潮に迎合してしまっているところに問題が

あると思いますので、私はその命への緊張を

どう一般教育の中に取り入れるか、それは病

弱養護教育を見られればいいというふうに思

います。最後に教育と小児医療は、共に成長

と発達を保障するものであり、成長と発達の

目標が、単なる標準値としてのそれではなく、

子ども一人一人の、能力と適正を見きわめ成

長と発達を援助するべきであると思います。

西間：どうもありがとうございました。それ

では同じく医療の中の看護の立場から、吉武

先生からお話を伺いたいと思います。現在小

児は、医療の中でも医療経済そのほかの面か

ら非常に圧迫されて困難な状況になっており

ます。それから小児看護の特殊性ということ

も、極めて重要であることはわかっておりま

すけれども、なかなか日本では難しいところ

であります。そういう中で小児看護、特に小

児看護学においてはこの吉武先生を抜きに全

く語られることはないと言うほどの素晴らし

い先生でございます。先生宜しくお願いいた

します。

吉武：過分なご紹介ありがとうございます。

私、ずっと子どもの看護を行ってきたものと

して、今日も松井先生のお話、また加藤先生

のお話など伺っておりまして、私力噺卒の看

護婦であったときに、結核の清瀬小児病院で、

結核の子どもたちへの院内学級が始まった最

初のところを見ているものとして、とても感

銘深いものがございます｡小児看護の対象は、

健康不健康を問わず、全ての小児であるとい

うことがずいぶん前から私たちの共通の理解

になっています。けれども、現実に最も切実

に看護婦の助けを必要としているのは、やは

り既に健康を障害された子ども、さまざまな

問題を抱えた子どもであるということになり

ます。本日のシンポジウムは対象となってい

る小児が、主として長期にわたる看護を要す

る小児であると考えられますので、これらの

子どものことを中心に述べることにいたしま

す。

慢性疾患の小児の看護は、元の健康児の列

に戻ることを目標にするだけではなく、疾患

を背負ったままの子どもの成長を助け、疾患

と共に生きる方向で子どもの生活を整えてや

ることが私たちの看護の基本となります。長

期にわたる疾患の看護は、疾患を背負ったま

まの毎日の生活が、年齢相応に充実したもの

になるようさまざまな援助を行うことが基本

となります。小児が可能な限り暦年齢の小児

と共に学校教育を受け、学ぶことを喜びとし、

友人と遊ぶことを楽しみとしながら成長して

いくことを助けるの力堵護の中心ということ

になります。かつて慢性疾患といえば、長期

入院と同義に考えられていたこともありま

す。しかし、現在では可能な限り入院期間を

短縮して、疾患を背負ったままの小児にそれ

ぞれの疾患に必要な自己管理の方法を教え、

家庭における自己管理の結果を病院の外来で

フォローするという形での療養が進められて

おります。小児が年少であれば、自己管理は

いったんは母親の仕事となり、小児の成長と

共に小児が自分で引き継ぐという形になりま

す。この難しい移行期を、無事に乗り切れる

よう母親と小児の双方を助けることもまた看
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護の役割であると考えております。

ここで、少しだけ看護から教育の方に要望

を述べさせて頂くならば長期入院の学童に

は、比較的教育の機会が保障されております

けれども、短期入院の子どもが一般の小児病

棟に入院している場合、教育の機会というの

は非常に限られております。養護学校がある

ということはまずないことであり、院内学級

があっても、一定期間入院していないとなか

なかその対象にならないということがござい

ます。院内学級もない場合には、訪問指導が

有るところもあるし、ないところもある。同

一市町村でない場合には、一緒に入院をして

いても、Aちゃんには先生が来るけれどもB

ちゃんには来ないというようなことが起こっ

てまいります。まあ、いろいろ難しいことが

あると思いますが、学籍の移動や学籍の場所

に関わりなく入院児が必要な教育を受けら

れ、例えば教育を受けたという証明書を発行

することによって、学籍のある学校で出席と

して認められるようなことが有るといいなと

考えます。それから本日の話題は、主として

入院中の話でございましたけれども、長期に

入院していた学童が、病状の点では全治して

いないけれども家庭において療養することが

可能になったときに、地域の学校では、病弱

であるということを理由に復学を拒否すると

いうようなことがないように、もし有るとす

れば学童は院内の養護学校に通学するために

入院を続けるということになりかねません。

これでは本末転倒だと思います。地域の学校

で慢性疾患の回復期の学童の通学を受け入れ

るということと、それから地理的に許すなら

ば、病院に隣接している養護学校に家庭から

の通学を認めるというようなことが、もっと

広がっていくことを願っております。私は、

小児の長期入院は可能な限り避けたいという

考えを持っておりますのでこのように申しま

した。最後に小児看護の役割というのは、入

院・外来を通して一人一人の小児に対する適

切な看護を計画し、実施すると共に小児の自

己管理を助け、見守ることであります。その

中で医師に協力し、または養護教諭はじめ学

校の先生方と必要な情報を交換しながら、お

互いに協力して一人一人の小児の幸せのため

に力を尽くしていきたいと考えております。

西間：どうもありがとうございました。教育

と医療の方からお話を伺いまして、当然、医

と教というのは非常に密接なものであります

けれども、 もう一つ忘れてならないのは福祉

ではないかと思います。既に医療と福祉の境

界線もほとんどわからないような時代になり

つつありますけれども、そういう意味で福祉

の面から、日浦先生にお話を伺いたいと思い

ます。

日浦：私の場合は重症心身障害児というほん

とに狭い枠からの話になりますので、一つの

事例みたいな形でお聞き頂けたらと思いま

す。そこに（学会誌）横浜の実践として書き

ましたのでもっと小さい事例ということで、

｢朋」の歩みの中から教育・医療・福祉・家

族・社会ということをお話ししたいと思いま

す｡｢朋」という施設は､精神薄弱者更生施
設となっておりますけれども、実態は重症心

身障害児者が通ってきている通所施設でござ

います。定員40名なんですけれどもそうい

う施設がないもんですから、今定員が12名

ですかオーバーをしながら何とかやっており

ます。実態としましては、気管切開の方が2

名、チューブ栄養の方は14名、ネラトンと

かカイントチュープとか様々な医療器具、そ

れからナース医療の力を借りながら、という

かそのサポートがあってこそ成り立つことな

んですけれども、そういう人たちが家族とい

う基盤が有って社会の一員としてのプログラ

ムということを楽しんで生活しているという

ことをご報告したいと思います。

この側」は教育の中から生まれておりま

す。私は11年間養護学校に勤務しておりま

した。横浜は大変はやい時期に重症心身障害
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児の通級を始めております。昭和47年です。

その当時、重症心身障害児という人たちの生

活は、施設か家庭の中かそれから訪問教育と

いう限られた中にありましたけれども、 もう

一つ違う生き方（方法）があるのではないか

と始められたのが、横浜市立中村ZI､学校の特

殊学級としてスタートしたもので、たいへん

ユニークだったと思います。プレハブを建て

ましてそこに当時15名か16名の重心とい

われている子どもたちが通級してまいりまし

た。それだけでも画期的な試みだったと思い

ますけれどももう一つ、教育はその主たる養

育者である母親がその子どもの人格をどう捉

えるか、そしてその教育の意義をどう捉える

かで大きく違ってくるということで母親も共

に学んで頂くために母親学級を作っておりま

す。その担当をソーシャルワーカーに持たせ

るということをしたんですね。教育の中にソ

ーシャルワーカーが入ることが出来ないもの

ですから、教育委員会に所属させてそこから

出向という形をとりました。その役が実は私

だった訳で、 ll年間母親学級を担当いたし

ました。教育に福祉がそのまま入ったわけで

すね。福祉が入ることで児童相談所等との連

携が生まれます。それからもう一つ、 「朋」

が出来た源流の中村ZI､学校訪問学級が有るん

ですけれども、そのまたさらに源流には、現

在横浜療育園の園長先生をなさっておられ、

当時は子ども医療センターの重症心身障害児

施設の園長でいらした、小児科医の横田先生

がいらっしゃったことがものすごく大きいと

思います。横田先生はいつもこうおしやって

ました。胴かあったら僕がいます。だから

先生方、あななたたちが思うように子どもた

ちの教育をやって下さい｡」私が今、長とい

う立場にたって、何かあったら自分が受ける、

そのことが職員や担当者をどれほどのびのび

させるかということを、先生から教えて頂き

ました。その先生が医療というところで大き

なバックアップとしてたっていらしたという

ことは大きかったと思います。

そういう中で義務教育が終わったわけです

けれども、私がたいへん悔しかったのは、医

療・病院という枠ではなく生きてきた人たち

が、ちゃんと生きる力を持っているにも関わ

らず、その自分の力を試すチャンスがそのあ

とにないということでした。誰もその人の生

き方を決めてはいけない。その人が生きる力

を持っているなら、そのチャンスは絶対に与

えてあげなくてはいけないとその時強く思い

ました。それから親の方々と運動して作った

のが、小さな作業所、それからさらにその作

業所の限界を感じて大きいものにしたいとい

うことで法人格を取って作ったのが棚」で

す。今刷」で、その当時のほんとうに小さ

い首も座らなかったその人達が今、37歳が

いちばん上でしょうか、元気にディスクを楽

しみ、外出を楽しみにしております。条件が

揃えば皆そういう力を持っているんだとい

うことを今実感しております。

私が皆の環境作りのところで強く思ってお

りますのは、その人その人にあったゆっくり

した時間を持つということ、それから出来な

いということを考えてはいけない、いつも、

｢出来る」可能性の哲学だと思います。出来

ないというのではなく出来る工夫をしようと

いつも考えていきたい。そのためにどんな条

件がいるかというその条件を作っていくのが
． 、

まさに福祉であろうと思います。それからも

う一つ、人はやはり人の中で育っているんだ

ということを実感しております。社会の人た

ちと接する中で人というのは育っていくもん

だと思います。最後に一つ、提言としまして

は、子どもたちが小さければ1,さいだけに私

は、家族、特に母親のグループワークという

ものをいろんな所でやって頂きたい。学校は

家族というところに深く焦点をあてません。

意図的に、母親のグループワークを組んで頂

きたい。そしてそのライフサイクルを見定め

ながら、母と子力瓶っこは別々であるという
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生き方を作っていかなくてはいけない。母と

