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育療学会の課題と今後の方向を求めて
－検討委員会中間報告一

日本育療学会事務局

日本育療学会は、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持つ子ども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ことを目的として、平成6年に発足しました。そして、

本学会の事業の一つとして研究・研修会を毎年一回開催してきました。学術集会
並びに研究・研修会の持ち方としては、記念講演と二つの障害に関するそれぞれ

の分科会を設定しています。

昨年までに取り上げた障害の種類は、不登校、筋ジストロフィ－、気管支喘息、

小児がん、小児腎臓病、自閉症、重症心身障害、被虐待・被いじめ等であります。
これらの障害の内、不登校問題は平成7年と同11年の2回にわたって取り上げて

きました。

研究・研修会に参加された方々からは、 「大変素晴らしい内容のある研修会で、
次回も是非参加したい」 「これほど講師が充実した研修会は他では見られない」
などと言うような賛辞が寄せられること力渡々ありました。そのことは『育療』

でもご紹介致しました。

しかし、にもかかわらず、いくつかの障害、例えば不登校、小児がん、重症心

身障害以外の場合は、予想よりも極端に参加者が少ないことがあり、困惑してお
りました。

研究・研修会のテーマ設定に問題があったのか、開催時期に問題があったのか、
開催内容等のPRが不足していたのかなど、今年度当初の理事会において討議い
たしました。

その結果、平成13年度は研究・研修会を開催しないことに決め、今後の改善
策を検討する必要があるとして検討委員会を発足させました。5月、8月、10月、
11月と現在まで4回の会議を開き、検討してきました。

検討委員会を開催するに当たって、改善策の資料とするために会員の皆様方に
『育療』を通してアンケートをお願いしました。内容は以下のようなものでした。
1．最適な開催時期は何時か

2．望ましい会場（都道府県）

3．取り上げて欲しい障害（病種）

4．開催内容の職場における周知方法

5． 『育療』に掲載して欲しい内容

6．その他、要望、意見等

検討委員会では、これらの事項について梼討しておりますが、ここでは1～4
までについて、報告いたします。
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1 ．開催時期について

過去6回の学術集会並びに研究・研修会は開催時期力泌ずしも一定せず、いわ

ば毎回、最適開催時期を決定するための試行錯誤を重ねてきたという経緯があり

ます。

アンケートの集計では、長期休業中が最適であるという結果力競み取れていま

す。これは学校教員のいわゆる夏休みの認識が相当大きく変容されてきたことが

あるようです。

2．望ましい会場

平成11年度、京都での研究・研修会の開催以外はすべて、横浜を会場として

きました。会場と参加意欲の関係を見ますと、特に深い関係があるという印象は

ありませんでした。

交通の便のよいところ、首都圏、または大相撲巡業のように拠点を決めておい

て、順次会場を換えていく方法などが意見としてあげられます。また8月中なら

何処でもよいと、期日との関係から場所を考えておられる方もありました。

3．取り上げて欲しい障害（病種）

研究・研修会への参加者は設定する分科会（取り上げる障害）によって、極端

に少なくなります。例えば、平成12年の轡被虐待・被いじめ” “小児の生活習

慣病”などです。

通常の小・中学校には、いじめの問題がたくさんあるにもかかわらず、むしろ

そのようなことから目を背けているのではないかとさえ思われてしまいます。病

弱養護学校では､ほとんど関心を呼ぶことがないと言ってもよいでしょう。また、

小児の生活習慣病も、小・中学校、養護学校ではあまり注目されない状況にある

ようです。現実には、被虐待・被いじめの対象の子どもたちが沢山いて、非常に

つらい生活を余儀なくされているわけですが、学校乃至教育の立場から積極的に

取り組もうという姿勢がうかがえない状況があります。

次に、学校教員の問題として感じられるのは、皆様方が現在関わっている子ど

もの障害（病種）については一生懸命勉強し、研修も重ねようとされますが、直

接、今関わっていない障害については、あまり研修をしようという意欲を持たれ

ないように感じられます。自分で問題を解決するための基礎知識・思考方法を学

ぶという姿勢がやや欠けているのかな、という印象があります。そのことが、取

り上げる“障害”によって参加者が極端に減少する原因の一つになっているよう

に思われます。

今までに9つの障害を取り上げてきましたが、アンケートでは、具体的に障害

名を上げてくださった方だけでなく、以前に取り上げた障害を再度、あるいは一

つの障害を2～3年継続して設定してもいいのではないかというご意見もいただ

いております。貴重なご意見として受け止めています。
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4．開催案内の周知方法について

育療学会の研究・研修会の開催案内は、扱う障害によっては多少の違いがあり
ますが、特に学校関係には多く送付しております。

しかし、病弱養護学校を例にとりますと、学校に送られた開催案内はほとんど

教員に周知されることはないとのことでした。もちろん、この研究・研修会に積
極的に参加してくださる学校もあります、多くはほとんど知らされていないとい
うアンケートの回答でした。

アンケートからの示唆によると、学校長だけでなく養護湊論や研究研修担当者

にも送付することで好結果が得られるのではないかということでした。大いに参

考にさせていただきます。

検討委員会では、更に養護教諭向けの専門誌への掲載がPRに有効であること
から、その方向に向けて進める準備をしたいと考えております。

平成14年度の研究。研修会（予定）
1．期日平成14年8月20日（月）～21日（火）

2．会場国立オリンピック記念青少年総合センター

（会場を早く確保する必要があるため、期日と会場は理事会の結論
を見ないまま作業を進めておりますが、変更はありません。）

3．研究・研修会の名称

日本育療学会学術集会並びに研究・研修会

一→子どもの心身の健康問題研究会（案）一主催・日本育療学会

（名称があまりにも堅苦しいこと、また「学会」では、特に学校教員
の中には参加しにくい場合があるということなどから、柔らかい印象

と研究会という名称力塑ましいのでは、という意見が大勢を占めてい
ます。）

4．取り上げる障害

予定としては「心身症・不登校」 「小児がん」の二つの分科会が挙が
っていますが、現在（平成13年11月末）は未確定で今後の理事会で検討

される予定になっています。

※尚、詳細については次号の『育療』でお知らせする予定です。

＜付記＞

検討委員会では、研究・研修会の持ち方、 『育療』の内容と編集について、
本学会の今後の財政的問題、会則について等、さらに数回の検討会を予定して
おり、逐次より良き改善策を求めていこうと考えております。会員の皆様方の

ご意見をお待ちしております。
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1

-はじめに－病院内における学校教育

国立特殊教育総合研究所病弱教育研究部武田鉄郎

小学生時代は、基本的生活習慣が形成され、家庭外の生活が多くなる時期である。友人

との間で競争したり、妥協したり、協調したりして関係の拡大を図る時期であり、社会性

が拡大する時期である。特に、学校生活での適応や成績が大きな意味をもち、学校生活に

かかわる問題が多くなる。入院や治療のため学校を欠席しがちとなると、学習に遅れがで

たり、クラス内で孤立しがちになり、仲間から取り残されるといった不安感が高まる。長

期間にわたり入院する場合、病院という隔離された環境から、経験不足に陥ったり、仲間

関係や社会適応の構築が未発達になることもある。

中学・高校時代は、心身の成長・発達力落しい時期で、心理的に親から独立して自我同

一性を求め、社会性をつけて成人期の基礎を養う時期である。理想的な自分のイメージと

自分の容姿や能力を比較することで劣等感をもったり様々な葛藤がおきやすい時期であり、

自分の将来の生活について考えを探求する時期でもある。この時期に"がん"のような慢性

疾患をもつことは、学業の遅れや欠席などの学校生活上の問題や副作用への不安、ポディ

イメージに関する劣等感、病気の予後や自分の将来についての不安などを抱くようになり、

複雑な心理的問題を抱えるようになる。自立という課題達成のために病気を抱えながら様

々な葛藤を経験する。

学齢期の子どもが、入院中、院内学級等で学校教育とのつながりをもつことは、学習空

白や遅れを補完し学力を補償することはもちろんのことではあるが、不安感を軽減し心理

的な安定に寄与したり、自主性・積極性・社会性を酒養したりするなど心理的・社会的発

達にきわめて重要な意義をもつ。さらに自己管理能力の向上や入院中のQOLの向上等の

意義も挙げられる。

病院に併設・隣接又は病院内の教育の場としては、①病弱養護学校、②肢体不自由養護

学校、知的障害養護学校の分校・分教室、③病院内にある病弱・身体虚弱特殊学級、④訪

問教育が挙げられる（図1）。

①病弱養護学校(平成12年度に全国で95校)では隣接又は併設する病院から児童生徒

が通学して教育を受けたり、教師が病院内の分教室や病室で指導を行ったりしている。ま

た、地域によっては、②肢体不自由養護学校、知的障害養護学校の病院内分校、分教室が

設置されている場合もある。③小学校や中学校の特殊学級として病弱・身体虚弱特殊学級

（平成12年度に全国で801学級)が設置されている。特に、病院内に設置されている特殊学

級を院内学級と呼んでいる。④訪問教育では、養護学校から教師が病院に派遣され、ベッ

ドサイドで直接指導がなされる(週2～3回、 1回2時間程度)。小学生、中学生、高校生

がその対象となる。

今回は、病院内における学校教育と題して、病院内にある病弱・身体虚弱特殊学級や分

教室の学級経営を特集をする。まずは「院内学級における学級経営上の課題と研修需要」

について全国的な動向を紹介し、次に特徴のある3つの院内学級（越谷市立病院院内学級、

横須賀市立病院院内学級、国立病院九州がんセンター院内学級）と肢体不自由養護学校の

分教室(東京大学医学部付属病院内)の学級経営の実際を紹介する。そして特集の最後に、

宮城教育大学の中井滋教授から「学校・病院との連携の基本的事項」について報告してい

ただいた。
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病弱養護学校の場合

1－通堂一

回①病弱養護学校 隣接又は併設するA病院

悪ヨ 「悪病室分教室

I■■ 1■■ 4■■ 1■■ Ⅱ■■ Ⅱ■■－－1■■ 1■■－1■■-一一一一一q■■ H■■

通学

病院内の分教室で指導 病室で指導

B病 院

病院内の分教室で指導

(分校として設置されている場合もある）

病室分教室

C病 院

焉壼司~病壼司④ベットサイドヘ訪問指導

（訪問教育）

②肢体不自由養護学校，知的障害養護学校の病院内の分校・分教室が設置されてい

る場合もある。また，肢体不自由，知的障害養護学校から④病院への訪問教育も行

われている。

病弱・身体虚弱特殊学級の場合

通学

「目~毫可－1■■ーⅡ■■ーq■■ 1■■一一一一ー

病 院

院内学級で指導

③病弱・身体虚弱特殊学級

（院内学級）

③病弱・身体虚弱特殊学級

（院内学級）

（分校として設置されている場合もある）

*太字の箇所が縦内，又ば病院に隣鐸している教育の場

図1 病気療養児の教育の場
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院内学級における学級経営上の課題と研修需要

国立特殊教育総合研究所

上越教育大学

武田鉄郎

笠原芳隆

わりに気管支喘息や腎臓疾患等が急増した。

昭和50年代になると虚弱・肥満の割合が一

時増加し、他の障害を併せ有する者も増えた。

昭和50年代後半からは心身症等が増加傾向

となり、白血病等いわゆる小児がんも一定の

割合を占めるようになって現在に至っている

（加藤, 1995a)。

以上のことから、病弱児の病気の種類力唆

化・多様化し、重度・重複障害や小児がん等

の重篤な疾患も増加していることが分かる。

また、併せて小児がんの強ｲ瞭法等医療技術

の進歩や治療法の変化により、短期集中入院

や繰り返し入院が増えてきているという現状

もみられる（船川ら， 1994）。

このような状況の中で、就学免除や猶予に

なるケースはごくわずかになっているものの、

入院治療等のために30日以上教育を受けず

に学校を欠席している病弱児の数は相当数に

上る。この原因として横田（1995）は、

①入院中の病院等に特殊学級をはじめとす

る教育の場が十分設置されていないこと、②

治療に専念すべきだと考えられがちであるこ

と、③教育の必要性が十分認識されていない

こと、④都道府県教育委員会関係者の教育機

会確保に関する認識が低く、実態を把握して

いないこと、⑤医療と教育の連携が不十分で

あること、を指摘している。

また、船川(1994)は、入退院を繰り返す

場合等の学籍の変更が煩雑であることを原因

の一つとしてあげている。全国で95ある病

弱養護学校では多くの病気療養児に対応でき

ない現状で、病院内に設置される病弱・身体

虚弱特殊学級への期待が高まるのは当然であ

る。

l .問 題

病弱・身体虚弱児（以下､病弱児)で、長期

の医療または生活規制を要する者に対しては、

病弱養護学校または病弱・身体虚弱特殊学級

において、病弱・身体虚弱の種類や程度に応

じて教育課程の編成や指導上特別の配慮がな

された教育（以下、病弱教育）が行われる。

病弱教育のねらいとしては、 「健康状態の

維持・改善に必要な知識の習得、態度や習慣

の育成｣｢病気の状態等を刺&するための意欲

の向上」 「情緒の安定と社会性の涌養」 「経

験の拡充と学習の遅れの補完」等があげられ

る（山本1995）。

病弱教育の意義は、教育サイドだけではな

く、医療サイドからも認められている。川淋

（1995）は、病弱教育が病弱児に生きがいを

もたせ、それが本人の免疫力を高めて疾病に

対する治癒力をも高めることを指摘している。

また、松井(1995)は、①自分も勉強してい

るという意気込みが闘病意欲をもたらす、②

生活のリズムができ治療上も好ましい、③教

師や友人力話し相手となり精神的支えになる、

といった点を報告している。さらに、西村ら

(1996)は、身近に教育施設があることで、

①問題解決の気持ちを増加させ学習意欲力塙

まる、②勉強の遅れに対する不安や（友だち

や家族から）取り残されるという疎外感、帰

属意識の薄れ等を少なくできるとしている。

ところで、病弱教育の対象となる児童&徒

の主な病気は、年代とともに変化してきてい

る。昭和30年代は身体虚弱と結核性疾患が

主で、教育というよりむしろ治療に重点が置

かれる傾向があった。昭和40年代に入ると、

進行性筋ジストロフィー症が一定の割合を占

め、40年代中頃になると結核が激減した代
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ていて突然院内学級の担当を求められる者も

少なくなく、また、学校体制で研修を組める

ような状況も少ない中で、具体的にどのよう

な方法で専門性を高めたらよいか分からない

という声も聞かれる。

病弱養護学校教員を対象とした教員の資質

や研修需要の研究（武田ら， 1996・山本ら，

1997・中井ら， 1997・山本ら， 1998・中井ら，

1998・横田ら， 1998・横田ら, 1999・中井ら，

1999）はみられるが、院内学級担当教員を対

象とした学級経営上の課題や資質を高めるた

めの研修需要等に関する研究は少ない。

文部省は、平成6年12月に出された「病

気療養児の教育について（審議のまとめ）」

を受けて、各都道府県教育委員会宛てに「病

気療養児の教育について」の通知を出してい

る。これには、これからの病気療養児の教育

課題の解決とそのために講ずべき施策、すな

わち、 ①入院中の病気療養児の実態把握、

②適切な教育措置の確保、③病気療養児の教

育機関等の設置、④教職員の専門性の向上、

といった内容が盛られている。

この通知を受けた各都道府県では、入院中

の病気療養児の実態把握を行い、病弱養護学

校や分校等が併設されていない病院等に対し、

病院内に院内学級や養護学校の分教室等の設

置を進めた。病弱・身体虚弱特殊学級の数は

平成6年度554学級、7年度559学級、8年

度658学級、9年度728学級、平成10年度

763学級、平成11年度800学級で、5年間

に246学級の増となっており、この増加傾向

は今後も続くとみられる。

学級数が増えることは教育措置の確保とい

う点で好ましいことであるが、同時に院内学

級（病弱・身体虚弱特殊学級のうち病院内に

ある学級）を担当する教員のもつ専門性が重

要になってくる。

加藤(1995b)は、病弱教育を担当する教員

には、

①病弱教育が間接的ながら病気の治療に直

結していること

②病気の種類や程度によっては、死を自覚

している子どもの指導にも当たること

③病気に対する不安や学習空白をもつ子ど

も対して最大の学習効果を上げること

④転出入のたびに特別な評価・指導を必要

とすること

⑤医療管理を必要とする最重症児も対象と

すること等の特質を理解して対応できる専門

的資質が必要であること

を指摘している。しかし、実際、院内学級担

当教員の中には、それまで通常教育に携わっ

ll .目 的

本稿では、武田ら(1997)の調査をもとに、

院内学級担当教員の属性や学級経営上の課題、

研修需要等を現状と課題を把握し考察する。

lll.方 法

1 調査方法

（1）対象及び方法

武田ら（1997）の調査は、病弱・身体虚弱

特殊学級595学級と病弱養護学校9校を対象

とするものであった。本稿では、これらの調

査結果のうち、院内学級286学級を対象とし

てその実態について報告する。院内学級の所

在については、各都道府県・政令指定都市教

育委員会を通じ、設置学級を調査した。その

結果、小学校特殊学級190、中学校特殊学級

96、計286学級の院内学級が対象となった。

調査の方法は、1996年7月に各教育委員会を

通じ、質問紙郵送・回収法式で、全国の院内

学級設置校に依頼し，同年9月に回収した。

（2）調査の内容

ア担任の属性及び学級の状況

年齢、性別、養護学校教諭免許取得状況、

病弱教育経験年数、在籍児童生徒数、病弱教

育に関する研修を受けたかどうか、受けた研

修の場（全国・各地区の病弱虚弱教育研究連

盟キ催の研究会、都道府県教育センター、市
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町村教育センター、病弱養護学校、校内研修、

大学、国立特殊教育総合研究所、その他）

イ学級経営上問題や課題として考えてい

ること（自由記述）

ウ研修需要について

研修需要については、病気の理解、心理的

な援助、病弱教育に関する研修の3つの観点

から、以下の選択肢で各質問から2つ選択し

てもらった。

1.病気の理解を目的とした研修内容

①気管支喘息②心臓疾患③腎臓疾患④てんかん⑤脳性まひ

⑥筋ジストロフィ－⑦腫瘍・血液疾患⑧神経症・精神病⑨内分泌

・代謝疾患⑩虚弱肥満⑪膠原病⑫アレルギー疾患⑬心身症

⑭ターミナルケア⑮その他（ ）

2.病弱児の心理的な援助を目的とした研修内容

心理療法：①カウンセリング②箱庭療法③自律訓鰊法④行動療法

⑤絵画療法⑥その他（ ）

心理テスト ：⑦知能検査⑧発達検査⑨性格・人格検査

⑩生活適応検査⑪その他（ ）

3.教育に関する研修内容

①病弱教育の歴史と展望 ②病弱教育の現状と課題③教育行政

と学校経営④病弱養護学校の教育課程⑤各教科における指導法

⑥自立活動(養護・訓練） ⑦進路指導⑧学校・病院・保護者等の連携

⑨施設見学等の実地研修⑩病弱児の道徳教育⑪特別活動

⑫病弱・身体虚弱特殊学級の現状と課題⑬パソコン⑭教材・教具の開発

・活用 ⑮その他（ ）

以上の内容に含まれないものに対して､自由記述で書いてもらった。

Ⅳ、結果及び考察 120

回収率は､286人の院 100
内学級担当教員のうち

80

237人からの回答があ 入
り82.9％であった。 60

数
40

1 ．院内学級担当教員

の属性及び学級の状況 20

院内学級担当教員の
0

年齢構成は、20代19人、

30代50人､40代98人､50

代67人､60代3人であった(Fig.

