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明治･大正･昭和の病弱臓易教育の歩み

日本病弱教育史
全国病弱虚弱教育研究連盟

病弱教育史研究委員会編集
◎病弱虚弱教育史の調査研究としては、日本で初めての書。

◎全都道府県別の病弱虚弱教育の通史。

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

○推薦者： 日本小児科学会長・全日本中学校会長
全国養護教諭（都道府県）会長協議会長

全国特殊教育学校長会長・日本特殊教育学会長

教育・医療・看護・福祉等すべての関係者におすすめします〃
、〆

申込先 （書店では一切取扱っていません）

〒246横浜市瀬谷区ニツ橋470横浜市立ニツ橋養護学校小泉勇

☆頒布価格5,0M円（送料共）

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

日本育療学会会員募集にご協力下さい〃

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

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

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

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

誌「育療」創刊号を発刊し、第2号を平成7年10月に、第3号を平成8年3月に、第4号を

同年7月に発刊いたしました。また平成8年7月第2回学術集会を開催しました。

会員の皆様には、ご友人、知人の方々にぜひご入会のお勧めを頂きますようお願いいたし

ます。

、〆

1 年会費

2入会申込

3年会費納入

3, 000円

郵便ハガキにてご氏名、ご住所、電話番号、勤務先をご記入

郵便振替にて振替番号00270-5-75557

加入者名日本育癖学会

〒194町田市森野1-39-15 日本育療学会事務局佐藤隆宛

TELO427-22-2203 FAX電話番号に同じ

4 申込先
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Hホ育關学会第2m学術集合伽k第1mWW･M'合概要

日本育療学会第2回学術集会並びに第1回研究・研修会は、教育、医療、家族、心理、福祉

関係者等子供の心身の健康問題について考えているたくさんの方々の参加のもとに、文部省、

厚生省、神奈川県教育委員会、横浜市教育委員会、川崎市教育委員会、全国病弱養讃学校長会

全国病弱虚弱教育学校PTA連合会、日本児童家庭文化協会、全国情緒障害研究会、朝日新聞

社横浜支局、読売新聞社横浜支局、神奈川新聞社文化事業部等の後援を得て開催した．

以下はその概要である．

日本育療学会第2回学術集会

日時 平成8年7月22日（月）午前10時～午後4時30分

会場 横浜市教育会館 横浜市西区紅葉ケ丘53 eO45-231-0960

主な内容

基調講演 日本育療学会会長 加藤安雄

記念講演 演題 「こころと治癒力」 田園都市厚生病院院長春山茂雄

問題提起 主題「心身の健康に問題をもつ子供の生活上の課題」

提案者 (1)本人・家族に関する課題人工呼吸器をつけた子の親の会大塚孝司

（2） 医療に関する課題横浜市療育センター部長 三宅捷太

（3） 教育に関する課題横浜市立二つ橋養護学校副校長 建石豊彦

（4） 福祉に関する課題東京都立医療技術短期大学助教授野村みどり

シンポジュウム 主題「子供の心身の健康と生活の充実のために

一現状における課題の改善を目指して－」

コーディネーター 日本育療学会理事（国立療養所南福岡病院院長） 西間三馨

シンボジスト (1)本人に対する家族のあり方 保護者 弓田真江

（2） 医療のあり方 日本育療学会理事（国立療養所下志津病院

副院長） 西牟田敏之

（3） 教育のあり方 宮城教育大学助教授 中井滋

（4） 福祉のあり方 日本育療学会理事（国立療養所足利病院

心理療法士） 佐藤栄一

１
２
３

日本育擬学会第1回研究・研修会

1 日時 平成8年7月23日（火）～24日（水）午前10時～午後4時45分

2 会場 横浜市健康福祉総合センター（救急医療センター）

横浜市中区桜木町1－l "045-201-2096

【第1分科会学校にいけない子供（不登校児童生徒） 】

基調講演 主題「学校にいけない子供の現状と課題一歴史・制度等をふまえて－」

東海大学梢神科教授、湘南福祉センター診療所所長 猪俣丈二

学校にいけない子供に対応している各立場からの事例発表

(1)児童相談所 東京都墨田児童相談所児童福祉司 金井雅子

（2） 教育相談所・教育センター川崎市総合教育センター室長 橋本英雄
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（3） 相談学級・適応指導教室 川崎市総合教育センター室長 橋本英雄

（4） 教育・医療併設機関 新潟県立吉田病院前院長 吉住昭

（5） 福祉施設 日本育療学会理事（社会福祉法人虚弱児施設白十字会

林間学校施設長） 山川保

心身に障害があって学校にいけない子供の具体的な要因と対応

新潟県立吉田病院前院長 吉住昭

学校にいけない子供を持つ親の体験一子供が問いかけるもの－

水戸家庭裁判所上席主任調査官 須永和宏

学校にいけない子供の事例的指導法の提言

東京都立清瀬養護学校長 東京都立片浜養護学校前校長 草野弘明

シンポジュウム 主題学校にいけない子供への対応

コウデイネータ－ 日本育療学会理事（横浜市小児アレルギーセンター診療部長

横浜国立大学非常勤講師） 勝呂宏

シンボジスト （1） 本人の立場 本人 須永祐慈

（2）家族の立場 水戸家庭裁判所上席主任調査官 須永和宏

（3） 教育の立場 東京都立南大沢学園養護学校長 清野佶成

（4） 医学の立場 国立精神神経センター・国府台病院精神科医長

齋藤万比古

（5） 福祉の立場 日本育療学会理事 （社会福祉法人

大泉旭出学園大利根旭出福祉園施設長）

（袖ヶ浦のびる学園前学園長） 中塚博勝

【第2分科会進行性筋ジストロフィ一児】

筋ジストロフィ一児の処遇の現状と課題 日本筋ジストロフィ一協会理事矢沢健司

筋ジストロフィ一児の医療の現状と課題 国立下志津病院医長 川井充

筋ジストロフィー児の療育の現状と課題 国立療養所長良病院児童指導員 長谷川守

筋ジストロフィ一児の教育の現状と課題 埼玉県立蓮田養護学校教頭 田辺晴男

筋ジストロフィー児の理学療法 国立療養所犀潟病院理学療法士近藤隆春

筋ジストロフィー児の養護・訓練 岐阜県立各務原養護学校教諭 井川威

在宅筋ジストロフィー児の生活の現状と課題

日本筋ジストロフィ－協会愛知県支部 深川常雄

筋ジストロフィ一児の学校教育卒業後の進路

埼玉県筋ジストロフィ一協会黒浜訓練センター施設長 奈良金三

筋ジストロフィ－児の生涯対応のあり方 、

日本筋ジストロフィ－協会前事務局長 埼玉県立蓮田養護学校元校長

全国病弱虚弱教育研究連盟元理事長 川崎善治

筋ジストロフィ一児の生活事例－この子等の生き甲斐を求めて－

千葉県立四街道養護学校元教諭横浜国立大学元非常勤講師石田皎
シンポジュウム 主題 「筋ジストロフィ－児の生活の充実に向けて」

コーディネーター 日本筋ジストロフィ一協会理事関東本部長 山田栄吉

シンボジスト (I) 家族二人の筋ジストロフィ－症児を持つ親 石川豊江
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(2) 医療国立療養所東埼玉病院神経内科医長

(3) 教育大阪府立東大阪養護学校前校長

大阪府立刀根山養護学校元教頭

(4) 福祉財団法人横浜市在宅障害者援護協会

田村拓久

吉備加代子

地域コーデイネータ－ 瀧澤久美子

平成8年度の日本育療学会学術集会、研究

・研修会は、学校教員の一番参加しやすいの

は長期の夏期休暇に入った直後と判断して、

7月22日から24日までを設定した． しか

しこの判断は間違っていたようで、結果にお

いて先生たちの参加は余り多くなく、また心

身の健康に問題を抱えておられる子供さんの

親御さんも、学校が休暇中のためにかえって

参加しにくかったようだ．

慢性疾患児に教育を行うと医師も驚くほど

に健康状態が改善し、筋ジストロフィ一児や

ダウン症児に教育を行うと寿命が格段に伸び、

がん患者の予後は精神力が大きく左右すると

いわれております．このような関係に一つの

明確な答えとして、広い立場から、分かり易

く、独自の立場で「脳内革命」としてまとめ

られた春山茂雄氏を講師に招きました．著書

は出版界で空前のベストセラーを続けている

ところですが、開催の時期が不適切であった

ためか期待に反して、参加者は160名程度で

必ずしも盛況とは言い難い状況であった．

学術集会では、心身の健康に問題をもつ子

供の生活上の課題について、本人・家族に関

しては、入院・施設入所・在宅療養の場合の

それぞれのメリット及び課題について、医療

問題では、厚生省の在宅医療の推進と長期化

する在宅医療者へのバックアップシステムの

構築の必要性について、教育に関しては、心

身の機能低下への対応、心的状態を十分配慮

した教育対応と自律への指導、福祉からは、

障害者を取り巻くハード ・ソフトの障壁（バ

リア）と、 インベアメントやデイスアビリテイ

をもつ人々にハンディキャップをもたらさな

いバリアフリーデザインについてそれぞれ間

題提起をいただき、 「現状における課題の改

善を目指して」家族、医療、教育、福祉のあ

り方についてシンポジュウムを行った．

研究・研修会は、本年度初めての試みで、

不登校児童生徒部会と進行性筋ジストロフィ

－児部会の二つの分科会を設けて実施した．

不登校児童生徒部会では、不登校児童生徒

の現状と課題を、その歴史、取り組みの制度

面、不登校の諸相とその変容等についての基

本的な理解の上に立って、それぞれの立場か

らの対応の事例報告、学校にいけない子供の

もつ様々な要因、学校にいけない子供をもつ

親の体験、学校での指導法についての提言が

行われ、シンポジュウムへと続いた。この分

科会では、不登校の子供本人並びにその親の

参加を得て、いろいろな思いや悩み、体験を

直接聞くことができたことは大変な驚きであ

ると同時に大きな収穫であった。

進行性筋ジストロフィー児部会では、筋ジ

ストロフィ－児の処遇、医療、療育、教育、

生活等の現状と課題について、さらに養護学

校における指導事例、養護・訓練の進め方、

卒業後の進路の状況と課題、生涯対応のあり

方について問題提起がなされ、 「筋ジストロ

フィ－児の生活の充実に向けて」シンポジュ

ウムが持たれた。

研究・研修会に参加者の感想を集約すると

「今までのどこの研修会よりもさ最新の情報

と最適切な講師によってその内容が大変優れ

たもので、参加者が少ないのが残念．来年も

是非開催して欲しい」ということであった．

次年度は多くの方々のご意見を参考にしな

がら、開催時期を十分に検討して、多くの方

の要望に応えていきたいものである．
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日本育療学会第一回研究・研修会

第一分科会「学校にいけない子供」 ＜基調講演＞

学校に行けない子供の現状と課題 一歴史･制度をふまえて－
東海大学医学部教授湘南福祉センター所長

猪俣丈二先生

6年度には6万人、 20年の間に約2倍で、

しかもその20年の間に子供の数は逆に減っ

ているわけです。このような教育現場の情勢

を考慮しまして、文部省では「学校不適応対

策調査研究協力者会議」というものを発足さ

せて、各専門領域の先生方を結集していろい

ろまとめをしたところでございます。そこで

今日は、この調査研究協力者会議でまとめた

内容をご説明することになると思います。

まず、＜不登校＞あるいはく登校拒否＞、

＜学校恐怖症＞というように、いろいろな呼

ばれ方をしておりますが、それぞれ内容が少

し違います。どのように違うかということか

らご説明申し上げます。

昭和20年ごろにジョンソン・エトワール

がく学校恐怖症＞という一群の子供たちにつ

いて報告しました。それは、学校現場を恐怖

する、恐怖感と不安感の違いは、対象が漠然

としている不安がく不安感＞で、対象がはっ

きりしている場合がく恐怖感＞というわけで

す。＜対人恐怖症＞とか、＜高所恐怖症＞と

か、いろいろありますけれど、ジョンソンが

述べたく学校恐怖症＞の子供たちの心理的背

景は、母親と離れることができないというこ

とです。自分が学校に行っている間にお母さ

んに何か怖いことが起こるのではないかとい

うような母親に非常に依存している子供の説

明だったわけです。そのために、厳密な意味

では学校場面を恐怖したく学校恐怖症＞では

ないということで、＜登校拒否＞という現象

を一括して考えようということになったんで

す。＜登校拒否＞とは、心理的な何らかの原

因によって学校に行くことを拒否している症

状である、つまり、＜学校恐怖症＞よりも広

お早ようございます。予定の演者の方が突

然身体的な問題でお話し出来なくなったとい

うことで、お引き受け致しました猪股でござ

います。私は文部省の「震災後の児童・生徒

の心の健康調査研究協力者会議」のメンバー

の一人でして、昨年の阪神大震災以降の7万

1千人のアンケート調査などを致しまして、

答申をまとめたところでございます。そんな

関係で今日の不登校に関するテーマは、ぜひ

私ども調査研究協力者会議の意向と、日頃私

自身がこのような子供たちの治療をしていま

すので、ぜひ皆様にお伝えしておいた方がよ

ろしいであろうと考えまして、急速、代役を

務めさせていただくことになりました。

文部省の調査研究協力者会議は三つに分か

れておりまして、その一つはくストレス障害

＞です。震災だとか親との別離だとか、ある

いは学校のいじめとか、非常に強いストレス

によって引き起こされる子供の状態を、学校

場面でどのようにサポートしていけばよいか

というようなまとめをしているところでござ

いますoただ本日のテーマは、このくストレ

ス障害＞とは直接関係がなくて、登校拒否あ

るいは不登校をメインテーマとするというよ

うに言われておりますので、そのことと、そ

れから21世紀を展望した今後の教育の在り

方について、中教審（中央教育審議会）の答

申も出ておりますので、その2点についてご

説明していきたいと思います。

まず最初に登校拒否の推移についてですが、

昭和40年には約1万人でした。年間50B

以上の欠席を心理的な要因によって起こして

いる子ども達の数です。昭和50年にはその

三倍、約3万人になりました。そして、平成
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義の概念になってきたわけです。 ところが、

学校に行けない子供たちをよく調べてみると、

恐怖だけではなくく無気力＞とか、＜抑うつ

状態＞とか、そういう子供たちも混じってい

る状況があることがわかってきました。その

時点で恐怖症だけではなく、行かれないとい

う現実を踏まえてく不登校＞と一括して考え

ようということになって、＜不登校児＞と呼

ばれるようになったのです。

＜登校拒否＞は、主として心理的な要因に

よって、自分では学校へ行こうと思うけれど

も行けない状況だと考えられたんですが、時

代が経つにしたがって、拒否している子供た

ちだけではなく、＜無気力＞だとか、＜意欲

を喪失する＞とかいうような状態でも行かれ

ない子供がいるということがわかってきたわ

けです。さらに今日ではく怠ける学＝怠学＞

ですね、怠けて行かれない子供たちも、広義

の意味ではく不登校＞と一括されております

が、＜怠けて学校に行かない＞不登校児への

対応と、＜自らは行こうと思うけれども行か

れない、心理的な要因に基づく＞不登校児に

対する対応は異なってくるわけです。ひとり

の子供をサポートしていく方法論を考える時

に、「この子はどういう心理的背景で学校に

いけないのだろうか」ということを明確にし

ておかなければならないわけです。

次はその対応についてですが、不登校児は

く初期症状＞、＜中間期＞、＜慢性期＞とい

うように、大きく分けて三段階に分かれます

が、初期症状はく心気症＞的な時期だと言わ

れています。＜心気症＞というのは、実際に

は身体的な疾患、病気は無いにもかかわらず、

本人自身はく頭が痛い＞とか、＜腹が痛い＞

とか、身体症状を前面に出して「学校に行け

ないんだ」という訴えをするわけです。そう

いうく心気症＞期にある子供たちへの対応は、

子供の気持ちを共感できるような、そして受

容する指示的サポートに徹するということが

求められています。

中間期になりますと、登校刺激を受けると

子供自身が暴れだしますね。反抗したり怒っ

たり、つまり家庭内の暴力的な時期に移行し

ます。そうすると家族が「その子供に登校刺

激を与えることはまずい」ということに感づ

くようになるんですね。そうすると、子供自

身は家庭からもあまり刺激を受けませんから、

引きこもってしまうことになります。そして、

日中家族が起きている時は本人は寝ている、

家族が寝静まった時に起き上がって、深夜放

送を見る、ファミコンをやるというような昼

夜逆転の生活が始まります。この時期に放っ

ておいては良くない、どうすればいいかを考

えていかなければならないと思います。

登校拒否の子供たちは、十八歳あるいは二

十歳を過ぎた頃には、大方回復してまいりま

す。ただ、予後の非常に悪い一群があります。

それは、前精神病的な状態で学校に行かれな

い場合で、放置しておきますと次第に人格崩

壊がやってまいります。そのような精神病的

な状態の子供の場合には、可及的すみやかに

治療を開始しなければ状態は回復しないこと

になります。今申し上げましたように、神経

症的な状態で学校に行けない子供は、十八歳

あるいは二十歳にもなりますと、元気になっ

て回復してまいります。ところが回復してく

るから放っておいていいかというと、そうで

はない。その理由を申し上げます。まず、子

供たちは各年齢でそれぞれ達成しておかなけ

ればならない課題があるわけです。家に引き

こもって自分だけの孤独な生活をしている時、

当然同じ年齢の子供たちは、学校で他の子供

たちとの交流だとか、先生との関係でいろん

なことを学んでいますね。その貴重な体験を

失うことになってしまいます。当然身に付け

ておかなければならない社会性の発達、人と

の関係性の発達、関係の持ち方、そういった

ものが育たないということになります。そこ

で、中学・高校時代に不登校で家に閉じこもっ

ていて「元気になった、それでは就職だ」と
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おむつを替えるとかいう快適な状態を赤ん坊

に与えても、赤ん坊は、「この世の中には自

分以外の人はいない」という－者関係になっ

ていますから、自分の力でそのような快適な

状態を作り出しているという錯覚に生きてい

るんです。サインを送ることによって快適な

状態力鵯られる、つまり封鋤な班の蝋……

十分母親から愛され受け入れられて、欲求を

くみ取って貰えた体験をもつことができた赤

ん坊の場合には、人格の核が安定してくるこ

とになるわけです。しかし、その時期、つま

り絶対的な依存の時期に十分関与されていな

い子供の場合には、無気力感、不安定な状態

が起こります。自分自身の全能的な力がない

んだという錯覚に陥るわけです。だからもう

サインを送らなくなる。泣かなくなる。非常

な抑鯵的な状態を示すわけです。そして、6

か月を過ぎて二者関係に移行してきた場合に

は、お母さんは自分とは別の人格であるとい

うことを赤ん坊が知ってくるようになるんで

す。そうしますと、今まで自分の力でそういっ

た快適な状態を作り出していたという錯覚か

ら覚めてまいります。これをく脱錯覚の時期

＞といいます。「自分が泣くことによって、

空腹を満たすおっぱいがきていた」というこ

とが、実はそうではなくて、お母さんがその

ように関与していてくれたということを赤ん

坊が知り、お母さんに対する感謝の念を持つ

わけです。具体的には、母親の顔を見るとく

キャッキャと笑う＞、＜微笑む＞とかく手足

をバタバタさせる＞とかで、お母さんに感謝

の念を示すわけです。それが後年、自分以外

の人に対する感謝の念、思いやりの念へと発

展していく大本になるわけです。

別の理論では、人との基本的な信頼関係を

築く時期は生後1歳までだといっています。

12か月までの間にお母さんとの信頼関係が

形成された場合には、後年、母親以外の人と

も信頼関係を持つ事ができるようになるとい

うんです。そして12か月を過ぎて今度は対

言うことで就職した場合に、元気で普通の学

校生活を送った子供とどう違うか、十分に認

識しておかなければならないわけです。

一番違う点は、対人関係障害が残っている

んです。ひととのコミュニケーション技術が

非常にまずいということで、職を転々とする

とか、勤めをすぐ辞めてしまう。その理由を

その子供たちに聞いてみますと、耐性が大変

に弱いわけなんです。ひとから何か言われる

と嫌になってすぐ辞めるという、非常に短絡

的な状態を示すことが多いんです。自己統制

力、自己抑制力が非常に乏しい、その背景に

あるのは人格発達の問題なんです。では、非

常に過敏になって神経症的な症状を引き起こ

す子供たちの人格はといいますと、脆弱性で

す、非常に傷つきやすい。些細なことで心が

傷つきやすい状態ですね。ではなぜそういう

状態が起こるかということになりますと、＜

人格発達論＞を知らなければ十分に理解でき

ないということになります。

では、人の人格発達にとって、何が重要か

といいますと、＜精神分折的な発達論＞とか、

＜情緒発達論＞を十分理解しておく必要があ

る、ということになります。かいつまんで、

申し上げますと、まず、 6歳になると子供は

就学適齢期を迎え学校に行きます。その子供

が自らすすんで与えられた課題をやり、スポー

ツをやり、元気に自主的にやるような、つま

り学習の準備性が十分整っている場合には、

6歳以降の発達が順調にいくわけですね。そ

れが、0歳から5歳までの各発達年齢時期に

達成しておかなければならない課題をうまく

通過していないと、思春期以降に問題が起こっ

た時、そのつまづいている時点に退行すると

いう心理的な仕組みがあるわけです。

人格発達論Oこれをかいつまんで申し上げ

ますと、まず赤ん坊は生後6か月ぐらいまで

は、対人関係では一者の関係ですねo6か月

を過ぎて二者関係に移行してくるわけです。

一者関係の時期にはおっぱいを飲ませるとか、
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人関係が三者関係になってきますね。お父さ

んと子供、お母さんと子供、あるいは同胞と

子供、お兄ちゃん、お姉ちゃんとの関係とい

うように、三者関係に発展してくる時期には、

それ以前にお母さんとの信頼関係が築かれて

いないと当然、人に対する信頼感がありませ

んから、父親との関係も兄弟との関係もうま

くいかなくなるということになります。

また、ジョン・ボルビーなどは、生後12

か月までの間にお母さんとの間に親密な愛着

行動、愛着形成が行われた子供の場合には、

人との関係に親密感や信頼感、思いやりなど

が育つというふうに考えています。生後12

か月までの母子関係がうまくいかないと、思

春期以降に不幸にして病気になった場合に精

神病的へと移行したりします。

2歳すぎに分離・個体の時期になります。

子供が自分にとって大事な対象であるお母さ

んから自立していく時期になります。この時

期に失敗していますと、非常に依存的になる

わけです。母子分離ができなくなるわけです。

したがって幼稚園とか保育園児の登園拒否と

か、イ学生の低学年の不登校、登校拒否、こ

ういうお子さんたちは分離不安が強いわけな

んです。自分にとって大事な人と分離できな

い。だから学校へ行かなくなるわけです。

12か月を過ぎて現実がわかるようになる

ということは、そのお母さんの対応が絶対的

な依存の時期のように、泣けばすぐに抱くと

か、おむつを替えるとかおっぱいをあげると

かいうような対応ではなくて、少しずつ現実

を指し示していくような対応をしている場合

には、待つことができる。例えば、おなかが

すいて泣いている。その姿を見てお母さんが

｢今、おっぱい作るからね」と、哺乳瓶を見

せたり、離乳食を作ったりしている時に語り

かけると、「ああ今、お母さんが作ってくれ

ているんだなあ」というように子供が、認知

機能が高まるとわかるようになるわけです。

そうすると待つことができる。つまり、自分

の欲求をコントロールする力が育ってくるわ

けで、自分の思うようにはうまく行かないと

いうことを、赤ん坊は感じますし、抑うつ体

制になると落ち込むわけです。この時期を十

分通過していないと、後年、人から言われた

ことを十分受け取る、心の奥にしまう、理解

するといった力が乏しいわけです。人の言う

ことに耳を貸さない子供に成長していくわけ

です。つまり、人の気持ちがわからない、人

の言ったこと、親の言ったこと、先生の言っ

たことを十分聞き取れないような精神症状に

なってくるわけなんです。この時期にお母さ

んが過干渉や、溺愛だけしていると、情緒発

達はスポイルされることになります。

3歳を過ぎて4歳ぐらいになってきますと、

男女の区別がつくようになります。つまり、

男子であれば同性である父親、異性である母

親との関係に発展してきます。これをフロイ

ドの理論でばくエディプス期＞と言います。

エディプス・コンプレックスと言いますね。

男の子は同性である父親と反目し、父親に反

抗する時期です。異性であるお母さんと心理

的に結び付く時期です。だからお母さんにとっ

ては男の子は非常に育てやすい時期なんです

ね。同性である女の子に対しては特に注意し

ておかなければうまくいきにくい時期だとも

いうことです。

このような発達課題が各年令であるわけで

す。それをうまく通過していますと6歳になっ

て就学適齢期を迎えます。 6歳から大体9歳、

10歳ぐらいまでの間は､愛されることを知っ

て、愛することを知った子供の場合は、愛さ

れることを知り、愛するようになるという理

論があります。これが、学習理論です。自ら

すすんでやらなくてはならないことをやる子

供の心理的な条件ということで、これは学習

理論で一番強調されていることですo 6歳ま

でに十分に愛されて受け入れられた子供は、

自分にとって重要なな人である母親の愛情を

さらに得ようとする、頑張る、その時期が6
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親の治療だとか､養護教諭、あるいは担任教