子が得てして根っこが一つになって生きてい

くと、最後の別れ、生きる別れ、死ぬ別れ、

その時に大変な苦しみが生まれます。早い時

期に､人は､子どもの人生.人格は別だとい

うことをしっかりと心の中に植え付けられる

ように、意図的なグループワークをやって頂

きたいと思います。それから障害者医療がま

だ十分に確立しておりません。今たいへん不

安な部分です。又、我々サイド、 しっかりと

した人間感を持った職員、その養成をどこか

が、誰かがやらなくてはいけないと思います。

西間：どうもありがとうございました。それ

では最後に小林先生にお願いします。小林先

生は必ずしも親の立場だけでなく、先ほどか

ら司会をされたり、こういう会がありますと、

コーディネーターとして活躍して頂いて、現

在日本児童家庭文化協会の事務局長でありま

すけれども、医療と行政とに大きなパイプを

持ちまして、その連携に非常に大きな役割を

果たされています。当然この育療学会がいろ

いろなことを行っていく中で、患者の目から、

親の目から、家族の目から私どもにいろいろ

な示唆に富む意見を出して頂けるのではない

かとおもっております。それではお願いいた

します。

小林：過分なご紹介を頂きましてありがとう

ございます。日本児童家庭文化協会では、難

病をもつ子どもたちと家族のQOLを高める

ために、難病と闘う子どもたちの支援運動と

いう福祉活動をしております。4淋晋先生に

も理事としてご指導頂いておりまして、そん

なことからこの育療学会の末席にも、親御さ

んたちと共に割Uさせて頂いているというわ

けではあります。今日は難病と闘っている子

どもとその家族をはじめとする民間の方々の

様々な活動を、私の体験と共にレポートさせ

て頂きます。時間の関係で浅く広く紹介させ

て頂くことしかできないことをお許し下さ

い。

私の長男大輔は、幼稚園に通っていた6歳

の時、 SSPEという亜急性硬化祥全脳炎と

いいますけれども、発病しました。8年間の

厳しい闘病生活の後、短い一生を終えました。

入院中の子どもはたいへん強いストレスと闘

っています。言葉や態度に表すことは少なく

とも、強烈な不安におののいています。息子

の頭に何回、円形脱毛症を見たことでしょう。

そしてある日、妻にいいました。「自由にな

りたい｡」このような子どもたちに、どのよ

うな閻聴がされているでしょうか。現在でも、

完全看護という名前の基に付き添い力制限さ

れている子どもも少なくありません。幼い兄

弟姉妹は病棟に入ることすら許されない実状

です。入院は子どもにとって必要な遊びを奪

い、学習を奪い、友達も兄弟姉妹も奪ってし

まいます。子どもの心への配慮の一つとして、

せめてお母さんの付き添いを、穣極的に進め

て欲しいと思います。

スライドお願いします。入院中の子どもに

久しぶりに姉さん達が訪ねてきて、看護婦さ

んの目を盗んで交流しているところでござい

ます。時には看護婦さんも見て見ぬふりをし

ます。次お願いします。七夕やクリスマスに

は、看護婦さんたちの呼びかけでクリスマス

パーティーなどイベントが開かれますけれど

も、これ以外の時は多くはプレイルームやベ

ッドの上で時間を過ごします。病室はたいへ

ん狭くて、御覧のようにベッドとベッドの隙

間はわずかです。次お願いします。今のよう

にお母さん達はたいへん狭いところで、病室

で過ごしているわけですけれども、アメリカ

やヨーロッパにはマクドナルドハウスと呼ば

れる宿泊施設があります。遠くから入院して

いる子どもに付き添う親たちや、定期的な集

中治療を受ける子どもがここに宿泊しまし

て、ここから通院することが出来ます。清潔

でたいへん安い費用で宿泊できる施設の運営

はボランティアが中心になって行っていま

す。次お願いします。欧米ほど本格的ではな
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いんですけれども、日本でもこういった動き

が活発になってきました。このスライドは、

調布にあるそういった宿泊施設の一つでござ

いまして、癌で子どもをなくした親御さんが

ご自分の資産を提供して作られたもんです。

現在国内でlO箇所ぐらい運営されていま

す。次お願いします。この女の子は坂口エリ

ナちゃんという6歳の女の子なんです。ウエ

ルドニツヒホフマン病で、 24時間人工呼吸

器につながれて寝たきりの生活を余儀なくさ

れていますけれども、ここに見ますと手の先

に白いものがついています。これはパソコン

で会話が出来るように準備が進んでいるもの

です。指先用の小さなコンピューターが動き

をキャッチして会話を楽しもうというもので

ございます。パソコンを通じて多くの人々と

の交流は、エリナちゃんと一家のQOLを大

きく高めることと思います。次お願いします。

昨年の夏、山中湖でサマーキャンプ、頑張れ

共和国というのが開かれました。全国からお

よそ150人ほどの病児と家族が集まって建

国されたわけですけれども、この山中湖では、

ハイテク技術を駆使しましたバーチャルリア

リテイーの展示もされた訳です。この写真は

人工衛星を使いまして、病児と写っているの

は横浜マリノスの選手なんですが、 PK合戦

を致しました。次お願いします。アメリカに

もこういったサマーキャンプをやる施設があ

ります。子どもたちの世話をする学生や、抗

癌剤の投与のために医師などがボランティア

で参加しています。先ほどのマクドナルドハ

ウスにしても、このキャンプ施設にしても、

ボランティアと同様の市民の積極的な姿勢に

は大変頭が下がる思いです。国民性や宗教上

の理由がよく言われますけれども、大きな要

素としては税制の違いがあると思います。ア

メリカではノンプロフィットの団体の寄付は

無税ですけれども、日本の場合にはこのよう

な税制上の特典はありません。私どもの協会

にしても、この日本育療学会に皆さんが寄付

するというような場合でも、税金から控除さ

れるという具合にはまいりません。日本で民

間活動が活発にならない大きな理由として

は、こういった税制の仕組みがあるといわれ

ています。次お願いします。日本でもキャン

プ力垳われています。サマーキャンプは、子

どもと家族を支える大きな要素です。日頃変

化のない毎日を送っている病児と家族にとっ

て、非日常の数日間を過ごすことは非常に大

事なことです。私どもの協会では、今年は蔵

王と山中湖、富士山、それから大分の久住と、

4箇所でキャンプを開く予定にしておりま

す。次お願いします。子どもの難病電話相談

室の写真です。ここには全国のお母さんたち

から、いろいろな電話がかかってきますけれ

ども、医師から診断を受けたけれどよく理解

できなかったとか、医療とのコミュニケーシ

ョンがうまくいかないことが多くみられま

す。次お願いします。同じく私どもの協会で

開催している、 「子どもの難病シンポジウム」

の一場面ですけれども、子どもたちと家族の

QOLを高めるために14回開かれてまいり

ました。次お願いします。それぞれ親の会で

もキャンプが活発に行われています。これは

SSP青空の会という団体のサマーキャンプ

です。親の会ではそれぞれが、乗り越えてき

た体験を、新しい仲間に語り、立ち直りを手

助けするビアカウンセリングが日常的に行わ

れています。時にはレスパイトケアや、緊急

避難を行っていることすら見られます。国会

への署名活動をする事もあります。次お願い

します。その親の会20団体が、親の会から

の提言と題した協同アピールをこのほど発表

しました。 「育療」の31ページに全体が載

せられております。スライドありがとうござ

いました。

QOLを高める大きな要素としては、教育

をあげることが出来ると思います。教育とは

単に教育を表すものではなく、教育はチャン

スであると思います。教育というチャンスに
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出会うことで、社会を知って、社会や社会の

人々と関わりが生まれ、人間関係を学び、仲

間が出来、それらのことが結びあって真のQ

OLをたかめることができる。そんなふうに

思います。

息子の病状も落ち着いたことから在宅に移

行し、養護学校の訪問教育を受けることにな

りましたが、これは先ほどお話がありました

ミニ4校、私は横浜の住民でございます。

｢渡たきりの息子に教育なんて何考えている

んだ」と私は当初こう言ったんです。どこに

でもいる当たり前の生活を送っている人が、

養護学校とか訪問教育、こういうことに知識

を持ち合わせていないのは当然だと思いま

す。やがて教師が家を訪れるようになり、塗

絵をしたり、散歩に行ったり、様々な学校教

育を受けている内になんの表情の変化もなか

った息子が変わり始めました。家に閉じ込も

りがちであった妻も一緒に変わり始めまし

た。しばらくしてから訪問教育から通学へ、

そしてそれも毎日通うというように積極的な

学校との関わりを持ち始めたんです。夜、帰

宅して息子を膝の上に抱き上げるとにっこり

と小さい笑顔を見せてくれるようになりまし

た。学校は子どもにとっても親にとっても友

達を作り、新しい体験と知識が種まれる場所

だった訳です。我々一家にとって、学校はま

さに社会に出て行くための玄関口でした。教

育と保育は子どもたちの発達や成長のために

必要な条件です。なかんずく、難病と闘う子

どもたちや病気と闘う意欲を培うために、兄

弟姉妹や友達との関わりも、遊びや学習も必

要としています。そして子どもたちが地域で

生活していくのに最も身近なところから専門

的に指導できるのは、教師です。その子と家

族のよりよい毎日を進路も含めて助言できる

立場にいます。子どもたちや親たちは、主治

医を選ぶことはできますが、担任を選ぶこと

はできません。最後に専門職の皆さんにお願

いいたします。親の会の活動には、医師や教

師など専門職の関わりがどうしても必要で

す。しかしとかく専門職の人達は、お手伝い

をしているとか遠慮がちに一歩離れたところ

からの発言が多くみられます。専門職の皆さ

んにも他人ごとではなく、家族達と同じ目の

高さで一緒に考え、一緒に悩んで欲しいので

す。子どもたちや親たちが最も頼りにできる

のは、いちばん身近にいる専門職の皆さんか

らです。

西間：どうもありがとうございました。それ

ではただ今より、シンポジストの方々には壇

上にお上がり頂きます。

それではシンボジストの5人の方々どうで

しょうか､何か言い残したことがありました

らどうぞb

豊島：言い残したというのではないんですけ

れども。教育と医療の統合とは一体なんなん

だと言われると思いますので一言。はっきり

と言いまして僕もまだ具体的に十分にそのこ

とを考えているわけではありませんが、まず

さしあたり希望いたしますことは、教育の現

場にはいって、教育の責任を持つ小児科医が

あって欲しいと言うことです。教育を外から

支えるんではなしに。従って教育のカリキュ

ラムの作成などにも深く関わって、教育の現

場で健康教育が理想的な形で行われると言う

ふうなこと力泌要だと思います。逆に、教師

力程療の現場の中に入ってきて、医療の立場

で教育を実践してもらう。

西間：これは問題としては極めて大きくて、

システム的にやろうと思えば医学教育、それ

から病弱の教員の資格自体のところに行き着

くことになりますね。鬼頭先生どうですか。

鬼頭：校長としては、分けたいと思います。

例えば経管栄養の子どもたち、これは看護婦

ないし医師でないと、導尿もそうでございま

す。これは今問題になっています。今、先生

がおっしゃったのはそうではなくて、両方が

相手側をよく勉強しろと言う主旨でお伺いし

たんですが、これがシビアな場面になります
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と、やはり境界をはっきりしなければいけな