性別については、男性が83人、

人、養護学校教諭免許翻得者は、
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女性が154

42人であり、 取得率は18%であった。
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院内学級担当教員の病弱教育表1 ：病弱教育経験年数 : 表2：在籍児童生徒数

経験年数は、表1に示したとお

りである。カウントの方法は、 年数 人数（％） 在籍数学級数（％）

平成8年度に着任した場合を1 1 80（33.8) ! 0 18(7.6)

年、平成7年度着任を2年、平 2 47（19.8） ！ 1 49（20.7）
成6年度着任を3年と換算した 3 40(16.9) i 2 49(20.7)

ものである。 4 21 (8.9) i 3 36(15.2)

院内学級担当教員の属性につ 5 22（9．3) ! 4 24(10.1)

いては、病弱教育経験年数が3 6 11（4.6） ＃ 5 20（8.4）

年未満の院内学級担当教員は、 7 6（2.5） ； 6 12（5.1）
70.5％を占めていることが確認 8 2（0.8） ！ 7 6（2.5）

され、経験の浅い教員が多かつ 9以上 8(3.4) i 8 3(1.3)

たことが明らかになった。 9以上20（8．4）

特殊学級担任は特殊教育経験

年数が短い者が多いという報告(笠原,1997) 2.研修の場

と一致している。 病弱教育に関する研修を受けたことがある

また、盲・聾・養護学校教諭免許取得率は、かという問いに対しては、237人中161

病弱養護学筏教員で46％、特殊学級全体では人（68％）の担当教員が受けたと答えている。
28.7％であるのに対し、院内学級担当教員の研修を受けた場所については表3にまとめた。

取得率が18％と下回っていることが明らか

にされた。 表3 研修を受けた場所

年齢層は、30～50代が全体の90.7％を占め、

教員経験年数からみてベテランの年齢である

が、病弱教育認強年数が浅く、養護学校教諭

免許取得率が低いという実態が明らかになっ

た。

院内学級の規模（一学級あたりの在籍児童

生徒数）は、表2のとおりであった。院内学

級1学級に在籍する児童生徒数は、児童生徒

数が3人以下の学級は全体の64．2％を占

め、少人数の学級が多く存在することが分か

った。

一方で、9人以上児童生徒が在籍する学級

も8．4％存在することも明らかにされた。

児童生徒が9人以上在籍する場合は、教員が

2名の配置になるが、一部の学級においては

9名以上児童生徒が在籍するにもかかわらず

年度途中ということで教員が増員されないケ

ースがあった。

所 人数場

全国・各地区の病弱虚弱教育

研究津照羊催の研究会

都道府県教育センター

病弱養護学校

市町村教育センター

校内研修

大学

国立特殊教育総合研究所

０
１
４
９
０
４
２

８
７
５
２
１

院内学級担当教員の68％力珊修を受けて

いるという報告がなされたが、約3割の教員

が研修を受けていないことが明らかにされた。

研修のリソースとしては、全国、各地区の病

弱虚弱教育研究連盟主催の研究大会が最も多

く、都道府県の教育センター、病弱養護学校、

市町村の教育センター、校内研修、大学、国
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護学校との交流があるかという問いに対して、

63.3％の院内学級担当教員から交流がないと

いう報告を受けた。一方で、病弱養護学校が

立特殊教育総合研究所の順になっている。

全国病弱虚弱教育研究連盟・各地区病弱虚

弱教育研究連盟主催の研究会や都道府県単位

の研究会等に参加することは、各学校や学級

で行われている具体的な教育実践等の情報を
得ることができる。今回の調査では、これら

への参加が大きな割合を占めた。しかし、今

回の武田らの調査からは新しくできた学級に

研究会の案内が届かないなど情報が行き届か

ないという記述回答も多くみられた。今後、

病弱養護学校のセンター化を押し進めていく

中で、病弱教育に関する情報をもれなく流し

ていくためのシステムの整備が急がれるとこ

ろである。これらのことが院内学級担当教員

への大きな支援につながっていくものと考え

る。

次に、都道府県教育センターでの研修が多

く、市町村教育センターで研修を受けた者を

加えると､100人となり、最も多かった。教育

センターは院内学級担当教員の資質の向上を

図るための教員支援の場として重要な位置づ

けになると考えられる。

病弱養護学校での実地研修を受けたものが

54人いたが、病弱養護学校には学級経営や

医療関係者との連携方法や、学習空白をもつ

児童生徒の指導法や、授業時数に制約のある

指導計画作成など創意工夫の蓄積があり、院

内学級担当教員にとって重要な研修の機会と

なりうると考える。特に、病弱教育に対して

経験の浅い教員にとっては、実地研修するこ

とで短時間に病院との連携等病弱教育の課題

とその解決法を研修できることが期待できる。

全国には、病弱養護学校は95校（平成12

年度）あり、重要な研修の場であり、教員支

援につながるものと考える。さらに病弱養護

学校での実地研修会をとおして、他の病弱・

身体虚弱特殊学級担当教員との情報交換も行

われ、院内学級経営のための情報を得ること

力測待できる。今回の調査では、病弱教育の

研修を進めるに当たって、地域にある病弱養

地域の病弱教育研修のセンター的役割を果た

すことを切に望んでいる者が66.6％いたこと

を考え、病弱養護学校を地域の病弱教育の研

修センターとする「病弱養護学校のセンター

化構想」を、今後強く押し進めていくべきで

あると考える。盲学校、聾学校及び養護学校

学習指導要領(平成11年3月)でも特殊諸学校

のセンター化推進を謡っている。

校内での研修は、10人であり、小・中学校

内で実施されていない実情が明らかにされた。

しかし、院内学級担当教員は、医師や看護婦

等の病院スタッフから入院児の情報を日々得

ている。病弱児は、日々病状が変動するため、

医療スタッフとの連携が重要になってくる。

担当している児童生徒の疾患や障害について

の知識・理解を深め、日々の病状を知るため

には、医師や看護婦等から情報が不可欠であ

り、これらは貴重な研修となりうるものと考

える。児童生徒一人一人の病状は様々である

ため、疾患や障害についての知識・理解だけ

ではなく、病状やこれからの病状の見通し、

個々の配慮事項を実際に担当している医療ス

タッフから情報を受け、これらの蓄積が重要

な研修としてなりうるものと考える。

近年、白血病や悪性腫瘍等の児童生徒が病

弱教育の対象となり、その割合は年々増加す

る傾向にある。現在、医学界ではインフォー

ムド・コンセント（説明と同意）の重要性が

叫ばれ、小児に対しても病気を告知するケー

スが徐々にではあるが増えてきている。大学

病院等では告知の学習会がおこなわれている

ところもでてきており、その学習会に院内学

級担当教員が、チーム医療の一員として参加

しているケースが出てきている。このように

病名を告知された児童生徒や家族に対して、

医師等様々な職種と連携してどのようにして

心理的に支えていくかが今後の大きな課題に
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表5学習指導に関する内容(125人回答）なるものと考える。

大学・大学院も又は国立特殊教育総合

研究所での研修は、各地域の病弱教育を

推進する指導的立場の教員の資質の向上

を図るための研修・研究の場であるにも

かかわらず、大学研究所をあせても6人

と数が少なかった。これは、病弱教育を

研修・研究できる大学や大学院は､我が

国において2か所しかないこと、国立特

殊教育総合研究所の研修参加も教育委員

会の派遣のため、予算等の問題があり数

が限られていることなどの理由が挙げら

れる。

学習指導に関する内容 人数

異学年集団の指導（複式授業）のあり方 26

社会性を身につけることのできる指導

（交流学習等）のあり方 24

免許外教科の指導について 25

自立活動(養護・訓朧)の充実 12

体験を重視する教科(理科･社会等)の指導法12

授業時数の制限に対する工夫 12

進路指導の充実 11

基礎学力向上，学習空白の解決 8

短期入れ替わり等に対応した教育課程編成 7

3.学級経営上の課題

院内学級担当教員が日々の学級経営の ＊一人の教員の複数回答あり

中で、問題や課題として考えていることにつ

いて自由に記述してもらった結果をKJ法を 病気療養児の心理的援助を課題として考え

参考にカテゴライズし、 「病気の状態とそのている教員が多く、日々の教育活動の中でそ

対応」 「教科・領域の指導に関すること｣｢学の必要性を強く感じていることがうかがわれ

校・病院・保護者等との連携」 「教育行政にた。また、日々変化する病状や生活規制をど

関わる問題・課題」の4つに分類した。 のように捉え、どのように健康管理、生活指

導、学習指導をしていったらよいのかなどの

(1)病気の状態とその対応 記述も多かった。

賄気の状態とその対応」として整理され

た主な内容は，表4のとおりである。 （2）教科・領域の指導に関すること

「教科･領域の指導に

表4病気の状態とその対応に関する内容(83人回答） 関すること」として整

理された主な内容は、

病気の状態とその対応に関する内容 人数表5のとおりである。

学習指導では、異学

児童隼徒がもつ病気への不安や意欲低下に対する心理的援助40 年の児童生徒が同一学

日常の健康状態や生活規制のとらえと健康管理等のあり方 21 級内に在籍している場

心身症，進行性疾患，発作等のある児童生徒への対応 8 合が多く、教科指導を

児童生徒の病気の理解 6 行う場合、複式授業を

ターミナル期の児童生徒や保護者への対応 4 することになる。また

前籍校に籍を戻す場合の病気に対する配慮 3 中学校の院内学級の場

児童生徒の病気の多樹上への対応 1 合には、免許外の教科

の指導を行わなければ

＊－－人の教員の複数回答あり ならないという記述が
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多くみられ、大きな課題になっていることがの連携の重要性を指摘し、また、連携の難し

明らかになった。また、病院という限られた さを報告し、院内学級を運営するにあたって

空間や児童比徒数の中での学習ということで、は病院と学級、又は保護者との連携が大きな

経験の不足を補ったり、社会性を育てたりす課題であることが改めて明らかにされた。

るための工夫が必要であり、さらに授業時数 院内学級担当教員は、30歳代から50歳

の制約、学習空白、運動制限などのある児童代が多く、教師経験が豊かでベテランの教師

生徒に対して、個々のニーズに合わせた学習が多かったが、病弱教育経験が浅い教師が多

内容、方法等を準備していかなければならな いかった。これらの現状から現職教員の病弱

いことが課題として挙げられていた。 教育に関する研修が重要になると考える。し

かし、院内学級が病院内にあり、小・中学校

（3）教育行政にかかわる問題・課題 から分離されているという特異性から、本校

「教育行政にかかわる問題・課題」として （院内学級をもっている小・中学校)の教師が

整理された主な内容は、表6のとおりである。支援に来ることが困難な状況にある。今回の

調査から院内学級が本校の小学校、中

表6教育行政に関わる問題・課題（84人回答）学校と離れているために、出張等で学級

を留守にするときに代替教員力埋めない

教育行政に関わる問題・課題 人数 という問題が指摘されている。研修や出

張に教員が出てしまうと、院内学級を体

代替教師不在の問題 24 校にしなくてはならないとの理由である。

施設・備品・予算面の不備 16 また、異学年の児童生徒が在籍し、複

転入手続きの煩雑さ 16 式授業を実施したり、中学校においては

児童生徒の人数変動と教員の配置の問題 18 免許外の教科を指導したりしている。行

院内学級増設の必要性 4 事や校外学習を実施する場合も本校か

学級を担任する期間が短いこと 4 らの支援が必要になってくる。さらに、

学級閉鎖・再開手続きの煩雑さ 1 ベッドサイド授業を行う場合、又は年度

途中に児童生徒数が増えてきた場合を想

定すると、院内学級担当教員だけでは学*一人の教員の複数回答あり

級を経営していくのが困難な状態になる。

本校からの人的支援体制の確立が急務である

と考える。加えて、教室環境の不備、教材・

教具の不足等が挙げられ、その整備が急がれ

るところである。校内の人的、物的支援体制

を見直し、整備していくことが今後の課題で

ある。

教育行政に関わる問題・課題では、年度途

中で児童生徒数が変動するために、教員の定

数の問題や学籍移動等の転学手続きの簡略化

を希望する意見が多くみられた。また、研修

等の出張に出る場合の代替教員力埋めないと

いう意見、施設、設備、予算面でのこれから

の充実を願う意見が多くみられた。これらの

課題に対して、教育行政として改善、充実を

図っていくこと力埋まれる。

4.病弱教育に関する研修需要

(1)病気の理解を目的とした研修需要

院内学級に在籍している児童生徒の病気は

多様であり、一つの学級に在籍している児童

（4）学校・病院・保護者等との連携

担当教員全員が、保護者、病院、前籍校と
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生徒の病名が一人一人違うのが現状であった。

このため病気の理解を深めるためには児童生

徒の担当医等からの支援が必須であると考え

る。今回の調査では、一人につき2項目の範

囲で病気の理解に関する希望研修内容(病名）

を回答してもらった。結果は表7のとおりで

ある。

表8心理療法に関する研修需要

研修の内容 希望数（%）

175（50.6）

58(16.8)

55（15.7）

30（8.7）

27（7.8）

1（0.2）

カウンセリング

自律訂l朧法

絵画療法

箱庭療法

行動療法

その他

表7病気の理解に関する研修需要

希望数（%）研修の内容

表9心理テストに関する研修需要

134（29.6）

73（16.1）

57（12.6）

53(11.7)

31（6.8）

18（4.0）

18（4.0）

17(3.8)

12（2.6）

9（2.0）

31（5.8）

心身症

腎疾患

腫瘍・血液疾患

神経症・精神病

気管支喘息

ターミナルケア

膠原病

アレルギー疾患

てんかん

内分泌・代謝疾患

その他

研修の内容 希望数（%）

98（39.8）

94（38.1）

46(18.6)

7（2.8）

2（0.7）

生活適応検査

性格・人格検査

発達検査

知能検査

その他

（3）学級経営や教育課程､指導法等に関す

る研修需要

学級経営や教育課程，指導法等に関する研

修内容で希望する項目を2項目ずつ選んで回

答してもらった。結果は、表10のとおりで

ある。

結果は、院内学級担当教員が担当している

児童生徒が罹患している病気とほぼ一致して

いた。心身症の研修希望が多いのは、心身症

・神経症、不登校等の心理的な問題への配慮

が必要な病気療養児が多いためではないかと

推測される。 病弱・身体虚弱特殊学級の現状と課題につ

いての研修の希望が最も多く、この理由とし

て病弱教育の経験年数の短い教員が多くを占

めていたためと考えられる。院内学級の特性

から、医師等の医療スタッフとの連携を図り

ながらの学級経営の方法、限られた空間・授

業時間に配慮した教育課程の編成、各教科等

の指導法などをテーマに研修の充実を図るこ

とが望まれる。

（2）心理的援助を目的とした研修需要

「心理療法｣に関する内容と「心理テスト」

に関する内容に分けてそれぞれ1項目ずつ選

んで回答を求めた。結果は表8および表9の

とおりである。この中では、カウンセリング

の研修希望が多いが、このことも心理的援助

が必要な児童生徒が多いことを物語っている

といえる。
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表10学級経営、教育課程、指導法に関する研修需要 あたる。また病弱養護学校と院内

学級を結んだ授業も行われている。

研 修 の 内 容 希望数（%） マルチメディアを用いた教員支援

の可能性として、授業への支援と

病弱・身体虚弱特殊学級の現状と課題 101（21.9） 研修への支援の以下の2つの視点

病弱教育の現状と課題 55(11.9) から述べる。

各教科における指導法 55(11．9) 武田(2000)は、テレビ会議シス

学校・病院・保護者等との連携 51(11.1) テムを用いることにより、入院し

自立活動(養護・訊鰊） 44（9.5） ている児童生徒でも病院内にいな

教材・教具の開発・活用 39（8.5） がら同時・双方向による映像・音

実地研修 37（8.0） 声のやりとりで小・中学校や養護

パソコン 27（5.9） 学校の本校の授業を受けることが

進路指導 15(3.3) でき、小人数での学習の弊害、免

病弱養護学校の教育課程 10（2.2） 許外の教科の指導や複式授業の弊

その他 27（5.8） 害の緩和等様々な可能性をもって

いることを報告している。

また、院内学級担当教員は、病院内に一人

Vおわりに で学級を運営しているためになかなか研修に

院内学級担当教員の属性や学級経営上の課出ることができない状況にある。しかし、テ

題、研修需要等の現状と課題について述べて レビ電話やテレビ会議システム等のマルチメ

きたが、近年、マルチメディアを活用し、院ディアを用いることにより、病院内にいなが

内学級を様々な視点から支援しようとする試 ら様々な情報を得ること力朔待できる。今後、

みがなされている。例えば、平成9年度から マルチメディアを利用して院内学級担当教員

マルチメディア活用方法開発事業（文部科学を支援していくための支援システムの実現が

省）の一環として、院内学級と本校（小・中大きな課題となると思われる。

校）を光通信で結ぶテレビ会議システムを利 ＊＊本論文は、武田蝿B・笠原芳隆院
用して授業を行う試みが行われている。後で 「院内学級における学級経営上の課題と

紹介する越谷市立東越谷小学校、東越谷中学 教員支援｣.発達障害研究23(2)を、一部
校のマルチメディアの実践報告はこの事業に し、引用したものである。
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短期入院者の多い院内学級における学級経営の実際
横須賀市立荻野小学校横須賀市立市民病院院内学級

小谷亜弓

学習参加という形で、対応している。

開級から3年6カ月が経過したが、入級児

童・学習参加児童の数の推移は次のようにな

っている。

1 ．はじめに

横須賀市西端に位置する横須賀市立市民病

院に、院内学級が設置されたのは1998f4月

である。横須賀市の病弱児学級は、私立

湘南病院に追浜小学校院内学級「ねぎ

ぼうず学級」があったが閉級された。

その5年後、本校の院内学級ができた。

現在は市内唯一の病弱児を対象とした

学級である。

表1

横須賀市立市民病院院内学級利用児童数の月別推移

（月末毎統計）

教室は小児病棟入り口に設置され、

児童が病室から通いやすい場所にある。

決して広いスペースとはいえないが広

く取られた窓からは隣の高校の芝生の

緑と小田和湾の海の青力漢しく、心和

ませる環境である。

開級以来3年間、学級経営に携わっ

た白井豊子教諭に代わって、私がこの

四月から担当を引き継いだ。ここでは、

白井教諭から引き継いだ資料に基づい

て、私自身がこの4月からの半年間の

学級経営で学んだことについて述べる

こととする。

2．児童の実態

横須賀市立市民病院小児病棟は、約

30床と規模は大きくはない。入院患

者の半数以上が学齢期前の子どもたち

で、残りが小学生、中学生の入院はわ

ずかである。

学童の入院期間は、2週間未満の短

期のものが大半を占める。荻野小学校

院内学級では、入級だけでなく学習参

加の児童にも学習活動を保障している『

入院見通しが2週間以上の児童につい

ては入級とし学籍を移動する。それに

満たないものについては学籍を移さず

『－…~~~~ー．~.~~一･一･･.一一一~-...~...~一一一一一.．一~･一一一~ー･一.一~.…･~ー~..！
i 入級･学習参加実数(2001/9/30現在）
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年度 1998 1999 2000 2001

月
在
鯖

学
習
参
加

在
鰭

学
習
参
加

在
霜

学
習
参
加

在
鯖

学
習
参
加

4 1 5 3 1 1 12 5 8

5 2 4 3 2 2 12 5 13

6 3 2 3 11 3 17 4 7

7 3 0 2 0 3 6 4 4

8 2 1 2 3 1 0 1 0

9 4 0 2 8 2 16 1 25

10 1 1 3 15 4 20

11 2 1 3 11 2 12

12 2 4 1 9 2 11

1 1 2 0 5 3 8

2 3 4 0 8 2 5

3 2 2 1 10 2 11

1998年度 1999年度 2000年度 2001年度

38 91 134 59



年々、院内学級の存在が認知され入級

ヤ学習参加の手続きなどが定着してきた。

それに伴い利用人数も増えてきた。特に

学習参加の児童の増加が顕著である。

学習参加の児童の出席日数は1日から

4日が多く、一週間以上の児童は入級児

以ﾀ儲どいないのが現状である。一日当

たりの授業参加人数は平均4人から5人

となっている。

2000年度出席日数と人数
図1

表3

2000年度児童の疾病状況 (人）

気管支喘息

肺炎

耳鼻科(中耳炎､鼻炎等）

外科(骨折､虫垂炎等）

鯛
－
３
－
８
’
７

その他

(胃腸炎､糖尿病､嘔吐症､脱水症､水

頭症､頚部膿症､急性腎炎等）

30

司 ’’