諭にアドバイスをしていく場合も、ケース・

バイ・ケースなんです。一括してこうだとい

うようには、なかなかまとめてお話しできな

いという背景があります。例えば、中学1年

生の子供が不登校になっているとしますね。

その子供にどのように援助の手を差し延べれ

ばいいかを考えていく場合に、まず、その子

供の人格発達、情緒的発達水準はどうなって

いるのか、親子関係や家族の病理性はどうな

のかというように、総合的に考えていかない

と、その登校拒否児に対する的確な指導がで

きないという事になります。

今申し上げたのが子供の人格発達ですが、

それでは子供の色々な間題行動はどうして出

てくるのかという事です。問題行動というの

は、学校で頭に来たらもう授業妨害するとか、

教室を立ち歩くとか抜け出すとか、暴れると

か、先生が静かにしろというと奇声を発する

とかという事です。あるいは、神経症的な色

彩の強い問題行動の場合は、不登校というこ

とになります。そういう一連の行動を理解す

るには、まず、第一に、生物学的な要因はど

うかという事です。脳の器質的発達はどうか、

脳性まひがあるのかないのか、代謝障害はど

うかというようなことをひっくるめた生物学

的な要因はどうか。二番目が、心理的要因が

どうかということですね。心理的な要因とい

うのは、家庭の中にあっては、親子兄弟の関

係ですね。学校では教師との相性とか、教師

に信頼感を寄せているかという』[鋤勺な背景。

三番目が環境的な要因です。担任教師の対応

が悪くてクラスのいじめをうまく解決できな

い。そういうクラスでは、いじめられている

子供を見て自分がいじめられなくても、恐怖

感のために家に引きこもってしまう子供もあ

ります。今申し上げましたように、生物学的、

心理学的、環境的の三要因で、子供の問題行

動を理解しようとする考え方が、国際診断分

類というWHOの分類による、 ICP10と

歳から9歳、10歳くらいまでだというように

言われているんですo 6歳までに十分愛され

たという体験を持っていない子供の場合には、

その学習の準備性が確立しにくいと言うこと

になります。

そこで、その心理的背景……愛されること

を知って愛するようになると言うこの学習理

論のポイントだけをまとめてお話申し上げま

すと、十分に愛された子供の場合には、さら

に親の愛情を得ようとして、お母さんが喜ぶ

ことは何でもやる、という時期が6歳から大

体9歳、 10歳ぐらいまでということになっ

ているんです。宿題も一生懸命やる、学校の

授業中の先生の言う事も熱心に聞く、そうい

う状況がお母さんにはとってもうれしい、と

喜びを子供に伝える事によって、子供はさら

に自分を愛してくれる親を喜ばせようという

心理規制で、 10歳ぐらいまでは過ぎていく

わけです。 10歳を越えますと、親の愛情と

は無関係に、自分がやらなければならない課

題を愛するようになるという事になります。

だから、 10歳ぐらいまでは何とか中ぐら

いの成績が、 5年生ころからガタンと不振に

なるような子供、能力は悪くないんだけれど

も落ちる子供があるでしよ。そういう背景に

は、今言ったような情緒的な問題があるわけ

なんです。それを十分知らないで、5年生に

なってあまり成績が振るわないということで

親が頭にきて、塾に通わせる、もっとしっか

りやれといってもだめなんてすね。その子供

にとっては、頑張ろうとする条件が、心理的

な条件力灌っていないからなんです。そうす

ると、もう学校に行くのもいやだ、よく優等

生の挫折タイプによる不登校っていうのがあ

ります。非常にがんばって一生懸命勉強して、

塾通いしたけれども自分の望みどおりの中学

に入れなかった、それをきっかけにパッタリ

学校に行かなくなった不登校の子供たちも多

いですね。その背景には、今申し上げたよう

な心理的背景があるわけなんです。ですから、
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か、アメリカ精神医学会の分類による、DM

S－4、これが一番新しい分類法で日本の精

神医学界の中でも取り入れられているところ

です。

今まで申し上げたことをもう一度復習しま

すと、登校拒否や不登校になっている子供た

ちの心理的な背景を考えていく場合に、－番

重要な点は、生物学的、心理学的、環境的な

要因を十分把握しておくということ。そして

その子供個人については、その人格的な発達、

情緒的な発達、それから現在のストレス状況

等を十分把握しておかなければ、的確で妥当

なアドバイスができないということになりま

す。以上が治療と、その治療を考えての指導

に関する重要な要件と言うことになるわけで

す。

次に、文部省が行った登校拒否についてで

すが、6つのタイプにまとめられています。

①＜情緒的な混乱の型>｡非常に不安が

強い場合です。不安神経症の場合、親から離

れられない分離不安型、そういった不安の非

常に強い情緒的な混乱の型が一番です。

②＜無気力型>｡気力が乏しいわけです。

したがって、意欲も乏しいということになり

ます。この無気力タイプは、学校に行かれな

いことへの罪悪感が非常に乏しいんです。不

安タイプの場合は、自分自身に対する罪意識

が強いわけですから、「学校へ行きなさい」

という登校刺激を与えると逆になるんですね。

ところが、無気力タイプはその罪悪感が乏し

いために、先生が迎えに行くとか友達に迎え

に行かせると、スッと来るわけです。ただ、

迎えに行くと来ますけれども、それが長続き

しないわけです。 2～3日来てまた休むとい

う形になるわけです。対応も違うということ

を認識しておく必要があります。

③＜遊び型、非行型>｡これは、安逸を

貧るというか、いろいろな遊び、よく言われ

ている一過性の遊び型非行と言うのがありま

すね。快楽を追求するための遊びタイプです

ね。これは、自分自身の価値規範といったも

のがしっかり根付いていない。

私は、約25年間教護院の子供たちの治療

をしていますが、教護院の子供たちは学校現

場では殆どがいじめっ子です。小さい時には

いじめられた体験もありますが、殆どがいじ

めっ子で怠学です。その子供たちの特徴は抑

制力が乏しいことです。カツとすると暴力を

振るう、髪の毛を引っ張るとか噛み付く、そ

んな子供が多いです。その子供たちの治療は、

神経症的な登校拒否とは違うんです。一番の

特徴はというと対人不信感が強いんです。だ

から治療の中で、子供の気持ちをわかってや

ることが大切で、良い悪いの価値観を導入し

た対応では絶対うまくいかないんです。暴れ

る、万引きをする、それにはそれなりの子供

たちの論理があるし、状況が起こっているわ

けで、なぜそうなっているかということを理

解しながら、対人関係を築いていく治療の中

で、ラポートを形成していくということにな

ります。それが第一なんです。そうして十分

受け入れて、私たちとの面接をやって2， 3

か月ぐらいすると非常に変わってきます。落

ち着きのなかった子供が落ち着いてきます。

反抗的だった子供が従順になります。そのよ

うに変わっていくためには治療者との信頼関

係を築いて、その子供の気持ちを共感してい

くことが必要なんです。学校場場でも、怠学

とかﾖ垳を合併した不登校の子供たちには、

そんな対応が大切だと思います。

④＜学校生活に起因する型＞・学校生活

でいじめっ子がいるとかいうこともそうです

ね。また、偏食が強いとか、食べ方が遅いと

かのために、給食指導が厳しいところは、嫌

いなものでも全部食べるまで残すという先生

いますね。教室では掃除が始まっていても、

まだその子だけは給食を食べさせられている

とか、そういう強制的な対応をしているクラ

スでは、気弱な子供は学校へ行くのがいやに

なってしまいます。こういう例がありました。
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これは私が治療したお子さんの例です。その

子はく注意欠陥障害＞、教育学ではく学習障

害＞と言われるお子さんです。その子供が騒

ぐわけですよ。小学校3年で、騒いで授業中

も立ち歩いたり人が嫌がることをするわけで

す。いくら注意してもだめだと言うんで、あ

る時担任の先生がクラスの子供たちに段ボー

ル箱を持って来させたんです。何とかして授

業中静かにさせようという気持だったんでし

ょう、その段ボール箱にその子供の似顔絵を

描かせまして教室の前に置いて、その子供が

仮にA君としますと、それぞれの子供に順番

に、「A君静かにしろ、このやろ一！」とか

言って、その段ボール箱の似顔絵を殴ったり

蹴飛ばしたり、何回かそうさせたんです。そ

れを見てA君は、クラス全体が自分に対して

それほど憎しみを持っているということを初

めて知ったわけなんです。それまでは何回担

任が注意しても改まらなかったわけですよ。

その3日後からA君は学校に来なくなったわ

けです。A君は家は出るんです、親から怒れ

ますから。体罰を加えられますから。家は出

で学校に行かないんです。そのうち、担任が

家庭と連絡して「お宅のお子さんは学校に来

ていないが、どうしたんですか？」と言った

わけです。行かない筈はない、家はちゃんと

出ている、どこへ行ったんだろうといって探

し回ったけれど、なかなか見つからない。そ

のうち家出をして帰らなくなったんです。そ

れで手分けをして探したところが、河原に置

いてある土管の中で野宿していたわけです。

昼間になるとスーパーで盗んできて、食べ物

は土管の中に持って行って過ごしていた。こ

ういう例なんです。そのお母さんは子供が学

校に行かなくなった、つまり不登校になった

原因が段ボール箱の似顔絵の件にがあったと

いうことを、クラスの他の子供から聞きまし

た。そこで担任の先生に、そんなことがあっ

たのかと聞いたら、そうだというわけです。

｢そうでもしないと、お宅のお子さんは収ま

らない、他の子供のｦ隙な迷惑になる」とい

うわけなんです。担任の先生としてはA君が

学校に来なくなって静かに授業ができるよう

になったから、やりやすいとでも思っていた

んでしょうね。ところが親は、子供が学校に

行かないだけではなくて、家出をして帰って

来なくなった、探し回ったら土管の中に棲家

を作って、そこで寝泊まりを始めたという、

それで私のところに養護教諭と一緒に来たわ

けです。

そのお子さんの場合は、脳波に異常があっ

たんです。脳波に異常が出ている時は、非常

に衝動的だとか暴れるとか、興奮するとか人

が言ったこともなかなか通りにくいですね。

自己抑制力が欠如する状況です。臨床的な診

断名はく注意欠陥障害＞です。では、治療を

始めましょうと、いう事で、一つは脳波異常

に対する治療、二番目が母親治療なんです。

お母さんは、「この子は小さい時から叩かな

いとわからない｣、「同じ事ばっかり、いたず

らばっかりするしガラスは割るし、しょうが

ない」と言っては、体罰を加えていたわけで

す。非常に厳格というか、お母さんも、いや

になっちゃうと言うわけです。「交通事故か

何かでどこかで礫かれて死んでくれればよっ

ぽど楽だと何回思ったか」というようなこと

を言うんですよ、お母さんがね。拒否的なん

です。まず、そういう親子関係を修復する必

要がありますね。三番目が、子供自身に対す

る心理治療です。それはく描画療法＞とその

あとにく箱庭療法＞を組み合わせてするよう

になりました。結論を申し上げますと、脳波

異常が回復してからは落ち着きが出てきて、

あまり暴れなくなり、衝動的でなくなったと

いう事ですが半年かがりました。その後はク

ラスの中でも適応が非常に良くなったそうで

す。そして、本人が暴れなくなったし他の子

供の嫌がる事をしなくなりましたから、クラ

スの他の子供からも仲良く受け入れられるよ

うになったという例ですが、学校のクラスの
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中にも原因があった、学校生活に起因する形

という不登校ですね。

⑤＜意図的な拒否の型＞・意図的に学校

に行かない不登校っていうのがあります。私

の治療した例をお話ししますと、高校を卒業

した大学生なんですが、ある医学部に入った

んです。入ったんですけど、高校を卒業した

時に、医学部を6ケ所受けて、 1校だけ落ち

たんです。本人が入りたいと思った大学に落

ちたんですね。その母親も父親も、「ドクター

になりたいのならば、どこの大学に行っても

医学の勉強はできるんだから行きなさい」と

言っているわけでが、本人は「俺は、K大学

に入りたいんだ、他へは行きたくない」と言

うわけです。家族は「行きたくなければいい

から入学手続きだけはとって、来年K大を受

ければいいじゃないか｣。本人は「とんでも

ない、入学手続きをとったら受験勉強に身が

入らないからとらない｣。それで､親子ですっ

たもんだやって、両親は「お前の言う事はお

かしい」と言うわけです。子供は「とんでも

ない、お父さんやお母さんの言っていること

がおかしいんだ」とお互い譲らないんですね。

「じゃあ、どっちがおかしいか診察に行こう」

と言うので来たわけです。 「うちの子はどう

も頭がおかしくなって、親の言う事を聞かけ

ない。折角医学部に入っているのに手続きを

とらないで、それを棒に振ると言っている。

それで医者になるのをやめたのかと言うとそ

うではない、ただK大ということだけに固執

している、おかしい」と言っているんですね。

それで診察してほしいと、東海大の私の外来

の時に来ました。まず最初に、どっちがどう

なのかきちんとした判断をするために、「私

が質問する事に答えてほしい」と言ったとこ

ろ、子供が言うのには「先生、自分に質問す

る前に、先生に質問していいか」と言うわけ

です。普通、患者っていうのはそういうこと

はあまり言わないですね。最初に質問してい

いか、で納得いったら、先生の質問に答えよ

うではないかというわけですね。「嫌な事を

言うなあ」と思っていたんですけれども、私

としてはきちんと質問に答えて相手の子供の

信頼感を得て診察を始めなければ問診がうま

くいきませんから、「ああ、結構ですよ」と

言ったら、こう言うんですね「先生悪いけれ

ど、どこの大学を卒業したんだ」と聞くわけ

です。それで、 「どこの大学って言ったって、

僕は国立の大学も私学も合計4つ出ているん

だけれど、何が聞きたいのか」と聞いたわけ

ですよ。そうしたら、「どことどこを出てい

るか、はっきり言ってくれ」と言うので、結

構ですよっていうんで、「最初は僕は理学部

にいく予定で熊本大学の理学部を2年やって、

京都大学の学部に1年いたんだ、 3年理学部

やって、それから医学部に入るという事で、

医学部の予科が日大で､学部は慶応だ」と言っ

たわけですね。これだけ言えば、子供がどこ

を受けてどうなっているかと言うだろうと思っ

て。そうしたら「そうですか、じゃあ、まあ

いいか」って言うんです。彼が合格していた

医学部は、東海大、昭和大学、日本医科大学

ですね、そうして本人が言うのには、「俺が、

東海大学みたいな馬鹿ばっかりが来るところ

に来れるか」と。それで本人は東海大学の病

院に診察に来ているわけです。だからもし私

以外の、実際に東海大学の卒業生のドクター

が診てたら、どういうことになっていただろ

うかと思うんですけどね｡僕は慶応出てと言っ

たら、「まあいいか、俺も慶応に入りたいん

だから」と、それじゃあ話をしようというこ

とで始まったんですけどね。結論としては、

子供の言うこともきっちり論旨は通っている、

親の言うことも理論は通っているんですね。

それで最終的な私の判断としては、子供の言

うことは病的ではない、ただ価値観が違うだ

けだから子供の言う通りにしてあげたらいい

でしょうということになったんです｡両親は、

私が子供を説得して東海大でも入ってくれれ

ばいいと思っていたわけです。ところが、子
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共感するようにするのが原則です。ところが、

抑うつタイプの子供の場合は、できるだけ仲

のいい友達を家庭に向けるとか、先生が電話

ではたらきかけるとかした方がいいわけです。

その方が無気力タイプの場合には早く学校に

来るようになるわけです。そして、神経症的

なタイプの中間期の場合には、家で暴れ回る

わけですね。そういうパワーがある方が、暴

れることのできない子供よりも治療成績はい

いようです。なかなか私たちの診察室に来な

い場合がありますけれども、説得して、納得

して一旦治療に結び付いたら、回復は早いで

すね。暴れようと思っても暴れるパワーのな

いアクティピティの乏しい子供たちの場合は

治りも余りよくないです。つまり、活力が乏

しいわけです。そういう子供はどのようにし

て活力、エネルギーを注いであげるかという

ことが問題になってくるわけです。

（3）現在登校拒否にはなっていないけれど

も、どの子供も不登校になる可能性があるわ

けです。特殊な子供が登校拒否とか不登校に

なるわけではない。では、現在元気で学校に

来ている子供たちを、不登校状態に追いやら

ないようにするためには、つまり、予防的に

対応していくためにはどうしたらいいかとい

う、その解決策に役立つわけです。教育の中

でも、治療と同じように子供の人格を尊重し

て子供の内的な力、内発的な力をできるだけ

引き出してやるようなサポートをするのが一

番いいわけですね。マイナス面をつつき回す

のではなくて、その子供にとって健康的な要

素をさらに拡大してやる、人格的な発達を促

すような関わりをしていくことが、治療のあ

るいは教育の根本的なところなんでしょうね。

だから、学校に来ない子供に、学校に来なさ

いという命令や指示をするだけでは、なかな

かうまくいかないということになります。

以上が文部省の調査研究協力者会議でまと

めた内容です。

次に、文部省とは無関係に、情緒的な障害

供に同調して「お子さんの言う事は立派です

よ、じゃあ1年間がんばりなさい」と言った

ので、診察室を出る時、子供は胸を張って出

て行きましたが、両親は頭を下げて帰りまし

た。その1年後に子供が一人でやって来まし

て、「先生、やっぱり、先生の言った通りに

してよかった｣、希望の大学に入ったわけで

す。この場合は、本人が意図的に拒否してい

るわけです。これに似た例は中学生の場合に

もあります。

意図的な不登校の場合には目的を持ってい

ますから、ある子供の場合にはアニメを書く

とか、ピアノのレッスンをやるとか、いろい

ろやっているんですね。何もしなくて昼夜逆

転してパソコンだとか漫画などを読みふけけっ

ている、そういう子供とは違うんです。

⑥＜複合型＞・複合型は、今申し上げ

たいろいろな形が組み合わさっている例です。

単純な例ではないということです。 次に、

これは文部省のまとめですけれども、不登校

の子供たちのタイプ分け、類型化とか分類が

なされていますけれども、なぜそういう分類

をする必要があるのかと言うことを少しご説

明したいと思います。それには、三つの理由

がございます。

（1）不登校のタイプ分けをすることによっ

て、その原因をある程度推測することができ。

る。今申し上げました六つのタイプがありそ

れぞれの要因が違っていました。それを推測

することができるということですね。

（2） タイプによって、援助の仕方が違うと

いうことです。同じように取り扱えばよいと

いうものではないのです。例えば、繰り返し

ますが不登校の時期は、＜初期段階＞とく中

間期、家庭内暴力期＞と、そしてく慢性期、

第三期＞と言ってもいいですけれども、＜自

閉期、閉じこもる時期＞ですね、それによっ

て違うわけです。神経症的な登校拒否の初期

段階では、あまり登校刺激をしない方がいい、

受け入れるようにしていく、子供の気持ちを
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による不登校の子供たちに対して、治療的に

はどうするかということをまとめてみたいと

思います。不登校児に対する冶療法概論とい

うところをお話ししてみたいと思います。

今日では、子供を取り巻く環境自体が非常

にストレスフルです。特に家族などが学問的

に優位な思想を持っている場合に問題がおこ

るんですね。教職員を対象とするく心の健康

相談＞を、神奈川県の教育委員会で平成五年

度からやっています。精神科医が対応してい

ますが、その中でですね、学校では有能な教

師だと思うんですが、家庭的な問題で悩んで

いる先生方が多いということがわかりました。

自分自身のことではなく、子供の不登校だと

か子供が母親に反抗するとか、そういった家

族的な問題の相談がかなり多いです。だから、

学校の教師が学校では有能であっても、家庭

の中でいい父親、いい母親とは限らないんで

すね。子供にとっては、家ではいいお父さん

とかいいお母さんとか、自分の話をよく理解

してくれる親であってほしいわけです。その

失敗している内容を聞きますと、そういう家

庭は、父親が校長先生だとすると、家でも校

長をやっているわけです。子供にとっては、

校長が家にはいなくっていいわけです。いい

父親であってくれればいいわけです。母親の

場合もそうですね。自分の職業と親としての

役割の混線が起こりやすいということなんで

す。良い父親良い母親というのは、その職業

とは全く無関係だということです。

子供自身にとっても非常にストレスが多い

ですね。最近の子供たちの一般的な特徴とし

ては、対人関係の技量といいますかスキルネ

スが非常にまずい子供が多い。上手に人と付

き合えない。上手に担任の先生と付き合えな

い。さらに、いじめだとか、いじめられの現

象が多くて、学校現場でも大変やりにくいと

思うんです。学校現場で、私が今まで相談を

受けた一番まずい親の例をお話しします。私

は「小学校での心の問題」に関するスーパー

ビジョンをやっている学校があるわけですが、

そこでの4年生の男の子の例です。遊び型の

非行に走って、学校に来なくなったので担任

の男の先生が､親を呼んで少し協力してもらっ

た方がいいだろうと思って父親を呼んだわけ

です。父子家庭でした。子供は父親が働きに

出ますから、家でゴロゴロしていようが遊び

回っていようが、関わってくれるひとがいな

いという状況なんです。崩壊家庭なんです。

それで学校の先生も早めにお父さんの了解を

得て、非行を防止しようと思ったんですね。

で、父親に連絡したらお父さんが来たわけで

す。父親は「うちの子が非行グループに入っ

て遊び回っていることは、うすうす感じてい

た、学校をさぼって遊び歩いていることも知っ

ていたがどうしようもないんだ」と言うわけ

です。子供についての確りした考えを持って

はいないことを知って、担任もがっかりした

わけです。この父親にいろいろ言っても始ま

らないのではないか、だからｦ垳予備軍を防

止するためには青少年相談室と連携しながら

進めた方がいいだろうと思ったわけです。私

も青少年相談室のスーパービジョンをやって

いますから、同じようにカンファレンスをも

つことになるわけです。そして、その担任の

先生がびっくりしたことは、よろしく協力を

お願いしたいということを話し終わった時に

ですね、父親が担任に「今日、自分は仕事を

休んできた。できれば日当を払ってくれ」と

言うわけです。担任の先生は「保護者を呼ん

で子供のことについて話し合うことは、担任

として必要な事だしお金は出せない」と答え

たわけです。そうしたらその親が「そうか、

そんならいい、体で払ってくれ」というわけ

です。体で払えってどうするのかと思ってい

たら、夜中に平塚から新潟まで夜行便で行っ

て荷物の上げ下ろしを手伝えというわけです。

体でとにかく払えと言って脅かすわけです。

｢私は子供たちに対する教育の責任があるか

ら行けない」というと「いや、日中じゃあな
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い、夜中だ」ということで、先生はトラック