いという現実があるわけです。それは絶えず

注意してないと、医療については教員はタッ

チしない、特に感染症が今問題になったりし

ています。

西間：まあ、現職校長として、管理職として、

いろいろ考えられることはそうでしょうね。

豊島：ちょっとだけ。少し誤解を受けそうな

気がしますので。学校の先生が医療行為をせ

よということを僕は言うてるわけでないん

で。もちろんその医療行為か生活行為かとい

うことはまたいろんな意見がありますので、

それは触れませんけれども。とにかく教育機

関の中に医療的機能を持った職種をちゃんと

配置せよと、責任を持って配置せよと。それ

は単に病弱養護学校だけじゃなしに、これか

ら、いわゆる一般校の中にも慢性疾患を持っ

て通学する子どもは、どんどん増えてくるわ

けです。いわゆる括弧付きの健常は、少なく

なっていくわけです。その時に、嘱託の校医

だけでできるのかどうか、それともう一つ、

義務教育の中にもっと「健康」というものを

真剣に考える教育カリキュラムを入れて欲し

い。それは単なる教師ではなしに、医師力噴

任を持ってやるべき分野だと思ったから申し

上げました。

西間：はい、わかりました。主に今、病弱児

とか長期療養児ということで話が進んでいま

すがb重症心身障害児も、またちょっと別な

ところもありますけれども基本的には共通し

たところも多いわけですから、共通のディス

カッションができるんではないかと思うんで

す。日浦先生いかがでしょう。

日浦：さっきの豊島先生も、医療行為と生活

行為ということをおっしゃいましたけれど

も。重症心身障害児の場合チューブ栄養の人

もたくさん居ます。ですから、教員が吸入・

吸引というのはやります。教員の場合は、県

立子ども医療センターの重心施設で研修を受

けます。それと嘱託医という名前だったか、

必ず担当の医師がいらっしゃいまして、子ど

もたちに関わっていっております。ですから、

通級というのが保障されています。導尿もそ

うだと思います。

｢朋」の場合は、 l昨年、診療所を作りまし

た。というのは、本当に最後の最後まで家族

で看取りたい、家族のところで生活させたい、

朋での生活を消したくないという家族の方の

思いが、職員もまた同じような気持ちになり

ましたときに、嘱託医という形だけでは限界

だと思いまして、パートナーとして医師が欲

しいということで、医師に入って頂きました。

今、何がそれでよかったかといいますと、先

ほど豊島先生がおっしゃいましたけれども、

｢命というものを見つめる姿勢」というので

しょうか、ここからは本当に医師の判断がど

れだけ貴重かということが、たいへん職員に

よくわかりました。最近はレスパイトといい

まして、家族の方にちょっとお休みをしてい

ただくということをやっているんですけれど

も、要医療の方達は、夜は当直の先生に来て

頂いて、同じように一晩家族の方に休んでい

ただくということもできるようになってきま

した。ですから今、お互いの分野を尊重しあ

って、その人の生活ぎりぎりの所まで質を落

とさない生活をキープしてあげようというこ

とを、家族も含めて一緒に考える関係ができ

てきて、ほんとに私は、一人の人間が命を全

うするまで素晴らしい期間がもてるんじゃな

いかと思っています。

西間：先生が施設長で「私が責任取るからや

りなさい」ということでやれる所があります

ね。法的にもいろいろな面でクリアしている

わけではないような微妙なところがあるわけ

ですよね。その辺は医と教に関して言えばも・・

日浦：横浜の重心の教育というのはそうやっ

て進められてきましたから私はただその延長

というか、別に新たという感じではないんで

すね。非常におもしろい実践を、横浜はやつ
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ているように思います。

西間：理解できない地域もおそらくあります

ね。

日浦：そうですね。今、横浜のお医者さん方

が”数名ですけれども、障害を持った人たち

の地域での生活をサポートするという会を作

っていらっしゃいまして、 もう5回ぐらいに

なると思います。福祉施設を一緒に歩きなが

ら、お医者さん方が生活をサポートしようと

いう会です。

西間：それでは小林先生いかがでしょうか。

小林：今、横浜の話が出たんですが、横浜で

はミニ養護学校というのが4つありまして、

かなり重い子がはいってきているわけです。

学校には顧問医が一人、臨床指導医という名

前で子ども医療センターの医師が付いており

ます。訪問の子どもさんには、その医師がそ

れぞれ家庭を訪れたり、病院で指導したり、

というようなことをしているわけなんです。

横浜は、昔からあまり入所施設がないところ

で、そういった在宅というのが逆に、いい意

味で発達してきたんだろうなとよく話されま

す。そのミニ4校なんですけれども、さっき

中村小学校という話が出ましたけれども、小

学校に併設されていまして、扉一つを隔てて、

普通小学校とこちら養護学校があります。休

み時間とかお昼休みになりますと小学校の方

から元気な子どもたちが飛び込んで来るんで

すね。養護の方はその日によっては10人しか

子どもがいないなんていう日があるわけです

けれども、何十人という子どもたちが飛び込

んで来て交流をする訳なんです。そういう子

どもたち力塚に帰って、報告をするわけです

よね。そうすると障害児の親たちが、バザー

をやったり何かするのに、自然に地域の人た

ちが協力してくれるということを頻繁に見る

ことができる、これは非常にいいことだと思

っています。

西間：先程、長期入院児には教育の保障があ

るけれど、短期入院児には殆どないという話

が出ました。加藤先生が、主査でやられてた

文部省での協力者会議の医療者側の基本的な

考え方は、たとえ入院が1日でも2日でも、

つまり短期入院児へもきちっと教育を保障し

て頂きたいということでしたけれども、それ

についてお話頂きたいのですがb

加藤先生：協力者会議で話し合ったいろいろ

な意見をここでいちいち申し上げる時間もあ

りませんが、今度文部省から、 12月21日に局

長通知としてでたものの中には、入院何日間

以上は教育しなさいということが全然ありま

せん。私は非常に素晴らしい通知だと思いま

す。じゃあ基準というものを作らないでいい

のかという問題が出てまいりますね。局長通

知の中で出ておりますのは、教育委員会が主

となってという書き方になっているわけで

す。市町村の場合には、市町村の教育につい

て市民から教育を行うということの付託を受

けるのは教育委員会なんです。ですから最終

決定責任者は教育委員会である。だからそこ

で決定しなさいと。今後はどういうふうにす

るかというのは、市町村が大いに勉強して、

地方自治法だとか、教育委員会の行政のため

の法律なんかを見ながら決めていかなくては

ならない時期にきているんじゃないかという

ふうに思います。

吉武：不登校の子どもにも、どんなところで

教育を受けても認めるというふうな話があり

ました。制度として大いにその方向にいって

欲しいというのが、私の希望でございます。

鬼頭：私も局長通知の内容がいいと思ってい

ます。各県市町村で就学措置基準を作ってい

くべきです。教育の対象とすべき期間は書い

てないわけですが、 1ヶ月以上入院を必要と

するなら病弱教育の対象ではないかというの

が雑談の中で出ていました。

吉武：先生方がお考えになるのはやはり1ヶ

月でございましょうか。私どもはもっと短い

期間を考えているんですけれども。

加藤先生：調査会の中でも、何日くらいから
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ました。受け入れないということを言いたい