入級．学習参加児童の出身区域としては、

横須賀市力撮も多く○三浦市、葉山町とつづ

く。

図3 2000年度区域別割合

その他葉山町

4％

■

一

一

『

Ｉ
’ 三浦市

26％. l

0 5 10 15 20 25 30

疾病状況については気管支喘息の児童が大

半を占める。喘息児は入退院を繰り返すこと

が多いために、 1年間に複数回の入院の児童

も存在する。また、学年別にみると喘息が多

いことから低学年の児童の割合が大きくなっ

ている。 （表3，図2参照）

図2
2000年度学年別人数

須賀市
69％

担当教員は常勤が1名と、週3日勤務の非

常勤が2名で、常時2名の教員が指導に当た

れるようになっている。教室とベッドサイド

の2カ所での授業を考えると必要な人数であ

る。

3．教育の実際

「短期入院児童の心に残る学習活動をめざ

して」を研究テーマに教育活動に取り組んで

きて3年目である。

入級児童と学習参加の児童で毎日の授業を

進めている。実際には入級かどうかで分けて

指導に当たることはなく、教室に登校できる

かベッドサイド学習かで指導の内容た体制を

０
０
０
０
０

４
３
２
１

隊
一
一
一

＝一一一三

毒 －
－

匪幕
1年 2年 3年 4年 5年 6年
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『お笑い』になりたい。」といって笑顔をみ

せた。

同じ部屋なのにお互い話をしていなかった

5年生の2人は、サッカーが得意で将来プロ

になりたいということから話がはずみ仲良く

なれた。

自己紹介という用紙一枚で、様々な話力靭

対面の日に聞ける。紙に書くという作業で自

分のこと力話しやすくなる。そして、相手と

の距離が近くなる。

自己紹介の後は、ベッドサイドでできる簡

単な制作活動（アイロンビーズエ作やプラバ

ンエ作）をする。

このように初めの時間をゆっくりとすごす

中で、入院の不安や緊張を少しずつ緩和でき

るようにしている。

学習面では、少人数という特性を活かし､

入級の場合は前籍校と連絡を取り合い、進度

等を合わせた学習内容を、学習参加の場合は

短期間でできることを考えて行っている。内

容については個々人の実態を見ての判断にな

るが、子どもたちに「できる」喜びや達成感

を多く味合わせたいと考えて課題を選んでい

る。

病棟での生活が長くなってきた児童に対し

ては、病院の屋上で体育を行っている。体調

がよいときは歩いて5～10分のところにある

図書館や海岸に出かける。海岸では漂流物を

集めるビーチコーミングを行い、それを使っ

て図工で作品作りを行っている。

調理実習では、食事制限の多い病棟生活の

中での楽しみを味わうとともに、生活経験の

拡大や前向きに生活する姿勢をもつことをね

らいとしている。

決めている。

教室での授業は一日5時間（午前3時間午

後2時間）、ベッドサイドは1日1～2時間

行っている。ベッドサイドの学習については

個別指導になることもあるが、病室単位で行

うことが多い。

入退院の時期がそれぞれちがい、事前に予

定もできないため、 1日の予定は朝のチェッ

ク後に決定する。－週間サイクルでメンバー

が入れ替わる状況にあるため、それぞれの児

童の病状やj心理的状況の実態把握をすばやく

行うことを重視している。

短期入院が多く、年間の利用者が100人を

超える院内学級では、毎日新しい出会いがあ

る。私たちにとって入院は毎日目の前で繰り

返されている日常であるが、入院する側にと

っては突然の出来事であり、あってはならな

い非日常なのである。だからこそ、初対面の

場面をしっかりと対応しなければならないと

考える。

いつも最初に、関わり作りのために自己紹

介の用紙を書いてもらうことにしている。そ

れをきっかけに話を広げていけるよう心がけ

ている。

内容は。氏名・学校・学年・誕生日・好き

な食べ物・好きな動物・好きな遊び・自分の

よいところ・将来の夢の8つの項目である。

その中で「自分のよいところ」 「将来の夢」

の部分は大切にしている。

入院したことで子どもたちの多くがショッ

クを受け、失敗感や挫折感に近いものを抱い

ている。そして、 「自分にはよいところはな

い。」と思うことが多いように感じる。この

質問で誰にでもそれぞれいいところがあるこ

とを伝え、自分を肯定的にとらえ、前向きに

自信を持って生活を送らせたいと考えている。

対人的に緊張力職くほとんど話すことのな

かった1年生が将来の夢で「レスキュー隊」

と答えた。その後で小さな声で「お母さんが

なるといいよって言うから……。でも本当は

また、単調な入院生活をより意欲的にすご

させるために行事作りを行っている。児童の

状態によって左右されるので、年間の計画は

立てられないことが多いが、学期に1～2回

の予定で病棟の人たちの前でいろいろなこと
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音楽発表会の様子ビーチコーミングの作品

楽会」、全校行事の腋野っ子集会」などに

参加したり、本校職員の院内学級見学を行っ

たり、総合的な学習の時間で本校の児童を招

いての交流を行ったりしている。入級児の体

調に合わせて、遠足や修学旅行などの行事に

も参加することもある。開級から3年を過ぎ

て職員の間でも院内学級に対する意識が向上

してきているように感じる。

毎日の学習の様子はA4番の記録用紙に時

間ごとの内容を記入して保護者に渡すように

している。放課後時間のあるときは直接保護

者の方に会い、そのつど様子を伝えるように

も心がけている。特に入級児童の場合は、児

童のストレスの大きさや前籍校との連絡を考

えて、保護者との情報交換を定期的に行って

いくようにしている。

入級児童の前籍校担任との連絡は、学級通

信を送ってこちらの様子を伝えたり、電話で

必要に応じて連絡を取ったり、退院後の配慮

事項などを直接会って話したりしている。

医療サイドとの連携については、毎朝の児

童の状態の連絡と、毎週水曜日のカンファレ

ンスを中心に行っている。児童の病状などは

必要に応じてリーダーを通して医師に確認し

てもらえるので、実際にはカンファレンスは

月に1回程度の必要なときに行っている。

また、入院児童の保護者へ病棟説明の時に

を発表できるように取り組んでいる。それに

加えて、さまざまな病棟行事の時に院内学級

の発表の機会をいただいている。病棟行事は

季節ごとに七夕会、お月見会、クリスマス会、

豆まき会がある。

今年度の1学期に、学級独自の企画で音楽

発表会とゲーム大会を行い、たくさんの人に

参加していただいた。学期の終わりの終業式

では、本校の校長や教頭の前でリコーダーの

発表も行った。

発表することを通して味わう緊張感や充実

感、達成感は入院生活では大切なものであり、

退院後の自信につながるものである。少人数

という中で子どもたちも恥ずかしさや緊張感

が強くなりやすいが、メリハリのある生活を

大切にしていきたい。

本校の荻野川学校は、歩いて10分程度の

場所にある。体調に合わせて｢運動会｣や晴
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い場合は閉級という可能性があり、院内学級

関係者は毎年そのことにも神経を使っている。

また入級する児童の保護者からしても、転出

入の手続きの手間や学籍を移すことへの抵抗

感があり、入院がちょうど2週間というとこ

ろでは入級に踏み切りにくい。

学習参加では、児童は学習活動をしている

にもかかわらず実際には欠席扱いになるとい

うデメリットがある。

ことばの教室や相談学級のように、学籍を

移さず学習に参加した日を出席扱いにできる

システムになれば、より保護者のニーズにも

応えられるようになる。

しかし、これは本校の院内学級の現状のみ

を考えての意見であり、さまざまな問題は考

慮していないものである。

院内学級の参加について話して貰うシステム

になっている。このシステムが定着してきた

ことで、児童の受け入れがスムーズになり、

入院して次の日には学習に参加できる体制が

取れるようになってきた。

最小限のシステムだが時間をかけて定着さ

せてきたもので、後はスタッフとのコミュニ

ケーションでカバーできる範囲であると考え

ている。今後も連携を大切に進めていきたい。

4．今後の課題

短期入院の多い横須賀市立市民病院院内学

級としては、入院した翌日から学習参加し、

一週間前後で退院してしまうケースがほとん

どである。短期間でも子どもたちに満足して

もらう教育内容を求めて今後とも研究してい

かなくてはならないと考える。児童の実態を

つかんでから教材準備をする時間は全くない

ため、手持ちの教材の豊かさはもちろんのこ

と学習内容の精選と基礎基本の学習の充実を

常に考えておくということは、大きな課題で

ある。

また、現在は「自立活動」の時間は定着し

ておらず、児童の状態に合わせて病気を理解

するときにのみ「自立活動」という名称の授

業を行ってきた。通常は「特別活動」の時間

の中で自立活動を含めた指導を行っている。

「院内学級は遊びが多くて楽しい」という声

を聞くことがある。教員としてなぜこの児童

にこの教材なのかをきちんと整理して考えな

ければならない。その意味からも、今後は自

立活動の定謝上を図り、より指導内容を充実

させていく必要がある。

また、総合的な学習の時間の設定も必要と

なってくる。今年度行ってきた行事作りなど

の活動を参考に、院内学級の総合的な学習の

時間を来年度に向けて取り組んでいきたい。

在籍の問題としては、2週間以上の入院で

入級という原則はあるが、現実問題として入

級者0ということも考えられる。入級がいな

5．おわりに

私自身が病弱教育にかかわるようになって

9年目になる。その中で医療の進歩や変化を

感じ喜んできていた。入院期間は短くなり、

医療は在宅でも受けることができるようにな

ってきた。家庭から離れた環境で過ごさなけ

ればならなかった病気療養児たちにとっては、

家庭で過ごせるということは大変すばらしい

ことではある。しかし、療養期間中の家庭の

生活はどのようになっているのだろうか。こ

の6ヶ月間で、服薬などの状況によって、退

院ができても感染の問題があるので、その後

前籍校に登校できるようになるまで1ヶ月ほ

どかかるという例や、入院前後に1週間程度

欠席している例などあった。特に、喘息児の

場合は、欠席を繰り返している例は数多く、

学習空白が顕著な児童も多い。学習空白は児

童の意欲の低下を招くものである。

このことについては、現在の院内学級で取

り組める問題ではないが、提案はできる問題

であると考える。今後、何らかの形になるよ

う取り組んでいきたい。
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越谷市立病院院内学級における学級経営の実際

坂巻

平野

小谷

玲子

英世

浩巳

輸
繍
柵

越谷市立東越谷小学校

越谷市立東中学校

越谷市立東中学校

2．おおぞら学級の経営

おおぞら学級では、東越谷小、東中から派

遣された、小学部1名、中学部2名の担任が

児童雄徒の指導、援助にあたっている。

1 ．はじめに

「入院していても学びたい。学ばせたい」

という子どもや保護者の願いをかなえるため、

平成8年4月、越谷市立病院内に越谷市立東

越谷小学校、越谷市立東中学校の分教場とし

て「おおぞら学級」が開設された。越谷市立

病院は埼玉県東部地区の基幹病院として位置
づけられており、小児科のベッド数は43床

である。主な疾患は喘息、腎疾患、血液・腫

瘍疾患、炎症性腸疾患、生活習慣病、心身症、

骨折などである。この越谷市立病院の小児科

に埼玉県内では初めての小中学校併設の病弱

・身体虚弱学級として「おおぞら学級」は開

級した。

「大きく広がる空のように、おおらかに明

るく学んでほしい」という願いが学級名にこ

められている。環境的にもその名の通り、7

階の小児科病棟に隣接する小・中それぞれの

教室の前には、250平方メートルもの緑の

バルコニーが広がり、そこから仰ぐ大空は、

院内生活をおくる子どもたちにとって心身共
に癒しの場と言える。

＜写真：バルコニーでの病棟すいかわり＞

（1）入級対象児童生徒

おおぞら学級では児童生徒及び保護者が入

級を希望する場合は、医師との相談の上、入

院期間、疾患にかかわらず転学手続きを行っ

た上で入級している。ほとんどの場合は3週

間以上の入院を要する児童生徒であるが、入

院期間などによる制限は原則的にはない。

（2）学籍の移動

主治医が連絡表に記入し、市教育委員会に

連絡表を渡すと転入手続きが一両日中に完了

する。転出手続きも同様であり、手続きの煩

雑さによる保護者の負担をなくしている。

（3）経営方針

心の安定を図り、健康回復に向けて努力す

る意欲を育てるとともに、学習の空白を補い

ながら楽しい学級生活をおくれるように

するため、次のような経営方針を掲げて

いる。

①児童生徒理解に努め、信頼関係を深

める。病気等で入院生活をし、通常の学

校生活から離れているという状況から生

じる一人一人の課題をよく理解し、適切

な支援ができるよう努力する。 （カウン

セリングを生かした関わり）

②児童生徒の病気等についての理解を

深め、身体の状況に応じた学習の展開を

客一、

ふ 尋鴇一一罰､
9

I

凸L
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表2のようになる。図る。医師や看護婦からの指導援助を得なが

ら、 「学ぶ意欲」をもてるよう配慮する。

③4喋団ながらも、 「おおぞら学級」が一

つの学級として成り立っていくよう、児童生

徒に個々に活躍の場を見いだし、協力し合え

るようにする。－弓人三人が「居場所」が感じ

られる学級経営を目指す。

④心身症を伴う児童生徒に対しては、医師

や専門のカウンセラーの治療方針を受けて支

援の手立てを考えるとともに、前籍校との連

携も密にしながら集団復帰ができるよう努力

する。

⑤日々の指導のふりかえりを大切にし、児

童生徒個々に合った指導援助の方法を常に追

求する。本校（東越谷小学校・東中学校）と

の連絡を密に行い、多くの人々との出会い、

支えによって学級が成り立っていることを常

に自覚する。

＜表2＞日課表

起床・検温・身支度

食事・登校準備

登校

朝の会

1校時

2校時

3校時

昼食・検温・休憩

4校時

5校時

帰りの会

下校・おやつ・自由時間

入浴・検温・自由

夕食

就寝

卸
一
Ⅷ
｜
蜘
一
繩
一
蜘
一
卿
一
皿
一
皿
一
馴
一
郡
一
川
一
州
一
制
一
柳
一
Ⅷ

《

3．学級の特色

（1）マルチメディア

・光ファイバー通信：本校(東越谷小､東中）

の児童生徒との授業交流、他の院内学級と

の交流。

・フェニックス（テレビ電話） ：前籍校と

の心の交流。

・インターネット：情報収集、メール交換。

＜写真：札幌の院内学級と交信＞

－ン／I紬）胸慰

（4）週間授業時数

病状によって調整しているが、下表1のよ

うな時数を40分授業で行っている。

<表1＞ 週間授業時数

や一一

凪

｜ 合計
また子どもたちの1日の日課は、右の
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国語

社会

算数

理科

生活科

談
町
瀧

自立活動

道徳

学級活動

総合学習

小学芯

4

2

4

3

（2）

２
２
２

3

1

1

1

国語

社会

数学

理科

英語

談
諭

技術･家庭

自立活動

道徳

学級活動

総合学習

中学芯

3

4

3

3

4

3

3

1

1

1

25 合計 26



（5）芸術活動

情操豊かな生活。焼き物、絵画、木のおも

ちゃ。壁飾り・キーホルダー等の制作活動、

ピアノ・キーボード・ギター・ハンドベル等

の音楽活動。

（2）体験学習

心身のリフレッシュを図る。近くの公園散

歩、社会科見学、名画鑑賞会、本校行事への

参加（文化祭．演劇鑑賞・音楽鑑賞）、音楽

スタジオでの活動等。

＜写真：花田苑への散歩＞

（6）国際交流

AET(AssistantEnglishTeaCher)

との英会話やゲーム、それぞれの文化

交流。

（7）前籍校（元の学校）との関わり

集団復帰への備えのため、学校、担

任と常にに連携を保ち、前籍校へ戻

ってからの生活が、よりスムーズに

いくよう支援する。

＜写真:AETと一緒に行なった書き初め＞（3）自立活動

心身の健康増進。外気浴、バルコニーで

のゲーム、植物を育てる活動、看護学校校

庭での軽い運動、市のグランドでのレクリ

エーション等。

（4）集い

交流を深める。誕生日会、退院おめでと

う会、おおぞら音楽会、感謝の集い（お世

話になった人へ）、病棟お楽しみ会(病棟

主催のスイカ割り、クリスマス会）等。

＜写真：おおぞら音楽会＞

4．連携のはかり方

（1）医師・看護婦との連携

①病棟との毎朝の打ち合わせ

児童生徒の学習効果をあげるためには

日々の健康状態に応じた指導援助が必要

である。

毎朝9時から15分間、小児科病棟の医

師や看護婦に病状についての申し送りを

受ける。毎日の院内学級の生活がこの話

し合いをもとに始められる。この打ち合
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わせでは、担任からは、学級での様子、課外

活動での関わり、相談等を報告する。病院に

とっては朝の最も忙しい時間帯での話し合い

ではあるが、医教連携の基本ともいうべきも

のである。

②四者連絡会議

学級の運営に関わる課題を医療と教育の両

面から解決していく機関として｢四者連絡会」

を毎月開催している。病院（小児科部長・病

棟婦長・ケースワーカー)､教育委員会（指導

課相談係)､東越谷小学校（校長・担任1名）、

東中学校（校長・担任2名）が一同に会し、

運営一般に関わることへの共通理解を図るよ

うにしている。また、児童叱徒の事例も出し

合い、それぞれの立場からの助言を得、指導

に生かすようにしている。

③ナースとの話し合い

月に一度、小児科病棟婦長、学級担当の看

護婦、その他参加可能な看護婦、小中担任3

人で児童生徒一人一人についての話し合いを

持っている。病状を理解し、病棟生活・学級

生活両面からそれぞれの立場でどのように関

わっていったらよいかを具体的に話し合う。

特に心理的ケアの必要な児童雄徒に対しては

担当看護婦を決め、日頃より担任と情報交換

をするように努めている。

その他、必要に応じて、主治医、臨床心理

士、看護婦、ケースワーカーとケース会議を

行い、児童f世徒の理解と指導援助の方法につ

いて協議している。

らに、本人の頑張りを家族に伝えて安心して

もらう良い機会ともなっている。また、義務

教育終了後の進路問題を抱えている生徒もお

り、進路相談もあわせて行っている。

（3）前籍校との連携

前籍校との精神的なつながりを大事にする

ため、おもに次のような配慮をお願いしてい

る。

①転学しても親学級として所属する学級と

担任、座席はそのままにしておくこと。

②新年度にあたっても親学級を決め、委員

会や係の希望など連絡をとってもらいたいこ

と。

③前籍校の担任の先生は児童生徒と関わり

が切れないよう、病院を訪問したり、プリン

ト類を届けたり、家族と連絡を保ってほしい

こと。

5．マルチメディア活用方法研究

平成9年度から平成11年度に、 「へき地

学校高度情報通信設備（マルチメディア）活

用方法研究開発事業」の研究指定、さらに平

成12年度「学校の情報化推進のためのネッ

トワーク活用方法研究開発事業」の研究指定

を文部省より受け、テレビ会議システム及び

テレビ電話の活用方法を研究した。

（1）テレビ会議システム（光通信）を使っ

た本校（東越谷小、東中）との交流授業

INS1500の高速光通信によるテレビ会議シ

ステムを、院内学級の教室と東越谷小学校、

東中学校の視聴覚室、理科室に設置し、双方

向のテレビ映像による授業交流を行っている。

リアルタイムの鮮明な画像のため、相手の雰

囲気がとてもよく伝わり、入院中の児童生徒

たちにとって、思わず病気を忘れてしまうひ

とときとなっている。

（2）家庭との連携

原則的には毎週金曜日を面談日とし、本人

や保護者の相談に応じている。入院生活が長

引くにつれ、様々な不安も生じやすく、次第

にストレスもたまっていく。タイミングよく

話し合いをもつことにより、焦りを解消した

り、自分の良さに気付いたりできている。さ
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｡学級の様子について

