
石野評議員殿

，

　　　　　　　　第2回

米国・カナダ社会福祉研修団報告書

　　　　　　　昭和48年度

レ

財団法人 資生堂社会福祉事業財団



目 次

1．事務局報告’…・……………・…………　　…’・…一…………・・……・…・…．．，、1

2．研修団員名薄……………’・・’t………………＿．＿＿．．．＿．＿＿．．＿＿．＿．．4

3．日程表………………・・……………’・…………・・……’…’”………”…’5

4’訪問施設・’”……’………“’…’……………’…”
’………’’’’’’”t……

8

　　　　●
5．「米国・カナダ社会福祉研修団に参加して」

　研修報告

〔1〕斎藤康弘．・・………15

〔2〕高木輝彦・・…・……31

〔3〕稲崎秀子…………37
〔4〕佐藤ヨシイ…………　51

〔5〕松峯愛…・・…・…57

〔6〕蜷木清子・”………65

〔7〕金沢玲子…………71
〔8〕本地久美子…………78

〔9〕上坂善美江……’”…　83

臼0〕塩野高子…………91
〔11〕加賀見瑛子…………　97

〔12〕百岳末代…………103

〔13〕中村幸男’……”…109

〔14〕雄谷助成…………125

〔15〕坂口寛治………・’・133

〔16〕磯網弘之佑…………141

〔17〕佐藤満喜子・・……・…149

〔18〕菅谷和子…………155
〔19〕片岡真助…’・『…’tt　163

〔20〕広瀬節子……・・・…169

〔21〕宗本淳爾…………173

〔22〕今崎邦枝・・………・181

〔23〕市』原政次・………・t187

〔24〕高瀬七郎一・…・…・－193

〔25〕大西三郎…・・……’199

〔26〕宮地弘彦”…’…’tt　205



1．事務局報告

　資生堂社会福祉事業財団では、社会福祉施設従事職員の研修事業として、前年実施し

た第一回欧州福祉施設事情視察団に引続き、48年度計画に基づいて別紙日程により、米

国・カナダへ社会福祉研修団を派遣しました。

　これは、最近ようやく政治の方向として、財政措置の急速な改善がなされつつあり、

又一般世論からも強い関心が寄せられるようになった吾国社会福祉事業にあって、福祉

施設、設備の絶対数の不足と言う量的な問題と共に、社会福祉施設職員、医療福祉職員

が、処遇技術、知識開発等の質的高度化を、更に強く望まれておりながら、その職務態

様による時間的、財政的困難から、福祉先進国での研修、見聞の機会が少ない現状に鑑

み、日頃第一線で尽力される中堅施設職員を現地に派遣しし、その修得結果をもって広

く社会福祉基盤の充実発展に役立たしていただくことを目的とする財団事業活動の一つ

であります。

　研修団の編成は厚生省のご協力を得て、各都道府県主管部、施設長より一連の推薦手

続を経て選考委員会で決定された、重症身心障害児施設、肢体不自由児施設、情神薄弱

児及び精神薄弱者援護施設の従事職員でP．T、　O．T、看護婦、保母、指導員の職種の27

名であります。

　一行は約4週間、米国・カナダにおける関係機関の大学、病院及び附属研究所、収容

庇護、更生各施設、養護学校において主として児童、成人指導、言語、作業、理学療法

看護治療体系、医療に当るスタッフ、ボランティア組織等についての視察研修を行ない

帰国いたしました。なお、今回は、研修生の施設、職種がさまざまとなりました関係上

事務局とともに専門講師として東京都養育院附属病院の松村秩先生のご同行を願い、現

地での専門通訳として大へんお骨折を頂きました。

　この程、全員の研修レポートの収録を了えましたので概況を添え研修報告といたしま

す。

　研修施設は別記の如く、米国・バレホ（1｝、グランドラピッズ｛2｝、アンアーバー｛2｝、ク

リーブランド｛3［、ニューヨーク｛1｝、アトランタ｛4｝、ロスアンゼルス㈲、ホノルル（2）．カ

ナダ・トロント（6）計24施設で当初の予定を超えた広範囲のものとなりました。これは

研修生の施設、職種の関係から、その関心が自ら身体障害施設職員は主として各種療法

技術訓練が中心となり、精薄施設職員は処遇技術、指導法、設備運用面からソシアルワ

ー
クの分野に及ぶため、現地のメイン施設の配慮により、新たにダブルハンディキャッ

プ施設等の追加が出来たためであります。

　このために研修日程は相当ハードなものとなりましたが、その都度の依頼にもかかわ

らず受入施設では、何れも公式訪問として主要スタッフの大多数が出迎えてくれ、友愛

一 1一



に満ちた指導と、貴い時間の提供を受けたことは、一同本来のテーマ以外にも深い感慨

をいだいて過しました。

　訪問地の福祉事情については、出発前にオリエンテーションを受け、又各人それぞれ

の予備知識をもってその制度機構、処遇技術の高度なことは、一応納得していった通り

規模の大きさ、個々の施設設備、職員の豊富さ、専問家グループの協力、職員の社会的

評価の高さ、等あらゆる面で吾国に比し違いすぎる現実を痛感し、羨望と失望の交錯し

た気持を禁じ得ませんでしたが、その中から吾々は多くのものを学ぷことが出来ました。

　研修中先方スタッフとのディスカッションでよく、コミュニティ、ボランティア、の

言葉を耳にしました。殆んどの施設にはポランティァがよく組織され、その活動は極め

て活溌で、ボランティアがなければ一日も運営出来ないと言われた程様々の福祉活動に

利用されておりました。同時にこの奉仕の人々に対して意欲と経験のみでなく、或る種

の専問知識が要求される厳しい面のあることに驚かされました。そしてこれは、個人の

自発的な福祉活動、一人の人聞としての、当然のつとめとしてうけとめられている高い

社会連帯意識から、そこには不幸な障害者を助けている、救ってやっているといった気

負った悲愴感　、使命感の姿はなく極く自然に施設の中、社会の中に根づいているよう

でした。

　又施設設備は公的なものもさることながら私的な施設が、それと遜色のないレベルで

完備し運営されておりました。このことは障害者の援助救済の歴史的背景が、個人の寄

付や宗教団体の手によって果され、創られてきた民間施設が多く、アメリカの開拓史時

代からのたすけ合い精神、民間団体の奉仕活動の巾広い流れが物語られ、同時に国や自

治体からの援助が公私の別なく与えられることで、今日、施設は社会の中に孤立して存

在するものでなく、地域社会に密接につながるべきであるとして障害者の生活と立場を

支えている現実を感銘深く見ることが出来ました。

　各個々の施設についての詳細は、本報告書にそれぞれ、自由な見解で論評されている

通りでありますが、記載されない研修外の出来ごととして、トロント　　ONTARIO

CRIPPLED　CHILDREN’S　CENTERでの交歓が印象に残ります。

　初日の研修終了後、センター側より翌日のスケジュール後に吾々全員をエンジニアリ

ング　ディレクター　Mr．　Maclaurin　の山荘に招待するとの申出を受けました。10月　t7

日夜、トロントより車で約1時間30分、紅葉しはじめたカナダの高原の中、木の香りの

高い邸宅で夫人と3人のご子息、別便でかけつけた研修を担当した各部スタッフ、我々

の約40名が車座になってカナダの歌を習い、日本のお茶、舞踊などを披露し、夜の更け

るのも忘れ想い出深い交歓の時を過しました。これは、このセンターで計画された、P．

T、O．T、ナースの研修訓練が彼我の資格の相違から実際tζ患者に手を触れることが出

来ず、我々を失望させた償いであると強調されておりましたが、実際は漸く旅程の半分
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を消化し、更にアメリカ南東部での研修が控える我々のスケジュールを見て、中間での

息抜きと慰安を考慮されたセンター側の配慮によるものと別れに際して知らされ、その

感激も一入胸に浸みるものを覚えた次第です。

　4週間の海外研修は、本来の目的である処遇技術面で学ぷべき多くのものがありまし

たが、又、日本を外側から見る機会でもあり、自己と彼の地の人の心を比べる機会を与

えてくれました。そして私たち団員は、多少仕事の内容は違っても、同じ目的のために

協力し意義ある期間を過すことが出来ました。

　異境の地で、呼吸し、大地をふみ、多数の人に接して生活の雰囲気に多少とも触れた

経験は、修得した技術、知識の研さんとともに時を追って醸成され、明日の吾国社会福

祉の向上のために役立たすことが出来るものと信じます。

　最後に本研修団の派遣実施にあたり、現地への紹介と多くの示唆を賜りました、東京

都養育院付属病院　荻島秀男先生、ご繁忙中ご同行賜りました　松村秩先生　に心から

感謝の意を表するとともに、長期間、研修生を心よく送り出して下さいました各施設の

園長、職員の方々のご協力に対し厚く御礼申し上げます。

　　　　　　　　　　　　　　　　　（資生堂社会福祉事業財団　迫　田　勝　彦）
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簿名
長
師

員団修

団
講

研Z
資生堂社会福祉事業財団

東京都養育院付属病院海外部長

施設 県　　名 氏　　　　名 所　属　施　設　名 職　　　種

青　　森 斎　藤　康　弘 青森市　あすなろ学園 理学療法士

山　　形 松　峯　　　愛 山形市　ゆきわり整肢学園 作業療法士

東　　京 上　坂　喜美江 多摩市　島田療育園 看　護　婦

神奈川 本　地　久美子 藤沢市　ゆうかり園 〃

新　　潟 佐　藤　ヨシイ 新潟市　はまぐみ学園 作業療法士

山　　梨 金　沢　玲子 甲府市　あけぼの学園 看　護　婦

静　　岡 磯　網　弘之祐 静岡市　静岡養護園 指　導　員

重

症

心

身
障
害
児
肢
体
不
自
由
児
施
設

愛　　知 中　村　幸　男 春日井市　こばと学園 ”

愛　　知 塩　野　高　子 岡崎市　第二青い烏学園 看　護　婦

和歌山 百　岳　末代 和歌山市　愛徳整肢園 保　　　母

京　　都 加賀見　瑛子 京都市　聖ヨゼ7整肢園 看　護　婦

大　　阪 蜷　木　清　子 大阪市　大阪整肢学院 作業療法士

香　　川 稲　崎　秀　子 高松市　ひかり整肢学園 〃

長　　崎 高　木　輝　彦 島原市　島原病院整肢療育園 理学療法士

北海道 高　橋　　　将 美唄市　美唄学園 指　導　員

岩　　手 佐　藤　満喜子 稗貫部　ルンピニー学園 〃

精
神
薄
弱
児
施
設

石　　川 雄　谷　助　成 松任市　仏子園 〃

群　　馬 高　瀬七　郎 勢岳郡　つつじが丘学園 〃

栃　　木 大　西　三　郎 那須郡　大和久学園 〃

神奈川 菅　谷　和　子 横浜市　白根学園 〃

兵　　庫 広　瀬　節　子 氷上郡　三美学苑 〃

広　　島 今　崎　邦　枝 賀茂郡　西志和農園 〃

山　　ロ 宗　本　淳　爾 徳山市　白鳩学園 〃

精
神
薄
弱
者
援
護
施
設

徳　　島 市　原　政　次 鳴門市　草の実学園 〃

高　　知 片　岡　真　助 香美郡　かがみの育成園 〃

大　　分 宮　地　弘　彦 守佐市　糸口厚生園 〃

宮　　崎 坂　ロ　寛　治 東諸県郡　向陽の里 〃
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3．日程表

月　日唱 発着地・瀞在地

酬
研　修　・　視　察　先

10月3日㈱ 東　　京　　発

サン7ランシスコ着

16：30

09：50

旧本航空oo2）

10月4日困 サンフランシスコ滞 ホテルにて研修、調査施設分担

10月5日樹 サンフランシスコ
　　　　1

パ　　　レ　　　ポ

　　　　1

サンフランシスコ滞

（特別パ勾

KAISER　FOUNDATION　㎜BIUITATION　CENTER

（2棚A刷E皿S㎜VAL田0，　C仙0㎜鮪590）

10月6日出 サンフランシスコ発

シ　カ　ゴ　着

12：00

17：50

（アメリカン航空砲｝

着後ホテルへ

10月7日側 シ　カ　ゴ　滞

10月8日θ シ　カ　ゴ　発
グランドラピッズ着

11：55

13：37

（ユナイテッド航空474）着後センター訪問

GRAND　RAPIDS　REGIONAL　OFFICC　AND　AREA　CHILD　AM・

purIEE（㎜R
（g20（コ臣ERRY　STREET，　SF　GRAM）RAPIDS　MICHIGAN　49506）

10月9B困

グランドラピッズ
　　　　｜

ア　ン　アーバー

（特別パ川

THE　AREA　C田LD　AMPUrrEE　CEMER

MARRY　FREE　BED　HOSPITAL

着後ホテルへ

10月10日困 ア　ンアーパー
　　　　▲

デ　ト　ロ　イ　ト

デトロイト発
クリーアランド着

階別パス｝

　18：15

　18：銘

THE　UNn厄RS∬Y　OF　MIC田GAN　MEDICAL　CENTER

（ANN　ARBO｝も　MICHIGAN　O8104）

mswmE　mR㎜S㎜Y　OF　M㎜Aし㎜㎜AWON
AND　REIATED　DISABILrr田S

10月11日㈱ クリープランド滞 SUNBEAM　SCHOOL　FOR　THE　HAM）ICAPPED

（EAST　BLVED，　CLEVEL乱ND，　OHAIO　44106）

10月12日働 クリープランド滞 C1五VELAND　METROPOUTAN　GENERAL　HOSPITAL
〔3395SCRANTON　ROAD，　CLEVELぴD，　OHAIO　44109〕

OUR　LADY　OF　THE　WAYSIDE　HOME，

lo月1細出
クリープランド発

パツファロー着
　　　　｝

ナ　イ　ヤ　ガ　ラ

08：40

09：23
（綱llパス）

（アメ1同ン航空5｛燭

移動　パスにてカナダ入国
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月　日曜 発着地・滞在地

〔 研　修　・　規　察　先

10月14日㈲
ナ　イ　ヤ　ガ　ラ

　　　　1

（特別パス） 鋤

ト　ロ　ン　ト 着後ホテルへ

10月15日閲 ト回　ン　ト滞 ONTARIO　（㎜PLED　（阻㎜S　CENτER
（350RUMSEY　ROAD，　TORONT，　ONrARlO，　CANADA）

10月16日閃 トロ　ン　ト滞 ONTARIO　CRn）PLED　α皿LD脚「S　CENTER

10月17日困 トロ　ン　ト滞 ONTARIO　ADULD　REHABILn’ATION　㎜
THE　CANADLAN　NATIONAL　INSTITUTE　FOR　T甘E　BLIND

10月18日困 トロ　ン　ト滞 OUETROPOLITAN　TORONT　ASSOCIATION　FOR　Tmi　MENTALLY

RE質）RDED〕

SHELTERED　WORKSHOPS　FOR　RETORDED刷1T
TWO　SARRY　PLACE

皿PωW胴㎜M㎜R
10月19日樹 トロ　ン　ト発

09105 （アメリカン航空胡2）着後大学訪問

ニューヨーク着 10：21 ㎜　YORK　UNIVERSITY　REHABILITATlON　MED【CINC

脚鵬T細s㎜旺WYOぱN川1）
10月20日出 ニューヨーク滞 資料整理、発送

10月21日㈲ ニューヨーク発 10：30 け刈カン航空淑）

ワシントン着 11：29 鋤

10月22日㈲ ワシントン発 14：25 （イースタン航空143）

アトランタ着 16：02 移動

10月2細從 アトランタ滞 〔EMORY　UNIVERSITY　REG10NAL　RE脇ILrTATION　RESERCH

AND　TRAINING　MEDICAL　CENTER　〕

｛WOODRUFF　MEMORIAL　BUILDING　Aτ㎜A　GEORGIA　30322）

GRADY　MEMORIAL　HOSPrrAL

ELSK　AIDMORE　HOSPIT且L

THE　CERE13LAL　POLSY　C㎜R　OF　ATRANTA

THE　GEORGIA　RETORDATION　CENrER

10月24日困 アトランタ発 16：30 （デルタ航空1479）

ロスアンゼルス着 17：59
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月　日曜 莞濃勉・瀞在埴

酬 研　修　・　筏　察　先

10月25日困 ロスアンゼルス滞 LO6　ANGELES　COlJNTY4JSC　MEDlC肌（㎜R

（1200㎜TH　STATE　STR臼≧T，　LOS　A腿C㎜A　9003
蜘田）

10月昂日樹 ロスアンゼルス滞 ㎜HO　10S　AMIGOS　HOSPr『AL

σ601E鵠T　IMP肌皿GHWAY　DOWNEY，　CALl㎜
go泌）

THE　PA《mC　STATE　Hospr肌

10月力日出 ロスアンゼルス滞 デズニーランド見学

10月田日倒 ロスアンゼルス発 10：加 （日本航空061）

ホ　ノ　ル　ル着 12：45

10月29日卸 ホ　ノルル滞 K且U㎜0㎜　C田㎜S　HOSP肌
（2おNO㎜KUAK皿旺S㎜，　HOM）UJIU　HAWAO　96817）

頂舷PLER　A悶Y　MEDICAL（㎜R

㈹S州㎜SCO螂｝
10月30日図 ホ　ノ　ルル発 14；15 （日本航空06）

10月3旧困 東　　京　　着 17：05 帰国

（銀座第一ホテルにて解団式）
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　　　　■

　　　　’

ANN　ARBOR
　　　　■

CLEVELAND

　　　　■

TORONT

　　　　■

　　　　N

　　　　「

　　　　tt

NEW　YORK
ATRANTA

　　　　■

　　　　”

　　　　r

LOS　ANGELES

HONOLULU

KAISER　FOUNDATION　REHABII．ITATION　CENTER

［GRAND　RAPIDS　REGIONAL　OFFICE　AND　AREA　CHILD

AMPUTEE　CENTER　］

THE　AREA　CHILD　AMPUTEE　CENTER

MARRY　FREE　BED　HOSPITAL

THE　UNIVERSITY　OF　MICHIGAN　MEDICAL　CENTER

INSTITUTE　FOR　THE　STUDY　OF　MENTAL　RETARDATION

AND　RELATED　DISOBILITIES

SUNBEAM　SCHOOL　FOR　THE　HANDICAPPED

CLEVELAND　METROPOLITAN　GENERAL　HOSPITAL

OUR　LADY　OF　THE　WAYSIDE　HOME
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．

ONTARIO　CRIPPLED　CHILDREN’S　CENTER

ONTARlO　ADULT　REHABILITATION　CENTER

THE　CANADIAN　NATIONAL　INSTITUTE　FOR　THE　BLIND

TWO　SARRY　PLACE

［METROPOUTAN　TORONT　ASSOCIATION　FOR　THE　MENTALLY
　RETARDED　］

SHELTERED　WORKSHOPS　FOR　RETARDED　ADULTS

EMPLOYMENT　TRAINING　CENTER

NEW　YORK　UNIVERSITY　REHABILITATION　MEDICINE

［EMORY　UNIVERSITY　REGIONAL　REHABILITATION　RESERCH

AND　TRAINING　MEDICAL　CENTER　］

GRADY　MEMORIAL　HOSPITAL

　ELSK　AIDMORE　HOSPITAL

THE　CEREBLAL　PALSY　CENTER　OF　ATRANTA

THE　GEORGIA　RETARDATION　CENTER

　LOS　ANGELES　COUNTY－UNIVERSITY　OF　SOUTHERN

CALIFORNIA　MEDICAL　CENTER

THE　PACIFIC　STATE　HOSPITAL

　RANCHO　LOS　AMIGOS　HOSPITAIJ

［PACIFIC　INSTITUTE　OF　REHABI　LI　TATION　MEDICINE　］

　KAUIKEOLANI　CHILDREN’S　HOSPITAL

TRIPLER　ARMY　MEDICAL　CENTER　UNITED　STATE　ARMY
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壮行会（費生堂社会福祉事貢財団投貝及び研修団員）

KAISER FOUNDATION

　REHABIL‘］『A丁［ON　CENTER

MARRY　FREE　BED　HOSPITAL

THE　AREA　CH‘LD　☆rXPUTEE　C三卜4丁ER

OUR　LADY　OF　THE　WAYSiDE　HOME．
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NEW　YORK　UNI＞ERS｜TY　REHABTL［TATION　MED］C］NE．

蹄・▲
ギー

ONTARtO　CRdPPLED　CHSLOREN’S　CENTEH．

　T

～

SUNBEAM　SCHOOL

　　　　　　　FOR　THE　HANDICAPPED．
GRADY　MEMORIAL　HO＄PITAL．
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LOSANGELES　COUNTY・UNIVERSITY　OF　SOUTHERN　CALIFORNIA　MEDICAL　CEt，」丁ER

ELKS　AIDeAORE　HOSP）TAL．

RANCHO　LOS　AM］　GOS　HOSPiTAL． 一 11一

丁RipLER　APM∀tJEDトCAL　CENTER

・㌔

THE　GEORGLA　RETARDATION　CENTER



センター投員、スタ・ンフと研修生

オンタリオLクリ・〃プルドチルドレンズセンター

患看を前にして欠損輻ld症例の説明

クランド　ラビ・7ズ、

　エリアチャイルドアンブ・ンティセンター
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各国人梗の医療スタッフとの

　　　　　　　　ディスカ・・’シコン

　　ロスアンゼルス．USCC

P．T　O．T　ケースワーカーとの

　　　　　　　　　　ディスカ・ソション

　　ミシガン大学メディカルセンター

肢体不自由児のクルーブ遊び治療

クリーブランド、サンピームスクール

一 13一

、

』

疵護授産所、ホテルネー一・ム入れ作婁

　　アトランタ脳性麻痩センター

W
、

0．Tの基練訓練室、マスコ・ソト人形

アトランタ、

ジョージアリターディションセンター



5．「米国・カナダ社会福祉研修団に参加して」

　研修報告　　　〔1〕～〔26〕

1



研修報告〔1〕

青森県立　あすなろう学園

　　　（肢体不自由児施設）

理学療法士斎藤康弘
　青森県青森市大字羽白字沢田588－4

主な報告施設

1．　　KAISER　FOUNDArlON　REHABILITArlON　CENTER

2，　　0NTARIO　CRIPPLED　CHILDREN’S　CENTER

3．　　RANCHO　LOS　AMIGOS　HOSPITAL

　はじめに

　昭和48年10月3日から10月3ユ日までの約29日間，米国，カナダ，各地のリハビリテーシ

ョンに関する病院，肢体不自由児施設，精薄者施設，20施設で視察及び研修を受けること

ができました。団員27名でそれぞれPT，　OT，　NURSE，保母，指導員と職種はまちま

ちであったが，専門にこだわることなく，大きな視野でみると，共通点を持っていること

が多かった。それはリハビリテーションのゴール，特に重度障害者がどのように将来の生

活を保障されているのか，その収容施設の形態，種類，経済的な援助の方法等に，特に質

問が多かったと思われる。日本ではまだリハビリテーションが確立されていないために，

リハビリテーションの流れが円滑でなく，障害者またはその家族へのしわよせがあるよう

に思われる。

　外国でのリハビリテーションに対する考え方は非常に合理的である。障害者を一人でも

多く自立させることにより，政府の援助がそれだけ少なくなり，障害者が働くことにより，

その収入から政府へ税金として入ってくるために，リハビリテーションに金をかけても経

済的に採算がとれるという考えをもっている。
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1．　リハビリテーションの流れ，スタッフ，研究

　障害者を完全な状態で家庭，職場，すなわち地域社会に復帰させることが理想である

が，障害の程度によって重症なもの程保護，援助が必要になって来る。障害度に応じた

　リハビリテーションの環境が必要である。米国，カナダにおいては，すでにそれが確立

されているように見受けられた。リハビリテーション・スタッフにおいても障害者のニ

ー ドを適切にとらえ，援助できるようic，種々の専門職がリハビリテーションチームを

組み、障害者に対するサービスを行っている。リハビリテーションの研究，特にリハビ

　リテーション　エンジニアリングは各施設において重要な位置を占め，種々の器具等が

研究開発されている。

2　各施設のリハビリテーション

A　KAISER　FOUNDATION　REHABILITATION　CENTER
BONTARIO　CRIPPLD　CHILDREN’S　CENTER
CRANCHO　LOS　AMIGOS　HOSPITAL

　　　A　KAISER　FOUNDATION　REHABILITATION　CENTER
　このリハビリテーションセンターは，サンフランシスコから北に30マイル（48㎞）程の

VALLEJOというところにあり，気候は温暖で年間の平均気温は2〔PC前後で生活しやす

く，サンフランシスコ湾からの潮風を含んだ空気も澄んで，非常に環境のよい所に位置し

ている。KAISER　FOUNDATIONによる病院はアメリカ各地にある。　VALLEJO

REHABILITATION　CENTERは1947年（27年前）に出来たもので，創設者であるKA

ISER氏の息子が肢体不自由児（片マヒ）であったので，障害者に対するリハビリテーシ

ョンに特に理解を示し，今Hのリハピリテーションセンターに発展している。現在の建物

は今年の3月に新築されたばかりで，機能的によく工夫されている。このセンターが世界

的に有名であるということは，ここでPNFテクニックがHERMAN　KABAT（医師）

とMARGARET　KNOTT（PT）により創始され，米国においては広くこのファシリテー
ション　テクニックが普及している。また世界各地からこのテクニックを勉強するために，

多くの人たちがζのセンターをおとずれている。

　1．センター研修スケジュール

　　　　短い時間ではあったが，下記の表に従って研修を受けることができた。いそがし

　　　いところを各パートの責任者により，懇切ていねいに各関連部門について説明を受

　　　けた。

　　　10：00　　　　DR．　LIEBGOLD歓迎の挨拶
　　　10：15　　　　映画　リハビリテーションの概略

　　　11：00　　　　施設内の見学一PT，　OT，病室，　ST，　SCHOOL
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12　：　15～13

13：00

13：45

14：00

14：20

14：45

15：00

15：30

　
て

　
訓

　
に

　

療

　

医

　
ン

　
ヨ

　
シ

　
一

　
テ

　
リ

食

ビ

　

バ

昼

り

oo

2．　IJハピリテーション概念

言語治療について

教育について

看護について

休けい

ソーシアルワークについて

質　問

　　　　DR．　L　I　EBGOLD

DR、　L　I　EBGOLD

DR．　LASSERS
MRS．　V．　POE　T

MRS．　A．　DOLL

MRS．　MARBEL

　　病気や，事故によって失われた身体機能を取り戻すことは，非常に困難なことで

　　あり，患者自身の回復への意志や努力があったとしてもtそれを可能にするにはそ

　　れに答えられる十分な環境が整っていなければならない。その環境はすなわちリハ

　　ビリテーションの理念である。また障害者が人間らしい生活ができるように，すな

　わち全人間的にアプローチするのが，リハビリテーションの最大の目的である。

3．概　略

A　ベット数

　　重症用K“ット

　　　中等度用べ〉ト

　　軽症用ベット

B　年間のべ入院患者数

　　年間外来患者数

C　理学療法クリニック（外来）

D　平均入院日数

E　職員数

　DR
　PT
　OT
　SW
　ST
　NURSE
　TEACHER
　その他

F　取扱い疾患

　　3人

　　20人

　　5人

　　4人

　　2人

20～25人

　　1人

　　62

　　30

　　16

　　16

15，661人
3，100人

ユO．798人

　　36．7日

片マヒ（外傷，脳動脈閉塞）

四肢マヒ（脊損，ポリオ，脳腫瘍）
％
％

牡

お
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　　　対マヒ（脊損，ポリオ）

　　　脊髄に起因するその他のマヒ

　　　切　断

　　　側弩症

　　　関節リウマチ

　　　骨関節炎

　　　　そ　の　他

4．各部門の紹介

　　理学療法

13

6
4
2
2
2

％

％

％

％

％

％

21％

　A
　　　　PNFテクニックを使っての治療運動が盛んに行われている。外来でのPTク

　　　リニックは，カーテンで仕切られた個室で行われ，中には治療ベットがあり，患

　　　者と治療者が一体となり　PNFクリニックを行っている。痙件の抑制のためI

　　　CEINGを行っていたが，冷却の効率をよくするために，特別の製氷機で薄くス

　　　ライス（1　mm位の厚さ）した氷を使っている。入院患者のPTスケジュールは午

　　　前にPNFテクニックを主体に30分，午後から運動訓練室でマット運動，平行棒，

　　　プーリー等での運動を30分間行うようになっている。

　　　　PNFテクニックについて述べますと，これは固有受容性神経筋促通扶（PR

　　　OPRIO　CEPTINE　NEU－ROMASCULAR　FACILITATION　PNF）
　　　といい，HERMAN　KABAT（医師）とMARGARET　KNOTT（PT）の2人
　　により開発されたファシリテーションテクニックである。

　　　なお，MARGARET　KNOTTはカイザーのPT部門において患者の治療及び
　　PT教育を担当している。

　　　その基本技法は，1）運動の対角線的，らせん的パターン。　2）抵抗に促通。

　　3）伸張による促通。　4）継時的誘導による促通。　5）その他，徒手的接触，

　　関節に対する牽引と圧縮。口頭命令，タイミング。

　　　以上の基本技法にもとついて運動を行わせ，塵性の強いものにはアイスマッサー

　　ジにより崖性を抑制する。

　・PT教育
　　　PTの学生の実習場所でもあるが，　PTの博士号をとるために，世界各地からP

　　NFテクニックのために集っている。コースは3ケ月，6ケ月と2つに分かれてい
　　る。

B　作業療法

　　　OTにおいてもPNFテクニックを考慮に入れて治療している。またOT単独の

　　治療ばかりでなく．時にはPT，　STと協力して治療することもある。　OTの最大

　　の目標であるADL動作の自立をはかるためiζ，実際のモデルルームを使っての訓
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練が積極的に行われている。自助具においてもいろいろ工夫され，食器具類の工夫

改良，衣服着脱のための自助具等が実際に使われている。特に興味をそそったもの

は，食器を固定しておくための特殊なゴムマット。前後に引かなくても切れる包丁

（ナイフ），すなわち刃の部分が舟底になって，わん曲しているので，上から力を

加え，ローリングするだけで切れるようになっている。　（図）－A

　また，タイプライターのキーを打つために図のような自助具を手掌にはさんで打

つように工夫された自助具もある。　（図）－B

A B

C　看　護

　　　リハビリテーション看護に経験の深いナースが多く，患者自身はもちろん家族に

　　対するtlハビリテーションに関する教育も重点的に行っている。看護サービスは重

　　症のもので1日6～7時間，申等度のものでは2～3時間のサービスが必要であり，

　　軽症者であれば指導又は役を与えるだけでよい。重症患者以外であれば．日中ベッ

　　トには絶対寝かせておかず，必ず個々の1日のスケジュールにもとついて看護計画

　　を立てている。病室は個室はなく，仲間同志の励まし競争心をかきたてる意味を含

　　めて，4人以上の部屋となっている。リハビリテーション病院ではほとんど個室は
　　ない。大部屋でも個人のスペースは広くゆったりとしており，各部屋には専用のト

　　イレ，バスが付随している。その他の特徴として家庭とのコミュニケーションを保

　　たせるために週末には患者を自宅に帰すようにしているという。

　　　器具としては尖足予防のための図のような合成樹脂製のスプリントを使っていた。
　　（図一C）
　　　また，褥創予防のための水ベットがあり，これを使うと体位交換は5～6時間ご

　　とでよいとのことである。　（普通は2時間ごとに体位交換が必要）

D　ソーシャルワーク

　　　患者は社会的，経済的，心理的に種々の問題をかかえて脳んでいることが非常に

　　多い。このような問題に対して指導，解決してやることが，リハに於いては医療と

　　並んで重要なことである。将来に対しての経済的な不安，職業，家族との問題等を、
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（図一C）

　　色々な形でアブn一チし社会に適応できるように指導する。アメリカでも身体障害

　　者に対’しては違った目で見られ，差別されることがあるという。このような場面に

　　遭遇しても，くじけないように心理的カウンセリングを行っているということであ

　　る。方法として，グループTHERAPYを行っており，患者同志で種々の問題につ

　　いて話合い，または社会復帰した患者の話を聞いたり，家族闇の問題は，家族，親

　　せきをffえた話合いなど，種々な形で行っているということである。

E　言語療法
　　　ST一言葉の話せない人は孤独であり，又患者にとっては自分の思っていること

　　が話せるように手助けされることを望んでいる。社会に適応して行くためにはコミ

　　ュニケーションが大切である。言語障害の原因として．脳卒中，頭部障害，CPそ

　　の他があるが，左半身マヒで言語障害のある患者は見たことがなく，全てが右側の

マヒの患者に言語障害が出ている。

　言語障害は大きく分けると二つに分けられ，

1）失語症　運動性の失語症
　　　　　　　　　感覚性の失語症

2）　構音障害

（DR．　LASSERS談）

治療の具体的例としては，口周囲の筋の抵抗介助運動，舌

圧子を使っての刺激などがある。

これらの治療はST，　OTが協力して行なわないとよい効果が出ない。

F　教　育
　　　病院内には一つのクラスがあり，郡の教育委員会から教師が派遣されている。全

　　ての教育費は州より援助されている。1日の授業時間は1時間程度であるが，PT，

　　OTの訓練も教課の単位として認められているので普通学校と同じように進級が可

　　能である。退院後の方向づけとして出来るかぎり普通の学校に通うように，一人で

　　身のまわりのことができないものには介助者をつけても，一般学級で健常者と一緒

　　に教育を受けさせるように極力努めており，又，政府の方針でもあるe
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　　　B　ONTARIO　CRIPPLED　CHILDREN’S　CENTER（O」CCC）
　10月15日〔月）から10月18副湘までの4日間，下記のスケジュールにもとついて有意義な研

修を受けることが出来た。

　OCCC研修スケジュール
　10月15日

9：30

　10：15

　10：30

　11：45

　13：00

　13：30

　14：00

　14：45

　15：00

10月　16日

　9：30

　10：00

　11：給

　13115

　13：45

10月17日

　9：30

　10：30

　14：00

10月18日

　10：00

　13：15

歓迎の挨拶　　DR．　MARTIN

映画　リハビVテーションの流れ（GOOD　NEWS／BAD　NEWS）

休けい

センターの見学

昼　食

歓迎の挨拶及びOCCCの簡単なアウトラインの説明　DR．　YOUNG

学校の説明

OT，　PTについての説明　　　LIZ　HAMILTON
休けい

リハビリテーション工学　　　　　DR．　MCLAUR　I　N

CPについて

レクリエーションプログラム　　KEN　ROBINSON

昼　食

喘息のプログラム　　　　　　MRS．　ARRD

リハピリテーションエンジニアリングの見学

歯科のプログラム

脊椎破裂について

クリニックの見学

DR．　THOMPSON

　　　　　　トaント，情薄者職業訓練所の見学

　　　　　　デスカッション

　OCCCは歴史的にはまだ新しく約11年前1⊂サリドマイドによる奇形に対する｜」ハビリ

テーション病院として創立された。肢体不自由児の療育について，医療面，社会的な面，

教育面から広くアプローチしており，特にここの施設でユニークと思われたのは，リハビ

リテーション　エンジニアリノグ，すなわち運動機能の欠損をどれだけ器械により代償で

きるか，人間工学的に徹底的に追求しており，従来にみられない，装具，自助具などが開

発されている。
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　BED数は106で，その他に外来部門がある。特殊なものとして3日間の短期入院（施

設内にモーテルがある）で，種々の評価を受け，それにもとついて地元のセンターで治療

するように指導している。対象疾患としては，CP、脊椎破裂脳水腫，切断頭部外傷

による後遺症，火傷，喘息，関節リウマチ，心臓疾患，その他。

　これに対して，下記のようなメンバー　、一貫した療育を行っている。

ME［）（QNE NUkSING

EDUCATIoN

PSYCHO　LO（i　Y

PRiOSTHETI　C

　SEkV　ICE

R］…HABI〕TATION

ENGI　NE臼く‘N（）i

　　kESEA　kcH

　　　AND

∫E　RV　1　crE一

DENTI　sTRY

SOCtAL
SEkVICE

R］i…」CRJEIATIONAL

THEIZA　PY

1クHY5［OTHEF～」へPγ

OCCU　PA丁IONA　L

　　刊EKAPγ

5PEECH

　THERAPγ

1，医　療

　　ここでは手術的なものは行わず，手術の必夢なものは大学病院などで治療を受け

　る。医師は常勤5名，その他40人のコンサルタント医師がいる。　（これは無料サー

　ス），ロの奇形（兎唇，狼咽），CPなどでは，飲みこみが悪いために口内の清浄

　がうまくないので，非常に虫歯が多い．また抗てんかん剤の副作用により歯が虚弱

　になり，虫歯となる例もある。ここでは専門に歯科の治療をする部門があり，1人

　の歯科医，2人の歯科技工士と歯科衛生士がおり、歯の磨きh一を教えている，雷動

　式の歯ブラシや足を使って歯をみがくよ6なものも工夫してある。
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2　療法部門

　　　OCCCでは，　OT，　PT，　STを合せて，独立した部門を形成している。すな

　　わち，療扶士部となっており，ディレクター（OTの人が部長をつとめている）が

　　全体を総括し，OT，　PT，　STにそれぞれスーパーバイザーがいる。療法部職員

　　は全部で41人で，その内訳は下記のようになる。

・・レクター
Eiiスー∵←iii；≡iiiiii

　　　カナダにおいては，療法士は非常に権限をもっており，医務部より独立した形を

　　とっている。入院児の治療は，PT，　OT，　ST単独でアブu一チすることはほと

　　んどなく，関連を保たせながら行っている。また，両親，教師，看護婦と一緒にな

　　って訓練する形式をとっている。入院期間はだいたい3ケ月位を目標にして，その

　　期間内で治療，訓練のプログラムを作成し，できるだけ早く家庭へ帰すようにっと

　　めている。　（地方にはセンターがある。）

　　　通院部門においては，両親の指導を目的とし，週に1回（半日）行っている（1

　　回10名前後）。その他の活動として週に1回家庭訪問（HOME　CARE）し，観察

　　するとともに，主婦を家庭から解放してやるようにしている。このための費用は，

　　オンタリオ肢体不自由児協会から出ている。

　　　訓練目標としては，1）コミュニケーション　2）ADL　3）MOBILITY
　　（動作）4）GAIT（歩行）以上を出来るだけ獲得させるため1ζつとめ，　SHORT

　　TERM　GOALS（短期目標），LONG　TERM　GOALS（長期目標）を設定して
　　行う。

3．　リハビリテーション　エンジニアリング

　　　OCCCで最もユニークなのはこの部門であり，非常に力を入れている。この部

　　門の歴史は10年ぐらいよりたっていないが，独創的な装具が作られ，一般化してい

　　るものもある。エンジニアリング部門は地下の大部分を占めており，一つの工場を

　　形成している。職員は42人で，その構成は下記のようになっている。

言㌫（1人）一匡具技富‡（電子’装購臓手ETC）

OCCCで使われている装具，器械の種類

①スタビライザー式の脊柱固定付LLB……主に脊椎破裂に使用

②義手……電動式，前腕部，手部の改良

③義足……膝接手の改良

④膀胱障害の人のためのデバイス（男性用，女性用）
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⑤

⑥
⑦

車椅子・…・・電動式，褥創予防のためのリラクセーションすることができる車

歩行補助車　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　椅子

キャスターカー……電動式，手動式

電nt’ft．」・y－dP一

　　⑧HEAD　CONTROL用ヘルメット
　　⑨　その他，種々の自助具

4　看　護

　　病棟は4つに分れており，30ペットの病棟が3棟，16ベットが1槙，これは喘息

　　の子供だけの病棟である。仕事は子供の健康管理が主である。日中に重点的に看護

　　サービスが行えるように，夜間の人員配置は少くしている。夜間は106のベットを

　　5名の夜勤者で全部みるようにしている。

　　・ベット数　　106

・くi難三

・看護スタッフ

　　ディレクター

30ベット

30ベット

30ベット

16ベット

75人

　1人

ヘッドナース（病模主住）……4人

スーノぐ一バイザー

ナース

アシスタントナース

助手（AID）

ワードマザー

雑　役

…… 4人

……18人

……21人

…… 8人

…… 10人

…… 8人

・夜勤者の内訳は下記の5名で8時間交替制

　　スーパーバイザー　　　　・…・・1人

　　ナース　　　　　　　……2人
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5

6

7

8

9

　　　アシスタントナース　　……2人

ボランティア部
　ボランティア担当の職員が1人おり，ボランティアの登録から各パートへの割り

振りを行っている。現在400人の登録者があるが，1週間に半日ぐらいの手伝いで．

その仕事の内容は教室での介助，レクリエーションの介助．病室での子供の世話

その他となっている。

ソーシヤルワーク（SW）

　5人のスタッフで，両親とインタビューし，経済的な問題から子供の将来のこと

などについてのアドバイス，社会への適応がスムーズに行えるよう働きかけている。

サイコロジー（臨床心理）

　5人のスタッフと，パートタイムのボランティアが5人で各パートからの要請で

働いている。通園または両親との相談にも応ずる。

レクリエーション

　入院中の生活を楽しいものとするために，遊びを通じて身体機能の増長をはかる

意味でPHYSICAL（身体的）なものと，　NON　PHYSICALに分けて行ってい

る。家に帰っても健康な子供と一緒に遊べるように社会性をもたせる。ミュージッ

クを使った遊戯は，ミュージックスペシャIJストがオルガンを弾き歌いながら，い

ろいろな動作をざせる。その目的としては身休を動かす，集中力を養う。体位感覚

を覚えさせるなどである。その他のレクリエーションの内容は，体育，水泳，ダン

ス，人形劇，洋弓，ライフル，パーテー，料理，時にはキャンピングなども行って

いる。野外レクリエーションなどは全てレク｜1エーションスタッフだけで行ってい

る。仕事の時間は，日中ほとんど学校へ行っているために，出勤時間は午後1時～

9時までの時間帯が多い。特に土，日曜日はいそがしくなる。スタッフは全部で38

人で，常勤者の者が16名，パートタイムが22人となっている。資格としてはレクリ

エーション専門の教育（短期大学）を受けた者が担当している。

教　育

　入院・通院合せて150～160人の児童が教育を受けている。年令は3，9ケ月～19

才まで，3．9ケ月以下は病室において保育されている。　（看護婦，THERAPIST，

レクリエーション）。クラスの編成は年令別と特殊学校（CPクラス，言語障害ク

ラス，低IQクラス）に分けている。できるかぎり普通学校へちかづけるように努

力している。1クラスの人数は，オンタリオ州の法律によって，12名以内と決めら

れているが，CPは3人を見るだけで楕一杯である。なお週一回はナース．　THER

APISTとのカンファレンスをもっている。

・教育担当スタッフ

　　　教師　　　　　　　　　……17人
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　通院……2人
　　　　　リゾーステ・一チ・一（RESOURCE　TEACHER）通学……2人