のではなくて、学校教育というものの一側面

というのを知って頂きたいと思っていってい

るわけです。子どもは全て生まれたときから

教育を受ける権利があると、私は思っていま

す。その一定の時期になると学校教育として

その一部を保障する必要がある。では学校教

育とはどうすることか。極端にいってしまえ

ば1日学校の教員が、お子様をお預かりして、

6年間なら6年間、中学3年なら3年間の具

体的なプログラムをくまなきゃならないとい

うふうに思っております。

鬼頭：私の所は、訪問も施設内学級も13病院

を対象にしている学校ですからしょっちゅう

出入りがあります。例えば7月入院というよ

うな場合はね、籍は9月にするということは

あるんですね。それは、一週間なり10日ぐら

い、その子の実態を把握して教育課程を考え

なければいけませんから。わずか”日だけ出

てきて1学期終わるのに成績処理しなければ

ならない時など前の学校の先生が2回来ると

いうことで籍はむこうのままで置いておくん

ですね。

豊島：今のことを聞いていまして、ますます

教育とは非常に難しい問題だと思いますね。

加藤先生がこの「育淵の中に書いておられ

ました「人格の向上」ということを根本にし

て考えていくべきだ。そうでないと障害児教

育なんていうのも全く考えられないと思いま

す。教育という名の元にあまりにも、学習が

今の日本で重視されすぎている。というのは、

重視するなというんではなしにもっと教育の

他の側面が、学習よりももっと重要な、人格

の向上に必要な側面というのが現実にやられ

るように、教員の配置なり、クラスの配置な

り、体制の変革などをやっていかないと、こ

の短期の子どもの教育というのはなかなかで

きないだろうと思います。僕なんかとおそら

く今の先生方のご意見とは、教育というもの

への期待がずいぶん違うんだなというふうな

教育を行っているかというデータも出されま

した。神奈川県から出されたのでは、一週間

入院しておっても養護学校で責任を持って教

育を行っているという事実もあって、それは

設置者の判断に任せようということに通知は

なったんだろうと思うんですね。

それから最近文部省の姿勢がたいへん変わ

ってまいりました。一つは、通級指導教室で

す。二重在籍というの力鑑査の方からだいぶ

指摘されて、これはならんというので、実現

しなかったのですカミしかし今度は普通学級

籍があって、ほかのところでも教育を受ける

ことができるという制度を、教職員定数法の

学級に根拠を置くところ以外のところにプラ

スアルファの教員を配置するという法律を作

ってできたということです。私はこれは革命

的なことだと思っているんです。病弱教育の

あり方というのをとことんまで考えてみなき

ゃあならない。というこの時に「通級指導制

度」が出たというのは、非常に大きなことで

す。それからもう一つは、不登校の問題です

ね。今までは、教育委員会が設置した、学校

で指導したことについて、校長が教育と認め

ておったわけですけれども、今度は違うんで

すね。学校教育機関以外のところで、教育を

受けても教育委員会と校長さんとの話で教育

課程として必要なことと認めれば、それも授

業時数に算定するというふうに変わってきた

ということ、これも非常に大きな教育の革命

であろうと思っています。

西間：ありがとうございます。どうぞb

アサノ（フロアーから） ：京都からきました、

アサノといいます。私が1年前まで、現場で

校長をしておりましたときに、毎週のように

転入生が入ってくるわけです。担任の教員が

学期初めに、グループを作っていろいろな活

動をさせようとして計画します。そうします

と小さな学級に一人増えまた一人増え、グル

ープを組み直します。いろんな活動について

組み直していきます。途中で悲鳴をあげてい
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気がします。

西間：まとめにくくなりました。日浦先生か

ら出た話の中に人間観を持った職員の育成と

いうことがあったと思うんですけれども、重

症心身障害児において、その辺は重要だと思

いますが、同じように病弱児をみる教員、こ

の教員についても基本的な素質ならびに教育

は、大事ではないかと思うんですね。昨日看

護の研究会がありました。小児の病棟に勤務

している看護婦の平均は、35年ぐらい、婦長

が平均5年なんですよね。病弱養護学校では

校長先生が3年未満。4年以上の人というの

は、数％なんですよね。これでは病弱教育の

蓄積した教育なんていうのは、非常に難しい

んじゃないかと私は感じたんですけれども、

先生方いかがでしょうか。その辺の病弱教育

において、もしくは病弱児をみるスタッフに

おいて、この基本的なシステム自体が、全く

良くないとは思うんです。人事配置、医療に

しても教育にしても。その辺についてはいか

がなもんでしよう

吉武：看護のことについて申しますと、ご存

知の通り看護婦の免許は一つでございまし

て、小児の看護とか外科の看護とかの免許が

あるわけではございません。看護婦の場合、

普通は必ず勤務交替がございまして、その所

属長の、あるいは上司の勤務交替の配置に従

っていれ脱やがて昇進していくというスタ

イルになっております。従いまして、私ども

は現在小児看護の研究学会などを作りまし

て、小児看護を専門とする人を、小児専門看

護婦として認定してほしいという運動をして

いますが現在まだその運動は途上でございま

して認定されているわけではございません。

鬼頭：今、小中学校は10年が大体基準です。

10年以上は異動対象者にして、 3分の1ぐら

いの県が強制的に10年でやっています。そこ

で問題は病弱養護学校は大体一県で1校か2

校なんですね。動くと完全に専門性は失われ

る。ですから病弱は長くせよと申し上げてい

るんです。ところが小中との関係もありまし

てなかなかうまくいっていない。

西間：県の中で人事異動をしようにも、非常

に少ない学校しかないから、しょうがないと

いうこと力覗実にあるわけで。病弱というの

は非常に特殊で、特別な技能がいって、です

から全国チェーンというのは有り得ないんで

しょうか。

横田先生（文部省） ：そのことについてだけ

いうにはちょっと寂しい感じがするんですけ

れど。確かにl県に1校だけしかない場合に

は、たいへん長くおられまして、長くいるこ

とがいいことばっかりではない場合も多ござ

いますね。 （笑声）長くいるがためにですね、

新しい視点が出てこないということも、これ

は確かにあると思うんです。大体教員養成の

中に病弱教育についての講義、講座がまだな

い。横浜国立大学とか、宮城教育大学とか大

阪教育大学にはそういった講座がありますけ

れども、それ以外の所では病弱教育を担当す

る教員の資質を養成するところがないという

ことがあるわけです。病弱教育を担当する先

生達は、私はよくあちこちで言いますけれど

も、まず普通教育を一回しばらく経験してき

て頂きたい。学校卒業してきてすぐに病弱教

育を担当する、これは困難なことだと思うん

です。ですから、健康な子どもたちというの

はどんな子どもたちなんだ、どういう教育課

程でどんなことを学んでいるんだということ

を少し経験されてきて、 3年なり5年なりや

った後で、病弱教育の方に入ってきて頂き、

しばらく経験した後また戻っていくというふ

うな、そんな出入りはあって構わないと思い

ます。病弱の養護学校ばっかり歩くのが本当

にいいのか、それとも通常の学校と病弱の養

護学校の行ったり来たりをする事がいいのか

その辺も少し考え合わせるといいんじゃない

かと思っております。

西間：校長先生、教頭先生についてのお考え

は。
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横田先生：校長先生のことにつきましては、

たいへんショッキングなお話しをさせて頂き

ますが、全国病弱養護学校82校ございますが、

82人の内この3月31日でお辞めになった方が

17名。異動された方が20名。合計37名で、

45.1%の方がこの4月1日で代わっておりま

す。そしてなおかつ、その残っておられる

方々、 1年間を過ぎた方をlと数えていきま

すと、平均校長勤務年数が、Q8年。 10ヶ月に

しかなっていないというのが、 4月1日の現

在のデーターでございます。そしてもっと悪

いことには、これ文部省力功を入れて言うこ

とではないですね。病弱担当の指導主事が、

各都道府県にほとんどいないということがあ

ります。ですから、各校長先生達が非常に困

るだろうと。昨年12月に出ました通知に基づ

きまして、なんとか指導主事を全部の都道府

県に配置して欲しいということでいろいろや

ったんですが、どうもそれができなくてです

ね。しかし病弱教育担当の指導主事はおりま

す。その病弱教育担当の指導主事だけは、一

回集めて、担当指導主事会議をきちっとやり

たいということを強く言って、ようやくこの

来週ですね、 5月22日から23日、 2日間にか

けまして病弱教育とはどういう教育なのかと

いうことを、やっと指導主事全体に徹底出来

るところまでこぎ着けたそんなような状態で

ございます。

西間：他にございませんでしょうか。

ナガイ（フロアから） ：障害児学級の担任と

いうことで話がございましたけれども、 5年

とか6年とか経験を経てから、障害児教育に

あたる方がよいのではというお話本当にそう

だと思います。教師はいろいろなことを勉強

して教師になるんですけれども、現場に行っ

て初めて、子どもと接して初めて自分も磨か

れていくのであって、障害児教育、健常児の

教育を10年でも2畔でも経て、子どもたちの

成長や発達がわかって、そして情熱を持った

先生にもたれたら子どもたちは伸びていくの

ではないかと私は思います。私もたった4年

間でしたけれども、32年の教師生活の最後に

特殊学級を持ちました。子どもたちは皆教師

の愛に答えてくれました。情熱だけでは教育

はできない。愛情だけでも教育はできない。

指導力もなければならない。愛と熱と力、だ

と思いました。

西間：どうもありがとうございます。

ワタナベ（フロアから） ：私は、東京都立の

墨東養護学校の教員のワタナベと申します。

長く病弱教育を継続していくことが、専門性

を培っていく時にいいということは確かにあ

ると思います。ですけれど、全国的に見たと

きにですね、長く継続していくということが

困難な場合もあるなと思います。それは、今

年の12月型日の朝日新聞に「消えゆく小児湖

という記事が出ていたと思うんですが､例え

ば、石川県で孵間ほど院内学級が継続され

ていたすみれ台分校がこの3月になくなりま

した。それは消えゆく小児科との関係の中で

です。それで訪問学級になったんです。私た

ちの病弱児教育を考えるときには、小児科病

棟との関係は非常に深い関係があるなと思い

ます。東京でも、 3校ほど分教室があるんで

すけれども、これも、 4月の頭初に該当児が

いないということで、学級数力鍼らされるん

じゃないかという問題がありました。それは

入院児が減ったということとの関係です。

私自身が、 1岬ほど病弱児教育をやってき

た中で、普通の学校の教員が病弱児の教育に

関わっている実際を見たことがしばしばあり

ます。4時まで普通の学校で授業をしてそれ

が終わったら4時半ぐらいに、教材をいっぱ

い抱えて、自分のクラスの生徒が入院してい

る場合に、そこに教材を運んで来て5時半く

らいまで授業をしている先生がいました。そ

ういう先生に私たちはたくさん出会いまし

た。そういう先生に対するいろんな意味での

保障は全くなくて、でもその先生は自分の仕

事を終えてから、また入院している生徒への
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授業もしている、 というような姿を見てきた