｡学校行事について

｡病院生活の様子

。 「おおぞら学澗

の紹介

･クラスのみんな

への質問

＜写真：小学校1年生国語の交流授業＞

･愛唱歌や校内音楽会

の課題曲（院内学級

の子と一緒に歌う）

･学習内容について

｡親しい友達との会話

｡愛唱歌の紹介

･物語の音読、作

品紹介

＜テレビ電話での前籍校との交流の成果＞

①前籍校の友達と直接交流できる。音声だ

けでなく映像を伴うため、表情がつかめ親近

感がある。

②モニターを通して大画面でダイナミック

に映し出し大勢とも楽しく交流できる。

③長期入院や遠距離の児童生徒の場合、前

籍校との関係力溝れてしまいがちである。し

かし、フェニックスシステムを使った交流に

より、心理的面等でのつながりがもてる。い

つでもクラスの友達に会えるという安心感が

あり、前籍校復帰への不安も和らぐ。

④前籍校の様子（学習･行事･大集団等）

に触れることにより、自分を振り返り、回復

に向けて努力することへの意欲が増す。

本校との交流授業（進路学習）の感想

釧
進路説明会では、県立高校や私立高校

専門学校等の先生達から話が聞けて、

ごく役に立ちました。学校によって、ろ

れぞれ特色があるということがよくわか

りました。いろいろな学校のことをさら

に調べ、よく考えて進路を決めていきた

いです。 （中3女子）

（2）テレビ電話を使った前籍校との交流 あり、前籍校復帰への不安も和らぐ。

平成12年度より情報化推進のためのネッ ④前籍校の様子（学習・行事。大集団
トワーク活用の一環として、フェニックスシ に触れることにより、自分を振り返り、
ステム（ポータブルテレビ電話）が導入されに向けて努力することへの意欲が増す。
た。院内の児童生徒と本校（東越谷小。 ＜写真：前籍校から歌を紹介してもらう＞

東中）の児童生徒の交流では、学習に

変化と潤いを効果的に与えることがで､

きる。これに対し、テレビ電話は、そ

れぞれの前籍校の自分のクラスの友達

との交流に使われている。院内学級よ

りそれぞれの前籍校に機器を貸し出し

て通信するこのシステムは、まさに心

の交流として、特に、長期入院の児童

生徒にとっては､おおきな心の支えとな

っている。

＜交流内容＞ 前籍校とのテレビ電話交流の感想

’’’
｢早く元気になって､いっしょに遊ぼうね」

とテレビのむこうから友だちが声をかけて’
前籍校から

｡励ましのメッセージ

院内学級から

｡体の様子
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になる。

⑦他の院内学級とも交流を深め、お互いに

励まし合ったり、情報を交換し合ったりする

ことができる。

目分の報の友

ろのが少で*､塗

当詞

（3）マルチメディア交流のまとめ

マルチメディア交流授業の効果として、次 6おわりに

のことが挙げられる。 今後はさらに、児童生徒の生きる力をはぐ

①集団で学ぶ楽しさや一体感を味わうこと くむ教育を目指し、創意工夫を生かした特色

ができる。 ある教育活動を展開していきたい。病気の多

②入院生活に変化と潤いを与えることがで樹上、短期頻回化、一人一人の課題（家庭、

きる。情緒の安定にもつながる。 学校等）に対応するため、病棟をはじめ本校

③学習の補完のみならず、院内ではできな教育委員会、前籍校、保護者、その他諸機関

い幅広い学習をリアルタイムに経験できる。 との連携を密にし、病気療養児童生徒の理解

④多くの友達と交流することにより、自分を深め、個に応じた教育を一層推し進めてい

に気付くよい機会となる。 きたい。 「おおぞら学級」での経験が病気治

⑤心の交流ができ、集団復帰への支えとな療の一環となり、一人一人の心と身体の健康

る。 （特に前籍校とのテレビ電話交流） に結びつくものとなるよう、一層の努力を重

⑥本校（東越谷小・東中）の教師との関わねていきたい。

りが深まり、院内教育への適切な支援が可能
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●｡●●●◆●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
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<育療》 －昂利8号～12号一主な内容

篠8号》 ・特集福掛援助

＠福祉制度と福祉サービス……………中塚博勝

＠心身’健康に問題をもう子供へ，福祉活動…山川保

＠からだの弱い子どもの施設療育……中塚博勝

＠重症心身障害児施設にBけ6療育………平山義人
＠福祉的活動の実際

･心理療法士の立場・…･……………･…佐藤栄一

･臨康心理士の立場…………松嵜くみ子･赤澤晃
･MSWの立場………………法由美子･山本文子

＠福祉から見た教育への期待………石川啓治郎
《第9号》 ・特集「病弱児の看護」

O『総詮』病弱児帽護拷え6 ………吉武香代子
･一般病院の小児病棟に学小児0看護一……久世信子

･隣接ｵ6養護学校へ通う長期入院児の看護…長谷川久子

･障害児施設K職械鋤識小児の看護…田原紀代子
･定期的に外来を訪柵慢性疾患小児の看護…成嶋澄子
･悪性腫瘍とと6K生き6子どもの看護………駒松仁子

。継続的t医療処置を必要と“､6小児の看護…内田雅代
･看謹婦と養護教諭との連携……………油谷和子
･学校教育現鳩から看謹に望む……………斉藤淑子
《第10号》

。 《特別寄稿》障害をもつ子供のいる家族との

関わりからの体験報告と提案………中川正次

･特集一家族一

＠「子供の死一一親の思い｣………井上･関口･熊倉
＠「親の立場から望むこと｣………大塚｡根本･水谷
、「家族の絆」…飯島･柳楽･榊原･藤波･藤松･佐野

。 《寄稿》慢性疾患児の自己効力感に関する
研究から………………………武田鉄郎

《第1 1号》

新『福子の伝承』を求めて………波平恵美子
・小児気管鵡息，治療噸状と問題点…西間三馨
･特集闘病の跡と指導の実践報告
＠闘病の跡…………………加藤裕子・玉田美希子
＠指導の実践報告…山口恵里子･室岡徳･池田俊子
･子供の病気を通して考えたことJ.……･山下暁子
･在宅ターミナルケアを通して…………二宮道子
《第12号》

･特集小児ガン・アレルギー性疾患

＠小児がんの子どもたちのQOL……細谷亮太
＠小児がんの子どもの相談……………西田知佳子
＠アトピー性餓如治療の現状と龍貞………山本昇壮
＠『個性化」した患者指導の必要性……栗原和幸
＠小･中学校に鮒6喘息児の対応0現状………北栄子
･事例…自己表現0手段として0パソコン……浅利倫雅



東大こだま分教室の現状と課題

東京都立1礒護学校東大こだま分教室

教諭 石川 拓

東大こだま分教室（以下、本分教室）は、

1996年4月に東京大学医学部附属病院

(以下､東大病院）に都立北養護学校（以下、

本校)の病院内分教室として設置された｡現
在7人の教員が常駐している。設置校が肢体

ノ

不自由養護学校であることと、小学部から高

等部までの3学部がある点で、全国的にも珍

しい形態である。開設から6年目になる現状

と課題について報告する。

年間総在籍数30名中、17名(56%)が悪性

の疾患だった。開設以来5割～6割は悪性の

疾患で、東大病院は骨髄移植の治療成績が良

いため白血病が多い傾向にある。骨髄移植の

ために1ヶ月～2ヶ月弱の期間を無菌病棟で

過ごす場合にも、精神的サポートを主に無菌

病棟内で授業を行っている。

重症の心疾患や臓器移植待ちのケースもあ

る。こうした児童・生徒の多くは、教室に通

えず、ベッドサイド授業や欠席が続くことに

なる。結果として、同学年であっても教室に

登校できる日が重ならず、なかなか関係を深

められない。孤独感を抱きがちな児童・生徒

を支えていくために、 「人との関わり」を実

感できるような教育内容・教育方法を積極的

に用いている。

昨年度は小学部3年生と中学部・高等部に、

同じ児童・生徒がそれぞれ4名ずつ6ヶ月以

上在籍した。在籍期間に文ｲ際（通称こだま

祭）があったため、学部・学年を越えた準備

を通して人間関係が深まった。これらの児童

・生徒が核となって、その後に転入してきた

児童・生徒を取り込み、大変にぎやかで充実

した学校生活となった。

一方で、化学治療のために感染しやすい状

態となって教室にほとんど登校できない児童

・生徒も一定数いた。それらの児童・生徒に

も分教室の活動に参加している実感や、級友

とつながる安心感を持たせることが課題とな

った。そこで、学級便りや、総合学習や各教

科の通信などに、教室に登校できない児童・

生徒の意見や様子を積極的に載せた。中学部

・高等部の生徒には、 1台のノートパソコン

のハードディスク上に分教室紹介のプレゼン

1 ．本分教室設置の経緯

肢体不自由養護学校の本校に病院内教育を

担う分教室が設置設置された理由は以下3点

である。

①1987年4月、小児科に入院中のウェルド

ニッヒホフマン病の児童に対して訪問教育を

開始した。

②1994年度には訪問教育対象の児童・生徒

数が10名を超えた。訪問教育では1日90

分、週2回の授業しかできず、病院内教育の

充実を求める声が保護者と小児科医師よりあ

がった。

③①の児童が中学部3年になった当時、

訪問教育に高等部を設置できなかったため、

東大病院が病院内分教室の設置を東京都教育

委員会（以下、都教委）に要望した。

こうした経緯で病院内教育が始まったが、

現在は年間およそ30名、月間10～15名

の児童・生徒が在籍するようになった。普通

教育に準じた教育内容が主で、肢体不自由児

の在籍は1名である。

2．昨年度(2000年度)の児童・生徒の実態

1）疾患の傾向と指導の方向性
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在籍日数が1ヶ月未満の者が6名となり、

これは全体の2割に近い。

2ヶ月未満の者を含めると9名で3割弱が短

期の転入出となり教室での一斉授業の指導計

画を立てにくかった。

1ケ月未満の短期の在籍者6名中5名力蒋

転入の児童・生徒だった。再転入の場合は、

入院期間の長短に関わらず入級を希望する傾

向があった。今後再転入で短期在籍のケース

は増えるだろう。

テーションを協力しあって作らせる実践を展

開した。いずれも児童・生徒間の橋渡しとし

て効果的に機能した。教室に登校できたり、

書面や教員や作品などを媒介として人とつな

がる実感を得られたりすることが活力の源に

なっていた。

基礎的な学力を維持するという役割を基本

にしながら、児童・生徒に前向きな気持を持

たせて、学ぶことを楽しんだり、自分から積

極的に他者に働きかけたりできるような支援

を行うことが、分教室の重要な役割になって

いると感じている。 3）特別な配慮の必要な児童・生徒

個別指導が必要な児童・生徒が多かった。

具体的には知的障害や畠闘にわたる入退院

や小学校への就学を控えた前後の時期に発病

したために学習への構えができていないなど、

学年相当の学習内容では指導しにくい児童・

生徒が、小3女子、小6男子、中1男子、中

2男子、高1男子（いずれも各1人）が在籍

く表2＞

2）在籍数の動態と在籍期間の特徴

教育内容を決定する際に重要な要素として

は、先述の疾患の傾向と、児童。生徒の在籍

の変動及び個々の在籍期間がある。昨年度を

例に述べると年間の延べ在籍数が過去最高の

30人となった。月の延べ在籍数が1桁台だっ

たのは4月のみで､月平均在籍数は

14．6人だった（表1）。

月間の在籍数も6月末から7月

にかけて同日に19名になった期

期間があった。7人の教員の限界

を越える在籍数であった。

このように年間を通して転出入

が多い状況に加えて、短期の在籍

が増える傾向にある（表2）。

＜表1＞

2000年度在範期間分布(単位人）

ロ①1ヶ月未滴

四②1ヶ月以上～2ヶ月未
渦

ロ③2ヶ月以上～eヶ月未
滴

国④eヶ月以上～4ヶ月未
潤

国⑤4ヶ月以上～5ヶ月未
満

■⑥Sヶ月以上～6ヶ月未
滴

■⑦6ヶ月以上

の15

５
０
５
０
５
０

２
２
１
１

した。こうした実態に加えて、中

1男子で心疾患のためにほとんど

登校できない生徒と、中3男子で

腎・肝移植待ちの体調管理の難し

い生徒が転入したため、本人の体

体調に配慮した時間割に変更した。

他県の全日制普通科から高1男

子転入。移植治療のため無菌病棟

に1ヶ月半いたことや、既に在籍

mn
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る。現状ではベッドサイド授業の時間数は教

室授業よりも大変少ない。

教員数が十分でない中、可能な限り授業時

間を確保でき、在籍の変動による時間割の変

更をできる限り少なくし、集団で学べる機会

も確保するため、以下のような方法で授業を

実施している。

していた高l女子とは学力が異なるために、

授業を一斉の形態で実施できなかった。その

ため、授業時間数をほぼ2等分して展開し、

一方が自習の時に一方に授業を実施した。

転入後に怠学傾向に陥る児童・生徒が数名

出てきた。担任と病棟婦長と主治医が緊密に

連絡を取り合い、相当の期間をかけて指導を

行ったケースもあった。

特殊な事例としては、小学部6年生の男子

に食思不振症の児童が転入した。体重を減ら

すことに対する強烈な意思を持っており、こ

の児童の治療方針を検討するに当たって、初

めてカンファレンスに医療スタッフと同等の

立場で参加することになった。効果的な提案

や情報提供はできなかったが、今後も様々な

ケースで医療スタッフとの連携を強めていく

必要性を痛感した。

①全学部、全学年について教科担任制にし

ている。一人の教員が特定の学年の全科を受

け持つと､ベッドサイド授業の要請が多い時

に対応できないからである。

②学部所属や免許にかかわらず教科担当を

振り分ける。同学年同教科の担当は複数にし

ない。体育の実技以外のすべての教科・領域

を指導する。

③年間固定の複式授業時間割を導入し複

式の学習集団は次のようにする。

3．教育内容と方法の特色

1）日々の授業

教室授業と病室での授業（通称ベッドサイ

ド授業）を次のような方法で実施している。

毎朝8:45に児童｡生徒が入院している病棟

婦長から、出欠予定や治療内容及び体調等の

情報をもらう。実施可能な教室授業を確認す

る。その後各担任の空き時間にベッドサイド

授業を組み込む。教室授業は、下記の日課で

学年固定の時間割にしたがって行うが、ベッ

ドサイド授業はイレギュラーに組むことにな

○小学部1．2年、3．4年、5．6年

○中学部1．2年、3年（3年は受験対応

のため単学年）

○高等部（現状では2年のみの在籍のため

単学年）

④中学部・高等部の教室授業の時間割には、

ベッドサイド授業を優先的に組んで、教室に

登校している生徒には自習課題を与える枠を

各教科とも一定数設ける。

＜日課表＞

３

木
○
○
○
Ｊ
○
○
●

５０

金
○
○
○
０
○
●
●

２

土
○
○
○

水
○
○
○
２
●

１

月 火

○ ○

○ ○

○ ○

移動・休憩・食事

○ ○

○ ○

● ●

1 9:30-10:15

210:25-11:10

311:20-12:05

※日課表の●

は高等部生徒

のみに実施し

ている。413:20-14:05

514:15-15:00

615:10-15:55
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△観劇・本校生徒との交流会(jtz

護学校）

総合（芋掘り)、こだま祭(文ｲ際）

総合（収穫祭）

学期末お楽しみ会

本校生徒との交流会（中高部）

芸術鑑賞会

卒業と進級を祝う会

⑤各学年の在籍数が少なく、教室に登校

できる機会が不定期になるため、集団での学

習を経験させるために、次のように一部の教

科は3学年以上のグルーピングで実施する。

10月

月
月
月
月
月
月

０
１
２
２
２
３

１
１
１

＜3学年以上のグルーピング＞

･小学部1～3年、4～6年……音楽

1～4年、5～6年……図画工作

l～6年 ……総合

･中学部・高等部 ……保健、総合

･中学部1～3年 ……道徳・音楽

・技術家庭科

･SnR ……小学部1～

中学部

･行事、その他

の学級活動……活動内容によって学部、

学年を越えた集団とする。

＊注：

「総合的な学習」は以下2つの活動に全学

部の児童・生徒が年間を通して参加する。

①畑での作物栽培を主軸にした観察、収

穫物の調理、ホームページ作りを行い、そ

の過程で情報通信技術を利用するために必

要な基礎的知識・技能を身に付ける活動。

②国際理解教育の位置づけで、外国人講

師との英語によるコミュニケーションを体

験する活動。2）特別活動・総合的な学習の時間等

児童・生徒の学習意欲や分教室への所属意

識を高めること、ストレスを発散させること、

他者への関心を高めること、様々な経験の機

会を確保することなどを意図して病院の協力

を得ながら、下記の学習活動を実施している。

△は医師の付き添いを要するもので、内容等

について病院との連絡会議で確認して実施し

ている。儀式については省略した。東大病院

が大変協力的で、開設時からレスピレーター

を装着した児童・生徒も院外行事に参加でき

ている。

注：近隣に博物館や動物園等の社会教育施

設が多いことを生かして、行事の前後に標本

や資料をお借りして指導するなど、充実した

校外学習を実施している。

3．今後の課題

これまでに述べてきた課題については省略

する。また紙幅の都合、指導内容とその質に

直結する部分に限定して述べたい。

＜教員の配置に関すること＞

①知的障害や重度の肢体不自由を伴う児童

･生徒も在籍するため幅広い専門性が必要で

ある。

一方で、普通教育を行うための誹り性を持

つ教員の配属が困難である。

②年度途中の在籍の増加や個別対応が必要

なケースの増加に対応した教員の増員が困難

である。

＜主な行事＞

5月 遠足（上野動物園）、総合（小児

科中庭にて苗植え）

6月△ザリガニつり（東大構内三四郎池）

9月△学部別校外学習（小学部：上野松

坂屋）、

△学部別校外学習（中高部：国立科

学博物館）
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※これは病弱児への教育経験が乏しく、

病院内教育や在宅訪問教育等の制度を

理解していない前籍校の教員には、保

護者だけでなく、我々からの助言が有

効な場合が多いためである。

<4>病院内教育を担当する教員が退院する児

童・生徒の病状や障害の状況に応じて、適

切な転校先を推薦すること。転院により教

育を受けられない場合には訪問教育等の実

施を所轄の教育委員会に保護者から要望す

るように助言すること。

＜指導に関すること＞

①進学、就職にむけた進路指導の経験と情

報の蓄積がない。全国から児童・生徒が入院

してくるため、それぞれの出身地域に関する

情報も少なく有効な指導が困難である。

②高等学校への受験時に、前籍校（生徒の

入院前に在籍していた学校）や志望校が、本

分教室を対等の学校として認知していないこ

とが多く、それによって不利益が生じる場合

がある。

③教室スペースが2教室、計60㎡弱しか

なく、排気・防音・給拶帥・情報通信等の設

備が不十分である。より充実した施設・設備

を病院事務スタッフと教育委員会の連携のも

と整備したい。

以上のように、病院内教育の課題は多岐に

渡るが、保護者・本人の多くは治療期間を過

ぎると元の学校に戻るため、その充実に向け

た声をあげる者が少ない。そこで多くの人に

関心をもたせる取り組みが必要である。例え

ば今年度から本分教室が開始した児童・生徒

と教師の共同製作によるホームページの作成

は、病院内教育の実態を正しく理解してもら

う一助になるだろう。

ところで病院内教育の理解推進を進める際

に、その主たる意義が、治療の効果をいかに

高められていかに入院生活の支えになったか

に置かないようにすることが大切である。こ

の文脈に立つと教育の独自性が正しく評価さ

れないからである。入院中であっても、たと

えターミナルであっても、児童･生徒は成長

し続ける存在であるからこそ、教員は教育を

続けられるし、教育を行う意義があるのでは

ないか。児童・生徒が退院や亡くなるその瞬

間まで、教育に支えられてどのように成長し

たのかを検証し発信することに関心を寄せる

必要がある。そして質の高い教育を行い、病

院内教育の必要性を多くの人に理塀してもら

うためには、十分な教員配置が何よりも重要

な前提条件になると思う。

＜転入・転出の制度に関すること＞

①国公私立校からの転入は退院後の復学が

困難である。また、高等学校からの編入学は

都民でない場合と、前籍校と本分教室の履修

科目が異なり単位取得の問題が生じる場合は

難しいこと。

②退院後に、化学治療のために変化した容

姿や体力が回復するまでの期間、教育を受け

られない（受けない）ケースが出てきた。転

院する場合には転院先で訪問学級や分教室が

設置されていない場合もある。こうした退院

後の教育に関するフォローのために必要な事

項は4点ある。

<1>前籍校（普通学校）教員が病弱児の実態

や病院内教育についての理解を深めること

<2>保護者力戦が子の病気について前籍校に

伝えること。

<3>キ治医は退院後の治療や生活の見通しに

ついて保護者だけでなく病院内教育を担当

する教員にも情報を提供すること。
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国立病院九州がんセンター院内学級経営の実際