の助手席に乗せられてしまったんです。向こ

うに着いて荷物を下ろして、新しい荷物を積

むのを手伝わされたわけです｡夜中にまた走っ

て帰ってきたから、学校の授業には差し障り

はなかったんですが、そんなふうに脅かされ

たわけです。そんな家族もいるわけです。そ

ういった暴力犯ですから、手伝わなかったら

何をされるかわからなかったというような、

恐怖感を抱いた先生もいるわけです。常識を

逸したようなケースもあるということをお伝

えしたいと思ったわけです。

では次に、子供が一般的に心理的なストレ

スを感じるストレッサーには、どういうこと

があるかをまとめて申し上げます。

まず最初に、登校への不安というのがあり

ます。それは、学校現場で子供の気持ちを十

分理解して受け入れ態勢力堪っている場合に

はいいわけですが、強制的な給食指導ですと

か体罰だとか、教室の後ろに立たせるとか、

教育現場で子供にストレスを与えるようなこ

とは非常に問題だと考えます。登校への不安

を絶対に与えないような配慮が必要だという

ことになります。次が、いじめやからかわれ

などの現象があった場合には、きめ細かく対

応していかなければいけないと思います。い

じめの指導だと言って、いじめっ子と目され

ている子供に「いじめてはだめじゃないか」

とか、「どういうようにいじめたのか」とい

う追及をするだけではいじめは収まらないん

です。いじめる側にも、先程申し上げている

ような心理的なストレスがあるわけですから、

まず、いじめっ子については、いじめっ子と

担任の先生とが同レベルで話し合いができる

ような、担任の先生の言う事をよく内在化で

きるような心理状態をまず形成して、対応し

ていくということになってきますよね。信頼

されていない先生が何を言っても、それは、

子供は耳では聞くでしょうけれども、心では

なかなか受け入れないということになってく

るわけです。

次は、クラスメイトとの不和ということが

あります。これは、具体的にはいじめるとい

うようなことはなくても、なんとなくなじま

ないとか、クラスに溶け込めないとか、非常

に親しい友達が転校したとか、学年が進級し

てクラス編成があって、親しい友達と別れた

ために不安に陥るとか、いろいろな状況があ

ると思います。したがって、そういった子供

の個人的な心理状態をよく把握しておくため

には、できるかぎり子供との話し合いを深め

ていく必要がある、つまり、担任は聞き上手

になることが必要ですね。それから特に、子

供の嫌がる事を強要しないと言うことです。

例えば、慢性中耳炎などの子供の場合の、プー

ル指導では決して強制しない。また、運動機

能の乏しい子供の場合などは、スポーツを嫌

がる事があります。そういう場合、特に心臓

が弱いような子供の場合には、マラソンを強

制するとか、チアノーゼが起こってもまだ運

動させるとか、そういった強制的なことは避

けるという配慮が必要です。

次に、子供の家庭的なストレスについてで

す。子供にとっては、行動を制限されること、

小遣い金を制限されるとか、好きなファミコ

ンをあまり見せてもらえないとか、そういっ

たストレスがたまっていると、外でいろいろ

二次的な反応を引き起こすことが多いわけで

す。それから、非常に膨大な宿題を出す先生

がいます、どう考えても無理だと思うような

ボリュームの宿題を課す先生がいますけれど

も、こういうことは問題だと思いますね。ま

た、能力は十分あるけれども学業成績が上が

らない、つまり、学業の不振児ですね、そう

いう子供の場合、あまり学問優位の対応をし

ていると、試験を受けるのも嫌になるわけで、

試験の時だけは頭が痛くなって不登校になる

という例を聞きますと、家族が非常に成績に

こだわっているんだと言うことが分かります。

試験の時だけ行くという不登校の子供もあり
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ますoそれは先程お話ししたような、目的を

もった不登校というのもあるわけで、家で勉

強しているから、テストだけ受けに行くわけ

です。

それから次ですが、これはかなり子供にとっ

て深刻な例だと思うんですけれど、家族の不

和です。父、母の不仲、離婚をしたとか、絶

えず争って喧嘩をしているというような家庭

の子供だと、大人である教師との関係もまず

いようです。不信感を持っていますから。特

に小学校の低学年の場合に、男の先生と関係

の悪い子供の場合には、その家族、その子の

父親との関係がまずいことが多いですね。母

親と子供との関係がまずい子供の場合には女

性教師との関係がうまくいかない子供が多い

ですね。それは、自分の親との対人関係が敷

桁した形なんですね。それは当然ですね。

家族についての評判が非常に悪い家庭。そ

の地域で弾き出されているような、あまり評

判の良くない家の子供は、閉じこもることが

多いんです。例を申し上げますと、お母さん

が精神分裂病で、私が最初に往診した時が、

小学校3年生だったんですが、その子は場面

絨黙で、家の外では一言も口を利かないとい

う状態ですね、そして、ついには閉じこもっ

て家の中でもリビングルームにいるのではな

く、天井裏にバケツを持って行って生活して

いた例です。それは、自分のお母さんの状態

を聞かれる事が嫌なんです。精神分裂病で状

態が悪いですから、「お母さん、どう？元気？」

とか聞かれるとたまらなくなって、喋らなく

なったわけです。担任の先生も家庭訪問など

をしてお母さんの状態をおばあちゃんから聞

いたり、見たりして知ってますから、その子

供の家族について心を痛めていたわけです。

だから、「お母さん、元気になった？」なん

て、その子供の気持ちを配慮して話をしてい

たわけですが、そう聞かれるのが嫌なために

学校に行かなくなったという例があります。

家族内での病のために、その地域での評判が

まずく、子供が健康に育ちにくい、社会化さ

れにくいという状態の子供もいるわけです。

以上がストレスについてですが、まだいろ

いろな型がありますが、上手にサポートして

いくには、その子供自身が充実感とか、幸せ

感などを感じることのできるような対応を、

家庭でも学校でもしていくこと、それにはそ

の子供の長所をできるだけ強化していくため

に、褒めることですね。学校でも、まずい点

は見ないようにして、その子供の良い点をで

きるだけ褒めることが必要だと思うんです。

時間になっておりますので、最終的には、

ストレスの種類とその対応というようなこと

でまとめましたが、ご静聴有り難うございま

した。これで終わりにさせていただきます。

☆
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日本育療学会第一回研究・研修会

第一分科会「学校にいけない子供」

一児童相談所の立場から－

東京都墨田区児童相談所金井雅子

司会これから、学校に行けない子供たち

に各分野で対応されています方の事例を発表

していただきます。進行は、都立多摩総合精

神保健福祉センターに勤務されていまして、

私どもの育療学会理事を務めてます、菅原敏

子さんにお願いします。

菅原今日は。多摩総合精神保健福祉センター

の菅原と申します。これからのセッションの

座長をさせていただきます。早速､始めさせ

ていただきます。今回のセッションは5人の

方にそれぞれのお立場からの事例を発表して

いただきますが、最初に、東京都墨田反児童

相談所、児童福祉の金井雅子さんに御発表い

ただきます。ご質間等あろうかと思いますが

最後に質疑応答の時間を取りますので、よろ

しくお願い致します。

金井東京都の墨田児童相談所からまいりま

した金井です。私は大学の心理学科を出まし

て東京都に入りました。心理職と言う事で採

用されてますので、大部分を児童相談所の心

理職という事で務めてまいりました。品川児

童相談所にいたころ、この育療学会の会長さ

んとある会議でたまたまお目にかかったこと

が縁で、児童相談所の立場から話をしてもら

えないかとお電話がありまして、その時には

よく考えもせずにお引き受けしたんですが、

午前中のお話をきいたり、皆さんの前に立つ

と簡単に引き受けてよかったのかしらと、ちょっ

とドキドキしています。皆さんもご存じのよ

うに臨床っていうのは1対1で仕事をするこ

とが多いで集団を相手にするのが非常に苦手

です。

本題に入りますが、不登校の相談先として

は児童相談所だけでなく、教育相談所、各種

民間の相談所や治療機関、親の会等が中心に

なっているフリースクール、そして病院､様々

あります。一口に不登校と言いましても、各

機関で扱っている不登校の状態像は少しずつ

異なっているのではないかと思います。また、

アプローチの仕方もそれぞれの相談機関の特

性が反映されているように思います。では、

児童相談所の特性を説明しますと、児童相談

所は児童福祉法に基づいて設置されています

から、クリニックの機能を持っていると同時

に措置機能を持っている点が、他の相談機関

との大きな違いだと思います。措置機能と言

うのは、養護施設とか虚弱児施設とかにお子

さんを措置する権限です。

相談機関によってはほとんどの相談が不登

校というようなところもありますが、児童相

談所は18歳未満の子供のあらゆる相談に応

じている場所です。具体的には、午前中にも

話が出たような虐待ケース、最近増えている

んですが、こういった虐待ケースを含んだ擁

謹ケース、それから教護触法相談、これは1

4歳未満の触法通告のケースが、警察から相

談所の方に相談、それから発達障害の相談、

健全な育成といって家庭内暴力であるとか、

友達とうまく遊べないとか、チックがあると

か、ありとあらゆる相談に応じているところ

です。

相談所が扱っている不登校の相談は年年増

加していますが、全体から見ると僅か6，8

％くらいの比率です。この比率は相談所によっ

ても違っていまして、不登校のケースが非常

に多い相談所もありますし、どちらかという

と養護とか、教護ケースが多い相談機関も、

相談所もあります。そういう相談所で扱って
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いるケースの特徴といいますと、同じ不登校

の相談でも、他の相談機関に比べると相談意

欲の乏しいケースが多いようです。ちなみに、

私が昨年1年間扱った不登校のケースを見て

みたんですが、親子が自分の意志で相談に来

たものは半数です。あとの半数は例えば学校

から、どうしようもないから相談所にいった

らどうかとか、福祉事務所の生活保護のワー

カーから相談されて、児童相談所に回ってき

たもの、それから、地域の児童相談員とか民

生委員さんがだいぶん最近は活躍してくださっ

て、そういった方から、どうも学校にいかな

い子供がいるというようなことで、本人や家

庭からではなく回りからの相談が多いようで

す。ですから、言われてやっとの思いで来た

わけですから当然、相談意欲は乏しいです。

そして、家庭が子供を支える事ができない、

かなり養育機能が低下しているような家庭が

多いなというのが、相談所で扱っている不登

校相談の特徴かなと思っています。こういっ

た対象者に対して児童相談所が行っている援

助は、レジュメに書いたような援助形態があ

るんですが、言葉で説明しても良く分からな

い点があるかと思いますので、これから事例

を通して、どんなふうに1人のケースを処遇

していったかというお話をしたいと思います。

少し抽象的にした方がいいのかと迷ったんで

すが、皆さんに生の姿をお伝えした方が分かっ

て頂けるんじゃないかと思いますので、今日

は生のケースをそのままお出しします。こう

いった学会ですので当然皆さんお分かりかと

思いますが、内容については（秘）というこ

とで、取扱いについてはご注意下さい。私は

相談所に長いとお話しましたけれど、このケー

スは自分が扱った中で一番大変だったという

か、今も進行中なんですが、大変なケースだ

なあと思っております。現在中3の男の子で

す。不登校になったのは中学にはいってから

で、完全に行かれなくなってしまったのは中

1の2学期からです｡行かれなくなってしまつ

た理由はいじめということでした。いじめら

れるということを学校へ訴えていくだけでは

なく、教育委員会とかいろんな所へ訴えまし

た。担任ばかりでなく友達からもいじめられ

ている、どうにかしてほしいと言う相談出し

た。いじめの実態が全くない訳ではないんで

すが、どちらかというとこの子と家族の、受

け取る側の方に問題が大きかったような気が

します。多分に被害妄想的ないじめのケース

でした。

最初に入った中学校ではもう対応しきれな

くなってしまって、教育委員会も、いじめの

ない学校を紹介して欲しいと言って来たため

に中2のときに、市内の別の学校に転校させ

ました。転校して1週間は張り切って登校し

たんですが、やっぱり同じような訴えがでま

して、その時には、いじめということで先生

も受けてますから様子を見ていて下さったの

ですが、いじめの実態が無いのにいじめられ

ていると言うような事を言い出して、学校に

来なくなってしまいました。そして学校から

の働きかけに対しても全く応じようとしませ

んし、教育相談所とか、適応学級と言うとこ

ろにも行かなくなってしまって、家庭の中に

閉じこもってしまいました。どうしようもな

いので、関係者が集まって対応を考えようと

いう会議が学校の提案で開かれました。その

会議に、児童相談所として私が地域を担当し

ていましたので､呼ばれましてそれがこのケー

スと関わるようになったいきさつです。その

会議というか皆さんのお話を聞いていてもか

なり難しいケースで、医療的なチェックも必

要だろうし、家族がこの子を抱え込んでしまっ

ているので場合によっては家族から切り離し

ていくというような事も必要じゃないかと思

いました。そういったことを前提に、児童相

談児所でも是非やってほしいという依頼があっ

て相談所が動くことになりました。たまたま

これは、生活保護世帯でしたので生活保護の

ケースワーカーと一緒に家庭訪問をしまして、
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それをきっかけに子供をうまく相談所に引っ

張り出すことができた、といっても1人では

この子は動くことができずに、おばあちゃん

と一緒にいつもタクシーに乗ってやってくる

というような来かたでした。ある程度、児童

相談所で関わりを持った上で、（東京都には

情緒障害児短期治療施設がありませんので）

児童相談センターの宿泊治療施設という宿泊

指導を行なう所に結び付けようということで

対応し始めました。ところが、そこにいくの

におばあちゃんと2人で通うことができない

というので、児童相談所で連れていったりし

て、やっと2回くらい結び付いたところで、

同じようなグループのグループワークの時に

いじめがあったと言い出して家に戻ってしま

いました。折角治療科の方に結び付けようか

なと思って動き出した矢先に、前と同じよう

に軽い友達同士のトラブルだったと思うんで

すが、いじめられたという被害的な気持ちに

なってその子は行かなくなりました。おばあ

ちゃんもカンカンになりましてそんなところ

なら行かない、児童相談所も関係を持ってく

れるなということで、電話を掛けても切られ

てしまうような状況になってしまいました。

どうにかしなくてはいけないけれど、どうい

う方法がとれるのかと相談している最中に、

おばあちゃんが脳梗塞で倒れまして子ども1

人が取り残されてしまって、新たに相談所の

方で関わるということになりました。この家

族はおばあちゃんと、お父さんと子供の3人

家庭です。あの、お母さんはこの子の3才の

時に離婚しています。この子の成育歴ですが、

お父さんもお母さんも、精神疾患がありまし

て精神病院に入院中に知り合って結婚したと

言うことで、この子を妊娠した時にお母さん

は非常に状態が悪くて、入院中にこの子を出

産しております。出産してからも、お母さん

が殆ど入退院を繰り返してましたので世話を

することができず、おばあちゃんにずっと養

育されておりました。お父さんの方も、お母

さんが状態がわるくなると連動して入院院を

繰り返してました。だから殆ど、おばあちゃ

んとこの子と2人だけで生活するという状況

でした。保育園にも3年ぐらい行ってるんで

すが、そういったお子でしたので、なかなか

集団のなかに入れなくて、協調性にかける、

言葉の発達が少しおくれているというような

記載が保育園のその頃の記録にはあります。

ただ、就学時には発達的には全く間題がなく

て、むしろ口達者というか、行動面は非常に

幼ないけれど、言語性優位な感じの子になっ

ていました。小学校時代もトラブルがかなり

あって、不登校はなかったものの、自分が相

手にしたことはわすれてしまって一方的にこ

うやられたというような訴えが多かったよう

です。そのために、おばあちゃんがいつも廊

下で見張っていたというような6年間を過ご

したそうです。中学にいってから最初の学校

では1学期は遅刻が多かったけれど呼びに行

くと登校したけれど、 2学期からだんだん行

かなくなって、部活の男の先生が声を掛けて

ちょっと肩を叩いても、僕の事を叩いたと被

害的に受け取ったり、女の子が集まって校門

でペチャクチャしゃべっているような前を通

ると、僕の悪口を言っていると言ったりして、

だんだん行きにくい状況が続いて2学期の後

半から全く行かなくなってしまったという状

況でした。

おばちゃんが脳梗塞で入院してしまって、

この子1人取り残されてしまったんですが、

この家はある宗教団体に属していましたので、

最初の内はその方達が面倒を見てくれて、食

事の差し入れもしてくれたんですが、部屋の

中は布団を敷きっぱなし、食事の後始末も出

来ず大変な状況なので、このまま子供1人置

いておくのは問題だと近隣からも相談があり

ました。ところが相談所に一時保謹をするの

に、説得に時間がかかりました。と言うのは、

この子は実際には何も出来ないのに言葉の上

では非常に発達してまして、僕は年齢的には
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14才だけど精神的には大人である、だからお

ばあちゃんがいなくても十分1人で生活でき

るから、僕に生活保護をかけて一人で生活さ

せてほしいと言うようなことを福祉事務所に

も訴えて来ていました。そこで説得を重ねて

ようやく一時保護をしたのですが、その反面一

人でアパートに生活する事には不安がありま

した。古いアパートなので壁にしみがあり、

それが気になって魔除けのシールを貼ったり．

とか、ここにいると自分自身が脱力感を感じ

るし一緒に住んでいたおばあちゃんの人格が

変わってきたような気がするとか、病的な訴

えがありましたので、一時保護所で生活させ

る方が良いということにしました。やっと入

れたはいいんですが、どこまでこの子が一時

保護所で適応出来るのかということは非常に

心配でした。病的な訴えみたいなのもありま

したので病院の対応が必要かなと心配もした

のですが、一時保護所のドクターに見てもらっ

た結果、病気ではなく性格の偏りの強い子供

だろうと言うことでした。一時保護所でも友

達からやられるという被害意識に取り付かれ

たり逆に妄想的になって、この保謹所を自分

は浄化するために存在しているんだと言い出

しまして、自分が関わることによって職員や

ここのシステムも少しずつ変えられるように

なってきたんだというように、被害感と誇大

妄想が繰り返しし現れるような状況でした。

結果として一時保護所で2か月間生活しまし

たが、病気に移行することなく、どうにかや

れる状況だということが分かりました。

かなり難しい子供ですので一時保謹所から

次の生活の場所を考えなければいけないんで

すが、次の場所の養護施設でこういった難し

い子供をなかなかとってくれるなくて、さす

がに時間が掛かりました。いろんな所をあたっ

て唯一考えてくださった施設が一つあって、

いざ、施設の説明をしてもらおうと子供に話

したところ、僕は施設に行くような人間では

ない、プライドが許さない言って拒否しまし

て、また説得するのに時間がかかりました。

説得のひとつとして入院中のお父さんの所に

連れていって、彼が施設で生活する以外仕方

がないんだと言うことを話しててもらいまし

た。また、脳梗塞で植物人間状態だったおば

あちゃんにも会わせました。おばあちゃんの

現実を見ることで自分は施設で生活しなくちゃ

いけないことを分からせようとしたんですが、

そんな事態を見ても、 ドクターがもう95％

回復の見込みはないだろうと説明しても、こ

の子は95％ならば5％は治る見込みがある

という受け取りかたをして、見舞いにいった

時もず一つとお経を唱えて、僕の気を入れて

おばあちゃんを治すんだというようなことを

言いました。治らないということを認めるこ

とが出来ませんでした。そうこうしているう

ちにおばあちゃんが亡くなりました。それを

きっかけに、やっぱり僕は施設に行く以外に

はない、でも行きたくないっていう揺れがあ

りました。子供の処遇については皆に意見を

聞いて決めて行くと言う児童相談所の処遇会

議があるのですが、「その処遇会議では君は

施設が適当だと決まるだろう」と私が話しま

したら彼が言うには「僕の事を決める会議に

なぜ僕が参加できないのか、その会議で僕の

意見を述べたい、あのアパートで一人で生活

できる方法を考えてくれるのが福祉の人の仕

事じゃないか｣、結構理路整然と、かなり偏っ

たところはあるんですが話すような子供でし

た。そこでいろんな人に説得してもらって施

設見学に行くことを本人が納得して、見学を

したのですが自分の考えていた施設とだいぶ

イメージが違っていました。というのはこう

いう子供でしたから普通の施設ですと、多分

パニックを起こすだろうということで個別対

応をお願い出来るような施設を選んだ訳ですo

でも養護施設のショートスティとして－週間

単位で受け入れてもらって生活させて頂きま

したので、その子にとっては非常に快適な空

間で、思っていた程大変ではないことが分かつ
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てその施設にうまく繋がりました。

施設に入ってからも学校の問題がありまし

た。本人は絶対行かない、僕はいじめをなく

すような行動を1年間してから学校のことを

考えると言っていたので、学校にはつながら

ないことを前提に、養護施設のある地域の教

育委員会の配慮で、学籍だけ地元の学校に置

いて貰いました。しばらくは養護施設の中で

だけ生活していたのですが、昼間の過ごし方

を考えなければと言う段階になりまたので、

その区の教育委員会がやっている適応教室に

少しづっ繋げるということをやっている状況

です。このケースは生活の場がなくなってし

まったので生活の場を養護施設に置いたんで

すが、本質的な個のケースの間題だと考えら

れます。

つまり、この子は新しい人間関係、新しい

環境に対しての不安が強く、その不安から逃

げるために理屈を言って、正当化していくよ

うな子なんです｡この子自身はかなりの価値

観とか道徳観をもっているんですが、それが

他の価値観や道徳観を全く受け入れようとせ

ず、自分はすべて正しい、優れているという

ような、どちらかというと誇大的な自我をもっ

ている子どもなのです。この子の人格の歪み

というか、そういう問題について、養謹施設

で生活しながらどこまで変えていくことがで

きるかということが、今後の課題かなと思っ

ています｡今3年生ですが、適応教室に通う

ことで中学は卒業できると思うのですが、卒

業後どんな処遇をしたらいいのかという事が

また1年後の問題としてあります。

受け取って下さった養護施設が熱心な所で、

こういう行き場のない子のための自立援助ホー

ムをこれから施設としても考えていかなくて

はいけないので、この子を第一号のケースと

してやっていきたいとはおつしやて下さって

います｡従来は、施設に措置をすればつまり、

家庭環境を変えれば登校できるようなケース

が多かったと思うんですけが、最近は、子供

自身の問題が大きい場合には、なかなか登校

に結び付くこと力灘しいといったケースが増

えているように思いますo

児童相談児所で見ていまして、不登校のタ

イプは多様化して程度も重くなっています。

指導につながるまでにも非常に時間がかかり

ますので指導につながってからも、問題が解

決されるまでに何年ていうか、一生付き合わ

なければならないケースもあるのかなと思い

ます。児童相談児所の場合には、援助形態を

それぞれのケースの状況によって組み合わせ

て対応していますが、ややもすると緊急対応

に追われてしまってじっくりケースに対応で

きないといこともありますが、この不登校相

談に関してはやはり時間を掛けて取り組んで

いかなければと思っています。学校に行くこ

とだけがゴールだとは私は思っておりません

ので、結果として登校出来るようになればそ

れはいいことだと思いますが、問題はその子

が学校に行かないと言うことより社会性が無

いとか、対人関係のスキル力漕って無いとか、

勉強の遅れであるとかを明らかにして、それ

をどこの場でどう育てていくのかというよう

な視点を持って相談機関は対応していく必要

があるのだろうと思っています。 今日は時

間が少ないので、説明ができなかったんです

が、メンタルフレンドさんなんかも児童相談

所では積極的に活用しています。そういった

ことで子供の状態が改善されたというような

ケースもたくさんございます。

児童相談所の立場からと言う事で、お話を

させていただきましたが、説明が十分分から

ない点が多々あったんじゃないかと思います。

分かりにくかったところは質問でお願いしま

す。
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適応指導教室・相談指導学級の立場から

川崎市立総合教育センター室長 橋本英雄

橋本私はこのセンターに昨年来たわけで、

それまでは27年間川崎市内の公立の中学校

4校ほどで教員をやっておりましだ。こうい

う場にはまだ慣れないんですけれども、会長

の加藤先生ご要請で参ったわけでございます。

私に与えられましたテーマは、学校に行けな

い子供たちに、教育相談所あるいは教育セン

ターの立場でどのような対応をしているのか、

また相談学級あるいは適応指導教室の立場か

ら、どのような対応をしているのかという2

つでございますが､両方とも私どものセンター

の業務の一部になっておりますので合わせて

お話させて頂きたいと思います。 （川崎市立

総合教育センターの組織は省略）

平成6年度の機構改革の時に新設されまし

た教育相談センターは、児童生徒をめぐる不

登校、いじめ等の様々な問題に対応する教育

相談の充実に向けて誕生しました。主たる業

務は急増しております不登校とかいじめ等の

児童生徒にかかわる教育相談ということにな

ります。教育相談を通して、子どもたちが将

来に希望が持てるように支援していくことで

す。総合教育センター全体としても、増え続

ける不登校の子どもたちの問題をきわめて重

要かつ緊急性を要する課題の一つとしてとら

え、従来から行っております来所相談の一層

の充実をめざすとともに、適応指導教室の運

営と拡充あるいは、適応指導教室、相談指導

学級とのネットワーク化等、教育相談活動の

充実をはかるために、この教育相談センター

を新設して問題に対応してきているところで

ございます。

教育相談センターとして、学校に行けない

子どみもたちの問題への対応は、そのまま教

育相談センターの事業と重なってくるといっ

ても良いかと思います。その事業は、①教育

相談事業、②登校拒否の児童生徒への支援事

業、③教育相談に関する研修並びに研究事業、

④教育相談に関する啓発事業です。四つの事

業のうち、①は教育相談室の立場からという

ことで後で触れたいと思います。②につきま

しても、相談指導学級・適応指導教室の立場

から後に触れたいと思います。③の研究・研

修事業についてですが、当然のことながら、

教育相談センターは教職員の資質向上をめざ

した研修・研究機関としての役割を担ってい

るわけですので、教育相談に関する教職員を

対象とした研修事業を講座を設けましてすす

めております。

④の啓発事業についてですが、教育相談セ

ンターの事業には、サービス活動という一面

も大切なことです。この活動は、学校の教職

員へのものと、一般の市民へのものと大変多

岐にわたっています。このことは言いかえま

すと、教育相談センターの事業は、学校へ行

けない子供たちを抱えている学校の先生方や、

保護者の方への支援のサービス活動であると

も言うことが出来るかもしれません。しかし

残念ながら、このことが教育現場にも、一般

の市民の方にもまだまだ十分に承知されてい

ないきらいあります。

さて、教育相談センターとしての立場から

の、学校に行けない子どもたちへの対応とい

うことで訪問教育相談事業について触れたい

と思いま。登校拒否の児童生徒への支援事業

として、訪問教育相談事業（家庭訪問事業、

家庭訪問による援助活動）があります。これ

は神奈川県の事業として、登校拒否教育相談

促進事業が、今年度から新たにスタートした

もので、横浜市、川崎市を始めとし県下10

都市にそれぞれ各1名の訪問教育相談員を配

置して、登校拒否によって家に閉じ込もりが
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ちな子どもや、その保謹者を援助し、相談し