んですけど、それはその先生一人が努力する

ことではないんじゃないかなと思いました。

それから私が最近考えていることは、終末

期を迎える子どもに教育というのはどういう

ふうに関わっていくのかということです。子

どもが終末期を迎えるということは、愛情を

かけて育てている親にとっては、親自身が生

きていく希望を無くしていくということにも

なるわけですね。お子さんを亡くされた親に

対して、我々教員がどうフォローしていくの

かという視点も考えていかなくてはいけない

んじゃないか。親御さんと話してみると、子

どものことで話せるのは先生だけなんですよ

というようなことが返ってきました。教員が、

教育が、親からすごく期待されているんだな

ということを感じました。そういう恵床でも、

子どもの時に終末期を迎えるということにつ

いて私たち教育現場は、 もうちょっと考えな

くてはいけないんじゃないかなと思いまし

た。

オダ（フロアから） ：私は、病弱の養護学校

長を辞めてから”年余りになります。普通科

の高等学校、女子だけの高等学校、水産高等

学校、商業学校、こういう経歴を経て、最後

が病弱児の養護学校長でございました。私は

そこで、一生懸命勉強しました。たまたまこ

こにいらっしゃる加藤先生のご注意を受けま

して、先生に勉強をさせられた訳です。そこ

で先ほど、新任などの先生をどうするかとい

うふうな話がありましたが、私が四ツ街道の

養護学校にまいりましたとき大学を出たばか

り、あるいは出て2， 3年の先生方がたくさ

んいらっしゃいました。その先生方が、病院

の小児科の先生の喘息児の教育について、そ

れに共鳴しまして一生懸命勉強しました。そ

の当時喘息児の教育については、かなり成果

が上がったと思います。いろんな学校を経験

して、やはり先生養成というのは、基本的な

ものは教えられなければなりませんが、あと

はその先生の心がけ一つだと思うんです。や

る気があって勉強すれば病弱教育でもある

いは盲聾唖の教育でも、その他の教育でもそ

の先生はその面において、生徒を指導するの

にふさわしい知識と技能とそして人柄を持つ

と思います。

ヨコガワ（フロアから） ：横浜で学校に勤め

ております、ヨコガワと申します。今の先生

のお話に関しまして、全く同意見でございま

すが。子どもたちにいろいろな教育課程を課

しますおりに、より豊かな体験をとよく申し

ます。障害児教育にあって、まさにそれが入

ってまいりますが、それはとりもなおさず教

師自身についても言えることではないかと思

います。先生方も障害児教育一本でいらした

方と、健常児の教育、あるいは民間をと、い

ろんなところで体験を積まれてそして障害児

教育あるいは病弱児の教育へとおいでになっ

た方々は、本当に深いものをお持ちでござい

ます。一人の人間としてより豊かな体験、幅

を持った人であって、そしていろんな問題を

持つ子どもたちに接することができたらそれ

に越したことはないと思います。横浜市では、

新採用教員の研修の一連の中で、体験研修と

しまして、一般の小中学校に勤務するように、

採用された教員は、障害児の学校あるいは特

殊学校に2日間、それから養護学校等に勤務

採用されました教職員は、一般の小中学校に

お互いに交換をする形で、研修をする事を制

度化しております。それが、できることなら

ば、もっと3ないしは5年とか、ある一定の

期間双方の教育を体験できたら本当に良い指

導者になれるんではないかなということが、

今現場にいる管理職の中では、話題になって

おります。

西間：いいお話ありがとうございました。そ

れでは前の方どうぞb

キタガワ（フロアから） ：大阪の筋ジストロ

フイーの養護学校の現職の校長です。経験は

少ないです。一言だけ申し述べさせていただ
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きたいと思いますが、教員の資質について、

あるいは教員の専門性というんでしょうか、

やはり科学的な知識だけではダメだと思いま

す。技術論だけでもダメだと思います。また

経験主義でもダメだと思います。その底流に

流れている人間存在そのものを問うというと

ころに、専門性を求めていく必要があろうと

思います。先ほど、豊島先生が命への緊張と

いう言葉を使われまして、私非常に感銘した

んですけれども、やはりそういうレベルでの

問題が病弱教育の専門性のいちばん根底に必

要だと思います。これ、経験年数の問題では

ないと思います。それから、大学などで教員

を養成なさる方もいらっしゃると思いますけ

れども、アンケートとか統計処理ばかりを専

門にしている先生がいらっしゃいますけれど

も、それでは病弱教育の基本は養われないと

思います。その底流というんですか、もうち

ょっと哲学的な視野が欲しいと思います。そ

れは今の教員養成大学で案外欠けているんじ

ゃないかと思いますよ。その辺のところも今

後の課題として検討していただけたら、ある

いは視野の中に入れていただけたらと思って

います。

一会員（フロアから） ：先ほどから教員の資

質に関する質問が集中していますけれど、ち

ょっと方向が違いますけれども。はじめに小

林さんからお話ありましたけれども、病院が

完全看護という形で親の面会が十分にできな

いという問題と、今、不登校の子どもがどこ

の病弱養護学校でも増えていると思いますけ

れども、そういう子どもたちに接していて、

母親の立場の重要性が感じられるんですがそ

の点について日浦先生の提言にありました、

親子分離の必要性との関連をどう理解してい

いのかと思いましたので、 もしできましたら

お話し頂きたいんですけれども。

西間：この問題もかなり深いですね。親子分

離……。これはかなり大きな問題ですので、

懇親会ででもお話いただけませんか。

看護婦（フロアから） ：私、子ども専門病院

の方で看護婦をしております。相談室を担当

しているんですが、たくさんのお母さん大き

な悩みを抱えていらっしゃいます。そこで今

綴密なプログラムをもって与えられる教育が

とても必要だということを、具体的には説明

しきれないんですけれども、ただいちばん根

底に、教育者も福祉の現場の方も、看護者と

しても考えていかなければならないのは、そ

の子どもに、その時点で今何がとても必要な

のか、何をどう与えれI鐸せになれるか、子

どもがその時点で本当にどういうことを求め

ているのかを考えていって欲しいと思いま

す。

西間：感性でしょうかね。私たちは常にそれ

を……

ミツイ（フロアから） ：今の感性でしょうか

とおっしゃったことですけれども、さっき豊

島先生がおっしゃるように生きるっていう力

を、いつどういうふうに支えてやるのかとい

うことが私たちの仕事じゃないかと思うんで

すね。だから教員はどんな教員がいいのかと

いうのじやなくて、そこに子どもがいたとき

に、その子どもがそこにいるということをど

う我々力憾じて、どういうふうなサポートを

していくかが大切だと思うんです。つまりお

医者さん、看護婦さん、先生、親、その四者

が子どもの幸せのために、いま何ができるか、

カリキュラムがどう組めるかということが、

さっきおっしゃった医療と教育の一伽上でも

あるし、母親の支えでもあるということです。

短期入院の子どもについてはできないのかと

いわれましたが、私も小児病院にいたときは、

本当に短期でも入院したら学校へ出される子

に籍がなくても私たちは教育していたわけで

す。たしかに籍の問題はあるかもしれないけ

れど、やっぱり今その子どもが、どういうも

のが与えられなければならないかを考えるこ

と力洗ず必要なのではないでしょうか。

西間：今の話の中で、例えば鬼頭先生がお話
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になられたのは、ショートスパンで何ができ

るか、ロングスパンで何ができるか、それぞ

れにまあ当然基本的な考え方があったとして

も、この会を通してその話はずっと考えてい

かなければならないと思いますが、加藤先生、

どうぞも

加藤先生：定刻を過ぎたので、私が出るとい

うのは本当にまずいことなんですけれども、

さっきの教員の確保という問題が、大きな問

題だと思うので3点だけ言わせて頂きたいと

思います。私は病弱教育の現場に立つ担任の

先生というのは、立ったその時からある程度

の責任を持てる人を確保しなければならなん

とおもいます。今のように半年か1年間して

から慣れるというような教員の養成、確保と

いうのは、やるべきじゃない。そうすると今

のわが国の教員養成の方法は全面的に変えて

いかなけりやならないだろうと思います。

盲、ろう学校で大変いい教育が長年行われ

た、これは、東京教育大学の附属、盲学校、

ろう学校の特設教員養成課程で、その附属の

ところで教授が指導し、一緒に授業するとい

う1年間。それが日本の盲、ろう教育の質を

高めていっている。そして校長が新しく来た

先生方を研修させて養成していったという事

実ですね。昔の方がよかった。学士制度にな

ってから昭和28年に今の4年制の大学で、普

通学校の免許状と特殊の免許状と、 4年間の

内に2つも取るなんて、しかも臨床の経験と

いうのはたったの2週間。これでもって自信

の持てる教員なんて確保できるかという問題

が一つであって、これに対しては、全面的に

特殊教育の教員養成を変えて行かなければな

らない。私はそういうことから1年間の現職

の先生の再教育というのは、盲以外は全部作

ってみましたけれども、臨床ができないんで

すね。そこが一点です。

それから第二点は、校長先生というのは、

子どもの状態も知っているし、先生の状態も

知っているし、教育課程も知っておって、初

めて学校経営がやれると思うんですね。ほん

とにそれができる今の教員の人事異動でしょ

うか。今、82人の平均在勤年数は、 1年と8

ケ月でございます。そして病弱の養護学校に

きて初めて病弱教育がわかったという方が、

数人毎年でてくる、こういう状態の人事異動

というのがあっていいんでしょうか。それが

第二点。そしてそういうことを考えるのはど

こかということですね。これは憲法や法律の

精神からいって、その都道府県や市町村の教

育委員会が全責任を持たなければならないこ

とであり、広くは国が責任を持つことなので

すけれども、その辺もこれからの責任の持ち

方というのも、全面的にみんなで考えていか

なければならないんじゃないかと思っていま

す。今日は、教員の問題としてでてきたこと

で、私はいろいろ言いたいこともありますけ

れども、その三点だけ。教員の資質、教員に

なったときの問題と学校経営の問題、責任者

の問題とそれから教育委員会の姿勢と、この

三つだけ指摘しておきたいと思います。

西間：それでは、私どもの頂いた時間を、既

に五分過ぎてしまいました。最後に宮田先生

からクロージングして頂きたいと思います。

宮田：最後になると、あと30分あればと、い

つでも思うんですね。でも30分延ばしたらあ

と30分欲しいなあと思うんだろうと思いま

す。そういう会であったと思うことは大変嬉

しいことですけれども、残念ながら時間がき

ましたので、ここで閉じさせて頂くんですが、

今の教員の養成の問題で一つ。例えば東京は

それ以前に、特殊教育の先生は、だれでもな

れるんです。普通教育の先生と同じなんです

ね。免許状の区別なしに配置してしまいます。

そこに問題があるわけで、ほんとに専門性と

いうことを考えるならば専門性を明示した

上で配置しなければいけないんでしょうけれ

ども、そこの辺ができてないわけです。それ

から吉武先生がさっきおっしゃいましたよう

に、子どもは、健康な子どもがほとんどであ
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って、病気になる子どももいる。健康な子ど

もは普通の学校に通っています。ところ力輔

気だけは、だれでもなる可能性があるんです。

ですから病気になってからその対策をどうし

ょうってことももちろん大切なんですけれど

も、そうではなくてそれ以前に、普通の学校

でもう少し健康に対する教育を考えなければ

いけないんだろうと思います。私は、最後、

普通の学校の校長で終わりました。印校ぐら

い学校があって、その校長が、病気の子ども

が何日休んでいるということを把握している

のは、おそらく1割だろうと思って腹がたっ

たこともございます。普通の学校では、校長

ですら自分の学校の子どもが、どのくらい何

で休んでいるかということを把握していな

い、というと語弊がありますけれども、そう

いう実情があります。ですから学校だけでは

なくいろんな場合にネットワークを通じて、

話し合いを深めていく、高めていく、広めて

いくということから、病気の子どもなり、ま

たは心身の健康に問題を持つ子どものことを

理解して頂かなければいけないんじゃないか

なというようなことを感じております。時間

力瑳し迫りまして、課題がたくさん残りまし

た。それはまた、加藤会長から良い計画を出

して頂きまして、追々、問題解決のための努

力をしていきたいと思います。今日は、あり

がとうございました。遅くまでありがとうご

ざいました。
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<卒業生の言葉＞元気に成長できたことへの感謝
(千葉県立仁戸名養護学校卒業生）木内亜矢子