国立病院九州がんセンター

福岡市立野多目小学校

福岡市立三宅中学校

赤坂房子

永尾紀代美

なかよし学級

院内学級

3教育の目標1 学級の概要

国立病院九州がんセンターに、平成6年度

福岡市立野多目小学校、平成9年度福岡市立

三宅中学校の病弱特殊学級（以下:院内学級）

として各1学級が開設された。国立病院九州

がんセンターは、福岡市の南に位置し、前方

に背振山系を、右方には太宰府、水城跡を配

し自然豊かなところである。

本院内学級の児童生徒は、国立病院九州が

んセンター小児病棟に、入院または通院加療

中の児童生徒を対象としている。教室は、小

学校が小児病棟内に、中学校は同じ1階の別

棟に配置されている。院内学級担当教員は小

・中学校とも各1名で指導に当たっている。

（1）教育の目標

病気と向き合いながら、意欲的に生きよう

とする子どもを育てる。

学習指導においては、

①基礎基本となる学力をつけ、前籍校への

復帰の不安を和らげるように努める。

②個々の学習の進度、病状や心理状態に応

じて学習内容を精選し、学習計画を立て

る。

生活指導においては、

①仲良く助け合い決まりを守り、楽しい学

校生活が送れるようにする。

②病気に対する苦痛や将来への不安と向き

合いながらも、日々の生活を意欲的に送

れるようにする。

2児童生徒の様子

平成13年9月現在の児童生徒数は、小学

校8名、中学校2名である。病名も病状も様

々で、他府県からも多く、中国・九州地方を

中心に入院してきている。いくつかの病院を

経てきた児童比徒は、学習の進度もそれぞれ

で、学習空白の部分も少なくない。また入院

するまでの生活態度、環境も大きく違ってい

る。

しかし、どの児童叱徒も一日も早い前籍校

への復帰を願っている。

（2）指導の実際

①教科指導

学習指導要領に準じた学習内容であるが、

院内学級という特殊性から治療を優先し、児

童生徒の病状に合わせた授業計画の立案指導

を行っている。

（表2、表3参照）

表1 院内学級在籍児童牛徒数 2000.10～2001.9
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月 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9

小学校 9 9 7 6 7 8 8 9 8 9 9 8

中学校 1 2 3 3 3 2 2 2 3 2 2 3



表3週基準時数(中学校）表2週基準時間割（小学校）

いも植え－」 （孚勵児や他の大人の患者さん

も含めて）、病棟行事として「七夕」、｢秋の

遠足一いも堀り－」、 「クリスマス会」など

季節ごとの行事に参加している。

また、プロスポーツ選手の方々のお見舞い

が時としてあったり､ALT(英語補助教諭）

との英語学習があったりして､そのおﾈ嗽を

きっかけに交流を行っている。

また、長期入院などでは学習空白や進度の

遅れがでてくることもあり、個々の状況を考

慮し、必要に応じて長期休業中や病棟学習時

の補習授業も行うようにしている。

前籍校への円滑な復帰を常に念頭に置いて

いることは、小中学校とも変わらない。中学

校では定期考査等を、本校とほぼ同時期に行

ったりしている。時には前籍校と連絡を取り

合い、前籍校の考査問題などを取りよせたり

して実施している。

図工・美術・家庭（調理実習） ・音楽の時

間は、限られた空間や非日常の生活を送って

いる児童生徒が、創作活動や協力的活動を通

して、心理的解放も含め情操を育てる時間と

して大切にしている。

自立活動の指導は児童生徒の発達段階に応

じて、自分の自己管理ができること、治療に

対して前向きな姿勢を持つことができること、

入院中や退院後も家庭や学校、社会生活で生

かせることを考え、個に応じた指導を行うよ

うにしている。

②行事・交流学習

本学級では、学校行事として「春の遠足一

小学校では、月1回某パソコンソフトメー

カーの協力を得たり、本校情報教育担当教員

とTT(チームティーチング）を行ったりし

ながらパソコン学習を実施している。

メーカーの方にノートパソコンを児童分用

意していただき、パソコンの遊びを通して、

マウス操作を覚えたりキーボード操作に親し

むことをめあてとしている。ラン構成のパソ

コン遊び、クイッククイズで得点を競いあっ

たり、ローマ字表を使い自分の名前や短文を

入力したりしている。

パソコンを使い、家族に手紙を書く活動も

継続して取り組んでいる。
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時曜 月 当人く 水 剥く 金 ゴー

1 算数 国語 算数 国語 算数 園語

2 国語 理科 図工 算数 国語 算数

3 国語 算数 図工 合科 音楽 合科

4 社会 学指 匪吾 自立

※社会と理科の所は1 ･2年は生活

道徳

■■■■■■■■■■■■■■■■

教科 時数 教科 時数

国語 3 音楽 1

社会 2 美術 1

数学 4 技家 1

理科 2 保健 1

英語 4 道徳

(学活含）

1



[左の写真は、ALT

一英語補助教諭一の

授業の一部」

③ベッドサイド授業

児童生徒の体調や

移植中・後など病室

を出られない場合は、

消毒・マスク等で担

任が病室あるいは清

浄室に入ることがで

きる場合もあるので、

病状を見ながら適切

な課題を出すように

している。

（3）生活指導

入院を余儀なくさせられた児童生徒は非日

常の生活を送っている。入院当初は学習や学

校生活に一様に消極的となりやすい。児童生

徒の気持ちに寄り添いながらも、学校生活や

病棟生活を規則正しく送れるように学習内容

や時間などの工夫を図っている。

退院予定や治療の見通し等がうまく児童生

徒自身に受け入れられた時は目標も定まって

くるので、それに合わせた生活態度を育てる

ようにしている。しかしあくまで、児童世t徒

の状態を常に考慮した支援を基本としている。

（5）指導内容の精選

基本的には福岡市の教科書を使用するよう

にしている。しかし、児童生徒は前籍校に戻

ることを願い、目標としているため、復帰へ

の不安を少しでも軽減する意味でも、前籍校

の教科書をそのまま使用して授業を行うこと

もある。

病状により、身体活動や授業時数の制約を

受けることが多かったり、病種の特殊性によ

り教材・教具の制限があったりするため、基

礎的・基本的な事項や重要点を中心に、学習

計画を組んでいる。また、学習内容によって

は他教材との合科学習(理科と保健等)や視聴

覚教材を利用している。（4）学習形態

小中学校とも複々式（小学校1年～6年ま

で、中学校1年～3年まで）で学習を行って

いる。以下3つの学習形態をとっている。

①一人ひとりの状態に応じた個別学習

児童生徒の能力、前籍校での学習進度や病

状に応じた学習内容を行っている。

②グループ学習

図工・美術・音楽・家庭科・保健（自立活

動も含む）等の教科は、学年の枠を越えて合

同学習を行っている。

（6）医療・保護者・学校との連携

①医療との連携

医療スタッフとの連絡会は定期的に行い、

医療側からは児童生徒の病状、治療方針、病

棟生活や予後などについて、また、一方、学

校からは学習内容や行事計画学校生活などに

関して、互いに情報交換を行っている。必要

に応じて、主治医やプライマリーナースとも

連絡を取り合い、情報交換をしている。
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らっている。

担任からは、学習の進度状況、各定期考査

や公的テストの結果、学級での様子等を説明

するようにしている。

県外や遠方の学校には、主治医に記入して

もらった資料と、学習進度表及び使用教科書

副教材などの資料、各定期考査や公的テスト

の結果等も併せて送っている。

転入、転出時に児童生徒や保護者には、で

きるかぎりの不安や心配がないように、学校

間で連絡を取り合うよう心掛けている。

②保護者との連携

入院直後の保護者は、子どもの病気のこと

が心配で不安も大きく、学校や学習までは考

えが及ばないことも多い。そのような時は、

病棟スタッフと連絡を取り合いながら、適切

な時期を見計らって転入を勧めるようにして

いる。

転入後は保護者から、前籍校での学習や学

校生活の状況、家庭での様子、入院生活中の

様子や心理的状態等を聞くことで、児童生徒

の理解を深めるよう努めている。学校からは

学習内容や学習の進め方等を説明し、保護者

の学級への要望も伺うようにしている。折り

にふれ、学級での様子や学習への取り組みの

様子を知らせ、話しやすい関係づくりを心掛

るようにしている。

③前籍校との連携

児童叱徒は退院後は、ほぼ前籍校へ戻って

いく。退院後にスムーズに復帰できるために

は、入院中でも前籍校とのつながりを持つよ

うにしている。単に転校手続きの書類交換だ

けではなく、児童生徒の学校での様子を知ら

せたり、前籍校での学習プリントや、お知ら

せ、学級新聞等を送ってもらったりしている。

それにより、子ども達も前籍校とのつなが

りを感じ、学習の励みにもなるようである。

また、中学校では、定期考査問題等も前籍

校から送ってもらい、学級で実施して答案を

再度送り返したりしている。このことは、前

籍校の教師に入院中の生徒の理解を深めても

らうことと、復帰後の評価の資料として見て

もらうことを、希求しているためである。

退院時には、福岡市内及びその近郊の学校

には連絡し、担任と養護教諭に病院まで出向

いてもらい、主治医、院内学級担任との面談

を行っている。

その際、主治医からは病状と今後の治療方

針、学校生活での留意点（特に、学校行事や

体育の実技に関することなど）を説明しても

4院内学級の詞題

福岡市では、班小中学校合わせて11学

級が6つの病院に設置されている。それぞれ、

国立、市立、私立病院と様々な点での違いは

あるが、抱えている課題は共通していること

が多い。

以下、本学級に抱えていると考えられる課

題を挙げてみたい。

（1）指導に関すること

①特殊学級の場合

1クラスの児童生徒数の基準は8名である

が、院内学級は入退院が頻繁にあり一定して

いない。年度途中で8名を越えても、指導者

は1名で対応せざるを得ない状況にある。ま

た、小学校は1年生から6年生までと、生活

年齢も大きな幅がある。このことは、児童生

徒に行き届いた指導ができにくく、指導者自

身にも葛藤を生んでいる。

②中学校の場合

学習内容が専門的なため教科制であるにも

かかわらず、担当教員は1名である。専門外

の教科を指導するにおいて、その内容を深め

ること力灘しく、生徒に十分な指導ができて

いないというジレンマに陥る。

③病種の特殊性と病院内という限られた空

間のため、直接経験の不足や経験に偏りが見
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（4）転入・転出に関すること

①学籍移動の理解不足

本学級に転入を希望しても、それまでの在

籍校が院内学級のシステムを知らずに、転出

に手間取ってしまうことがある。そのような

場合は、本学級の学校長が相手先の学校長へ

連絡し、理解を得るといった方法をとってい

るが、その間の保護者の心理的負担は、病気

の子どもを抱えた不安と重なり、多大なもの

である。

②手続きの煩雑さ

福岡市では院内学級への転入・転出の場合

は、保護者力浦の委員会まで出向いて手続き

をしなければならなく、保護者の負担は大き

いo

③短期入院・再入院の場合

最近は入院の短期化により入退院の繰り返

しが、多くなってきている。再入院でも長期

となる場合は、その都度、転校手続きを保護

者にとっていただいているが、2週間以内の

場合は学籍を移さないまま、院内学級で学習

している。

しかし、学籍の移動がないので、在籍校で

は欠席扱いとなる。

られる。そのための柳聴覚教材やコンピュー

タ等を活用した指導を行っていきたいが、ま

だ院内学級へのパソコン導入が遅れている状

態である。

（2）児童生徒との関わりに関すること

①退院後の関わり

児童比徒の多くは、退院後も数ヶ月の自宅

療養期間を要する場合もある。その間は病院

にいるとき以上の退屈な時間を過ごしている。

そのため、退院時に前籍校にその旨を知らせ、

配慮してもらうよう依頼が必要である。また、

電話や手紙等でつながりを絶やさず、時には

プリント等を送ることも必要である。

②ターミナル期や病気の進行期の関わり

ターミナル期や、病気の進行期に入った児

童生徒に対しては、ベッド上での苦痛や空虚

感等の様々な思いを、受けとめる必要がある。

そのようなときは、特に指導者の生き方や真

の姿勢が問われているようである。

（3）学習環境に関すること

①院内学級の教室

院内学級の教室は、当然病院の施設内に配

置されている。よりよい学習が展開できるよ

うに医療サイドからも、様々な援助や協力を

していただいている。しかしながら、病院内

の施設の一部を拝借しているため、院内学級

専用の教室を確保しにくい場合もある（中学

校では、病院内の他のグループの訂I鰊室と併

用のため、毎週木曜日は使用できないので、

小児病棟プレイルームに移動して学習を行っ

ている）。

②小学校の教室

教室が小児病棟内に配置されている。教材

・教具も教室に常備している中、車椅子の児

童や点滴器具をつけて登校する児童がいる場

合は、手狭な状態となり、学習活動にも支障

をきたしやすい。

（5）進路に関すること

就学中の長期入院は、児童生徒の将来の職

業の夢や希望も、大きく変更せざるを得ない

状況を生む。本来の病気自体は寛解したとし

ても、服薬による副作用等での体力や免疫力

の低下による日常生活の変化、また数年に渡

る定期検診の必要性を迫られている。

中学生は、そのような厳しさのなかでも、

高校進学を一つの目標として学習に取り組ん

でいる。しかし、実際、進路指導を進めてい

く上で、院内学級で行われている教育の理解

不足から他府県への高校受験が困難な場合が

ある。
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に渡る関わりの重要性を考えたとき、双方と

の信頼性が継続しにくくなる。「普通｣学級と

はその性質上（病気やけがはいつでも誰でも

起こりうるもので、その時期は不定である｡）

異なるものと思われる。

（6）指導者の資質向上に関すること

病気を抱え、かつ入院している児童生徒の

心理的負担は多大なものである。これまでの

日常生活が一変し、様々なストレスを抱えこ

んでいる。自分が置かれている状態をどのよ

うに受け入れ対処するか、悩んだり、不安定

になったりしている。このような心理的な面

でのケアが、指導者には欠かせないものであ

る。しかし、病弱教育担当者としての専門的

知識や教育の在り方の研修の機会が少ない。

5おわりに

近年、全国的に院内学級が設置されている

ことは、病気加療中の児童生徒に学力保障と

いう点では喜ばしいことである。また、マス

コミ等で、院内学級が取り上げられているこ

とも、啓発の意味で素晴らしいと思う。しか

し、現状では病気に対する理解不足や誤解が

あるように思われる。課題に述べたいくつか

の点からもそのことが伺える。

病弱な子どもたちが、病気に立ち向かい、

生きる喜びを持ち続けられるよう望まずには

いられない。

（7）学級杳定に関すること

学級杏定の時期が、年間で最も右籍者数が

少ない時期に行われていることから、児童生

徒の在籍がない場合は、学級措置が見送られ

ることがある。新たに転入希望者が出てきた

ときは、臨時講師ということになる。院内学

級が、それぞれの病院との密接な連携のもと

に成り立っていることや、児童注徒との長期
●●●●◆●●●●争●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●争●●●●●●●●●●●●●●
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突然死 一一最近、時々報じられる子どもの突然死一一。

･アナフラキシー ・アナフラキシーショック ・アレルゲン

特定の物質への異常な、 アレルゲンに反応して 過敏症（アレルギー体質）の人に
散しい反応で、細胞が上 放出されたヒスタミンに アレルギーを引き起こす、あらゆる
スタミンを放出するため よる、すばやくて極端な物質のこと。最もよく知られている

に生じる。このごく稀な過敏反応。全身におよぶのは、花粉症などを引き起こす植物
反応は、患者がアレルギアナフラキシーショック の花粉であるが、身近なアレルゲン
-反応を誘発する物質 の症状には、異常な低血には、ほかにもイエダニ、動物の毛、
(アレルゲン)と揚独する圧

ことによって起こる。よ塞
、
、

体の腫れ、気道の閉薬剤、染料その他の化学薬品など、

心不全などがある。 さまざまなものがある。アレルギー

く知られているアレルゲ この団芯によって、死に反応は、皮膚のじんましん（急性あ
ンには、ピーナツ、 ミツ至ることもある。 るいは慢性の発疹）、気管支けいれ
バチの毒針、抗生物質の ん（ぜんそく）などとして現れる。
ペニシリンなどがある。 アレルギー患者の多くには、花粉症

○昔駁の聖7a~C厩、子恢亡も季陸匡も1別つｦ婚イハ〃､'▲

く、親も気が付かずにいて、ある日突然死に至ると
いう事件があります。これもアレルギーに関係？

のような慢性鼻炎（粘膜の炎症）の

症状がある。

(週刊インサイド･ヒューマンボディ)よ！



学校・病院との連携の基本的事項

宮城教育大学教授 中井滋

1 ．はじめに

連携のために大切なことは、まずお互いに

相手を知るということである。医療とは何か、

教育とは何か、その本質を理解しなければな

らない。次にその本質から生じる相違点は何

か、共通点は何かを理解する必要がある。そ

れらの相違点や共通点を理解した上で、医療

と教育はどのように協力し合っていけば良い

かを考えることが大切である。

本稿ではそのような視点から、教育と医療

の望ましい連携に向けた、重要罫項について

述べていくことにする。

言うまでもない。

（2）医療とは

医療とは「傷病の診断と治療」であるとさ

れている（日本語大辞典)｡医療も病気のある

人に対して働きかけを行うのであるが、学校

教育は教師のみが働きかけるのに対し、医療

では医師とパラメディカルスタッフが、医師

を中心としたティームを組んで、病気の治療

に向けて働きかける。また、そこに関わる専

門職は各々の立場と仕事の内容が確立してい

ることカゼ侍色と言える。

3．教育と医療の相違点と共通点

（1）相違点

筆者は1977（昭和52）年にそれまでの肢体

2．教育と医療

（1）教育とは

筆者は、教育の定義について「教育とは人

に対して環境からの働きかけを行い、人が望

ましい方向へ変化するように支援すること」

としている。つまり、ある人に対して家庭で

は親や祖父母などが、学校では教師などが、

社会ではさまざまな人々が働きかけを行い、

その人の発達がうまく進むように支援するこ

とが教育であると考えている。

教育は、教育を受ける場所によって家庭教

育、学校教育、社会教育に分けられるが、本

稿では表題との関係から、学校教育に限定し

て述べることとする。

以前は｢支援｣という用語の代わりに｢指導」

という用語を使用していた。しかし、「指導」

＝「教科指導」のイメージが強く （私は、人

格の完成を目指すのが教育であり、知識・技

術の習得を目指すのが指導であると分けて考

えている）、最近では教育には「支援」とい

う用語が適切であろうと考えるようになった。

「支援」にはもちろん「指導」も含まれ、必

要であれば「厳しい指導」も含まれることは

不自由養護学校教員をやめて大学院に入学し

た。当時の指導教官であった教授（リハビリ

テーションの領域では有名な整形外科の医師

でもあった）から次のように言われた。 「中

井さん、肢体不自由養護学校ではどんなに障

害の重症な子どもにも機能訓鰊を行っていま

すが、医療の世界では違うんですよ。医療で

は最初に診断というのを行います。ここでは

病名を明確にすると同時に、訓練を行っても

効果力瑚待できるかできないかということを

明確にします。そして、効果力朔待できると

判断すれば訓朧を行いますが、期待できない

と判断すれば訓鰊は行わないのですよ」と。

その当時は、障害が重度である子どもに

嚥限の可能性」の呼び名のもとに障害児教

育が行われていたのであるが、子どもへの教

育効果の実態と嚥限の可能性」との間のギ

ャップに悩んでいた筆者は、教授の話になぜ

か胸のつかえが取れたような気持ちになった

ことを今でも思い出す。
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その後、医師でもある教授からの指導内容