　　　　助手（TEACHFR　AID）…7人　　　　　　　　（計　3i人）

　　　　雑役（トイレ介助）　　　……3人

10．シンポル　コミュニケーション　リサーチ

　　　OCCCで今もっともカを入れているのは，全く言葉を話せない者に、シンボル

　　を使ってコミュニケーションをもたせようとして，今それを開発中であり一部使用

　　されている。これはオーストラリアにいるCHARLES　K、BLISSにより考案され

　　たものである。現在7ケ国（USA，英国，オランダ，イタIJ－，スイス，オース

　　トラリア）に普及している。

　　　シンボル文字は次のようなものである。

⊥⊥、⊥．⊥⊥

人　仏IM

（

フ
鰍

（

O
貼

∧

O
殉

人
足（

歎

ヘ
ノ

刀

O
ロ

工・sn｝8塁一→縦園8人・縦鰍え・1）ヲ．

340のシンボル文字があり，これらを指でさしたり，タイプライターで打ったり，

特殊な盤を使って住意の所に灯がつくようになっている。　（SEMATOGPAPHY）

これらをST，教師．エンジニアが共同で研究している。

　　CRANCHO　LOS　AMIGOS　HOSPITAL
L　概　要

　　この病院は，ロスアンジェルス郡立の．9つのうちの1つの病院で，郡により監督，

　管理されている。場所はロスアンジェルスの町から15マイル（25㎞）の所にあり，2

　10エーカー（85万㎡）の広さである。ここに患者へのサービスのためのたくさんの建

　物，医療の研究，及び教育施設，その他の種々の建物があり，合わせてほぼ210棟ぐ

　らいになる。1888年に創立され，最初はごく少数のごく軽症の患者の処置をするぐ

　らいであったが，年々，慢性疾患や知能障害者が増えてきた。1944年にこの地方に

　　ポリオが流行したために，その後遺症患者の徹底的なリハビIlテーションプログラム

　を進めるとともに，その予防（ワクチン）センターの役目を果していた。Pt　ijオの撲

　滅とそのリハビリテーションの成功後は‘種々の慢性疾患及び後遺症に対する患者を

　も含んだ一括した一大リハピリテーションセンターとなった。その他ランチョは南力
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2

3

4

リフォルニア大学医学部の教育病院となっており，他の大学からもエンジニア，ソーシ

ァルワーカー，PT，　OTなどが実習に来ている。

リハビリテーション　チーム

　大きく分けると4つの分野に区別することができる。

　　1）身体的な分野を扱う分野　　2）社会的な面を扱う分野

　　3）心理的な面を扱う分野　　　4）職業的な面を扱う分野

に分けられる。又，これらは，13のリハビリチームより成り立っている。医師，ナー

ス，PT，　OT，　ST，　MSW，臨床心理士，職業カウンセラー，義肢装具製作者，

栄養士，レクtJエーションリーダー，呼吸機能訓練士，教師。

取扱い疾患

　ランチョではあらゆる慢性疾患を扱っており，15の科に及んでいる。1．050のベ

ット数で，職員の数は2000人である。その特徴ある疾患としては，糖尿病，結核，

喘息，薬物中毒（アルコール中毒，麻薬中毒，その他）泌尿器科疾患までも扱って

いる。

施設内の見学

　広大な土地に各部門が散在しているので，パスで全体を見学し，その後CHILD

REN　HOSPITALとWORK　PREP　CENTERの2施設を重点的に見学した。

1）CHILDREN　HOSPITAL
　　　ベット数は106で生後4ケ月から18才までの子供が入院している。学校も付

　　随しており，1日，3時間の授業を受けている。身体80％の火傷で生命が助っ

　　た珍らしいケースの子供もおり，火傷に関しては全米一だとのζとである。P

　　T部門では14人の職員がおり，その内訳は7人のPT，7人のアシスタントとな

　　っている。CPに対してはボバース法を取り入れ，装具，機械等も積極的に取

　　り入れている。術後の訓練は早期より開始せられ．早期離床の原則が徹底して

　　行われている。

2）WORK　PREP　CENTER
　　　患者の適職を評価するために，まず前職能訓練として，次のような順序で行

　　っている。この目的は仕事を教えるのではなくて，あくまでも評価に重点がお

　　かれている。その評価方法として，従来のTOWER方式を改良した独自なもの

　　が使われている。仕事の分類としては，配線作業，写真，機械，タイプの4つ

　　があり，それぞれ20時間行い，これによって評価している。その流れは下記の

　　ようになっている。
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WORK　STATION
所内の施設での実習

　　ランドリー

　　キッチン

　　ガーデン

SKILL

技　能

WORK　　EVALUTION
　　　職能評価

一

TRADE　TRAINING
　　　職能訓練

JOB　PLACEMENT
　　　職業紹介

　　3）WORK　SHOP
　　　　　ここでは各会社の部分品を下請けしており，その仕事は①シャープペンシル

　　　の組立②電気器具の配線組立③機械部品の組立④NAME　PLATE⑤
　　　教育機械　⑥車椅子の修理などで，平均ユ時間4ドルの賃金が支払われる。こ

　　　こでも主に評価を目的としており，年間150人ぐらいが他の工場へ就職してい

　　　　る。ヵリフtルニア州には150ぐらいのWORK　SHOPがあるが，身体障害

　　　者は少なく情薄者が多くを占めている。

　　　　ユニークなものとして，ここには大学の分校があり，学位がとれるようにな

　　　　っている。

5．その他の特徴
　　　リハビリテーション機械に関して，非常に興味がもたれるものがあった。

　　A　頚椎損傷患者に対する装具による牽引装置

　　　　従来頚椎損傷患者は長期のベットでの牽引が行われていたが，ランチョでは

　　　頚椎の整復後，ただちに頚椎牽引装具つきのプレイス（ハロートラクション）

　　　　をつけ，早期より起立訓練を始め，併行してOTにより上肢の積極的な治療が

　　　施されている。筋萎縮の予防、褥創の予防，心肺機能の維持には非常によいと

　　　　思われた。

　　B　重症進行性筋萎縮症患者に対する上肢の電動式装置及びロで操作する電動式の

　　　　車椅子，呼吸筋マヒに対する酸素マスクの工夫。

　　　　　呼吸筋マヒを来し，手指だけより動かない重症患者が，電動式の車椅子の後

　　　　に酸素ボンベを積んだトレーラーをつけて動き回っている。
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C　訓練室の分散
　　　1ケ所の部屋でいろいろな種目の訓練を行うのではなく．訓練種目により訓

　　練室が分かれている。また疾患別，年令に応じた訓練室がある。

D　義手の操作

　　　スイッチを義歯に組込んだもの，口で操作するように工夫したもの．メガネ

　　に特殊な仕掛けをし，視線の方向により義手を操作するものなどがある。

　むすび

　以上米国，カナダにおいてリハビリテーションに関してはもっとも進んだ施設だと思い

ますが．リハビリテーションの理念に関しても，一般の人を含めて定着しているのではな

いかと思われます。旅行期間中障害者がどの程度社ftlC適応しているか気をつけて見てき

ましたが，どこに行ってもかならず2～3人の身体障害者を見ることができましたし，特

に空港では各航空会社が自社のマークをつけた車椅子を準備し，サービスにあたっている。

　身体障害者の旅行が日常化していることがうかがわれ，そのための環境も整備されてい

る。また日本においては種々のリハビリテーション施設があり，その数も増え，量的には

相当整備されていると思われるが，今後質的な面での改善，整備が望まれ．特にリハビリ

テーションの体制を確立するのが急務であると思います。外国との生活習慣の相違，施

設，設備等の差は感じて来たが，その根本理念は同じことであり，今後今回の機会を生か

し，これからの仕事に役立てるとともに，少しでも社会福祉の啓蒙に役立てるように働き

かけたいと思います。なお，この機会を与えて下さいました，資生堂社会福祉事業財団に

感謝を申し上げます。
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研修報告〔2〕

長崎県立整肢療育園島原分園

　　　（肢体不自由児施設）

理学療法士高木輝
　　　　長崎県島原市新山町9，033

彦

主な報告施設

　　1．　KAISER　FOUNDATION　REHABILITATION　CENTER

　　2，　RANCHO　LOS　AMIGOS　HOSPITAL

〔1〕担当施設

KAISER　FOUNDATION　REHABILITATION　CENTER

院長のORIENTATION
　病院案内の映画

　　A　看護婦の病棟巡視状況

　　B　医師の病院巡視状況

　　C　機能訓練の状況

　テクニックは全てPNFを実施

　　このセンターは，今年の3月に新設されたもので，旧センターは裏にある。開設は

　27年前で，MISSノットがPTの責任者，　PNFのテクニックは，機能訓練だけで

　なく水治療法についても利用。

　　三病棟　　重　症　　　1／3　HEMI．

　　　　　　　中間　　％　PARA．

　　　　　　　独　立　　1／3頭部外傷
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〈質　疑＞

　DR．　PNFのテクニックはどんな疾患にも使える。

　PTと助手の数
　PATの治療はPTが行い，助手はPATを運んだりその他．　PTは博士号を取る

ため，世界各国から3～6ケ月研究に来ている。

　総て，固有受容器に刺激を与えねばならない。このテクニックは，各種疾患（中楓

末梢）に使用できる。

　PNFは崖性・アテトーぜを元進させることなく減少させる。アイスは，｛茎性を一

時的に減少させるだけである。

　知能障害を伴うPATがいるが，この場合良い結果は困難であるが，プログラムに

参加することが可能です。

総婦長のORIENTATION
　PAT数（東24人十西24人）48人，　REAの目的からして個室は無い。　PATの年令

は3～90才まで。ボタンを押せないPATは首を動かすことによって看護婦を呼ぷこと

が可能。PATの症状によっては，週末に家に帰しREEの目的達成を助けている。

　一般の方々の費用は，1ケ月2，000ドルを夢するが，各種医療保険の加入者は，90％

に達しているので、金がなくて病院にかかれないケースはない。

MSW（社会福祉課）のORIENTATION
　MSWの仕事は，基金の伸い方，金のないPATが治療を受けられるように，するこ

となどがあるが，一番重要なのはPATに対するケースワークである。

　州立の職業安定所とタイアップしているがPARAの場合はすぐに就職するケースは

少ない。　（学業のため）。就職は出来るが収入が少い。ADH困難な者には，生活費を

国が出す。

　ポーディング　ハウスには5～6種ある。政府が金を出すが，一定の規格がある。看

護婦のいるハウスもある。

　重症児はなるだけ家庭に入れるが，不可能な場合は，①ナーシング　ホーム又は　②

州立病院に。0～18才までの費用は，州政府が支給するが，一部負担金あり。60才まで

は，費用を政府が負担しないので個人負担，そのために個人で保険にかかっているが，

その一つにKAISER保険というのがあるが，これはKAISERと云う大きな会社の経

営しているもので，被保険者が病気になると会社の経営する病院で保険を利用すること

が可能。

・職員数

　DR．……3人　　PT……20人　　OT……5人　　SW……4人
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　SP・・－2人　　　教師……1人　　　看護婦・…’・25人　　厚人……1人

　事務・…・’1人　　　行政……1人　　　レクレーション……1人

〔まとめ〕

　MISSノットのPNFについていまさら詳しく述べる必要もないが，これほど一つ

のテクニックを追求している姿を，目の前に見て，このようなことが技術の進歩にとっ

て極めて有益であることを知った。多くの批判があることも事実だが。

RANCHO　LOS　AMIGOS　HOSPITAL

小児病棟のORIENTATION
　4ケ月～18才までで，軽症から重症までいるが，何年間もいるケースがある。定床は

IOOだが現在は90床。

　頚部（頚椎のOPE直後より頭蓋骨を直接懸架することにより，　W／Cに乗せること

が可能である。

　ローカの広さ（巾｝がts　3mもあり，　REE施設としては理想的である。

・PT部門
　整形外科疾患，神経外科疾患が多いが，疾患別にPT部門が分れている。病院全体で

70人のPTがいる。　PT1人十助手1人＝2人で1日10～13人のPATを取扱う。

　PT部門は　①抵抗運動　②頭部疾患の二つに大きく分けられる。

・OT部門

　生後4Wから成人までが対象で，病院全体で45人のOTがいる。この他に助手がいる

　がこの中には，短大卒で試験合格者もいる。

〔まとめ〕

　米国でも有数なRER病院と聞いていたが，広大な土地とRERに対する配慮（ほと

んどが平屋建で一部が二階建），整備されたRERチーム，学ぷ点は技術的な面よりむ

しろここにあるのでは．もちろん経済的な理由その他により不可能なことも多いと考え

られるが。

〔2〕全体についての記述・感想

　　限られた時間と，限られた病院のもとで確定的なことは云えませんが，各州又は各病

　院により，極めて特徴があり，このことはRERの歴史の深さではなかろうか。

　　日本以上に，多くの職種がいる（厚間化）反面，RERのの生命であるチーム　ワー

　クが必ずしも，うまくいっていないところもあるようだった。ある程度はしかたないこ

　とかもしれませんが。

　　日本に比較し，極めて医療費が高い（例えば1ケ月の入院費が2000ドルとか，虫垂
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炎の費用が数拾万円かかるとか）ようだが，何が原因だかよく解らないが，その一つに

医療に対する基本的な考え方の違いがあるのではないでしようか。

　家庭を含めた社会の中で，医療並びに福祉を進める方向にあるようだが，金はかかる

が．これが正しい方向ではないでしようか。

　0～18才までの未成年者の医療費は，一部負担のところもあったが，無料のところが
多いようでした。

　SWの活動が活発で，職員数も多かったが

A
B
C　退院に続く，職場復帰又は再就職は，

など，基本的な問題は大差ないように思われた。

　切断者が義肢をつけ，極めて実用的な歩行機能を有しているケースが多いのは，PT

部門の技術的な問題でなく，チーム　アプローチが秀れているのではないでしようか。

　電動車椅子の使用については，院内ではかなり一般的1ζ使用されているようですが，

一般の道路ではあまりみかけることが，出来ませんでした。一般のW／Cでも，種類が

多く材質が良いもの（例えばステンレス）を使用しているようでした。PT，　OTに対

するORのORDERの形式は指示というより，　「依頼」という性格が強いようでした

　SW部門と並んで充実していたのは，義肢装具等のエンジニアリングの部門で，RER

の巾の広さを感じました。。アメリカにおいてもRERの実施はなかなか困難なようで

すが，日本に比較し，一応システム化されているようですし，一般社会との関係を重要

視していることは，参考にすべきでしょう。①経済　②宗教　③歴史　④風土　の違い

だけが原因かどうか．短期間の研修ではど　も。社会の中の医療・福祉，それも言葉に

とどまらない，これらの現実への努力こそが，こんご私たちの業務の極めて重要な部分

ではないでしょうか。そのためには，

　②　RER医学の組織的教育制度の確立

　③必要職種の養成と確保

　④　RER思想の普及
　⑤　行政機関並びに議会への働きかけ

等々，多くの問題点が考えられます。技術の向上に努め，院内での患者さんとの接触だ

けがRERが理想的に実施されると考える人がいれば，それは安易なそして「逃げ」に

過ぎないのではないでしょうか。

　今研修団参加の成果は，実際の仕事の上で，今後どのように生かされるかだと考えま

す。したがってレポートは，今回だけで終るのでなく今｛麦とも，お送り申したいと思い

人間関係を大切にする。

社会との関係を重要視する。

親子関係を中心としたタテの人間関係が薄れてきたために，日本よりSWが必

要なのではないでしようか。

　　　　　　　　　　　　　日本に比ぺ容易なようですが，収入が少いこと
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1

ます。

　最後になりましたが．貴重な経験を得る機会を，与えて頂きました資生堂社会福祉事

業財団に心よりお礼申し上げます。

1
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研修報告〔3〕

　香｝11県立　ひかり整肢学園

　　　　　（肢体不自由児施設）

　　作mu　稲　崎　秀　子
、　　　　　　　　香J｜1轍〒幽了1，980

主な報告施設

L
2
a
4
5
6
τ

KAISER　FOUNDATION　REHABrLITATION　CENTER
THE　UNIVERSITY　OF　MI　CHIGAN　MEDICAL　CENTER

INSTITUTE　FOR　THE　STUDY　OF　MENTAL　RETARDATION

AND　RELATED　DISABILITIES

SUNBEAM　SCHOOL　FOR　THE　HANDICAPPED

CLEVELANI〕METROPOL！TAN　GENERAL　HOSPITAL

ONTARIO　CRIPPLED　CHILDREN「S　CENTER

RANCHO　LOf　AMIGOS　HOSPITAL

　感　想

　4週間にわたる20ケ所近い研修により，施設，病院，養護学校や治療に対する，アメリ

カとカナダの医療の考え方，体系，医療にあたるスタッフの組織の一部を学ぷことができた。

　研修団のグループのメンバーは，肢体不自由児施設のPT，　OT，ソーシャルワーカー，

ナース，保母の他に精薄児者施設のソーシャルワーカーが半数を占めていたため，現地で

更にわれわれに適合した施設を加えていただいたりして、予定より多くの施設を研修する

こととなった。そのために迫田団長，講師の村松先生，公通公社の方々にお骨折りを願う

ことになった。

　研修した殆んどの施設は，短期間（約1年以内）の入園施設であり，患者のニードに適

確に対応して，手術，トレーニング，職業指導などそれぞれの施設の特色を生かして，又

できるだけ一般社会との交流をはかっている。

　研修中よく耳にした言葉だが，コミュニティということがよく言われた。小さい時より

やがては大きくなり，家庭へ，一般社会へ出ていくためにも重要なことである。又人に好

かれる人間になるような教育目的を重視しているところもあった。

　家族への指導としては，施設入所者に対して特に密接につながりをもたせるようにし，

6歳以下の施設入園はできるだけさけて，外来や通園治療に方向づけている。

　治療に対しては，評価に要する十分なる期間及び観察のための，例えばワンサイドミラー
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つき観察室やプレールーム，又客室に設けられたテレビを通じて，プレールームや，トレ

ー ニングの状態を観察するなど十分なる設備のもとに評価治療がおこなわれている。

　トレーニングに関しては，専門的スタッフが多いということは勿論だが，1人の人間と

して治療していくということに主眼がおかれ，そのためにも訓練士単独でなく，PT，　O

T，ST，ナース，教師などが，トレーニングの現場で一緒に働いていたところが3施設

もあった。部分的ではなく，人間として治療していくというわけであろう。

　ポランテヤ活動については，殆んどの施設でとりいれられており，ポランテヤ係がおり

系統だった組織のもとに管理されている。ボランテヤ活動なくしてやっていけない施設も

あったが，それは活動が良い成果をあげ，継続的にうまくおこなわれている一面であろう。

最初はスタッフの手をわずらわすが，やがてはそれが施設や一般社会への理解・協力につ

ながるものであり，大切な部門のひとつとされている。

　教会や集会場などにいき，ポランテヤをつのったり，又ボランテヤの仕事として寄付を

つのったりするのは，日本と違った面だ。

　ソーシャルワーカーについては，職種が確立しているだけあり，人数も多く，患者，家

族に対する指導は勿論，地域社会への働きかけ，例えば，住宅問題，地域のソーシャルワ

ー カー，トレーニングメンパーへの密接な連絡がおこなわれている。重症患者や医師とっ

ながりの濃い患者を持つマスターコース取得のソーシャルワーカーもいる。

　ナースの仕事としては，外来患者をそれぞれの必要とする部門へのふりわけ，又日常生

活動作の指導，各スタッフ間の連絡などが重要な仕事のひとつとされている。米国でもナ

ー ス不足のため，ペット数を減じている施設もあった。

　アトランタにある脳性麻痺センターでは，大人の重症患者が一定のプログラムによりト

レーニングではなく車イスに乗ったまま毎日楽しみに来て，又家庭へ帰っていく通園者を

何人かみかけた。

　トロントのONTARIOCRIPPLEDCHILDREN’S　CENTERでの4日間の実
習を受けたが，ここでは新しいものを開発，現在あるものは作らないというだけあって，

エンジニヤの部門にはすばらしいものがあった。あらゆる種類の装具，自助具，車イスの

改良などが40人のスタッフによりつくられている。

　フィ「一ドパックと称し，脳性麻痺の治療にフィードバックを利用して頭のコントロール

の動機づけにうまく用いていた。

　プレーリクレーションといって，プレーセラピィとは違い，巾広くあらゆる楽しみを子

ども達に与え，又家庭に帰ってからも正常児と共に遊べることをしている。

　日常生活動作のトレーニングは，家庭に帰り，又社会に出て十分に生かされるものでな

ければならない。そのためにも家庭と同じような条件のもとに，トレーニングが行なわれ

る必要がある。台所，掃除，洗濯，アイロン，育児にいたる迄あらゆるトレーニングがお

こなわれるすばらしい設備があった。
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研修施設報告

　　　KAISER　FOUNDAT　ION　REHABILITAT　I　ON　CENTER
　病院長のD〔バーバラさんの出迎えをうける。私達のスケジュールが各個人に渡される。

カイザーと名のつく病院は他にもあり，ここは27年前に設立され，今年の3月に完成され

た新しいセンターである。入院期間は短かく，2～3カ月でありその間，強化トレーニン

グが行なわれる。

〔PNF〕Dr．　Kavert　PT主任Miss　NotによりPNFがうちたてられ徹底的にそ

れがなされていた。｛固室がずらりと並び患者と1：1でPNFが行なわれていた。　CPに

も勿論応用されているということだ。突き出している舌を口内に入れる。又のみこむこと

ひとつにでも利用できるということだ。実際理論はむつかしく理解し難いということを言

われた。Miss　Not氏にはお目にかかれなかった。　STの教授で，又心理学博士号をも

つ白髪の方だ。言語を通じて表現できないほど悲劇的なことはない。STは，　PT，　OT，

SWと共同して働くことが大切だ。35年間車イス患者に接してきて，歩けなくてもよいか

ら自分の考えを，何かの形で相手に理解されたいと訴えた。そしてそうできるように，助

けてほしいと。言語障害の人を理解することは，非常に難しいことである。

〔teacher〕1名だが～患者の数により教師がまわされてくる。よくなっても同じ学年に

入れるよう努力するとともに，病院の環境だけではいかず，他の学校より生徒を招く。又

交通等をし病院外との交流に力を入れている。　　〔SW〕事前基金の使い方とかグルー

プセラピーにより集り，いろいろ話をしたり，社会に出て自由に自己表現をできるようト

レーニングするのもケースワーカーがやっている仕事のひとつである。家族親族等もよく

呼んでいる。　　〔病室〕皆同じように協力するということにより個室はない。スペース

の広い4人部屋には，簡単に移動できるテレビ，インターホンも，障害．によりすぐ操作で

きるように工夫されている。部屋に入り，ナースボタンを押すと，廊下よりどこの部屋に

ナースがいるということが掲示され，ナースの無駄を省くことができる。部屋にナースが

いても，ナースボタンを押さない場合があるがそれは誰かすぐわかるとの事。こわい婦長

さんだ。週末には家庭に帰し，家族の人にも簡単なPNFをPTにより教わる。

〔職業ユ職業指導は，18歳よりおこない，ここでは評価をするが，必要により必要なとこ

ろへまわす。

　　　　　　UNIVERSITY　OF　MICHIGAN　CENTER
　ベット数1200であり，創立50年になる。医学生9000，ナース15000，医師800といわ

れる。　　〔OT室〕4～8W間で必要なADLをマスターする。あくまでもPre－Voca
tionalまでで，職業の指導はおこなっていない。評価のための部屋はいくつかあったが，
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木工も入院期間が短かくなったため使用していなく，それよりも先ずADLを重点的に指

導するとのことだ。

　大学の附属である　INST　I　TUTE　FOR　THE　STUDY　OF　MENTAL

RETARDATION　AND　RELATED　DISABILITIES
　あらゆる検査を行なう。染色体の検査，聴力，口腔歯科，PT，　OT，　ST評価をおこ

なう。評価と共に通園治療もおこなう。700台のテレビカメラがそなえつけられてある。

プレールームには，撮影所のようなカメラが備えつけられ，どこででもテレビでプレール

ー ムの様子をみることができる。丁度スイッチを入れると日本人のお母さんが，子供の治

療をうけているのがみられた。OTが評価をしていたが，子供が眠くて泣いたため，廊下

へでて私達に説明してくれた。今から2時間位は眠るから仕事はそれからだと呑気なこと

をいっておられた。ケースワーカーが15名おり，病院あるいはセンターを退院した重度の

人達はどうなっていくのだろうか，という質問がよくあった。ナーシングホームといって，

少グループで30人前後の収容施設があり，カウンティ州より補助があり，プライペイトの

もあるが数は少ない。州には平均10～15カ所ありナーシングホームでも，できるだけ社会

との交流をさせるようにしている。州により異なるが，ミシガン州では1カ月に180ドル

の補助をうけている。

　　　　　SUNBEAM　SCHOOL　FOR　THE　HAND　I　CAPPED
　ここは1898年に創立された全米で一番古い肢体不自由児の養護学校のひとつであり，

1920年に建てかえられた。ここへは日本人もよく訪れ，私達が研修施設のひとつとしてこ

こを選んだことを非常に喜んで下さった。クリーブランド教育委員会により運営され，2

00万人の中より身体障害児が選ばれる。患者の選定はメトロポリタン病院よりまわされ

てくる。全部通園システムであり，5歳～19歳迄の220名の子どもで，半数はCPであり，

その他は脊椎破裂，筋ヂストロフィー等である。IQは60以上ということで，それ以下は

又別の施設がある。　　〔教室〕教師は71名で，クラスは能力別・年齢別に分けられ，

机も個々‘ζあったものが使われ，学科によりクラスの編成も変ってくる。子供のレベルに

より教育がおこなわれ，音楽が好きであればそれを伸ばしていく。幼児クラスは障害程度

により2クラスに分けられ，1日1回30分間合同の時間がもたれる。　　〔PT〕ルー

ドのテクニック，アイスパックをよく使うが，主にボバーステクニックを主とするが装具

は使用しているということだ。ポジションとしては，ニーリングを主にしている。

〔OT〕出来るだけ多くのものにさわらせる。　ADLを第一の目標に。年長女児はあらゆ

る家庭における仕事，例えばBedつくり，清掃，料理，ミシン，洗濯，育児，子供の扱

い方など。部屋も明るく，広いペースがとられていた。実際やっているところを定期的に

親に見てもらう。

タイプ用，又作業用机は種々工夫改良され，メーカーによりつくられたものが数多くあった。
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〔Pre・Vocational〕あくまでも評価で，　Vocational　Therapyの必要な場合は他

の施設へまわす。棒を一定の長さに切る，又一定の形に切る，ネーム彫り，一定の型には

め圧縮するなど約1ヵ月を要し評価がなざれる。　　〔プレールーム〕大きい体育館が3

ヵ所あり，休憩時間にはあらゆる遊びがなされている。　　〔レストルーム〕部屋内を暗

くし，ベットがずらりと並べられており，医師の指示により時間差はあるが一定時間休むe

現在この部屋にくる子供が50人だときいた。右写真のように車イスの背部のジッパーをは

ずし，そのままベットへ体を倒して休めるようにしていた。ヂストロフィーの子どもだ。

両親を月に1回呼び家族との話し合いをして家庭で如何に生かされているかをチェックす

るが，指示に従うかどうかは家庭の事情等により異なる。それより大切なことは，子ども

にあたるスタッフは両親の考え方を知るとともに，今子どもは何ができ，次は何が必要か

を家族にも理解協力を求めることが大切だ。ここの教育方針は人に好かれる人間をつくる

ということのために全スタッフが努力しているということを強調された。病院でないとい

う事からか，玄関を入るなり非常に明るい感じがした。大きいクマのぬいぐるみがあった

が，一度はなくなったが又子どもたちのためにもとにかえったそうだ。全員の子どもには

各時間割により色分けしたカードが首につられ，誰がみても一目瞭然である。PT，　OT，

時間には単独に働くことは少ない。又訓練のスタッフと教師とのコミニュケーションが非

常によくとられている感じをうけた。

　　CLEVELAND　METOLOPOL　ITAN　GENERAL　HOSPITAL
　州立の総合病院でベット500，急性及手術を必要とする場合を対象とし，6歳以下は入

れないが，外来指導を1週間1回行なう。その場合は州により異なるが経済的援助を行な

う。病院の特徴は多種多様の疾患を扱い，医師の診断のもとに治療がおこなわれる。学校

とか他の病院と密接な関係をもっている。サーンビィムの養護学校もここよりまわされる。

メトロポリタン大学の附属病院でもあり，医学生の研究所としても最高の設備が整ってい

ると説明された。高松の市民会館のような所があり，スライドを使って講義をしていた。

〔小児病棟〕適確な診断をするためには1週間は必要であり，評価と共に1日30分マジッ

クミラーの部屋より観察する。遊びの中で大人に対して，小人に対して，音，玩具，動作

等に対して，現在の状態，反応等を観察する。　　〔PT〕社会的適応のしかた。ADLに

ついて。　　〔性教育〕12歳迄に専門家により指導される。知能の低い子どもには，モデ

ル等をつかい繰り返し教える。女性の場合母親の許可により手術がおこなわれる。一時的

には認められているが法的に如何に位置づけられるかは専門家により研究されている。又

遺伝疾患のような特殊な疾患については母親指導をおこなう。退院後一般社会においては

家族計画等は宗教団体，教会が指導にあたる。

　病棟は円形で，中央に詰所があり，まわり‘こ各子どもの部屋，プレールーム，倉庫がと

られてあり，管理がしやすいとの事だ。3交替で15名の子どもを夜は4人の看護婦により
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管理されている。　〔ポランテヤ〕クリープランドがボランテヤの始まりと言われるが，

あらゆる種類の仕事があり，将来医学関係の仕事に進みたい人，医師，PT，　OT，看護

婦，学生，長く家庭にいて働きたいという人，が多い。病棟によってはボランテヤの助け

なしではまわっていかない病棟もある。CPに限らず，あらゆる種類の疾患の子どもを一

緒に入れてある。プレールームも数多く，のびのびとした生活の場がみられる。ソーシャ

ルワーカーの働きかけが活発であり，他の病院，学校，家庭などの連絡がゆきとどいてい

る。18歳を過ぎると，必要により他の病棟へまわされるが，入園期間は短かく4～5ヵ月

である。

　　ONTARIO　CRIPPLED　CHILDREN’S　CENTER
　l964年サイドマイド児が多く発生した時，連邦政府の調査により州によって建てられた。

子どもは特別のサービスが必要であるという主旨のもとにつくられた。ベット数ユ06，通

園共に150～160名である。建物は外来を中心に，30名の病棟3カ所，16名の病棟1カ

所あり，教室，訓練室と四方にのびている。疾患は脳性麻痺，脊椎破裂，先天性四肢欠損

症，交通事故，喘息などである。4～19歳迄の子ども達である。

　　教師

　常時17名。通園部2名。小さい子ども達を教えるティーチャーヘルプ7名と保育中又授

業中トイレにつれていくMATRANTがいる。
　クラスは年齢，知能，障害別によりわけられ，オンタリオ州の教育方針により1クラス

12名以下という基準のもとに教育されるが，障害によっては3人でも難しい。教師は子ど

もの特殊性を知っている良い情報者である。言語障害クラスもある。教師が余っているの

で若くて美人ばかりを採用するのだと校長先生が言われた。面白い校長先生だ。

　　SW　（ソーシャルワーカー）

　5人のスタッフにより，子ども及び両親とのコミュニケーションをおこなう。経済的相

談，退園後のホローアップをする。

　　トレーニング

　PT16名，　OT16名，　ST　5名のスタッフがいる。先ず単独に働くことはなく，トレー

ニングのスタッフは勿論だが，両親，ナース，教師などとチームを組んで治療にあたる。

1人の人間として治療していくには大切なことだ。1週間に1度約70名の外来児がトレー

ニングにくる。

　　ホームケア

　トレーニングではなく，1週間に1度6名のエイドにより，1，2軒の家庭をまわり，子

どもをみたり，母親が外出する場合の世話をする。

　　プレイリクレーション

　4年制の大学で，社会・心理・体育を専攻した人が25％，他に短期大学を卒業して特別
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のトレーニングを受けた人で，セラピーとは少し違う。フルタイム15人，パートタイム22

名。その他8～12人のスタッフがおり，1．手足を動かしてやること，2．動かさずにやるこ

と，あらゆる種類のリクレーションが計画される。ドラム，おしばい，体育，ダンス，音

楽，料理，お客さんを呼んでのパーティなど。目的は子ども達に楽しみを与える，又家庭

に帰つて正常者と共に遊べるように指導するためである。他のスタッフがいなくなると忙

しくなり，夜，週末，夏休みなどで，1日のうちでは学校が終わった後が忙しい。午後1

時～9時の変則勤務をしている。7～8年前よりおこなわれ，昼間は車イスなどのため夜

に激しい運動を要求する子どもが多いが強制はしない。9歳になる迄はいろいろな人と接

したり，戸外に出ておおいに遊ぱせる。

　プレイリクレーションを30分間見学する。リズムと働きをとりいれておこなわれる。日

本でいう保育と似ているが，高学年迄おこなわれる。就学前の子ども13人，PT2名，教

師2名で，坐位，四つ這いができる子ども，又ねたままの子どももいた。子どもの知って

いる歌や，先生が曲をつくってピアノをひく。体の各部にさわらせたり，ごろごろ，又四

つ這いなどをさせる。又各個人にあう簡単な楽器をもたせてピアノにあわす。集中力も大

切な一つの要素であり，子どもの雰囲気，状態により，がさがさしている時，やかましい

時，それぞれ曲を変える。1日に6時間受け持つが，6時間ともそれぞれ違った曲をひく

そうだ。グループ分けは，年齢，障害，知能」こよって異なり，学校の時間に組み入れる。

ピアノの先生はボランテヤだときいておどろいた。ポランテヤといっても専門的な方だと

いわれる。

　　サイコロジスト

　パートタイムもあわせて13人のスタッフがおり，病院や先生などの要求により働き，又

通園，外来児の両親についての働きかけもする。

　　エンジニヤ

　新しいものを開発し，現在あるものはつくらないというだけあって，すばらしいものだ

った。5人のエンジニヤと35人のテクニシャンにより構成されている。医学と工学とを勉

強した人達である。

　　1ルーム

　10年前義足義手の部品の開発により始められる。現在四肢麻痺で手の筋力の弱い，又手

があがらないヂストロフィーなどの義手を開発研究している。

　　2ルーム

　女児の排尿障害のある場合に使用するカテーテルを見せてくれた。時間おきにクリップ

で止めてコントロールする。60日間使用しても感染はおこらない。

　　3ルーム

　車イスの改造，脊椎破裂の移動用のカー，脳性麻痒用の自転車などすべてここでつくら

れる。
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　ホームラバー，カステラの硬いようなもので手で押すとしっとりとわずかにひっこむク

ッションを車イスのシートにつかっていた。宇宙ロケットに使用されたものであまり高価

ではないと説明された。

　　4ルーム
　重度の言語障害のある子どもたちのために開発されたもので，オーストラリヤ人によっ

て開発されたものである。400種類の記号をつかって車イスの盤にとりつけ，お互のコミ

ュニケーションをはかるために使われる。現在アメリカ，スイス、イギリスとも交流され

ている。記号にさわるとランプがついたり，指1本のタッチでランプがつくよう個々にあ

うディバイスを開発している。小さい子どもには200字用のもみられた。盤の裏側はテレ

ビの中のような複雑な配線がなされていた。

例

㌔ん
雨舟

・
～
水

セu
勤

〈
）
脳

↓
い

図
れ

　言語障害及び上肢の障害があっても使用できるが，ある程度の知能は必要だといわれた。

誰かが声のでるのはできないのかと質問すると，10年後には開発するといって笑っていた。

　　5ルーム
　フィードパック。ロケットを打ち上げると正しい軌道に通っているかどうか，という原

理を脳性麻痩の治療に応用してつくられたものである。頭部にとりつけヘッドコントロー

ルをおこなう。頭が横に向けば音がでる。動機づけとしてテレビに連絡し頭をまっすぐに

した時のみテレビが見える仕組みになっている。

　　6ルーム
　筋電図を使用しての運動の研究で，実験段階だ。脳性麻痺児の筋緊張状態，リラックス

の状態を数字として表わし，実際目で見て覚えさせる。又音で知らせて先ずリラックスの

状態を把握させる。筋電図の機械が大きくて移動が困難なため，小さい携帯用のものにし

て病室でもトレーニングできるように考えている。

　　7ルーム
　ウォーターベットは体が沈みすぎるので，粘土のようなものでペットがつくられる。体

重が一カ所に集まらず分散するので褥創によい。

　安い費用でつくることが大切であり，費用は財団とかチャリティショーなどの寄付をあ

おぐ。名古屋の婦長さんが，坐位で移動する車を40ドルで買った。

　　歯　　科

　歯科が病院内にあるということは，車イスやベットを使用して外出しにくい子ども，不

随意運動などのために治療がしにくい子ども達にとっては非常に重要なことである。歯科
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’

衛生士1名，小児歯科専門1名，義工士2名，又歯科大学より学生がくる。診療治療台は，

車イスやベットのままできるように改善され，治療時は必ずアシスタントがつく。入院し

早く治療が受けられるように考慮され，又外来より治療に来ることもある。緊張により治

療時よく麻酔をおこなう。緊張などのため抜歯をすることがあるが，良くなれば入歯をす

る。日常の予防管理は，衛生士により指導される。

　　ナース

　75名のスタッフにより3交替制をとり，1病棟の夜勤は4名でされている。

　　ボランテヤ活動

　400人のボランテヤがおり，73人は登録されている。将来医療関係の仕事につきたい人，

職場より遠ざかり又仕事をしようとする人など1日に約60名きている。イタリア人が多い

ため通訳のボランテヤも多い。又基金集めなどもおこなう。

　　脊椎破裂

　カナダの発生率は1000人に2人。アジア1．5人，ヨーロッパ25人だ。

　　　治療目的
　　　　L　坐位をとらせる。

　　　　2．　コミュニケーション

　　　　3．Mobility
　であり，10歳までは上肢をフリーにしてクラッチは使わせない。クラッチをつくと，手

の力ばかり強くなり，本来の手の機能が発達しないためであり，10歳を過ぎると教育や社

会性が大切になるため，移動ということを重要視する。クラッチを使わなくても移動でき

るような装具が考案されていた。医療スタッフにより，当面のゴール，又長期のゴールが

たてられ，両親と一緒に指導をうける。

　肥満体については，専門家により栄養指導がなされる。

　　　　　　　　　　　　　　TWO　SURREY　PLACE

　4～6歳の知能障害のある脳性麻痺児に衣服の着脱のトレーニングをしているのを8ミ

リで見せてくれた。動作で繰り返し繰り返し工：1で教える。できた時にはごほうびにコ

インを与え，いくらかたまればお菓子にかえている。家庭での母親指導をおこない，殆ん

ど専門スタッフがしたと同様な効果を得たことを報告していた。精薄の原因である染色体

について色々図示して説明してくれたが，難しくわからない。小さい施設ではあるが，生

後5カ月より寝たままの子どもが約20人い．た。午前中PT，　OTによりトレーニングがお

こなわれる。CPが殆んどだ。学齢期になると個々に合った教育がなされる。

NEW　YORK　UNIVERSITY　INSTITUTED　REHABILITATION　MEDICINE
3グループに分かれる。玄関の所にボランテヤの人の寄付によるすばらしいガーデンが
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ニカ所あった。自動車練習場，水浴棟，ADLコーナーを見学する。前職業評価はタワー