ながら指導していくという制度です。川崎市

におけるこの事業の推進役を私どもの教育相

談センターが担当することになり、訪間教育

相談員も決定し、この7月からスタートした

ところです。何分スタートしたばかりの新し

い事業なので課題が沢山ありまして、見通し

が立てにくいのですが、有効に展開できるよ

う努めて参りたいと考えています。

さて、このセンターの一番の主要な事業は、

教育相談事業で、その推進役としての役割を

果たしている所が、教育相談室というわけで

す。

まず教育相談室の数ですが、市内に2ケ所

あります。 1つが塚越相談室。市の南にあり

ます。も1つが溝の口相談所です。この2ケ

所に合わせて、9名の臨床心理の専門の相談

員がいます。この他に電話相談専門の教育相

談員が5名います。この方々は皆、OBの先

生です。そしてそれに加えて2名の研修指導

主事がおりまして、全部で16名で事業をす

すめています。教育相談室が行っている相談

事業は大きく3つに分けられます。一つ目は

来所による相談で、対象は市民および教職員。

二つ目は電話による相談で、対象は市民およ

び教職員、そして児童生徒も対象にしていま

す。三つ目は学校コンサルテーションという

ことで、学校へ出張して行う、教職員を対象

とした相談です。

当相談室では、医学領域に関わる内容の相

談に関しては、発達医学研究所川井クリニッ

クと委託契約を結んで、毎週1回両相談室に、

それぞれ1名づっの精神科の医師を派遣して

いただき助言指導を受けたり、直接相談の担

当をして頂いたりしながら相談業務をすすめ

ています。また社会教育、人権尊重教育、精

神医学の専門医3名がおりまして、幅広い専

門分野からの助言や援助も受けています。相

談件数を見ますと、平成7年度の来所相談総

件数は、前年度の平成6年度から継続された

相談件数が346件、そのうち不登校に関す

る相談が226件でした。平成7年度、新た

に申し込まれた相談は207件、そのうち登

校拒否に関するものが130件でした。合計

は平成7年度の総相談件数は553件で、そ

のうち登校拒否に関するものが356件でし

た。そして553件のうち229件が一応の

終結をみましたが、 324件が平成8年度に

継続相談として引き継がれています。登校拒

否に関する相談の件数は、来所相談全体の6

4． 3％を占めています。大体この数字がこ

こ数年の割合です。男女別にみますと、男子

に関する相談が59． 4％女子に関する相談

が40.5%という割合でした。

次に平成7年度に新たに申し込まれた20

7件の内容等を見ますと、校種別では、中学

生に関する相談が圧倒的に多いことが分かり

ます。この傾向はここ数年前から続いてきて

います。平成7年度は就学前の幼児に関する

相談が7件、小学生に関する相談が67件、

中学生は165件、高校生は122件、その

他6件ということで、合計207件というこ

とでした。相談の内容としては、一つ目は学

業に関する相談でいわゆる学業不振や学習意

欲などについて、わずか1件でした。二つ目

は性格行動に関する相談で友人関係、登校拒

否、いじめ、注意散漫、家庭内暴力､劣等感、

集団不適応、引っ込み思案、かんもく、摂食

異常などが含まれています。これは圧倒的に

多く、この中に登校拒否の相談も含まれいる

わけです。三つ目は進路適正に関する相談で、

転校、進学、進路、就職、生き甲斐などの相

談が含まれています。四つ目は身体、神経に

関する相談で、夜尿、チック、神経症、吃音

などの相談が含まれています。五つ目はその

他の教育一般に関する相談で、子育てとか、

子どもとの接し方などの相談が含まれていま

す。ところで、いじめを主訴とする相談は大

変少なくなっていますが、登校拒否を主訴と

する相談の中に、いじめが絡んでいることが
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かなり在るということが分かります。いじめ

絡みは昨年度84件ありました。

さて、この相談室の来所相談207件のう

ち、学校関係者からの紹介104件、このう

ち担任の先生の紹介が74件と最も多く、あ

との30件は、校長、教頭先生あるい生活相

当の先生、養護の先生の紹介でした。次に、

以前から知っていたという27件が多く、以

下、市民便利帳、市民便り等の広報で知った

という23件、知人からの紹介が21件、区

役所や保健所からの紹介が15件、病院から

紹介が3件でした。電話相談による教育相談

は平成7年度の総件数は777件で、それも

来所相談と同じく、性格行動に関する主訴が

最も多く、その中では、やはり登校拒否につ

いての相談が約59． 4％、電話相談全体の

22． 1％を占めています。

さて、学校に行けない状態にある子ども達

に対する援助をする上で、学校と相談室とが

協力していくことは非常にに大切なことです

が、なかなか容易なことではありません。学

校の先生が登校拒否児の保護者に対して、相

談室を紹介するということは大変難しく、慎

重さを求められることだと思います。なぜな

ら保謹者の中には、学校が責任を回避して自

分の子を見放すのかといった受け止め方をす

る方もいます。あるいは、登校拒否は子ども

本人の問題なのだから親がわざわざ相談に行

く必要はない、という考え方をする方がいな

いわけでありません。また担任の中には、保

護者が相談所でどんなことを話すのか、自分

の落ち度や指導力不足が問われてしまうので

はないかと気掛かりになってしまい、相談室

への相談を勧めにくく思っている方もいらっ

しゃいます。相談室の立場から言いますと、

まず保謹者が学校に秘密で相談に来られる場

合には、秘密保持の原則を守らなければなり

まません。従って連帯、協力の関係は結べま

せん。そして来談者が学校や担任等に対して、

不信感を強く抱いている段階でも、なかなか

難しい事情があります。また、担任の先生が

どういう先生なのか、経験とか人柄、教育観

とか指導態度等がある程度わからないと、そ

の先生に登校拒否の子どもに対してどのよう

な援助的役割を期待していいのか見通しを持

てないという面もあります。そんなわけで、

協力の必要性は十分わかっているんですが、

ななかかうまくいっていないというのが実態

です。 ，

適応指導教室、相談指導学級としての対応

ですが、現在川崎市では、適応指導教室が2

教室、相談指導学級が2教室設置されていま

す。私どもの教育相談センターが携わってい

ますのは、適応指簿お室の方でございます。

相談指導学級は市内の2つの中学校に設置さ

れておりまして、当然、学校の方で運営され

ています。しかし、適応指導教室と相談指導

学級の連携については、重要な事業の一つと

して取り組んで来ているところですが、いじ

めを主訴とする相談となりますと、大変少な

くなってしまいます。しかし登校拒否を主訴

とする相談の中に、相談を進めていくと、い

じめが絡んでいるものがかなりあることが分

かりました。いじめ絡みは、昨年度84件を

数えました。

この相談室の来所相談207件は、学校関

係者からの紹介が104件、このうち担任の

先生の紹介が74件と最も多く、あとの30

件は、校長、教頭先生あるいは生活担当の先

生、養護の先生の紹介でした。次に多かった

のが、以前から知っていたというのが27件

でした。以下多い順に上げますと、市民便利

帳、市民便り等の広報で知ったもの23件、

区役所や保健所の紹介15件、病院からの紹

介3件等でした。

電話による教育相談は、平成7年度の総件

数は777件で、このうち登校拒否に関する

相談が229件です。電話による教育相談に

おいても、来所相談と同じく性格行動に関す

る主訴が一番多く、その中では、登校拒否に
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ついての相談が約59． 4％、電話相談全体

の22． 1％を占めています。電話相談では、

情報に関する問い合わせや、学習方法、進路

等に関わる相談、子どもの接し方など、広い

範囲にわたっています。

さて、学校に行けない状態にある子ども達

に対する援助をする上で、学校と相談室とが

協力し合っていくことは非常に大切なことで

すが、なかなか容易なことではありません。

学校の方から言いますと、学校の先生が登校

拒否児の保謹者に対して、相談室を紹介する

ということは、慎重さを求められることだと

思います。なぜなら保護者の中には学校は責

任を回避して自分の子を見放すのかといった

受け止め方をする方もいらっしゃいます。あ

るいは、登校拒否は子ども本人の問題なのだ

から親がわざわざ相談に行く必要はないと言

う考え方をする親がいないわけでもありませ

ん。また担任の先生の中には、保護者は相談

所でどんなことを話すのだろうか、自分の落

ち度とか指導力不足が問われてしまうのでは

ないか、そういう様なことが気掛かりになっ

てしまい、相談室への相談を勧めにくく思っ

ている方もいらっしゃいます。相談室の立場

から言いますと、保護者の方が学校に秘密に

相談に来られる場合には、秘密保持の原則を

守らなければなりません。従って連帯や協力

の関係は結べません。そして来談者が学校や

担任等に対して、不信感を強く抱いている段

階でも、やはりなかなか難しい事情がありま

す。また、担任の先生がどういう先生なのか、

例えば経験とか人柄、教育観とか指導態度等

がある程度わからないと、その先生に登校拒

否の子どもに対してどんな援助的役割を期待

していいのかその見通しが持てないという面

もあります。そんなわけで連帯や協力の必要

性は十分分かっていますが、なかなかうまく

いっていないというのが実態です。

適応指導教室、相談指導学級の対応につい

ては、前に述べたとおりです。相談指導学級

は昭和63年にスタートして、西中原中学校

に最初に設置されました。今年で9年目を迎

えます。もう一つは、 5年目を迎えています。

適応指導教室は一つは幸教室言いまして平成

5度に開設され、もう一つは昨年度新設され

ました。昨年度の適応指導教室、相談指導学

級への通級児童、生徒数を挙げますと、西中

原中学校へは41名、臨港中学校へは5名で

した。適応指導教室の幸教室には52名、多

摩教室には18名ということです。合計しま

すと1 16名の児童、生徒がいずれかの教室

に関わったということになります。平成6年

度の資料で見ますと、川崎市には登校拒否的

傾向で学校を休んだ生徒は、中学生771名、

小学生183名、計954名ですから、両教

室に関わった登校拒否の子供は、全体の約1

2％になります。特色としては、適応指導教

室は学校教育法の規定による学級ではないの

で、いわゆる惰緒障害学級のような学校内の

認可学級ではありません。相談指導学級は情

緒障害学級として認可された学級ですから、

原則として学籍を移動しますが、適応指導教

室は、籍の移動はありません。

さて、適応指導教室では、悩みごとや心配

ごとについての相談活動、生活指導と共に、

学習や、軽スポーツ活動、あるいる創作・表

現活動、グループ活動、自然体験活動等を、

実施しています。スタッフは2教室合わせて、

専任教諭とカウンセラーが各1名づっ、それ

に教育相談員の指導員の先生が幸教室室に4

名、多摩教室に5名配置されています。そし

て専任教諭以外は全員が、川崎市内の小中学

校を定年退職された先生方です。一日の活動

は、午前中は集団での活動を重視し、午後は

個人の活動を重視しています。

自分の在籍校に5分で行ける距離なのに、

かたくなに登校しない生徒が2時間近くもか

けて、雨の日も風の日も寒い日も暑い日も通っ

てきている例があります。大変な時間と労力

を費やしてまで通ってくる理由は、一体何な
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のか？本人の答えを聞いてみました。いくつ

かの答えがありましたが、周りを気にしない

ですむ、自由な雰囲気がある、自由に動きや

すい、助けてくれる友達がいる、自分が認め

られている感じがする、先生が優しい、先生

が話をよく聞いてくれる、友達が出来た、落

ち着いた気分になれる等まとめてみると、適

応指導教室力沁も体もくつろげる居場所になっ

ているからではないかと思われます。適応指

導教室が今後とも子供たちの心の居場所とし

て機能する必要があると思っています。

相談指導学級との連携については、毎月1

回または2回、連絡会を設けて情報交換をし

たり、合同で事例会議等を持って研修にあたっ

ています。そして夏のサマーキャンプ、冬の

スキー教室等宿泊を伴う自然体験学習を合同

で実施しています。活動内容については、昨

年度の活動を撮ったビデオをご覧いただきた

いと思います｡ (ビデオ上映）

時間がございませんのでここで終わらせて

頂きますが、年々、適応指導教室へ通級して

くる子供の数が増えてきています。これは、

適応指導教室の役割が増していると言えるか

と思います。従来にもまして、子供たちの心

のエネルギーを育てる活動に取り組んでいく

必要があると考えています。活動をより効果

的にするためにも、学校と保護者との連携が

これからの課題ではないかと考えています。

保護者は保護者の立場で、学校は学校の立場

で、適応指導教室はその立場で、努力してい

るわけですが、それが、ばらばらになってし

まっていたり、あるいは適応指導教室にお任

せというような状態があったり、それが現状

です。従って、特に保護者と学校との間のパ

イプ役になることによって、連携の絆を深め

ていければと考えています。本当につたない

ご報告でお聞き苦しかったと思いますが、こ

れでご報告に代えさせて頂きたいと思います。

菅原教育総合指導センターというもの、多

彩な活動を行っているところの実状を教えて

いただきまして有り難うございました。これ

からちょっと休憩に入りたいと思います。

教育･医療併設機関の立場から

前新潟県立吉田病院院長 吉住 昭

新潟におりますと、あの詩集に出てくるあ

の吉住先生ですか、まだ生きてる人なんで

すか、実在の人なんですかと言われるんで

すが、今日、この会場ではご存じ方がある

いはいらっしゃらないかもしれません。さっ

そくにスライド、お願いいたします。

最初、ちょっと復習させていただきます。

登校拒否の子ども達の身体症状、既にご存

じだと思うんですが、朝、起きられない、

体がだるい、頭痛、腹痛、咳が出る、咳払

いをする、吐き気、おう吐、発熱、顔色不

良、便通異常、食欲不振、こういったもの

が不登校の子ども達の心気症の時期の異常

に頻度の高い症状です。これには1つの特

菅原お揃いでしょうか。時間でござい

ますので始めさせて頂ききたいと思います。

今度は、医療機関の中に教育施設を持って

おられます、というところで、新潟県立吉

田病院の元院長の、吉住先生にお願いいた

します。

吉住吉住でございます。いままでとは違

う角度からお話しさせていただきたいと思

います。私の病院では病弱養護学校を伴っ

ておりました。そこで38年間ほど入院し

くる子どもたちを見ておりました。私が受

け持っておりました患者さんの中に、矢沢

おさむというのがおりまして、「光る砂漠」

と言う詩集が非常に有名になっております。
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徴がありまして、まず1日のうちで朝に多

い。週でいえば月曜日に多くて休日にはな

い。夏休み、春休み、冬休みなどの長期の

休みには症状はあまり出ない。新学期の始

まった頃に一番多い。それから、訴えが次々

と変わって増えてゆく。例えばおばあちゃ

んが腰が痛いって言えば自分も痛いって言

う。それから、子どもらしくない訴えの時

があります。

次お願いします。喘息と不登校または不

登校傾向の合併した子ども達の症状を挙げ

てみました。腹痛、それから頭痛、肥満、

夜尿、微熱、朝起き不良、異尿、おもらし

ですね。全身倦怠、下痢、おう吐、暴れる、

便秘、自家中毒、その他で、要するに喘息

の子どもに合併した不登校も、一般の子供

達の不登校の症状と何等変わりがない心身

症的な症状を持つということですo l5歳

以下で、胃カメラ、内視鏡をやった子供た

ち288人についてですが、血を吐いたと

か、下血した、あるいはステロイドを飲ん

でいて胃潰瘍が出来て当然というふうな、

最初から所見があると分かっているものは、

そのうちの70人で、これは除外してしま

いました。とにかくお腹が痛い、でも外か

らの診察では分からない、そういう子ども

達について検討してみたわけです。 218

人で男の子が105人、女の子が1 13人

でした。

次お願いします。子どもでの内視鏡をや

りますと、 15才以下幼児も入っています

が、40％には胃炎があります。これは上

腹部痛です。それから慢性胃炎の子が5人

おりました。びらん性胃炎、出血性胃炎、

胃潰瘍、十二指腸潰瘍、食道炎、十二指腸

炎、十二指腸のポリープがある、食道潰瘍。

正常な子どもが48％でした。

次お願いします。その子達のストレスに

なってるものは一体何だろうかと見ますと、

いじめられがストレスでお腹が痛くなった

子どもは7人でした。その子どもは6人が

有所見で85％でした。それから、学校の試

験になると腹痛になる。 1年間に5回、て

きめんに潰瘍を作る子どもがおります。な

ぜ5回かと言うと3学期には中間テストが

無いんですね。かなり成績の良い子なんで

すが、母親もそんなに教育ママではなかっ

たんですが、やはり子どもの性格的なもの

があると思っております。部活動がストレ

スと思われるものが32例ありました。す

べて、体育会系なんです。文科系のものと

いったら吹奏楽の一人しかありません。

次お願いします。診察の時に、どこが痛

いのかと聞くと、漠然としていて、痛いと

ころを手で訴えられない。どこが痛いのか

教えてごらんと言っても、何となくあやふ

やな子どもの場合には、どうも怪しいとい

う感じを受けます。どこが痛いのか一本指

で教えて下さいと言うと、指でここが痛いっ

てはっきり圧痛点を教えることが出来る、

そういう子供が24人おりました。こうい

う圧痛点がはっきりしている子どもという

のは、かなり内視鏡で効率に所見が出てく

るのではないかと言うのが私たちの考えだっ

たわけですが、この子達の所見が50%、

先ほどのが40％と言うことですから、少

しは高いんですけれど、圧痛点がはっきり

していると思っても、内視鏡で見て必ずし

もそこに潰瘍があるとか出血性の胃炎があ

るとか、はっきりした所見があるわけでは

ないと言うのが分かりました。

次お願いします。今度は不登校で朝にな

ると、お腹が痛いといって学校を休む子供

は一体どのくらい所見があるのだろうかと

いう疑いの目もあったわけですが、 42％

の子どもにきっちりとした所見がありまし

た。学校へ行けない子供たちが朝お腹が痛

いと、明らかに気質的な病変を伴っている
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わけですね。これが正常所見が57％ある。

これが多いとみるか、こちらが多いとみる

か、それは先生方個人個人の見方だろうと

思うのですが、お腹が痛い、頭が痛いとい

ろいろな訴えをするその子達は不登校とい

うのが大きなストレスになって、立派な胃

炎や慢性胃炎を起こしています。

次お願いします。私は既に退職しており

まして、少し古い症例で申し訳ありません

が、これは中学2年の女子で、過敏性大腸

症候群といわれる病名です。この子は小学

校1年から常に学年で1番だった優秀な子

どもでしたが人気がないんです。ところが

この子どもが授業中に腹鳴が、過敏性大腸

症候群のガス型と言われるやつで、ぐ一つ

とお腹がなったんです。それが、おならを

したといって笑われてしまいました。それ

からは、すっかり便を出してしまわないと

学校に行けない、朝登校前に何回となくト

イレに通うようになり、下痢と腹痛で学校

から早く帰って来たり欠席したり、だんだ

ん多欠席になっておりました。ところで、

修学旅行の班を組む時に、誰も誘ってくれ

る友達がいませんでした。そこで相任が気

を利かして、その子を或る班に入れてくれ

ました。先生は、「あなたはしっかりしてし

るから皆の面倒を見て下さい」と言って、

クラスで出来の悪い子供や誰とも仲良く出

来ないような者を預けたんだそうです。ど

ころが旅行中あまり面白くなく先にその子

は寝床に入ってしまった。ところが、ほか

の子どもがいろいろ話を始めて、自分の悪

口を言い始めたのでとても起きることが出

来なくて、寝たふりをしてじっと話を聞い

ていたんですが、普段自分が馬鹿な子と思っ

ていた友達が、自分を馬鹿にした話をして

いるのを聞いて、もう次の日からは絶対こ

の学校には行けないという形で不登校になっ

てしまいました。この子どもは、自分が今

の学校の子供たちのいない所に行きたい、

それには程度の高い進学高校に行けば誰も

ついて来られないだろう、ということで、

私どもの所に入院してきたんですけれども、

業者テストを受けても常に元いた学校の子

ども達の成績を気にしていました。そして

自分が圧倒的に1位であることを確認して、

頑張って進学高校から新潟大学に合格しま

した。今は公務員になっています。高校か

ら大学入試の時にも、この過敏性大腸症候

群の症状が強くなって、私のところに通っ

てきました。大学に入学後、車の運転免許

を取りに行ったときも、教育実習が始まっ

た時も、またかなりの症状が出ていました。

公務員になってからはどうなっているか分

かりません。

次お願いします。私たちの所で今のよう

な過敏性大腸症候群を伴った登校拒否の子

供が12例いた時にまとめてみました。そ

うしますと、過敏性大腸症候群が始まるの

が、一番早いのが8才でした｡その子ども

達の不登校の始まったのは10才、つまり、

過敏性大腸症候群の方が先に始まっている

んですね。こういう段階で病院に来るんじゃ

なくて、不登校になって初診をしてくる、

というようなことが読み取れるかと思いま

す。

次お願いします。まず、過敏性腸症候群

が先行した子どもが8例ありました。その

8人のうち3人は自分は不登校ではない、

学校に行けないなんてとんでもない、私は

お腹の具合いが良くないから学校へ行けな

いんで、いくら病院に通っても病院の先生

が治してくれないから学校に行けないんで、

私は不登校ではありませんって訴えており

ます。幼稚園の時から、しょっちゅう休む

潜在型の不登校が先行していて、多欠席が

あり、そこに過敏性腸症候群が加わってき

たというのが2人ありましたoそれから、
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過敏性腸症候群と不登校がほぼ同時に発症