は全てが興味深く、筆者にとっては教育と医

療の違いを考えさせられることとなった。

以下、教育と医療の相違点について述べる。

①診断と治療

医療の場合には診断があって治療がある。

診断により病名と病気の進行状況を明確にし、

その後で、その病気や進行状況に最も適切な

治療法を選択して治療が行われる。

一方、教育はというと、学年に対応した学

習内容が先に決められており、子どもはその

学年に達すると否応なく、決められた学習内

容を学習することが義務づけられている。小

学校、中学校、高等学校の教育においては正

にその通りである。しかし、特殊教育におい

てはそれとは異なる。障害の種類や程度、さ

らに発達の状態について、最初に評価（診断

的評価という）を行い、一人ひとりの子ども

の障害と程度、発達の状態に合わせて学習内

容を決定している。その点では特殊教育は小

学校などの教育よりは医療に近いが、しかし、

医療のように厳密ではない。

②子どもにとっての働きかけの内容と

働きかける人の印象

教育の内容は知識・技術の習得をめざした

指導と、物の見方、考え方から生活の知恵や

どう生きるかという生き方の内容に至るまで、

その内容は非常に幅広い。また、教育活動を

子どもが興味を持って学習できるように教師

が工夫することにより、子どもは楽しく活動

できる内容もある。特に、院内学級の教育に

おいては、教師は子ども力藻しく学習できる

ことを重視するので、子どもは生き生きと活

動することが多い。そこでの教師は子どもに

とって楽しさを提供してくれる「味方」とな

ろう。

一方、医療では病気を治し健康状態を向上

させるために投薬、注射、検査、安静などの

治療があり、子どもにとっては痛みや苦しみ

を伴う事が多い。そこでの医療関係者は子ど

もにとって痛い注射をするなど自分達を苦し

める、いわば「敵」のような存在にもなりか

ねない。

③結果が表れる時期

教育の結果はすぐに表れるものもあれば数

年先に表れるものもある。 「指導」のねらい

が知識・技術の習得であると先に述べたが、

その点から考えると指導の結果はすぐに表れ

るかもしれない。しかし、全人的な発達支援

である「教育」の結果が表れるのはすぐの場

合もあるし、後になってからという場合もあ

ろう。教師の一言がある時期を経て、初めて

身にしみて分かることもあるだろう。

一方、医療の場合は結果はすぐに表れる。

手術や投薬などの治療の結果がうまくいった

かいかなかったか、すぐに分かる。そのよう

に医療の領域では、診断と治療を含めて全て

に『白黒がはっきりしている』のに対して、

教育の領域では、医療のように全てが明確に

はならないことが特徴としてあげられよう。

④子どもに関わる専門職の種類

病気の子どもに関わる専門職の種類が違う。

教育の領域では、例えば院内学級では病気の

子どもの担任や教科指導の教師だけが中心と

なって子どもに関わる。

一方、医療の領域では医師、看護婦(士)、

理学療法士、作業療法士、指導員、保育士な

ど、病気の子どもに関わる多くの専門職のス

タッフがいる。そのスタッフは医師の処方菱

のもとに、それぞれ他の専門職とは違う独自

の仕事を行いながら、医師を中心としたチー

ムの中で、日々の医療の一端を担っている。

この点も教育と医療の大きな相違点であって、

連携をうまく進めるためには十分に理解して

おかなければならない点である。さらに、病

院には病棟がいくつもあって、病棟によって

考え方に違いがある場合もある。したがって

一つの院内学級に来ている子どもであっても、

子どもが居住している病棟は病気の種類によ

って分かれており、また、子どもに対する考
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スタッフがおり、それぞれ独自の軒ﾖ領域を

持って、患者のQOLの向上に貢献している

のであるが、筆者はその専門職の中の｢看護」

に特に注目している。というのは「看護」は

医療の中で教育に近い領域ではないかと思う

からである。一般的には看護婦（士）の仕事

を考えた時、注射や点滴あるいは投薬などの

業務で病室の中をバタバタと忙しく歩き回っ

ている姿を誰もが想像するであろう。筆者も

そのような医療補助の仕事が看護本来の仕事

だと考えていた。しかし、あるテレビ番組を

柳瞳して、本来の「看護」とは「出来る限り

患者のそばにいて、患者が病気を克服し、健

康な状態に戻ることを支援すること」ではな

いかと考えるようになった。

1992年、 「あなたの声が聞きたい（植物人

間・生還へのチャレンジ）」と題した番組が

NHKで放映され非常に大きな反響を呼んだ。

その内容は、札幌の麻生病院で看護婦たちが、

当時の紙世琴議謹部長（現筑波大学教授）を中

心として、医師の協力の下に、独自の看護プ

ログラムを組み、患者への取り組みを行い、

その結果、患者が見事に植物人間からの生還

をなしえたというものであった。植物人間と

言われた人に対して、看謹扇達が患者を励ま

しながら、他動運動、食事才縛、サインの確

立、発声発語の指導などさまざまな働きかけ

を行っていた。そこで行われていた看護の内

容が、医療の中で行われてはいたものの、養

護学校で障害の重い子ども達に教師が行って

いる教育内容と似ていたことから、親近感を

持つと同時に「看護」本来の仕事とは何かを

考える契機となったのである。

看護婦（士）は病気の子どもの状態を一番

良く知っている。医療には特に重視されなけ

ればならない専門職であると思う。したがっ

て、医療と教育の連携を考えるときは重要な

役割を果たす人達であるといえる。

③子ども力､主役

教育においても医療においても、人に対し

え方も病棟によって様々であることを教育関

係者は理解しておかなければならない。
（2）共通点

①人に対して働きかける

教育も医療も人に対して働きかけを行うこ

とでは共通している。以前の医療では、人に

対するというよりは病気のみに注目し、医師

の中には病気を治すのは医者であると主張す

る人も見受けられた。しかし、現在の医療で

は病気を治すのは本人であり、医療関係者は

その手伝いをしているという考え方が浸透し

つつあるように思う。したがって、病気その

ものに注目するのではなく、病気を持つ人に

注目してきていると言えるであろう。その流

れを示すものとしてインフォームド・コンセ

ントがあるし、最近ではさらに進んで、イン

フォームド・チヨイスという考え方が浸透し

てきつつある。つまり、医師が病気の治療法

についてそのメリット・デメリットを含めて
全部説明し、患者自身がどの治療法を選択す

るかを決めるのである。そこでは治療を受け

る側が治療の決定権を持つのである。

また、近年、小児科の医師を中心として､

教育を受けている子どもの方が、医療効果も

上がりやすいという意見が出されるようにな

ってきた。病気のある子どもに対して、医療

と教育とが、その領域は違っても、ともに協

力しながら支援していくという考え方を持た

ない限り連携は困難である。

今から15年前、病弱教育の全国大会で、

ある医師の方が基調講演をされた。その時に、

「病気を治すのは医者なんですから、学校の

先生方はよけいな事はしないで下さい。」と

話されたことが懐かしい。

②QOLの向上を目指す

教育には教育の医療には医療の目標がある。

しかし、さらに究極の目標を考えた時、そこ

には「病気のある子どものQOLの向上を目

指す」という点で一致するのではなかと思う。

医療の領域には医師以外のパラメディカル
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個人情報の共有には特に配慮しなければなら

ない。知り得た情報を決して外に漏らすこと

のないようにし、子どもとその家族に迷惑が

かからないように注意しなければならない。

③努力の細競

望ましい連携は、まず関係者の三人ひとり

が、 「望ましい連携をつくるのだ」というこ

とを意識するところから始まる。そして日々

の活動の中で、望ましい連携をつくるための

努力をしなければならない。そうしないと、

いくら「連絡会議」や「ケース会議」を行っ

たところで、それは時間とともに形澗上し、

真の連携にはならない。特に、学校管理職は

教育と医療の連携への努力を怠ってはならな

いo

（2）原則

①相互に相手を認める

医療の領域にはいろいろな専門職種があり、

考え方も異なる場合がある。教育関係者はそ

のことを理解し、その立場での考え方がある

ことを認めることが大切である。また、医療

関係者は子ども力涯療を受けながら、同時に

教育も受けることの意義を理解し、教育の必

要性を認めなければならない。現在、小児科

を中心とした医療関係者には、病気の子ども

への教育が、医療にも良い影響を及ぼすこと

が認識されてきたことを先にのべたが、小児

科以外の医療関係者の中には、ベッドサイド

授業や院内学級での授業が受けられる状態に

ある子どもに対して、教育への理解を示さな

いことがある。できるだけ早く理解され、改

善されるよう望みたい。

病院関係者に院内学級のことを理解しても

らうには、見学をしてもらうの力浪い。また

院内学級での学習活動に対して教師の方から

病院関係者に働きかけ、可能であれば協力を

要請するのもよい。そのように病院関係者が

子どもと共に活動するなかで、子どもが病室

では見せない生き生きとした表情を見ること

により、教育への理解を示すことは多い。

て働きかけを行う点で共通していると先に述

べた。院内学級に通ってくる子どもについて

見ると、どちらの領域においても主役は子ど

もであるということができる。

教育の領域においては「子どもが主役」と

よく言われる。しかし、小学校、中学校、高

等学校の教育を考えた時、子どもが主役とは

とても思えない。子どもが主役ということは、

まず子どもにとって最も適切な学習内容力嘩

備され、さらに、子どもが今何を思い、何を

考え、どのようにしたいと思っているか、な

どが大切にされる。そのように見ていくと、

特殊教育こそ本来の教育を行っていることに

なる。

一方、医療の領域においても子どもが主役

なのである。子どものつらさ、苦しさ、はが

ゆい思いなどを受け止めながら、子どもが病

気と闘う気持ちを支援しながら治療を行うの

が本来の医療の姿であろう。

4．医教連携の原理原則

（1）原理

①相互の尊重

教育関係者は医療関係者の職種とその役割

などについて理解をしなければならない。ま

た医療関係者は教育について理解をしなけれ

ばならない、これがないと教育と医療の連携

は成り立たない。さらに連携をいい方向へ進

めていくには、両者がお互いを尊重すること

が大切である。お互いの立場を認め、お互い

の立場を思いやる気持ちを持つことが重要と

なるであろう。

②情報の共有

病気のある一人の子どもに教育と医療の領

域が協力して子どもを支援していくのである

から、その関係者は子どもについてのさまざ

まな情報を共有していなければならないこと

は言うまでもない。また、教師は病院での治

療方針を知り、医療関係者は院内学級での教

育方針を知っておくことも大切である。また、
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習するなどして、できるだけ早い時期に医学

的知識を身につけることが大切である。

⑤学校管理職は院内学級にも気を配る

特に院内学級に限ったことではないが、特

殊学級の運営がうまく行くのかそうでないの

かということについては、管理職である校長

の理解があるかないかということが直接に関

わっている。院内学級でも同じ事である。特

に院内学級は本校とは別の場所にあることか

ら、院内学級の運営のほとんどを担任教師に

まかせているところが多いのではないかと思

う。しかし、それではいけない。校長が先頭

に立って病院関係者に理解と協力を求め、ま

た、自ら機会をつくって病院や院内学級を訪

れ、医療と教育の連携のために努力をしなけ

ればならない。特に、校長が病院の管理職の

立場にある職員と関係をつくるかどうかは、

院内学級の運営の良否に関わっている。院内

学級をもつ学校の校長には、院内学級の子ど

もにも本校の子どもと変わらない愛情と努力

を注いでほしい。

②節度をわきまえた態度で接する

連携の第一歩は挨拶である。病院で行き交

う関係者は、お互いに笑顔での挨拶を心がけ

ることが大切である。また、教師が医療関係

者に聞きたいことがあっても、相手には相手

の都合がある。 「今、大丈夫でしょうか？｣、

「ちょっと聞きたいことがあるのですが、都

合のいいときに時間を取っていただけないで

しょうか？」など尋ね、相手の迷惑とならな

いように配慮することが大切である。また、

教師が授業以外の時間に病棟に赴く際には、

子どもの治療の妨害とならないかどうかを確

認することも忘れてはならない。

③機会を捉えて子どもの様子を話し合う

病院と院内学級の担任との連絡会はどこで

も行われている。しかし、その多くは連絡事

項の伝達に終わっていないかという疑問力曠

る。その会議だけで子どもの情報を共有した

り、日々の医療や教育の活動に生かすための

十分な情報を得ることはできないであろう。

多くの専門職員が一同に集まることができる

時間は限られている。そのような状況下では、

教師から医療関係者へ、医療関係者から教師

へ、一人ひとりが必要な時に必要な情報を得

るような努力をしなければならない。ちょっ

との時間や機会を利用して子どもの情報を得

ることが大切である。

④教師は医学的知識を習得する

連携のためには教師が必要最低限の医学的

知識を身に付ける必要がある。院内学級の教

師は病院で子どもを担当して、初めて医療に

関する用語を聞き、最初はとまどうかと思う。

子どもの病名を聞いても、それがどんな病気

なのかわからず、また、ケース会議の時に次

々に出てくる専門用語に驚いたり、困惑した

りするであろう。しかし、医学用語は一度理

解してしまえば、どこの医療場面に行っても

共通して使えるという便利さがある。研修会

などの機会を設けたり、あるいは個人的に学

5．終わりに

学校と病院の連携というと、多くの学校が

連絡会やケース会議の実施をあげる。それは

大事なことであるが、著者はそれで連携が十

分であるとは考えない。大切なことは学校と

病院の職員-一人ひとりが、どうしたら望まし

い連携ができるかを、いかに意識するかとい

うことであると考える。どんなに会議ばかり

をふやしても、そのような意識のないとこと

に真の連携は育たない。

本稿ではそのようなことを念頭に置いてま

とめてみた。望ましい連携のためには、職員

の一人ひとりが「足でかせぐ」ことを忘れて

はならないだろう。どんなに文明の力が進ん

でも。
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学校・病院内のマルチメディア環境と活用状況
一マルチメディアがあったからこそ可能になった教育活動と病棟生活の変化一

長崎県立桜が丘養護学校

教諭遠藤茂

を受けて研究が始まったときからである。そ

の頃、学校・病院で、コンピュータは、目新

しいものではなかった。しかし、殆どがスタ

ンドアローン(stand-alone)として使用され、

多くの学校・病棟職員は、まだ「日本語ワー

ドプロセッサの高級機」または「インターネ

ットを利用するための端末機」としてのイメ

ージしかもっていなかったようである。

研究の始まりは、 「何ができるか」 「どう

すればいいか」の調査であった。私は、コン

ピュータやマルチメディア機器と呼ばれるも

のが繋がり合っていることを再認識するため

に、あわててNTの講習会に駆け込んだこと

を今でも覚えている。

マルチメディア教育に登場する機器には、

特別なものはそれほどなく、どの学校も同じ

ような機器をそろえていたようである。千思

万考したのは、やはり「それらをどのように

使うか」であった。

しかし、本校の実態にあった活用法は、実

践躬行しなければ見いだせないと判断し、ま

ずはマルチメディア機器を活用した「TV電

話やTV会議システムを利用した他校との交

流」に期待を寄せることにした。また「入院

生の病棟生活支援」については、病棟にコン

ピュータを設置し、その可能性を追求するこ

とにした。最後に「卒業生とのつながりを保

ちたい」と考え、学校ホームページを媒介に

し、どうすればよいか模索することも研究の

柱に掲げた。

いずれにしても「コンピュータのある生活

環境｣｢コンピュータと柳篭覚機器との複合教

具」－これをどのように現場に取り入れてい

くか－マルチメディア機器の慎重な導入方法

1．はじめに

昨年まで「パソコン室」と親しまれていた

特別教室を、私は「コンピュータ室」と改称

した。もちろん理由がある。 「パソコン」と

は、ご承知のように「パーソナルコンピュー

タ(krsonalMputer,以下庇と記す)｣のこ

とであり、個人や家庭用として川型で比較的

安価なコンピュータのことを意味している。

Fig.1は、配の鵬の開発及びインターネット

の普及と本校のコンピュータ整備状況を照ら

し合わせているものである。世界初のパソコ

ンは、197脾に登場していることがわかる。

まだ25年前のことである。本校も先日、創立

20周年式典を終え、考えてみれば養護学校

義務化の歴史とパソコンの歴史は同世代とい

うことになる。しかし§目覚ましい成長発展

を遂げたのは、やはりここ5，6年のことで

あり、学校現場への導入もこのころから急速

に進められたのである。

現在のパソコンは、比較にならないほど性

能、能力、使用分野などで2群前のパソコン

を圧倒している。しかし、時代背景を考え、

社会、経済、人々に与えた文化的な影響力は、

25年前の方が新鮮でセンセーショナルであっ

たと思われる。この急激な技術・製品開発が

私たちにとって「パソコンは、うまく使いこ

なせないが何でも出来る道具」としてインプ

ットされ、いつの間にかその能力を閉じこめ

てしまっているような気がするのである。

本校で、マルチメディア機器を活用できる

環境になったのは、文部省より「病気療養児

のためのマルチメディアを活用した補充指導

についての調査研究（1998.99年度)」の委託
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Fig.1 0Sの開発及びinternetの普及と本較のコンピュータ劉篇状況
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（2）入院生

本校の入院生は「筋ジス北病棟」と「2病

棟」という2つの病棟に帰棟する。どちらの

病棟も一般患者さんとの交流があり、年齢層

もI幅広い状況にある。下表は、現在各病棟に

入院している「本校児童"徒のm利用数／全

体数」である。

も模索しながら研究を進めていったのである。

今回は、調査研究後の取り組みも含め、そ

の中から特に、学校と病棟間でのマルチ環境

の事例を後に紹介する。

2．学校と病棟の概要

（1）在籍数と疾患別児童生徒数の割合

本校のここ6年間の在籍数は、40名前後と

横ばい状態にある(Fig2参照)。また、入院

の生割合は減少傾向にあり6割程度である。

全体的に生徒数は少なく、今年度の在籍児童

生徒の病気や障害の程度の状況をみても、対

応力琲常に難しい児童生徒はほとんどいない。

(Fig3参照）

筋ジス北病棟・南病棟(在校生はいない)に

は、卒業生も多数継続入院している。Fig.4

では、北病棟についての現状を表しているが、

PC所有者が多い環境となっている。

Fig.2児童生徒数の推移
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Fig3疾患別分類（児童雄徒数41名分）