方式を使っている。コミュニティ・セラピーといって外来患者や退院後の患者等が，絵を

かいたり，お互に話し合ったりする。六つのPTグループに分かれ疾患別にトレーニング

がおこなわれている。入院患者は18歳以下の小児が35人で，大人の患者が150人で，入院

後は7～10日。

　　喘　　　■

　呼吸器疾患は長期の治療が必要で，又特に本人に対する指導も欠かせない。PT，　OT

により呼吸トレー；ング，体全体を使う運動，リクレーシヨン，ADL指導，又ナースに

より02マスク使用法をおそわる。現在は，部屋全体が換気調節されている。又ラッカー

シンナーなどにさわらせ，危険な経験もさせる。家庭における環境や又家族の指導もおこ

なう。重症な患者もいれ理想的環境をつくるよう研究している。

　3日間観察評価のため家族と共に宿泊させる。その後各スタッフにより，両親・患者を

前にミーティングがおこなわれる。必ず両親がその時みられた。

　　　　　　　　　　　GRADY　MEMORIAL　HOSPITAL
　脳卒中でアメリカ1，2を争うDr．　Serz　Czynski博士により病棟内及び患者の説明が

なされた。交通事故が多く，重度の頚髄損傷もみられた。脳卒中では両側犯されている患

者もいた。20人のRPTと2名のAPTより構成され，1人のPTが10人の患者を受持っ
ている。

　OT部門では8人のROTと1人のAOTよりなり，急性期のOT，　A．D．L．指導，精

神科のOTをおこなう。又OTは毎日地域社会に出て行きヘルスケアーもおこなう。

　STはPT，　OTと協力して仕事をおこなう。貧困な重症患者が多くここに集まってく

るという説明がなされた。

　　　　　　　　　　　　ELKS　ALDMORE　HOSPITAL
　1930年ポリオの流行期により建てられ，1954年に改築された。身体障害のリハビリテー

ションとダプルハンディキャップのある2病棟に分かれており，患者は4～25歳迄で，脊

髄損傷，両下肢麻痺，四肢麻痒が多い。

　ローラー，ボール，バランス坐位保持に使用するタイヤなどが多くみられた。

　病室内はベッド．パス，トイレなど十分なるスペースがとられていた。ダブルハンディ

キャップのある病棟は午睡のため残念ながら見学できなかった。

　ここでは形成外科で褥創の移植をよくおこなう。

　　　　　　THE　CEREBRAL　PALSY　CENTER　OF　ATRANTA
プライベイトな施設であるが，政府と州の補助を受ける。人数200名の通園センターで
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あり，年齢，障害，知能程度により0歳より6歳迄を2クラスに，7歳より18歳迄6クラ

スに分けている。大人の授産所では印刷，ホテルのネーム入れ，ナプキンの模様入れなど

がおこなわれていた。

　18歳より30歳迄の重度の脳性麻痺を一定のプログラムによりトレーニングではなく，車

イスに乗ったまま毎日楽しみに来て又家庭にかえっていく人達が何人かいる。ちょうど戸

外で車イスにのっている4～5人をみかけた。

　　　　　　　　　THE　GEORG王A　RETARDATION　CENTER
　1969年に開設され，ダブルハンディキャップのある子ども・大人をふくめて480人の患

者がおり，220人は歩け，その他は歩けない。6カ月ないし1力年の入園だが，退園して

も又入園してくる場合がある。

　以下4つのプログラムtcより治療がおこわなれる。

　　1．　PT，　OTによるサービス　　　2　教育的トレーニソグ

　　3．精薄医学をも含めての研究機関　4．地域社会及び一般社会への理解を深める

　ここでは主にポバーステクニックによりトレイニングがおこなわれている。

　1050人のスタッフをもち，800人が直接患者にあたり，250人がエンジニヤ・事務関係

者である。ひとつのコロニーである。

　夕食前であったため，車イスにのせた重度の脳性麻痺児に流動食をたべさせていた。退

園後はホースターホーム又はナーシングホームに行く。

　　　　　　UNITED　OF　SUSAN　CALIFORNIA　MEDICAL　CENTER
　センター内を10時より二Eicわかれ見学する。70エーカーのセンター内を4台の無料バ

スが常時動いている。2，000ベッド，オールスタッフ9，000人，登録されている専門医は

2，000人である。廊下は広く，右側の病室は奇数，左側は偶数番号によりわけられている。

各廊下の中央には7色に色分けされ，患者家族の要求に応じて動きやすく又わかりやすく

されている。ヘリコプター専用の着陸地がみられた。1日ec　1，　OOO人の外来患者があり，

100人は入院患者となる。他の病院より1日約20名の麻薬患者がまわされてくるが殆んど

10代である。センター全部の洗濯をする建物がみえた。ナース専用の大きい食堂がみられ

た。

　食堂部は3ルームにわかれ，1日1万食をつくり，地下室のトンネルを通り各病棟へ運

ばれる。ここで260人が働いている。

　外来専用のバスにより患者をセンターへ，又家庭へおくる。PT，　OT室では各疾患別

にトレーニングがおこなわれている。

　13：00～工5100　センター側のスタッフ17名（SW，　PT，　OT，ナース）をまじえて
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ソーシャルサービスということを中心に討論をおこなう。先ず最初に病室についての簡単

な説明がある。急性期を扱う綜合病院であり，州がすべてをうけもち，SUSAN私立大学

と提携している。1年平均100万人の患者が訪れる。

　　SW
　42人のメディカルSW，23人の修士号をもつSW，ユ9人のマスター　＝一一スを卒業した

SW計84名で構成され，内容要求に応じて各病棟すべてに配置されている。

　各SWは医療面や又行動科学をも勉強しており，マスター卒業者は危険の多い重症患

者，医局問題に通じる内容ケースを受持つ。

　退院後は患者の状態程度により

1
2
0
U
4

一番世話を要するナーシングホーム

次に！NTERMEDIATE，

BOARD　AND　CARE　HOME
SHELTER

　があり，以上のようなところをつくるには，一定の認可規則があり，ドクター，PT，

OT，　ST，　SW，ナースなどがいるところもある。

　日本にある身体障害者手帳はないが，よく似たものが老人にある。

　100人の登録されているボランテヤがおり，ボランテヤ係が日程・仕事の分担などを管

理する。

　日本のSWについても質問されたが，精薄施設のSWが多くSWという職種が確立され

ていないので適確な答えがでなかった。専門的内容になると，通訳の人とのコンタクトが

うまくとれず，ちぐはぐな点もあった。

　　　　　　　　　　　RANCHO　LOS　AMIGOS　HOSPITAL
　全米一を誇るリハビリテーションセンターであり，1940年に開所され，広さ200エーカ

ー の敷地内には，病院，学校，作業場，職業指導所，PT，　OTの養成校などがあり，一

つの町になっている。一一一般の車と病院関係の車が同じ道を通る箇所が一部あるため，つい

最近政府により地下に専用道路がつくられた。800ベッドだが，ナース不足のため現在入

院は500名だ。

　脊髄損傷病棟，脳血管障害病棟，心臓血管病棟，麻薬患者病棟，結核病棟，小児病棟，

社会へ出ていく迄仕事がきまらず一時待機する病棟，事務所，又職員・患者用の図書館な

どがあった。頚椎骨折の大人の患者で骨に孔をあけ，鋼線を通して固定し，車イスに座り

上肢の抵抗運動をおこなっていた。

　　小児病棟

　新しく照明，環境を考慮して建てられた病棟で，生後1カ月より18歳までの90人のこど

もがいる。　　　　、
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　症例1，10歳位の女の子どもで，全身の85％の火傷をうけ，命をとりとめたのはまれで

ある。皮膚移植に豚の皮膚をつかったそうだ。PT室で，全身包帯に被われ，起立トレイ

ニングをやっていた彼女をみた。

　症例2．筋ヂストロフィーの患者で，人工呼吸器具を電動車イスの後にとりつけたまま

移動していた。又その操作を舌のだしいれだけで車イスを動かしていたのには驚いた。

　この病院におけるナースの役割りは，外来にきた患者のニードに応じ，RT，OT，ST，

又他の部門のどこにいけばよいか判断してふりわける。各スタッフの横のつながりをとる

のも，ナースの重要な仕事の一つである。

　午後よりPre－Vocational棟を見学する。電気，製図，機械，写真などがあり，一つに対

して20時間をかけて評価する。読み書きなど綜合的能力をも含めて評価をする。タワー方

式は使わないで，独自の方法を使っている。ここで開発されたSINGER－GRADHLEXは

他の病院で使われているということだ。

　作業場では，あらゆる疾患の患者が作業をおこなっていた。ボールペンの組み立て，品

物をナイロンの袋に入れる。ボール箱の組み立て，教材用に使用する植木箱，ネーム入れ，

孔あけ作業がおこなわれていた。現在60の会社と提携している。各患者はタイムレコーダ

ー により開始・終了が記録されている。スピードは必要だが耐久性を重要視する。病院内

患者のための大学卒業資格をとるための教室が二つあり，近くの大学より先生が3人こら

れている。

　　車イス修理工場

　この病院ではL　OOO台の車イスが使われており，ユ日平均100台の修理がここにまわさ

れてくる。綜合的評価をするには良い作業であり，オートバイとか自転車修理に結びっ

く。1年に平均150人が社会に出ていくといわれる。カリtホルニヤでは，WORK　HOS－

PITALが150カ所あるが，重度の脳性麻痺の授産所は難しく数も非常に少ない。

　疾患別によるトレーニングが，グループによりおこなわれていた。ティルトテーブルに

立ちグループリーダーとなり，声をふりしぼって号令をかけているおばあちゃんがみられ
た。リウマチの患者さんだ。一年中気候が良いため，屋外にも多くのトレーニングの器具，

遊具がおかれていた。

　　　　　PACIFIC　INSTITUTE　OF　REHABILITATION　MEDICINE
　日本人の医師が案内してくださった。1887年寄付により設立され，大人と小人の二っに

分かれている。ハワイ諸島又オーストラリヤより患者がよく来る。各ドア，廊下には子ど

もらしい色彩が使われていた。

　RESPIRATORY　THERAPYといって呼吸器疾患について，専門の勉強をしたスタッ

フが12人おり，3交替制をとり病棟へいって出張サービスをおこなっている。日本では一

番遅れている分野ではなかろうか。
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　PLAY　THERAPYは高校卒業後2年間の勉強を終え，子ども達が一時的に学校を休む

場合，これらの人達が勉強を教え授業時間に入れるよう認められている。INFORMATION

POISONといって，外来の患者で電話にて年齢症状を聞き，約1，　000　ts類のカードを機械

的操作により指示を出す医師とナースが常時いる。開業医を呼び出し1時間10ドルで病院

を貸し，そこで治療が行なわれたりするため，患者は何種類もの請求書がくるためあわて

ることがよくあるそうだ。

　ここの玄関を出るとすぐ隣りに小さい建物があった。それは両親が子どもに暴力をふる

った時‘ζは法律により保護される収容棟であり，常時約100人の子どもが保護されている。

1週間前後裁判により今後子どもには暴力を与えないという条件のもとに引き取りにく

る。1週間が待てず泣きついてくる親が多いそうだ。

　こちらの人は財産は子どもに残さず，自分でつかうか，あるいは公共の施設へ寄付する

ことが多いそうだ。

　　　TRIPLER　ARMY　MEDICAL　CENTER　UNITED　STATES　ARMY
　丘の上にそびえたつセンターで，地上5階，地下3階である。アメリカ陸海軍及びその

家族の病院で500ベッド，外来患者3，000人でそのうち毎日50人が入院してくる。全スタ

ッフは2，000人だ。制服をつけた男性がスライドにより病院内の業務や組織などを説明し

てくれた。ここで始めて白衣のナースをみた。

　各科があり，耳鼻科，眼科，歯科，レントゲン放射線科，産婦人科，心臓疾患病棟，小

児病棟（6病棟）手術室（8）などがあった。1日1，000人の薬の処方が出される。患者

の管理はすべてコンピューターでおこなわれている。12機のヘリコプター，又病院より30

種類の印刷物が出版されている。家族や職員などに利用されている。銀行，郵便局，床屋，

美容室，図書館などあらゆる設備がいきとどいていた。説明してくださった婦長さんは，

いくつものバッヂをつけていた。階級でいえばだいぶ上らしい。来年日本に来られるそう

だ
k達鵬多少仕事の内容雌。ても，同じ醐のため・・協力・意義あ・・週間を過・

すことができた。アメリカ，カナダにおける研修は長くもあり，又非常に短くもあり忘れ

られない4週間だった。欲を言えば，今回の研修団については，施設も職種もさまざまで

あり，OT分野の研修というよりむしろ全般的な傾向が強かったように思われる。できる

ことなら同じ職種のグループの方がより専門的な研修ができたであろう。

　この研修にあたって，企画，財政の援助を頂いた主催団体資生堂福祉事業団の岡内英夫

理事長，そして又この機会を与えて下さるために努力していただいた金子正則香川県知事，

大西弘婦人青少年課長，寺沢幸一園長，島英量事務長などとの他の関係者に深く感謝しま

す。帰国後，知事に報告の機会が設けられ，研修の内容についてお話しできたことは，私

どもとしては稀有な機会でもあり嬉しかった。

　意義ある4週間の研修を今後生かすようできる限り努力したいと思います。
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研修報告〔4〕

新潟県立　はまぐみ学園

　　　（肢体不自由児施設）

作業療法士佐藤ヨシイ
新潟県新潟市関屋本町1－96

主な報告施殴

1．　　KAISER　FOUNDATION　REHABILITATION　CENTER

　　［GRAND　RAPIDS　REGIONAL　OFFICE　AND　AREA　CHILD

2．　AMPUTEE　CENTER　］

3，　　THE　UNIMERSITY　OF　MICHIGAN　MEDICAL　CENTER

4・　　ONTARIO　CRIPPLED　CHILDREN’S　CENTER

　10月から約一ケ月間，資生堂米国・カナダ社会福祉研修団に，OT，として参加する機

会にめぐまれ，米国カナダの社会福祉とリハビリテーションの現状を視察することが出来

たことは，私にとって大きな収穫であった。

　日本に於いては，まだ歴史の浅いこの仕事に携わったものの，毎日毎日が模索しつづけ

る日々で，職業人としての自覚と誇りを持って働くと云うことにも個人のカでは限界があ

り，1日も早く行政的レベルの解決を望んでいた。アメリカに於いては，リハビリテーシ

ョンに携わる，パラメディカルスタッフの教育制度と，卒後教育が確立され，充実してお

り，その基盤の許で働く彼等の生き生き生きとした姿は，私に強烈な印象を与えた。

　又リハビリテーションセンターや病院に於けるM・S・Wの活躍も眼を見はるものがあ

り，PT，　OT，　SPEECH．T，のそれぞれで治療を受けた患者に，グループセラピイを

行ないながら，集団の中で彼等がそれをどのように応用していけるか，又社会復帰（家庭

復帰）する場合の彼等の問題点，ニード，悩みをひきだし，患者を中心とした病院と社会

の橋渡しをしている。それぞれのスペシャリストが，すっきりと従に伸び，しかも横に手

をしっかりと結んで，患者の立場にたった真の意味のリハビリテーションが行なわれてい

ることが感じられ，うらやましく思った。

　日本に於いても，ある一部の病院やセンターでは，そのように近づきつつある所もある
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ようだが，まだまだ不充分なのではないだろうか。又重度C．P児や，重度M．R児は，

日本の場合と同じように，アメリカに於いても，社会復帰は非常にむずかしいと述べてい

る。ただアメリカは，それらの障害児を，家庭にだけおしつけるのではなく，社会の責任

で，経済的に，精神的に，物理的に，力になっている点，福祉社会の面で，高く評価され

るのではないだろうか。コロニー的施設は減少しつつあり，施設は家庭的雰囲気をもった

ものが増えており，重度心身障害児をもった家族に対して，何時でも家族が希望した時に

自由に入退園出来る。

　真の意味での，日本福祉祉と，リハビリテーションの発展を切望している。

　訪問先について，印象をまとめている。

　　　KAISER　　FOUNDATION　REHABILITATION　CENTER
　まだ3月に完成したばかりと云う建物できれいだった。古い建物は裏に残っているそう

で，前身は病院で，27年前創設者の息子が身障者になって，それ以後，特にリハビリテー

ションに対して，理解が深められ，現在のような立派なセンターが出来たと云うことであ

った。

　ここの目的は，治療に徹底したP，N．Fパターンを用いていることで，対象患者は，

片麻痺，脊損，パーキンソン，外er　etcで入院患者は勿論，外来通園でP．TからMAN

TO　MAN指導を30分受けられるようになっていた。P，　Tの20名のうち有資格者6名がそれ

に当っており，O．T，が直接　P．N．F　を治療に用いると云うことはなかった。又こ

こには，P．N．Fをマスターする為に，全米各地のP．T学校を卒業した人達が臨床に

出る前に，ここで2ケ月の講習を受けている。年に2回行なわれている。

　　　GRAND　RAPIDS　REGIONAL　OFFICE　AND　AREA　CHILD
　　　AMPUTEE　CENTER
　緑の芝生に敷きつめられた静かな住宅街に，ひっそりと建っており，一見こじんまりし

た病院だが，約1，200床を持つ大きな総合病院だった。

　この中tc　THE　AREA　CHILD　AMPUTEE　CENTERがあり，その他に老人
病棟など，すべての疾病がとりあつかわれていた。

　私達は，このTHE　AREA　CHILD　AMPUTEE　CENTERで，先天性四肢欠損
症の症例で，交通事故により，手足を失った症例14例について，DR．，　PT，　OT，義肢製作

担当者，MSW．それに私達が訪問したと云うことで，州のT．V取材班，新聞社の人達が

集った中で，午前9時から11時30分まで非常に密度の高い症例検討会を見学させていただ

いた。

　この14例は，すべて現在家庭復帰しており，一応義手，義足の使い方をマスターして，

公立学校へ通っている子供と，時々まだCENTERに通って指導を受けている子供だ
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った。

　このCENTERのDRが，以前日本を訪れた時，非常に親切にしていただいたことが忘

れられずそのお返しに，我々もあなたがたに親切にしたいと述べたそうである。

　CENTERに入っている子供は今約40人で，その30％が先天性四肢欠損症と云うこと

で，ケースパイケースで，14例とも，それぞれ違った義手と義足だった。驚いたことは，

どの切断部位の義足であっても靴が非常にスマートで，しかもデザインも豊富でカラフル

であったことだった。勿論日本に於いても，年令と身長，体重，性別などが考慮されて製

作されるのだろうが，こちらの靴はt全く異常な感じがないのである。日本のものは，私

が知っている限りでは，ぷかっこうで，重く，一見して正常でないことを感じさせる。

　義肢工学の面で，日本の遅れを感じた。アメリカでは，義肢製作者の教育は，医学的な

面と，工学的な面から専門的教育が大学で受けられるようになうており，リハビリテーシ

ョンに携わるそれぞれのメンバーが，同じレベルの教育が受けられる，その場しのぎでな

いしっかりとした政策があってこそ，その道の発展もあるのだと思った。

　DR，いわく

　我々はオールマイティーではない。患者を診た時に，その患者にはどのような義手，或

は，義足が必要であるか，それをきめ，そのように判断を形成するのがDR．であり，そ

ののち，義肢製作者，PT，OP，PRPOC　OT，MSW，が一体となって，患者を社会復

帰させるために努力していると，これが実にみごとに行なわれており驚いた。AMPUTEE

の95％は社会復帰可能であると云っていた。

　義手を作る前に，足で食べたり，描いたり遊びを憶えてしまった子供は，それを装着す

るのを嫌う場合があるが，ここでは，約2週間母親と共に入院させ，その使用方法を教え

A．D．L指導を行なっていた付きそっていた母親の話しでは、家庭に於いては，大体1

日の3分の2は装着していると云うことで，外出時は常に装着していると云うことで，外

出時は常に装着するよう‘ζなり，良かったと述べていた。又彼等のすべては，公立学校で

教育を受けており，両親も子供もそれが当然であると思っていることである。日本の場合

の多くは，障害児をもったことで消極的になり，普通学校へ通わせることを，ふびんに思

っている人達がいる。これは，社会が身障者を受け入れる体制づくり’をし’ているか，いな

いの差なのではあるまいか。

　又障害者，特に子供等は，家庭から長期に渡り隔離されるべきではなく，家庭に適応さ

せていくことが，リハビリテーションの第一歩であると云う信念は，学Sべきものがあっ

た。

　ここでは，平均して40日間入院治療が受けられるようになっていた。

　　THE　UNIVERSITY　OF　MICHIGAN　MEDICAL　CENTER
RETARDATION病棟と，　PT．OT．訓練場面をみた。
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　特徴は，病室が男女混合になっていたことで，他に精神病棟もそのようだと聞いた。そ

の目的は家庭的雰囲気を作り出すことにより，彼等にMOTIVATIONをつけたいと云

うことで，ここでもリハビリに携わる彼等が，いかに熱心に患者をリハビリテートさせる

ために工夫をこらしているかがうかがわれた。

　又，交通事故による，頚椎損傷患者にミルウt一キー装具をつけ，頚部の固定を行ない

体位交換を容易にやっていたのが眼についた。

　　　THE　UNIVERSITY　OF　MICHIGAN　MEDICAL　CENTERに附属
した精神薄弱児研究所

　精神科医，小児精神科医，MSW，PT、OT．等のチームで子供を観察し，通園或は，家

庭訪問を行って指導がなされていた。

　特殊学級もまだ残っているが，最近では減少の傾向にあり，公立学校の中で教育が受け

られる。障害の程度でなく，IQの程度で選別される。　IQの低い重度児の場合は，小さ

な家庭的雰囲気をもった施設があり，そこで教育や医療訓練が受けられるが，基本的には

家庭復帰をめざしている。

　又，里親制度もあり，家庭で引き受けられない子供とか，施設からはみ出た子供は，州

が費用を負担して，希望している里親にあづけられる。

　　　ONTARIO　CRIPPLED　CHILDREN’S　CENTER
　ここは，106床のベッドをもち，うちカナダ唯一の小児喘息病棟がある。治療期間は4

ケ月でDR，教師，　PT．OT．MSWが主tc心理的はたらきかけをしている。

　通園制度もあり，70人近い幼児が午前と午後に分かれて治療を受けにくる。

　幼児C．P児の訓練については，個室でMAN　TO　MAN　EXERCISEをやって
いる。それには，P．TとO．Tが当り，子供を全体的に把握するためにも，　P．T，O．T

と仕事を分化せずに当っていた。

　この病院に働く職員は，PT　16人，　OT　13人，　SPEECH．T5人，ナース75人，教

師17人，リクリヱーションセラピスト15人，ミュージックセラピスト1人，ホームケア

ー担当12人，DR．エンジニアと非常に多くのスペシャリストが集められている。　CP児

の重復障害児学級には12－13人の児童に教師，OT，PT，OTA，の4人がチームを組

んで，教育と訓練が平行しておこなわれていた。

　リクリエーションセラピストの勤務時間帯は，PM　1：00－PM　9：00，ようするに，

一定期間治療と教育を受ける為に，家庭を離れている児童が，夕食後一就眠までの空白の

時間，淋しさを感じさせないようにと，配慮されている。

　ここに働くボランティアの数も多く，年間400人のボランティアがあり，1日平均60人，

登録している人が75人，CENTERの運営面でボランティアに頼っている向もみられた。
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　日本でも最近ボランティア活動が盛んになって来たようだが，アメリカのそれと比較す

るとずいぶんと違い驚いた。

　アメリカでは，パートのボランティアもいるが，大部分のボランティアは，2ケ月なり

3ケ月なりJそこでボランティアとして働きたいと申し込んだ場合，1日8時間の労働を

正職員なみにやっている事である。これであれば，受け入れ側も歓迎するであろう。私達

が訪問した，精神薄弱児施設のたS“一ケ所で，ボランティアの受け入れを断っている所が

あった。この子供達は，深い愛情と，落ち着いた環境の許で，継続的に一人の人が観察し

なければならないと云うことである。
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研修報告〔5〕

山形県立ゆきわり整肢学園

　　　（肢体不自由児施設）

　　作業療法士松　峯

山形県山形市鉄砲町1－14－32

愛

主な報告施殴

1
2

a
4
5
6
τ
8
9
α
L
2
3
4
5
6

　
　
　
　
　
　
1
1
ー
工
1
1
1

KAISER　FOUND，ITION　REHABILITATION　CENTER

GRAND　RAPIDS　RF．GION　At．　OFFICE　AND　AREA　CHILD

AMPUTEE　CENTER　］

THE　UNIVERSITY　OF　MICHlGAN　MEDICAL　CENTER

SUNBEAM　SCHOOL　FOR　THE　HANDICAPPED

CLEVELAND　METROPOLITAN　GENERAL　HOSPITAL

ONTARIO　CRIPPLED　CHILDREN’S　CENTER

ONTARIO　ADULr　REHABILtTATION　CEN　TER

TWO　SARRY　PLACE

NEW　YORK　UNIVERSITY　REHABILITATION　MEDICINE

GRADY　MEMORlAL　HOSPITAL

ELSK　A】DMORE　HOSPITAL

THE　CEREBLAL　PALSY　CEN↑ER　OF　ATRANTA

THE　GEORGIA　RETARDATION　CENTER

RANCHO　LOS　AMIGOS　HOPITAL

KAUIKEOLANt　CHIしDREN’S　HOSPITAL

TRIPLER　ARMY　MEDICAL　CENTER　UNITED　STATE　ARI　Y

　昭和四十八年十月三日より十月三十一日まで二十九日間資生堂杜会福祉事業財団、第二

回海外研修団員として、アメリカ及びカナダの主としてリハビリテーション関係のセンタ

ー と精薄施設を見学して来ましたので報告いたします。

　十月五日、アメリカにいきまして、最初の施設見学したのは、　KAIsER　FouNDArIoN

REHABILITATION　CENTER　（VALLEJO）でした。ここではPNFという手技を使用し

一 57一



ているセンターで一部患者の治療を見学しましたが、これほど患者と治療士が共に一生県

命になっているのを見た事がない事でした。患者が成人という事もあると思います。それ

に我々があつかっている脳性小児マヒ児と異なり意欲にもえている点もあると思いました。

　GRAND　RAPI［6　REGIONAL　OFFICE　AND　AREA　CHILD　AMPUTEE

CENTERについて
　前日の午后に一応スライドにより説明がありました。

我々研修員の面前にて、外来患者及び入院患者のクリニックがおこなわれました。

症例は十四例でした。

症例　一、血栓症のためえそになり、三年前に切断　　二十才　男子

現在はサクションIJケット大腿義足を着用しており、変っている事は下腿部に外内旋を調

節出来る部分がある事でした。

症例　二、両上肢右下肢欠損症　四才　男子

右下肢が短かいため健側と同じ高さにするために義足を装用していました。現在の義足は

膝関節がないものでしたが、将来はつけるとの事でしたe

義手は右上肢のみで、肘関節で各角度で動くようになっていました。

症例　三、先天性奇形　男子
両下腿義足差用、かかとの皮膚を使用して断端をつ・んでいました。断端形成が大切との

事。

症例　四、先天性奇形　十九才　女子

両下肢大腿義足、右義手、左上肢アパラート着用しておりました、義手のコントロールは

肩の運動によってやっておりました。

左上肢は母指の屈節を腿移行により延長、もう一指の役目として金属枝のついているアパ

ラートを着用しピンチ可能としている。日常生活動作はすべて可能との事。

両側大腿義足であるが杖なし歩行をしておりました。

このケースは、二才半より入退院をくりかえしているそうでその幼少からの訓練の成果と

思われました。

症例　五、両上肢欠損　十一才　女子
右上肢電動義手着用、このケースは肩より直接手関節があり、手指四本あるが筋力弱い、

でも電動義手のスイッチの操作可能でした。日常生活動作は自立していない、特にトイレ

の後始末が困難との事でしたe

現在は書字及び日常生活動作は足を使用し、理学療法士及び作業療法士のいる普通学校に

通学しているとの事。

症例　六、欠損児　女子

左大腿仮義足を着用しており、断端で体重をうける義足を作るとの事でした。
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症例　七、両下肢切断　六才　男子

特別の両側義足を着用しており、移動は松葉杖にてスイング歩行でした。

：の装具は坐位可能でした。普通学校に通学しているそうです。

症例　八、欠損児　二才　男子

このケースは症例七の弟で右手指一本のみ、右肢関節手術したとの事、現在は杖なし歩行

時は下肢外転位で歩行しますが、下腿にアパラートを着用し松葉杖歩行をやらせておりま

した。松葉杖は金属性の上腕部にカブのあるとても軽るそうなものでした。

症例　九、両前腕欠損児　二才　女子

両上肢作業義手着用、最初右義手を製作し訓練、右上肢を使用する様になったため左義手

を製作したがやはり左義手を使用するとの事。

症例　十、先天性奇形　三才　女子

右下肢多指症で骨の変形がめずらしいケースでしたe

症例　十一、先天性奇形　十六才　男子

下肢の変形がひどく、とても上半身の発達しているケースでした。

このケースは仙骨欠損があり、感覚筋力共になく、排尿にはカテーテルを使用して、普通

校に入っているとの事でした。

症例　十二　先天性欠損児　十五才　男子

左上肢手指がなく又右手指は第二、三指が短かいしかし右手指は機能がよいようでした。

左下肢サイム切断してあり膝のところで固定するBTBを使用しておりこれは底で体重・を

うけるとの事でした。

右下肢はヒールの高いアパラートを着用しておりました。

症例　十三、先天性欠損児　十二才男子

このケースは上肢が全然なく左上肢電動義手を着用しており、義手の申にスイッチがあり

肩の動きで義手の操作が出来るようになっていました。

又この義手は肩関節の動きがすぺて出来るようでした。手関節及び手指の操作の器具は大

腿部に固定して下肢の動きでコントロールしておりました。

このケースは、二週間で日常生活動作をマスターしたそうです。

症例　十四、欠損児　二才　女子

仮義足着用、左上肢手指三本あり、松葉杖にてスイング歩行をおしえる予定との事でした。

　日本でも四肢欠損児はいるものと思われるが、この様に多くの患者をみせていただき、

又日本でも見られない義肢を見学する事が出来これからこの様なケースを治療する機会が

与えられる時がありましたら、学んで来た事を参考にしていきたいです。

又日本では、なかなかむずかしい身体不自由児の普通学校への通学が、アメリカでは普通

児と同じに学ぷ事が出来るという事です。

それに普通学校にも我々の様な職員がいるとの事でした。
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　THE　UNIVERSITY　OF　MICHIGAN　MEDICAL　CENTER　について
　ここではリハビリ病棟とPT室、　OT室を見学しました。ここの病棟は男女混合病棟で、

脊損滞中等の患者が病院という感じをもたずに、共に助けあってリハビUテートする事を

目的としている事でした。病室としては広いという感じはありませんでしたがバスルーム

は車椅子から片マヒの患者でも自分で移動出来るように工夫してありました。

退院の二日前に家族が来て、患者と共に生活して教育をうけるそうです。

脊損患者に尿路感染防止のために自分で先浄出来るように訓練するとの事でしたが、患者

自身がカテーテルを使用して導尿するという事に疑問を持ちました消毒の点などで。

　SUNBEAM　SCHOOL　FOR　HANDICAPPED　にっいて
　一八九八年に創立された世界でも古い学校であるという事でした。現在の建物は、一九

二〇年に建てられたとの事でしたが、日本の養護学校とは比較にならないくらい教室、廊

下のスペースが広く五十年も前に建てられたとは思えないくらいでした。

対象児はプレスクール児よリナイスグレドまで二〇〇名でした。

精薄のクラスとして四クラスありましたが、知能指数は五二～六〇までとの事、それ以下

は群の別の施設に入るとの事でした。

年令別と能力別にわけて学業しているとの事やはり、その児童の能力によって教育する事

が本当に必要だと思いました。

　CLEVELAND　METROPOLITAN　GENERAL　HOSPITAL　にっいて
　対象児は急性及び手術の必要な児童で脳性小児マヒだけの児童は入院していない。

多種のハンディをもっている児童を、それぞれの分野の人々がみて、データー及び研究資

料をもちよって治療予定を立てるとの事。

入院し診断の結果知能指数が低い場合、市町村の治療レベルで昼間教育機関に入れて、そ

の児童にあった教育をうけちれるようにするとの事でした。

治療の主眼は児童であるが家族も含まれる、なぜならば経済的に又気持の上で負担となって

問題が多いその時はソーシャルワーカに連絡問題解決にあたるとの事でした。

　カナダ、トロントONTARIO　CRIPPLED　CHILDREN’S　CENTER　について
　広報課のバーバラ1ロイズさんの細いスケジュールにしたがって、各パートの説明があり

ました。

十一年前にサリドマイド児のために創立した一〇六ベッドを有するセンターでした。

入院児の疾患別は次の通りでした。

　　　1）脳性小児マヒ

　　　2）二分脊椎
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　　　3）失天性四肢欠損

職員の数は医師、常勤五名、非常勤四十名。

ナース
OT
PT
ST
SW

七五名

十三名　六名エイド

十六名

　五名

　五名

　　　　レクリェーション十五名

　と日本の施設とはくらべものにならない程、多いのですがそれにもましてボランティアの

数が多く一週間に四〇〇人の人々が半日づ・くるとの事でした。もしボランティアがなけ

れば非常に困まるとの事でした。

児童が昼食をしている処を見学しましたが、介助の必要な児童はすべてボランティアの人

　々がやっていました。

このセンターにカナダで唯一の身体不自由児の歯科医がおり、虫歯の治療にあたるとの事

それに歯科衛生師が病棟にいって歯のみがき方を指導するとの事でした。特に脳性小児マ

ヒの子供は色々な原因で虫歯が多いので日本でもぜひ施設に歯科医がいる事を希望したい

　です。

　レクリェーション療法で入院期間に淋びしい思いをしない様に又普通児と遊べる様にとい

う事で家でやれる事をおしえておるとの事、種目は、水泳、体育、弓道、ライフル、人形作

　り、ダンス等と色々でこれにたずさわる職員は夜の行事が多いので、十三時から十九時ま

での勤務時間にほとんどの人が従事しているとの事でした

音楽療法士がおり、PTとアシスタントと共に、音楽セラピーをやっておりました。

グループのふんい気によって、音楽を選択してやるとの事でした。

子供達が歌いながら手や足、体を動かしているのを見て、日本の養護学校でも音楽室でた

　〉やるのではなくこの様に音楽セラピーをとり入れてやればもっともっと子供達にはよい

結果があらわれるのではないかと思・・ました．このセ・ターの特色はエンジニア部門が併

設されている事ではないかと思われます。

ここでは細い動作の出来る義手、色々な車椅子等あらゆるものを研究関発するとの事。

センターで使用する車椅子はすべてここで作成し児童が使用して結果がよければ大量生産

にもっていくとの事でした。

我々が車椅子を脳性小児マヒ児に与える場合その児童にあわなくても我慢しなさい等とい

うのですが、センターにこの様な場所があれば児童にあったものを使用させる事が出来、

「大変子供達は幸せだなあ」と思いました。

私達日本を出発する前からここは実習地との事で不安と実習に対する期待で複雑な気持で

一 ばいでしたが、実際は患者に接する事がなく各パートの説明及び見学に終ったのが非常
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に残念でした。

　ONTARIO　ADULT　IREHABILITAI『10N　CENTERについて
　発病后約三ヶ月より六ヶ月間一週間に三日間通院治療をうけている、！対象年令は十九才～

五十八才までで百二十二名通院しているとの事。ここでは年間一人千五〇〇ドル政府から

費用が出るので自己負担ない。

木工、印刷、日常生活動作訓練、織機、絵画編物等をやっていたようです。

PT室では片マヒの患者にPT学校の生徒が指導して運動療法中でした。

　TWO　SURREY　PLACE　について
　小児の精薄施設でここでは主としてダウン症候群について検査法等をおしえていた“き

ました。

日常動作のしつけ方をビデオテープで見せてもらいましたが一つの動作をおこなうたびに

物をやりそれを動機づけとしてやっておりました。医学の必要があれば治療もやるとの事

でした。

　NEWYORK　UNIVERSITY　REHABILITATION　MEDICINEにっいて
　作業療法の一部として社会性のある訓練を通院しておこなうマンテレオセラピーという

事をおこなっておりました。これは治療士と共に話したり、絵を書いたりするとの事。

病院全体で七ヶ所、各疾患別に訓練室がありそれぞれのところに治療士が数名づSいると

の事でした。

子供病棟は三十四ベットありそこにはプレスクールから高校までありました。

八ヶ月から三才までの子供が四名いるとの事で昼間は母親がいるそうです。

ナースの仕事の内容がスライドにより紹介されましたがよく病棟訓練をやっているようで

した。やはり訓練は訓練室のみでという考えは絶対なくし全職員がみんな協力してやらな

ければ児童のためにならない事を痛感しました。

　この日は四ヶ所見学しました

1）　GRADY　MEMORIAL　HOSPITAL
　リハビリ病棟で四名の患者の設明がありました。作業療法室では日常生活動作訓練を重

点的にやっているとの事でした。

精神科作業療法士が十月五日より地域社会に出ているのが特長との事。

2）　ELKS　AIDMORE　HOSPITAL
急性期を総合病院で治療し、リハビリが必要な児童がまわってくるとの事、入院期間は二

～ 三ヶ月で脊椎損傷四肢マヒが多いとの事。
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児童が昼寝中との事で病棟にはいきませんでした。

3）　THE　CEREBRAL　PALSY　CENTER　OF　ATLANTA
私立の施設で一日に二〇〇名が通院しており○才から六才までの幼少児のプレースクール

と七才～十八才までの学級がありました。

それぞれの教室には教師一名に助手が一名いましたがプレスクールは人数が多く二十四名

に対して教師二名三名の助手がおりました。二～三才までの子供で母親が働いている場合

朝つれて来て夕方つれにくるというシステムがありました。そこには幼雅園教ゆの資格と

特殊教育を専攻した人があたっているとの事でした。

4）　　THE　GEORGIA　RETARDArlON　CENTER
　一九六八年十月に開設した新しい施設でした児童数は四八〇名でそのうち歩行不能二二

〇名との事。

スライドで理学療法をやっている処をみせていた・’きましたが、精薄児でも訓練が必要だ

と思いました、日本の精薄児の収容施設は歩行不能とか手足がわるいと対象児としません

日本でも精薄の施設に訓練士がおり訓練出来る様な状態になればもっともっと幸せになれ

る精薄児者がいるんでないかと思はれました。

　UNIVERSITY　OF　SOUTHERN　CALIFORNIA　MEDICAL　CENTERについて
　ここは日本にない私立大学の医学部の教育病院という事でした。中央病院を中心にして、

精神科、小児科、婦人科病院があり各スタッフの人員も今までの処とは比較にならない様

でした。ここには連邦裁判所できめられると無料で治療が出来るという診療所がありまし
た。

ここでは主としてSWとの意見交換でした。

そこで施設に四段階あるという事を学びました。

　RANCHO　LOS　AMIGOS　HOSPrrAL　について
　日本をたつ前から期待して来た施設でしたが残念な事に広大な土地に点々と病棟がある

ためパスで建物の説明があり一部の病棟しか見学出来ない事でした。

しかし子供病棟で頭椎損傷の患者の手術后．アパラートをつけて坐位で車椅子を使用させ

ているのにはびっくりしました。

日本では呼吸筋マヒがくると死という目にあう筋ジストロフィの人が器械によって呼吸し

生きているようでした。

職能訓練室をみせていた・fきましたが人間工学の部門をぜひ見学したいと思いました。

KAUIKEOLANI　CHILDREN’S　HOSPITAL　にっいて
肺ヤラピーストがおりアメリカをまわって来て始めて聞いた職種でした。この職種の人
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は大学二年后肺専門に学ぷとの事でした。

十二名が三交替で病室に出張するという事でした。集中治療室で保育器の中の赤ん坊のへ

その部分から動豚血をとり02量を測定して、酸素の量を管理するとの事。

ポイズンインフォメーションセンターという処があり四万種類のデータがあり医師が一名

専従しているとの事でした。

〔TRIPLER　ARMY　MEDICAL　CENTER〕にっいて
　軍関係の人々しか治療をうけられないという病院でした。

ここはあらゆる施設があり又患者の種類も色々でした。

身体障害者になったら残存機能をいかし、独立した人間にする事が目的との事でした。

　　後　記

二十九日間アメリカ、カナダの施設を見学して感じた事は、経済的、人的、社会面でも日

本の社会福祉とはとても差があり過ぎるような気がしました。

日本ではあまり考えられないボランティア活動がどこの施設にいってもあるという事には

びっくりしました。日本人の考えでは考える事が出来ないと思います。なぜなちぱ日本人

はひまがあればテレビでも見てという気持のみで時間があるから奉仕活動をという事には

ならないと思います。

各施設にモデルの部屋、パスルーム、キチン等がありました、短期入院中に家庭に帰って

かちの事を充分訓練出来る事はぜひ必凄と思いました。身障者用の自助具が手軽るにかう

事が出来る事は患者にとってはよい事だと思いました。早く日本でも自助具が自由に手に

入る様になってほしいと思いました。

精薄の施設のところでものべましたがどこの施設にもPT・OT・SW・STがいる事で

した。日本でも一日も早く社会福祉施設に各職種の人々がそろい入院している人々又地域

社会の人々のために働ける様になってほしいと思います。

設備、人貝等に格段の差がありますが色々学んだ事を現在の治療にいかしていきたいと思

います。

脳性小児マヒの児童でも普通児と同じ様に市町村の学校で教育がうけられる様に日本人皆

んなが考えてやちなければいけないと思いました。
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研修報告〔6〕