していたのが2人ありました。そのうちの

一人はあくまでも、自分は不登校ではない、

お腹の調子が悪いから学校に行けないんだ

と主張しております。

次お願いします。腹部以外のこの子たち

の症状を見てみますと、生活が不規則であ

る。全例がそうです。それから心気症的な

訴えがいろいろある。そして12人が12

人とも疾病逃避があります。朝起きられな

い、全身倦怠、微熱、頭痛、週の始めに不

定愁訴多いoチック、蒼白、喘息、腹痛、

自殺未遂、こういったものが伴っておりま

したが、この疾病逃避については、親が一

緒になって疾病逃避をしているものが8例

ありました。母親も－緒になって自分の子

どもは病気である、病気であるがために学

校に行かないんだということで、登校拒否

なんてとんでもない恥ずかしい話だから、

病気なんでという形で一所懸命になって疾

病逃避していたのが8例ありました。親が

疾病逃避に気が付いて、たしなめる立場に

立っていたのは、 4例しかありませんでし

た。

次お願いします。私たちの所で心理室、

児童相談室、臨床児童相談室を小児科医、

あるいは看謹婦、それぞれでチームを作っ

て診ている会があるんですが、そこで一人

一人の子どもたちの問題を指摘してみまし

た結果、家族、家庭に問題があったのが1

2例全部。母子家庭はこのうち7例でしたo

離婚が5例、未婚の母が1例、夫と死に別

れた人が1例です。学校、友達関係は、友

達作りが下手である。積極的にいじめを受

けていたというのが2人おりました。仲間

外れにされていたのが1例おりました。

次お願いします。性格をみますと、内気、

神経質、わがままなどすけれど、成績がか

なり特徴的だと思うんです。いろんな切り

口で不登校のグループをまとめてみますと、

大部分が成績の下位が多い。しかし、過敏

性腸症候群のグループは割合、学校の成績

は悪くない、理屈の立つような子供たちで

ありました。

次お願いします。この子供たちの予後を

見てみますと、入院中はもちろん生活のリ

ズムはきちんと出来るわけです。医療も行

われ薬も飲んで良くなった訳ですが、退院

してからの追跡調査ですと、生活リズムが

きちんと保たれていた子供は6人しかいま

せんでした。この子どもたちは、きちんと

学校に行っておりました。ただし三人は、

過敏性腸症候群を再発したことがあるけど

も今治っているという成績でした。ところ

が生活のリズムが家に帰ったらまた乱れて

しまったという子どもが6人ありました。

そのうち4人は学校に行っていない。過敏

性腸症候群としては治まっているのは－人

しかありませんでした。子どもたちにも気

の毒な状況もあるわけです。父親がいなく

て母親が夜の商売で、帰ってくるのは2時、

3時、そういう状況の子どもがおりまして、

母親が帰ってくるなって思うとトイレに行

きたくなるんですね。母親が帰ってくると

常に子どもはトイレに入っていて、そこで

待っているというような子どもがありまし

た。まあ、そういう子どもが家に帰って生

活のリズムがきちんと取れないというのも

ある程度理解は出来ます。

次お願いします。これは心因性咳嗽の子

どもで、 10才2ケ月の女の子でした。祖

母と母と兄の4人家族です。この子が2才

の時から父親がアル中になって母親に暴力

をふるい、 6才の時に両親の離婚が成立し

ました。この時に兄が心因おう吐を繰り返

して22日間も学校を休んだことがありま

した。母親はこの4年生の子どもに悩みや

愚痴の聞き手をさせておりました。ところ
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が最近、別れた父親が労務者として戻って

きて、近くに出没するようになりました。

母親は心配で校門まで送っていくこともあ

りました。 7月頃からこの子も激しい咳が

出るようになり、地元の病院に2ケ月も入

院したんですが、どんな薬を使ってもちっ

とも治らない。咳止めもちっとも効果がな

い。そこで退院して学校へ行ったところが、

咳がうるさい、おまえがいると授業が聞こ

えないから学校に来るな、と言われて、 1

0月23日から不登校になったということ

で、 29日に外来に来ました。玄関に入っ

てくると彼女の乾性の咳が鳴り響くほどの

すごい咳です。胸が痛いっていうふうなこ

とを訴えておりましたが、子どもに咳をこ

らえてごらんと言ったら5分間我慢するこ

とが出来ました。レントゲン、血液、理学

的所見、そういう部類のものは全て正常で

す。それでこの子どもに心因咳嗽について

の説明をしました。その日から咳は激減し

ましたo 6日目に母親が付き添いを止めて

家へ帰りましたとたんに、咳は完全に消失

しました。

心因性咳嗽は長期間続く乾いた咳であり

ます。痩を伴わない乾性の咳です。季節が

なく普通の咳止めでは止まらないんですが、

眠ればぴたりと止まってしまう。いろいろ

検査をしてもみんな異常がありません。治

療としては薬のほか心理療法を行います。

時間でございますので､このへんで終わら

せていただきます。明日又､具体的な要因と

対応についてお話し申し上げます。

福祉施設（虚弱児施設）の立場から

白十字会林間学校虚弱児施設長山川 保

私のところは「学校」とついていますが、

児童福祉法による虚弱児施設であります。

戦後、児童福祉法が出来てそのときに虚弱

児施設ができたわけですが、その時この施

設も始まっています。「林間学校は戦前は、

病弱の学校であった」といわれていますが、

その通りで、結核予防の関係で、中に寄宿

舍がありその中の学校で健康回復を図って

いました。戦後、経済的行きづまりがあっ

たりして虚弱児施設になったわけです。

今日は「虚弱児施設における不登校の子

どものケース」についてお話しします。

先の児童相談所の金井先生より児童相談

所から施設へという話がありましたが、確

かに私どもは受け身で、措置をされる側、

措置費が出て委託される側（委託費が出る)、

一般的には健康な子は養護施設（家庭で養

育できない場合)、体の弱い子あるいは慢性

疾患のある子は家庭で養育できない場合に

は児童相談所を通して虚弱児施設に入るこ

とになりますので、虚弱児施設に入ってく

る子供は、家庭的に養育が困難であると同

時に体が弱いという2つのハンデを持って

います。

ご承知の方も多いと思いますが施設のこ

とについてお話しします。児童福祉法の第

43条の2に「虚弱児施設は身体の虚弱な

児童に適切な環境を与えて、その健康増進

を図る」ということになっていますが、こ

れは戦後栄養不良だとか結核性の子どもの

いる頃に作られた法律で、今はそういう子

どもは殆どおらず慢性疾患の子（喘息、ネ

フローゼ、てんかんという子）が入ってい

ます。従って身体的と同時に心に間題を持っ

た子供たちと受け止めてもらってよいとお

もいます。全国に32しかありません｡(じょ

うたん「情緒障害児短期治療施設」は16)｡

32施設ですから各都道府県にはありませ

ん。神奈川県には2つあります。 32施設

に入っている子は平成7年3月1日調査で
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1455人が措置されています。そのうち不

登校が225人で約15％入っています。

施設によって不登校を受け入れるところも

あるが、名古屋などの場合は70%以上受

けており、不登校専門にやっている施設も

あります。虚弱児施設の中に、病弱養護学

校または施設内学級があるのが32施設の

うち8施設、病院と併設されている施設は

3つ、その他の24施設は養護学校や施設

内学級はなく、一般の小中学校か特殊学級、

養護学校（知的遅れ）に入っている子ども

います。だいたいは地域の小中学校へ通っ

ています。

子どもの入所期間は32施設平均で、 2

年未満が40，7％、 2～5年未満が25，

4％、5年以上が33，9％と比較的長い

期間入っています。虚弱児施設の現状は、

2～18才ですが高年齢化がすすんでいて

中高校生が大変多く、それと慢性疾患が増

えていることで、期間が長くなっています。

その内訳の概略は、 1455名のうち登校

拒否225名でこれは15．5％にあたりま

す。身体虚弱児185名、気管支喘息15

0名、精神神経障害は83名、てんかん7

5名、身体発達遅滞43名、肥満51名、

心身症80名がいます。虚弱児施設につい

ては今、虚弱児施設の名称を変更するとか、

児童福祉法50周年に当たっての法の改正

に伴って、養謹施設、虚弱施設、あるいは

乳児院、情短あるいは救護院などの再編成

にあたっています。それはもちろん子供が

少なくなっていることと、措置数が少なく

なってきてることが原因としてあげられて

いるが、今後虚弱児施設も、子どもの健康

を守るためにどのように変わっていくのか

ということが今後の課題だと思っています。

うちの施設でのケースをお話ししたいと

思います。先の金井先生と同様にこのレジュ

メにケースを書くのを迷いましたたが、今

年卒業した子ですのでここにケースをのせ

させて頂きましたo lつのケースを話して

皆さんからご意見や、ご質問を受けたいと

思います。

この子どもは母子家庭です。父親は小学

校5年のとき病死。その頃から不登校気味

でしたo5年の1学期、父親が肝臓病、糖

尿病などで通院を始めた頃から学校を休み

始めていたようですo 5年生のとき68日、

6年生のとき59日の欠席。中学1年生の

1学期、 4月から7月の間は月に5日くら

いずつ欠席していました。 10月（平成2

年）からこの子の家庭に児童相談所で指導

を始めるような動きが出てきた。というの

は10月頃から学校に行かなくなり、昼夜

逆転した生活が続いたからです。家の中で

テレビを見たり、食べた

りしてますから、当然肥満になってくると

思います。そんなとき母親と口論して母親

が本児に平手打ちを加えたとき、本児が果

物ナイフで母親の足を何ケ所か傷付けると

いうこがあり、児童相談所はこれを機会に

一時保謹をしています。施設に入る場合に

は児童相談所が家庭調査や総合的な判断を

した上でいれるのですが、緊急の場合でも

あるし一応落ち着かせるため一時保護をし

ましたo 91日間保護をして、その間に一

応IQ検査（田中ビネー式で87)をして

います。子どもの方には少し変化でてきて、

最初は「家に帰る」と言い張っていたが、

家に帰っても生活がまた同じになってしま

うということで、本人も納得して施設に入

るということになりました。肥満があると

いうことで、特にうちの施設の場合は生活

指導の中の小舎性ということがあり、個別

指導が行き届くだろうということで入所し

てきました。入所時は身長151 ．3ﾙ9､体重

64”で、そんなに肥満でもありません。

少し家庭的なことを話してみると、母親は
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少し知的遅れがある。その母親のお母さん

も知的遅れがある。母親は一人っ子で中学

1年のときにお母さん（つまり祖母）を亡

くしている。母親は父子家庭、この子は母

子家庭ということです。

母親が知的遅れの母親のそばで育ってい

ましたから、中卒後すぐに働いたけれど、

ちゃんとしたところで働いてはいません。

つまり母親がしっかりした家庭で育った経

験がないので、この子の育て方については、

いろいろ問題を多くかかえながら生活をし

てきていました。その上に不登校が始まり

ました。そして、うちの施設に入所しまし

たが問題が沢山あります。まず学籍の問題

ですが、もちろん地元の学校に通わせるの

ですが、この子は非常に学力が低く、 しか

も中学3年生ですから、学校側でも指導が

うまく出来ないでひとりぽっちになったり、

また不登校が始まる恐れがあるので、施設

の方では特殊学級にということで（本人も

見学に行って気に入ったので）特殊学級に

入れるようにしました。そのあとの児童相

談所との関係ですが、その子の心理判定を

ずっと続けていた判定員が児童相談所にい

るので、月1回とか2か月に1回その方に

来て面接をしてもらい、子供のもっている

問題をうまくうけとめてもらおうと言うこ

とで、定期的に来て頂くことにしました。

福祉の方には母親との連絡を密にとっても

らって、家庭の中での母親の仕事の安定や

母親の状態を把握してもらいながら、親子

の関係の再改善をしていこうということに

しました。家庭との連絡については、母親

は月1回は面接に来てほしい、長期の夏休

みと冬休みは帰宅させて家庭で生活を一緒

にして、様子をみていくということにしま

した。

その子は、概略的になりますが、性格的

には一見すると温和で、おとなしく真面目

で何事にも消極的な感じで、引け目や劣等

感をもっているようだが頑固な面もあり、

やりたくないことは「やだ」と強く拒否す

ることもある。全般的にわがままで、協調

性にかけるところがみられる。社会的常識

やマナーを知らないことが多い。手洗い、

ブラジャーや生理用ナプキンの使用、洗濯

機の操作など常識的なことがあまり出来な

い。そんなことがあり、施設の中では、出

来たら保母さんとの信頼関係が出来るよう

にしたい、又、規則的な生活をして生活の

リズムをもどし肥満を治していきたい、学

校に通うことで基礎学力をつけていきたい

と考えました。この子は母親との2人だけ

の生活が長いので常識的なことが非常に欠

けている、それから人間関係が下手で、例

えば保母さんに注意されると、自分を責め

て過去のことまで思い出してなかなか立ち

直れないような事もあったようです。また

例えば、気にいっている人、学校の先生や

職員には挨拶をするが、そうでない人には

無関心で殆ど挨拶をしない。ですからこの

子はよく見られる部分と、どうしようもな

い子だとみられる部分をもっている。もと

もとスポーツや体を動かすことは嫌いで、

文章を書いたり劇を作ったり、合唱など文

化的なことは好きでした。虚弱児施設です

から心身の鍛錬ということでマラソンとか

水泳をやりますが、この子にとってはそれ

らは得意ではなく、クリスマスだとか劇を

するなどは一生懸命やるというところがあ

りました。施設では規則的生活が優先させ

られるので、この子にとってはそれがプラ

スになったような気がします。

特殊学級に入ったのですが、たまたま隣

に私立高校があって、理由を話してその私

立の高校に入れて貰いました。彼女が高校

に入った時、同じような不登校の女の子が

同じ部屋に入ってきました。その母親が精
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神疾患でその事でまわりからいろいろいわ

れて不登校になった子で、能力の高い子で

したが、その子と一緒になってとても話が

合うようになりました。その子も同じ高校

に入ったということもあり、先生の話も共

通だったりして高校生活には大変プラスに

なりました。高校を卒業する時には精勤賞

をもらい、今年、地元で就職しました。も

ちろん進路のことではいろいろあったので

すが、今は同じ児童相談所の判定員と継続

しながら話ができるような状態になってい

ます。先日たまたま皆でいくと、人が変わっ

たような動きでウエイトレスをしていまし

た。問題が家庭内にあるので親のもとに戻

すことは大変不安で、出来れば住み込みを

と探したのですが、結果的にはありません

でした。そこで、児童相談所の協力を得て、

家庭に返してまた問題が出るようだったら

考えようということにしました。施設から

の帰宅の間でも家でゴロゴロして食べて、

そんな帰宅生活を続けていましたが、それ

でも家に帰って就職したということが、こ

の子にとっては大きなプラスになったよう

で、まだ肥満は治っていませんが、その生

活の中でお母さんを認め、その仕事に自分

でも非常に張り切っていて、地域の人たち

とも同じようなところに働く人たちとは一

緒に車に乗っていける、そういうことも出

来るようになりました。家庭から離れ、施

設に入ったことで、この子が成長し同時に

親を認めていくことが出来た、そのことが、

この子の社会復帰なり、自立につながった

のではないかと思います。

同ご意見ご希望をお寄せ下さい

本年7月、育療学会としての第1回

研究・研修会にご参加頂きまして有り

難うございました。開催に当たっては

分科会として何の病類を設定しようか

と、いろいろ検討した結果、

・学校に行けない子供

・筋ジストロフィ－児 を対象にし

ました。

来年度からのテーマ（分科会）につ

いても、理事会で論議しているところ

です。喘息、腎疾患、小児ガン、血液

疾患、肥満、心身症等々、研究・研修

すべき課題は多々あります。是非、皆

様のご意見ご希望をお寄せ下さい。

＠会員の皆様や読者の方々から、研

究会・研修会のご感想を時々いただき

ます。有り難うございます。しかし、

もっと多くのご感想をお寄せ下さい。

▼「声」の欄へのご投書も心からお

待ちしております。病気療養中の方、

ご自分の体験や身近な人の生活の様子

など、励ましと生き方を共有できたら

と思います。

▽学校だけでなく、特色のある雄殿

の実態を知ることは、生活に工夫をも

たらします。ご紹介下さい。
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育療学会第1回研究･研修会「学校にいけない子供」

<事例発表後の質疑応答＞

菅原児童相談所、教育センター、医療機

関、虚弱児施設それぞれの機関について、お

話し頂きました。ご質問、ご意見をお受けし

たいと思います。

Q病弱養護学校にいる、群馬県のイカリ

です。山川先生に質問ですが、事例の子が特

殊学級から私立の高校に行ったそうですが、

どんなふうに学校に入れたですのか。入試は

なかったのでしょうかか・

山川学校の先生はもちろん、ボランティア

の人もしばらく勉強を見てくれたが、それが

直接進学に結び付いたというより、隣なので

頭を下げ特別にお願いしたわけです。 1年間

では家庭復帰力灘かしい状態なので（中3で

入所）、といって学校へいけないとなると、

高等部の養護学校へいくか、住み込みで就職

させるか、家庭に戻すかという状況で、家庭

には戻せないので、学力が十分ではないが入

ってから本人が努力するということで、高校

に理解して頂いたわけです。

Q費用のことを教えてほしい。

山川国と県から費用が出ています。その

範囲で、いわば措置費という費用で学校に行

けました。奨学金を受けること（どの県も）

と授業料の免除があります。その制度にのっ

て授業料が一部免除になるのでそれが大きか

ったと思うます。

金井児童相談所の立場から事例を補足し

ます。小3で勉強への抵抗が強くて不登校に

なった子です。ようやく施設に入った段階で

施設の生活に慣れることを中心に始め、たま

たまその施設に付属していたモンテッソリー

の幼稚園に昼間通いました。そこで少し慣れ

させた上で、心障学級に遊びにいくという形

で学校につなげました。心障学級では一番に

なって、本人だいぶ自信がついて、その後、

普通学級に行きました。ただ普通学級に行っ

たからと言って全部解決したわけではなく、

勉強の遅れについてはその後も残っていく問

題だと思います。だからその子に合わせた学

級を利用していくという柔軟なやり方が必要

ではないかと思います。また中学卒業後の問

題ですが、東京都の場合は、費用を上のせし

て貰って専修学校へも施設から行けるように

なっています。単位制の高校や通信制とタイ

アップした専修学校がだいぶ出来ていて、そ

ういう学校へも、施設に入りながらもつなげ

ることができます。費用はすべて措置費とい

うことで、その家庭の収入に応じて措置費を

都なり県なりに収めてもらうということです。

石橋医師です。吉住先生に質問。病院に

入る理由は身体的なことで、登校拒否を合併

しているのですか。喘息、過敏性腸症候群な

ど病名がいろいろありましたが。

吉住私達のところは原則としで慢性疾患

をもった子の入院施設で、慢性疾患をもった

子供が大部分ですが、全国調査をやってみる

と慢性疾患をもたない不登校の子供たちが病

種として上から4番目位のところにいます。

そういう人たちはおそらく医療費を払ってい

るのではないか、あるいは付加給付のある保

険の人たち、例えば教員組合、国家公務員、

地方公務員などは、入院費自己負担分は払っ

ても、あとで戻ってくるので実質的にはお金

がかからない、そういう恵まれた人達が比較

的入院できるのではないかと思います。

石橋病弱養護学校は併設ですか。

吉住うです。

石橋パーセントから言って病弱プラス不

登校の子は、最近増えていますか。

吉住全体の患者数は減っているが、いわ

ゆる不登校単独では経済的問題で入院してく
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と言う子については、クラスにも施設にも教

科書を置いておく、また階段を登る負担をか

けないように教室を下の階にしてもらう、そ

んなふうにいろいろ学校側がして下さってい

ます。できたら病弱教室のよう

なクラスを作ってくれるといいだろうと思い

ますが。

虚弱児施設の基本的なものは、人院とかベ

ッド生活でなく、医療的管理と一般の生活が

出来るということにあるので、何とかやって

はいますが学校の先生の方は大変だと思いま

す。噂に聞くと特別に先生の数を増やしてい

るようです。何しろ2施設で定員110名あ

り、その子達が全部ではないが行くので、そ

の対応は大変です。

中塚虚弱児施設のOBです。東京で20

数年間、病弱虚弱のお子さん達とやってきま

した。その中で不登校の子とも関わりをもっ

たので、いくつかご披露したいと思います。

一つは、私と金井先生とは、こちらが受け

手でむこうが送り手の立場で、施設に送るの

に陰でどれだけ努力されているのか思い知ら

されました。受ける側としての問題は、卒業

後どうするか、また在園中に家庭を調整して

いかなくてはならないわけですが、施設が千

葉で家は東京という物理的な遠さを隔てて、

家庭を調整していくのは大変難しい。入所中

に家庭との関わりをどのようにするかをずっ

と考えてきました。

もう一つ、虚弱児施設で80名、喘息専門

病院60ベッド持っていたので、当然小・中

学校に沢山の子供がお世話になりました。

始めのうちは何とか世話をしてくれました

が、だんだん不登校の子供が出てきた。もち

ろん病弱・虚弱十不登校というケースがほと

んどで、そういう子供が普通学級に入ってく

ると、その子達は不安定で学校に行ったり行

かなかったり、中には1日学校に顔を出した

だけで、翌日東京に帰ってしまう、そんな中

で学級を経営していくのは非常に困難だとい

れないのが現状で、全体からみる比率は増え

ています。

Q橋本先生に質問。適応指導教室に行っ

ている児童生徒の学籍について、またそこに

行っていれば出席日数として扱われるのかど

うかお尋ねします。

橋本学籍は在籍校においたまま。出席扱

いの件は、小・中とも校長会で認められてい

て、こちらから月ごとに学校へ出席状況を報

告し、出席扱いになっています。

Q退職教員、山川先生に質問です。以前

に情緒障害児短期治療施設の教員を9年して

いました。情短では学校の中に当時は学級を

もっており、追いつけ追い越せ教育で小人数

でやったわけですが、先生のお話だと地域の

学校へということになると、その学級は大変

負担になるのではないかと思います。

いま高年齢化が進んでいるそうですが、小

学部は人数は少なくなっているとは思います

が、地域の学校の負担という点についてお聞

かせ願いたいと思います。

山川たまたま神奈川県の虚弱児施設2つ

が、私達の学校の地区内にあります。その2

つの施設から同じように小中学校と、特殊学

級のある学校に行っているので、学校は大変

だと思います。

今施設は最後の場所といわれるくらいに難

しい子供が入ってきています。虚弱児施設は

看護婦がいて非常勤で保健婦がいます。看護

婦さんが小・中・養護学校の先生のところに

行くと、保健室にいりびたりの施設の子が何

人もいます。また、進学学校の中学なので大

変だろうと思いますが、そのために小中学校

と定期的な話はやってはいません。ただ入所

にあたって、一応クラスの先生や教頭先生な

どの理解を得なければならない場合はお願い

しています。

例えばネフローゼで塩分39の制限がある

場合の給食のこと、心臓病の子どもで、カバ

ンを背負って行ったり階段を登るのが大変だ

－34－



うことでした。教頭先生には「いつまでも学

校は仏様ではいられない」と言われたり、頭

を下げながらお願いしたりしてきました。

結局地域の学校が選択してくれた方法は、

小・中学校それぞれに病弱学級を作ってくだ

さり、何十人かの子が世話になりました。心

と体に問題のある子も何とか小学校や中学校

を終えること出来た、極めて稀なケースであ

ると思います。 特別なクラスを作るという

ことには賛否両論あると思いますが、私達が

取り得た一つの方法として、そういった学級

なら安心して子供達を学校へやれました。

石橋補足として一言。私は虚弱児施設長

を26年やりました。私どものスタッフは医

師の他児童心理の専門家、児童指導員、保

母など児童職の誹り家がそろっていました。

病弱、虚弱、その中に登校拒否・不登校の子

がいました。

教育面ですが、初めは地元の普通学級に小

中とも通っていましたが、実際、喘息、腎疾

患、てんかんと病院から直接退院してくる子

供を受け入れるとき、いきなり普通の学級で

は身体的にも対応しがたいということで、地

元の学校、町、県にお願いして、地元の通学

先の普通校の中に、病弱虚弱養護学級をつく

って貰いました。

初めは1学級、小学校は3学級複式ができ

ました。中学校も初めは1学級、その他精薄

の学級も作って貰いました。初めは特殊学級

に入れて慣らし健康が回復したら普通学級に

通級し、さらに退所前は前籍校、家庭復帰す

る前に慣らし運転をかねて普通学級で勉強す

る。施設から家庭に帰る前に、社会生活に準

じたトレーニングをするので、病気の子供も

不登校の子供も、全てではないですが非常に

スムーズに家庭復帰できるケースがみられま

した。 そこで、金井先生に卒業後の問題と

家族調整の問題について、その後橋本先生に

一言お願いしたいと思います。

金井卒業後の問題といおうか家族の問題

ということでこれは児童相談所が担わなくて

はいけない役割だと思います。不登校ケース

に限らず施設にはいろいろ問題をもって入っ

てくる子供が増えてきていて、単純に親がい

なくなったから施設にという子はいない。ど

ちらかというと両親がいながら施設で生活を

余儀なくされている子が多いというのが実態

だと思います。

母親が小さい時、自分が親から虐待されて

育ったため、特に娘である女の子に対してそ

の子の幸せを心理的に許せないという状況が

おき、母親が強くその子を拒否したために不

登校になり、不登校だけでなく喘息もひきお

こしたというケースがあります。そういう場

合は、施設に入って子供の方は母親との葛藤

関係から一時的には逃れられるわけですが、

そういう母親でも母親のもとに帰りたいとい

う気持ちが子供には大きいわけです。そこで

相談所の役割としては、施設に入ったから一

件落着ということではなく、残された家族へ

の援助ということで、継続的なカウンセリン

グとか、場合によっては医療機関とタイアッ

プして、母親の精神科の面での治療を行って

いく、そうしていかないと子供が大きくなっ

て問題は解決されても、いつまでたっても家

に帰れないということが続くのではないかと

思います。

本当はここが一番相談所がやらなくてはな

らない点だと思いますが、まだまだ出来ずに

いるところです。先ほど山川先生のケースで、

子供については児童相談所の心理の人力症期

的に通って下さり、母親には家庭調整という

ことで福祉の方力潤わって下さるという説明

がありましたが、でもいったん子供が施設に

入って、当面の問題が母親の目の前から消え

てしまうと、母親が児童相談所なり医療機関

に結び付いてくるというニーズは非常に弱く

なり、本当は一番やらなくてはならない点が

かなり難しいという現状があります。このへ

んもう少し児童相談所も力をつけて組織的に
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対応出来るような人員配置等が出来て来なく