私が腎臓病と診断されたのは、小学1年

の時です。腎臓病の特徴は、安静などいろ

いろと制限の多いことです。外見は健康そ

うでも、体育の授業は見学し、給食を食べ

ずに午前中で早退、 という生活が小学2年

まで続きました。体育の授業を受けられる

ようになったのは小学4年の時です。

中学3年になるまで、普通学校に通った

私は、病気の事を、あまり人に言う必要は

ない、 と考えていました。一度大事な話を

しておけば、真剣に思ってくれる人ならば、

必ず覚えていてくれます。そして、いつも

そばにいてくれます。

学校の先生方には、病気のことをお話し

てあったので、いろいろ配慮して下さいま

した。特別な子供という立場で、できる事

さえとめられていた時もありました。また、

病気であることに同情される時もありまし

た。

中学生になると、健康な人に負けまいと

の気負いから、バレー部に入部しようとし

ましたが、さすがに担任の先生に止められ

ました。だけど「病人脱出でいこう｡」と、

きつい体育の授業も健康なみんなといっし

ょに平気な顔をしてやりました。みんなと

同じ厳しさを味わう時にも、 「私は病気よ･」

とは決して考えませんでした。

自分自身に負けまいと力を入れて過ご

し、新しい自分を見いだす事が出来た中学

生活に悔いはありませんでした。でも残念

な事に、中学3年の夏に治療のため入院す

ることになってしまいました。

入院とは、たいへんシヨックなことです。

自分なりに一生懸命に取り組んできた学生

生活は、その日から続けられなくなるので

す。

「早く、 もとの生活にもどりたい｡」と、

毎日泣いてばかりいました。 「ひけめを感

じまいとして、がんばることはまちがって

いたのだろうか｡」過去を振り返り、将来

を不安に思って一人で考えてばかりいて、

病気に負けてしまいそうになってしまいま

した。

こんな事ではいけない、意識改革が必要

だと、仁戸名養護学校への転入を決めたも

のの、養護学校の名称にはひけ目を感じ、

｢このまま病院として過ごすのか」と思う

と、気持ちは晴れませんでした。

ところが、実際に養護学校に登校してみ

ると意外にも元気な集団でした。人数こそ

少ないけれども、授業があり、委員会、ク

ラブ、学校行事では、一人一人が役割を持

って、いきいきと生活していました。そし

てまた、この小さな集団は、振り返ってみ

ると、思いがけない貴重な体験をさせてく

れる集団でした。

その一つは、人を信頼し、ゆとりを持っ

て相手を受け入れるということです。人の

心はさまざまです。幼い頃に発病した私と

はちがい、自分の病気を認める事ができな

くて、不安定になる人もいたと思います。

しかし、そんな人達を暖かく受けいれる事

のできる先生方と友人たちでした。病気に

負けない心を作ってくれる場でした。よそ

いきの励ましあいなんかいらない、生命共

同体のような関係のなかで、人をも、自分

をも、ありのままにとらえる事が自然に身

についたように思います。

そんな中での高校受験は、意外にも、肩

の力を抜き、平常心でいられたろいう幸運

な体験につながったのです。養護学校中学

部卒業の履歴を嫌って退院した人もいます

が、どこを卒業しても私は私という気持ち

で試験にのぞみました。
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その後、無事、高校に合格したものの、

3日登校しただけで再入院となりました

が、平常心で再発を受け入れられる自分に

なっていました。

再び始まった養護学校の生活は、体力や

精神力の限界を知るために、いろいろな挑

戦を始めるきっかけになりました。入院こ

そしましたが、体育の授業をせいいぱいや

り、病棟の外で散歩をし、グラウンドでは

野球をやり、生活を工夫して、少しずつ自

分に自身をつける事ができたのです。

高校3年のはじめ、再び退院した時はも

う、自然体で生活できるようになっていま

した。がむしゃらに何かに挑戦しなくても、

自分にできる事がいくつもありました。進

路についても、養護学校の先生との会話の

中で「公務員は男女平等」という点に魅力

を感じ、公務員試験一本にしぼりました。

しかも、なぜか、合格、不合格にこだわら

ず気楽に問題集を解くだけの、のんびりと

した採用試験に向けての日々でした。

幸運にも、公務員試験に合格し、船橋若

松郵便局に採用になって、さあ、新しい生

活のスタートだという時、さすがに不安に

なりました。仕事については、何も知りま

せんから・ ・ ・

しかし、それは当たり前のことです。わ

からない事はわからないとはっきり表現し

ないと、 「やる気の無い奴」とマイナスに

判断されてしまいます。そこで、分からな

い事については、素直に聞く事にしました。

先輩方に、 「ユニホームを着ていれば、

みんなその道のプロなんだ。新米だろうが、

ベテランだろうが客には関係ない｡」と言

われ、病気に対する気持ちも楽になりまし

た。病気であろうがなかろうが、客には同

じプロに見られるのです。

新米でも苦情は言われ、病気でも休めず、

毎日平常心で仕事をする。いろいろな立場

の人、いろいろな考えの人の言葉を素直に

聞く。そのようなことも、苦痛ではなく喜

びとして続けられることに、今、 とても感

謝しています。

私の信条は、 「元気な病人」という事で

すが、いつかはこの仕事も続けられなくな

るかも知れません。入院ということだって

ありえます。ちょっとした事で、生活は変

化します。そうなったときに、できないこ

とを悔しがるのでなく、できる事をやる、

活発な病人はすてきだと思います。

どんなときも、病気に負けず元気でいる

ことなら、今の私にはできます。そして、

いつでも元気でいることが、これまで、私

を応援して下さった人への感謝の気持ちで

もあります。

私は今、病気を苦にせず、社会の一員と

して普通に暮らすことができています。私

と同じ病気を持つ人が、普通に生きて行く

ために、私も、これからは支える側にまわ

ていきたいと思っています。

本の紹介腎臓・ネフローゼ児の指導の手引き第2集
大阪「腎炎。ネフローゼ児」を守る会編

大阪「腎臓・ネフローゼ児」を守る会は、その結成25周年を迎え、 10周年に発行した「｢腎臓・ネフロー

ゼ児」の指導の手引き」第1集をざらに充実きせ15年ぶりに第2集を刊行しました。

内容は、腎疾患治療のポイント親を教員の立堀から腎疾患の患者や寛解してそれぞれの堀で活躍し

ている人たちの生きる喜び特別児童扶養手当制度の概要からなり大変参考になる冊子です。ご希望の

方は、下記へお申し込み下さい。

〒573大阪府枚方市宇山町1112脇坂千鶴子TELO72167-5011

郵便振替”50-3-1281”加入者名「腎・ネフ児の指導の手引き」編集部

定 価1, 000円（本体971円十消費税29円）送料30円
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囿 あの子らしくやさしく生きた