大阪市立　大阪整肢学園

　　　（肢体不自由児施設）

作業療法士蜷木清子
　京都府乙訓郡大山崎町円朝寺大門脇15

主な報告施股

1．　　ONTARJO　CRIPPLED　CHILDREN’S　CENTER

2．　　RANCHO　LOS　AMIGOS　HOSPITAL

　資生堂・米国・カナダ社会福祉研修団員として10月3日より31日までの間，米国・カナ

ダ20数ケ所のリハビリテーションセンター心身障害児・者センター学校，病院その他を見

学，医療や障害児・者に対する治療法と考え方を学ぷ機会が与えられました。短かい期間

でもあり十分に理解できないところが多々ありましたが，そこで見たり聞いたり感じたこ

とを報告します。

　ONTARIO　CRIPPLED　CHILDREN’S　CENTER
　ここはトロントにある肢体不自由児施設でIQが低くても機能に障害をもつ子どもは，

だれでも入院，また通院することができるところであった。病名は脳性マヒが多く脊椎破

裂・先天性四肢欠損症その他となっています。

　センターの印象としてはじめに感じましたことは子どもの施設らしく全体の雰囲気が明

るく職員のユニホームも白衣でなく家庭的な感覚で接しているという自由な服装であった。

まず子どもの立場に立って考え「何が必要か」「何をしてあげられるか」など障害児のニードに

各専門家が総合的に問題解決するためにチームワークを大切にして療育を行なっていた。

　センターの内容をあげてみると，まず各種の専門家が単独で仕事をするのでなく子ども

が療育しているところに教師，看護婦，S・T，　S・W，　P・T，　O・Tその他それぞれが
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グループでみていくというやり方である。
　音楽療法について

　幼少児はボデイイメージを感じさせるためピアノに合わせて歌をうたい日常生活動作の

お遊戯をとりいれていた。　（顔を洗う，歯をみがく，身体を洗う動作）大きい子どもには

お芝居をいれたりする。

　リクリェーションについて

　リクリェーションは身体を動かすのと動かさないのとある。スタッフが15人いてなるべ

く普通児と同じことが出来るように教える。昼間は勉強などで座っているため夜は動きの

ある運動を好む。（遊戯，ダンス，音楽，人形つくり，料理など，夏休みは州立公園ヘキャ

ンプに行く）

　ことばの記号について

　話すこく書くことのできない子どもにはコミュニヶ一ションが大切であり記号を使って話

すことが出来る。重症児には電気じかけの記号で左右の指の動きで操作して話しができる。

只隷2⑧22羅、矯～∂～駕詫ち）

　340のシンボルがあり電気じかけは200ある。子どもたちは記号を使ってオーストラリ

ア・スイスの子どもたちと交流中である。

　外来脳性マヒ幼少児訓練
　ボバース法を使っての訓練で母親指導を大切にし家庭療育が早期治療に大切なことを強

調していた。

　脊椎破裂の訓練について

　杖を使わないで立位がとれる装具が作られているため手は自由に使うことが出来る。立

つとき杖なしで立てるが歩るくとき肘で支える杖を使用。マヒしているため皮膚の感じを

おぼえさせることが大切。バランス訓練とたおれる訓練，装具をつけたままこけた位置よ

り起き上る訓練、装具は自分でつけたりはずしたり簡単に出来るようになっていた。

　ゼンソク児の訓練について
　16ベットあり喘息患児の呼吸訓練，体操，胸部タッピングを行なう。作業療法として料

理，掃除，木工，ペンキぬり冬はソリ遊び夏は水泳，その他屋外でリレー遊具で遊ぷ（何

が原因となっているか調べる）ゼンソクは内部障害で両親に対する指導が大切，また医師
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が子どもに肺の解剖を教える。

　教育について

　3才9ケ月より19才までの教育を行なっている。特殊教育の高校もあり大学にも行くこ

とができる。ここでは特別製のタイプライターを使用，コミニケーションをはかる。

　リハビリテーション　エンジニア工学部門

　実験室があり義肢，電動器具，補装具，自助具など新しい技術を開発していた。両下肢

義足の場合，足がついたとき体重をかけても膝が屈曲しないように義足が作られていた。

　車イスの改良一良く座っていると褥創が出来やすいので車イスを後にたおして体重の位

置をかえることが出来，車イスが立位にも可能、脳性マヒ児が頭部のコントロールをおぼ

えるためにテレビのスイッチと結びつけて側屈するとテレビが消え正中線に頭部があると

つく装置となっている。

　身体障害用の歯科について

　歯科用のイスは自由にとりのぞくことが可能で子どもが乗ってきたままで治療が受けら

れるようになっていた。

◆RANCHO　LOS　AMIGOS　HOSPITAL
　ここの敷地は非常に広く建物の案内はバスでまわるほどであった。リハビリテーション

病院，P・T，　O・Tの養成学校，職業訓練所，学校，エンジニア工学研究所があり1臼

では全部見学できず，もっと時間をかけて見たかった。ここには800人一・　900人の患児・

者いて2000人の職員が働いている。疾患別に建物があり，心蔵病棟，結核病棟，骨折，

マヤクその他となっている。

　小児部門について

　ここは生後4ケ月よりi8才までの子どもが訓練と教育を受けている。病名は脳性マヒ，

頭部外傷，脊髄損傷，火傷その他，まず訓練室を見学すると上肢が使用しやすいイス，脳

性マヒ幼少児訓練に必要なボール・ロールバー，三輪車，立位移動車，肘の支え歩行器，

幼児のテーブルの高さが何段も変えられるように子どもの障害に合わせて工夫がされてい

た。また自助具の工夫なども参考になった。

　脊髄損傷部門にっいて

　頚髄損傷患者で頭蓋骨に穴をあけて牽引していた。車イスにすわり早期から上肢を使う

訓練を開始していた。
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　ジストロフイ患者について

　患者5名が携帯用呼吸装置をもっていて移動操作などは手が使える人は手で上肢が使え

ない人は舌を使って操作し移動ができるようになっていた。20才以上生きることがむつか

しいとされている重症ジストロフイ患者に対して残されている機能を生かして生活してい

る姿が印象的であった。

　リハビリテーション工学研究所

電動義手，電動車イス，装具その他，新しく開発されている。　（研究所の中は見学でき

ませんでした）

　職業前評価と職業前訓練

　仕事のサンプルを集めたテスト。製図，電気部品，機械部品，その他，ここは独自なテ

スト方法を考えて行なっている。患者の身体的，精神的能力，社会への適応性，興味，仕

事の習慣，技能，職業適応力など総合的能力をテストすることが大切である。まず「何が

出来るか」検査し患者に適した職業をみつけだし社会に復帰させることが目的である。こ

の仕事は職業技能指導員，職業カウンセラーが行なう。

　職業前訓練

　患者は盲人，心臓病，下肢マヒ，マヤク，片マヒその他となっており，ほとんど外来患

者で入院患者も訓練に来ている。仕事の内容はボールペンの組立て，鉢用のヒモ結び，植

物根の観察（教材用）箱づめtネーム入れ，その他となっている。片マヒの患者が左手が

使えないため自助具を使って能率よくネーム入れのピンをつける仕事をしていた。高度な

技術では電動車イスの修理，この評価は一番むっかしく，いろいろな能力がたあされると

ころで車イス修理がオートバイ，自転車に通じるところがある。この訓練所で脳性マヒ者

が働いている仕事が見られなかったのが残念であった。

大学の特別教室

入院している患者でも出張教育があるため資格をとることが出来るようになっている。

　全体の感想について

　日本の肢体不自由児施設で療育のために長期収容の形をとるところがありますが，米国，

カナダでは療育のために長期入院するところはなく，短期に訓練を集中して行ない各専門

家が観察，評価し障害児に適した地域の学校やセンターに行くよう指導していた。子ども

が一般社会や家庭の中で生活することは精神発達，人格形成の上からも大切であり自然の

姿である。日本の場合，施設に入院すると治療や教育が受けられ退院となると地域で子ど
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もに適した学校やセンターがなく，やむを得ず長期収容という形となってしまう。米国・

カナダのようにスタッフが十分にそろい専門家の教育が充実している国でも長期収容の問

題は大きくとりあげられているのic日本の専門家不足，教育不足，チームワークの十分と

れていない施設の長期収容は，子どもにどのような影響を与えているかと思えば入院しな

さいという言葉は無責任すぎる感じが強い。

　しかし現実に米国・カナダと同じように今すぐ日本の施設に専門家をそろえることは無

理なことで，それだけでは解決にならない。一番根底にある障害児・者をどうみるか，何

が必要か，何をしなければならないかを真剣に問うてゆくならば，米国でも日本でも人間

の価値は同じのはずである。障害児・者を全人格的ic見ていくならば障害に適した療育や

職業，生活が与えられるべきである。

　最近、早期発見，早期治療とさけばれるがまず障害の発生原因を究明し未然に予防，減

少させる対策が第1に大切である。

　米国・カナダの病院，施設，学校その他と見学したなかで，KAiSER　FOUNDATION

　REHABILITATION　CENTER　（VALLEJO）　では「まず患者に対して何を
与えたいかが目的である。いかにあつかっているかが問題である。」と指摘された。訓練の

特長は固有受容性神経筋促通法を用いて開発発展させたところで仕事に自信を持ちながら

働いている姿が印象的であった。

　　　　THE　AREA　CHILD　AMPUTEE　CENTER（GRAND　RAPIDS）
　先天的奇型，後天的切断，14例の説明がありどの子どもも手足が失なわれているにかか

わらず，親や周囲のあたたかい支えで表情も明るく残された機能を十分に生かしていると

ころを見学。

　　　　THE　UNIVERSITY　OF　MICHIGAN　MEDICAL　CENTER．
　病室を見学，脳卒中，脊髄損傷患者の男女が同室であり，この方が回復意欲がわき，看

護婦も白衣でなく家庭的雰囲気で接するという患者に対する配慮であった。いつも患者に

とって何が大切か，どうすれば精神的，身体的な苦痛をとりのぞくことが出来るか，チー

ム全体で考えていく方針をとっていた。

　　　　SUNBEAM　SCHOOL　FOR　CRIPPLED　CHILDREN
　肢体不自由児の学校で幼稚園から高校までの教育・訓練が行なわれていた。日常生活動

作室では高校生に育児の指導があり人間教育の上から大切なことであり，ただ機能の回復

のみでなく人間をどのように育てていくかということが根本にある教育であった。

NEW　YORK　UNIVERSITY　REHABILITATION　MEDICINE
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　入院をきめる場合，7日～10日のあと評価によって入院が必要かどうか話し合う。1人

の患者に多くの専閤家がチームワークをとって医療にあたることはすばらしい。また病院

の中に多くのソーシァルワーカチームが協力していて入院中や退院後も指導を行なって家

族と地域社会との接触を大切にしている。

　　　　THE　GEORGIA　RETARDATION　CENTER
　重症心身障害施設であった。この施設にこそきめのこまかい評価と療育が必要でありス

ライドによって説明されたなかではスタッフもそろい適切な療育がなされていたのに感心

した。どこの病院，施設の中にもポランテイア奉仕活動が大きな役割をしめていて地域社

会との結びつきを強くしていたのが感じられた。また病院，施設，学校などの見学の合間

に市内観光はこの国の歴史，文化を知る上に大切であり，ここで言葉の不自由さを十分に

味わった次第です。

　この有意義な研修を受けさせて下さいました。財団法人，資生堂社会福祉事業財団，関

係者御一同に対して深く感謝いたしております。乙の研修の結果が障害児・者に生かされ

ていきますように今後努力してまいりたいとおもっております。
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研修報告〔7〕

山梨県立　あけぽの学園

　　　（肢体不自由児施設）

　　　看護婦金　沢　玲　子

山梨県甲府市貢川本町4－10

主な報告施設

1．　CLEVELAND　METROPOLITAN　GENERAL　HOSPITAL

2，　0NTARIO　CRIPPLED　CHILDREN’S　CENTER．

　私は，今回の研修に多くの関心をよせ，リハピリテイションの先進国であるアメリカで

医療面，福祉面及びリハビリテイション部門がどの程度，国民の間に浸透しているか，必

要なところに，必要に応じて与えられているか，リハビリテイション部門での看護の役わ

り身体障害者，特に脳性麻痺者の就業及び老後（両親なきあとの保護の問題）。どのよう

な人材をどんなところに配置しているか等を知ろうと思い日本を出発しました。そしてア

メリカと日本を比較してみて，日本は，国民全体の生活水準，福祉に対する考え方等，な

お一層向上させなければならないと思いました。

　　　CLEVELAND　METROPOL　I　TAN　GENERAL　HOSPITAL
　この病院は，クリーブランドの中心地を少しはずれた静かな，住宅街にある総合病院で

海外から医学の研究のためにこの病院をおとずれる医師も多い。私達が見学したのは，リ

ハビリテイション部門と小児病棟の一部でした。リハビリテイションの主な仕事の内容は

以下のごときであります。

　診断と治療は，外来と入院両方で身体的及び精神的に障害のある児童に対して，完全な

評価と治療が長期間にわたり，経過をみながら行われている。

1．治療と診断の基本となるものは，包括的治療プログラムでありそれは，1961年より始
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められ，病院の基本となるもの療従事者すなわち，小児科医，小児神経科医，整形外

科医，作業療法士，物理療法士，心理判定員，ケースワーカー，言語訓練士，看護婦

等が集まって，一人の児童と家族に対して，それぞれ持ち合った資料にもとついて問

題点を出し合い，その児diic，一番適した，治療方針を，検討し合う方法をとってい

る。

理学療法士の主な仕事

イ　個人の能力の評価を行い機能の進歩をはかる。

ロ　筋ジストロフィ児の年一回の筋力テスト

作業療法士の主な仕事

イ　日常生活動作の自立をはかる。

ロ　知覚異常の児童の検査。

ハ　補装具は何が適当か診断する。

作業療法士及び理学療法士はお互に協力して同じ目標に到達するように努力している。

遺伝性疾患の研究と対策，重要な遺伝性疾患，家族歴，妊娠中，出生直前直後の障害

によって発生する知恵おくれの研究を行っている。

障害のある未青年に対する性教育と家族計画，身体障害者と精神的障害のある青年に

対して。性教育と家族計画を週一回一時間位図や模型を利用して，最新の方法によっ

て，個人的にくり返し行っている。

小学校入学前の児童の診断と訓練。

障害児や発育のおくれた児童のために早期の治療と長期間の教育が心理学，精神医学

小児科，ソーシャルサービス，言語療法等の特別教育スタッフによって行われている。

心理判定，一人の子供に週一回一時間，一人の時の遊び方，大人に対する態度，子供

同士との遊び方，おもちゃや音に対する反応歩き方立ち方，座り方等の日頃の動作の

中から心理的な問題を把握し的確な治療を行う指針としている。

ソーシャルケースワーカーの仕事‘障害児をもつ家庭は経済的，精神的に非常に負担

となっている。そしてさまざまな問題をかかえている家庭が多いがケースワーカーは

その一つ一つのケースについて，総て解決していけないので一番必要にせまられてい

るものから始めている。

入院期間，診断のための場合は一週間t手術後等の場合はその都度必要に応じて。

それぞれの分野での家庭生活の指導も行っている。

社会的な問題

イ　受診児童は生活保護家庭が多い。

ロ　十八才以下の児童が対象であるので十八才過ぎると大人のための治療施設がある。

ハ　対象者は必要に応じてここに通院してくるが普段は，訓練施設のある学校へ通っ

　　ている。学校は能力に応じたクラスがある。
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　　二　六才以下の児童は定期的に病院で訓練の指導を受け主に家庭で訓練を行うように

　　　　しているが家庭に問題がある場合に施設に入れる。六才以下の子供の施設も別に

　　ホ　必要な経費が支払えない場合は州で支払う。　　　　　　　　　　　　　ある。

　　へ　今まで家庭で放っておかれた児童も州で最近その子に応じた教育を受けさせる運

　　　　動がおこり児童のリストを作り始めた。

12．設備について

　病室，一つのフロワーが円形になっており中央に看護婦の詰所，キッチン，処置室等が

　あり，病室が中央にいて一望できるようになっている合理的な設計であった。病室に必

　ず．トイレ，洗面所，風呂がついていた。教室が二つあり一つは運動許可のおりた，子

　供達のために，簡単な訓練用具や幼児のための遊具が設備してあった。もう一つの教室

　は母親教育のために用意してあった。

　スタッフは児童童数十五人に対して，職員十六人（エイド）も含む。日常の身の囲りの

　世話をする職人が入院児童よりも多いのには羨望を感じました6

　訓練室について

　大人用と子供用と二つあり，子供用は，器具が子供用に使いやすい大きさで壁に子供が

　その雰囲当の中に自然にとけこめるような楽しい絵が書いてあり，壁を開けると，車椅

　子．松葉杖，補装具等訓練に必要な器具が収納できる戸だなになっていた。

　全体的に，合理的で設備のととのった明るい病院であった。

　　　ONTARIO　CR　I　PPLED　CHILDREN’S　CENTER
　丁度，訪問したのが十月の中旬で木の葉が黄色に色づき，芝生の上の落葉が風に舞い旅

情をさそいました。公害のない空気，静かで落着いた街の病院であった。

この施設の理事長は，以下のような考え方でこの施設の運営にあたっている。

1．障害を持った児童に対して，身体的，精神的，そして社会福祉的な場合において，最

　　適な配慮や最大な助言を与えるよう努力している。

2　病院としては．障害を持った子供又は若い大人のケアや，治癒に関したすべての訓練

　　や教育を通して最高の可能性や基準1こ達すべく常に勤めている。

3．　リハピリティションの最終的な目的を達するために，機械や補助具が適切であるか，

　　又それを製作する職員が有能でかつ能力を十分発揮するために要する資金が十分で設

　　備が近代的であるかどうか。

4．常に職員は特別の教育を身につけ，新しい研究と技術の探究に努力し，最高の専門化

　　の補強を行い，医学的にそしてパラ・メディカルチームの増援によって，行うサービ

　　スが高い基準が推持出来るよう努力している。

5．センターが開かれている毎日，この病院のスタッフや児童に対して有効的そして良心的

　　に骨の折れる仕事を続けている。ボランティアの偉大なる力に対して十分に心から感
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謝の意を表している。
　この病院はオンタリ才州のリハビリティション病院で，十九才までの児童に対して診断

治療，職業的，身体的，評価及トレイニングを目的に業務を行っている。

　　外来診療科目

気管支喘息，関節炎，神経科，婦人科，眼科，整形外科的検査，二分背椎，ロ腔外科，物

理療法科，補装具科皮尿器科，等である。

〔1）対象児病類別
　脳性麻痺，二分背椎，脳水腫，先天性四肢欠損及び切断，脳の外傷後遺症，外傷及び火

　傷の後遺症，ロ蓋破裂及び兎唇その他のロ腔及び顔面の先天的障害，慢性の胸部疾患と

　気管支喘息，化膿性結核性骨関節炎，筋ジストロフィ，糖尿病，心臓病，リューマチ

②　サービスの内容

　医学，看護，教育，歯科，心理学，義肢義足，ソーシャルサービス，リクレイション療法，

　作業療法，理学療法，言語療法，リハビリテイションエンジニアリング，リサーチとサ

　ービス
〔3｝入院について，ベッド数百六

　診療を受けて教育，訓練，特別の補装具，義肢，義足，車椅子等のサービスを受けてい

　る。四つの病棟，七十五名のスタッフ，一病棟三十床五病棟スタッフ，四人の婦長，四

　人の主任看護婦，十八人の看護婦，二十一人のアシスタントナース，四人のエイド，五

　人のオーダリー，八人のワードマザー（一人五人の子供を受け持ち，看護婦に不足する

　情緒的なものをおぎない病棟の母親的役目をはたしている）勤務時間一日八時間，週四

　十時間児童の日課，七時起床，更衣洗面，歯磨，検査のある児童は前処置を行う，八時

　ダイニングルームにて朝食，朝食后又歯磨，九時より十一時三十分，学校訓練，処置検

　査等を行う十一時三十分より六才以下の昼食，十二時十五分から十二時四五分まで六才

　以上の児童の昼食，十二時四五分より一時三十分自由，六才以下，十二時三十分より二

　時まで昼寝、六才以上，一時三十分より三時三十分学校，三時三十分より四時三十分セ

　ラフイ又は入浴，六才以上入浴週三回，六才以下毎日五時より五時四十分夕食，六時よ

　りリクレイション，七時より十時年令別に就寝，この病院の特徴として喘息病棟がある。

　四ケ月入院して喘息を克服して，社会に適応できるように，治療及び訓練を行っている。

　訓練及び治療の内容，呼吸の訓練，褒のはかせ方，薬物療法，適度に湿度を保たせた病

　室。日常生活において毛布・羽根まくら，部屋のほこり，化粧品，料理用の粉等も，あ

　まり厳格に規制せずに，何が障害になるかテストしながら，だんだん慣れさせるように

　している。他の病棟で行oている．医学教育Jリクレイションプログラムも喘息病棟に

　も適応させている。

この病棟の業務内容の主な特徴
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　毎日の日課の中で作業療法理学療法学校教育に特に目だったものは

イ　音楽セラフィがある。私達はちょうど幼児が遊戯訓練を受けている所を見学したがセ

　ラフィスFがピアノをひくと児童はグループ音楽に合わせて手や足を動かしたり，日常

　生活動作を作っていた。利点として機械的な訓練でなく情緒的な面をも育成しながら楽

　しく体を動かしながら集中的な訓練が出来，手足の機能を覚えさせることが出来る，方

　法はセラフィスト自身ピアノをひきながら指導しその内容は一日六回行って同じものは

　せず，その場の雰囲気に合わせて行い，大きい児童にはドラマのような形式にすること

　もある。そのグループは能力年令ハンディキャップに合わせて作る。

ロ　リクレイション科，入院児の精神的な面での安定をはかるために又児童を家族と同じ

　ようtcゆったりした気持がリクレイションを通して維持出来るよう又内容も家庭に帰っ

　てからもとり入れられて楽しめるようにとセラフィストは心をくばっている。内容は水

　泳，体育，音楽，アーチエリー，ライフル，人形作り，ダンス，パン作り，夕食の仕度

　，パーティ等，職員構成，十五人の常動のスタッフと二十二人のパートタイマー。一人

　の職員が八人～十二人の児童を受け持ち常にプログラムを新しく，時差出勤でウイーク

　ェンド及び夜間の自由時間等に子供達にとっていちばん必要な時間にプログラムを組み

　働いている。夏休みには，五日間のキャンプがあり楽しい行事の一つとなっている。リ

　クレイションセラフィストについて，アメリカ，カナダではリクレイションセラフィスト

　という科が大学にありその科を卒業した人又は二年制か四年制の大学の社会学心理学体

　育学を学んだ人達が仕事を行っている。

ハ　リハビリテイションエンジニアリング，このセンターの中で最も重要な仕事である。

　入院又は外来の障害を持った児童に対して必要とされている。補装具や整形外科的デイ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ノ　パイスを開発するための研究チームとして始められた，工場は地下にあり，明るく清潔

　な広い工場の中で五人の技師と三十六人のアシスタントによって，このセンターの中で

　使う全部を製作している，車椅子一つにしても今までの既製概念から脱皮して障害の程

　度に合わせて背部のよりかかりを斜にしたり，車椅子よりすべて落ちないような工夫が

　してあり非常にユニークな製品ばかりであった。

　研究の内容，電動式義肢，義足，女性用採尿パック，尿状ベッド，二分背椎児の躯間固

　定用の補装具，子供用電動式自動車，児童の障害に合わせた車椅子，フィードバック機

　構による背椎装具，頭位保持トレーナー。

　　脳性麻痺用コミュニケイション用具

脳性麻痺児は機能障害のほかに言語障害を伴うことが多い，その重度の言語障害児の意志

の疎通の方法として言葉をシンボルで表わした板を机の上におき，これを指さしながら障

害児同士や職員間との意志のぞ通をはかっている。シンボルマークが指でさせない児童用

に電動式でハンドルをまわすと文字に矢印がさすような形式やランプの点灯するものがあ

る。言語障害を持つ児童は能力があってもそれを十分発揮することが出来ない。この方法

一 75一



では，文字を作るようになり楽しい生活が送れるし，十分個性を伸ばすことが出来るよう

になったと説明があった。

綱
広大なアメリカで設備も人材も完備された施設を見学して感じたことをあげてみると，設

備は常に清潔で明るく壁の色模様カーテンは，心が落着き子供の喜こびそうなもので作っ

てあった。どこを見てもちり一つ落ちていず，ベットはホテルと同じようにしわ一つない

ように整備され洗面所トイレも障害者用に手すりがついていたり，洗面所の高さが車椅子

で丁度使いやすい高さであったり，又居室には必ずパス，トイレ洗面所が設置され，病棟

でも要所要所に必ずトイレが車椅子でも使いやすい方法で設計されてあった。消耗品がふ

んだんに用意されているのには驚きました。手拭用の使い捨の紙，うがい用の紙コップ，

タオルシーツが十分に用意され必ずいつでも使える状態になっていました。日本には，消

耗品も最低ギリギリの線で又なくなればそれを常に補充しておく人材までは確保できない

のが現状である，そういう細い所まで神経がゆきとどく豊かさがいつになったら日本にお

とずれるかと思うと情けなくなりました。

　職員の職種と人材の豊かさと待遇の良さ児童一人1ζ対して職員一人の割合で有能な力を

十分発揮してフルに療育に専念している様子を見て人間に対する深い配慮がうかがえた。

　最近の世界的な傾向であるが身障者を人里はなれたコロニーに収容するのではなく，普

通の人達とあたりまえの生活が出来るようにする運動が始まっていますそれには莫大な費

用と限りない努力が必要であるが一個の人間として尊重し日本の福祉を向上させるために

はぜひ実現させたいし又身障者を差別から救う最大の方法であると思う。

　日本には身障者が車椅子でどこにでも自由に行ける所は何にもない。アメリカでは町中，

公園，高いビルディング等公共の施設は，車椅子用の入ロがあったり，階段のあるところ

には必ずエレベーターが設置されてあり，車椅子で最高の教育が受けられるようになって

いる。日本でももっともっと身障者の生活の巾を広げて，一般の人達との交流を活溌にさ

せることが，身障者の自覚をうながし，社会に適応させる最適の方法ではないだろうか。

　次に身体障害者用の電動式車椅子，義肢，義足，生活必需要品に対する研究の水準の高

さと莫大な費用をおしみなく費やす考え方はすばらしいと思った。日本の工業水準は世界

中でどこの国に比しても決してひけをとらないはずであるのに，なぜリハビリテイション

の部門は遅れているのであろうか。スイッチーつで動く車椅子，手で使えなければ舌で操

作するもの等，これらのものを使いながらアメリカの身障者の社会復帰への努力を感じる

ことが出来，これと同時に日本の貧しさを痛感した。

　健康で文化的な生活が保障されている同じ人間でありながら障害者に対しては憲法の精

神が全然いかされていない。障害者を軽視することは，日本国民全体の生活を軽視するこ

とにつながっていると思った。
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　最後にボランティア活動の盛んなことについて考えたい。どんな小さな施設はもとより，

大きい病院ではなおのこと必ず話題にのぼるのがボランティアのことであった。

　家庭の王婦，青少年，大学生，高校生，特に将来福祉の仕事にたずさわりたい人達が全

然無報酬で必ず決められた日に，来所して身障者IC対する理解を深め力になったり彼等の

生活を向上させたり，自分達の特技を生かして病院の中の室内の模様がえをしたり，手芸

を教えたり，病院見学者の案内をしていた。

　場所によっては職員と同じ位いの人員が配置してあったり，20年，30年とボランティ

アの仕事を続けているという話を耳にしました。日本でも，青少年育成対策又，家庭の主

婦の余暇の有効な利用法の一つとして，人間愛をはぐくむためにも，いろいろな人間がい

ることをより深く理解するためにも，ボランティア活動の精神を大いに普及させることが

必要であると思った。

　社会福祉は利益を上げて生活を向上させるものではない。しかし福祉を向上させなけれ

ば国民全体の生活水準は向上しないと思う。

　為政者も資本家優先の政策から福祉にもっと力を入れる政策に切りかえ，身障者のため

のリハビリテイション施設はもとより，それに働く職員の資質の向上及び待遇の改善，使

用する器具，補装具，義手，義足，車椅子等を開発するための資金や人材の確保になお一

層力を注いで欲しいと思います。

　そして身障者自身が一般の社会で堂々と生活を送り大いに自分の主義が主張できる世の

申にするべく，その生活をいちばんよく知っている家族，福祉関係に働く職員全体が精力

的に福祉の向上をめざし強力に推進する必要があると痛感いたしました。

　最後にこの研修のために御努力くださいました資生堂社会福祉事業財団の皆様に感謝い

たします。
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研修報告〔8〕

神奈川県立　ゆうかり園

　　　（肢体不自由児施設）

　　　看緬本地久美子
神奈川県藤沢市高倉491－11

主な報告施設

⑪！TARlO　CRIPPLED　CHILDREi－S　CFNTER

外見的には半世記前を思わせるような建物の　THE　AREA　CHILD　AMPUTEE
CENTERは近々、新設される予定の大きな設計図が、玄関の所にかけてあった。このセ

ンターはミシガン州立公衆衛生局保健科の隣にあって、この保健科で診察をうけて訓練や

手術などの必要があると、診断された患者が依頼されて来る病院で、一般小児科の児童と

共に治療に励むという、リハビリテーション病院だった。

　院内を看護婦長に案内していただいたが、特別、目新しい設備はなかった。しかし、た

だ見学中に、PT室で1人の児童の「誕生パーティ」に出合った。誕生ケーキを持って来

た訓練士が“ハピー、バースデイ、ツー、ユー”と歌い始めると、今迄訓練中だった、患

者や訓練士の人達が回りに集って、歌い出したのです。ほんの数分の出来事だったが、そ

の時の誕生児の嬉しそうな表情や、あのなごやかな光景が、今も目に焼きついております。

障害児にとって、苦しいきびしい訓練も、この小さな出来事で、これからの大きな励みに

なると思います。

ただ、看護業務の内容などは、スケジュールの関係で見学のみとなり詳しい把握はしきれ

ませんでした。

やはり、トロントのONTARIO，　CRIPPLED，　CHILDREN’S　CENTERでの4日間の実習

が私にはハイライトとなりました。実習とは言うが実際は、先方国と吾国の資格の相違も

あり、ユニホームに着換える徹底したものにはなちなかった。それでも、センターの温い

　歴史的に育った米国、カナダの福祉施設の現状をみて、又、人間尊重という国民性と、

社会全体のあり方や生活習慣にふれて、私が最も印象強く残った事を報告したいと思いま
す。

　極度に洗練された、サン7ランシスコのパレホ、リハピリテーションセンターを視察し

た翌日、我々は福祉の先進地といわれている、グランドラピッズへ向った。
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配慮の上にたった説明と案内があり、センターの内容については理解出来た。始めに。こ

のセンターの理事長ドクターヤングが歯ぎれのよい言葉で“一口でセンターの内容を話す

のはむずかしいが、当センターの目的は、特別な治療とサーピZの必要な子供達が来てい

る。センターは11年の歴史があり、106床のベッド数がある。ドクターの診察をうけて、

その子に合わせたプログラムがたてられる。日本と同じように、11年前頃よリサリドマイ

ド児の問題にぶつかった。その研究をこのオンタリオ州でも行われて、それが始まりだった。
’「

と語ってくれる。

センターの機構は資料によると、子供を中心に、心理的、社会的機構には教育、心理、リ

クレーション、社会奉仕、看護があり、医学的機構には、医療、歯科医療、理学療法、作

業療法、言語治療、義肢装具作製部、そして、看護である。ここで注目したいのは看護が

心理的、社会的、医学的機構に属しているということであった。

このリハピリテーションチームのZタッフとその人数は児童数106名に対して、医師が常

勤5名とコンサルタント、ドクターが40名、看護婦が76名、・」・児歯科医が1名、心理判定

員が5名、ソーシャルワーカーが4名、レクレーションセラピイが15名、作業療法士が13

名、理学療法士が16名、言語治療士が5名、そして義肢装具の専問といわれる技術者が数

名いる徹底したシステムで、この上、学校教育が併設されており、特殊教育専任教師が19

名の大規模な児童施設であった。

病棟へは総婦長のミX、アーXに案内されたが、超近代的な設備のあるセンターで、キャ

ップもかぶらず、リラックスした姿のナースはいかにも、障害児のための温い、思いやり

のある雰囲気を感じました。

又、そのユニホームもピンク、イエロー、プルー、と実にカラフルで明るく、自分の好み

に合ったユニホームを着用しているということだった。

病棟は約30名つつの3つの肢体不自児病棟と、約16名の気管支喘息病棟に分かれていて、

中央に入退園の事務室がある。

この中で我々が見学した肢体不自児の疾病の種類は、（1脳性麻痺、（2｝脊稚被裂病、（3洗天

性四肢欠損症、（4）その他頭部外傷后の後遺症など、であった。

看護婦の構成は。HED　NURSE．4名（婦長）・REGIOTRANT　NURSE．18名（登録ナ

ー ス）・ASSISTANT　NURSE．21名（クリニヵルナース）・AID　NURSE．4名（看護助

手）と、その他、メディカルセクレタリーを含めて76名、である。このセンターで特質的

な看護職員に、WORD　MATHER．つまり母親がわりといわれる職員が8名いて、子供の

療育にあたっていました。

　又、病室にはいろいろ子供の機能に合った遊具や飾りつけ、花のある光景はいかにも、

子供を中心に考えた生活の場が、そこに存在することを、ものがたっていた。この施設の

環境は看護婦によって左右され、健全な人格の発達を助ける治療的環境の要素がある、と

いう説明もつけ加えられた。
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我々は案内して下さった、ミス、アースに“看護部長の貴女の立場からリハ、ナースとし

て要望されることは”という質問に対して。

第1に、リハビリテーションの真理を良くわきまえている人。

第2に、一般病院とはちがい、時間的に、スピードのないことを理解し子供のペースを把

　握している人。

第3に、看護婦として児童を理解するとともに、その児童の自立性をみとめる人。

第4に、他のリハチームとの治療目標も理解出来て、P．TO．Tのチームとは同一のレベル

で病棟でのA．P．Lを指導出来る人。

という答えだった。

たしかにリハナースとしての考え方や信念と障害児に対する熱意は洋の東西を問わず、共

通していると思います。しかし、人間尊重という精神が施設職員の基本にあって心をうた

れた。

子供の養育上基盤となる生理学的要素と心理学的要素が統合的に考えられている施策を、

列拳してみたいと思います。

第1に家族に対する施策である。『脳性麻痺の子供をもつことにより、たいていの家族は2

次的な、情緒障害を生ずる」、という、リットルの研究でもあるように、家族、特に母親は

障害児を自分の中にかかえ込みがちである。そのことに対する母親指導も、かねて、

HOME，　CARE．（家族奉仕員）という、職種があ，）、訓練課に属していて常勤が、2～3

名で、約12軒ほどの家庭を訪問している。一日中介助のために母親の行動は制約されてい

る。その母親を外出させてあげることで、母親の精神的、肉体的な疲れの手助けともなる

と話してくれたが、このことは、本当に両親との安定した親子関係をつくる、重要な要素

でもあり、子供の意欲や情緒の正常な発達に大きな力となっていると思います。

次に児童の施設での日課であるが、無気力で、終りがちな一日の生活を改善するため、特

に看護婦として、気をくばっている点は何かと質問してみた。やはり、余暇の利用法であ

る。障害児は障害と克服しようという、意欲を高める、健全な精神が大変重要である。そ

のためには、この余暇時間の活動がプラXにならなければならない。情緒的な楽しみを、

味わす活動のレクレーションには専門のレクレーション、リーダーがいて、豊富なプログ

ラムをたて、その内容も弓、ライフル、ダンス等、個々の能力に合わせた楽しさをつくり

出すように努力している。又、普通の子供とも遊べるプログラムを立てて、一般社会の人

達が障害児をあたりまえのこととして、受け入れられるような、地域社会への一つの働き

かけがなされている。特に、土、日の週末には、ポランテアの参加もあり、地域の公園や

遊園地へ出掛け、一般社会との交流を図って理解を深めるための手段としていると言われ

た。

このような余暇活動の他に、知識欲を満す活動として高学年には学習時間も設けている。

そして、看護業務の重要な一つに、遊戯療法というのがある。これは子供達と遊びを介し

一 81一



てお互いに意志の疎通を図る心理療法でもあるといわれているが、その遊びの内容には、

どのようなものがあり、又、遊びが看護計画の中にどのようにとり入れられているか、子

供が遊びの中で一番素直に自分自身を表現すると言われるが、それをどのように観察され

ているか、など、とても興味深かった。

このセンターでは、グループの遊びを主体としているようだった。というのはグループの

遊びが子供達の情緒的な要求を満し、又、施設のような集団生活への適応も助け、豊かな

人格形成の一・つの機会になるともいう。しかし、このグループワークについては、やはり

専問的な知識と技術を要するため、センターには専問のレクレーションセラピイが15名も

いる。看護婦はこれらの職員ともチームを組み、カンファレンスをもって、子供達の具体

的な行動も把握し治療に結びつけているという。このレクレーションセラピイは変則勤務

をしており、夏期休暇にはキャンプ等も計画し治療の目標も理解した上での活発な、活動

をしていると話してくれた。

又、ポランテアのチーフの方がそれについての詳しい説明もして下さったが、アメリカの

国民性と風土にあって育ったポランテアについては、歴史的背景の違いや宗教の違い等が

らいって、日本では簡単に解決されないことも多々あろうと思った。

しかし、国民の障害者の福祉に関する意識の高まりによって、わが国の実情にふさわしい、

障害児の要請に応え得るものが、徐々に、確立されいくように思う。

　　　む　す　び

　日本における施設の看護婦を考えるなかで、専問職として、他のチームと、レベルを同

一’ にして治療の目標を達成するためには、その看護婦としての業務の中身をつくり上げな

ければならないと痛感致しました。

米国の看護婦の意識の高さは、大いに学ぷべきものも多く、それにはもっと、積極的な業

務の向上を目標とし、毎日の業務のひとつ、ひとつを大切にしながら、障害児のために、

看護婦自身の質を高めるよう、努力しなければならないと、考えます。

最後に、こうした福祉施設研修の機会を企画して下さった資生堂社会福祉事業財団へ敬意

を表わすとともに、今后、より多くの方に、このような充実した機会を与えられる事が、

より一一層、福祉の向上に役立ち、わが国なりの福祉が育てられていくのだと、確信致しま

す。幸いに、この素晴しい機会をえて、思いがけず視野を広げることが出来、又、看護婦

として大いに得ることがありましたことは、感謝の他ありません。

学び得たものはこれからの業務の基盤にして研磨を重ね、施設の場に還元してゆきたいと

考えております。
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研修報告〔9〕

社会福祉法人日本心身障害児協会

　　島田療育園（重症心身障害児施設）

　　准韻婦上坂善美江
東京都多摩市愛宕261－404

主な報告施設

1
内
6
3
4

KAISER　FOUNDATION　REHABILITATION　CENTER

OUR　LADY　OF　THE　WAYSIDE　HOME

ONTARIO　CRIPPLED　CHILDREN’S　CENTER

THE　GEORGIA　RETARDATION　CENTER

ユ．　はじめに

　資生堂社会福祉事業財団の企画による，アメ「」カ・カナダの社会福祉施設（REHABILI

TATIONを目的とした，障害者のための病院及びセンター）視察，研修旅行に参加して，

私の感じた事をあげてみますと，経済事情，政治形態，生活様式，国民性等の社会的な諸

要素が，日本と，アメリカとでは，たいへん違うことで，この違いが，社会福祉，とりわ

け，医療制度の上に大きく影響し，日本とはまったくことなった方向へ進んでいるものと

思われます。

　身体障害者，精神薄弱者と云われている人々の施設にしても，私の現在働いている様な

重症心身障害者のための収容施設は，アメリカでは，ないのではないか？　という印象を

受けました。又日本では重症心身障害児として，施設に収容され，REHABILITATION

の対象からはずされているようなこども達が，今回の視察旅行の間に，訓練され，補装具

を着用して，生活訓練を受けている姿をしばしば見まして，日本での，心身障害に対する

考え方に疑問を持ち，こsに日本に於ける重症心身障害児（者）の定義をあらためてあげ

アメリカでの印象と，日本との相違点，比較などにより，今後の社会福祉対策の方向を私

なりに考えてみました。
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2．重症心身障害児童の定義

　昭和41年，文部省総合研究班による，「重症心身障害児の系統的研究」の中での，重症

心身障害児の定義を見ますと。

　〔身体的精神的障害が重複し，かつ夫々重度であるものをいう，その知能障害の程度は

白痴及び至痴愚に相当し，身体障害は高度でほとんど有用の動作をなし得ず，相まって家

庭内療育が困難な事はもとより，精薄児施設においても集団生活指導の不可能のものであ

る。

　医学的には次表の区分25．，24，20に相当するものであるか，なお，区分15に属する

ものに於いても重篤な行動異常並に視聴覚障害を有するものは之に含ましめる。また，将

来以上に規定せる重症心身障害児に移行すると考えられる疾患は之を考慮する事とする。〕

　私の働く，島出療育園（重症心身障害児施設）に入園している，こども達の障害は、1

人1人，全部異った障害を持っていることからも重症心身障害児（者）の定義付けは非常

に難かしく，特に幼若年令児は，治療訓Sttcよりその将来の方向は違ってくるものと思い

ます。

表　　知能障害，・身体障害からみた重症心身障害児の区分

知能障害IQ（DQ） 85以上 85～75 75～50 50～25 25以下

身体障害 教育可能 訓練可能 要保護

障害度 A正常 B劣等 C軽愚 D痴愚 E白痴

O　身体障害なし 1 2 3 4 5

　日常生活が不自由ながら1　もできるもの

6 7 8 9 10

軽度の障害。制約されな 15一
皿　がらも有用な運動ができ 11 12 13 14 行動異常

るもの 盲・聾

　中等度の障害。有用な運
皿　動がきわめて制限されて
　　いるもの

16 17 18 19
重
　
2
0
症
心

身
　　高度の障害。何ら有用なIV　　運動ができないもの

21 22 23 24

障
宝
　
2
5
口
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　島田療育園には現在約185名の，0才～35才までの重症心身障害児が収容入園していま