二分群椎など｢先天性疾里.12％

’ 心身症など「行動陣響」2％

1.雌弱・肥満」

腎炎など「府臓疾鯉」2

臓錨など「新生物」0

｢Wi度･m複障諜1 1

／
噛魁など「呼吸器疾里」15％

I
てんかん17％

力になって欲しい」というような内容だった。

私は、 「もちろん私にできることであれば」

と心の中で眩きながら、自然とその患者さん

の病室に足を運んだ。

彼は本校のかなり前の卒業生で、寝たきり

であった。彼と同室の患者さんは、よく顔を

見に行っていた卒業生であったので、手紙を

もらった彼に今まで声もかけないでいた自分

が恥ずかしかった。

1文字1文字スキャンしながら入力する彼

のコンピュータ環境を見た時、 「この手紙を

打つのにどれくらいかかったんだろうか」と

手紙の重みを知った。病棟にいる時間が長く

なり始めたのは、その頃からである

当時、何人もの卒業生がインターネットの

ことで困っていた。彼らは、 「インターネッ

トの設定がうまくいかないんです」というこ

とを看言廻掃さんや指導員さんを通じて、私に

伝えようとしたようである。患者さんや医師

から伝わってくることもあった。家に帰ると

FAXに「助けて下さい！」の文字?パソコン

通信のFAX配信サービスを利用した者もい

た。また、電子メールで「明日来て下さい！］

（3）学校と病棟職員交流

入院している児童生徒の教育には、学校と

病棟職員との連携が不可欠であることは、誰

しも理解しているところであり、次のような

交流を設定している。しかし、 「形式や表面

だけ」というような部分もやはり課題として

抱えているものの、他校との比較は難しいが、

円滑に交流ができているということを述べて

おきたい。

○年度当初、担当看護婦さんとのカンファ

レンス。以降随時。

○担当医師による病理研修会（4-5月に2回）

○年3回の医教連絡会

（病院側：医師2名，婦長2名，理学療

法士1名，児童指導員1名，関係職員）

○行事への参加，修学旅行をはじめ校ﾀ俘

習時の同伴

○レクリエーションや懇親会

3．私の病棟生観

（1）私と筋ジス北病棟

5年程前、 「病棟の患者さんからです」と

手紙を手渡された。 「コンピュータのことで

－47－



の言動も変化してきた。私の足で稼いだネッ

トワークが構築されていく心地よい予感は、

インターネットに夢を託す卒業生の熱意と共

､鳴し、病棟全体を変え始めることになったの

である。

（2）情報社会への準備

病棟に足を運ぶのは、何も卒業生だけのた

めではなかった。私自身のためでもあった。

「情報」の授業を受け持つ私は、 「本校の生

徒に、何を指導すれば、卒業後の生活に潤い

を与えることができるか」と日々思案し、そ

のアイディアを病棟でいくつも発見すること

と送ってきて、何日もたってから確認した時

などは、心が痛んだ。

その時期は、パソコン通信のユーザたちが

インターネットに切り替えようとしていた時

期だったのである。それぞれに機種やソフト

などが違うので設定が大変だったことを思い

出す。 「電話以外にも、情報伝達手段がいろ

いろ増えてきたなあ」と感じながらも、彼ら

にとって電話が使いにくい状況や環境にある

ことも痛感した。

卒業生とパソコンのことで会話をすること

が増えてくると、看護婦さんや指導員さん方

Fig4筋ジス病棟
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ができたのである。

「儲剛の授業では、 「コンピュータで自分

の世界を拡げること」を重点努力目標として

いる。コンピュータから入り込める世界がい

くつもある。生徒たちの感性にあった世界に

自然と導くことができるように努力している。

職場や病棟では、一人でも多くのコンピュ

ータユーザの誕生を期待し、コンピュータの

魅力を広めようと「コンピュータでこんなこ

とができるんです」と事あるごとに紹介して

いた。

例えば、校内の情報を集め、情報を発信す

る「記者クラブ」もその一つだった。最初の

頃は、当時としては高度なコンピュータ処理

を活用し、あまりにも技術が先行していたの

か、逆に同僚や看護婦さん方の興味・関心を

ひくまでには至らなかったようである。焦ら

ず少しずつやらなければいけないと気づいた

のは、かなり後のことであった。その1年後

「ボランティアクラブ」を作ったときは、．

ンピュータから離れ，歌や作業などで、院

持ち」という情報を上手に表現できるように

することを活動のねらいとし、コンピュータ

から多少距離を置いた取り組みを進めた。

病気と闘っている生徒たちに、 「先のこと

を考えて.…」と言っても、なかな力灘しい

ものがある。卒業した先輩たちのアドバイス

や生活の様子を参考にし，生徒たちに謡遁を

提示することが、もっとも自然で、はずれて

いないように思い実行している。卒業生にし

ても生徒たちにしても、自分を含めた身近に

ある情報をどのように表現するかが重要なこ

となのだと思うのである。

本校の生徒たちが、 「コンピュータ活用の

ノウハウ(knowhow)」を習得することは、そ

の意味で必要不可欠なことなのであり、凧

がコンピュータの研修を積むことが、生徒た

ちの将来に必ず潤いを与えることになる」と

信じているのである。

Fig5は、先に紹介した調査研究中に作成
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も学校で､釘Tや瓢Tや”の情報を有してい

る。私が病棟生活を垣間見るときに注意して

いることは、訓N≠釘Tということまたは、

S柵＝師ということである。すなわち

S=W+MF+MN+W+MT+W+……

と捉えているのである。

病棟と学校を行き来するだけでも入院生に

してみれば、いくつもの世界をもち、様々な

立場の人々から影響を受け、成長している。

このことを再認識することは重要なことでは

ないかと考える。というのも入院している児

童生徒にとって、どの程度のマルチメディア

環境が必要であるのかを、的確に判断しなけ

ればいけないからである。個々のニーズがど

の環境ベースで安定するかが焦点である。

筋ジスj鯖棟では、前述したように、配を

所持している入院者が比較的多い(Figb4)。

しかし、すべての入院者に配が必要であると

いう訳ではないはずである。適所に適量の塩

梅力灘しいが、それを踏まえ、病棟の鵬境

の回診を続けている。

した本校マルチメディア教育の考え方を表現

したリーフレットの一部である。表紙には、

コンピュータをベースにした生活の中で情報

や人とのふれあいを見いだし、楽しく充実し

た生活を送ろうという気持ちを絵に込めてい

る。

（3）児童雌徒のパーソナリティとマルチメ

ディア環境児童生徒たちは、学校では見せな

いいろいろな表情を病棟で見せてくれる。児

童生徒たちにいくつもの世界が存在している

こと力窺える。

ここで、

S:入院児童生徒の行動特性D:医師

N:看護婦(士) T:教師F:家族

として、入院児童生徒をとりまく人的環境を

いくつか考えてみる。

例えば、病棟では、医師と看護婦とで交わ

される児童世k徒のパーソナリティ関する情報

を”とすると､S服や訓Fや訓Nが存在する。

どの情報もその子のパーソナリティに関する

情報に間違いないと考えられる。私たち教師

ｰQ雲
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4．学校と病棟を結ぶLANとISDN回線

病棟食堂にそれぞれ-台、コンピュータを

設置した。Fig6のように、病棟のコンピュ

ータは校内LANと接続されている。また「筋

ジス北病棟」の病室の方には、コンピュータ

室から-本だけ10Ese-Tのケーブルを通し

てある。

これら病棟のコンピュータを取り巻く環境

は、翌日の学習意欲につながるばかりでなく、

教師以外の医師や看護婦、その他病棟職員に

とって、生徒とのラポールを作りやすくし、

学校や生徒理解に大きく貢献してくれている。

(事例2)TV電話を利用した学習形態

TV電話は、一般的には、 ISm回線を利用

して、音声と映像の信号をデジタル信号に変

換し、送受信することで、相手の声ばかりで

なく姿まで、 リアルタイムに届けてくれる。

本校では、このTV電話を電話回線の利用を

せずに、アナログ信号を擬似的にデジタル信

号に変換してくれる臘似交換機」をTV電

話の間に接続し、利用することで、電話代い

らずのTV電話にしている。この臘似交換

機」は少々高価であるが、知る人ぞ知るこの

マルチメディア教育の救世主的製品なのであ

る。

この「TV電話」と臘似交換機」をセッ

トで使い、本校では、Fig6に示すように、

生徒が病棟の自分のベッドに居ながらにして、

長時間の接続が必要な学級活動や行事にも参

加することが可能になっている。もちろん、

視聴するばかりでなく、必要に応じて情報を

伝えることもできる。

体調が思わしくないときや治療のため登校

ができない場合など、生徒が不安傾向に陥り

やすい状況を緩和し、学習意欲や集団とのつ

ながりが維持できていると考えているのであ

る。

(事例1）病棟学習の支援（病棟食堂の配）

コンピュータの利用といえば、学習ソフト

やエデュティメントソフトのの皿が挙げ

られる。小学生にとって興味をかき立てられ

るものである。 「先生、このソフト借りてい

っていいですか？」と放課後に言ってくる。

返す日を尋ね、許可を出す。喜んで帰ってい

く後ろ姿を見ながら、病棟でその生徒がコン

ピュータを使って学習している様子を思い浮

かべることができる。もちろん、市販ソフト

をゲーム機やティーチングマシンのように授

業で使用することを奨励しているわけではな

く、自学自習という使い方ができていること

を付け加えておきたい。

学校で完成しなかった課題や作業の続きが

できるようにと、病棟のコンピュータのハー

ドディスクには、学校の授業や特別活動で使

用しているアプリケーションソフトもインス

トールしている。キーボード操作の練習ソフ

トや頭の体操になるゲーム（エデュティメン

トソフト）も入れている。

校内L州に接続しているので、病棟で作成

したデータは、例えば翌日、学校のコンピュ

ータに転送したり、印刷したりすることがで

きるのである。また、時間に制限はあるが、

インターネット利用も許可しており、調べ学

習や趣味を拡げるネットサーフィンも楽しめ

ているようである。もちろん、電子メールも

可能で、ルールを守り、メールのやりとりを

する仲間をもっている生徒もいる。

(事例3） ｯドｻｲド学習でｲﾝﾀｰﾈｯﾄ利用

前事例で紹介した「TV電話を利用した学

習形態」の時に使用しているケーブルは、校

内L州の回線に早変わりさせることが可能で

ある。
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機器の使い方をマスターするのも大切なこ

とであるが、 「どうしたいのか」という自分

の教育に問いかけることからマルティメディ

ア機器の利用を考えることが肝要であると思

うのである。マルチメディア機器は私たちの

創造力を待っているのであると考える。

しかし、病棟とのこのような取り組みは、

機器や意識があれば可能になるというもので

はなく、計画を実行できる環境があることが

大前提となる。もちろん「人と人」旧機器と

人」それから［人と機器」の立場を整理する

ことも必要である。コンピュータと長く付き

合っている私は、職場の何気ない会話の中で

「人の方が機械より人でないような？」そん

な気がする時がある。言い換えれば、 「コン

ピュータの方が人間らしい」ということであ

る。ここまで言うと馬鹿げているように思わ

れるかもしれないが、創造力を高めてきたコ

ンピュータと創造力を高める努力を怠ってい

る職員がいるとすれば、立場の逆転が発生し、

重大問題を引き起こすことになるだろう。

入院生をとりまく私たちが、創造的なマル

チメディア機器の活用術を早期に身につけ、

対応していくべきで、この件については、課

題が山積している。本事例については、児童

生徒や教師の「自助具」としての活用法であ

ったことを強調しておきたいのである。

本校の「コンピュータ室」には、コミュニ

ケーションという情報をもったコンピュータ

がつながっている。

Figb6に示すように、狭い病室でもノート

パソコンを持ち込めば、ベッドサイドでイン

ターネット検索や電子メールをすることがで

きる。

またデータ管理用サーバに接続し、自分の

フォルダに教師があらかじめ用意したデータ

（課題など）を開き学習することができてお

り、体調の良い時間にアクセスし学習すると

いう形態が可能になったのである。

5．おわりに

「マルチメディア機器の主役であるコンピ

ュータは、スタンドアローンではなく、つな

がりをもたせなければいけない」ということ

や「人がコンピュータのある環境に自然体に

ならなければいけない」ことなど、教育現場

は、物心両面の変容力朔待されているところ

である。

今回の（事例2）と（事例3）では、学校

から病棟の天井裏に一本のケーブルを通して

おいたことで実現した成果である。そのセッ

ティングはそれほどスマートなものではなか

ったが、 「病室を教室に変える力」になって

いると言える。

コンピュータをはじめ、マルチメディア教

育に登場してくる機器を上手につなぎ合わせ

ることで、人と人との関係がより創造的に演

出され、教育の想像の方が先行し何かと不便

だった頃の「真心のこもった教育」を重ね合

わせれば、本当に素敵で便利なマルチメディ

ア教育が実現すると考えられる。
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露識調

常盤山林間学校と小児科医篭山訓

神奈川県立第二教育センター 桐山直人

1 ．常盤山林間学校の概要

常盤山林間学校は、東京桐ケ谷の小児科医

篭山誼（ｶゴﾔﾏｱｷﾗ)氏によって1934年、鎌倉

市外深沢村、鎌倉大仏の北西に位置する峰山

中腹に設立された。そこには源義朝の側室常

盤御前力覗の水を取ったと言われる泉があり、

一帯は常盤山と呼ばれる地域である。虚弱児

が結核になることを防ぐための目的で教室や

寄宿舎(計92坪)の設備を整えたが、市立"学

校としての開校は実現せず、夏季コロニーの

実施、結核予後の学生の療養、虚弱児の寄宿

（学齢期の子どもは深沢小に通学）等を行っ

た。

学校より一段下、山の麓に診療施設、入校

者が使う広間〈食堂)、風呂場等が一体となっ

た篭山一家の住居があった。篭山一家の働き

に支えられて6年間運営され、1940年に長女

4液子の結婚を契機として閉校した。

以下、篭山氏の長女で同校の運営に携わっ

た野呂小夜子さんの手記(野呂1997)をもとに、

調査結果を加えて、項目毎に整理する。

はじめに

病弱児の療育上の課題は、歴史的な流れの

中で様々な病気や健康問題を対象として、変

化してきた。ある課題にはすでに成果をあげ、

また或る課題は今後さらなる研究と実践を進

めなければならない。

今から70年ほど前の昭和初期､結核に罹り
やすいと考えられていた虚弱児のための学校

が、時に病気や障害の子どもも入学させなが

ら、医療的なケアを備えて複数運営されてい

た。その背景には、当時、結核には適切な治

療法がなく、 「亡国病」と言われて恐れられ
ていたという社会情勢があった。

1938年に厚生省が創設され、予防局結核課

で小児結核予防事業が着手されている。また、

1941年の国民学校令施行規則によって、初め

て法的に養護学校が規定されたことは知られ

ている。しかし、それに先だって、主に民間

において病虚弱児を対象とした医療と教育を

統合した学校が作られ、実践力碓められたこ

とは知られていない。それらの実践があった

ことで、法的な規定に結び付いたという経緯

があるのである。

結核は、医学の進歩によって予防と治療が

可能となり、留意すべき病気ではあるが、子

どもの健康問題としては一定まで「克服」さ

れた病気である。結核に対して医学的な治療

法がない時代、そして法的な教育保障がなか

った時代に先達がとった行動から、新たな課

題に向かう私達が、考え行うべきことを学び

たい。

このような意図のもと、昭和初期に設立さ

れた医療と教育を統合した学校の営みを紹介

する。

2．設立者篭山調（1879～1953）

篭山諒氏は茨城県守谷の西林寺(天台宗)住

職篭山謙斉の長男として1879年に生まれてい

る。第一高等学校から東京帝国大学医科大学

に入学するが、京都帝国大学の開学に伴い転

任する教授猪子戈之助に請われて同大へ転学

して卒業した。京都帝国大学が生んだ医師の

第一期生であったと考えられる。京都で猪子

教授の下、外科学研究者の道を歩み始めるが、

平壌の病院に赴任、そこで結核を患い療養し、

その後は勤務医（東京三田、前田外科）を経

て、五反田に小児科医院を開業する。
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野呂さんによると、そのころの小児科医院

には、肺門リンパ腺が腫れる子力琲常に多く

来ていた。肺門リンパ腺は肺結核になる前に

腫れる。篭山はそのような子どもをみていて、

なんとか良い空気の所で結核になる前に防い

でやりたい、と考えていた。それが、林間学

校を設立する動機であったという。

篭山は常盤山林間学校設立の2年前、 1932

年に「母性学の実際優良児童を作る道」と

題する、母親向けの教養書と育児書をかね併

せた本を出版している(篭山1932)。その著書

の「虚弱体質の運命」と題する項で隈出性

体質と腺病質は､十中九迄は結核に侵される」

としている。これは、虚弱体質の子どもは青

年期に結核を発病しやすいとの当時の一般的

な認識を示すとともに、親に対して警告を発

している。その上で、虚弱児を持つ母親に向

かって随当な土地において正しき空気浴、

日光浴と良き栄養と体質改善薬の応用とを行

えば、凡ての虚弱体質は必つと改善される。

故に、不幸にして虚弱な子どもを持たれても

お母さん方は少しも悲観される必要がない訳

である」と書いている。これには、子どもの

身体と将来を心配している親を、勇気づけて

励ます気持ち力覗れている。結核予防のため

に林間学校を設立する篭山の思いが伝わる記

述である。

具体的には、一日の生活は小夜子さんによ

る排便と朝食の摂取量チェックから始まった。

排便がない子には、小夜子さんがお腹に手

をあてて腸の活動を促して排便させる｢按腹」

を行った。午前に勉強と日光浴があった。天

気の良い日には、作りつけテーブルと椅子を

設置した屋外の林間教場での勉強もあった。

日光浴は、寮舎の広めの廊下にカンバス椅子

を延べて窓を開けて、肌着になったり上半身

を裸になったりして行った。午後は午睡の後

に山や海に行く。ピクニック、蝉取り、海水

浴、釣などをして、太陽が西に傾くと寮へ帰

るという生活で、それ力積養であった。

教育活動はどのようなものであったろうか。

常盤山林間学校というように名称を「学校」

としているが、私立小学校としての認可を得

ていなかった。設立の意図には寮舎、校舎・

教室、運動場等の教育施設を整えると共に、

寮母、教師を雇用して小学校として運営する

考えがあったが実現しなかった。運営には、

「常設」と「夏季コロニー」の2つのタイプ

があった。

常設は、 1カ月の費用は45円(原島1942)で、

定員は20名であったが入校者は常に3～5人

であった。常設に入校した子どもは、学齢前

の子どもから6年生までいた。学齢期の子ど

もは深沢小学校に通学して教育を受けていた。

また、第八高等学校、津田英学塾在学中に身

体の具合を悪くした青年力轤養に来るという

こともあった。

夏季コロニーは、東京の小学校の児童20～

24名が、先生の引率で常盤山林間学校にやっ

てきて、約2週間すごすというものである。

白銀小、赤松小、第一日野小、大森小、泰明

小、他からやって来ていた。各学校の児童に

まじり、個人で参加する者もあった。これは

1935年7月が第1期、同年8月が第2期とい

うふうに毎年7．8月に行い、1940年の12期

まで続いた。

3．療養と教育

健康管理及び療養に関する活動について、

篭山が次のように書いた記録がある。

「日課の中、朝起床後、1.按腹を行い、朝

食後には必ず便行のあることを期し。2.食物

咀瑠訓朧として、歯の構造を説明し、噛み切

ることと磨りつぶすことを励行し・3.昼食前

十五分間静坐疑念を行って、健康の事、自己

反省、君恩親恩の認識、其の他精神修養をや

り。4．脚の強化法として毎日徒歩計I朧を行っ

てをり°児童達が悦んで実行するのを見て、

実にうれしく思っております。」（篭山1940)
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見）に寄稿した。4．入校した子ども

子どもの虚弱の状況は腺病質、喘息、腎臓

病などであった。また、現に結核の症状があ

る者の入校もあった。子どもの家庭が商家で

あったり工場経営であったりと、都会あるい

は工場地帯の環境力憩いところから転地静養

する子があった。野呂さんは手記に、入校し

た児童の名前と症状、その後の状況を書いて

いる。常設には14名が記載され、その内1名

が入校中に結核がう誌眉してやがて亡くなり、

4名が児童期から青年期に結核で亡くなって

いる。また1名が筋ジストロフィ－症で死亡、

ただし入校中に発症はなかった。コロニーに

は17名が記載され、同様に2名が結核で亡く

なっている。

5．特色

常盤山林間学校は、小児科医篭山調の健康

管理のもと、気候条件の良い鎌倉の林間で生

活をする寄宿制療養施設であった。そして、

子ども達の日々の生活において、篭山一家に

よる家庭教育が行われていた。

同校は、私立小学校としての運営には到ら

ず、家族経営・戦時下であったことで短期間

で終焉を迎えた。しかし、公的な学校教育に

不足する部分を、新しい試みとして加えたと

言えるのではないだろうか。

校名や著作から篭山には、死に結びつく虚

弱児の結核を予防することを、病院や療養所

ではなく学校という教育の場で行おうという

設立の意図があったことが読み取れる。そし

て、虚弱児とその親に常盤山林間学校という

教育の場を提供することで、不安を除き、希

望を与えた。公的な養護学校や小児療養所が

存在しなかった時代に、民間において医療と

教育を併せて行う新しい学校を作った篭山調

の営みは、歴史的に見直す価値があるのでは

ないだろうか。

5．運営にあたった人々

常盤山林間学校の運営は、篭山誼の家族と

用務員野村某によって行われていた。その働

きは以下のようである。

、学校長は篭山識諒が校医として、日常的

に子どもの身体検査・健康管理・発病時の

対応を行った。

・誼の妻スカは料理・洗濯を担当した。

・長男京(ﾀｶｼ。医師、当時慶応義塾大学医学

部予防医学教室の講師）は鎌倉に住んでい

た時期には身体検査を行った｡(京氏は1981

年まで上智大学教授を勤め、貧困問題、福

祉問題に多くの研究著書を残した｡）

・長女4液子は子どもの世話にあたった。フ

ェリス女学院在学中は寮舎で勉強しながら

寮母のように働いた。

次女恵子は子どもの世話をしたり、一緒に

遊んだ。

・野村某は子どもの世話、校地の管理、風呂

焚き等を担当した。子どもたちには「野村

先生」と呼ばせていた。

、草間良夫慶応義塾大学部教授（京が所属す

る予防医学教室）が顧問になっていた。

草間は常盤山林間学校のパンフレット（未

＜参考文献＞

･原島進･志佐博(1942)学童と結核． 目黒書店

･篭山誼(1940)養護人展望常盤山林間学校.養

護教育，大日本学童健康協会, 3(11),11.