近藤博子

日と日曜日は、家族そろって娘の病室で夕食

をとっていました。

プレイルームでは、保母さんが人形作りを

教えたり、紙粘土や水彩画などひっきりなし

に材料をもって誘いにきました。州の病院学

校の先生力軸強を教えに来てくれますし、何

カ国語もしゃべるソーシャルワーカーが何か

と声をかけてきます。しかし、娘は何一つ応

じることはありませんでした。入院している

間、つまらなそうな顔をしていましたが､ド

イツの病院はよかったと言っていました。今

考えると、あの頃静かに自分の病気を受け入

れていたのかもしれません。

退院してからは、週3回インターフェロン

の注射をしていました。熱が出るのですが自

分が大丈夫と思った時は、友達とボーリング

に出かけたり、レコードやアクセサリーを買

いに行ったり、ピザやソーセージを食べに行

ったりしていました。 ドイツの中学生がふだ

んやっていることを自分も楽しんでいまし

た。親ははらはらしていましたが、医師から

は「病気だからといって特に制限しなくても

よい。生活が第一だ。体調が悪ければ本人が

言うから」と言われました。私たちも、娘の

様子を見ながら家族で音楽会や旅行に出かけ

ました。旅行の時は注射薬を持ってですが。

｢病気だから｣ではなく｢病気であっても｣十二

分に時を楽しむ、そういう時を持てたのが、

とてもよかったと思います。

娘理央子が慢性骨髄性白血病と診断された

のは、 1989年の9月、 ドイツのデュッセルド

ルフででした。 14歳、日本人学校の中学2

年生でした。けがが原因で入院していた総合

病院の整形外科から、デュッセルドルフ大学

の血液腫瘍病棟、いわゆる小児がんの病棟に

移りました。 ドイツの9月は日が長く、夜の

8時だというのに、太陽が高かったのを不思

議に覚えています。

始まりがドイツであったことは、家族にと

っても、本人にとっても、 とてもよかったと

思っています。病気に対してオープンであっ

たこと、治療に関しては両親が納得するまで

説明してくれたこと、そして何よりも嬉しか

ったのは、本人も家族もあるがままを受け入

れてもらえたことでした。入院、外来とも日

常の生活の中に治療がありました。

院気だから」ではなく

ドイツの病院では、治療に関しては規制は

ありますが、生活に関しては常識をもって生

活していれば、何の規制もなく自由でした｡〃

それは、とりもなおさず本人や家族が病気を

自分の問題として考え、そしてどのように病

気とともに生きていくか、 ということにつな

がったと思います。

面会は24時間自由でしたし、泊まりたい

と申し出れば、親のためのエキストラベッド

が用意されました。食事も子供の食事と一緒

に名前の瞥いていない親用の食事がコンテナ

ーにあり、自由に食べることが出来ました。

親用の台所があり、調理用品、食器、電気器

具が完備されていて、子供や親のために作り

たい人は作ることが出来ました。部屋には食

事用のテーブルと椅子があり、私たちは土曜

日本での入院生活

解4月ドイツから帰った私は、浦島太郎

のようなちぐはぐな感性をもったまま9月か

ら娘と病院生活を送ることになりました。ド

イツの入院生活を快適だと感じていただけ

－55－



に、 日本での入院生活は、かなりギャップが

ありました。

がんじがらめの繩ﾘの中で、本人や家族の

選択の余地なく何もかもが決められているよ

うに感じました。病人のあり方から母親のあ

り方まで決められているように感じました。

私は、それに対して不満で闘いましたが、娘

は文句も言わず、病棟の規則をストイックに

守り抜きました。皆ががまんしているのだか

ら、自分だけいい思いはしたくないと、言い

はりました。本当に具合が悪くなったときに

はそんな余裕はありませんでしたがb

娘、先生たち、看護婦さんたち、家族もみ

んな精いっぱい頑張りましたが、 91年6月19

日、神様は娘を天国に連れていきました。

娘を亡くしてから、私は、外見の元気さと

は裏腹に、ずっと心を閉ざしていました。娘

を失うことに対しての抵抗は大きく、なかな

か受け入れることが出来ませんでした。どん

な姿でもいいから生きていてほしいと願いま

した。

私たちは、娘に病名、病気のこと、治療の

ことなどすべて話し、病気を自分のものとし

て生きていってほしい、と考え、そのように

娘に接してきました。いつでも、どのように

も娘の思いや行動に対応しようと、私たちは

心の準備をしていましたが、それに対して娘

は一切のコメントはせず、明るくそして黙々

と日々を送っていました。特に不安を口にす

るわけでもなく、特別に何かしてほしいとい

うわけでもありませんでした。あえていうな

ら、いつも静かで、淡々としていました。

から出ていけそうになったので、心のリハビ

リテーションをするために、社会事業大学に

編入学して、社会福祉の勉強をしました。そ

こで勉強したことは自分を知るということで

した。そして人とふれるの力嫌で閉ざした心

は、いろいろな人との出会い、ふれあいの中

で、少しずつ開かれていきました。

現在私は、 「がんの子供を守る会」で、ソ

ーシャルワーカーをしていますが、ここでも

いろいろな親、治療を修了した患児たちと出

会いました。特に患児たちのグループ「フェ

ロートウモロー」で、患児たちの親を思う気

持ちと、その自分の病気に対する考えを聞い

ていると、私は親として娘の気持ちを聞いて

いたのかしら、ではなくて、娘を一人の人間

として認めていたのかしら、と突きつけられ

る思いがしました。

自分の病気のことを知って闘病していた娘

は、不安だったかもしれないし、辛かったの

かもしれません。でもそれを口にしないで、

ドイツにいる時も日本に帰ってからも、いつ

も同じ調子で、静かに普通の生活をしていま

した。何に対しても闘う私としては、それが

不燗に感じたのですが、何に対しても黙って

受け入れる娘にしてみれば、それは彼女自身

の一つの選択に他ならないのでした。親の思

いや感じ方で、子供の感じ方まで推し量るこ

とはないのでした。私は、娘に対して一人の

人間として、糟いっぱい接してきたけれど、

あの子の反応を一人の人間としてそのまま受

け入れることが出来たのだろうか、と思いま

す。

今振り返ってみると、娘の方力認よりずっ

と自立していて親を別個の人間としてみてい

たように思います。私が親として私らしく、

一生懸命行動していたのと同じように、娘も、

実に淡々として、娘らしくあったのでした。

あの子の15年の人生は、華々しく輝いていな

かったかもしれないけれど、実にあの子らし

く、静かで、やさしく、けなげでした。

心を開かせた多くの出会い

娘が亡くなってから、そんな娘のことが不

燗で、私は娘の気持ちを本当に聞いていたの

かしら、何がなんでも治してやるという私た

ちの頑張りが娘の気持ちに蓋をしていたので

はないか、 と何度も思いました。

心を開かないままに半年たって、身体は家
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欧州特殊教育視察研修
－その2－（1”5年8月21日～知日）

国立療養所足利病院所足利病院心理療法士佐藤栄一

設立当初は加名収容可能でしたが、現在は

12名定数となっています。脊髄障害、筋肉障

害、交通事故等によって肢体不自由となった

者が利用者の中心であり、知的障害の合併を

持つ者はいません。

12名中6名枠は長期（半年以上）に居住し、

6名枠は週末利用～1ケ月程度の短期の利用

者である。後者は40～刃名が登録され入れか

わり利用しています。

②教育

長期の6名はここから普通高校に通学して

います。高校は3カ年ですが、障害者は学校

で行われる理学療法や言語療法に多くの時間

を費やすため4年～6年で高校を卒業しま

す。短期利用者は各自居住する地区の学籍を

持っていますので、ここから通学する事はあ

りません。そのためこの施設で学校教育やリ

ハビリは行われていません。

(3)利用目的

6名枠の短期利用者に鋤名もの登録がなさ

れている事から「緊急一時保謝的な処遇が

優先されるのではと日本の常識では推察され

ますが、 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ませ

ん。それ故に週末仲間と共に時間を過ごす目

的も、介護者(親)の休息や緊急性目的も同列

に扱い利用者のスケジュールが組まれます。

利用者の目的として多いのは自分の将来を考

える際、仲間と交流をし話し合いそれによっ

て情報や決断を計りたいとする者が多く緊急

一時保護的利用は少ないようです。

利用者は市民でなくてはならないという事

はなく実際にバングラデッシュや中国からの

利用者もいます。

前回では訪問したスウェーデン、オランダ、

フランス3ヶ国の概要について報告しまし

た。今回はスウェーデンの2施設について詳

しく報告します。

スウェーデン

肢体不自由宿泊施設

1施設の概要

1職～加歳の肢体不自由者のために1973年

に設立された施設です。重度の肢体不自由者

が短期に宿泊できる施設としてはストックホ

ルムでは唯一となっています。

1”4年に施行された法律「12歳から砧歳ま

での障害者のための援助(LSS)｣により短

期に宿泊施設を利用できる権利が法的に定め

られました。そのため近年、当施設のように

短期に宿泊できる施設の増設傾向が強くなっ

ています。

(1)費用

この施設を利用する際の費用は16歳未満は

無料ですが、この年齢を越えると年金(5,5”