すが、前表の20，24，25に相当するこども達は全体の約50％程度で他の50％は，前表

の10．14，ユ9，22，23，のボーダラインのものが収容されています。しかし，重症心

身障害児施設は，重度の精神薄弱及び重度の肢体不自由が重複している児童を入所させて，

これを保護するとともに，治療及び日常生活の指導をすることを目的とする施設とする。

（児童福祉法第43条の4）と定められており，REHABILITATIONの目的から除外

されているため，一度入園すれば何らの，治療訓練（REHABILITATIONのための）

もなされず，保護及び放置された状態であり，こどもの能力は引き出されず　後退してゆ

く姿が見られるのです。日本では重症心身障害児を放置しておくために，治療訓練により

REHABILITATION出来るものでも重症心身障害児者となってゆく，と云っても過
言ではないと思います。

3．アメリカでの印象

　a）VALLEJOにて
　　　KAISER　FOUNDATION　REHABILITATION　CENTERは最初の見
学施設であったためか，何を見ても，目新らしく，びっくりしました。

　映画‘ζよるCENTERの紹介，機能訓練の風景，大きな湯水プール，生活訓練（キッチ

ントレーニング，バストレーニング等）言語指導訓練，職業訓練等々の設備と人材がそろい，

あらゆる障害者にもっとも適した補装具を研究・考案・作成する大きなENGINEERING

の工場，学校，病院．OT，　PT，　ST等の訓練士の養成，日本の病院施設だと少なくと

も10ベッドは入っていると思われる広さの部屋に4ベッド，ベッドサイドユニットには，

洗面台t電話，施設内のあらゆる所へ連絡のとれるインターホン・ボタンがあり，各部屋

にバストイレが　属している。等々，身体障害者が使いよいように工夫されている。0才

～年令に制限なく，貧富の差なく，入院訓練・治療が必要であれば，利用できるシスティ

ム，（お金のない人はKAISER基金及びその他の慈善基金がその費用を負担する）。

　又人材が豊たかで，医師3人tPT　20人，　OT　5人，　ST　4人、言語学者2人，学校教

師1人，心理学者（心理相談，治療）数人，看護婦30人，更生科，エンジニア，リクレー

ションなどの担当者数人とおり，収容ベッド数62，通園治療も受付けているとはいえ日

本の施設とはくらべものになりません。

　一週一度の上記スタッフによるチームカンファレンスにより，障害者のもつ能力を最大

限に引き出し，活用しようと努力している。2週間から，2ケ月程度の入院治療期間で，

社会復帰させる。　（この中には，日本の肢体不自由児施設で長期に渡って収容治療を受け

ているような脳性小児麻痺，筋ヂストロフィー等々のものも含まれる），学校教育も施設入

院治療のために遅滞することはなく，施設での治療学習がそのままその子どもの学校の単

位につながるようになっているため，日本でみられる学業遅滞のため，学年をダウンさせ

られたりするようなことはないとのことであった。
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　このKAISER　FOUNDATION　REHABILITATION　CENTERでの印象は
その後見学した，　GRAND　RAPIDS　REGIONAL　OFFICE　AND　AREA

CHILD　AMPUTEE　CENTER　（ANN　ARBOR）のTHE　UNIVERSITY　OF

MICHIGAN　ANN　ARBOR　TRAINING　AND　EDUCATIONAL　CENTER
（CLEVLAND）の3ケ所のうちの2ケ所，　SUNBEAM　SCHOOL　FOR　CRIPPLED

CHILDRENや，　CLEVELAND　METROPOLITAN　GENERAL　HOSPITAL．
等々でも，多少の差は見られましたが，同じ様な施設の設備，スタッフ，考え方を持って

いるような印象を受けました。

　b）CLEVELANDにて
　上記の施設は，REHABILITATIONを目的とした，前表中の知能指数50以上，身
体障害の程度皿，皿，IVのランクに相当する障害者の機能訓練，学校，病院を含む，短期

入院の治療CENTERであり，前表中の15，20，24，25，に相当する，障害者の様子

を知りたいと思っていた処，私立の小さいHOMEである，　OUR　LADY　OF　THE

WAYSIDE　HOME　（路傍の聖母マVアと訳すのか）と云うNAURSING　HOMEを
たずねる機会を得ました。

　郊外の静かな森の中に広大な芝草のある，ちょっとした金持の邸宅のようなたSずまい

であり，小さな玄関を入ると，廊下や，各部屋には清潔なジュータンが敷きつめてあり，

こどものベッドルームは2人で1部屋，プレィルーム2ツ，食堂1ツ，広い庭にはプール

があり，ちょうどこども達は．職員と，VOLUNTEERに付きそわれて遊んでいた。男
’

f一の部屋にはブルーのカーテン，女子の部屋にはピンクのカーテン，とこまかい心づかい

により出来るだけ家庭のふんいきを出そうとしてありました。

　このHOMEは，多種のダブルハンディキャップのある（家庭での療育拒否もそのこど

もの障害の1つであると云っている），0才～21才までの，37人のこどもの収容施設で，

ダウン症候群，脳性小児麻痒，脳水腫，などの，身体障害及び知能障害を持つこども達を

見受けました。園長の話しによりますと，生活の自立を目的として指導し，無理じいでな

く自然に教えている。必要であれば，このHOMEから訓練セノターへ，病院へ，学校へ

と，かよっている。園長の特に目をかけているこどもは21才の脳性小児麻痺のこどもで

全身のアテトーゼ，言語障害のある，重度肢体不自由の人であったが，車椅子にのり，タ

イプライターを打っていた。現在ハイスクールに行っているが，来年は，大学へ行くとの

ことでありました。

　美しい居間t花のある庭，キッチン，とこの施設は，どこを見ても家庭であり，施設と

いうイメージはありませんでした。園長の説によると，こどもには家庭が必要であり，与

えてあげなければいけない。37人のこどもは，家庭としては最大の人数であり，もっと

少なくてもよい，人手と経済がゆるすならば小さい施設が多く出きるほうが，大きい施設

が少なく出きるより望ましいと考えているとのことでした。
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　このことは，私も施設に働くようにな．ってから考えていたことで，どのように重い，障

害児でも，訓練と，教育が必要であり，その障害児が，社会的にどれだけ役立つかとか，

この訓練，教育がどれだけ効果があるかなどという評価ではなく，人間として生まれてき

たこども達のもつ，小さな能力でも引き出してあげるためにはどうしても，的確な診断と

治療，訓練，教育が，その生涯に渡って行なわれることが理想であり，その上に最も必要

なのは愛情で，できれば両親iζかこまれた家庭的愛情の中で上記のことがなされることが

障害児にとっても良い結果となると思ってもいたし，又，小さな通園，収容（両親，その

他親族のいないというような特別のこどものみ収容）施設が，町，村と云うような小さな

COMMUN　I　TYの中にあって，あらゆる，治療，訓練，教育，がなされるとよいのでは

ないかと考えていましたので，何かホッとした気持になりました。施設の規模は小さく，

平家建で，近代的設備はなにひとつないが，そこには家庭が存在していました。障害児施

設の成り立ちは，こどもを家庭から離して療育してゆくのではなく，こどもと家庭を一体

として，療育してゆく，援助してゆく事ではないかと考えています。

　c）TORONTにて
　カナダのTORONTでは，　ONTARIO　CRIPPLED　CHILDREN’S　CENTER
にて4日間の実習，見学を行いまし島この施設は最初に見学したKAISER　FOUNDA

TIONのCENTERに似た規模を持ち，プール，ジム（訓練のための）等を中心に置き

病院，学校t訓練練，ADMINISTRATION，　OUT－PATIENT　CLINICS，
PROSTHETICS　LECTURE　HOLLなどのビルが星形に中央の建物に付属してお

り，地下室がREHABILITATION　ENGINEERRING（補装具製作工場）の大き
な工場を持っていて，補装具の研究制作をしていました。

　目新しいことでは、言語障害のひどい人のためのシンボル・ボードを研究考案して，会

話を可能にしていたことです。又喘息病棟があり（喘息は身体障害者の中に入っていると

いう事です），トレーニングにより身体を丈夫にしREHABILITATIONさせると云
う事でした。

　スタッフも多く，必要であれば，経済を考えずにそろえるという方針らしく，B本の様

に人件費を考えたり，こども1人で何人の介護職員などという事はないようです。医師，

看護婦，機能訓練士（OT．PT．ST）エンジニア，心理学者，リクレーションセラピ，

学校教師などのチームワークにより，治療，訓練，教育補装具の活用等で．2週間～2ケ

月の入院期間でREHABILITATIONさせているとのことで，日本の肢体不自由児な

どのよう‘ζ一度入院したら，半年～2年入院し，その間に家庭での受入れ体制が悪くなる

というのではなく，家庭もこどもの療育に常に参加し，こどもの治療訓練を家庭でもある

程度協力して行ない，こどもの自立を促進させているのに効果をあげているのではないか

と想像しました。短期入院，通院，システィムは，こどもを家庭から孤立させず愛情不足

によるHOSPITALISM　を起さないという利点もあります。
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　私達は又こs，カナダでも知能指数50以下で，身体障害の重複したこどものこという・

りたいと思っていましたところ，このCENTERの学校で働くMRS，IMAOKAとを知

日系2世の人に合う事が出来，このCENTERにも約40名程の重症心身障害児が，午前

と午後に分かれて，通学．治療，訓練を受けている事を知りました。そのクラスは，地下の

ENGINEERING工場の一隅にあり，地上の立派な設備からはたいへん見おとりのする

ものであり．何故か米人の冷たさを感じました。このζども達も6才（学令期　）までは

種々の治療訓練を実施したが，あまり効果がなかったとのことで，将来やはり州立の施設

か，NURSING　HOMEに行く様になるだろうとの事でした。

　d）印象記4

　その後重症心身障害児関係の施設としてはTORONT滞在中の半日TWO　SARRY

PLACE　というMENTAL　RETARDATION　CENTERでの見学がありました。
（通園，収容施設）外観は立派でしたが，中‘ζ入ると古くて汚ない設備であり，心理学者

‘こよる重度精薄児の生活訓練もネズミ等の下等補乳類の，シンポルの標本と「えさ」によ

る実験場面を見ているようであまり感心出来ませんでした。その中にどうにかして，生活

習慣を自立させようとする努力と意欲は見られましたが。

　AfT’LANTAとLOSANGELESで身体障害及び精神薄弱のためのコロニーを視察し
ました。

　ATLANTAにあるTHE　GEORGIA　RETARDATION　CENTERはアメリカ
的な広大な土地（400エーカー）iζ12の施設が点在しており，あらゆる障害の人々が収

容又は通園しているとのことでした。LOSANGELESでも，ATRANTAと同様に広

大な土地で、THE　PACIFIC　STATE　HOSPITALという施設で，DORA　LEE
EDGARという医師1ζよる重度精薄者の意欲的な，生活自立訓練方法を見るチャンスを

得ました。

　トランポリン，椅子，氷，豆，ハシゴ，ゴムマリなどという私達の周囲にもあるちょっ

とした素材を工夫利用して，精薄児の感覚を引き出し，生活自立訓練，職業訓練にまでつ

ながる発達を促進させる努力がなされていました。

4　アメリカ印象記のまとめ

　以上，やS長々とアメリカでの印象をまとまりなく書きましたので，こtsでまとめてみ

ますと，第1にはやはり最初にあげましたように，アメリカと日本の経済事情，政治形式，

生活様式，国民性などが大変違うことで，H本の施設の多くは民間の私立が多く，人件費

設備費が施設収入の80％ぐらいをしめていて，経済的にとても苦しい状態にあるので，

心身障害者の治療訓練，教育，補装具の作製などはなかなか望めず，重症心身障害児施設

などはこどもをただ収容保護し，身のまわりを世話するのがやっと，ベッドにねかせきり

の状態をよぎなくされています。設備は貧しく，1部屋に10ベッドも入っていて，ベッド

問を歩くのがやっとの状態では，治療訓練どころではなく補装具を使えるこどもがいても

一 88一



業者に発注し，出来上るのに，3ケ月～半年もかNり，体に合わないものとなってしまっ

たり，補助金を書類上ではねられたりしてREHABILITATION可能なものですらそ
の道は開かれていません。

　それに比べて，アメリカでは，広大な自由地，豊富な天然資源と広汎な国内市場の存在

ピューリタンの信仰と労働，労働力不足に対応する移民の流入や，機械化の推進と技術の

発達などを背景に成立していったアメリカ資本主義社会は，楽天的でかつ実用主義的な人

間性や，人生観を持って行動する人々を育てあげて，それが経済をゆたかにし，政治の上

にも，社会事業の上にも影響しており，その他にSOCIAL　CASE　WORK　SOCIAL

GROUP　WORK　COMMUNITY　ORGANIZATION等の技術が非常に進んでいる
上に，多くの慈善基金団体があることなどが，連邦政府による統一した保険制度がないに

もかSわらず医療技術を発達させ，貧困階層にも充分な医療がおよんでおり，障害者とそ

の家庭を含めたCASE　WORKサービスがゆきとどいていることを学びました。

　又生活様式の違いは日本の様に畳，おすわりでなく，ベッド，椅子，くつのまS入れる

床は障害者の行動をよういにしています。国民性にしても，人種問題その他複雑な社会で

はあるが，一般に陽気で人なつこい人が多く，私達にも気がるに言葉をかけてくる人が多

い反面，合理主義的で割り切ったさっぱりとした人間関係をもっている等々は障害者の，

REHABILITATIONを早めていると考えますb
第2に教育についてですが，すべてのこどもは教育すると云う考え方を実践しておりこど

もは家庭にいようと病院にいようと，いつでも，どこでも教育を受けられるようになって

おり，肢体不自由児はもとより，重症心身障害児でも，ある期間の一応の教育を受けてい

るようで，病院での授業も，学校での授業と同じ扱いを受けていることです。

　H本での義務教育制度は，文部省の管轄下に学校教育があり，厚生省管轄下の病院とは

つながりがなく，養護学校を持つ肢体不自由児施設での学習は普通学校ではあまり認めら

れず，学年をダウンさせられたりする事が多い。又重症心身障害児の多くは，教育の免除

及び猶予という法律のもと‘ζ実際には教育制度から閉め出されています。

　第3には，私達の視察した，病院，CENTERのほとんどが，補装具の工場を持ってい

て，1人1人の障害者の状態にぴったりあった，義手，義足，車椅子等々が研究作成され

ていることで，そのためのスタッフとしては大学卒のエンヂニアが，人間工学，物理学，

電子学等々の学問をフルに使って補装具を考案しています。

　日本では，重くて，あわない義足や，少しの段差でも移動できなくなる車椅子等はまだ

まだこの方面の研究はおくれている事を痛感しました。

　ee　4のボランティアの数が非常に多くて，きちんと組織化されていることで，どこの施

設にも多くのボランティアが活躍しているのをみました。　LOS　ANGELESのCOUNTY

UNIVERSITY　OF　SOUTHERN　CALIFORNIA　MEDICAL　CENTERで
私達を案内してくれた婦人はボランティアでした。
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　　おわりに（結論）

　アメリカを視察旅行し，さて，日本をふり返った時，同じ資本主義社会である日本は，

GNP世界第2位だなどといsましても，その台所は苦しく，国民所得平均が世界で第22

位という，資本主義国の中でも最低のものでありその上，インフレ等　の経済の不安定の

中で国民生活は苦しいものです。

　社会保障制度の確立はなく，医療保険制度も，サラリーマンの月給から差引かれた保険

金は，ばかにならない額であるのに，実際に病気になると，差額ベッドその他の割増料金

を請求される。その上重症心身障害児の多くは身体的にも弱く病気しがちであるため，家

計はますます苦しいものと思われます。在宅児などは，学校へも行けず，訓練もされず，

家の中に閉じこめられたまSという状態をいつまでも強いられているのが現状です。

　　病気になった時など他科（歯科，外科，一般内科ETC．）での診察さえ拒否される事

があるとのことです。

　医療の本来の姿は，すべての人に平等であることが望ましく，社会保障制度と，医療制

度の確立を基礎に置いた，社会福祉サービスを実践してゆく方向に，私達は働きかける必

要があると思います。

　それは，アメリカ，その他の国々のものまねではなく，日本独自のものとして発展させ

てゆく，もちろん，SOCIAL　SERVICEや医療技術のよいところは取り入れること

はよいのですが，上述しましたようにアメリカとは社会的諸要素がまったく違う日本では

ものまねでは永続きしないものとなります。

　これからも，社会福祉施設で働く私達1人1人が，何んとかして苦しい現状の中から，

乖心身障害児とすべてのこども達の幸せを見い出し，実施してゆく努力をし，その未来を

あかるいものにしたいとねがっております。

　おわりに，まったくまとまりのない単なるアメリカ印象記に終ってしまったことを残念

に思います。しかし、団長さんを始め，1人1人の団員の方々の熱意を力としてこれから

も働くつもりでおります。皆様に深く感謝致します。
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研修報告〔10〕

愛知県立第二青い鳥学園

　　　〔肢体不自由児施設）

総看護婦長塩野高子
愛知県豊明市二村台2－6－8

主な報告施設

RANCHO　LO．9　AMIGOS　HOSI，ITAI、

　アメリカへの一ケ月の旅，それは私にとって，まさに天与の空間とも云うべき自由の時

間であった。それ以外のいかなる方法でも得ることの出来ぬ時間だった。

　働く身にとって，たしかに権利としての年次休暇はある。しかし夫，息子のいる家庭か

ら，その職場から完全に開放された一ケ月間をどこにとり得よう。これは私にとって，生

涯における又とない時間であったと思う。これは大げさでない実感である。

　そのためには準備の時間すらなく，あわただしく出発したことがくやまれる。しかし準

備の時間すら取れなかった位だからこそ，又この一ケ月は最上のよろこびともなったので

あろう。

　このチャンスを与えていただけたことをこの上なく感謝している。

　私はこの研修団に加えていただき，看護婦として次のことを主な研修課題として出かけ

た。

　①肢体不自由児施設ナースとして，そのあり方を模索する中でリハビリの進んでいるア

　メリカに於いて，その働いている実際の様子をこの眼でみてこれることに期待をもった。

　②リハビリに関する装具の進んでいる国でそれらに関することをみてきたい。

　③理学療法士，作業療法士その他i）ハビリに関与する他専門職種の職員とナースのかS

　わり具合，その仕事ぶりをみてきたい。
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　④私の勤務する青い鳥学園の改築を控え，看護婦，患児にとって使い勝手のよい設備，

　道具を見．フィルムに収めてきたい。ということであった。

　アメリカ・カナダの23ケ所に亙る精薄児施設，肢体不自由児者に関する病院，病院の

リハ部門を見学してまわり，

1．日本のリハの水準も低いものではないと総体的に思った。

　日本でのリハ部門に働く人たちの意欲，取り組み方はがんばっているし，安価に工夫で

きる訓練用具は大体日本にも有ると思った。しかし金のかかる道具，特殊な訓練用具等は

まだまだ大きな開きがある。

　これは根本に，たとえ高価な道具でも人間としての生存・能力が高められるものなら備

えられ工夫されるという。アメリカに於ける原理一生命に対する価値観ではなかろうか

と思った。

　RANCHO　LOS　AMIGOS　HOSPITALで，筋ジストロフィーで神経マヒが呼吸
筋に及び，指1本すら動かすことの出来なくなった青年が気管切開ICより人工呼吸器から

の呼吸管理をうけながら、その呼吸器と共に乗っている電動車イスを，口の前ヘマイクロ

ホンの如く出た電動スイッチを舌で操作し，動かしている姿をこの眼でみ，その横の電動

車イスでは，もうすぐその時期になる青年が，舌での操作方法を作業療法士から受けてい

るのを見た時，私は棒立ちした。これこそアメリカだと。

　理論では知っている専イス，その車イスにのり，今眼の前を通りすぎてゆく。使う人も

やがて舌での電動スイッチ操作がむつかしくなる日のあることを知っている。現に今呼吸

器の故障は死を意味する。

　生きることとは何だろうと考えた。

　これは生命への価値観だろうか？！

　それなら死刑は．安楽死は？！

2㎡どこの訪問先でも周密なスケジュールを準備し迎えてくれた。

　人を遇すること，客人を案内することについて客人の身になってよい経験をした。

　アメVカのどこの病院施設にも組織立っているVOLUNTEERS，そのボランティアが

いないとしたらの運営は考えられないという程の濃度での入りこみよう。

　しかし，それも最初からそれらの人が集まったのではなく，働く人たち自らが衆の集ま

る場所（教会・学校あるいは有閑婦人の集まるクラブ等）へ出向き働きかけを行いながら

現在の組織が出来たと聞いた。

　我々の施設へ見学にわざわざ出向いて来る人も何らかの関心を持っている人たちである。

よりよい案内をすることは，よき理解者，協力者を増やすことであり，さらにその見学者

を通しても波及してゆくことであろう。同時に施設に働く私共が積極的に世の中へ働きか

けてゆく必要もあらためて思った。

3．　リハ用の機具・道具　身体機能を補うための装具類の研究・開発は社会的に力を入れ
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て行なわれている。工夫されたそれらの器具等がメーカーとの地域的つながりのみでなく

カタログを通して，どこからでも注文出来るシステムであることは使う側にとっては，よ

りよいものが選択出来るし，企業にとっても絶えず研究開発の要求されるゆえんともなる。

　それと，見学した申でも，いくつかの大きい病院・施設では付属の装具に関する部門を

持っていた。これでこそ，利潤費用を度外視しても，患者にとっての必要度，使い勝手の

良さなど，より使う人にとって，人間工学に基づく理想的な装具が開発され研究されるで

あろうとうなづけもした。

　ONTARIO　CRIPPLED　CHILDREN’S　CENTERなどはその最たるものにて，
そこの装具に関する部門は周辺の小児病院，病院のリハ部門などのまさにセンターとして

の機能を発揮している。

4．日本に於ける装具業者との発注，仮り合わせ，出来上りの流れの中では，まだまだ患

者にとって使い勝手のよい，見かけもよい装具への根本的開発には企業利潤が立ち塞がっ

ている感がする。

　まずはいくつかの肢体不自由児施設を中心とする装具研究所（開発部）でも設けられれ

ば，その道は早かろうと思った。

　THE　UNIVERSITY　OF　MICHIGAN　MEDICAL　CENTERリハ部F弓へ見
学に行った時，カーテンに仕切られた一人用の気泡浴槽が並らび，そこで治療するのは理

学療法士，患者を引き揚げた後，湯を抜き洗い流し又湯を張るのは別の助手・専門家とし

てこの歴然と区分された割りきり方。

　殆んどの病院でも資格を持つ理学療法士へ各々一人の助手がつき仕事をすすめる。

　看護婦でも然り，資格を持つ看護婦でなくてはならないことのみ行い，あとはすべて助

手に下ろされていることでも解る。

　使用者側が給料の高いものを効率よく使うことであっても，働く専門家にとっても又働

き易い働き甲斐のある，又向上への責任を負担させられることではあるまいか。

　　看護婦のこと

　施設・肢体不自由児施設に働く看護婦の役割は何か。私の働く青い鳥学園には医療法で

認められている患者4人に1人の割合で看護婦が勤務している。

　その仕事の大半を健康管理という役割に止めるならば，その程の数は無くて助手で補っ

て余りある思う。それなら，その仕事は何か。それには，肢体不自由児者施設に於ける積

極的な存在価値がなければならないと思っている。

　リハビリに関する建物が24エーカーに散在するRANCHO　LOS　AMIGOS

HOSPITALを訪ねた時案内の婦人は云ったものだ。

　「医師は細分化された専門のことのみを診るが，看護婦は現在勤務する科以外について

も精通しているから，患者がひきおこす他の科に関する徴候を早く知り，そのたあの処置

がとれるのが看護婦である」と日頃私の思うところを云ってくれた。それが，ランチョに
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於て行なわれていたのである。

　さらに，このことは大変重要なことです。はっきり聞いておいてほしいと前置きして彼

女が云った。

　「この病院の外来へ訪れた患者を医師と看護婦が総体的に診て，理学療法，作業療法の

必要度を決め指示が出される」と。

　日本の肢体不自由児施設では医師は整形外科医のみが勤務するところが大半である。そ

こに於て，看護婦として全体的視野から患者観察がなされ，的確な報告の出来ることの重

要性は云うをまたない。

　又総合病院に於ける看護にしても，細分化された専門医たちを継なぐ全体的視野として

の重要性は現在その機能を発揮していることと思う。

　肢体不自由児施設IC於ても又，病室を受持つ看護婦は他のいかなる職種よりも患者観察

の時間と機会を持つ。理学療法，作業療法、言語治療など他職種についても精通し，それ

らの橋渡し連絡係としての機能も重要な役目となる。そのためにも広範囲に密度の高い知

識が要求される。全般的な向上への意識をあらたにした。

　私の施設看護婦価値観の裏づけのためにもうれしい病院であった。

6．我々が日頃施設で働く時，その相手は子供であり，精薄者である。研修生の中にいた

脳性マヒの指導員に対する露骨に小馬鹿にした態度をとる人，又仲間と協調出来ず一人よ

がりだったり，利己的すぎたりしたのが、日頃の勤務態度が知らず知らずに出ているので

はあるまいかと，仕事の中では気付きにくいことを反省する機会を得た。

　帰ってから，73’アメリカというNHK番組で，オークランドをみた。学生の時オーク

ランドでその雰囲気を実際にみてきただけに奇異の感もなく，ごく自然に，あっ，あそこ

に知っていると眼に入り，ありうることとして受入れられた。それは外国を身近に生活し

て来たことによる理解であろう。それが外国旅行なのかも知れない。

　オハイオ州クリーブランド，SUNBEAM　SCHOOL　FOR　CRIPPLED　CHI－

LDREN見学の記
　住宅街の中にある広い芝生に続く門，玄関ではとてつもない大きな縫いぐるみの熊の親

子が迎えてくれる。

　ここクリーブランドの入口は市周辺100万，郊外100万ときく。

　その中より，この定員250名の学校へ現在240名（CPI40，背椎60，筋ジストロフィ

40）（1Q40～80は50名，残り80以上）が10数台のスクールバスで通学する。

　以前は親が付添って通うこともあったが，現在は単独で通学可能なものが通学している。

一言で云うならば，私の勤務する青い鳥学園も含めて日本の平均的肢体不自由児施設の

DAY病院の感である。

　我々研修生は，肢体不自由児施設，精薄児施設からの看護婦，理学療法士，作業療法士

指導員の見学者として，それに合った説明をうけた。
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　学校創立1890年，1920隼改築し現在に至る古い建物であるが，案内の副校長さん日く

「新設の学校に設備でも，教育内容でもひけをとりません」と誇りを持っている。

　日本の身体的ハンディキャップを持った子供のための学校養護学校の機能ヘプラスして

理学療法士13人，作業療法士6人が勤務する。

　装具係の職員．一装具のための部屋があり，常勤で装具の修理，簡単な作成を行う。

　医師はここに動務はしないが，密接な関係にあるジェネラル・ポリタン病院の医師50名

が通学する児と個別に受持医として関係を持ち，学校へ出向くこともあり，患児が父兄と

主治医へ受診に出かけるなどして，医学的管理をうけている。

　看護婦は1名のみ医学的管理のために勤務する。日本の養護教師の如き役割をはたす。

〔建物の特徴〕

。1クラス　7～10名前後へi教師で編成，（他の施設では殆んど助手が付いていたが，

ここには居ない）の割合は，我が隣接の看護学校と大体同じであるが，部屋が広い。

　優に4倍はあろうか。机を順序よく並らべたクラス，車イスがまじり合い円形に机をな

らべた低学年クラス等と，各クラスが授業内容と障害度に合わし適宜教室作りを行い，違

った雰囲気をもって授業進行中。

　廊下に面した扉は開放されているから，内部がよくうかがい得る。廊下から見ていると

ようこそいらっしゃいと教師自らさそい入れてくれる。

　広い教室のこと庭に面した窓面積も広く，おのずと明るくあちこちの教材用展示場も生

きてくる。

　女教師が多い。好き好きに明るく楽しい服装で適当なおしゃれをしている。そして明る

く，にこやかに我々にも語りかけてくる。

。休養室　筋ジスの子供が昼食後1時間の臥床休養するために楽な体位がとれるベッドを

入れた休養室あり、毎日使用する。

。食堂がある。当然のことであろうが，せめて養護学校位は欲しいものだと思う。

。身体障害を持つ子供の学校として楽しい雰囲気作りの演出。言語治療の部屋の表示にし

ても楽しい呼びかけの絵である。

。4年生以下の子供がぷらさげている時間割表がよい。学校教育のみでなく，PT．OT．

STと治療を受けてまわる子供のために，廊下ですれ違うだれがみても援助してやれるこ

の色分け法。

。学校内で移動に介助を要する子供icStしてはボランティアがついて介助する。

〔通学バス〕

　すべての生徒が通学の手段として使うバスは，それなりに考案配慮がなされている。

。バスの内部は車イスに乗ったま～通れる広さである。

。家庭より通学時のバスの乗降はバス尾部より出たステップより行うか，バス尾部より出

されたゆるい傾斜の鉄板を使用する。
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。学校での乗降は，バス発着所横の廊下tζバス尾部が横づけ出来るよう扉が並らび，すべ

てのバスが同時にこの扉から廊下へ連絡する。（バスの鉄板を廊下へ橋渡しする）

。廊下も又車イスが楽に行きかえる余裕ある広い設計であることは云うまでもない。

〔理学・作業療法士〕

　240名の通学児に対し，理学療法士13名，作業療法士6名が教師と協調して働く。

　このことは，この学校で使われている脳性小児マヒのアテトーゼの強い児用のタイプラ

イターに如実に表わされていると思う。

　実際の学習場面の中で，アテトーゼがつよく字が書けない子に対し，タイプへの発想が

生じる。アテトーゼ児について医学的に病態をよく理解している理学・作業療法士がタイ

プを実際に子供に使わせながらアテトーゼがあっても使えるものへと考案・改造がなされ

使い方を訓練しながら，実際の学習でも使うことにより，実をあげてゆく。

　これが学校の教師と，肢体不自由児施設の職員という関係では，ここまでの協力体制は

おのずと限界がある。

　私はこの学校を見学しながら考えこんだ。私の勤務する「青い鳥学園」は，この子らと大

斧ない肢体不自由児が通園でなく24時間生活する施設である。

　理学療法士6名作業療法士1名は収容児ユ20名に対する比率でみても低い。

　それが肢体不自由児を系統立てた療育の習慣のためtある一定期間入院させ，理学・作

業療法を受けることを大きな目的としている施設である。ここではそれが昼間のみの教育

である。肢体不自由児施設で，数年～中には5・6年もの長期間家庭から離れ療育をうけ

ているのは一体何だろう。

　この疑問について質問してみる。

　昼聞，理学・作業療法士から習っていることが家庭でいかに継続され向上しておこなわ

ているか。それは母親の態度いかんによると云う。月1回親の集まりもあり，話し合いも

おこなわれ，学校へはいつでも訪ねてもらい必要ある時は学校から連絡もするが，結論は

むつかしいと云う。

　通学する児の送迎，家庭での夜のケアーは家庭への負担，家庭への影響は大きく親の離

婚率も高く，兄弟間の問題もあると云う。

　通学可能な子供のみがバスで通うのであれば，当然落ちこぼれもある。それへの対策と

して訪問教師の制度もあるにはあるとのこと。

　ここにこそ，一定期間医師がおり，理学・作業療法の専門家がいる施設で生活し，それ

ら専門家から，医学的管理のもと肢体の機能障害を克服する訓練をうけ，能力を最大限に

伸ばしながら，児自身もがんばることへの努力の姿勢を身につけることこそ必要なことで

あると，わが身が施設に働くことの意義を思った。

　しかし学校であり，ディホスピタルの感じのこの制度が，親の連絡を密tcし、その生活

までも保障した時，はたしてどちらの制度がよいのか，どちらがおくれているのかとも思う。
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研修報告〔11〕

社会福祉法人カトリック京都司教区カリタス会

　　聖ヨゼ7整肢園（肢体不自由児施設）

　　　　　看xre加賀見瑛子
　京都府京都市北区北野東紅梅町8（マリア療）

主な報告施設

RANCHO　LOS　AMIGOS　HOSI，ITAI、

　10月3日，午後4時30分，JLOO2便にて羽田国際空港を出発した。資生堂米国カナダ社

会福祉研修団一行31名は，同日午前9時，サンフランシスコ空港に到着，約1ケ月にわた

る研修旅行が始まった。今回，20余ケ所の施設を見学する機会を数多くの応募者より選ば

れたことは，本当に，幸福だったと思う。

　米国，カナダの医療制度そのものから，日本とは，異なっているし，又それに関連した

職種のレベルもかけ離れているので，私達の勤務する施設，職種と比べてみることは，不

可能である。例えば，1人の患者をとりまくチームのスタッフは，殆んど大卒又は，それ

以上の学歴をもち，医師，P・T．　（理学療法士），O・T．　（作業療法士），看護婦，

M・S・W（医療ケースワーカー）などが，同等の立場で，各々の職域から，患者のリハ

ビリテーションに関与している。日本の多くの施設では，医師の指示のもとに，看護婦，

P・T他の職種が働いている。それだけ，レペルの差，医療制度の根本が，異なっている、

又，リハビリテーションに関する教育が，看護学校などで，重点的に行われていない。看

護婦を例にとっても，正看，准看，副看と，あらゆるレベルの，いわゆる“看護婦’が，

存在する。医師も，リハビリテーション医と呼ばれる医師は，日本で，数名と聞いている。

　業務が，確立している為に，横のつながりが難かしいのでは？の質問には，週に1～2

回のケース・カンファレンスで，連絡し合っているので，その心配はない由。すべて，科
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学的，かつ冷静に，物事が処理されて行く様に見受けられた。余りにも，人間を機械的に

扱っている様な気がしないでもないが，感情が入りすぎてしまう傾向にある我々の反省す

べき点かも知れない。確かに多くのスタッフで，各々の分野で専門的に，問題分析に当た

ることで，より深く，広く患者を，ケアすることが，出来るのではないかと思う。

　患者の入院期間も，特別なケースを除いて最高3ケ月とのこと，短い期間で，社会復帰

の準備が，出来るか？の質問にも，充分であるとの答であった。リハビリテーションセン

ターでは，すでに，急性疾患，手術などの治療の終わった患者を収容し，家族への指導，

コミュニティーへの働きかけを含めて，患者を社会復帰させている。退院して患者が，コ

ミュニティーに帰るためには，医療ケースワーカーが，家庭訪門を行ない，帰宅後も，ア

フター・ケアを徹底して行なっている。アトランタでは，身体障害者に対する理解を市民

へ呼びかけるパンフレットが配布されているし，学童が入院中学習したものは，すべて単

位として認められる由。入院中の学習についても，学童8～10名に，教師1名，アシスタ

ント3名の割で，行き届いた学習を受けることが，出来る施設もあった。又，退院後，普

通学校に行くことが，当然の様になっている。グランドラピッズで会った中学生は，両下

肢欠損児だったが，杖歩行で，独自で，スクールバス通学をしていると聞かされ驚いた。

何か日常生活で不自由な点は？との問いicは，ただ］つ，皆とフットボールゲームの出来

ないことだと彼は答えた。それ程，障害児の受け入れ体制が出来ているということなのだ

ろう。身障児も，家族の一員，社会の一員として，家庭へ，学校へ，コミュニティーに送

り出すことが，真の社会復帰ではないだろうか。コロニーをつくり，身障者だけの授産設

備，身障者だけの住宅をつくる運動を拡げて行くのでは，根本的に，人間尊重に於て，何

か足りないのではないか。

　ロスアンジェルスの（RANCHO　LOS　AMIGOS　HOSPITAL）では，200余工

一 カーの広大な敷地に驚いた。センターを優先し，市の自動車道路が，その敷地の下をく

ぐっていた。つまり，道路を横断しなければ，目的地につかない程，センターが広いので，

患者の安全のために，そうなっている由。余り広いので，パスを利用して見学した程であ

る。センター内の筋ヂストロフィーの病棟では，数人の年令30～40才と思われる患者が，

気管切開を受け，酸素吸入をしながら，電動車椅子で移動したり，臥床していた。彼等と，

2～3の言葉をかわしたが，呼吸は，かなり苦しそうであった。入浴も，酸素ボンベを横

‘こおいて行なう由。相当の費用，人材を要し，又，看護管理面でも容易なことではないが，

「生命尊重」の意味で，最後まで，現段階で，予後不良，治療法なしとされている，筋ヂ

ストロフィーと取り組んでいる光景をみて，’考えさせられるものが多くあった。

　あらゆる面に於て，米国，カナダのリハビリセンターを，我が国のそれと，比較するこ

とは，不可能であるが，日本にも，日本の良さがある。それは，患者を，ベルトコンベア

式にせず，1人の人間が，1人の患者を深くケアする点である。これは，先にも述ぺた欠

点でもあるが，同時に全く欠いてしまいたくないものである。
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　広く，浅く，米国，カナダのリハビリテーションを研修したが，比較することよりも，

見学することによって，視野を広めたことに，研修の最大の意義があると思うし，広めら

れた視野で，これから，各々の職場で，ベストを尽すことが，私達の義務であると思う。

アメリカも，日本も，どの国も，どの施設も，もうこれでよいというはずはない。より高

く，より以上に良くするための努力をしたい。

　とicかく，アメリカは，土地も，人も，スケールの大きい国である。

　RANCHO　LOS　AMIGOS　HOSPITAL
　ランチョの患者人口は，重症，無能な病人，負傷者から成り，彼等は，救急病院か，自

分の医師からの依頼を通して，直接ランチョへやって来る。

　病院は，ロスアンジェルスの町から，i5マイル南東のダウニーにあり，200の建物を含

む210エーカーの土地がある。殆んどの患者は，ロスアンジェルスからであるが．カルフ

tルニア，オレゴン，ネバダ，アリゾナからも入院する。

　ランチョは，1888年に設立され，少数の患者から，徐々に，慢性疾患，精神科の患者を

加えて現在に至る。

　1944年，ポリオの大流行の時，ランチョは，ポリオの為のセンターとなり，徹底的なプ

ログラムのもとに，患者のリハビリテーションが行われ，以後，長期入院患者，肢体不自

由者を含む様になった　さらに，治療手順，整形手術，補助具等の発達により，ランチョ

は，今や国際的にも知られる程の広汎にわたるリハビリテーション病院に発展した。又，

ランチョは，南カリフtルニア医科大学の教育の場でもある。

　リハビリテーション治療

　ランチョのリハビリテーション・プログラムは，医療管理と整形外科と，徹底的な訓練

を通じて，身体的不自由を克服させることを求めている。患者が出来るだけ社会に於て，

活動的役割を果すことが出来る様にするのが究極目的である。新入院患者は，診断テスト

を受け，それぞれに適した治療のコースが決定される。患者は，車椅子，装具，ポータブ

ル呼吸器その他，必要となり得る補助具が与えられ，日常生活動作の訓練を受ける。

　内科，外科の治療

　大人の患者は，医療問題に従い，各々の部門に割当てられ，各専門家により，それぞれ

の技術，知識に合わせ，効果的，かつ，実際的治療を受ける。

　ランチョには，約15の医療部門の為，1050のベッドが，用意されている。

1．小児科一4ケ月から18才までの子供達が，年令別に分かれ，1968年に完成した，個立

した，建物に住んでいる。

2．神経科一不自由な筋力を，もう一度訓練させ，患者の伝達能力を回復させることによ

り、神経障害の治療を行なう。

3，糖尿病科一重症の糖尿病は，食餌療法と，薬物によって治療される。糖尿病の二次的
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吟