.篭山跨牛(1932)母性学の実際.芝私立衛生会．

､野呂小夜子･桐山直人(1997)ある一人の医師

の夢が果たされた．創栄出版(私家版)．

＜付記＞

聞き取り調査によると、篭山調は小児科学、

栄養学の本を出版していたという。いずれも

未見である。それら著作をご存じの方はお知

らせ下さい。 （筆名「跨牛」で出版した可能

性があります）

・桐山kiri-n@jα皿l…bne・jp
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厩霧蕊調

熱海外気学校と内科医高塚賢

神奈川県立第二教育センター 桐山

一
一
一

直人

名前がある。各科を揃えた病院としては熱海

初であったという。別荘への往診、温泉地に

多い性病・花柳病の治療を行う病院であった。

192碑頃、熱海駅に近く、温泉源が近い咲

見町に、回春荘という軽費結核療養所を開設

した。費用力塙額な別荘や温泉旅館で療養が

できない市民層に、軽費で湯治療養できる場

を提供しようとの意図があったと考えられる。

しかし、利用者は少なかったようである。

このような状況下高塚は、1931年2月25日、

NHKラジオ番組院庭講座」で、安東裁B

（東京高等師範学校教授）の「子供に日光浴」

という講演を聴いた。その内容は、安東が欧

米の保健教育視察で見聞した学童養護施設の

教育、設備、規模についてであったという。

それを聞いた高塚は、沙年の健康創造」を

理想として(高塚､1941)､回春荘を虚弱児童の

ための学校にすることを思い立ったという。

，熱海外気学校設立後、高塚は虚弱児のため

の全国の｢養護学校｣が連携する「学童養護協

会」の設立と運営の中心となって働き、その

機関誌臘康教育」（｢子どもの生活」改題、

後「養護教育」）の編集・発行を行った。

その一方高塚は、1923年から熱海尋常高等

小学校の校医を務め、熱海市医師会会長、静

岡県医師会理事、熱海市議会議員を歴任して

いる。1987年に亡くなっている。

1．熱海外気学校の概要

熱海外気学校は静岡県熱海町で高塚医院を

営む高塚賢三医師が、同町の咲見町で運営し

た回春荘（軽費結核療養所）を改築し、開校

した病・虚弱児の寄宿療養と小学校教育を行

う学校である。1031年6月に1名の児童の入

校があり、12月に東京麹町区の「集聚｣(期間

を区切って療養と学習を行うもの）を迎えて

開校となった。短期間の収聚とは異なり、健

康状態力政善されるまで長期にわたって、熱

海外気学校で生活する形態を｢常設｣と呼んで

いた。熱海外気学校は第二次世界大戦の影響

が本土に及ぶに至り、 194岬に閉校している。

以下、高塚の著作(1977)､同窓会誌(桜友会、

1942)､同校に学んだ者の手記（岡碕， 1980)、

面接調査（川野、 1998)をもとに、項目ごと

に整理する。

2．設立者高塚賢三（1889～1987）

設立者で校長の高塚賢三は、188脾1月2

日静岡県磐田生まれで日本医学校卒(1912年）

東京帝国大学医科大学医学科選科（眼科）を

終了(1915¥)した医師である（熱海医師会、

1988)｡その後杏雲堂病院、順天堂病院、榊病

院で臨床実習及び勤務するが、 1923年9月の

関東大震災に遇って東京を離れ、同年12月に、

熱海で病院を開いた。温泉の出る熱海は、当

時すでに療養地・観光地であった。

医院を開業した場所I虫海岸に沿って広が

る温泉街の中央に位置する本町である。その

後、熱海の発展に伴って医院の経営は順調に

伸びていった。1937年、医院開業から1岬目

の熱海新聞の広告には「高塚医院内科､小児

科、産婦人科、性病科」とある。高塚賢三は

「内科顧問」とあり、他の科に3名の医師の

3．施設・設備

回春荘は湯治療養者のための療養所であっ

たので、学校としての機能を持たせるために

増改築を行って熱海外気学校にした。同校は

三階建て、海を見渡せる南向きの斜面にあり、

どの部屋にも大きな窓があった。一階の広間

を改修して学習室とし、そこにマジックミラ
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病後、 1名が食物アレルギーであった。病名

は、喘息が5名、肺門リンパ腺腫張、湿性肋

膜炎という初期結核の症状のある子どもが各

1名である。また6名が小学校卒業後に結核

等で病気療養している。

高塚の略歴を載せる｢四十周年記念誌」（熱

海医師会1988)に、高塚の言として、熱海外

気学校で｢多くの患者をあずかった｣と書かれ

ている。高塚が｢患者｣と言うように、少なか

らず病気児が入校していたのである。虚弱児

童を対象とした熱海外気学校では、虚弱児童

だけでなく病気の子どもが入校し、教育が行

われていたのである。

－を取り付けた観察室を隣接させた。マジッ

クミラー越しに子供の様子を観察しようとい

う研究的な意図で改築したと考えられる。

常設の収容定員は20名である。二階は六畳

の個室が4室あり、教師、看護婦、寝たきり

の子どもの病室となっていた。三階は八畳和

室とリノリウム貼りの六畳洋室の2部屋を合

わせて1室として3室あった。和室に布団を

敷いて眠り、洋室に一人ずつ机と椅子を置い

て勉強した。同校の南の、長い階段でつなが

った一段下がった所に風呂場と高塚家があっ

た。風呂は六角形の大きな浴槽を含めて全部

で3つあった。湯治療養施設回春荘の施設で

ある。隣接する二階建の高塚家に三階を増築

して、そこを教室にするとともに、同校から

の連絡通路を作って行き来ができるようにし

た。またその屋上を屋外教所にした。日光に

あたり、新鮮な空気の中で勉強しようという

発想である。隣家に住む高塚が、常時子ども

の健康管理及び治療にあたった。服薬や体温

測定は、看護婦の居室で行われていた。

5．運営

医師である高塚賢三が校長として熱海外気

学校の責任者であった。理事は高塚喜美子夫

人、顧問は安東認Bである。そして専任教員

には千葉県で訓導経験がある近藤てるが赴任

した(在任1931～40)。近藤は､喜美子夫人(実

家が千葉県）の兄(大野氏)の紹介で、結核の

転地療養を兼ねて熱海に来た。

学費は1933年が月額25円、1942年が43円で

あった。高額なため、入校者は生活レベルが

高い家庭の子どもであったと思われる。

同校の教育活動の規定は、東京府から東京

市に通牒された「校外授業ノ形式」によって

熱海外気学校で「尋常小学校の教科ヲ修メシ

ム」という規定によるものであった。それは、

同校で評価した成績を、学籍のある地元小学

校に報告することで、それぞれの小学校で進

級・卒業できる、という｢みなし規定｣である

(桐山.2001)｡これによって、熱海外気学校の

教育が小学校教育であると認められた。

教員の他に看護婦が常駐していた。初期に

は山下看護婦、その後は菅原看護婦がいた。

同校の二階の一室が看護婦の居室になってい

た。看護婦の役割は、子どもの体温と脈を測

って記録すること、薬を預かって適時に飲ま

せること、そして子どもの病気時の看護であ

、

4．入校した子ども

「外気学校の概要」（東京都公文書館1932）

は、対象者を次のように定義している。

四、収容者

イ、身長ノ割合二胸郭ノ狭ク体重著シク

少ナキ者

ロ、栄養丙又ハ乙ニシテ極メテ薄弱ナル

体格ノ者

ハ、腺病質又ハ病気欠席多キ者

二、病後ノ虚弱者但シ肺結核ソノ他伝

染病疾患ノ疑アル者ハ入学ヲ拒絶ス

実際に入校した子どもの身体状況、病状は

どのようなものであったろうか。熱海外気学

校の同窓会｢桜友会｣は機関誌を発行しており、

その中に会員の状況を記載している。また、

同校に学んだ者の手記に、同窓生の様子が記

述されている。それらに登場する子どもは全

部で92名で、その中の7名が病気児、 1名が
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療養しながら中学校へ通う学生がいた。った。

7．特色

熱海外気学校は、療養所を改築してできた

こと、高塚賢三の住居に隣接しており、医師

による医療的ケアを行う態勢があり、看護婦

が常駐していたことから、規模は小さいなが

ら現在の病院併設養護学校に類する学校であ

り、その最も古いものの一校と言えよう。

入校した子どもの中に、結核及び喘息の病

状があり、病児の教育が行われていた。病弱

教育史においては、第二次大戦後にらい療養

所や結核療養所における特殊学級において病

気の子どもの教育が開始された、との言説が

中心となっている。しかし、熱海外気学校に

おいては開学直後、1932年から病気の子ども

を受け入れて教育を開始していた。同校は、

病気の子どもの教育の始まりを検討する上で

重要な学校であると言えよう。

また、熱海外気学校は東京の小学校以外の

場所において小学校の教育課程の履修を認め

る「校外授業規定」を生み出し、高塚賢三は

学童養護協会という全国組織結成に重要な役

割を果たしている。その要因や影響など、病

弱教育史研究上着手されていない重要な研究

課題を提起する学校であると言えよう｡

6．療養と教育

療養に関するカリキュラムとしては、乾布

摩擦、ラジオ体操、日光浴、散歩などがあっ

た。熱海外気学校には腱康十則」という歌

があり、それに健康回復に向けた心構え力現

れている。同校に学んだ岡崎精子さんが歌詞

を記録にとどめている（岡崎． 1980）。

外で運動朗らかに／光に当れ陽に当れ

清い空気をいつも吸え／何でも食べよ

よく噛んで／肌着きれいに／厚着せず

早寝早起きよく眠れ／正しい自然の姿勢

を保て／病を防げ／身を守れ

また、遠足、みかん狩り、園遊会、学芸会

が行われた。日常的には、夕食後に銭回し、

ジェスチャー、お遊戯など集団で行うゲーム

等を行い、子どもたちはそれをとても楽しみ

にしていたと言う。行事や子ども同士の触れ

合いがあり、療養の中に教育活動が組み込ま

れていた。このような活動の中から、高塚が

結成する「学童養護連盟」という名前が象徴

する「養護」の概念が、療養とは異なる視点

から生まれた経過をうかがうことができる。

教育・学習活動はどのようになっていただ

ろうか。東京市教育局を通して東京市の小学

校から募集する「集聚」は、1933年に終了し

た。その後は、個別に転地療養を兼ねて入校

する子どもが対象となり、常設という形態で

運営された。常設の子どもの数はおおむね10

人前後で推移し、入退学が頻繁であった。

日課表によると、学習は午前2時間、午後

1時間割当てられていた。学習は1年生から

6年生までの合併授業で、教師は1～2名で

あった。自習が多く､各自に与えられた｢学習

進度一覧表｣に､勉強したことを自ら記入して

学習の記録にしていた。日課はあるものの緩

やかな学校生活や合併授業は居心地が良く、

ホームシックになる者は少なかったという。

この他、休学して療養する中学生、同校で

＜文献＞

･熱海市医師会(1988）四十周年記念誌． p39

･桐山直人(2001)熱海外気学校が1930年代東

京市区の養謹学園設立に与えた影響筑波

大学自立活動研究,14,m7-35.

･岡崎精子(1980)外気学校と私．私家版．

･小野顕（1998)桐山面接調査のまとめ．

･桜友会（1932）桜友会誌第2号

･高塚賢三(1939)私感．養護教育, 2(10).

･高塚賢三(1977賊が人生九十年憩い出の記．

卒寿記念配布
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リ虐待を受けている子どもたちとその家族

へのかかわりと機関連携……………山田和恵

0児童養護施設における被虐待児の生活と

心身の成長…･………………･…･……稲山誠一

『寄稿鯖弱養護学校における教育相談
の現状と課題……………………‘佐薩清悦

’
１
川
別，
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<育療》 －既刊13号～22号一主な内容

篠13号》

･気管支喘息児，心理的問題と御改善……吾郷晋浩

･喘息児の自己管理能力を高鵬鋤に……内田雅代

･特集一医療と教育実践一

、喘息児に対す§学校教育0治療上り効果=西牟田敏之

＠小児がん好もK齢6教育0治療上り効果"気賀沢寿人

＠不登校の子どもへり教育とは何か………竹内直樹

、喘息児0心理的不適応0理解と改善……西原昇次

＠不登校児A子への指導実践……………越前寛
、宜竺型rfHx塞鑿・訓I鐘｢錘会Im帥田A…津呂＝打1美

篠14号》

。 〈特別寄稿》 『免疫と長生き』……奥村康

<講演概要》小児腎駐病の自己管理を

困難にする要因…………春木繁一

・特集一医癒と教育実践一

＠心身症的傾向の子の養護・訓鰊………菅原玄彦

＠筋ジス児に対する取り組み…………上保隆夫

、慢性腎疾患児への支援のあり方………乾拓郎

＠腎炎・ネフローゼ児の教育…………成田悦雄

･家族で歩む道（保護者より）…………藤田富紀子

篠15号》

・特集 一自閉症一

＠自閉症の研究の動向……………………山崎晃資

＠自閉症の治療と予後…………………杉山登認B

＠養謹学校に洲6自閉症児へり対応と課題…関戸英紀

《第16号》

。《特別寄稿》群馬の病弱教育…………海野俊彦
・特集 -教育．－教育・

＠教育･医療｡保護

＠教育･医療･保護者

原

)…河原

)…宮原

＠中原養護学校､医教連携に外冗 （頤)…森

＠学校･家庭･家庭 連携の

＠教育･医療･保護者と､連携

＠教育･医療･保護

＠それぞれの立場で果t桝き役割

＠それぞれの

＠活力

医疲・保護者の連携一

・医療｡保護者0連携へり癖（樋)…j

o医療･保護者上り連携0実際（種)…：

養護学校､医教連携に外､て （頤)…

との連携の実際 （胡)…フ

･医療･保護者と､連携⑳実際（欄)…1

･医療･保護者との連携 （鋼)…フ

,ぞれの立場で果t桝き役割 （銅)…H

ぞれの立場で担うもの （埴)…1

ある教育を目指して （通)…ジ

大

井
良

大
高

●
●

ｊ
ｊ

塚

橋
田
上

高
神
井

一
一
一

ｊ
ｊ
ｊ

匿
舟
厭
軒
鉱
詞
需
綜
等

《第17号》 ．

・特集一第5回学術集会．研究･研修会一

信己念講演》子どもの心のゆがみと

心理療法………………大原健士郎

＠思春期の子どもの心理と不登校………菅佐和子

＠難治性てんかんをもつ子どものケア…杉山健郎

《第18号》

・特集一不登校一

＠不登校の具体的な要因と対応…………門真一郎

＠思春期の心の健康と不登校……………山下俊幸



日本育療学会会則

5．顧問 若干名

6．役員及び顧問は理事会において決定

し、総会に報告する。

7．役員及び顧問の任期は2年とする。

但し再任を妨げない。

(三）理事会・委員会

1． 理事会

会長、副会長、理事をもって構成し、

本学会の重要事項を決定する。

2． 委員会

(1)研究・研修委員会

（2）特別研究委員会

（3）編集委員会

（4）情報・資料委員会

（5）顕彰委員会

(四）事務局

1． 本学会に、事業を執行するための事

務局を置く。

2． 事務局の所在地

〒194束京都町田市森野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。

－.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入間

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

－60－



子どもにとっては生活の連続性こそ生きて

いる証しなのですから。

◆四つの院内学級の報告を頂きましたが、

どの学級も在席数が一定せず、転入学が頻

繁で学習空白のある子どもたちが必ずいる、

これは院内学級の宿命のようです。

◆それを少しでも補うためには、マルチメ

ディアの活用が欠かせない条件になってく

るようですが、まだ充分に設備されている

わけではありません。児童生徒数によって

教員数が左右されるという矛盾とともに、

教育委員会等の理解を求めたいものです。

◆桜が丘養護学校遠藤先生の報告は、実践

の経過がよく分かり、これからマルチメデ

ィアを活用していこうという学校や院内学

級には参考にして頂けると思います。因に

20号に載せました赤城養護の例も参考に。

◆病気の子どもに対する教育の重要性が、

どんな形であれ考えられていたということ

は、私たちを勇気づけてくれます。桐山先

生の寄稿文は正にそれです。感謝します。

◆いろいろ問題を抱え、育療学会は今、方

向を検討すべきときに来ています。冒頭の

報告の続きは次号でお知らせする予定です。

『育療』編集委員

小林信秋 佐藤栄一 佐藤隆

武田鉄郎 中川正次 中塚博勝

松井一郎 宮田功郎 山本昌邦

|編集後記’編集後記

◆育療学会は平成6年に設立されました。

その年の12月、文部省初等中等教育局長か

ら「病気療養児の教育について」と題する

通知が各都道府県教育委員会教育長宛に出

されました。それを契機に、病弱児に対す

る教育の充実が次第に高められていきまし

た。それは病弱養護学校のみではなく、病

院内に多くの院内学級が作られたことでも

分かります。

◆今回は、その院内学級の教育にスポット

を当てて特集を組みました。院内学級の教

育が充実してきたと言っても、人的、物的

問題などがすべて最良になっているとは言

えないところも多々あると思いますが、少

なくとも昭和30～40年代からは大きく進歩

したと言っていいのでしょう。

◆そして、そこで指導される先生方の努力

や創意工夫が、病棟内での指導が可能にな

っていくことと相俟って、今後素晴らしい

成果を上げて下さると期待します。ベッド

サイド学習は病弱教育の原点でもあります。

◆その学習は、単に教科指導ではなく、横

須賀市民病院の学級で活躍される小谷先生

の言われるように「日常性」の回復こそが

重要視されなければならないのでしょう。

………

平成13年11月30日発行

編集発行者 日 本 育 療 学

代表者 加藤安

編集代表者 宮田功

発行所 日本育療学会事務
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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ト

あかるく微笑む子どもの顔

「岸本ますみさんの作」

教育医療家族福祉関係者でつくる日本育療学会