てはいけないなと思っています。

菅原橋本先生、地域の学校にお願いする

というお話しが出ましたが、教育センターで

学校コンサルテーションもなさっているそう

ですが、ご経験から何か一言お願いします。

橋本大変難しい問題だが、 1つの学校だ

けで考えていくのは問題が大きいので行政と

して問題に対処するようにまわりから働きか

けていくことが必要だと考えています。

後藤神奈川県の秦野養護学校長の後藤で

す。金井先生に質問。メンタルフレンドにつ

いて4つほど、まずメンタルフレンドがどの

ような身分的位置付けなのか、ボランティア

なのか非常勤なのか。2点目に仕事内容とし

て、休日や時間外が多くなると思いますが、

体制の中で時間をどのように割振っているの

か。3点目として相談員とメンタルフレンド

との連携がどのような体制でなされているの

か。4点目は継続的指導がどのような形で効

果があるのか、具体的な例があれば指導して

ほしいと思います。

金井身分はボランティアです。年に1回

募集していて今度の金曜日にボランティアの

研修があります。メンタルフレンドになる条

件としては、その研修2日間を受けることが

義務付けられています。メンタルフレンドと

して登録され、そのプロフィールを見ながら

児童相談所の方でケースに合わせて活用して

いくというやり方をとっています。

活動時間についてはメンタルフレンドとケ

ースの方の都合に合わせて設定しています。

昼間がいいという方には昼行くし、夜来て欲

しいと言えば夜行くし、家庭で活動する場合

もあるし、少し元気になってきた子の場合は

一緒にコンサートへ行ったり遊園地に行った

りするので、その時は休日になります。

1回1時間いくらという単価で交通費程度

のお金が支払われています。

相談所とメンタルフレンドの連携ですが、

これがメンタルフレンドを有効に使えるかど

うかがポイントになると思います。この制度

が発足した時には、これはいい制度だという

のでメンタルフレンドに任せきりで、児童相

談所が全くノータッチという場合もありまし

たが、そういった使い方をすると必ず失敗す

る。ケースカ灘しければ難しいほど、また土

俵が家庭というところで活動するので、何が

おこるかわからないわけで、その都度メンタ

ルフレンドの疑問点とか困ったことに対し児

童相談所がバックアップ体制をとっていかな

いといけない。連携を密に計れば計る程、ケ

ースの方もうまくいくという関係になってい

ると思います。東京都にこの制度ができてか

ら積極的に私は利用してきた方で沢山事例を

持っています。相談所の職員は若くて20代

後半､30,40,50,6O近い方もいるという現状で

は、なかなか小さい子供との結び付きをとる

の力灘しいこともあります。ところがメンタ

ルフレンドはそのへんすんなりと入っていっ

て頂けるし、相性がよかったりすると相談所

と結び付きが全然できなかったケースも、メ

ンタルフレンドを介してうまく相談所へ引っ

張ってくれることができた事例がいくつもあ

ります。具体的には相談所へなかなか来るこ

とができなかった中2の不登校の子供、メン

タルフレンドを週2回位派遣したところ、中

学の時点では動きは出てこなかったのですが、

定時制高校に受かり、その後もメンタルフレ

ンドと付き合いを続けて行ったケースで、高

校に入ってからは1回も休みなく続いていま

す。これは本当にメンタルフレンドの力で支

えてもらったと思っています。当然メンタル

フレンドに任せていたばかりでなく、かなり

難しかったケースなので、メンタルフレンド

の悩みを児童相談所の援助担当者が支えてい

くということでバックアップした結果うまく

いったといえると思います。

菅原： まだ、ご意見もおありと思いますが

時間でございます。有り難うございました。
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日本育療学会第1回研究・研修会

第二分科会 「筋ジストロフィ－」 シポジウム

筋ジストロフィー児の生活の充実に向けて

4月からは、花園大学、常磐短期大学の講師

をされておられます。一貫して障害児教育に

携わってこられた方です。

最後になりますが、福祉関係からというこ

とで、実は研究・研修会のレジュメには大野

情次郎さんのお名前が載っていますが、大野

さんが体調を崩しておられまして、急速、代

わりにということで横浜から滝沢久美子さん

においで頂いております。滝沢さんは財団法

人横浜市在宅障害者援護協会のコーディネー

ターとして活躍されている方です。在宅の難

病患者の支援などでご活躍されておられます。

今日は各講師から10分ないし15分お話

を頂いたうえで、皆さんからのご意見ご質問

を頂きながら最後まで実のある会にしたいと

思いますのでよろしくお願いいたします。

石川ご紹介頂きました石川でございます。

今、紹介して頂きましたが、私の家族につい

てお話申し上げます。長男が36歳、次男は

34歳です。二人とも箱根病院に入院してお

ります。次男は難聴も伴っており、中等度の

難聴で補聴器をしております。長女は中学2

年のときプールに飛び込みまして頚椎を損傷

し1年3ケ月くらい入院しまして、帰ってこ

れないのではないかと言われ、どうして私だ

けが障害の子を抱えるのかと思う時があった

のです。また、好きで一緒になったのですが

主人も左手の手掌が欠損しております。とい

いますのは、大蔵省印刷局に勤めていた時に

機械に手を突っ込んでしまい手掌を失いまし

た。義手をしてます。次々と障害者が私にぶ

ら下がったりおぶさったりしまして、どうし

てかと考えたり、長女にかたろう（老後の面

倒を見て貰う）と思ったりしました。

その時期、男の子たちは千葉県立四街道養

山田（コーディネーター）皆さん今日は、

私は日本筋ジス協会で関東ブロックの仕事を

させてもらっている山田です。私は二人の息

子を筋ジスで亡くした親です。子供を亡くし

た家族として今日は大変重荷でありますがコ

ーディネーターを務めせていただきます。講

師の先生方、ご参加の皆さんのご協力を得ま

して、 1時間半、いろんな観点からご意見を

いただきまして、研究・研修会の最後の締め

としてのシンポジュウムを始めたいと思いま

す。開催に当りましてシンポジストの先生方

を私からご紹介いたします。

初めに石川豊江さんとおっしゃいます。小

田原市に住んでおられまして以前小田原市役

所に勤務され、退職後は地域で奉仕活動をな

さっておられます。長男の方が筋ジスで現在

36歳、ドシャンヌ型で36歳というのは世

界新記録ではないかと話しているんですが｡

次男の方も同じく筋ジスで34歳。以前は千

葉の国立療養所下志津病院にいて、私もその

当時石川さんのお顔を拝見し、お付き合いを

させていただいたのですが、現在は石川さん

のお二人のお子さんは国立箱根病院に入院さ

れていると聞いております。

次の方は医師で、田村拓久先生、長崎大学

医学部循環器科を卒業されまして、長崎大学

第3内科を経て、国立川棚病院に勤務され、

その後平成7年に埼玉県の国立療養所東埼玉

病院にこられ、現在は神経内科医長として勤

務されておられます。

3人目の方は教育界からということで、吉

備加代子先主でございます。奈良市にお住ま

いで、大阪府立刀根山養護学枚で教頭先生を

なさり、それから東大阪養護学校長となり、

今年の3月まで校長先生をなさっていました。
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ジャングルジムから落ちて脳震漫を起こした

りましたけれど、幼稚園の先生は一生懸命や

って下さいました。しかし、先生から「お宅

のお子さんだけがお母さんがついて来きても

らっては困る」と言われ、遠くで見ていて早

く迎えにいくということで対応させていただ

きました。

幼稚園を出て小学校にいくようになりまし

た。 「転びやすいかもしれませんが一生懸命

やりますから」とお願いしました。悪戯もし

ました。 「悪戯でしょうがねい」と叱られた

りして、でも、ともかく普通の学校に1学期

だけ行きました。

その後、千葉の四街道養護学校に入りまし

た。この病気を診てもらえるのは関東ブロッ

クではここしかないから、入院が決まったら

すぐにいかないと、いつ入れるか分からない

ということで四街道に送り込みました。その

時はまだ歩けていましたから元気でした。養

護学校では多くの先生にお世話になりました

その中で特に、石田皎先生が、子供の心をと

らえて下さって詩の指導をしてくださいまし

た。私力砺会に行くと、お母さんこれを見て

と言って詩を書いたノートを出すんです。そ

の後、 「青空母と子の記録」いう、私が主

人にも言えないことをノートに書いておいた

ものと－緒に出版しようと石田先生に言われ

て、子供の詩を消してはいけないからと私は

お断りしたのですが、結局は全部活字にして

頂きました。そんなことで「青空」という立

派な本を作っていただきました。石田先生の

ご尽力でとっても素晴らしい本ができたんで

す。

私は6人きょうだいの一番下なんですが、

姉たちが「お前がこんなに苦労していたとは

知らなかった」、友達からも「苦労していた

のね」と言われたりして、沢山の方に知って

貰うことになりました。

また、先ほどから筋ジストロフィ－を知っ

てもらいたいということでお話がありました

護学校におりまして、夏休みで7月20日に

家に帰ってきました。その23日に長女が頚

椎を損傷してしまったのです。本当に慌てて

しまいましたが、逆にもう何があっても恐く

ないという開き直った気持ちになってもいま

した。何故ここで家族のことをお話するかと

言いますと、昨日、今日といろいろなお話の

中で障害を持たない兄弟のことが話題になっ

ていましたが、実は私の娘もこの時「自分も

障害をもって初めて弟たちのことがよく分か

った。身をもって分かった」と言いました。

健康な体をもっているといくら肉親でも、本

当のところは分からないんです。

長男が8ケ月のときに、足の開き力悪くて

箱根病院でマッサージに5ケ月くらいかかり

ましたが原因が分からないのです。そこで東

大病院の小児科にいきました。今に歩きます

と言われて、 1年6ケ月くらいで歩いたんで

す。でも、なんか肩を揺すって歩くんです。

そのうちに上手になるだろうと思っていても

やはり肩を揺すって歩くんです。そこでまた

東大病院の神経内科で杉田先生という方に診

て貰ったところ、 「今のところこの病気は暗

闇を竹やりで突っついていて、どうしてこう

いう病気がでるかわからない状態だ」と言わ

れたときには本当にびっくりしました。長男

が4歳のときでした。

幼稚園に入れようとした時も、園長先生か

ら言われました。 「私どもの幼稚園は健康な

お子さんをお預かりするところで、もし怪我

をさせたら、その保母さんが一生心に持って

しまうので預かれません」。何しろこの先歩

けなくなっていつ死ぬか分からないと、あの

頃聞かされていましたから、何とか入れ下さ

いと一生懸命頼んだんです。いろいろお話を

するうちに園長先生も分かって下さって、後

ではよく可愛がって頂きました。

ある日、園長先生から、母親の血に何かあ

るということが週刊誌に出ていたと聞かされ

大変ショックでした。そのことは置くとして
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が、TBSのプロデュサーの方が、ご自分も

障害のあるお子さんを持っているということ

で本の紹介をしたいから、スタジオにお子さ

んと二人で来てほしいと言われました。でも

私どもの子供だけが苦労して元気にしている

わけではなくて、四街道で皆が一生懸命に頑

張っているんだから、お友達も紹介して欲し

いと頼んだところ分かって下さり、病棟の林

の中でみんな車椅子に乗って一緒に紹介しな

がら電波に乗せてくれたんです。その頃は、

筋ジスというとすぐに死んでしまうと思われ

ていたのに、皆が元気に大声を出していたも

のですから「筋ジスって元気なんですね」と

いう言葉がかえってきたものです。

私は現在も勤めていますが、子供二人が四

街道にいってから福祉関係に勤めを替えて頂

き、子供の具合力轤くなったら止めてもいい

と思っていたのですが、とうとう60歳まで

勤め終わってしまいました。仕事をもってい

たことが子供にはどうかなと思っていたので

すが、この詩集に「僕の両親」というのがあ

ります。今それを読ませて頂きます。 〈僕の

お父さんのんびり者のお父さん遊びが好

きなお父さんそんなお父さん僕は好きで

すやさしい厳しいお父さん。僕のお母さん

しつかりもののお母さん仕事力好きなお母

さんそんなお母さんほくはすきやさし

くまだまだ若いお母さん。》

こんなふうに評価してくれたんですけれど

も、ここで仕事が好きなお母さんって書いて

あるのは私にはとても耳がいたいんです。仕

事がなければ、僕のところにもっと来れるん

ではないか、と言っているのではないかと思

うんですけど、でもこれはこれで評価してく

れたんだと受け止めております。

それから高等部を卒業して1年後に箱根病

院にいきました。箱根病院は大人ばかりでし

たが、自宅に近いということで転院しました

そこで今度は俳句を指導してくださる先生が

いらしやって、その先生方のお世話になりな

がら俳句を一生懸命やっていた折りに気管切

開をしなければならない状態になってしまい

ました。気管切開をするという時はかなり状

態力悪かつたものですから、切開しても3ケ

月と持ちませんと言われ、どうしようか、こ

れ以上苦しむのも可愛そうだからなどと相談

していましたら、翌朝、病院から連絡があり

ました。状態が大変悪くて風船みたいなもの

で一生懸命やってくれていまして、 「これで

も気管切開をしますか」と言われた時に、そ

れまでは延命治療はよそうと思っていたにも

かかわらず、 「やってください」と言ってし

まったものです。その日は状態が悪いので次

の日、気管切開をしていただきました。

そういう中で、パソコンで俳句もできるよ

うになりまして、30歳になった記念に句集

でも作ろうということで、心理の先生、ケー

スワーカーの先生、言葉の先生、いろんな方

のご尽力によって自費出版ですが俳句集を出

すことができました。どこでも使われている

でしょうが、指の力だけで打てるということ

で、パソコンでの俳句作りを生き甲斐として

おります。長男のことだけでした力塒間です

ので終わりにします。有難うございました。

山田気管切開の子供さんが詩と力俳句とか

あるいはパソコンで頑張っている。その中に

はやはり家族の支えがあったんだろうと思い

ます。青少年期を迎えることかできない病気

を自覚して、それを受け入れて、前向きに人

生を生きる筋ジスの患者さん自体が、私は健

常者に与える精神的な影響力が非常に大きな

それだけでも存在値値があるのではないかと

思います。続きまして、医師の立場からのお

話を伺います．

田村私に与えられたテーマは、 「筋ジスの

子供の生活の充実に向けて」医療の立場から

ということですが、医者の立場からではなく

て、医療の立場からと非常に広い範囲をいた

だいて困ったんですが、医療は病院だけでな

くて在宅も確立されておりますので、在宅と
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とですが、往診していただいている方8名、

訪問看護が7名、ヘルパーさん7名、保健婦

さん5名、ボランティア2名、訪問診療1名

これで目立つのはボランティアが非常に少な

いということではないかと思います。

次に個人的に受けているサービスはどうか

と言いますと、鼻マスクの治療は5ケ所から

が2人いるだけで、 1ケ所というのもありま

す。

次に費用のことですが、購入については、

病院から借りている、自分で購入している、

病院からレンタルして費用は支払っている。

やはり－番かかるのは気管切開時で、メンテ

ナンスを入れますと月額約10万円はかかる

呼吸器本体にかかる費用はと言いますと、今

年の3月迄の価格ですが、B:PAPSで7

5万円、S/Tが150万円、PLV100は

198万円です。

SとS/Tはその後少し値段が下がっていま

す。また、レンタル料や保守点検料がかかる

保険適用としてSは陽圧式の人工呼吸器では

ないということで適用にならず、S/Tと陽

圧式は7千点に4月から上がっています。費

用は呼吸器だけにかかるのではなく、付属品

にも非常にお金がかかるという現実があり、

特に回路、フィルター、人工鼻、加湿器、消

毒用品や吸引機器なども非常にお金がかかり

ます。外出とか外泊とか、どこか旅行に行く

時にはバッテリーとかシガーライターケーブ

ルなどの用意が必要です。さらに、いざとい

う時を考えると他にいろいろ持っていく必要

があります。

お金はどこから入ってくるかと言いますと

皆さんご存じだと思いますが、小児の場合は

特別児童扶養手当、成人になると、障害年金

市町村からの補助金はある所とない所がある

しかしこれだけでは呼吸器本体に対する費用

ぐらいにしかならないのが現状です。

次はアンケートの結果ですが、どの辺から

来院しているかと地図上で直線距離を測って

入院を分けて少し考察してみたいと思います。

朝から、 「患者」という言葉を使うことに

ついてのご指摘があり、申し訳ありませんが

実は病院側から見ればそういうふうな形にな

るのかな、確かに一般の人達も病院にかかっ

ているときだけは患者であって家に帰れば健

常者ですね。ですから同じような感覚で考え

る必要があるのではないかと思います。

まず在宅の方なんですが、在宅の患者さん

は現在1年間に延べで大体l,630名位で、実

際の人数は年間3回位外来にきますので大体

540名位が筋ジスの患者さんで､その約半数が

ドシャンヌ型で構成されています。今日はそ

の治療法と言いますか、合併症としての呼吸

不全とか肺梗塞とかいろいろありますが、そ

の中で一番多い呼吸不全とその治療に人工呼

吸器を付けている人に焦点を当てて、どうい

うことが在宅では大事かをお話しします。

対象は、実際に私どもの東埼玉病院の患者

さんでどんな人工呼吸器を使っているかと言

いますと、対外式の人工呼吸器を使っている

患者さんが7名、鼻のマスク、陽圧式で空気

を送り込んで治療されている方は17名です。

26～7名の在宅の患者さんにアンケート

調査を行いました。実際にアンケートに使っ

たものは、東埼玉病院の副院長の石原先生の

お作りになったものをお借りしました。その

アンケート内容ですが、①介護力と公的サー

ビス、②人工呼吸器の種類と諸経費、③その

データに対する満足度、はどんなものかとい

うことです。

一番目の介護力と公的サービスですが、介

護力が満たされているという家族の方が14

名、不足しているが13名で約半数の方が不

足ということになっています。また介護力が

不足しているというご家族だけでなく、両方

含めて公的サービスを受けているかどうかに

ついては、受けている方が11名で、あとは

受けていないという結果でした。

公的サービスとはどういうものかというこ
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みました。一番遠くは、諏訪湖の北で152m，

141m、日立の114m、神奈川県の104mと非

常に遠方から見えているということが分かり

ます。平均は44,5m･埼玉県内でも5～50"

と幅があります。また緊急時に入院先が確保

されているかどうかについては、長野県の二

人は近くの病院に行っていらっしゃると思い

ますが、 114mの方、 104血の方は実際に急病

になった時に、どのように対処されるのかと

いうことが心配なことであります。

次に、生活の満足度については、何とか大

丈夫という方15名、負担が大きく良くない

という方9名。緊急時には不安であるという

方が12名もいらっしゃいました。

まとめますと、在宅の場合は介護力が不足

していること、また在宅の呼吸器を使用して

いる患者さんは経済的負担が大きいというこ

とと、かなり遠くから受診されておりまして

具体的に緊急時の入院先が確保されていない

ということが問題点ではないかと思います。

次は入院患者さんについてですが、この値

は7月1日現在のものです。ドシャンヌ型が

73名、ベッカー型が9名、先天性の患者さ

んが3名、緊張型が17名、肢体型が4名、

顔面肩甲上腕型が5名、計111名の患者さ

んが入院しています。年齢は10歳代が30

名、20歳代が51名です。20歳代以上が

81名です。呼吸器を装着している患者さん

は、体外式が29名、鼻マスクの患者さんが

11名、気管切開して呼吸器を付けられてい

る患者さんが5名です。機能障害度別には、

歩ける患者さんは10名、手動車椅子が21

名、電動車椅子が55名、ベッドに寝たきり

の患者さんが25名です。

先ほど、医療の立場からということで医師

の立場ではないということを強調しましたの

は、いろんな職種が共同して一人の患者に専

門性をもって係わりあって行くということで

看護婦、PT、OT、保母・指導員、栄養士

ソーシャルワーカーの方たちにアンケートを

行いました。その内容は、まず現在の問題点

（生活の充実のことでどんな問題点があるの

か各職種でどんな問題を抱えているのか）2

番目にその問題点の解決策は何か、そして3

番目に、今後の方計はどうなっているのかの

3点についてアンケートを行いました。

まず看護部門ですが、病棟の生活空間、機

能性があまり良くないところもあるというこ

とでした。では今どのように解決しているか

と言いますと、機能性つまり使い安さですが

その状況に対応して上手にやっていますよ、

と、婦長が言っていました。次に、病気に対

してですが、特に重症化してきている、また

呼吸器を付けている患者さんが非常に多いと

いうことが問題でした。どうやってここを乗

り切るかということですが、電動車椅子に呼

吸器を付ける、それから呼吸器の確保ですが

体外式の人工呼吸器を付けている患者の内で

鼻マスクにしたいと言っている患者が6名。

6名のうちの1名力猜状が急変して鼻マスク

はだめで、結局気管切開をしたので、5名の

患者は鼻マスクにしたいと言っているが、な

かなか病院では確保されていないという現実

があります。今後もやはり同じように病院に

対しては訴えていかなければならないと思っ

ております。

次に、人工呼吸器とQOLのことですが、

24時間体外式の人工呼吸器を使っている患

者12名（内2名は治療のため）と気管切開

患者ではQOLが非常に落ちるということが

分かります。ですから特に体外式の人工呼吸

器で24時間やっているとどうしても動けな

いので、車椅子に座って体外式をするという

ことは不可能ですので、どうしてもQOLが

落ちてきます。ですから出来たら他の呼吸器

へ移行していく必要があると思います。

次に病棟の機能性について調べてもらいま

した。一人当りの敷地面積がどのくらいかと

いうことです。東埼玉病院の筋ジス病棟は4

個病棟で、その敷地面積は715,61～729,60ITf
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で、一人当り23,78㎡だそうです。4人部屋、足しているということです。

6人部屋が基本的にあって4人部屋を3人で 心理面では精神的援助が不足していること

使っても呼吸器があって場所を取り、さらに より、ケースワーカーやカウンセラー等の専

その他に車椅子が入ってくるので、これが一門家方に見ていただいて、もう少しバックア

番広いけれどもそれでも9,6㎡しかない。も ツプしなければいけないと思います。

う少し広くする必要があると思います。 学習面では外出とか卒業後の生活をどうす

次に保母・指導員、ソーシャルワーカーの るか、今から始めて行かなければならないこ

意見です。心理面、一番大変なところですが とはうちの病院でも同じです。ご家族に対し

精神的援助が欠けているということです。でては面会をもう少し多くしていただきたいと

は、今どういうふうにしているかと言いますいう希望があります。次に入院から在宅へと

と、ボランティアの協力を得るとか合同カン いうことですが、在宅に帰りたいという患者

ファレンスをしているというの力現実です。 さんもいるわけで、しかし本人と家族の間で

今後はカウンセラー、専門家が必要だと考え家族にとってみれば愛情はありますがいるん

ているそうです。学習面では、外出とか卒業な間題があって、葛藤があり、本人も家族に

後の生活をどうするかということですが、や対して帰りたいけれども遠慮がありなかなか

はり、ボランティアとパソコンが大事だとい帰れない。そこで、種々の家庭生活での問題

うことです。これは今後も同じだということ 点を解消するためにも公的サービスが求めら

です。家族に対してですが、病院側は、片方れているところです。あと合併症に対して、

で見ていますので失礼かと思いますが、面会呼吸不全、心不全、肺梗塞については長くな

が少ないというふうに職員はみています。 りますので割愛させていただきます。ご静聴

次は、PT，OTですが、問題点は体幹変有難うございました。

形、四肢拘縮、胃部癖痛などをどうするかと 山田どうも有難うございました。先生の

いうことですが、理学用具とか装具の改良がお勤めになっている東埼玉病院の内情と患者

なされているようです。機能低下に伴う精神さんのそれにまつわるQOLのいろんなお話

面をどうするかということでは意欲の向上のでございました。皆さんからのご質問は後で

工夫、特にグループワークをやっています。 お伺いしたいと思います。次に教育の立場か

最後は栄養面ですが、固形食と形態調整食 らお願いいたします。

の二つに分かれておりまして、固形食では嗜 吉備私が教育の立場からお話するのはお

好の片寄りと食べ残しということ、売店から こがまし過ぎるかなと思っています。筋ジス

物を買ってきて食べるということが問題点のの教育に携わったのは5年くらいで､その間

ようです。そこで、なるべく患者の意見を採教頭ということで、実際に子供に関わる時間

用していると栄養士の方は言っております。 は少なかったのですが、病院の治療の関係と

調整食は、きざみやミキサー食ですが、食べか、少し客観的に子供を見るとかは出来たの

ていただく時間力漣うために温度の管理が問ではないかと思っています。私としては、当

題です。つまり呼吸器患者の場合、 1部屋に時考えていた「意義深く生きる」こととはど

4人居れば4人が一度に食べるわけではなく、 ういうことなのか、ということ力顕の中にこ

1人に1人が対応しているわけでないので時びりついて離れなかったのでが、昨日から今

間がずれるのが困っているそうです。 日にかけていろいろなところでQOL、生き

入院の問題点をまとめますと、生活空間が甲斐論、障害対応をどうするか、日々の意欲

狭い、また、病気の重症化に伴い呼吸器が不をどうするかとか自立をどのようにしていく
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か、その辺が大きな問題になってきていると というところがあります。私が関わっていた