循環障害は，主に，下肢に表われるが，手術又は，特別の整形器具によって押える。リハ

ビリの完全な部分は，患者ic，自己配慮の手順を教えることである。

4　関節炎科一手術，投薬により，関節炎，痛風等の関節疾患による不自由な機能の回復

し，侭痛を緩和し，不自由を制限する。

5．腰の問題一骨関節炎は，腰の骨片を砕き，歩行不能とする。その為，人口関節により，

関節の働きを回復させる手術が行なわれる。

6．背柱変形一背柱の変形を矯正，固定し，心臓，肺，その他の重要諸器官のE迫を防ぐ。

7．腰痛サーピスー化学療法，物理療法，手術，内科的治療により，種々の疾患からくる，

腰痛を緩和させる。

8．結核一結核患者は，投薬，安静，栄養により，治療され，適当な，職業的，又，レク

リェーシ∋ン療法がプログラムに含まれている。

9．急性内科一他科の入院患者が，急性内科疾患に，かかった場合，この科に移され，徹

底的看護と，綿密な，監督を受ける。

10．肺疾患一気管支炎，喘息，その他の呼吸器疾患は，吸入療法，分泌液排除療法又，機

械的呼吸器，徹底的0ξ療管理によって治療される。

IL　背髄損傷一交通事故，銃弾創のために，下肢，四肢麻痺がおとる。リハビリテーショ

ンは，手術，物理，職業療法，補助具を含んでいる。

12　薬物療法センター一患者は，薬過多の為に，この科に入院し，肉体的平衡を回復させ

る治療を受ける。

13　切断と骨折一この科のリハビリテーションの大部分は，手術，義肢の使用法，ギブス

などである。

14．心臓科一心疾患の患者は，再び，心臓麻痺を起こさない様に，安全な活動のレベルを

決定する為に計られる。慢性心疾患は，医療管理と，安静により，治療される。

15．手術科一ここでは，眼，鼻，耳，喉と，形成外科，又，短期間の他の科の術後患者を

扱う。

t6．小！の再建サービスー脳性麻癖又は，神経学上の疾患，先天異常，リューマチ性関節

炎の結果おこった，骨，及び筋肉の機能障害をもつ子供が入院する。

17．整形外科（神経部門）一下半身連動神経障害，末梢神経損傷及び，脳性麻痒による筋

肉，骨格奇形をもつ子供が，この科で治療を受ける。

18　整形外科再建サーピスー手を有能な機能に回復させるために，特別な手術方法がなさ

れる。

19　形成外科再建サービスー口蓋破裂，顎骨顔面奇形，火傷搬痕の形成術の必要な子供，

若い人達の治療を行なう。

2α　泌尿器科

　補助サービス
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　職業サーピスー患者が最大限に機能を回復すれば，どの仕事が出来るか評価される。そ

して，出来る限り，仕事に出られる様に訓練される。

　外来一新患は，診察室であらゆる診断テストを受ける。入院患者は今，存在する問題の

再評価の為に，種々の診察室で続けて受診する。

　退院した患者は，病状が悪化したり，再入院する前に，定期的に，自分に適した外来部

門に受診する。外来患者は，年間約30000である。

　リハビリテーション・チーム

。医師一患者を診察し，定期的に評価し，必要な薬を処方し，テスト及び治療を行なう。

。看護婦一患者の世話の責任と，患者の訴えを直接聞く。

。P・T．　（理学療法士）”de‘者のバランス，歩行，起立，車椅子を効果的に使う感覚を，

取り戻すように助け，筋力強化の運動プログラムの指導をする。

。O・T．　（作業療法士）一上肢を最大限に使える様，日常生活動作の指導，上肢装具の

使用の指導をする。

。医療ソーシャル・ワーカー一患者と，その家族の相談に乗り，退院時，病院から，家庭

への適応を容易にする。

。心理学者一患者に，肢体不自由を理解させ，感情的に混乱している時，カウンセリング

を与える。

。職業カウンセラー一リハビリの患者に，可能な目標まで到達させ，職業サービスに送る。

。技術屋，装具屋一装具，切断四肢に代るものをデザインして作る。

。 栄養士一患者の好み，特別食に適応した，栄養プログラムを計画する。

。レクリェーション・セラピストー手芸，趣味を準備し，余興或いは，屋外の遊びを計画

し，夜，週末などには，ボランティアの助けで，患者の相手をする。

。其の他一言語療法士，呼吸セラピスト

　都市サービス

。スクーリングーダウニィーユニファイド学区では，小学1年生から，高校まで，病院の

5つの教室の1つに出席する子供達の為に，専門教師，職員を用意している。

。ボランティアー患者に必要なものを買い，本を読み，手紙を書き，患者を訪門する。又，

レクリェーション・サービスの職員と一緒に，屋外レクリェーションを手伝ったりする。

　主な計画

　1971年12月1⊂，ランチョ・ロス・アミゴス病院の5ケ年マスター・プランの第1期が始

まった。1972年に完成された，インペリアル・ハイウェイを低くし，病院の南と北を同じ

レベルにつないだ。460床の徹底的リハビリセンターは，古い病院の建物を取除くために

建てられる。1976年頃完成の予定である。新しい設備として，ランチョ・ロス・アミゴス

病院に，ヘルスセンター・リハビリテーション・エンジニアリンク㌔センター，南カリフ

ォルニアヘルスサイエンス大学キャンパスを，又，現在の建物の増築を計画している。
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研修報告〔12〕 社会福祉法人愛徳園・愛徳整肢園

　　　（肢体不自由児施設）

　　　保母百　岳　末　代

　　和歌山県和歌山市六十谷943－3

主な報告施設

KAUIKEOLANI　CHILDREN’S　HOSPITAL

　まず最初に，海外への研修を与えて下さった資生堂社会福祉事業財団関係者の方々に，

心より感謝を申し上げます。出発前日までの勤務と，海外旅行という夢のような出来事に

日頃の勉強不足の上に，なにひとつの心構えもなくどうにかなるだろうと，甘い考えでい

ざ出発，SAN　FRANCISCO．　CHICAGO．　GRAND　RAPID　ANN　ARBOR

CLEAVELAND．　TORONT．　NEW　YORK．　WASHINGTON．ATLANTA．　LOS
ANGELES．　HONOLULUとJ文字通りのアメリカ大陸横断の旅でした。未知の国であ

ったアメリカ，カナダを，自分の足で歩き，見て，聞いて国の事情を，実際に知る事が出

来ました。これを通じて数々の恥じる事や，悔もありましたが，未熟ながら自分なりに，

自分の職業に対する新しい課題を発見，予想以上の多くの事を学びt経験する事が出来ま

した。この意味においても，海外へ出かける機会を民間施設の職員に与えて下さった事は，

私達働らく者には，希望と活気を与え，向上心を喚起し，一つの励ましとなり感謝に耐え

ません。同時にこの制度が，今後益々その方法と内容が充実し，日本の社会福祉の上に重

要な役割を果されますように祈っております。

　アメリカ，カナダの研修にていわゆる日本の収容施設に該当する施設は“ない，，と，し

うべきでしょう。一つのみの障害児（者）はなく，ほとんど二つ以上の障害をもっておe’

病院，リハビリセンターにての入院期間は，二～六ケ月間のみで，家族がいっしょにな．
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てリハピリし，帰省する事に重点をおき，この期間に補装具，助具の正しい使い方や，強

化訓練を受けます。その後は普通学校，又は障害児のみの学校へ通学します。一列を記し

ますと，サンフランシスコのKAISER　FOUNDATION　REHABILITATION　CENTER
においては，退院後の一年間，医学的，（センターより），社会的（市役所職員によって），

アブターケァされ，センターが州立職業安定所とタイアップしていて職業が受け入れられ

ます。又，入院期間中『の教育は，各病院，センターの中に学校を設け，教室は病院より，

教員，教科…鄭ま郡立小学校より，そして州からは慈善金となっており，教育は国の責任で

はなく州の責任と決められているとの事，なにごとにおいても，各州によってがっちりと

固められていました。そして外との連絡，環境を同じようにするために，時折り小学校よ

り生徒を招ねき交流するとの事も聞きました。疎外され家庭の味をも忘れがちな，収容施

設の障害児，（者）にこそ，家庭，家族の暖い愛，励ましが必要なのではないでしょうか。心，

精神までをも冒されてはいけません，この健全な心を育てるためにも，家庭，社会復期の

日的は理想的といえるのでは………。

でも，収容施設は”ない．と，言ってはみましたがIQ30以下の教育，訓練不可能な子供，

又は六才以下の精薄児，入院後親が引き取りたがらない子供，重度CPの人達は，プライ

ベートホーム，ナーシングホーム，フtスターホームという名の，一応施設らしき所に収

容されているようです。充分な理解と，実際IC見る事は出来ませんでしたが，底辺の所が

もうひとつわからなかった感じです。でも会話の度々，又直接両親からも聞きましたが教

育は普通学校を希望していますと，日本では考えられませんが，障害児として，一番望ま

しい特別なものにならないように，外へ，社会へ出そうという親の態度は，立派だと思い

ました。それと同時に子供達の態度にも，感心させられましたが，グランドラビッズの，

（THEAREA　CHILD　ANPUTEE　CENTER）にて，両親同席にて14名の先天性疾患

欠損症の子供の，デモンストレーションがありました，日本では見る事も出来ない程の症

状の子供達が，改善された補装具，助具，電動式技手ICよって，明るく意気揚揚とした姿

と，不自由はなに一つありません，今年高校を卒業，卒業後は不自由な子供達と共に働ら

きますといった19才の女の子，又，車は嫌い一人で歩いて普通学校へ通学していると上肢

のみの16才の男の子，脇より補装具を付け，補装具の下肢，松葉杖にて野球ぐらいならや

れると，いっていた。「dすごい．の一言ic尽きない，それに障害児（者）のおしゃれについて

も，なにかと言われているがこの子供達を見て感じた事は，国の習慣からくるものもある

と思うが，不自由な指，技手には指輪，ブレスレッドをはめ，ビンクのかわいいマニキュ

アが塗られていた，これらの子供達の姿を見，言葉を聞いているうちIC日本の収容施設の

あり方に，自問自答。やはり早くから社会適応の育成型を，とるべきで，そのためにも，

よりよい設備，環境，人材とあらゆる福祉増進を，国家に期待しないわけにはいかない。

　設備，働らく姿勢

　数分の時間も無駄にできぬ程，くるくると動き回る，比較的日本人の働らく姿勢は，こ
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のように一つの型にはまってしまうので．はないかと思います。特に私共の施設では，今現

在職員が少なく，子供との対話の時間もほとんどなく，広範囲な雑務的仕事におわれてい

る状態とは比べものになりません。素晴しい設備と人材に恵まれた余裕からなのか．どの

職種の方を拝見しても，明かるく，延び延びと和やかな雰囲気で接しておられるのをt羨

しく思いました。障害児（者）に接する職員なればこそ大事な横の連絡の行き届きも，見習

わなければならないと思いました。

　週一回，少なくとも月一回，各職種の職員が集まり連絡会議が開かれるとの事，そこで，

各障害児，（者〕の残存能力を，あらゆる角度から冷静に探究，判断対処し，それに必要な補

装具，助具が与えられるとの事，設備や，社会福祉制度面では，確かに日本は遅れている

と思いますが．原理そのものは同じではないかと思います。でも社会的自立のためのADL

訓練場所等は，理想的な一個の家庭の構造で，バス，トイレ，ベッドルーム，キッチンル

ー ム等においてt自分の幸福は自ら求め得るものと励む。いつかやってくる社会経済活動

参加のためにと、行き届いた設備，又，そのために，工場のようなスペースにて研究改善

される素晴しい技師の方の，全力の助長を受けられる事は、幸福としかいいようがありま

せん。

　ボランティア活動について

　近頃では日本でも，漸く，社会奉仕精神に目覚めた感はありますが，やはり，アメリカ，

カナダに比べると，ヨチヨチ歩きが現状のようです。

　研修先にて，ボランティアのいない所はなくロスアンゼルスの，ランチョ　ロス，アミゴ

ス　ホスピタルのボランティア受付けには，一日百名のボランティアがやって来るとの事

又，トロントの　ONTARIO　CRIPPLED　CHILDREN’S　CENTER　にては，
ボランティアなくしてのセンターは考えられないとの事を聞き，感嘆致しました。仕事の

内容は食事排尿便の介助，買物，手紙の手伝い，保育，通訳，図書係，両親の相談役等で，

－ B，二～三時間，暇のある人ばかりとは限らず，昔，看護婦として働らいていた主婦が，

知織を取戻すためtζ手伝う等もあるそうです。学校が休みの期間には，学生のポランティ

ァが多く，子供達と共に野外キャンプに行き，レクリェーション等をやり，職員の手助けを

するという。ボランティアとして奉仕する事等，取り上けるに及はない，奉仕する者も，

受け入れる方も，かく当然のことのように，思い考えているようです。他では聞きません

でしたが，クリーブランドのMETROPOLITAN　GENERAL　HOSPITAL　にては，

二十五年間奉仕して下さった三〇名の方の表彰式を，明日しますと教えてくれました。

　障害児．（者）のみが苦しむのではなく，その苦しみを理解し，励まし，手助けようという

心は，莫大な義金，募金となり，奉仕となる。この市民の精神を聞くだけで，あの広いア

メリカ大陸の，社会福祉の充実，完備，発展を垣間見る思いがしました。
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　　KAUIKEOLANJ　CHILDREN’S　HOSPITAL
　入るとすぐに壁には．かわいい動物の壁紙が張り詰められ，各病棟への入口の扉も，動

物の顔形となり，部屋も紙細ユ等で飾られており大人の私達が見ても，つい微笑したくな

るような優しく夢のある雰囲気である。

　これらは，どこのセンター病院でも同じで大きな縫いぐるみのマスコット人形が入口に

ど一んと置いてあったり．廊下には絵画．漫画，退院後の便り，入退院者の写真等が掲示

されていました。

　又，驚いたのは，さすが常夏の国ハワイである。水中療法用のプールの天井は開閉が，

自由自在なのである，太陽の光を浴び，訓練を受けたのは，きっと気持ちの良い事だろう

と思いました。トロントのクリプルド，センターのプールには，夢を呼ぷような、七色の

大きな虹の掛け橋が，かかっていました。又，そめ他，この病院にていろんな部門が設け

られてありました。その一つとして．子供が誤って薬物を飲用した際は，年令，体重，症

状を告げる事によって，適確な処置の方法を教えてくれる電話室があり，そこICは，四万

種類の薬が用意され．常勤務の医師．看護婦が三交代勤務をし，ハワイのみならず他の州

よりの処置の電話もあるとか。

　又，保育室にては，四年生大学卒業者二名，短大卒一名，（ボランティアー名）による，プ

レイセラピスが配置され，保育の傍ら就学児の教育も担当，それによって入院中の子供は，

学校の単位を落さずに済み，又これは，州より許可されているので，そのまま証明書とも

なるとの事でした。

　それに，看護婦よりも一年長く心理学教育を受けたソーシャル・デーションという職種

の方があり，遊びを通して個別に．社会適応に必要な教育を教えていると聞き，羨しく思

いましたトレーニング修了後．この病院ICて勤められている元，患者さんもおられるとの

事，又，他の研修地にてはなかった教会が，小さいながらも．一部屋あったのを見て，な

にかしら心安まる思いが致しました。

　それに，親の厳しい折艦で，子供を撲っているのを発見すると，ただちにその子供を保

護しどんなに親が泣きついてこようが，判事の判決の下1り；るまでは，保護サービス部門に

て完全隔離されます。

　未熟児，早産として生まれながらも，酸素吸入器の中で小さな生命のともしびと，必死

に戦かっている姿，ロスランチョロスにては，生きているのが不思議だと言われる程の火

傷にもめげずがんはっていた女児，グランドラビッズでの欠損症の子供達，それに，あら

ゆる所で見てきた子供達の，あいくるしく，ひとなつこい瞳はみんな生きているのです。

又、必死になって社会復帰，更生への明日に励んでいる力，又，それらを育くむ力は国，

設備，経済力，背景と，あらゆる違いはありましても、この障害児（者）に携わる職員たる

私達の求め，望み，接する態度は諸外国と比べても，勝るとも劣るものでないとt確信致

しました。
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　以上，日本の福祉そのものをも知らない，小さな目の私が，見，聞いた事を私自身の一

方的な理解で書いてしまいました。子供達はみんな神様の子供，その子供達を預かってい

る私達は，この価値ある研修において得たものを最大限に生かし，明るい福祉の明日を信

じ神様のみ心に添うよう，子供ともども，根気よく努力してゆかなければならないし，又，努

力してゆく覚悟です。

　最後になりましたが，未熟な私達の構師として御同行いただきました松村先生，朝，夕

となく御世話下さった添乗員のお二人，団長として日々，お心を悩ませました財団の迫田

様各センター病院にて暖かく迎えて下さった職員の方々と，通訳の方，それに留守中に迷

惑をおかけした私共施設の方々に，粗末な報告書をお借りして，お礼申し上げます。

一107一



8
‘
ふ



研修報告〔13〕

愛知県立心身障害者コロニーこばと学園

　　　　　（重症心身障害児・者．施設）

臆指導員中村幸男
　　　　愛知県刈谷市野田沖野45－77
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はじめに

　私は今回の海外派遣研修参加tcあたって，いくつかの目標をたててみた。勿論そのなか

には私が現在働いている重症心身障害児施設と同じような施設がむこうではどの様なかた

ちで運営され，どの様な仕事をしているか，そしてその中で障害児達がどんな暮し振りを

しているかを直接この目で見てきたい，そんなことを学んできたい，という目標が含まれ

ている。しかし私が最も関心を持ち知りたいと思ったことは私達が今職場でやっているこ

と，即ち障害児の福祉が，アメリカ・カナダでは一般の人々のなかにどの様1こ受け入れら

れ，根づき，支えられているか，障害児が，社会のなかでどの様｛ζ位置づけられているか，

又どの様に位置づけしようとしているか，更に施設がそのなかでどの様な役割をしている

か，これらのことを学んできたいということであった。

　1ケ月という限られた期間のなかで，言葉の不自由という障害をかかえながらどの程度

のことが知り得るか，理解できるか，いささかの不安を持ちながら兎に角食欲に吸収して

こよう，そう考えて出発した。

1、VALLEJOからCLEVELANDまで
　10月5日アメリカへきて3日目漸くまわりの風物があまり気にならなくなる。サンフラ

ンシスコ郊外t北へ30マイル湾をはさんで，パレポの町がある。ここに我々の研修第1番

目の訪問先カイザー幕金リハビリテーションセンターがある。

　　　　KAISER　FOUNDATION　REHABIL工TATION　CENTER
　私にとってアメリカの病院をみるのははじめてであるが，第1印象は日本の病院に比較

し，およそ病院らしくない感じであり，あの病院特有の薬品臭がなく，ゆったりとした応

接間風の待合室は，NEW　YORK　UNIV．　EMORY　MEMORIAL　HOSPITAL
（ATLANTA）LA．C／Us．c　MED　I　CAL　CENTER等大都会の巨大病院を除いて

は全米，カナダを通じて我々の訪問した病院・施設に共通した雰囲気を持っていた。これ

は我々の訪問した先が主としてリハビリテーション関係の病院であったためもあると思わ

れるが，いかicも患者1こ対して如何に気持よく受診させ，治療をうけさせるかIC，こまか

い配慮をしていると思われるものであった。

　この病院は身体障害者ic対するリハピリテーションセンターということで小児から成人

まで多くの人々が入院又は通院のかたちで，訓練治療をうけている。学令児に対しては，

専属の教師がおり病院内に教室（主として個人教授）を持ち入院中の学習・指導にあたっ

ている。退院後はケースワーカーの手によって地元の学校ヘスムースに受入れられるよう

配慮されている。平均入院期間が36．7日ということであるが，児童にとって教育がきれ

目なくなされるようになっていることは，我国の現状と比較しどうであろうか。

　PT，　OT部門の状況については，専門の研修生のレポートに委ねるが，私のみたところ．

OTの部門が非常1ζ発達し，細分化され，具体的なプログラムに従って集中的1こおこなわ
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れている様であり，更にそのための設備と器具，スペースが豊富に準備されていることが

うかがわれた。これはたしかにアメリカの豊かさによるところが大ではあるが，只単にそ

れだけにとどまらずi合理主義に基いて可能なかぎり徹底的に，凡る手段を講じて，可能

性を追求するという国民性にもよるのではなかろうか，このことはOT部門にかぎらず今

回の研修を通じすべての面icついて感じられたところである。

　サンフランシスコで3日間を過したのち，我々は次の訪問地シカゴに飛んだ。シカゴで

は特に施設，病院の訪問予定はなかったが，市内視察の際ガイドの説明を聞き、実際に見

聞した限りでは黒人問題はアメリカの社会問題のなかでも大きなウェイトをしめ，このま

ま放置されれば，ある意味では非常に重大な危機的状況を迎えざるを得ないのではないか

とさえ感じられた。

　一方シカゴ郊外の高級住宅街のたたずまいは黒人街あるいは，下町の貧民街と明確なコ

ントラストをなし，アメリカ資本主義社会の一端をみる思いがした。シカゴで2泊ののち

オヘア空港を飛びたちグランドラピッツへ向った。

　　　　MARRY　FREE　BED　HOSPITAL
　　　　THE　AREA　CHILD　AMPUTEE　CENTER
　第1の訪問先カイザーリハビリテーションセンターが金持の病院なら，ここはかなり庶

民的な病院という印象である。前日簡単なオリエンテーションをうけたのち10月9日AC・

A・Cで朝からケースプレゼントをうける。

　　◎M．F．BとA．C．A・Cの関係

　　　M・F・Bは民間の無料病院であり，A．CA．CはMF．Bの施設の一部を借り．ミシガン

　　　州の保健局（PUBLIC　HEALTH　BUREAU）の出先機関として相談業務をし

　　　ている。

　四肢欠損症（AMPUTEE）というのは我々門外漢にとっては，一般の人々が重症心身障

害児をみたときに感ずるものと同じくらいの驚きであった。我々は日常の職場活動を通じ，

障害児の世界をかなり限定して考えていたが，一ロに障害児といっても，非常に多くの種

類と範囲があり，この様な子供たちがそれぞれの運命を背負って家族と共に生きているこ

とを知って障害児福祉の巾のひろさを改めておもいしらされた。生れつき全く手のない子。

足のない子，しかも体内にさまざまの崎型を伴っている子どもを目の前ICみせられ，ある

いはX線でその状態を解説されたわけであるが，専門でないため只感心して聞いていたに

とどまったが，このなかで強く感じたのは補装具の驚くばかりの開発（あるいは我国でも

すでに存在するかも知れないが目のあたりCCみるのははじめてであり，同行の松村先生

（PT）のお話でも，はじめてみる装具がかなりあるということだった）であり1私は可能

性を徹底的に追求するという意味で，バレポで感じた思いをここで更に強く感じた。具体

的ICは手のない子には手をつけ，足のない子には足をつけ，精巧な電動式のメカを縦横に
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駆使して，一人一人の子どもにあった補装具を徹底的tc開発するということであるがここ

に私は障害児tc対するアメリカ社会の一つの態度をみた様な気がした。おそらく我国では，

理論的1こは可能であるが，それだけの金を障害児に注ぎこむ必要があるだろうか，という

ところでとどまっているのではなかろうか，そんなことを感ずるのはひがみだろうか。こ

こでもう一つ私が感じたのは，この様なかたちで障害児に対し補装具を開発することは，

何としてもその障害児を社会のなかIC押し出そう（社会復帰），決して，一般社会から遠

ざけ，施設や家庭のなかに押し込めないで，一般の人々と一緒に生活させようという社会

の意思のあらわれであろうということである。

　OT部門の非常な発達とあわせこの様な流れがあってはじめて障害児の社会復帰を叫ぷ

ことができ，可能となるのではなかろうか。

　A．C．A．CでのケースプレゼントののちM．F・Bでσ℃PTの治療訓練の状況，設備等を見学

したが最後に裏PtlCおいてあった障害者が車椅子のまS乗車し手のみで運転操作のできる

自動車（1台＆000ドル）をみた時も私は「福祉に限界はない」という印象を強く感じた。

　　　　THE　UNIVERSITY　OF　MICHGAN　MEDICAL　CENTER
　　　　INSTITUTE　FOR　THE　STUDY　OF　MENTAL　RETARDATION
　　　　AND｝～ELATED　DISABILITIES
　10月8日グランドラピッツからアンアーパーへ移り，ミシガン大学の附属病院を訪れる。

今までみてきた病院に比し．規模においても機能においても全て異り，総合病院の一部と

してリハビリテーション機能をもち，治療訓練をおこなっている。このミシガン大学は7

つの附属病院を持ち年間延入院患者が38，　OOO人その他年間35，　600人の外来患者がある。

看護婦の養成所には1，400名の学生がおり，医学部学生は900名，病院で働いている看護

婦は全部でL200～1，500名その他のメディカルスタッフが800名ということでまことに

巨大病院ということができる。

　四肢マヒ，不自由患者の病棟を見学したがその介護状況については

　　1病棟8ベッドで7人の正看

　　　　　　　　　　5人の准看

　　　　　　　　　　3人の助手

で構成されているということであるが組織，機能が我国の場合と異るとおもわれるため，

単純な比較はできないが，病棟内を見学した範囲では非常にゆとりをもった勤務状態の様

であった。病棟には個室がないがこれは患者が社会復帰する場合，他人とうまくやってい

ける様，できるだけ入院中から患者同志を接触させるということで，このため週に1回，

カウンセリングをおこなっている。全体的にスペースはやS狭いが設備面では豊富な器具

類が準備され，必要なものはすべて整えるということであったが，そのため病棟内あるい

は，訓練室の中がや、雑然とした印象をうけた。
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　附属病院の見学ののち午后はミシガン大学附属の精薄研究所を訪れた。この研究所は精

神薄弱およびその周辺児（精神欠陥児）を研究の対象とし、ミシガン州の中心的研究機関

の役割を果している。ここで子どもの行動観察のために特別にセットされた部屋（映画ス

タジオの様ic各種の撮影機が並べられていた）あるいは子ども用の歯科治療台（室）など

を見学したが，ぽう大な精薄関係の学術書や，研究を支える各種設備の豊富さに，アメリ

カの精薄研究のレペルを想像させられた。研究所内の見学ののち研究所のスタッフとの意

見交換をおこなったが，我国でも近年とりあげられている施設療育から地域療育への流れ

は，ミシガン州でも当然のこととしてすすめられており，障害児に対する家庭の役割の重

要さは通園施設申心というかたちで整備されている様である。

　　　　SUNBEAM　SCHOOL　FOR　THE　HANDICAPPED
　アンアーバーからデトロイトを経てクリープランドへ移り，10月1拍サンビーム養護学

校を訪問した。今までの病院中心の訪問から大勢の子どものいる学校訪問ということで研

修生の半数を占める精薄施設関係職員は，ほっとして生きかえった様な表情をした。

　女校長とひげの事務長から簡単なオリエンテーションをうけたのち各教室およびOT訓

練室などを見学する。この学校の対象児は肢体不自由児と精薄児であるがJすべて通学で

あり，下校時にスクールバスが続々と近隣の町から集ってくるのを目撃した。授業はホー

ムルーム制をとり，児童は科ごとに能力に応じた学級編成により，教室をわたり歩いてい

た。肢体不自由児は登校後暫く静養室で休んだのち授業に参加するということで，かなり

広い部屋を暗くして幾人かの児童がねていた。学校には教師の他にOT，　PT，　ST看護婦が

スタッフとして勤務し，医療面では翌日訪問したメトロポリタン総合病院からの援助をう

けているという。登録されている医師だけでも40名に及ぷとのこと。

　学級は10名単位で教師1と助手1により教育がおこなわれており，この学級では1．Q50

以上を対象としそれ以下は州の施設（STATE　HOSPlTAL）などでみることになる
という。

　見学をおえての印象としては障害児に対し学校という場を利用しているが，非常に多く

の職種の人々が教育に参加し，．且つ病院等医療面でのバックアップをうけ、更に近隣の自

治体はスクールバスを出すことにより，社会全体に障害児の教育が支えられていることを

強く感じた。

　　　　CLEVELAND　METROPOLITAN　GENERAL　HOSPITAL
　10月12日CLEVELAND市内にあるこの病院を訪問する。この病院は総合病院であり，

ベッド数500，一般治療の一部としてリハビ1」テーション機能を持っている。ここでの見

学を通じ特に印象にのこったのは障害児に対する特別のプログラム（COMPREHEUSI・

VE　MEDICAL　CAREPROGRAM）を持っていることである。
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　このプログラムの基本的な考え方は，総合診断（各専門スタッフが別々にみるのではなく

それぞれの資料を持ちよって総合的に診断し，治療方針をたてる）と患者を含めた家族全

体を治療対象とすることである。

　このためSOC【AL　CASE　WORKERの役割が非常に重視されており，治療は家庭

を中心としておこない，病院への入院は必要最少限にとどめている。この病院の小児病棟

はナースステーションを中心として円形にひろがった独特のレイアウトで職員の導線をで

きるだけ短くし患者1ζ職員の注意をよくとどかせるという意味で合理的なものとおもわれ

た。

　　　　OUR　LADY　OF　THE　WAYSIDE　HOME
　午前中の病院見学をおえたのち，研修生のうち精薄児童関係の施設職員の要望icより，

希望者のみであったが，ナーシングホームの一つであるこのホームを見学した。私もアメ

リカでの障害児の収容施設とはどうなっているか，通園中心の障害児対策のなかで，収容

しなければならぬ障害児とはどんなケースであろうか，そんなことに興味をもって参加し

た。クリープランド市内から高速バスで約40分，広々とした平野の片隅‘ζひっそりと建つ

こじんまりした建物，緑の芝生と．きれいな花壇にかざられいかにも子どもたちが，暖か

い、家庭的な雰囲気のなかで，暮す1こふさわしい光景であった。この施設はある篤志家が

自宅を障害児のために開放し，必要な建物を増築したということである。ここは43人の職

員で37人の障害児をみている。かなり重度の精薄児が収容されており生後数ケ月のダウン

症の子から15～16才までの子どもがいた。あるものは近くの特殊学級へ通いあるものはこ

のホームで一「1を過している。職員は．IE規の看護婦（RESISTERD　NURSE）を中心

としてナース，OT，　PTなどのライセンスをとるため勉強中の学生又はボランティア，近

くに住む，無資格の職員等であるが，特にボランティアについては．どの位の人が登録さ

れているかと聞いたところ’数えきれない，非常に多くの人々がきてくれる、ということ

であり，強く私の頭fCのこった。事実職員についても不足するということはなく，見学当

日も学生らしい青年男女が10名近くこども達と裏庭で遊んでいた。すべてボランティアと

いうことであった。運営資金なども不足したとき教会などへ呼びかければたちまち集ると

も云っていた。まさに社会全体に支えられた施設ということができる。どの様な家庭のこ

ども達が収容されているかは，アメリカ人の家庭観，親子関係のあり方に関係するがのち

にふれたい。

　2．　TORONTにて
　クリーブランドでの見学をおえ，バッファロー・ナイアガラを経て10月14日カナダのト

ロントに到着15日から18日までのトロントでの研修に入る。
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　　　　ONTARIO　CR　I　PPLED　CHILDREN’S　CENTER
　さすがにカナダーを誇るリハビリテーションセンターである。我々の今まで見てきたア

メリカのそれに比し決して劣らない設備とスタッフを揃えており，特にエンジニアリング，

OT部門などはアメリカをリードしている様におもわれる。じゅうたんを敷きつめたサロ

ン風の待合室および，大きいプール2つと広々とした訓練室，これらを中心として外来の

クリニック部門，レクチュアーホール．PT訓練部門，　OT訓練部門，　ST部門，スクー

ル，病院などがたこの足の様にくっついている。多くの子ども達は通所でここec訓練をう

けに来たり，学校に通ってきたりする。入院ベッドは106床あり，入院期間中集中的に訓

練教育をうけるが，入院期間は1ケ月～3ケ月位であり，最も長くて6ケ月ということで

ある。特に小児ぜん息の病棟があり，ここは設備の点で最高のものをもっているという。

　第1日目は施設全体の見学と各部門のチーフによるオリエンテーションがあった。医師・

教師（校長）OT，　PT，　SWサイコロジスト，エンジニアリング，レクリェーション部門等

であるが特にエンジニアリング，レクリェーション部門ははじめて知るもので興味をひか

れたG

　第2日目（10月16日）

　午前はPTのミス・ハミルトンよりスライドを使っての障害児（主として背椎破裂症と

CP，）のこのセンターでの取扱い（インテーク，診断，治療訓練の状況）‘ζついての講義が

あった。ここでもクリーブランドの病院と同じ様に患者を前に各部門のスペシャリストに

よる総合診断のシステムをとっている。

　特に①COMMUNlCATION②ADL③MOB　ILITY④GAITめ各面からみる。そ
こでSHORT　TERM　GOALとLONG　TERM　GOALをきめて治療をおこなうとのこ
とであり非常に組織的に各種の装具をつかい，それぞれにあったものを開発し，集中的に

おこなう。

　この講義のあと研修生はそれぞれの興味に従って各部門icちらばり，見学をした。

　午后はHEAD　NURSEのミセスアーグよりぜん息児の看護を中心とした講義があり，

その後ぜん息病棟の見学をする。小児ぜん息の専門知識がないため，充分な理解ができな

かったが，設備に最もすぐれているということでカナダでも随一の専門病棟はベッドの一

っ一っに複雑な装置がついており，発作の時には自動的に対応できるようになっていると

いう。

　第3日目（10月17日）

　午前は歯科の講義をうける。障害児のための歯科はやはりカナダ随一とのことで障害児

の体eWtc応じ自由に治療がうけられるよう，治療台が工夫されていた。私の職場の重症児

たちは，その殆んどが虫歯をもち何等かの手当が必要であるが，専門医がいないため大部

分が放置されている状況であり是非この様な専門医が欲しいと思った。

　このあとエンジニアリングのドクターより装具類の講義を受ける。我国にこの様な部門
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　　があるかどうか知らないが，私が実際に見聞するのははじめてであり，装具，移動器具な

　　どの驚く程の開発が可能となったのもこの様な専門部門が確立されているためであり，OT

　　部門も含めて一つの産業（専門会社があり，いろいろなものを売出している）として成り

． 　立つ基盤のあることを知らされた。我国では歩行不能ということで何ら手のつけられない

　　重症児（結果的にそうなった）でもこの様な装具に助けられ，専門的な訓練治療が行われ

　　たならば自らの手でいくらかは動ける様になっているのではないか，そうしたらもっと重

　　症児の数は少くなっているのではないか．そんな気がした。

　　　午后は二組1こわかれ施設見学をした。

　　　　ONTAR　IO　ADULT　REHAB　I　L　ITATION　CENTER

　　　　THE　CANADIAN　NATIONAL　INSTITUTE　FOR　THE　BLIND
　私は盲人施設を見学したが案内の職員は，通路で盲人にあうたび1こ手をひいて安全に歩

かせ．あるいは暖かい声をかけて通っていた。施設のなかの凡る設備が盲人優先につくら

れ（当然であるが）健康者がそれにあわせるという状態で全盲，弱視など視力障害者が指

導員の協力でのびのびと授産作業tζ従事していた（箒製造など）盲人というとマッサージ

師．あんまなどしか頭に浮ばない我国の状況と比較してどんな障害者にもできるだけ一般

生活に近い状況をつくり出し，職場tζ参加させようというこの国の方向は参考になろう6

なおこの施設の一部をつかってボランティアにより売店が開かれていた。この分野にもボ

ランティアが参加しているのをみて障害者福祉のかなりの部分がボランティア1こより支え

られているのを改めて認識した。

　第4日目（10月18日）

　　　　TWO　SARRY　PLACE

　　　　SHELTERED　WORKSHOPS　FOR　RETARDED　ADULTS
　第4日目は午前中2組にわかれ上記施設を見学する。TWO　SARRY　PLACEは児童

の一時保護機能を持つ病院ということであったが私は成人精薄者の授産所を見学した。18

才～55才の精薄者120～130人位がここに働いており地域社会の協力工場からの単純作業

の仕事を下請している。すべて通所で在所期間は2年半．その間に一般の職場への就職を

はかるということであるが，人によっては6回も出入りしているということで精薄者の社

会復帰はどこの国でもスムースにいく訳ではないと思った。只この様な人々をどう処遇し

てゆくか，どの位暖かく終生見守ってゆくかが障害者に対する福祉を真剣に考えているか

どうかになる訳で厄介視せず，根気よく接してゆく態度が必要と思われるが説明者（カウ

セラー女性）の話からltこの施設ではその様な態度が伺われた。

　午后は再びOc．c，c；cntり言語訓練についての講義をうける。　S　YMBOL　COMMUN－

ICATION　RESEARCH　PROJECTと呼ばれるもので発声不能な障害児に対しシン
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ボル記号を憶えさせることにより．交話させようとするものである。

METHODといっていた。極めて画期的な試みということで心理学者が中心になってこ

の訓練をおこなっているということである。

　この講義ののち各部門のチーフの人々とディスカッションをおこない特にボランティア

については相当数がこのセンターに参加しており，もしボランティアがなければとてもや

っていけないという話が印象的であった。

　ボランティアの獲得icついては直接の申込みの他教会‘ζ呼びかけたり，学校（大学、看

護学校等）へ呼びかけたり．学生の実習として受入れたり，各種のクラブ（趣味）に出か

けて行って呼びかけるなどをしているという。このO．C．C．Cでは週に延400人位のボラン

ティアを受入れているとのことであった。

　3．　NEW　YORKにて

　　　　NEW　YORK　UNIVERSITY　REHABILITATION　MEDICINE
　トロントでの4日間の研修をおえたのち10月19日ニューヨークに到着午后ニューヨーク

大学附属病院のリハビリテーション部門の見学をおこなった。さすがは世界一の大都会，

人の出入りが激しくJ今まで見てきた病院ic比較し最も日本的？な病院といえようか，案

内の女性も手慣れた調子で次々と我々を各部屋に案内してくれた。

A）温室　患者の1人が退院後患者の散策用ICと寄附したものということでかなり広い温

　室である。一階待合i室につづいて建てられていた。

B）図書室　患者のための図書室であり，さして広くはないが，多くの図書が並べられて

　いた。管理はボランティアがおこない，この様なかたちのボランティアがこの病院に多

　く働いているという。我々を案内してくれた女性の1人もボランティアであった。

C）ADL訓練室休養室キッチンルーム　日常の生活能力をつけるための訓練ということ

　で家庭の台所のセットを身体障害者用に改造したもので今までにみてきたものと大差な

　い構造であった。ここで1人の患者が30分つつ訓練をうけるという。

D）社会性をつけるための部屋　σTの一部として社会復帰直前の人々に他の人々と接す

　ることを訓練する部屋という。

E）ガーデン　やはり退院患者の王人が寄附したというかなり広く，手入れのゆきとどい

　た庭園であり，患者のためのものという。

F）水治療法室　一つのプールとステンレス製の数人用のタンクが数基，更に1人用の小

　さいタンクが数基並べられていた。今までみてきたものと特に変ったものではなかった。

G）P．T訓練室　P．T訓練室は7っのセクションからなり障害の部位，状況によりグルー

　ピングされる。1セクションで58人の患者を持ち，スタッフ6，エイド7それにPT主
任，スパーバィザー1により訓練がおこなわれていた。又能力評価（タワー方式による）

　の部屋も準備されている。
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H）補装具研究室　各種の補装具を研究，製作する部屋でプラスチックを使用して精巧な

　ものをつくっていた。

1）小児病棟　35名の障害児が入院治療訓練をうけられるが彼等は入院中も、プレスクー

　ル，小学校、申学校，高校などすべての段階の教育がうけられるよう教育委員会から教

　師が派遣されているとのことであった。1人でも対象児童がおれば学級はもたれるとい

　うことでサンフランシスコのバレホで知ったと同じ様に教育ic対する配慮が充分なされ

　ていることを知った。更に8ケ月から3才までの乳幼児の部屋（8ベッド）もあり，4

　人が入院していた。ここは昼間だけ母親がきて面倒をみるということだった。又プレー

　ルーム観察室があり（マジックミラーっき），ビデオ装置などがつけられていた。屋外

　には狭い土地を利用し子どもたちのための遊園地風の運動場もつくられていた。

　小児病棟の廊下には親への啓蒙のためということで肢体不自由の原因、タイプ，訓練の

プロセス等がわかり易く図解入りで展示されていた。

　一応の見学がおわったのち．小児病棟の一室で数人のケースワーカーをかこんでスライ

ドによるこの病院の紹介と質疑がなされた。

　この病院は150人の入院患者と多数の外来患者を持ち，リハビリテーション部門のスタ

ッフはPT75人，　OT25人．　ST2人，　SW（ケースワーカー）ユ0人その他となっており，

PTが圧倒的に多く働いている，　SWの役割は患者の相談相手となり，家族や地域社会と

のコミュニケーションをスムースにさせ，患者が不安なく社会復帰ができるように指導する

ことであるが特に子供の場合は学校との関連でSWの役割は重要とのことであった。

　ここで私は渡米以来終始関心をもち，各訪問先で質問しつづけてきた質問をこころみた。

それは障害児で保護者が面倒をみたがらないケースがどうなっているかということである。

これは私が現在の職場で直面している障害児にとって施設療育か家庭療育中心とすべきか

を考える参考としたい意図があったからである。

　「入院中‘こ保護者がいなくなったり引取りたがらないケースについてどうなっているか」

と質問したところ，「それはナーシングホームに入る」とのこと。これは公立と私立とあ

るが私立は多額の費用がかかり多くの人は公立に入る。しかし公立はこんでおりすぐに入

れない。公立は設備などあまり条件はよくない。」という…………。このことについてさ

きに訪問したクリーブランドのサンピーム養護学校の事務長は’あれは人間倉庫であり好

ましくない、といっていた。しかしその翌日訪れたアワーレディウェイサイドホームは私

立のナーシングホームであるが設備は我々のみたところ悪くなく，保護者負担も月300ド

ルということで米国の所得水準からみて特に高額とは思えない。又後におとつれたロスア

ンゼルスのパシフィックステーツホスピタルでもかなり進んだ療育をおこなっており我々

が研修中に知り得た範囲ではそんな　悪い条件におかれているとは思えないが，一般には

その様に受けとられている様であり，実際我々の見学したところは代表的な施設であって

k部分は悪い条件におかれているのかもしれない。「障害児にとって家庭がよいか，施設
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がよいか」の質問ic対し「従来の大規模施設は地域からかけ離れていたため，すべての面で