クローネ/1カ月）が支給されるため有料とな

ります。食費として1麺クローネ、宿泊費と

して1,2mクローネ合計2,4“クローネを支払

います。客観的にみれば24mクローネは非常

に安価ですが年金の半分を支出するため当人

達にとっては軽い負担とはいえません。

（平成8年2月8日現在1クローネは15円

56銭。5，”クローネは85国80円、 1,2”クロー

ネは18,672円、2Amクローネは37344円）

(2)閉館日

施設を閉める日はクリスマス、正月と夏4

週間は施設利用ができません。

2施設利用者

(1)利用者の障害と人数
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(4) 20歳以降

当施設利用上限年齢を越える釦歳を過ぎる

とき、学校と施設職員力秘力をし職業斡旋所、

住居斡旋所にコンタクトをとりながら本人と

共に今後の生活の場を模索します。

3職員

25名が三交代で働いています。

・治療アシスタント侑資格)・ ・12名

・看護婦………･………・ 6名

・コック……………･…・ 4名

・小使いさん･ ･･……･……0.5名

・掃除夫……･…………・ 1名

・館長…･………………1名

職員の定着率力塙いため平均年齢は高く女

性が多い。男性は25名中6名のみでした。給

与面では優遇されているわけではなく、平均

的給与よりも若干低いレベルに留まっていま

す。

(1)勤務体制

朝のシフトは4名、治療アシスタント3名

と看護婦1名で構成され6時30分からの勤務

となります。利用者は9時には登校するため

施設を出ます。

治療アシスタントの昼間の仕事は清掃、洗

濯、ベッドメーキング、下校後の活動計画を

立てる事にあてられます。

夜間シフトは14時30分に出勤してきます。

メンバー構成は朝のシフトと同機15時から

45分間申し送りのレポートを朝のシフトのチ

ームが書き16時に退勤します。利用者の夕食

は16時45分。

深夜シフトは20時45分に出勤してきます。

メンバーは治療アシスタント、看護婦各1名

ずつで構成される。0時の消灯までの間コー

ヒータイムを持ち利用者と談笑する時間を作

ります。

重度の障害を持つ利用者は警報器を携帯

し、援助の必要な際にはこれを通じて職員と

の連絡をとります。

職員が更衣や入浴等すべての介助をする際

には必ず補助器具を用い「持ち上げる」とい

った動作はまず行わない。

(2)週末の勤務

週末の勤務は各職員、 3週間に1度の割合

で勤務をしています。週末はハイキング、観

劇、映画鑑賞、外食等外出する事が中心とな

っていますので勤務時間力瓶めて長くなって

います。金曜日は15時30分から2塒まで、土

曜日は8時から”時まで、 日曜日は10時から

22時までが日勤の勤務時間となっています。

なお、観劇や外食の費用は職員はコミューン

から支出されますが利用者は各自自費で賄っ

ています。

肢体不自由センター

1 センターの概要

1“5年設立した普通小学校の敷地内にセン

ターがあります。 1962年鮪神的にも身体的

にも障害を持つ子どもは施設に入らずに普通

の学校に入る」という法律によりセンターが

設立されました。

2センターにいる子ども達

障害を持った子どもの90%が軽度の障害

で、このような子ども達は普通クラスで学ん

でいます。当センターのような学校がストッ

クホルムに4校あり、残り10％の子ども達が

センターで学んでいます。

当センターの他には

･MBDのセンター

・視覚・聴覚障害のセンター

・読み書きの障害のセンター

・社会的行動に問題のあるセンター健設

中）

(1)知識センター

当センターは普通クラスで肢体不自由の子

どもを教育している教員に対し講習会を開い

たり、保護者の障害に関する知識の修得の援

助をしたり、見学者を受け入れる等肢体不自

由教育の｢知識のセンター｣としての役割もあ

ります。肢体不自由教育の一環としてコンピ

ュータを用いた教育の講習会も開いていま
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す。

(2)施設入所

従来の施設は完全に消滅したわけではな

く、国立の施設として視覚障害、聴覚障害、

行動異常の子ども達力沙数ではあるが入所し

ています。また大病院には院内学級があり病

気の子ども達の教育にあたっています。

3 クラス編成

健常児クラスは30名でlクラス、障害児ク

ラスは5名でlクラスとなっています。

(1) 7歳～9歳

健常児クラスが5クラス

肢体不自由児クラスが3クラス

(2) 10歳～l職

健常児クラスが3クラス

肢体不自由児クラスが3クラス

(3) 7歳～12歳

精神薄弱児クラスが2クラス

スウェーデンでは近年6歳児教育力輪々に

浸透していますが、障害児も6歳就学する動

きが活発になっていきます。

(4)教科授業

社会や理科、音楽は健常児クラスと混じっ

て行って授業を受けていますが算数や語学

(スウェーデン語、英語）は個人の学習進度

に応じ個別に行っています。

4下校後

女性の就業率力塙いスウェーデンでは下校

後親が帰宅するまで除暇ホーム」で過ごす

子ども達がほとんどです。このホームは学校

とは異なったシステムで運営されていました

が効率化の面から学校のシステムに余暇ホー

ムをいれ、この2， 3年の間に学校の敷地内

に下校後も子ども達が留まるようになった。

これにより場所や人員の節約に結びつきまし

た。夏休みの間は各地区の幾つかのホームの

内1カ所が活動し対応しています。

5障害児担当スタッフ

疾患構成は脳性麻蝉（重複障害も含む）が

最も多く、脊髄の障害、筋肉の障害等多岐に

渡っています。

(1)人員配置の基本的な考え方

学校経営は｢子ども一人当たりの予算」と

いう考え方に基づいて、教材費や教員の人件

費が支払われます。 lクラスに子どもが多け

れば多くの予算を猿得でき経営上もスムーズ

に行きます。障害を持つお子さんがいる場合

は当然｢経営効率が悪くなる｣事態になりま

す。このような問題を解決するために国立の

障害児教育を担当する機関に援助を申し込む

事ができます。これにより障害児のための教

員やリハビリスタッフが雇える事になりま

す。従って、健常児クラスの教員はコミュー

ンから給与をもらい、障害児クラスの教員や

リハビリスタッフは国から給与をもらってい

る事になります。このようなシステムは学校

の形態力洗に決まりそれにあった子どもを入

れる考え方ではなく、どのような子どもがこ

の学校にいるかによって学校が変わっていく

個人を尊重したシステムと言えます。

②スタッフ

． lクラス担任3名

・理学療法士4名

・作業療法士3名

・言語療法士2名

クラス担任は1名のスペシャルテイーチヤ

ーと2名の治療アシスタントで構成されてい

ます。

教員とリハビリスタッフが協力をして時間

割を作り、授業とリハビリを両立しています。

スウェーデンには障害児や何等かの問題を

抱える子どもの要求を満たす事力弛の事に優

先するといった基本理念を持った法律があ

り、これに基づき障害児クラスが成立してい

ます。

6コンピュータ教育

1988年にコンピュータ教育を取り入れ始め

ました。基本は子どもがコミュニケーション

をいかにとれるようになるかを重要視してい

ます。
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コンピュータ教育の担当者は理学療法士と

同様に国からの派遣スタッフです。

4歳から15歳の子ども達に適した2mのプ

ログラムの中から子どもに合ったものを選択

しています。

コンピュータがコミュニケーションを取る

上で不可欠な子どもに対しては、個人用のコ

ンピュータ力唄から支給されます。

次回はオランダの病弱養護学校、アンダー

アチーバ特殊学校について報告したいと思い

ます。

平成8年度

全国病弱虚弱教育研究連盟全国大会のお知らせ

全国病弱虚弱教育研究連盟では、全国6地区持ち回りで、毎年1回、全国大会

を開催しています。本年度も下記により実施しますので、多くの方々のご参加を

お待ちしております。

記

1 .大会名第37回全国病弱虚弱教育研究連盟研究協議会

第33回関東甲信越地区病弱虚弱教育研究連盟研究協議会新潟大会

2.主題 「児童生徒の生きる力を育てる病弱虚弱教育はどうあればよいか」

－個に応じた指導の在り方を求めて－

3.参加者全国の病弱虚弱児童生徒を対象としている学校・施設・病院等関係

職員、保護者、その他趣旨に賛同する者

4.主催全国虚弱教育研究連盟

（主管：関東甲信越地区病弱虚弱教育研究連盟）

主管校新潟県立柏崎養護学校（協力校：新潟県立吉田養護学校）

5.講演文部省、厚生省、関係教育委員会、ほか各種団体（予定）

6.期日平成8年10月16日 （水）～17日 （木）

（シンポジューム、分科会、講演等）

7.会場ホテルメトロポリタン新潟県柏崎市鯨波乙1828

TEL(0257) 24-5505
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第3回日本育療学会欧州視察研修（予定）

ご注意：発着時間、交通機関等は変更になることがございます。
（8月の航空機のタイムスケジュールが決定しておりませんので、

LH:ルフトハンザ・ドイツ航空 SK:スカンジナビア航空
上記ご日程はあくまでも暫定的なものです｡）

－61－

目次 月日(曜） 地名 現地時間 交通機関 予定

1
8月20日

(火）

東京（成田）発
フランクフルト着
フランクフルト発
コペンハーケン着

０
０
５
０

４
３
４
１

０
５
６
８

１
１
１
１

LH711

LH3150
専用バス

ルフトハンザ・ドイツ航空にてフランクフルト
経由コペンハーーケンヘ。

到着後、ホテルへ。
(コペンハーケン宿泊）

2
8月21日

(水）

コペンハーゲン 専用バス

専用パス

午前：視察・調査訪問
･ポーケンセ牛沃学園訪閤

午後：視察・調査訪問
･C－E一二皿且皿且△工旦N鼬間
(肢体不自由通所撒設一コペンハーケン近郊､約1時間）

（コペンハーケン宿泊）

3
8月22日

(木）

コペンハーゲン
～

カルンボー町
～

コペンハーケン発
ロンドン着

０
５

３
２

７
８

１
１

専用バス

SK503

専用パス

終日：視察・調査訪問
｡とユユ主ﾕﾆｰz-ﾖﾆｰﾋヱ誼間
(盲施設）

航空機にてロンドンへ。
到着後、ホテルへ。

(ロンドン宿泊）

4
8月23日

(金）

ロンドン 専用バス 終日：視察・調査訪問
･glTYOFLONDONの行政機関（疾療行政）

●
●

〃 （封音行政）
病弱教育を行っている学椌又は施識

(ロンドン宿泊）

5
8月24日

(土）

ロンドン

ロンドン発
ミュンヘン着

５
０

１
０

５
８

１
１

専用バス

LH4071

専用パス

午前：ロンドン市内視察

航空機にてミュンヘンへ
到着後、ホテルへ。

。

(ミュンヘン宿泊）

6
8月25日

(日）

ミュンヘン
～

ホーエンシュバンガウ
～

ミュンヘン

専用バス 終日：ノイシュバンシ1ダイン城とホーエンシ
ユバンガウ城視察
(ルートヴィッヒ2世が築いた白鳥城ノイシュ
バンシュタイン城と緑の中に映える近世の城ホ
一エンシュパンガウ城を視察いたします｡）

(ミュンヘン宿泊）

7
8月26日

(月）

ミュンヘン

ミュンヘン発
デュッセルドルフ着 ０

０
３
４

５
６

１
１

専用バス

LH863

専用バス

午前：視察・調査訪問
･ﾕII-F'JI/･='-･ f/1-=上訪問
(ミュンヘン近郊？）
航空機にてデ
到着後、専用

ユ
バ
ツセルドルフヘ。
スにてピルフェルトヘ｡

(ピルフェルト宿泊）

8
8月27日

(火）

ビルフェルト 専用パス 終日：視察・調査訪問
･瞳雲若の町ベーテル訪閤

(ビルフェルト宿泊）

9
8月28日

(水）

ビルフェルト
～

デュッセルドルフ発
フランクフルト着
フランクフルト発

０
０
５

５
５
３

０
１
３

１
１
１

専用バス

LH207

LH710

専用バスにてデュッセルドルフへ。

ルフトハンザ・ドイツ航空にてフランクフルト
経由東京（成田）へ。

(機中泊）

10
8月29日

(木）

東京（成田）着 0845 到着後、解散



日本育療学会会則

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。

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
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|編集後記1編集後記 思います。

◆次号（平成8年7月発行予定）は、医療

から、報告や教育・家庭・福祉への問題に

ついて提言して頂く予定をしております。

◆第一回学術集会におけるシンポジウムの

内容を報告させて頂きましたが、何ぶん話

の内容があまりにも多く、かなり割愛せざ
るを得ませんでした。

なお、フロアからの発言者については、

お名前の漢字記述での間違えをさけるため

に、すべてカタカナで記させて頂きました。

ご了承下さい。

◆近藤博子さんの「声」は、 15才の娘さん

の生き方に尊さを感じ、お母さんの慈しみ

の眼に感銘を受けます。そして、ドイツの

医療制度と日本の病院のあり方の違いに、

これからの日本での問題を見る思いがしま

す。

◆欧州特殊教育視察研修は、前号に引き続

き報告して頂きました、 （その三）を楽し

みにしたいと思います。 ＜宮田＞

◆第三号をお届けできる運びとなってホッ

トしています。日本育療学会発足時、学会

誌として年間三冊は発行したいと目標をた

てたものの、果たして可能かどうか、いさ

さか危ぶんだことでした。幸い各方面から

執筆のご協力を快く頂いて、曲りなりにも

第三号まで完成しました。厚くお礼申し上

げます。

◆育療学会に期待する－医者の立場から

森和夫先生。 「親の会」の立場から脇坂千

鶴子顧問、PTA連合から織茂領先生に

原稿をお寄せ頂き大変有難く、今後もこの

会へのご示唆を期待させて頂きます。

◆第二号の特集「親の立場から教育．医

療・看護・福祉に期待」に続いて、今回は

教育からの視点で「教育実践を通して医

療・家庭・福祉と連携」を考えて頂きまし

た。

腎疾患児の実態にそうように、綿密に作

られた指導表、筋ジス児の心の在り方に迫

る考察、不登校児の教育における医療．家

庭等との連携、そして重心児の社会とのか

かわりの中での生き方の模索など、日々の

教育の中での考えさせられる問題が多いと

「育療」編集委員

岩田啓治

佐藤栄一

中川正次

松井一郎

小
佐
中
宮

林信秋
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