いうことで、少し自信をもってお話しできる 頃、 15歳の命と言われていた筋ジスの子供

かなという気がしております。 たちは、今は20歳、30歳代で気管切開し

この筋ジストロフィ－の教育は｢はじめに」 た方もおられる程延命されております。だか

のところに書きましたように、昭和35年に らこそ生き甲斐を持ってしっかりと淫”に

筋ジスの子供を抱えたお母さんが肢体不自由 向き合って生きていくそんな生き方が必要に

施設で、障害の回復・改善を目的とするこのなってくると思います。

施設には合わない、という理由で断られたの 発達途上にあるということは、はじめから

です。今、福祉の考え方が変わってきており 子供が生き甲斐をどこに置くかなどは考えら

ますけれど、その当時は身体障害者福祉の考れないということです。また、今日卒業だか

え方は、更生して自立するということでした。 らこれからの生き甲斐を自分で考えなさいと

そして国立療養所にいきましたら、 「病院は言われても、急に生き甲斐とか生き方を考え

疾病の回復を図る」ところであるということ られるものではない。これはやはり、たとえ

で断られた。現在は病院の機能も変わってき ば筋ジスの子供であればその発生のときから

ていますが、当初はそういう考え方でした。 その人生がほとんど教育期間であることを考

ところがそれから30数年経った今は、国連えて、教育が負うべきことが大切だと思いま

の中でノーマライゼーション、人間としてのす。つまり、教育期間の中で生き甲斐、生き

自由権、平等権というノーマライゼーション方、生と向かい合う生き方を子供と一緒に考

思潮が、自己決定、選択権という考えがどんえて、それをしっかり作り上げていくという

どん高まってきています。30数年間の改革 ことが望まれていくのではないかと思います。

は随分大きいと思います。必然的に教育の中 発達課題と教育課題ということについては

でも質が変わっていく必要があります。最終子供の詩集とか句集、刀根山養護学校では詩

的には教育とは蜜人間的な生き方を確かにし集、作文集を作るということの他に弁論大会

ていく力を育てる”ことです。人間的に生き などを通しての、日常生活の係わりの中から

る力をどう確かなものにしていくかが教育的私なりに筋ジスの子供の発達と教育というこ

な関わりの大きな部分ではないかと思います。 とでステージを考えて、そのステージ毎に、

その中で今変わってきているのは、生き方、 死と対決するのではなく、発達途上の子供た

自立、生き甲斐をどう考えていくかというこ ちですから、いかに生と対決するかという姿

とです。 勢の問題を解決していく必要があるのではな

今高齢化社会になって生き甲斐論や生き いかと考えておりました。

方などが話題にのぼっていますが、少し観点 時間がありませんので細かいところまでお

力鍾いますのは筋ジスの子供たちは発達途上話できませんが、レジュメの最後のとこるに

にある、発達の過程にあるということなんで生徒の作文の一節を引用しておきました。

す。そこをしっかり見極めながらその上で、 《私の目指すものは、特別なものではあり

教育の中でどういう役割の果たし方ができる ません。誰もが生きている社会の中の一

かということを併せて考える必要があると思 人の人間としての望みです。ごく普通の

います。私も長い間生きておりますけれども ことが私には光って見えるのです。》

いろいろ先延ばし先延ばしで、今になって自 これはまさに全身的生存権、人権を声を上

分の生き方をどうするかと迷っているところげて訴えていると私には思えます。これに対

もあります。何となくフラフラと生きてきた して私達は教育の中でどう答えていくのか、
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生き方や生き甲斐をどう援助していけるのか。

教育関係者が福祉、保護者、医療の方々と共

に話を深めながらそういう教育がどうあるべ

きかを真剣に考えなければならない段階にき

ていると思います。 医療との連携というこ

とが言われておりますが、私は連携という前

に教育の中で果たすべきことが多くあり、そ

のことをしっかり果たした上で連携していく

という姿勢が基本的に必要なのではないかと

思っております。

今度の中教審は21世紀を展望しての教育

のあり方ということで、家庭は全ての教育の

出発点で、生きる力の基礎を育成するところ

だと明確に述べております。そして学校救育

でも生きる力を育むことが次代を担う世代に

必要だとしています。筋ジスの教育の本質が

《生き方を中心に置く》ことにあるとすれば、

一般教育にも範になることがたくさんあるの

ではないかと思うんです。この点からも、生

きる力を伸ばす教育とはこういうことだとい

うモデルを示していけたらと思いまして、私

の考えを述べさせて頂きました。

山田どうも有難うございました。教育は全

人格的な、その人の全てを表すものであって、

それを教える、或いは一緒に考えるというこ

とが非常に大切なものでありますが、教育だ

けでなく、言われましたように連携ですね、

他の施設との関係、社会機構との連携も非常

に大切な一因として教育の中に関わっていく

問題だと思います。そういうことを含めて最

後になりますが福祉の関係からお話をお願い

いたします。

滝沢皆さん筋ジスのことをよくご存じの方

ばかりがお集まりですが、私はたまたま今回

ピンチヒッターのような形でお話をすること

になりました。私は横浜に在宅障害者援護協

会（在援協）という障害児や障害者の個人の

暮らしと家族の暮らしを支援する団体で仕事

をしています。

今回のお話があったとき考えましたことは、

筋ジスのお子さんを支援するというよりは、

様々な障害をもっている人を支援する中に、

たまたま筋ジスの方がいらっしゃる、もっと

言えば、知的障害とか運動障害と言われる肢

体障害の方の中に筋ジスの方がいらっしゃる

地域の中ではそういう認識で暮らしを支えて

いると言うことでした。

地域というのはAさんは足が悪いから歩け

ないというような感じで、筋ジスの誰々さん

ではなく、その人がいてたまたま足が悪い、

たまたま行動上に困難があると言う感じで、

その方をて見るというところがあります。私

のコーディネーターという仕事は、障害を持

っている方を地域政策として支援する、つま

り障害者本人や家族はいろんな制度や公的サ

ービスをいかに活用して地域で生活していく

かということになりますが、それをなかなか

活用できないとか制度を知らない場合に、本

人の側に立って調整をしていくという役割を

していることが多いのです。私の関わりの中

で小さい頃から存じている方は毎年新しいグ

ループが出来て、もう10数年来支援してい

ますので、その中にお子さんがいると、例え

ば就学問題が上がってきた時に、初めは筋ジ

スということで家族は動揺していますが、そ

の中で軽度の知恵遅れがある場合と知的遅れ

はない力渉行が不自由の場合、学校選択をど

うするか、養護学校にする力特殊学級にする

か、普通学級にいくのかと言う問題が起こっ

てきます。その時、兄弟姉妹の事や家族の状

況を見ながら、どこの学校を選んでどういう

生活をしたらいいのかという相談を受けるこ

とがあります。その時の主たる問題は肢体不

自由のお子さんに対する教育制度ですね。

普通学級に入っている場合、横浜では介助

員制度が出来ているんですが、その運用が問

題になることがあります。先ほど、昔は割合

学枚の先生力瓢やかというか大ざっぱだった

というようなお話がありましたが、今は、介

助員はここを介助して欲しい、ここは指導に
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関わる内容だから介助員が介助してはいけな

い、今回もプール介助の問題が起きてきまし

た。それは脳性まひで小学校に入ったばかり

の二人の子供に、プールは指導は教員がやる

もので介肋員が手を出してはいけない、介肋

員ができないので親が入ってくださいという

話になったわけです。そこで、プールに入っ

てくれるボランティアを捜しました。

例えばこういうような問題とか、学校への

送迎とか、家族がともに暮らしていくのに疲

れた場合、どんな制度を活用したら本人も豊

かに生活し、家族も豊かに暮らせるかという

ことなどの支援をしているわけです。その中

で卒業後の問題があります。横浜には地域作

業所は人口330万で89ケ所あり、地域活

動ホーム制度を加えると全部で105ケ所あり

ます。その中に肢体不自由の方が多く行って

いる作業所があり、筋ジスの方もいます。そ

の内容が、より生活を豊かにするという意味

で障害を持っている方一人一人に対して対応

するように変わってきております。どうして

も行き場のなかった数年前、筋ジスの方を含

めて何人かが作業所を考えたいというときに、

病気のことがあって体調の変化にどこまで関

われるかということが問題になりました。そ

の時には人数が少数でしたので送迎の問題と

か、介助の問題で支援しきれないということ

がありました。

最近の問題として、ある地域で知的障害の

方と重複性障害の青年学級をやっていますが、

その青年学級でお風呂に入れられないかと考

えて、ここ1年くらいそれを市と交渉してき

ていますが、その中に自宅で風呂に入れるの

に家族の介護が大変だという筋ジスの方の名

前があがりましたが、条件が整えば一緒に参

加すること力呵能なんだろうと思います。で

すから私の仕事としては地域で暮らす障害者

がいて、その中に筋ジスの方がいて援助が必

要であればそれに対処していくというふうに

考えています。特に筋ジスの人のためにとい

うことではなくて、肢体不自由の方の為の制

度がよくなれば当然そこにも関わってくると

いうように今思っています。それ程沢山の方

に出会っているわけではありませんが、地域

の中で仕事をしていますと、いろいろな相談

の中に筋ジスの方もいらっしゃるということ

です。ただ、横浜の場合は地域で暮らすとい

うことが、ここ20年当り前ということにな

っていますので、幼稚園、保育園、学齢期も

地域で暮らします。

そこで一つの問題としては、障害を知らせ

るというか、病気を知らせるという機会をど

の段階で持つのがいいのかということが、本

人に対しても、家族に対しても欠けるように

思われます。これは筋ジスの方だけでなく、

肢体不自由の方にも知的障害の方にも同じよ

うに一緒に地域で暮らすということはそれは

それでいいのですが、例えば私が女性で男性

と違うということをどこかで認識していくこ

とが必要なように、障害をもっているという

こと、病気をもっているということを知るこ

とも必要なんだろうと思います。そして、そ

れに対するサポートが出来ていないと、現場

で仕事をしながら強く感じているところです。

このことをどこかで伝えていく役割も重要な

のではないかと思っています。

山田有難うございました。福祉介助の問

題点を中心にお話をして頂きました。

一口に筋ジスと申しましても患者の家族環

境、あるいは病気のステージ、性格、年齢等

も関係するということで全てが一つに纏めら

れるわけではないのですが、4人の方のお話

を聞いて共通して問題にされているのは心の

ケア、精神的な問題、それが土台になって自

立というものが芽生えてくるというような気

が私はしました。時間が15分程あるんです

が、まず4人の先生方にそれぞれ質問があり

ましたら、まずそれをお聞きしたうえで、そ

の後ご意見をお聞きしたいと思います。どな

たかいらっしゃいましたらどうぞ。
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やはり私には全然分からないのですが、これ

から考えなければならない問題だと思ってい

ます。もしそのような事例や問題に対応され

たケースなどございましたらお聞かせいただ

期待と思います。

山田吉備先生いかがですか。

吉備これは何も筋ジスの子供だけでなく、

障害をもっている子供たちすべて力避けて通

れる問題では決してない。でも、私達はある

部分で目をつぶって来たのではないかとも思

います。

これは《生きる》という問題と同じレベル

のもので、その子供の能力なりに、その子供

のレベルなりにきちんと答えてあげることが

必要だと思います。具体的には難しい問題で

どのように指導したかは、むしろフロアの方

たちにいろんな経験がおありなのではないで

しょうか。

山田現場におられる先生方にご経験とか

コメントがあるのではないかという気がしま

すがいかがですか。私事ですが、私の息子が

青年期を迎えて病棟で暮らしていたのですが

中学生の頃作った詩で「恋」というのがあり

まして「恋はいいな恋という字がいいな」

ということを言っていて「愛はどうも面倒臭

くて嫌らしいな愛はどうも眉唾ものだ恋

はいいぞ」というような事を詩にしたものが

あるのですが、肉体的な欲望も頭の中で昇華

しているのではないかと私は思っています。

実際に肉体的にどうだったのか息子であって

も分らないのですが、何かそういう昇華の仕

方をしてきたように思っています。

河端筋ジス協会の河端です。こうした問

題を私達の筋ジス協会でも度々話します。在

宅の場合には父親が男の子に教えよう、女の

子には母親が教えよう、療養所に入っている

場合には、朝夢精していることもあるので、

パンツを汚してもいいんだよ、恥ずかしくは

ないんだということをまず自覚させることで

す。これは、看護婦、指導員、保母さんたち

石川先ほどの、車椅子に呼吸器を付ける

お話しですが、どの程度出来ているのか、こ

の間子供が車椅子に酸素ボンベを付けて、呼

吸器と吸引器を付けて40分程かかって帰っ

てくるのに、もし渋滞すると50分し力持た

ないということでバッテリーも積んで、3人

の職員の方がついてきてくださったんです。

それで、先ほど言ってらしたので、それが

どの程度できるのか容易にできるようであれ

ば、外出の機会が増えるかなと思いますので、

車椅子に呼吸器を付けることについてもう少

しお話して欲しいのですが･

田村下志津病院の川井先生が発表された

中では、鼻マスクの呼吸器を実際に付けて横

にバテリーを置いて、呼吸器を付けたまま外

に出ている写真がありました。気管切開をや

って人工呼吸器を付けていけるかどうかです

が、外国からそういう患者も日本に来られて

います。東埼玉病院では具体的にやっている

方はいませんが、すぐできる状態にはなって

います。つまり車椅子の改良だけの問題です

ので、あとはバッテリーさえあれば何とかな

るんではないかと思っています。バッテリー

があれば車椅子に呼吸器を載せてそのまま外

出もできると思います。

石川ありがとうございました。

山田他にございませんでしょうか。今日

の参加者の方はおそらく教育関係の方か多い

のではないかと思いますが、今日は教育以外

の3人の方もきておられますので、是非いろ

いろな立場からご意見あるいはご質問をお受

けしたいと思います。

岡本神奈川県立鎌倉養護学枚から参りま

した岡本と申します。筋ジス児のQOL、 ト

ータルな対応、ケアーを考えた場合に避けて

通れない問題の一つに性の問題があろうかと

思います

特に少年期から青年期にかけて機能が減退

し､一方、性的成長・成熟を抱えております。

この心理的な処理、そして実際の性的処理も
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が人間として大人になったんだよということ ております。7億円に近い研究費があります

をやさしく教え、指導しています。 教育の場合は、6年位前まで、筋ジス教育研

私の子供は、珍しいみよし型のドシャンヌ 究会力海年開催されまして200人くらいの

型筋ジスと言われましたが、女性であるから 会員、先生方、保護者の方が参加しました。

には生理になりました。私がどうしても外に今は全病連といって全国病弱虚弱教育研究連

出なければならない時には父親が生埋の始末盟に吸収されてしまいましたので、今日の会

をしました。知的障害とか自閉症の女の子を合は非常に有意義だと私は思っています。

抱えた場合にはお父さんもトイレにいかなけ 今お話ししましたように、筋ジス協会には

ればならないのです。一番困ることは、 トイ 研究班があって、今研究はここまで進んでい

しが男性用女性用と分かれている場合です。 るということを親も患者も知って欲しいんで

今は障害者用トイレがどこにも出来ましたの ．す。私は日本の研究班の一番素晴らしいこと

で、父親と入っても母親と入っても誰も不審は、毎年1回行われる研究発表会で、一つの

に思わなくなり、良い世の中になったという 療養所で患者にとっていい治療法ができたと

ことが私ども10年間くらいの感想です。 いう発表、ある病院から素晴らしい人工呼吸

また子供たちが詩に恋とか愛とか、あの人器が開発されて延命効果があったという発表

が好きこの人が好きと詩に寄せて表現していがあると、27ケ所全部の病院の先生方がそ

ます。また現実に好きあって交際をしている の研究を進めるのです。一つの病院でいい発

人もいますが、私達は暖かく見守るしかしか表がありますと、あるいは外国でいい発表が

しようがないんじゃないでしょうか。結婚すありますと、日本全国の療養所がそれを取り

る人もあります。皆さんが想像して筋ジスの入れて延命効果を図る。そういうわけで非常

あの身体で果たして結婚できるんだろうか、 に研究が進んでおります。これは生きる力の

あるいは性交渉ができるんだろうかと、私も 基本的なことだと思っています。研究がなか

想像できないこともございますが、しかし彼 ったならば、私達は生きる張り合いがないと

等、彼女等はそれを克服して結ばれていくん言っても良いくらいです。明日にも研究の成

でして、お子さんが生まれる場合もあります。果があるかもしれない。そう言う希望を持ち

それは一人一人の考え方に委ねられ、家族やながら私達協会は会員として登録していただ

回りの支援する方々に暖かく見守られて生活いて、研究は自分たちの力で解明して貰うん

している例は沢山あり、非常に嬉しく思ってだ、誰かがやってくれるんじゃない、やはり

おります。これは20年前には考えられない私達筋ジスの患者自身が、親自身が、研究者

ことでした。素晴らしいと思っております。 自身が一生懸命それを開発していくんだと自

それからもう一つ。滝沢さんのお話の中に、覚して運動を進めております。

自分の病気を認識しなければならないという 山田どうも有り難うございました。締め

ことがありました。確かにそうなんですね。 の言葉を河端さんに言って貰ったような気が

例えば筋ジスがどういう病気なのか、どこま します。他にも沢山ご意見があると思います

で今研究が進められているのか、将来的には 力塒間がまいりました。今回は筋ジス患者の

どうなのかは大切なことです。 生活の充実と言うテーマで、お話しをして頂

私どもは全国的組織として筋ジス協会を作 きましたが、今回は蒔かれたばかりの種です

っておりまして、まず取りかかったのは療育のでこれで終わりというわけではないと思い

です。次は教育でした。療育の場合は筋ジス ます。次回はこの蒔いた種が少しでも実った

トロフィー研究班が厚生省主管で委託でやつ 形で進展していくことを願って、不足でござ

いましたが私の司会を終わらせて頂きます。
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声 障害をもって生きること

名倉由紀子

ような気がします。この時から中学校を卒業

するまでの8年間は心安らぐ日々を過ごすこ

とが少なく、 トゲトゲしい言葉しか発するこ

との出来ない毎日を過ごしていました。その

当時を両親が語る時は必ずと言っていいほ

ど、 「精神病にでもなるんじゃないかと思っ

た」と言います。この当時、なぜこんなにも

自分が苛立っていたのかは、今振り返っても

その適切な答えは見つかりません。ただ、一

つだけ言えることは、親元を離れての生活が

当時の私にとっては、最大に悲しい出来事だ

ったと言うことだと思います。年々動けなく

なる自分の身体への苛立ち、自分の障害を受

容することが出来ないまま、症状だけは確実

に私の身体を動けないものへとしていく、そ

んな一番辛い時期に一番頼りになるはずの両

親が近くにいない、一般的な家庭には当り前

の風景が『障害』をもったばかりに私には与

えられなかったのです。とは言っても、私は

まだ恵まれていました。私と弟の病院入院と

同時に両親は、私達が所属している障害者団

体の事務所の管理人として、病院から目と鼻

の先にある所へと引っ越してきたので、 「親

元を離れて」と、ものすごく遠くに離れてし

まったかのように言っていても、実は毎日で

も顔をあわせられる距離にいたのです。両親

にしてみれば「こんなに近くにいるのに、ど

うして淋しいなんて思うんだろう」と思って

いたかもしれませんが、私にとってはその距

離が遠く遠く感じたのです。そんな淋しさの

中で過ごしてきたこの頃が、障害者である自

分に自信がなく、嫌いだった時期でした。

しかし、そんな思いも高校生になった頃か

らずいぶんと変わってきました。それまで、

「障害があるから」と、自分が障害者である

ことを否定的にしか考えられなかった気持ち

私の病気はウェルドニッヒ・ホフマン病

(進行性脊髄性筋萎縮症）です。発病したの

は今から25年前、 3歳の時でした。 「進行性」

という名の通り、年齢と共に病気は重度にな

っていきました。この先も徐々にではありま

すが進行していくと思います。去年できたこ

とが今年はできなくなる、そんな不安な気持

ちをこれからも持ち続けながら生きていくこ

とは、障害歴25年になった今でも辛く苦しい

ことです。しかし、今、自分の『障害』を恨

むことはありません。むしろ、障害者として

の人生を楽しんでいます。

今回、 「生きること」をテーマに原稿依頼

を受けてから、どんなことを書こうかとずい

分悩みましたが、 『障害者』の自分を恨みな

がら生きてきた過去から、 『障害者』である

自分を好きになることができた気持ちの移り

変わりを振り返りながら、この文章を進めて

いきたいと思います。

私がまず最初に自分の障害を意識したのは

小学校に入学する前後でした。歩行がずい分

困難になり、立つのさえままならない状態に

なって、ようやく立つ姿勢を保持していた私

にとって、私のそばを通り過ぎていく人達は

『怖い』存在でした。なぜならば、ひとが歩

いて流れる空気にさえ反応して転んでいたか

らです。そのためか、普通小学校に通った1

年間を振り返った時、友達との楽しい思い出

よりも、体育の時間に皆と一緒に活動できず、

教室で一人淋しく過ごしている自分の姿の方

が思い出されます。

小学校2年生からは、 2歳下で私と同じ病

気を持つ弟の学校問題と私の身体の状態とで

養護学校に入りました。それと同時に病院に

入院、親元を離れての生活が始まりました。

この時に初めて親を恨み自分の障害を恨んだ
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から、 「障害があっても私は私」と、次第に