隔離されていたともいえる。故ケネディー大統領も精薄者は自分の家でみる様呼びかけ全

国民が同意しているし，次第に家庭と施設の間をつなぐ中間的なものをつくる方向で動い

ている。」とのことであった。……このことについてロスアンゼルスのU．S．Cでの学生と

のディスカッションの時に「何故大規模施設から小規模施設へ移行しているのか」とたつ

ねたところ「それは経済的にゆとりができてきたからだ」ということであった。つまり以

前は経済効率だけを考えできるだけ多くの障害者を一ケ所に集めることによりそれに要す

る費用を低くおさえる，という考え方であったが次第に1人1人の障害者tζできるだけ内

容のある療育をするため小規模施設（設備は逆に整備し職員も専門家を増さなければなら

ない）ic移っている，という意味である。ミシガン大学での通園施設整備の方向とも一致

している。

　「保護者が面倒をみたがらないということに対しケースワーカーなどが面倒をみる様に

保護者を指導しないのか」の質問に対しては核家族化が極eStc進み，親子関係1ζついて我

国と事情が異るためか，親の責任をあまり問う方向にはなく，面倒をみたい人がみればよ

いということの様であった。特tcアルコール中毒の親や虐待する親からは積極的にとりあ

げるべきであるということである。

　4　WASHINGTONからHAWAIIまで
　ニューヨークで2泊したのち10月21日ワシントンに向い，ここでは市内観光をする。ホ

ワイトハウスの前に立って世界を動かす，アメリカ大統領のまちかにいることに思いをあ

らたにする。丁度ウォータゲート事件に関連しニクソン罷面要求のデモー・一といっても数人

の学生や子どもが小さいプラカードを持って門の前をいったりきたりする程度であるが…

をしていた。アーリントン墓地の無名戦士の墓の前で衛兵の交代のセレモニーを見学した

がこの見学者の中に車椅子にのった重度の身障者の一団を発見した。殆んど視点も定らな

い様な重い障害を持った人々であったがボランティアらしい多くの若い男女が車椅子のう

しろに立って一生懸命声をかけ説明していた。このあと坂道など汗にまみれて車椅子を押

しながら次の場所1ζ移動していたが病院などでみてきた電動式の車椅子はあまり使用され

ないのかな，とふっと疑問ic思った。

　　　GRADY　MEMORIAL　HOSPITAL
　　　ELSK　AIDMORE　HOSPITAL
　　　THE　CEREBLAL　PALSY　CENTER　OF　ATRANTA
　　　THE　GEORG　I　A　RETARDAT　I　ON　CENTER

　ワシントンでの視察をおえた我々はユ0月22日南部の町ATLANTAへ飛んだ。黒人が圧

倒的tζ多い町である。翌23日上記各病院，施設を駆け足で見学してまわった。

　EMORY　UNVERSITY附属病院ではペッッェンスキー博士というこの方面（専門分
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野）では有名な医師とのことであったが，この先生からケースプレゼントがある。病室を

次々と案内されながら，代表的なケースを紹介される。下肢マヒ，関節炎，パラフレジアt

両上下肢マヒ，脳卒中，慢性関節炎等であった。vatcこの病院は脳卒中ではアメリカでも

トップのレベルにあるとのこと，東部の病院に比し患者達の服装など一見貧しげであり，

病院の建物・設備などもやs劣っている様に思われたが看護婦，OT，　PTなどの患者に接

する態度は全くかわらず，特1ζ脳卒中のかなりの年寄りの人々に対しても一生懸命訓練を

させていた。OT，　PTなどの数は非常｛ζ多く訓練目的にあわせた沢山の部屋（大小いくつ

かある）をもっていた。我国では貴重品扱いになっている各種の装置機械類がさりげなく

幾台も並べられていたのが印象的である。又ここではOTPTの活動が病院内lcとどまら

ず，カウンティの要請に応じて地方に出かけているということであった。

　次にELSK　AIDMORE　HOSPITALを訪れたがここは小児専門の病院で特｛こ重複

障害（MULTI－HANDICAPPED）の児童対象とした評価機能を持っている。この病

院へは急性期の子どもが一般病院で治療をうけたのち，この病院ic送られてくるという。

入院は25名，入院期間は2～3ケ月，評価のためのものは3週間，訓練設備として特に目

新しいものは見当らなかったが，OT部門で一寸した手先の訓練用具など職員が工夫した

と思われる，空きびん，ボタン等を利用したものがあった。スペースは非常にゆったりと

ひろくとってあり大きな鏡なども備えつけられ丁度我々が見学した時に5才位の女児が

OT，　PTなど数人の職員にかこまれベソをかきながら訓練をうけていた。医師は近くの大

学と直結しており登録されているだけでも40人に及ぷという。

　次におとずれたCP　CENTERは教育，訓練のための通園施設で精薄，肢体不自由児

部門と，精薄者授産部門からなっていた。全部で200人の障害児者が通っていて，収容機

能はない。編成は，0－6才のプレスクールグループと7－18才までの6つのクラスで18

才以上は別棟の授産施設で印刷，手内職（GIFT　SHOP用品）などをしていた。児童に

ついてはOT，　PTの訓練部門と教育部門があり、学級は1人の先生，3人の助手で18人の

こどもをみるという。廊下や教室はいろいろのモザイク壁画などでかざられカラフルな明

るい雰囲気を持っていた。教室もいろいろな大きさがあり，画一的でなく，こども達の状

況にあわせて利用する。建物の一隅に乳児の部屋があり1才前後の子どもがサークル式の

ベッドで遊んでいた。母親は子ども達を朝つれてきてタ方ひきとってゆくということで，

託児所的な性格を持っているが時1ζは訓練1こも参加させ，勉強させるということであった。

　この日最後に訪れたのがTHE　GEORGIA　RETARDATION　CENTERである。
ここは，今我国でさかんにつくられているコロニーに酷似したシステムと運用をしている

とおもわれた。極めて短時間の見学であったため，その全容を知ることができなかったが，

広大な敷地に居住棟を中心に各種の建物が点在し多くの精薄者が生活しているという。現

在は建設途中であるが最終的icは正00ベッド、28棟の建物ができる筈である。現在の収容

数は歩行可能者220名，不可能者260名で重障児と呼ばれる子ども達は40名（2病棟各20
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名）が収容されていた。このセンターの目的機能についてラリースコット氏（DERECT－

OR　OF　COMMUNITY　EDUCATION）より説明があったが，それは各種専門家が
おこなう①治療訓練，②MR関係者の教育機関（養成所）、③研究機関，④社会啓蒙とい

うことである。ここで働く職員は1，050名でそのうち800名が介護関係職員，250名がそ

の他職員である。重障児棟については入所児40名に対し職員40名（ナース4名とATTE’

NDANT…助手ICあたるか…36名）でケアーしている。丁度食事時であったが全介助を必

要とする障害児がいろいろのかっこうをして車椅子にのせられミキサーにかけられドロド

ロになった数種類の食物をスプーンで食べさせられていた。私の職場であるこばと学園の

子ども達↓ζ比較し，障害の程度が揃っており，この病棟は殆んどねたきりでねがえりも困

難な子どもたちばかりであった。これは分類収容が徹底しておこなわれているためとおも

われる（こばと学園ではかなり知能の高い子どもや，移動のできる子どもが，家庭の事情

や他に入るべき適当な施設がないため一緒；C入っている。）。もっと詳しく聞きたかった

が時間がなく心を残してセンターを辞した。

　　　LOS　ANGELES　COUNTY－UN　I　VERSITY　OF　SOUTHERN

　　　CALIFORNIA　MEDICAL　CENTER
　10月24日アトランタからアメリカ大陸を横断ロスアンゼルスに着く。25日南カルフォル

ニア大学，ロスアンゼルスカウンティーメディカルセンターを訪れる。

　ここはまさ‘C巨大病院であり78エーカーの土地に病院本部の高層ビルを中心としてWO・

MAN’S　HOSPITAL，　PSYCHIATRIC　HOSPITAL，　CHILDREN’S　HOSP・
ITALなどの建物が建・ちならび，更に大学関係の研究所、図書館，学生寮などあって，構

内を常時4台のマイクロバスが巡回運行されているという。登録医師だけで2　OOO名，1

日の患者が1，000人そのうち100人が入院するという。ベッドは全部で9，000人とのこと，

厨房の職員だけでも260人おり，急救患者のためにはヘリポートもある。子ども連れの患

者のためのこども遊園地が用意されているということで，いずれも驚くばかりの規模であ

うた。OT，　PT部門tcも案内されたが今までみてきたものと比較し目新しいものはなかっ

た。この病院はカルフtルニアカウンティーの指定病院でもあり，カウンティーの車が常

時待機していた。通院患者のうち歩けないものについては病院から患者の家まで迎えに行

くという。午后はここの学生達と意見交かんをする。

　ここでも障害児の収容施設についてたずねてみたが，障害の度合によって次の四つの段

階の施設があるという。

①

②

③

④

NURSING　HOME　（最も重いもの）

INTERMAD　I　ATE　CARE　HOME

BOARD　AND　CARE　HOME
SHELTER（MISSION）
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　これらの施設で働く職員は医師（多くはパート）PT，　OT，　ST，ナース，　SWなどとそ

の助手たちであるという。施設の開設には州政府の許可が必要，施設に子どもを預ける親

の態度についてはS一般的に親の権利が非常に強く，親も一般市民として生活を楽しむ権

利があるとして障害をもつ子どもは税金をきちんと納めることにより社会で面倒をみるべ

ざという考えが強いとのことである。親の養育責任をあまり強く追求することはない様で

ある。なおこのことについては施設で直接子どもを預っている職員の意見を闘きたかった

がチャンスがなかった。ボランティア活動ICついてはこの病院ではそのための特別の部門

（VOLUNTEER　DEPARTMENT）があって（これは今までみてきた病院等も殆んど

持っている）ボランティアを受入れており，1日平均100人位の人が参加しているとのこ

とであった。

　　　THE　PACIFIC　STATE　HOSPITAL
　　　RANCHO　LOS　AMIGOS　HOSPITAL
　10月26｜1精薄施設関係者とPT，　OT，ナース等の研修生とわかれ上記2つの病院を見学し

た。私は精薄施設関係研修生のグループlc入り，　PACIFIC　STATE　HOSPITAL
に向った。

　案内の職員の話ではHOSPITALという名称t（なっているが内容的には精薄者児の収

容施設であるとのこと。全部で300エーカーの土地↓こ入所者の居住棟のみで44棟あるとい

う。以前は数千人の入所者であったが，次第に人数をへらし，現在はL800人がいる。

　我々は重度の精薄児の棟で心理学者のエドカー博士（女性）より博士自身の考案された

プログラムによる訓練の実際を見学した。排泄訓練から，流延をとめる訓練，バランス訓

練，方法論的にはオペラント療法とおもわれる一連の訓練過程を見学し，重度精博児に対

する訓練o）可能性を改めて認識することができた。ここではPSYCHIATRIC　TRAi－

NERと呼ばれる職種の人々が実際の訓練をおこなっており．我国では病院等で一般に心

則といわれる人々がこれに該当するだろうか。高校卒後2年位のTRAININGをうけて

きた人々ということであった。重度精薄児棟から成人の職業訓練所および成人精薄者の居

住棟を見学する。ここでは一定の作業（日常生活動作も含めて）に対しトークンと呼ばれ

る報酬が与えられ，それによって日常用晶が買えたりいろいろな施設内での特典が与えら

れるようになっていた。例えば入所当初は大部屋に入れられるが，時間を守る，洗面をす

る，歯みがきをするなどができるたびにトークンが与えられある数に達すると個室に移れ

るなどである。たしかに分類，評価が徹底し，個人の能力と報酬との関係が各人に平等に

なる様基準が設けられた上での制度であれば（能力の高いものにかたよらないの意味）か

なり有効とおもわれる。

　ロスアンゼルスで4泊ののち最後の訪問地ハワイへ向う。10月28日オアフ島ホノルル空

港ic到着，市内視察ののち29日に病院訪問をする。
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　日本人二世の医師1ζ案内されて病院内を見学する。この病院は子ども専門ということで

特icpa害児のみを対象としていない。廊下のドアに大きい猫のマンガがかいてあったり，

病室もきれいな色でぬられいか1ζも小児病院という雰囲気であった。ここには保育にっい

ての専門教育をうけた看護婦がおり，子ども達のN常生活の指導をしていた。又肺専門の

セラピストがいて（医師とは違う），病棟の要請に応じて治療をする（疲がつまった時1ζ

手当をするなど）ということであった。なおこの病院の見学ののち棟続きの成人病院があ

り，更に病院に隣接して虐待児の一時保護所を紹介された。

　最後の訪問病院は陸軍病院で太平洋地域全体をカバーする最大の病院と称し，軍人とそ

の家族（退役軍人も含め）のみが利用できるという。第2次大戦の最中には最高2，500ベ

ッドを持っていたといい現在も毎日3，000人の外来と50人の入院患者，10人のお産手術が

あるという。はじめにスライドを使用して概要の説明があり，リハビリテーション部門に

案内された。ここでの設備，訓練方法については今までにみてきたところと比較して特記

する様なものはなかった。

おわりに

　1ケ月の研修，23の病院，施設の訪問その間に経験したいろいろの事柄をこの限られた

紙数で報告することはとても困難であり，持ち帰った資料を熟読し，もっともっとまとま

ったものにしたい，そんな気持であるがまだ充分自分のものになっていないところがあり，

言葉の理解不充分から見当ちがいの報告も含まれているかも知れない。他の研修生のレポ

ー トと比較して修整をおねがいしたい。兎に角私にとってはすべて新しい経験であり，一

つ一つが貴重な体験であった。この財産を大切にし，より価値のあるものに育てたいと考

えている。最後にこの研修に参加させて頂いたことを心から感謝致します。
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研修報告〔14〕

社会福祉法人　佛子園

　　　（精神薄弱児施設）

児童指導員雄谷助成
石川県松住市北安田町549－5

主な報告施設

OVR　LADY　OF　THE　WAYSIDE　HOME

☆目的
　　GNP世界第2位の日本lcおいて19世紀は婦人解放の世紀，20世紀は児童解放の世紀

　であるといわれている今日J欧米先進国に比較すると数拾年のおくれをとっているとい

　われる我が国の社会福祉行政，reic児童福祉行政の貧困さを痛感しながら，現実に児童と

　接し，そのあり方や処遇の方法に疑問と多大のおそれをいだきながら、精神薄弱児者，

　肢体不自由児者と接している全国の施設に働く，指導員や看護婦等の職員が，その新鮮

　な瞳とたくましい行動力によって，アメリカならびにカナダの実情をつぶさに見聞し，

　又実習を行い，我が国にその知識と実践を取り入れる事によって，障害を持つ多くの人

　々tcより貢献する事にその目的をおいた。

☆総論
　　30日間という短期間の間に20ケ所以上をこえる関係機関を視察研修したのであるが，

　我々の見聞したのは広大なアメリカ，カナダの各州のごくかぎられたセンターや施設で

　あり，御在知の様に我が国とはことなり，各州によって独立した法律を持ち，種々雑多

　な人種の集合体である合衆国であるので，これだけの視察をもって，アメリカの社会福

　祉の現状はとか，カナダの社会福祉行政とか言々するのは勿論さしひかえなければなら

　ない。
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　　しかし我々がこれまで得て来ている知識は往往にして活字や人伝えのものであって，

　決して直接目で見たり，膚で感じたものではなかったのである。

　　これらの観点からすれば直接我々の膚が感じ，目がとらえた真実の姿は必ずや永い障害

　児育成看護にあたる我々の前途に貴重な教材として生かされるであろう事を信じてうた

　がわないものである。

　　それにも増して，狭い我が国の中でも，特に閉鎖的と思われがちな収容施設から飛び

　出しt広大なアメリカ大陸と雄大な自然の景観に接しられた事は，青年期にある我々団

　員の心をいままでに知り得なかった新鮮なおどろきと発展の世界へのパスポートとして

　呉れたと言っても過言ではないと信ずる。

☆社会福祉をとりまく宗教的背景

　　アメリカの社会福祉事業の今日的発展のかげに大きな影響を与えたものにその宗教的

　背景を見のがす事はできない。

　　アメリカ人の約半分はキリスト教のいずれかの宗派に属している。一番多いのがプロ

　テスタント，次がローマンカトリック，それに続くのがユダヤ教である。

　　残りの半分のうち一番多いのが仏教徒である．それ以外は少数の宗派か又は無神論者

　か不明の人達である。

　　しかしこれらの宗教で必ず共通しており我が国とちがっている行動面の一つに日曜礼

　拝の習慣が存在する。

　　この習慣は人種，宗教，貧富，老若男女，身分の上下を問わず実行されていることに

　ある。

　　これらの宗教的習慣からつちかわれて発生してきたのが奉仕の精神と活動である。

　　この活動こそがアメリカ並に欧米先進国に見る事の出来る旺盛なボランティア活動の

　根源なのである。

　　この事はすでにアメリカの社会福祉はボランティア活動を外して存在しないと言われ

　る課程にまでふみこんでいる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　，

　　又これらの活動をさXえる慈善寄附制度のいちぢるしい発達は目をうたがう程である。

　　我が国では金持ちは金を使わないことを以て美徳となしているのに比較すれば，何か

　と歴史の浅い国アメリカでは寄附をする人物がその国の歴史，その地域の歴史をつくる

事になるのかもしれない。

　　これらの結果が種々の財団や個人の名前のついた施設，病院，大学や研究所が多い事

　を見ても理解できる。

　　いわゆる官立の制度の発達より民間の人々によってっちかわれた相互扶助の精神とか

富める者が貧しき者を助ける風潮が今日のアメリカの福祉行政のうらに大きく存在して

　いると言わざるを得ない。
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☆政治形態からみた社会福祉

　　アメリカ合衆国は50の州とコロンビア特別区から構成されており，各州は独立した主

　権を持ち，州がその権力の一部を中央連邦政府に委託する形式をとっている。

　　又アメリカは民主主義のもっとも発達した国として成文憲法としては世界最古のもの

　をもっているし，行政，立法，司法，各部の広範囲にわたって選挙が行なわれる。っま

　り民衆による政治参加が行なわれている。民衆による政治参加の形態はM：会福祉に対す

　る一般人の認識の中にも充分その機能を発見する事ができる。

　　すなわち、障害を持つ者やその家族だけが問題を背おうのではなく，コミュニティ全

　体の問題としての取りくみ方が我が国に比べて意識的にはっきりした位置に存するとこ

　ろにある。

　　これはJ．Fケネディー大統領が提案した「リターントゥザコミュニティ運動」すなわ

　ち地域社会の構成員の一人として障害者を受け入れようとする運動1ζはっきりその姿勢

　を見る事ができる。

　　我が国の最近の傾向に多い様に大きな入れもの（大規模施設やコロニー）を造り，障

　害者をかく離する様な形態からは一歩進んだ問題に対するアプローチと言わざるを得な

　い。

　　こういった普通社会の普通人と同じ環境で少しでも多くの時間をつくり出そうとする

　こころみは障害者を持つ多くの関係者の究極の目的とするところである。

☆アメリカに於ける精神薄弱児者の数と分類

　　全人口約2億人，内精神薄弱児600万人

　　1972年度　教育厚生局の統計

M。Ueraf
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☆研修施設報告

　1．施設名　OUR　LADY　OF　THE
　　　　　　　（路傍のマリヤ学園）

WAYS　I　DE　HOME

2．所在地　アメリカ，オハイオ州アボン郡コロラド通り38125

3．施設の種類　私立の精神簿弱児収容施設

4　設立年月日　1971年5月29日

5，定員　35名

6．入所資格　IQ35　一　60位で零才～17才迄の精神薄弱児

Z　職員数　正規職員39名

　　　　　　ボランティア12名

＆　収容看護の目的

　a　施設は基本的に治療的な性格をもち，地域社会の適切な医療，教育、および福祉

　計画に直結しなければならない。

　b　施設は独自の性格と全体分野の恩恵を与えるように伸ばしていく可能性を持って

　いること，収容保護にすぎない施設であってはならない。

　C　診断と評価は入所の前に行ない。受け入れたときは治療をただちに引きつがなけ

　ればならない。

d　施設はそれ自体の構内にある伝統的な境界をこえてサービス活動を伸ばし，入所

　前にその家族を援助することによって入所eelCも親や友人たちが訪問することを促

　進することによって早期適応をはかる。

　e　病院や学校のそれににた通院計画や弾力的な入所，退所制度であること。

f　収容計画の目標はできるだけ多くの症状を除去または変化させ，そしてその能力

　に応じてすべての者に目立，準自立rsよび保護授産的な外部交流のある生活をそれ

　ぞれ達成させることにある。これは専門技能をもった献身的なスタッフと有能な管

　理，運営ICよってはじめて達成できる。園の内外のレクリェーション、社会活動，

　身体機能訓練計画．音楽，絵画，礼拝を通して自己表現を伸ばす機会Jその他創造的

　なはけ口が健全な施設の重要な側面である。

g　どんな子供でも必要以上に収容保護期間が延ばされてはならない。定期的かつひ

　んぱんに再評価することによって伸ばされてきた能力を明らかにし自身の利益にあ

　　うかを決めるべきである。

h　児童が社会に復帰することができる時、かれを支える適切な資源やサービス活動

　が利用できるようにしなければならない。自分の家庭に復帰することが賢明でなく

　又不可能な一部の者があれば里親や寄宿ホーム等の小集団ホームへの措置が重要で

　ある。

t　地域社会へ復帰する者の養育責任は他の資源による援助が確保されるまで，施設
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　は放棄してはいけない。

　∫　施設関係者は継続的に独自の研究，とくに臨床的性質について関心を持つべきで

　ある。

　k　施設は州の地理的特徴と資源によってその要求自身を充足する事がのぞましい。

9．入所精薄者に関する直接的なサービス活動の配置表

　精薄者の生涯のあらゆる機会をとらえてかれの障害を最小限にするために，精薄者

に必要である医学的，教育的，社会的サービス活動を，適切な配列と相互関係の中で

選択したり併用したりして活用する事は精薄者が必要とするいろいろな援護と便宜を

計ることになる。次の表は精薄者が直接受けるサービス活動を表わしたものである。

　しかし，各年令段階に必要である診断，評価サービス，家庭サービス活動は含まない。

又サービス活動が重復しているから秩序立っていないし，サービスの期間も示されて

　いない。

　（サービス表次頁）
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サービス表

特定要求の構成因子

生活段階

乳　　児
専門医学的追跡　収容看護　食餌療法，薬物療法，感覚刺激

外科手術　児童福祉活動　家庭訓練　家庭看護　豊かな環境づくり

歩行児
身体的欠陥の矯正，養育看護　保育所　理学療法　訪問乳児保育

遅滞学習教室，運動場での遊び活動

児　　’皆

精神医学的看護，家庭援護活動　特殊学級（教育可能）

　　　　　　　　　　　　　　特殊学級（訓練可能）

歯の治療　ディケアー宗教教育　少年団活動
　短期収容養育院　校内作業訓練　昼間キャンプ，水泳，　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※障害児手当　寄宿学校，言語訓縞収容キャンプ

思春期の

青　　年

精神療法，作業訓練　青年団活動　　社会クラブ

中間施設　職業相談（個人的な適応訓練）　　　　　　　※扶養保険

　　　　職業選択紹介

青　　年
鯖児のための心鵬相談躍受託結酬談灘匡影轄鋤金

長期収容看護

成　　人

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※財産後見人通勤療　夜間学校　ボーリング　社会的指導訓練　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※終身年金成人療　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※信託財産

老　　人
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※老人扶助金
慢性状態に対する医学的配慮　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※老人年金
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10．入所者の費用

　　入所児は毎月300＄（日本円で約8万円強）を支払わねばならない。経済的に困っ

　た家庭にあっては州が補助金を出しているので特殊な例をのぞいてほとんどの入所児

　が支払いを済ませている。

11．視察施設の感想

　　アメリカ中部クリーブランド市よりバスで約1時間程の風光明びな片田舎にあるこ

　の施設は，多くの私立施設がそうである様に定員が非常に少ない代表的な施設の一つ

　である。州立や公立や一部の大きな私立施設をのぞいて，その地域との密着性が強く，

　独特のサービス活動は常に満員の状態である。

　　今日では，看護については創造的な方法，親への働きかけ，そして入退所の弾力的

　な対策について長期と短期のサービス活動を提供することによって，パイオニアとし

　ての価値多い実績を果している。

　参考資料　。工972年度大統領精薄会議報告

　　　　　　。路傍のマリア学園案内

　最後に比様な計画を立案実行された資生堂社会福祉事業財団の勇気に心からの敬意を

表し，同時に我々若き団員に新しい視野を発見させ，明日からも続くであろう障害者と

の生活に自信を与えてくれた事に感謝致します。あわせて迫田団長以下関係者の方々か

ら賜った親身の御面倒に対し心から御礼申し上げます。
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研修報告〔15〕

社会福祉法人宮崎県社会福祉事業団

　向陽の里（精神薄弱者援護施設）

　　指導員　坂　口　寛　治

宮崎県宮崎市大字赤江467

主な報告施設

1
2
3

OUR　LADY　OF　THE　WAYSIDE　HOME

THE　PACI　FIC　STATE　HOSPITAL

THE　UNIrVEERSITY　OF　MICHIGAN　MEDICAL　CENTER
“

INSTITUTE　FOR　THE　STUDY　OF　MENTAL　RETARDATION

　　　　　　　　　　　　　　●AND　RELATED　DISOBILITIES

　今回株式会社資生堂の好意により，米国，カナダ1カ月の視察，研修旅行に参加させて

もらい幸ffic存じます。

　研修したことの全部はいいつくせませんが，私なりic特に参考になり感銘を受けた事を

報告し，報命といたします。

　又，今後，精神薄弱児（者）ic対する指導を続けるうえで今回の研究した事柄を充分生か

せる様，努力，勉学をしていくつもりでおります。

　　　OUR　LADY　OF　THE　WAYSIDE　HOME
　ここの施設は，純然たる民間の施設で，あらゆる障害児をあずかり保護，指導，教育す

る収容施設である。園長を始め37名のフルタイムの職員のもとに，47名の子供達が，ここ

で生活している。（子供達の年令は，乳児より21才まで預かっており、精薄を始め，身障，

脳水，全盲，難聴，その他の障害を持っている）

　看護婦さんの保護の下に，指導，訓練がなされており，学令期の子供で車イスを使って

いるものは施設内教育で，健康な子供は地元の学校tζ通学している。

　建物は広いとはいえないが，食堂，廊下，カベ，プレイルームと暖かい色彩がほどこさ

れ，多くの絵画が貼られ子供達に対する暖かい配慮がうかがわれ，そこには幼児から青年
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までの子供達が，小集団の中で生活しており園長及び園の目的である家庭的雰囲気づくり

が建物からも子供達と職員のふれあいの中にも感じられる。

　又，建物ic比して庭，森，池，遊園地等が広くとられ、自然の中で子供達は，数多いス

タッフとボランティアの人々の手の中で伸び伸びと生活している。

　ミシガン州tCit，この民間施設の外に州立，連邦立の施設が沢山あるが，この施設の運

営費は地域社会の寄付金と父母からの負担金と，及び園長夫妻の個人財源の巾からまかな

われ，園長始め職員（STAFF）が施設の運営をとおして，社会，政府に理想的な施設経

営はこの様にあるのだと．1つの例を実証している姿にもとれる。

　具体例として

　日｝あらゆる障害児を収容する施設がJほとんどないこと。

〔2｝収容必要な子供達がまだ沢山いるけど，施設の家庭的雰囲気を維持するには，現在

　　が限度であること，故に大きくする気はない。

　｛3）機械的，合理的な扱いをさけ密度の高い人間的ふれあいを重視している事（資料の

　　説明からくみとれる）

　（4）民間で発足，運営し，公的機関の援助を極力さけている事。

　この施設を見学して一番印象に残った事は子供がたとえ重症であろうと．人として尊厳

され，天性の中に何等かの潜在能力をもっているのであり，それを導き出す事は非常に大

事な事であり，又子供はたとえ，どんな障害があろうと家庭の中で育っことが発達にもっ

とも大事な．又自然的な生き方である。ゆえic，施設という一般的な雰囲気をとりのぞく

様に心がけていると話された事です。

　最後に，ここの施設の仕方，ひいては社会福祉のあり方，一般の人々に対する協力，要請

等についても記載され，資料の中には，例え，子供IC希望がもてなくても職員は毎日子供

を起し着物を着せる。職員と呼ぷのは，彼等の子供に対する態度を見ていると，余りICも

非人格的な言葉であるとか，園長がCPのひどい子供を養子tCもらいうけ，4～5年の訓

練，教育の結果，現在普通高校に行ける様になった事まで感動的に書いてあり，非常に興

味を持って読め，読み終るころには，福祉と障害児教育の尊さが，解る様に配慮されてい

る。

　　　THE　PAC　I　F　IC　STATE　HOSPITAL
　ここでは大きく分けて，二つの点を研修したが

　（1）幼児，学令期の身体障及び精神薄弱児の訓練（リハピIJ　〉と，その教育状況

　〔2）成人薄弱者の職業訓練状況と園生活

　まず（1｝の点から，身体障害児が医学者のプログラムのもとで，トランポリンを使って平

衡感覚，バランス，恐怖心の除去，その他を目的として医者と，現場の職員がタイアップ

し，障害児の教育にあたっている姿に新しい治療教育の実践の姿を見る。医者がきめ細か
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い点まで詳細lcfi料を使って，医者も現場の人と一緒に指導されている。又，もっと重症

の子供達には，一対一でマットその他の器具を使って，いかに移動させるか，又動く喜び

をおしえるか，実に小さい目標のため手をとり，頭をなで，ほおずりをし，声をかけ，指

導しておられる姿に指導技術，器具，以前の指導態度に心打たれる。しかも指導技術その

ものは，医者をはじめPT，　OT，看護婦．その他の専門分野の人々の知識の上でカルキュラ

ムができあがっているので，指導者の指導処遇や，言葉の端々にも自信と，誇りを感じら

れる。

　12吻点について

　精神薄弱の職業訓練状況を見学させてもらったが，子供達の能力，性格に合った職種が

与えられている事が彼等の仕事風景からよく解る。彼等は明るい顔で自分に与えられた仕

事をこつこつやっている。又，施設そのものが，擬似貨幣（トークン）を使う事により，

生活するようになっており，そのトークンが彼等の作業能率，能力等によって，多くもら

えたり少なくもらったりする方法がとられ，それを作業の1つの動機づけにしてある。よ

く考えられた末に採用された方法であろう。資料の1ページに，次の様な事が書いてある。

一年三ケ月前，この少女は床から食物を手に取って食べていた。しかし彼女は今，パノマ

病院で生活し，保護授産所の中で八持間働き，普通の給料をもらっている。このおどろく，

ドラマチックな発達は，病院の擬似貨幣経済計画の1つの成果である。詳部については解

らないが余りにも能力の差別が寮生活の中ICも現われ，能力のないものは大部屋と呼ばれ

る実に殺風景なベッドと簡単なロッカーが整然と冷たくならべてある所で生活し，能力の

ある者は個室を与えられ，自分の城を持ち，テレビ．プレイヤーさえ買う事ができる。

勿論，いきすぎの面は加減し，その幣害をとりのぞいてると云われるが，収容形態の施設

のあり方として，問題がないとは云えない。又生活指導面では充分なる物を見る事も聞く

事も少くなかったので詳しくは書けないが，日本の方が幾分か進んでいると思う。国及び

生活の違いがあると思うが，特に洗濯については洗濯機があるので洗濯をさせる必要は有

りませんが，又ロッカーの中には衣類はほとんど置いてなく，一括整理方式が取られてお

り，排便，着脱等も更に特設時間を設けるのではなく一日の時間の流れの中でのみ指導し

ておられ，とりたてて配慮してある様子はない。入浴も週二回と聞くと日本的感覚かも知

れないがうなずけない点もある。

　しかし，この施設を研修し，又資料を見る事によって受けたその他の印象としては．寮

生に対して，実に細かい配慮がしてある事で，具体例として，五年前までは全く．寮生にア

イロンは使わせていなかったが，現在使わせる事tcより，彼等は仕事に自信を持ち，プレ

スした洋服を着る事に誇りさえもっている。又，女子の家庭復帰のプログラムとしてラン

ドリーに衣類を送るのをやめ，彼等に洗濯機の使い方を教えている。とか，愛があれば子

供達の生活をより向上させようとする要求が働く．たとえ知能や身障の度合が深くても軽

くても愛はいっも必要でそれはまさに人間的な欲求である。等を記載した資料から汲みと
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れる短かい研修で見い出す事のできない事がまだ沢山有る様1こ思える。

　　　　METROPOL　ITAN　TORONT　ASSOC　IATION　FOR　THE

　　　　MENTALLY　RETARDED
　今から2年前1ζ発足した18才以上55才までの成人精神薄弱者を対象とした職業訓練所で

通勤形態で，200名近い人達が通所している。家庭に問題のある人達は州の施設やホスタ

ー
ホームからも通所している。この訓練所の目的は彼等が一般社会の中や疵護授産所で働

くようになるまで九週間から最高2年半まで訓練指導をする事で，訓練に入る前に，心理

判定士，作業療法士，カウンセラー等による二週間の適性検査を受け，その後訓fiic入る

様になっている。訓練生が通勤でき，かつ家庭の負担もなく，着実な訓練を受けられる様

に州政府（オンタリオ州）から月1こ4ドルの小遺い，105ドルの年金及び，労働報酬をも

らって生活している姿に国の豊かさ，福祉対策が進歩している事が理解できる。訓練種目

としては印刷やパッキング製作，部品作りその他で大きく分けて5種類程度の物が採用さ

れ，訓練生は自分に適した仕事を担当し，労働意欲を高めるためにも能率主義がとられて

いたが，のんびり．くったくのない顔で彼等は作業ICいそしんでいた。食事は彼等の好み

と値段と相談して取る様になっており，その面の金銭の訓練や通勤しているために，社会

性の教育も日常生活の中でくり返されていることになり，ここの施設に精神薄弱者の職業

指導訓練の理想的な1形態を見た思いがする。唯身体が健全で，身辺処理ができ，移動

可能なもの，IQ30から75ぐらいの人達でなければ入所できない事で，現に身障で

も，これより低IQ者でも指導の結果仕事に自信を持ち，行動に活気がでて身辺処

理にも意欲的ic取組み自立した精神薄弱者を見てきているため，余りにも画一的に基準

が設けられている嫌いがする。（精薄を始め人間誰でも，潜在的可能性を秘めているのだ

から）もっと低い彼等達のためにも手を伸して欲しい気もする。この事実を実証する一例

として，シカゴのある学校の先生がIQ30以下の子供は訓練できないので訓練してないし，

彼等は州や私立の施設（人間倉庫）に入れられていると話された。しかしこれらの職業訓

練所が他ic　2つカナダにありこれらの施設が日本1こは皆無ic近い状況で実にうらやましく

思う。

　　　THE　UNIVERSITY　OF　MICHIGAN　MEDICAL　CENTER
　　　INSTITUTE　FOR　THE　STUDY　OF　MENTAL　RETARDAT　ION

　　　AND　RELATED　DISABILITIES
　大学の一部門に属し，精神薄弱児（者）の研究をしている。その活動の主なるものは，精

神薄弱の早期発見，治療，及びその原因の追求，診断や判定，カウンセリング，言語訓観

医学治療や学生，この方面にたずさわる人々に対する教育指導をあげる事ができる。研究

所の図書には精薄関係の参考書が並び，病理学，心理学，看護学，OT，　PT，特殊教育J言
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語病理学その他の研究．実践が行なわれている。精神薄弱を持つ父兄との面接にもその活

動の多くの時をさき，父兄の相談相手となったり子供達の診断や将来の方向づけや，歯の

治療，栄養相談等の細かい点まで対処されている。

　◎　精神薄弱児者行政icついて

　ミシガン州のOUR　LADY　OF　THE　WAYSIDE　HOME又その他の施設の関係
者から施設は小規模の方がいい収容より家庭地域社会の中で育てるべきであるとか現にそ

の様な形態をとっている等の話を聞きアメリカの大収容施設方式が反省期過度期tc来てい

る事を知る事ができる。1950年以来精神薄弱児（者）IC対する行政は，飛躍的な進歩をと

げ大収容施設がアメリカ全土ic数多く作られたが，多くは隔離的社会防衛的な色合の施設

が多かったと聞いているし，又寮生を保護するのみに終始したためいつのまにか＆　OOO人，

6，　OOO人の大施設tcなったとも言われている。

　又この様な施設は当然辺鄙な所にあるので職員を集めるのも困難等の反省も含めて，

1970年代は子供達を社会の中に帰そう，家庭の中に戻そうそれが子供の精神の発達にも

好しくかつ親，地域社会の責任であるという気運がもりあがり，大収容施設の形態の反省

も手伝いつとめて通学を主とした通園非収容の形態に移行し，施設の規模も500人以下で

都市の周辺や都市の中に作るtWicなっている。

　又全米に数多く精神薄弱研究所がありその中の一つロサンジェルスにある精神薄弱のた

めの究明センターの活動を知る事ができた。90名ほどの研究生が精神薄弱の原因や性質，

指導等の究明に従事され特にいかにして精神i奪弱になるのを防ぐか研究されている。　（現

在精薄の原因として200種ほどのものがあり医学的に解明されているものは50種しかない

現状で，この点でも多いIC期待されている。）

　特殊学級への就学率は日本が12％に対しアメリカは40～50％の就学率であるし，施設へ

の収容率は日本が13％ic対して50％ICなっており，養成機関も充実しており各地のほとん

どの大学に精神薄弱専門教育課程がおかれており現在私の見た限りでは日本の方が指導技

術面，精神面ではまさっていると思うが，米国及びカナダでは教育の充実化，職員の専門

が着実SC進んでおり，福祉行政の充実はまずよい人材を集める事から始まると云われてい

るので，今後10年もすると飛躍的に伸びていくと思われる。

　◎　身体障害児（者）の福祉行政について

　数多くの身体障害児（者）の病院及びリハビリティション施設を研修してまわったわけで

すが、専門外の私達がまずおどろいた事は，実にあらゆる障害児（者）が存在し彼らに対す

る器具（義足、義手を含む）が数多く工夫されそれを訓練をとおして利用している姿でし

た。

　日本にはやっとOT，　PTの資格制度が発足し，近い将来大きな専門大学ができるとも聞
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きましたが．欧米のリハビリに対する歴史は深く専門外のドクターでも，リハピリティシ

ョン学は必須課目となっている程で，養成機関は充実しており，どこの施設でも患者と同

程度か，それ以上の職員のもとで保護訓練が展開されている。

　患者の入院費についてもサンフランシスコのカイザー病院を例にとると1人あたりの月

の費用が3．000ドル（810，000円）必要だが62才以後は全額無料，18才までは収入に応じ

て一部負担等で州や連邦政府の援助がいきとどいている。

　又学年期の子供達が入院や訓練を受ける事によって学業が遅れない様に必ず病院には学

校が併設されている。又青年や大人の人達には作業治療と連結した職業訓練所も設けられ

ていて細かい点まで患者のニードが考えられているのに感心させられる。以上の点を中心

にもう少し述べてみる事にします。義具についてはどこの施設でも目を見はる物が多くあ

り市イスにしてもベッドに車がついていて動かせるもの，幼児向きに車にはって手で動か

せるもの，三輪車を改造した車，電動式でスイッチ1つで前進後進する車イス（これはシ

ヵゴ大学でも見，一般社会の中で使われている）床ずれ防止やリクライングできる車イス，

立つ事もできるものまで実IC千差万別で義手，義足についても同じ事がいえ首を動かす事

によって，又背の筋肉によってスイッチが入り義手を動かす様になっているのや腰から下

のない青年が義足を使って学校に一人で行っている等の説明を聞きびっくりする。日本で

は作ろうと思えばできない事はないが唯患者がうまく使いこなしきれないとの説明を同行

の人に聞き，この点でも訓練士の不足を思い知らされる。又施設の中に義手，義足，車イ

スと各パートの中に分れた大きな工場をもっている所も多くそこには多くの技術員が働い

ており日夜患者に合うものを製作工夫しておられる。技術員と云っても医学面のライセン

ス（人間力学解剖学等）をもつ人達がチーフとなって作っているので実に患者の障害ニー

ドに合った物をつくる事ができる。ひるがえって日本の現状を見ると施設の中に工場を持

っているのは皆無に近くましては技術員にその様な資格のある人はいない。多くは民間の

工場の方IC発注し取り寄せる方法をとっており個々のニードにそう事もむずかしくなり業

者も政府の援助がほとんどないために研究IC時間をさいたり利益を度外した物を作る訳に

いかず画一的な物を作りがちになる。米国カナダは全く日本の逆で州，連邦政府からの援

助も充分ありスタッフも病院の中で日々患者に接し作っている訳で実にうらやましく思う。

また処遇面でも職員の数も多く（患者数より上回っている施設もある程で）更に多くの場

合ボランティアの方が仕事を手伝っておられるため，ゆとりある着実な処遇がくり返され

ている。ボランティアの方々が多いことは身障児（者）が社会の中で暖かく見守られている

ことの実証でいきとどいた身障児（者）行政の源泉と云える。私個人アメリカ人の国民性と

簡単に断言できるかも知れないし，重症の身障児を持っ親達が卑屈にならず医者と一緒に

なって子供の障害を詳しく出生時から屈託なく説明されている姿の裏にはこの様な社会的

空気がある事も一因している様な気がする。
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　◎　米国カナダの社会福祉行政を支える物