自分の障害を受け入れられるようになってき

たのです。そんな思いをもてるようになって

からは、今までの私とは180度違った毎日を

過ごすようになっていました。引っ込み思案

で人前に出るのがいやなばかりか、人前で自

分の意見なんてとても言うことができないと

思っていた自分が、高校2年生の終には生徒

会長に立候補し、生徒会のまとめ役として人

前でも平気で話しが出来るようになるまでに

なっていました。障害を受け入れることが、

自分への自信につながり、毎日の生活までも

常に前を向いて過ごせるようになってきたの

でした。そして、そんな思いを抱けるように

なってからの日々を思い出す時は、暗く辛い

思い出ではなくなりました。これは、今流行

りのプラス志向の毎日を過ごせるようになっ

たからだと思います。しかし、そんな簡単に

楽天的な毎日を過ごせるようになるほど「障

害をもって生きること」は、簡単なものでは

ありません。いくら楽しい毎日を過ごせるよ

うになったと言えども、それが本心からなの

かと問われれば、今の私でも「そうです」と

心からは言うことができません。

私の成長期に大きな影響を及ぼした病院で

の生活は10年続きましたが、養護学校卒業と

同時に退院し、現在は在宅で療養しながら、

私が所属している障害者団体の事務を手伝

い、そして、ある大きな目標を目指して勉強

をしています。

福祉に携わる方々のご努力で、ここ数年の

間に日本の福祉もずいぶん充実し、私達障害

者にとって過ごしやすい社会になってきまし

た。しかし、ハード面での福祉が充実すれば

するほど、私達にとって本当に必要なものが

陰を潜めてしまうような思いがしています。

私達にとって必要なこと、それは『心』のケ

アです。

今まで過去を振り返りながら、障害をもっ

て生きることに自信をもてるようになったこ

とを述べてきましたが、それはとても幸せな

ことなのかも知れないと感じています。私が

知る多くの仲間達は、自分の障害と身体だけ

でなく、心でも闘いながら人生のほとんどを

過ごしているのです。 「いつか治るんだ」と

願っていても、確実に進行していく自分の身

体と闘いながら、そして、それがいつしか

「あきらめ」と変わり、 「どうせ障害があるん

だから」と、ただ流される時間に身をまかせ

るだけの日々を過ごすようになっていくので

す。そんな毎日は生きることに対しての楽し

みや喜びばかりか、苦しみさえないと言って

も過言ではないと思います。私達のように重

度障害をもつ者達は、遅かれ早かれ何らかの

形で施設や病院での生活を過ごさなくてはな

らない時がきます。そのことを「毎日食べて

寝ての安心できる生活があるからいいじゃな

いの」と言う人もいます。医療の進歩で延命

できるようになった今、障害の重度化に伴う

親の高齢化で、 日々の生活さえままならなく

なってしまう人達がいる中、そう思う気持ち

も否めません。でも、障害のあるなしに拘わ

らず、誰にだって生まれてきた自分の人生を

楽しむことができるはずなのですから、障害

があると言うことだけで人生をもあきらめて

しまう生き方をしてはとても残念だと思いま

す。私達が毎日の生活を活き活きと過ごせる

強い気持ちをもてる、その為の『心』のケア

が今もそしてこれからも必要ではないでしょ

うか。

私も微力ながら、 自分の経験をいかして一

人でも多くの仲間達が『夢』を追いながらの

日々を過ごせるようになるための力になりた

いと思っています。そして、これからの社会

が福祉に対してさらに充実したものになるこ

とを願いつつ、この文章を終わらせて頂きま

す。
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〈寄稿〉 慢性疾患通院入院児の保護者が自宅療養で
困ることとその希望について

千葉大学教育学部非常勤講師 石橋祝

国立療養所下志津病院名誉院長森和夫

平成4年度の厚生省厚生科学研究費により小児慢性疾患児に対する中間施設の在

り方について研究した。その中で慢性疾患児の保護者の困ることとその希望につい

ても調査した。

1．調査方法
表1 疾患号u‐年齢分布

小児慢性疾患の医療を行

っている、主に関東甲信越

の国立療養所12病院と国

公立のこども病院9病院に

入院・通院している患児の

保護者を対象として平成4

年11月に郵送方式により、

調査を行った。

（有効回答728人）

2．調査結果

(1)疾患別の年齢分布

表1，図1のとおり患児

数はゼンソク、慢性腎疾患、

慢性心疾患、肥満症、悪性

新生物、内分泌疾患の順に言

は5～9歳に、心疾患はl～4街

(2)疾患別の発病年齢

図2のとおり、発病の年＃

慢性心疾患は0才に、肥満＃

患の順に多い。年齢分布では、腎疾患は10～14歳に、ゼンソク

患はl～4歳に、肥満症は10～14歳に多い。

年齢

発病の年齢は、慢性疾患児は5～9歳に、ぜんそくは1～4才に、

に、肥満症は5～9才に多い。

図2疾患別の発病年齢図1 疾患別の年齢分布
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性別

男 女

年 齢

0－ 1-4 5-9 10-14 －11

入
し

記
な

計 ％

悪性新生物 22 16 2 1l 8 12 5 38 5.2

慢性腎疾患 69 52 5 14 36 46 12 8 121 16 6

ぜんそ く 74 52 1 34 44 38 9 126 17 3

慢性心疾患 39 34 16 26 23 8 0 73 10 0

内分泌疾患 12 25 0 8 14 13 2 37 5 1

膠 原 病 10 12 0 3 6 10 3 22 3 0

穂 尿 病 6 8 0 1 1 7 5 14 1 9

先天性代謝異常 3 5 0 2 3 1 2 8 1 1

血友病等血液疾患 10 5 1 7 3 2 2 15 2 1

神経筋疾患 20 22 2 6 15 13 6 42 5 8

肥 満 症 45 21 0 5 19 41 1 66 9 1

心 身 症 4 10 0 0 2 10 2 14 1 9

不登校・登校拒否 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1

その他の疾患 58 59 15 39 39 22 4 1 120 16 5

記入な し 22 12 31 31 4 3

計（人数） 394 334 42 156 213 224 53 40 728

％ 54.1 45.9 5.8 21.4 29.3 30.1 7.3 5.5 100.0
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(3)入院について

3ケ月以上の入院は、慢

性腎疾患、ゼンソク、悪性

新生物、肥満症、慢性心疾

患の順に多い。 （表2）

最近の入院の期間では、

ゼンソク、慢性心疾患の7

日以内が最も多く（23．4

％）3ケ月以上(22．0％)，

2ケ月以内（18．0％)の

順である。 （表3）

(4)現在の生活状況

全く普通の生活をしてい

るものが65．2％､生活規

制のあるものが34．8％

あり、運動と食事の両方と

も制限されているものが最

も多い。

（5）自宅療養で困ること

自宅療養で困ることがあ

ると答えた人が49．7％

あり、発作および病状増悪

の心配、充分な療養指導が

できにくい、共働き家庭、

経済的負担、人手がない、

家庭に病弱な人がいる、の

順に多い。 （表4， 5）

(6)疾患別の中間施設利用

の希望形態

退院後、又は通院中の現

在、心身の健康回復のため

に、病院以外の施設を利用

したかという設問に答えて、

利用希望者は全体の22.9％

あり、その中デイケアーの

希望が53．7％、3ケ月以

内の短期入所が17．4％、

親子合宿が16． 1％であ

る。疾患別では、ゼンソク

が最も多い。 （表6）

＝つう＝
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3ケ月以上の入院

ある ’ なし

妓近の入院

ある ’ なし

入院中

悪性新生物 30 4 34 3 26

慢性腎疾患 76 45 84 36 60

ぜんそ く 41 84 78 47 54

慢性心疾患 23 50 48 24 26

内分泌疾患 3 34 14 23 7

膠 原 病 17 5 16 6 10

糖 尿 病 7 7 8 6 6

先天性代謝異常 5 3 8 0 1

血友病等血液疾患 6 8 9 5 3

神経筋疾患 10 27 26 16 16

肥 満 症 26 38 39 27 28

心 身 症 8 6 11 3 10

不登校･登校拒否 0 1 1 0 1

その他の疾患 32 88 73 47 37

記入な し 11 14 15 10 10

計（人数） 295 414 464 253 295

％ 41.6 58.4 64.7 35.3

l-7E

人院期 間

8－ル 15~1 22~I 2ケ’

■一一F●●●－－■

明以

記入

なL 計

性新生物 2 2 0 0 0 7 2 13

慢性腎疾患 3 9 1 1 5 7 4 30

ぜんそ く 7 7 0 1 3 3 6 27

慢性心疾患 7 0 3 3 10 2 6 31

内分泌疾患 2 0 0 1 1 0 2 6

膠 原 病 0 0 0 0 2 3 3 8

糖 尿 病 0 0 0 0 0 1 1 2

先天性代謝異常 2 0 2 1 3 0 0 8

血友病等血液疾患 1 1 0 0 3 1 2 8

神経筋疾患 5 2 0 1 1 2 0 11

肥 満 症 3 1 0 0 0 7 3 14

心 身 症 0 0 0 0 0 2 0 2

不登校･登校拒否 0 0 0 0 0 0 0 0

その他の疾患 13 5 4 0 8 10 0 40

記入な し 3 1 0 0 1 0 0 5

計（人数） 48 28 10 8 37 45 29 205
％ 23.4 13．4 4.9 3.9 18．0 22.0 14.1 100.0



の中間宛詮禾u用の希望奉謹
(7)自宅療養やアフターケ

アについての要望

医療内容や療養生活全般

にわたり、いつでも気軽に

相談ができ、指導してもら

えるところがあるとよいと

希望する人が最も多い。ま

た、病院と密接な連携体制

のあるアフターケアないし

リハビリ施設を設けてほし

いという声も多い。 （表7）

－以上一

表5自宅鐸までE回
る二と（その2）

表7 1塁産塞謹』尼一犀麗墜看‐希望
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長期療育

4ケ月以上

短期療育

3ケ月以内

昼間療育

デイケア

親子

合宿

利用

しな↓、

記入

なし

悪性新生物 0 3 6 0 18

慢性腎疾患 3 10 11 7 73

ぜんそ く 7 8 22 9 61

慢性心疾患 1 4 17 5 39

内分泌疾患 1 1 6 0 25

藤 原 病 0 1 4 1 11

穂 尿 病 1 2 2 0 5

先天性代謝異常 0 0 1 0 6

血友病等血液疾患 0 0 2 1 10

神経筋疾患 4 1 8 2 18

肥 満 症 3 1 8 6 29

心 身 症 0 0 4 1 8

不登校･登校拒否 0 0 0 0 1

その他の疾患 6 7 22 2 70

記入な し 2 0 4 1 16

計（人数） 28 38 117 35 390 120

％ 12．8 17.4 53.7 16.1

(7)その他の内容の主なもの

①調理と食事指導の離しさ 12

画讓藤:轍庭蕊葺藻貿X
③成長の遅れ､外米で感染し
やすい､弟妹がいて通院・面
会に困る 各3

④将米の不安､よく服薬しな

い､病院まで遠距殿 各2

⑤梢神面の対応､病頴の不足、

手術後の注意､本人への鋭明
や告知､雨の日の通院､家庭内
の人間関係､漂境整備(よく掃
除が出来ない)教育の遅れ､社
会人になってからの通院、将
来の経済的負担、海外に戻る
ときの不安、学校側の無理解
(疾病に対する） 各1

入院 通院 計

医療・療養生活の相談､指導・福祉・教育の充実

(常設相談室､勉強会､親子合宿､幼児教室を含む）

22 43 65

病院と連携するアフターケア施設、 リハビリ施設

の設瞳 （デイケア施設、運動施設を含む）
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すこやかな明日をめざして

病気を治しながら学びたいあなたへ

横浜市立二つ橋養護学校 森本 晃

1 ．はじめに

本校は横浜市の西北部、相鉄線の「三ツ境」

駅から徒歩12分、近くには瀬谷市民の森や

二つ橋小、東野中、瀬谷高、三ツ境養護学校

もあり大変環境のよい立地の中で、横浜市小

児アレルギーセンターに隣設されている。

本校は昭和23年に横浜市二つ橋学園が設

立され、同時に横浜市立瀬谷小学校二つ橋分

校として設置された。当初は小学部5年と6

年生の結核児童のみが対象で、児童43名教

員3名で発足した。その後、34年に全学年

を対象とするようになり、児童数も増加し、

38年には、結核児童が減少したために、対

象を気管支喘息や腎疾患などの慢性疾患にま

で広げ児童数は109名を数えた。昭和41

年に横浜市立瀬谷小学校二つ橋分校が横浜市

立二つ橋養護学校に改組、また、 54年には

養護学校義務制施行により中学部及び訪問指

導学級設置、56年に横浜市二つ橋学園は横

浜市小児アレルギーセンターと改称されると

共に、横浜市民病院内に院内学級を設置、ま

た平成6年に横浜市立大学付属病院にも院内

学級を設置し現在にいたっている。

2．在学児童生徒の概況

本校では児童生徒が、気管支喘息等のアレ

ルギー性疾患・腎臓疾患・合併症のある高度

肥満等の慢性疾患を有するものが中心であり、

医療管理のもとで一人一人の症状や特性に応

じた教育を行っている。また、在籍期間は原

則として6ケ月以上1年前後である。

前籍校は概ね横浜市内の小・中学校である

が、一部市外からも入院、転入学している。

児童生徒は幼児期より入退院を繰り返すな

ど生育歴上の諸事情が生活の各面に影響を与

えている場合もあり、日々の病状把握と共に

指導上配慮すべき事項は少なくない。

一般的傾向としては、長期にわたる療養生

活により、消極的・内向的な態度が見られ、

また、社会性や自立心等の育成が望まれる場
合が多い。

学習面においても、上記の理由による学習

空白等と共に、転入学時期が個々に異なる等

個別指導をはじめ、指導形態の工夫が必要で
ある。

また、 「院内学級」 「訪問指導学級」の在

籍児童生徒は病種や病状もそれぞれ異なり、

医療関係者と密接な連携のもとでの指導が必
要である。

3．職員・児童生徒・疾病等の実態

(1)職員構成（平成8年4月5日）

(2)児童生徒数（平成7年度延人

(3)疾病等

4．本校の教育目標及び方針

通常の小・中学校に準じた教育を行いなが

ら、健康回復への知識・技能・態度・習慣を

養い、社会の一員としての自覚をもつ、心豊
かな児童生徒を育てる。
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⑤勤労生産・奉仕的行事（10．5時間）

(3)交流教育

本校に入学してくる子供達は、前籍校にお

ける適応状態がよくない例が多い。また本校

在学中も、生活空間が狭く閉鎖的で、他から

の刺激に乏しい環境に置かれている。そのた

め、社会性を始め、さまざまな面での発達に

ひずみが生じがちである。そこで、子供達の

生活経験の拡大を図り、大きな集団への適応

に自信を持たせるとともに、周囲の人々に、

＠病気に負けない明るい子 （健康･明朗）

＠粘り強くやりぬく子 （根気･努力）

＠何事にも進んで立ち向かえる子(勇気･自立）

＠やさしく思いやりのある子 （愛情･寛容）

＠仲良く協力しあえる子 （友情･協力）

以上の子供達を育てるための指導方針

(1)病種や病状を把握し、常に健康回復を配

慮した教育を行う。

(2)長期入院による生活環境を配慮し、心豊

かな人間関係の育成に努める。

(3)能力・適性・学習の状況に応じた指導方

法を工夫・改善し、基礎学力の定着をはかり、

自主的な学習態度の育成に努める。

(4)職員は愛情と信頼を基底に、よりよい教

育活動を求めて創意・工夫と研修に努める。

(5)指導をより効果的に行うため、医療機関

及び家庭との協力・連携に努める。

(6)地域社会の人々に、病弱教育への理解と

協力を得られるように努める。

5． 日々の教育実践

(1)養護・訓練

本校の養護・訓鰊は特設養訓として週3時

間を設定している。また、指導は全職員が担

当している。病種別に第1グループ（喘息）

第2グループ（腎炎・ネフローゼ）、第3グ

ループ（肥満等）に分けて指導している。

敞右の表を参照

(9)学校行事

日々の生活に秩序と変化を与える学校行事

は、学校5日制の進行とともに大きく変わろ

うとしているが、身体に疾病をもつ子供達は、

精神面にもそれなりの改善点をもっています。

特に幼児期より、難治性の病に犯され苦しん

できた子供たちには大なるものがある。した

がって、慢性疾患の改善や刺Rとともに、心

理開放の立場からも、児童隼徒の主体的な相

互理解に基づいた人間関係の場として、本校

では大事な領域としてとらえている。

①儀式的行事 （12．5時間）

②学芸的行事 （ 8 時間）

③健康安全・体育的行事（26．5時間）

④遠足・集団宿泊的行事（24 時間）

◇主な活動内容例
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グループ 曜 主な活動内容

小底中

第1G

月
水
金

・心と体の柔軟性を養う運動

・走運動、リレー､その他

・ リズム運動､その他

小高

第1G

月
水
金

・各種運動と表現運動

● ｰミニバスケット

・走運動(ピークフロー測定）

小全

第2G

月
水
金

[病識・生活様式］

健康な体と病気、検査、治療

食事制限、生活規制

･体験発表、その他

[諸活動」

、

生産的→T作､木T,七宝焼､革工芸

文化的→ケーム､お楽しみ会､読書

体育的→ミニゴルフ、風船バレー

水泳、散歩、その他

小全

第3G

月
水
金

・ゲーム

･走運動

・エアロバイク(筋肉トレーニング）

中全

第1 G

火
木
上

･走る運動

・ トータルトレーニング

・バスヶッ I、

中全

第2G

火
木
上

[病識・生活様式」

春、夏、冬季の長期外泊の心得及び

反省、その他

[諸活動］

生産的･文化的→木工木彫､手芸､園芸

陶芸､七宝焼、革細T､写真

ワープロ､モザイク、その他

体育的→ミニゴルフ、バドミントン

卓球､水泳､野外観察､その他

中全

第3G

火
木
上

･走運動とエアロビクス

・エアロビクス

・バスケットボール(エアロビクス）



病気を刺Rしながら学ぶ子供達への理解と協

力を得ることを目的として、近隣校や復帰校

との交流に努めている。

①交流の相手

・校内一本校と院内学級､訪問指導学級

。近隣校一一小学部

一一中学部

。復掃校一一各児童生徒の前籍校

・その他一一地域の学校のクラブ･部活･市

内の作品展・ボランティア等

②取り組み

O本校と訪問指導学級 ・できるだけ学級

の一員として活動出来る場の工夫

0近隣校との交流

・本校の児童生徒が、健康回復に取り組み

ながら学んでいることを理解してもらう。

・自分たちと異なる障害をもつ子供への理

解を図り温かい気持ちで接することが出

来るようにする｡(三ツ境養護）

(4)人権教育

本校では､昨年度市教委の指定を受け､校内

の重点研究として「人権教育の指導はどのよ

うな場で実践できるかを研究し実践する」＝

差別・偏見を見抜く鋭い感覚の育成＝を研究

主題に掲げ，一人一人が教育実践を通して，

人権教育に取り組み一定の成果を上げた。本

年度も昨年度に引き続き「個々の人権意識を

高め、実践に結びつける取り組み」＝病弱児

教育の立場から人権教育をどのようにとらえ

たらよいか＝を研究主題として，現在かかわ

っている人権に関する諸問題を教育実践を通

して学校全体として取り組み、より充実した

ものとするため下記の研修を進めている。

①教育全般に関するもの

②こどもの権利条約に関するもの

③学習空白等「教育を受ける権利」に関

するもの

④交流教育に関するもの

⑤国際理解・協力に関するもの

⑥教職員と子供のかかわりに関するもの

(5)医教連携

本校は横浜市小児アレルギーセンターとの

相互理解における協力・連携が治療と教育の

効果を上げる最も大切な事として認識し、多
くの場を設定している。

《定例会》－－窓口を通さない

①医教連絡会

・アレルギーセンターと学校との行事の連

絡調整・諸会議の企画・運営に当たると

共に、協議事項があれば行う。

②医教協議会

・教育・医療面で、相互の共通理解に最も

適した事項を研究するとともに、その年

度を振り返って、医教連携の在り方を反

省・協議しよりよい方向を探る。

③NT会

・各学年の生活指導上の諸問題の検討協蔑

④生活委員

・医教相互に児童生徒の情報を交換し、他

学年にまたがる生活指導上の問題の解決
に当たる。

⑤医務連絡

・児童生徒の健康状態等を連絡しあう。

⑥DT会

・入退院児童生徒の病状等の情報を交換し、

養護訓鰊等の指導上の諸課題を検討・協

議する。

《随意会》－窓口を通す

①行事に関すること

・教育課程に示されている行事、教科等の

指導上必要な事項について、児童雄徒の

病状に照らして相談する。

②交流通学に関すること

・日ごろの治療及び指導の成果や問題点を

明らかにし、対象児童生徒の今後の指導

に生かす。また日程の連絡調整にあたる。

以上、本校の実態及び実践の一部を紹介し

たが、表題のテーマも、アレルギーセン

との連携による共同作成の「学校とセンタ

の紹介パンフレット」の表題である。
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日本育療学会会則

一．名称

本学会は「日本育療学会」と称する。

二． 目的

本学会は、家族、教育、医療及び福祉等

の関係者の一体的な対応によって、心身

の健康に問題をもつ子供の望ましい人間

形成を図るための研究を推進し、その成

果を普及する。

三．事業

本学会の目的を達成するために次の事業

を行う。

（一）研究の推進

1．学術研究及び実践的研究

2．心身の健康に問題をもつ子供に関す

る家族、教育、医療及び福祉等の歴史

に関する研究

（二）研究・研修会の開催

1．研究会

2．研修会

3．海外研修会

（三）学会誌等の刊行

1．学会誌

2．その他必要な資料

（四）情報・資料の収集・活用

（五）顕彰の実施

（六）その他、本学会にとって必要な事項

四．組織

（一）会員

1．正会員は、本学会の趣旨に賛同し、

年会費を納入した者

2．賛助会員は、本学会の趣旨に賛同し、

賛助会費を納入した個人又は団体

（二）役員等

1．会長 1名

2．副会長 若干名

3．理事 若干名

4．監事 3名

5．顧問 若干名

6．役員及び顧問は理事会において決定

し、総会に報告する。

7．役員及び顧問の任期は2年とする。

但し再任を妨げない。

（三）理事会・委員会

1．理事会

会長、副会長、理事をもって構成し、

本学会の重要事項を決定する。

2．委員会

（1）研究・研修委員会

（2）特別研究委員会

（3）編集委員会

（4）情報・資料委員会

（5）顕彰委員会

（四）事務局

1．本学会に、事業を執行するための事

務局を置く。

2．事務局の所在地

〒194東京都町田市森野1-39-15

五．会計

本学会の会計は年会費、賛助会費、

寄付金及びその他の収入をもって当て

る。

（一）会費

1．正会員 年会費 3, 000円

2．賛助会員賛助会費

一口 10, 000円

（二）会計年度

毎年4月1日から翌年の3月31日ま

でとする。

六その他

（一）事業開始日

本学会の事業は、平成6年5月29日

から開始する。
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◆第2回学術集会での記念講演「こころと

治癒力」の内容は、春山茂雄氏の「脳内革

命」をお読み頂けるものとして、ここでは

紙数の都合で割愛させて頂きます。

◆二十数年間、筋ジストロフィ－と共に生

きてきた名倉由紀子さんの「声｣には､小さ

い時の人知れぬ悩みが感じられ、今の明る

い表情が、苦しみや悩みを克服しながらの

ものであると思うと、ひとしお感慨深いも

のがあります。

◆石橋・森両先生のく寄稿＞は、やや時間

の経ったものですが、慢性疾患の病種や、

その通院入院児についての年齢分布、発病

年齢、入院期間等の傾向は変わらないと思

います。また自宅療養で困ることや親の希

望等から、今後も問題解決のための努力が

必要であることを感じます。

◆前号掲載予定の｢学校紹介｣をのせます。

◆1997年が良い年でありますように！

編集後記

◆十一月発行予定の「育療」第五号が、一

ケ月遅れになってしまいましたことを、先

ずお詫び申し上げます。

◆第五号は、第一回研究・研修会の内容を、

特集としてまとめました。初めは二日間の

内容を、概略としてすべて掲載する予定で

したが、概略にするには余りにも内容が濃

く、皆様に内容が伝わるほどにと編集し直

しました。従って当初の半分しか載せるこ

とが出来ませんでした。残りの内容は、次

号以下で追々お伝えする予定でおります。

◆第一分科会での、不登校問題の基調講演

は、予定された講師の方が5日前に倒れら

れたことを知り、急鍾、猪股先生にお願い

致しました。事情をおくみ取りくださり快

くお引き受けくださいましたこと、ここに

改めて心からお礼申し上げます。

◆不登校問題の分科会では、引き続いて来

年も研修会を開いてほしいとの要望が多く、

この問題に対する関心の深さと同時に、多

様な原因による不登校児への対応の必要性

を痛感させられました。

「育療」

岩田

佐藤

中川
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編集委員

啓治

栄一

正次

一郎

小林信秋

佐藤 隆

中塚博勝

宮田功郎

平成8年12月15日発行

編集発行者 日 本育療学会

代表者加藤安雄

編集代表者宮田功郎

日本育療学会事務局

町田市森野1－39－1 5

aO427-22-2203

Eヨ㈱栄文舎印刷所

神奈川県津久井郡津久井町中野545

aO427-84-1185(代）

発行所

印刷所



シンボルマークの意味

育・ ･教育という意味で鉛筆

療・医療で聴診器と赤十字

あたたかい心でつつむという意味でハーl、

あかるく微笑む子どもの顔

「岸本ますみさんの作」

日本育療学
人
寓教育医療家族福祉関係者でつくる