　アメリカ及びカナダの社会福祉を支えるものの一つとしてボランティア活動をあげる事

ができる。多くの施設を見て感じた事であるが，実にボランティアの方が多く施設の中ic

入り活動しておられ，ほとんどの施設の方がボランティアの方がいないと施設の運営がで

きないと云われるほどその活動は市民生活の中に根づいていることです。この事は精神薄

弱を始めあらゆる心身障害児（者）が社会の中で隔離されず一員として迎えられている事に

もなりボランティアをとおして自然的tc多くの人達が彼等と施設を理解していくパイプに

もなる訳である。

　次にキリスト教的思想（神の前には人間は平等である）が国民の中tζ流布し日本とは逆

で心身障害児（者）が多くの場合一般社会の中で生活しているために正しく理解されやすい

ことも手伝って暖かく見守られている。日本では心身障害児（者）は小さい時から別の社会

施設の中で生存させられるケースが多いし心身障害児（者）に対する見方に古めかしい因習

（親のたたりとか先祖のたたり等）で彼等を見知らぬ顔や軽視をしがちである。又欧米の

人達は自分自身を大事にするかわりtζ他人も大事にし自己中心の考えを強く持たず公共心

を重んじ，公衆の前では騒がない，人には迷惑をかけない，弱い者を助ける（レディファ

ー
ストも心がすさんだり自’ 己中心ですとできない事と思う）等の国民的精神風土が豊かで

ある事も社会福祉を育てる要素と云える。

　又税金がとても高く（給料の三割近く）良い点としては税金の使い道に関心を持ち特に

自分との繋がりのある医療費，病院，年金，老人施設等に対する身近な関心から心身児

（者）に対する政府，州の行政にも納税者として注意を払うようになるのではないでしょ

か。

　以上とりとめのない文を長々と綴りましたが充分なる報命ができなかった点をお詫びす

るとともに長い時間をかけて研修の内容を反錫し資料を読みかえし自分の物にし寮生に対

するよりよい指導がとれるように試みると共に宮崎広くは日本の福祉行政の発達のために

役立つ事ができる様努力していく所存です。
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研修報告〔16〕

静岡県立　静岡療護園

　　　（肢体不自由児施設）

児童指願磯網弘之佑
静岡県静岡市北2，366－23

主な報告施設

SUNBEAM　SCHOOL　FOR　THE　HANDICAPPED

　当研修団応募の際提出したレポートに，私は肢体不児由児施設に於ける「児童指導員」

という職種のもつ暖昧さに触れてみた。対象児へのサーヴィスを考える際，当職種の受け

持つ役割と責任が，他の職種に較べはっきりしないためである。

　今回の研修で，アメリカにもカナダtcも，「児童指導員」という職種が存在しないのを

確かめたわけだが，その違いから得た手掛りをもとに，研修報告を進めてみたい。

　カナダのトロント市にあるONTARIO　CRIPPLED　CHILDREN’S　CENTER
（O・C・C・C）で4日間の研修を行ったが，そこで働く職員の中で，私（児童指導員）

と似た（同じではない）仕事内容を受け持っている職種は，①心理判定員　②ソーシャル

ワーカー　③レクリェーション担当員である。

　①の仕事の内容は，文字通り児童の心理判定を行うわけで，知能検査をはじめ種々の心

理検査i，観察，診断，指導の心理面へのサーヴィスを受け持っている。②の役割は，主と

して児童の家族との接触を通じ，児童とその周囲との関係が望ましい形で保たれるよう調

整する。具体的には，経済上の相談に応じたり，家族も含めて児童の将来の設計をアドバ

イスしたり，又退院後のアフターケアーを受け特ったりする。児童の対社会的側面へのサ

ー ヴィスに責任を持つといえよう。③の役割は，児童の情操面へのサーヴィスである。分

かり易くいえば，入院中は勿論，将来に亘って児童が趣味を持てるように働きかける。肢
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体不自由であればこそなお，生活の中に楽しみをもてる機会を意図的に作りあげる，それ

がこの職種の目的である。各スタッフの員数をあげると，①が5名，②が5名，③は常任

15名，週末だけ勤務する者22名（ボランティア）。そしてここのベッド数は100床である。

　私の勤務する肢体不自由児施設静岡療護園の現状を参考までにあげると，児童指導員’2

名，心理判定員1名，ベット数は120床（うち15床は母子入園）である。仕事の内容は，

心理判定員はO・C・C・Cのそれと同じ役割を受け持つのが建前だが，児童指導員を兼務

している今（どうして兼務しているかといえば，児童指導員は午後勤務，休日勤務があり

2人ではこなせないので応援してもらっている。となれば単に勤務時間だけでなく，その

内容についても責任を持たざるを得なくなる）そうでなくても，たったひとりで全児ajec

充分なサーヴィスが行き届かないのは目に見えているのだが。

　さて，問題の「児童指導員」だが，本来の役割ほ児童の「生活指導」にある。その目的

は，「児竜が，日常の起居の間に，当施設を退所した後、できる限り社会に適応するよう

これを行わなければならない」　（児童福祉法より）と定められている。

　勿論，「生活指導」には保母も当るわけだが，どういう訳か，肢体不自由児施設にはそ

れに見合っただけの保母も児童指導員も配慮されていない。「起居の間に」果して2人の

指導員で「社会に適応するよう」いったい何をやれというのか。現状を見た場合，その役

割を受け持ち易い立場にいるのは看護婦であり，事実．そういう意欲を持つ看護婦もふえ

ている。

　勤務時間，員数からいっても保母，指導員は有利な立場にある（質的には大いに疑問は

あるが）しかし，「生活指導」と児童指導員の関連は，周囲の者にも自分自身にも根強く

残っていて，そのための努力はするがJ間口ばかり広く底は浅く，児童指導員の立場の曖

昧さだけが益々印象づけられていく。そして一方では「生活指導」だけでなく，家族と接

触し．O・C・C・Cの②のような役割も漠然と課せられている。これもはなはだ便宜的でJ

家族との窓［コがすべて児童指導員に任され責任を持たされているかといえばそうでもない。

親への働きかけはとても大切とばかり，各職種の者がそれぞれの立場から児童に関する情

報を提供する。決して悪いことではない。むしろ進んでやるべきことだ。が親と職員が直

接的に話し合うにしろ，間接的に接触するにしろ，そこにワンクッションおくということ

は，すなわち両者の立場を客観的にとらえられる職種をおくということは，児童へのサー

ヴィスを円滑に行うための大切な要なのである。そういう認識なくしては，肢体不自由児

施設に専門職としてのソーシャルワーカーは根付かない。必要性は認めても，とても兼務

でやりとおせる職種でないのを充分知ってる故に，又ここでも当らずさわらずの仕事しか

やれないし，やろうともしない。③については，行事・クラブ活動など児童指導員が中心

で実施している。話を具体的に進めるため我が園のクラブ活動を紹介する。現在，園芸飼

育，図書，音楽，放送，新聞，装飾と6つのクラブがある。

　土曜の午後1時間、共通の活動時間を持つが，指導に当るのは児童指導員ひとりである。
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（2回ic　i度位保母がひとり手伝ってくれる）「クリスマスに何の音楽やろうか」と音楽

部の相談にのっていると，「先生，壁新聞できたけどはって下さい」「小鳥のえさがない

んだけど」「破れた本どうしたらいい」等々，児童指導員の人気，絶頂になる。クラブ活

動にどんな高導なことを盛りこんでも，その指導たるやいかにお粗末か想像していただけ

ると思う。他の施設の例でも，児童が自分達だけの力で活動できなくなると自然消滅して

いくのが常のようだ。自分達だけの力でやれなくなったから，それはその子達にとって不

要のものといえるのだろうか。おもしろい例がある。やはり我が園でのことだが，「全員

運動」という時間が土曜の午後持たれる。おもしろいといったのはその内容であるが，4

年前には野球部が存在していた。2年前にはボーリング部ができた。座っていてもボール

は投げられるからだ。そして最近は，ままごと部が生まれそうである。この推移を見てい

ると．子供達が自分の状態に応じていかに楽しみを見つけだしているかがよくわかる。子

供達の巧まざる知恵の表われであり，同じ人間として生活の中に楽しみを見いだそうとす

る精一杯の挑戦とも解せる。O・C・C・Cに於ける児童の入院期間は2～3週間から2～

3ケ月長くても半年，そしてあの配慮であり，我が園には9年間を筆頭に年単位で在園す

る児童が数多くいる次第である。「児童指導員」のやっていることがどれも不要のものと

はどうしても思えない。だのになぜ，当人も周囲の者もその職種の専門性を確認できない

のか。その原因の一端を，以上の記述から少しでも御理解いただけたら幸いである。

　さて，今回アメリカ・カナダの現状を見て，最も羨望に値するのは，肢体不自由児のサ

ー ヴィスに従事するスタッフの人員の豊富さと質の高さである。

　特に質の高さについて触れるならば，ほとんどの職種が大学，さらには大学院の課程を

修めた上で資格を得ている。

　医者はいうまでもないが，看護婦，理学，作業療法士，心理判定員，ソーシャルワーカ

ー ，技師（装具を考案製作する）等々，我が国では「学歴」が湾曲した形で重んじられて

いるが，それとは全く違った立場から「学歴」を尊重したい。その職種にはその職種にふ

さわしい教育が考慮されてはじめて，児童へのサーヴィスは質の高いものになるのではな

かろうか。先に，看護婦が「生活指導」を担当する‘C当って「質的」には疑問があると述

べたが，中学校を卒業し，2年間看護学校へ行っただけで，8時間の勤務の中で「看護」

も「生活指導」ももれなくできると断言する人がいたら，その人は「看護」に対しても

「生活指導」に対しても少々感違いしてると思うし，そうでなければ余程個人的に優れた

能力と努力を合わせ持つ人だと思う。個人的なものは普遍性に欠けるし，多勢には期待で

きない。となると，看護婦のみならずどの職種も，その道の教育について今一度検討する

必要があると思う。

　そうでない限り，医者を頂点とするピラミッド型の職員体系の中で，真のチームワーク

を生みだすのは難しい。

　1ヵ月の研修は夢の1ケ月ともなりかねない。それ程にあちらとこちらでは隔りがある。
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なにかすぐとり入れられることはないか，真似られることはないか，あれこれ考えた末，

施設の雰囲気作りはどうだろうか，一番実現し易いのではないだろうかと思い当った。

「芝生の青さ」とまではいかなくても，花壇一杯の花，壁に飾られた絵，部屋の明るさに

一
役かっている可愛い色模様のカーテン，廊下の隅にさりげなく置かれている盛花，鉢植

え等々。そう思いながら児童の食卓に飾る一輸指しの花瓶を10個程注文した．研修1ケ月

後の私である。

　　　　SUNBEAM　SCHOOL　FOR　THE　HANDICAPPED
（概　要）

　本校は1897年‘ζ創立された，米国でも伝統ある肢体不自由児のたあの学校である。　ク

リーブランド市の教育委員会によって管理されており，当市の中心街からバスで20分位離

れた閑静な住宅街の一隅に建っている。

　現在の建物は1920年に作られたもので，赤レンガのくすんだ色は歴史の深さと共に今な

お十二分にその役割を果している揺るぎない自信を思わせる。クリーブランド市の住民約

百万，近郊の住民約百万‘合わせて二百万人の子弟が当校の対象であり，定員250名に対

し，現在幼稚園児から高校生まで240人が在学している。対象児の病気は脳性麻痺が多く

全体の6割を占め，最近は筋ジストロフィーがふえてきている。これらの児童は，同市に

あるMETROPOLITAN　GENERAL　HOSPITALの医者の診断指示により入学す
る子がほとんどで，その後も折tcふれ診察を受け，ひとりの児童に対する医療と教育の連

携が保たれている。　（学校と病院の距離は車で30分位という）。

　在学児黄の状態は，埋学療法の治療を受けている者83％，作業療法の治療を受けてい

る者60％、言語療法を受けている者23％，投薬の必要な者15％，車椅子の必要な者39

％，トイレの介助を要する者54％，食事介助を要する者34％，という数字が示されてい

る。

　当校のカリキュラムは能力別に組まれており（学年はあるが）時間割表には分かり易く

色別のマークがついていて，教室に貼ってありそれと各児童が持っているそれと（低学年

児は首にぶらさげている）見合わせて，間違いのないように工夫されている。授業内容は

原則として普通一般の公立学校と同じ内容のものが受けられるが，当校の性格上，訓練時

間が重要視されているのは言うまでもない。そのための設備は，理学療法室，作業療法室，

職能訓練室と整えられており，理学療法士6人，作業療法士3人が配属されている。又当

校の教師はその90％が大学院迄の課程を修めており，優れた人材が集められている。
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（見学内容）

　私共が最初に案内された所は，食堂兼図書室と呼べそうな部屋で周囲に書棚のある広い

場所だ。テーブルと椅子が全校生収容できる位おかれてあり，テーブルとテーブルの間は

車椅子も通れるスペースをもっている。採光は窓がないにもかかわらず天＃からからのエ

夫で充分に明かるい。その他大きな部屋としては，講堂と安静室がある。講堂では丁度2

クラスの授業が行われていたが，一方は絵を書き，一方はバトミントンに似たゲームをし

ていた。バトミントンの羽根があっちとびこっちとび．勢いあまってコートからはずれて

も，2つのグループはお互いの邪魔にならない位はなれている。安静室は電気をつけなけ

ればほとんど暗闇といっていいぐらい光が入らず，備付けのベットが並んでいるだけの殺

風景な部屋だが，その目的から言えば落着ける。1日の時間割に安静時間の組まれている

児童は全体の約半数である。

　ライティングルームにはタイプライターが10数台おいてあり，台の調節ができたり車椅

子でも使えるようになっている。昨年度の例だと約20％の児童が自分の手で筆記できなか

ったが，タイプだけ筆記だけでなく両方平行して指導している。タイプを教えるのはその

専任の教師と作業療法士がチームを組んで当たる。

　クッキングルームは調理実習ができるように設備されている。高学年女子にとっては近

い将来必要なこととして重要視されている。調理台，冷蔵庫，オーブン等調理に入Rlな物

はすべて整っており，白で統一された器具は清潔に手入れが行き届いている。

　4クラスの授業を参観する。低学年の音楽の時間は，20人位の女の子が円陣に座り，ひ

とりの教師がピアノをひき，2人の教師が円陣の中に入っている。ピアノに合わせ手をた

たいたりスキップをしたり，日本からのお客様にと歌もうたい歓迎してくれる。ひとりの

黒人の女の子が普通児とかわらない巧みなスキップをみせてくれたが，火傷の後遺症のた

めここにきており，まもなく普通学校へ転校する。こういうケース（転校）は他にもある。

　リーディングをしているクラスは，ひとりの先生に対し10人位の児童である。先生はひ

とりの子の相手をしていたが，他児はそれに関わりなく，めいめい違ったテキストに取り

組んでいる。

　高学年（6年生といったが）の算数の授業は，加法と乗法の関連を学習している。20＋

20＋20＋20が20×4だということを理解させているところだと説明したが，6年生だとす

るとかなり程度が遅れていると思う。知能指数40～60の児童約50人のための特殊クラスが

4つあることからみて，他児は普通一般の能力をもっていると考えられるのだが。

　その特殊クラス高学年の教室では，電話のかけ方の練習で電話帳調べをしていた。高校

生位と見受けたが，先生の説明による課題は「市役所に電話をして自分達の要求を伝える

には」というもの。ひげもはえかかっている生徒が見学者の私共に気をひかれ，じろじろ

にやにやしていたのが印象的であった。

　以上4つのクラスは，低学年だけ3人の先生がついていたが，他は10～15人位の児童生
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徒に対しひとりの先生が授業に当っている。いずれも女の先生である。教室は低学年のそ

れだけが他に較べ広々とはしていたが，いつれにしろどの教室も思い思いの体型に机が配

置されるだけの余裕があり伸びやかな雰囲気が感じられた。

　以上で午前中の見学を終り昼食に入る。総勢35人分のテーブルが廊下の一隅にセットさ

れた時，それ迄漠然としかとらえられなかったこの建物の余裕がはっきりと感じられた。

そして食事をしている30分の間，この場所に児童も職員もひとりとして姿を見せなかった

のもこの建物全体の余裕を益々はっきりと感じさせた。1人前70セントの献立は，とりの

もも肉，野菜，スープ，パン，ゼリー，牛乳等，児童もほS“同じ献立である。職員の場合，

取りに行くと盛りつけてくれるので温い料理は温く食べられ，集団給食の味気なさをすく

っていたが，児竜の場合どうなのか見られなかった。

　昼休みは外の芝生の上でのんびり休憩をとる。ここの芝生も手入れが行き届いている。

近くに盲学校があり，そのグランドからきこえてくる子供達の声の他は前の道路を時折車

が通る程度で，学校のすぐ目の前にも家があり決して人家まばらではないのだが，ひっそ

りと静かな環境である。

　午後の質疑応答で知り得たことは，親への働きかけの重要さ困難さと，ダブルハンディ

ー の子の将来の不安についてである。前者については，毎月1回会合を持ち親と職員の交

流をはかっているそうだが，例えば学校で訓練したことを家でも続けるのは大変難しい。

理解のある親もいるしそうでない親もいる。しかし超と職員が一体となって児童の指導に

当るのはタ1増であり，そのための努力は払わなければならないとの説明であった。後者に

ついてはこの学校でも善後策はないようで，21才迄本校にいられるという他は明確な答は

返ってこなかった。

　午後3時過ぎ，グランドにスクールバスがぞくぞく集合してくる。普通バスの大きさで

みな同じ黄色だ。バス1台につき運転手の他2名の介護者が付く。彼等は理学療法士から

子供の扱いについて要点を教えられている。よその子供をのせたバスもやってきて，その

子は待っている他のバスに乗り移る。各々のバスは行先がそれぞれにきまっている。全校

生が通学している本校ではこのバスの役割は大きい。又最近父兄の介助をいっさい中止し

たとかでどの子もひとりで通学している。又車椅子は100台学校に常備されており，必要

に応じ利用できるので家から運んで来なくてもよい。バスが子供達をのせて帰路につくの

を見たかったが，時間の都合もあって，案内してくれた2人の方と記念撮影をして学校を

あとにした。

（感　想）

　渡米前，知的能力さえ普通なら肢体不自由児といえども普通学校に通っているときかさ

れ，それに大層共鳴をおぼえていた私には，アメリカにも日本と同じ肢体不自由のための

学校があったのは大きな失望だった。しかし，他の所では，手足のほとんどない子が義手
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や義足をつけて普通の小学校や高校に通っているのも目にした。となると，知的能力が普

通とはいったいどの程度なのか。この学校には知能指数40～60の子供達のための特殊学級

があり，該当児約50人がいるわけだが，それ以外の知能指数60以上の200人の子供はどう

して普通学校へ行けないのか。

　訓練が必要なのか，どうなのか，その辺の疑問が解消されないままに見学を終ってしま

った。今こうして記録をする段になって思うのだが（推測するのは事実を曲げてしまう危

険性はあるが）その疑問は肢体不自由児の中でも脳性麻痺に焦点が合わされるのではなか

ろうか。この学校でも6割は脳性麻痺児である。授業参観した高学年の特殊学級の生徒ほ

とんどが脳性麻痺児と見受けたし，従って卒業時の将来が心配されるダブルハンディーの

生徒も脳性麻痺児である。ここでも彼等が一般社会に受け入れられる要素は少ないのだろ

うか。私の失望は以上の様なことにつながってくるわけだが，それを別にすれば，やはり

日本の，といっても私の場合静岡県の現状を少し知る程度だが，養護学校より遥か先を歩

いているのは確かだ。最近，日本でも養護訓練といって学校でも訓練のことが盛んにいわ

れ，事実やられるようになってきたが，現状はそのための専門家が配属されるわけでもな

い。理学療法士6人，作業療法士3人という数は，治療を専門とする肢体不自由児施設で

さえも確保できない人員である。もしこれだけのスタッフが養護学校に配属されるなら，

施設を退所し家庭から通学できる児童がぐんと増えるだろう。それは児童自身にとっても

亦家族にとっても望ましいあり方である。通学といえば，スクールパスの違いも見逃すわ

けにはいかない。1台のバスが走っても輸送できる人数はしれている。もっと数多くのバ

スが広い地域を走るなら，またそれで通学可能な児童が増えるのは明確である。

　サンピームスクールとメトロポリタン・ジェネラル・ホスピタルの関係は，対象児を同

じくしながら医療と教育の独自性をお互いにうまく生かしてると思うが，我が国の養護学

校と肢体不自由児施設との関係も，今1度見直す必要があるのではなかろうか。我が国に

は我が国独自の生き方もあると思うが，訓練1つ例にとってもその専門家を両者で取り合

うような状態になったら，そしてお互いが不充分なままの状態でいるならば，児童へのサ

ー ヴィスはいったいどうなるのだろうか。1つのサーヴィス機関の中では専門性とチーム

ワークを，サーヴィス機関同志の間では，各機関の独自性とお互いの関連性を，もっとも

っと研究し発展させなければ，肢体不自由児福祉に於いて日本はいつまでも先進国に追い

つけないだろう。

　創立15年或いは20年tcして，移転改築問題に迫られている静岡県立養護学校並びに肢体

不自由児施設静岡療護園の現状を見るにつけ，53年間の歴史を持つSUNBEAM　SCHO－

OLの赤レンガの色とそれをとりまく閑静な環境がいっそう尊く思いだされる。
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研修報告〔17〕

社会福祉法人光林会ルンピニー学園

　　　（精神薄弱児施設）

児童指獺佐藤満喜子
　岩手県稗貫郡石烏谷町中寺林12－54－7

主な報告施設

　　1㎡　OUR

　　2，　THE

LADY　OF　THE　WAYSIDE　HOME

PACIFIC　STATE　HOSPITAL

　今回，資生堂社会福祉事業財団の企画で，ヒ‘米国・カナダの社会福祉研修．という，地

方の一施設に働く者にとってめったにない機会が与えられた。

　広大なアメリカ大陸を1ケ月で，しかも約20ケ所もの施設を見学したのであるから，把

握の程度はごく浅いものであるかもしれない。

　しかし，実際に自分の目で設備を見，指導の様子を知る機会を得ることができたのは幸

運であった。

　見学したところは，肢体不自由児（者）関係の施設・センター・病院，精神薄弱児（者）

の施設，障害児のための学校，その他，であるが，その中から，自分の仕事の関係上，精

神薄弱児施設について記述してみたい。

　　　　　OUR　LADY　OF　THE　WAYSIDE　HOME
　ここは私立の小規模の収容施設で，閑静な所にあり，レンガ造りの落ち着いたたたずま

いをみせていた。

　　対象1肢体不自由児，精神薄弱児（児童のみ，21才まで）

　　収容人員：　37名

　　職員：　43名
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　　職種：看護婦，エイド（助手的な役割），嘱託医他にボランティア
　この施設はJ年令別．又は障害別に収容することが多い中で，乳児から21才，と巾広く

収容していることと，あらゆる障害の子を入れている，ということで。州でもユニークな

存在であるという。

　私立で，公からは全く補助を受けておらず，個人の基金，寄付などにたよっている。

　両親から毎月300ドル徴収しており（払えないものにっいては補助がある），1人当り

500～600ドルかかっている。毎月3，000ドルもの赤字がでるという。

　どの部屋にもグリーンのじゅうたんがしいてあり，壁のカラフルな装飾やオモチャなど

と共に，落ち着いた雰囲気の中にも家庭的な暖みを感じさせる。

　業務や指導の面では，とりたてた特別な指導はしていない，ということであった。

　学校教育は，近くの特殊学級に通学させ，車イスなどのため通えない児童には派遣教諭

が教えに来るということで，他には．

　・なるべく一般の社会と同じような暮らし方をさせるように努めていること。

　・年長児の，洗濯・掃除の手伝いも，特に時間を決めた指導ということでほなく，自然

　な形をとってやらせていること。

　・普通の家庭生活に必要なことだけ教えていること等が特徴的であろうか。

　家庭とのつながりをもつためや，理解してもらうために，毎月両親やその他の人々を集

め，気持を話し合う会をもっているという。

　OUR　LADY　OF　THE　WAYS亘DE　IS　NOT　AN　“　INSTITUTION　”

BUT　A’‘HOME”IN　EVERY　SENSE　OF　THE　WORD．がここの理念であ

ろう。

　経営上一番むずかしいことは，との質問に，優秀なスタッフを得ること，という答。私

立の施設で，赤字をかかえているのに金銭面のことが出なかったのが印象的だった。

　　　　　THE　PACIFIC　STATE　HOSPITAL
　　対象：精神薄弱児・者，（生後18ケ月ぐらいから。上は制限なし）

　　　　　ロスアンゼルスと近郊の2つの郡の精薄児・者を扱っている。

　　収容人数：1，800人

　　職員：1，800人
　　職種：牧師，フォスターグランドペアレンツ，サイキアトリックテクニシャン，教員，

　　　　　医帥，PT，OT，ST，看護婦，歯科医、薬剤師，　X線技師，他に給食，洗濯，

　　　　　掃除，消防などの職種あり。ボランティア1，200人。

　　費用：1人月20ドル徴収。

　ここは州立のHOSPITAL。　HOSPITALという名がっいているが，日本でいうコロ

ニーと考えていいようである。

　実に広大な敷地（300エーカー）の中に，収容者のハウスだけでも46棟あり，花や芝生

がきれいに手入れされていた。
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　この中を遊園地にあるようなトレーラーバスが走り，ハウスからワークショップ（作業

室）などへの移動を行っている。

　1つの村を形成しているようなものである。

　この広大さであるから，1日で見学できる範囲はごく一部であった。

　その一つ，幼児の棟では，3～6才児の，障害の程度別に，各種指導訓練の様子を見学。

　サイキアトリックテクニシャンによる，トランポリンを使っての，バランス，その他の

　養成訓練。

　やや程度の高い児童の，認知の訓練。

　自分では，歩けない，食べれない，という重度児の感覚訓練，移動や寝返りの初歩的な

　訓練。

　又，他のグループでは，特別のイスを使ってのバランスの訓練。

　目と手の協応動作，等々。

　皆，感覚をはっきりつかむため，と，はだしで歩いていた。

　徹底して，トイレットトレーニングと，口をポカンとあけたり，よだれをたらしたりし

　ないための訓練をしているようであった。

　ざっとみただけでも，幼児棟でこれだけ種々の訓練を行っている。

次いで，16才以上のためのワークショップを見学。

　広々とした作業室で，工作用トウモロコシの袋づめや，ガスケットのきりはずし，そし

て一段上の段階のところでは，花台作り，切手とカードのセットなどをやっている。

　笛の合図で一斉1ζ10分間の休けいに立ち上がり思い思いの所に腰を下ろした彼らは．お

金を見せてくれた。作業に応じて賃金が支払われるという。もちろん賃金よりも作業態度

作業能力の指導が目的である。

　又，彼らが入る寮棟も見学。

　大部屋から個室まであり，努力次第で個室に入れる．というしくみをとっている。

　それは，TOKEN（トークン）といわれる。この施設内でのみ通用するお金である。仕

事をしたり，きちんと日課をすませたりした場合に与えられ，それを使って部屋を借りる

ことができる。食事も買物もこのTOKENを使わせるという。

　1，　800人もの人々が収容されているのに，全く息ぐるしさを感じないばかりか，余裕の

ある生活ぷりが思われるのは，余裕のある敷地や建物，設備，人員のためだけであろうか。

　以上の2つは，同じ精神薄弱関係でも，色々な面で異った性格をもっていた。

　一概にどちらがいいとはいえないが，先の施設では，収容人数は少い方がよいと考える

と言っていた。

　現在アメリカでは，1950年代の，病院でめんどうをみていた大規模収容から，日常生活

と密接な関係をもたせるべく，小規模化する方向icあるという。

　肢体不自由児の場合は，短期（長くても3ケ月ぐらいとのこと）の入院訓練で家庭に帰
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り，一般社会での暮らしにとけこんでいるとのこと。

　車イスの人をよく見かけたり，空港でも必ず車イスの用意がしてあったり，アーリント

ンの衛兵交代を大勢のそういった人々が見学IC来ていたり、又J日本の学校でなら，とて

も受け入れてくれそうにない，と思われるような児童でも普通の学校に通っている，等，

　　　　　　　　　　　　　　iごくあたりまえの気持で受け入れているように感じられた。

　社会の受け入れ体制（設備等の面での）や学校にPT，OTなどを配属する等の配慮の他

に，障害者観にも違いがあるのであろうか。

　はじめからいろんな人が一緒にいれば特別視という現象もおこらない。

　ある期間を一般社会から切り離したところにおいて指導や訓練をし、さて社会復帰であ

る，といっても。受け入れ側にとって奇異に映るのは当然かもしれない。

　精神薄弱に関しても，ミシガン州の精神薄弱研究所員の話では，なるべくコミュニティ

ケアする方向にきており，ソーシャルワーカーによる家庭指導を，徹底させているという

ことであった。州によって多少の違いが感じられるが，全米35ケ所icこのような研究所が

あり，同様の指導をしているという。

　カナダで見学した精神薄弱児の施設でも，専門家と同様に，母親も我子を指導すること

ができる，と，サイコロジストが着衣や食事，洗顔の指導の仕方を指導していた。

　しかし軽い者は別として，やはり収容施設は必要で，世話の必要度の軽い順から，

・SHELTER，・BOARD　AND　CARE　HOME，・INTERMEDIUM　CARE
FACILITY，・NURSING　HOME，という風になっているという。
　種々の施設を見学して，特にめだったことは，肢体不自由児にしろ精神薄弱児にしろ，

乳幼児，という成長のかなり早期の段階から指導訓練している。ということについてであ

る。

　先のPACIFIC　STATE　HOSPITALでも記したが，カナダのONTARIO
CRIPPLED　CHILDREN’S　CENTREの例をもとってみると，　HOSPITAL（セ
ンター内の）幼児棟（0～5才）の職員は，病棟に，看護婦、看護婦助手，ワードマザー

（病棟のお母さん的存在），そしてプレイルームにはスーパーバイザー，セラピスト，ス

クールマザー．と，乳幼児であることを考慮に入れた配属一指導のための職員の他に，

より家庭的な要素をとり入れるためのマザーの配属一をしている。幼稚園でするような

指導をしているという。

　又，SCHOOLの4才児クラスでは，先生，　PT，OT，スクールマザーがおり①まず座

ること，②そして立つこと，③可能なかぎり．コミュニティに返すための社会性の訓練を行

うこと，という方針のもとで指導を行っていた。　（なるぺく9才までにそうさせたい，と

いう。）全員通学（収容児ではなく）ということだったが，幼児なので指導の時間はせい

ぜい3時間ぐらいのものであった。

　又、ミシガン州で，切断手術をした児童の症例をみせられたが，2才，3才という小さ
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い子にも義手・義足をつけさせて訓練していた。実に早期の訓練である。

　その他，肢体不自由関係，精神薄弱関係を問わず，全体を通じて感じたことは，

①設備が充実していること

　　器具などの設備もそうであるが，つくりに余裕がある，という感じがした。特に収容

　施設では，そこが生活の場であるということを重要視し，最大限家庭的雰囲気を出すよ

　う工夫しているようである。

②職員が多いこと

　　どの施設でも1：1以上の割で職員がいる。勤務が交代制をとっているので，それで

　も少い，と言っていたところもあった。

③専門職化している

　　教師の分担，PT，　OTの分担，と，はっきり職種ごとの指導をしている（もちろん

　合同でやる場合も多い。例えばミュージックセラピィでは，レクリェーションセラピス

　ト，教師，PT，が一緒になって訓練に当っていた）　従って，どこに行っても児童指

　導員という職種は理解してもらえなかった。

　　又，例にあげた施設でもわかるように，多くの職種がある。

④職員の資格が高度なものを要求されている

　　待遇面でもはっきり区別されている。

⑤ボランティアが多い

　　一般に社会福祉の理念がいきわたっているためか，宗教的背景がそうさせるのか，ボ

　ランティアがいなかったら収容者の処遇に影響があるのではないか，と思うくらい，一

　時的にではないボランティアが多い。

等である。

　社会福祉が育った過程も，国民性も違うところのものを，そのままとり入れることはで

きないが，金銭面の問題や（たとえば最低基準という設備上のこと等），職員数のことな

どは，すぐにでもマネをしてさしつかえないと思うがどうであろうか。

　収容施設に働く者として，子ども達の生活がより豊かになることを望み，我々は直接の

処遇の面で，国はその基盤となるものの保障という面で，と考える次第であります。
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研修報告〔18〕

社会福祉法人白根会白根学園

　　　（精神薄弱児施設）

　　　指願菅谷和子
東京都大田区大森西4－14－11

主な報告施設

ONTARIO　CRIPPLED　CHILDREN’S　CENTER

　この度の研修旅行では，広く社会福祉の現状をみることができました。初めての海外旅

行ということで，欲張りすぎて，やや焦点がぼけてしまったような気もするが、多くの見

聞の中から，実習施設「オンタリオ・クリップルド・チルドレン・センター」と，精神薄弱

施設見学について，まとめてみました。

（A）　　ONTARIO　CRIPPL馴）　CHILDREN’S　CENTER
　4日間滞在して見学，研修を深めましたこのセンターでは，11年前，カナダにサリドマ

イド児が発生した時，その研究機関として設立されたと言われ，州の委託を受けて現在．

脳性マヒ・先天性ホコメリア・アズマ患者等特別ケアーを要する子ども達を対象に，3週

間（子供の症状にもよるが）の短期治療と，コミュニテーケアーを目的に，各種の医学的治

療部門と，心理学的治療部門の両面から，ケアーを行っていました。

r医学的治療部門』

Dr．常任

コンサルタント

看護婦

O．T

5名

40名

76名

16名

P．T
エイド

装具師

歯科・衛生師

13名

6名

2名

2名
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のスタッフ陣が，Dr・の指示にもとついて，それぞれの立場から，検討し，各人の長期目標

短期目標を設定し，身体的，運動的機能訓練や，ADL訓練，社会へ出てからのコミュニケー

ション等，あらゆる角度からのトレーニングがなされており，もちろんその為に必要な設

備も，十分整えられている。

O　訓練，指導，技術面

　限られた期間内で，しかも各人の目標が明確されているだけに，トレーニングにきびし

さが要求される。特に補装具などの操作を9才までにマスターするよう目標が設定されて

おり，訓練を受ける幼児の姿は，真剣そのもので，幼児とは思えぬ一種のたくましさを感

じさせられる程，訓練はきびしいものでした。ここには70名の通院患者が居り．この中で

やれることには限りがある為，親も共に指導し，家庭でも訓練できるよう働きかけ，日記

帳などの連絡方法も試みたが，長続きはしなかったそうです。

　機械化されているという先入観は，はずれ，全てのテクニ・ソクはあくまでも，マンツー

マンを基本として，徒手による施術が行われ，器具は，技術者の手を補うものとして，用

いられているにすぎなかった。

O　補装具

　この方面に認識の浅い私にとりまして，訪れるさきざきでみるこれらの補装具は，それぞ

れに特徴があり，まるで異質のもののように思えましたが，見馴れてくるに従って，それ

らは理論的には，全く同一のものであったことに気づいた。それにしても，これらの補装

具・自助具などは，基礎的理論icもとついたアイデアから生まれたものが多く，本人の成

長にあわせて，器具の開発と，テクニックの応用について常に研究されていることは，同

行のセラピスト関係者達をうらやましがらせていたようです。

○　きめ細かなケアー

　0才～5才児20名の病棟では，二病棟のうち，欠損家庭の子ども達をわけて看護し，看

護婦，パートタイマー助手の他に，看護婦の資格を有するワードマザーが，特別置かれ，

母親にかわって愛情を意図的にそそぐ等の，きめ細かな配慮がなされていたことは，意外

でした。

○　各種サービス

　その他，ここでは10名のホームヘルパーが，週1回，通院患者たちの家庭を訪問して母

親を助ける等の，ホームケアーサービスも行っているそうです。

　ここでは，400名のポランテアが登録されており，1スタッフに2名つつ（半日つつ）

ついて，センター内の手伝いの他に，寄金あつめなどの活動をしているそうです。彼らは，

心理学専攻の学生，デパート勤務者，ボーイスカート団体などが多い。こ乙では長年の活

動として，センターでも真に，労働力として十二分に使っているだけに，もはやこのボラ

ンテア無しでは，人手不足になるとのこと。ここまで活用されれば，両者にとって満足な

ことでしょう。
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r心理学的治療部門』

○　教育

　わずか3週間の短かい入院期間にもかかわらず．ここでは，州の教育委員会により，特

殊学校も併設されている。

特殊教師

教師・助手

S．T

銘

緒
銘

1 R．T　　　　　　　　15名

ソーシャルワーカー　　5名

パートタイマー　　　22名

のスタッフのもとに，現在，3才9ケ月～19才までを対象に，約160名の子ども達が．州

の教育庁で定められた巾広いカリキュラムの申から，子どもの程度にあわせて，1日5時

間，幼稚園教育（6才以下）と，学校教育がなされている。もちろん，この中IC．セラピ

ストによるADL訓練も含まれている。

　この他，この学校には．脳性マヒ児や，言語障害児の特別クラスが2クラス設けられ，

通園システムをとらている。

　教育委員会の規定により，1教師12名以内の割合で配属され，私の参加した特別クラス

では，4才半一一　11才児5名IC対し，特殊教師の他に，教師助手と，ボランテアが1名つつ

配置され．教師の授業がスムーズに運ばれるよう考慮されている。と同時に，子どもが教

室にいる間は，子どもの活動を鈍らせないためにも，教師は，フル回転しなければならな

いことを要求されているのかも知れない。それにしても，子供達は実によく指示に従い適

応していたようです。

　教室内には，子どもの好みそうなキャスターカーや，遊び道具の他に，家庭によくある

ものや，おままごと道具などがあり．その上，砂場までが置かれていました。

　食事になると，子どもたちのうち，足の使える児童が車椅子児童を押してつれてゆき．

歩行困難な子ども達は，屋内用の手押車で運ばれます。食事指導は，ナース・エイド達が

主として行うそうです。

○　コミュニケーションボード

　ここでの指導の特色の1つに．S．　Tによる言語治療訓練の他tC，構音障害児1こ対し，340

種のシンポルマークから成るコミュニケーションポードを用いた指導がなされて居り，各国

共通語として現在，オランダ，スイス等4ヵ国まで利用されている。

　子供たちは，これらのシンボルマークを，大体3ケ月位で憶え，利用している。より多

くの人々にも理解できるよう，文字入りではあるが，利用者の範囲が制限されるなど，ま

だ問題は残されているとはいえ，色々試みがなされていることは確かなようです。
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○　レクリェーション活動

　スタッフ

R、T　　　　　　　　　15名
パート
（ウィークエンドのみ）　22名

勤務

1日8時間，週35時間，二交代制

たとえ短期間入院でも親元を離れた淋しさを補うため，夜の時間，休日，長期休暇などの

余暇時間に対して，専門のセラピスト達によって，家庭でも出来るもの，一般の人との交

わりの中でも出来るようなものに基づいて水泳・ダンス・手芸・ライフル等のクラブ活動

や，ダンスパーティや，キャンプ等，プログラムが用意されている。強制ではないが，ほ

とんどが参加して楽しい余暇をすごしているそうです。

　日本でも最近，週休2日制をとるところが出てきており，施設の生活も変ってくると，

暇をもてあまして，テレビに依存することの多い彼らにとって，真剣にとりくまねば，増

々，社会から遠ざかってしまうでしょう。今後の課題の一つです。

　現場の声として．ナースやエイドの交代が指導上問題になっていること。もっと家庭訪

問をすべきだろうが時間がないなどがあり，私的時間をつかってまで行う程，積極的な姿

勢ではなかった。地域内での職員の研修機会はあるが，センター内で満たされているのか，

あまり参加しないようです。

　職務の格付けがきびしく，専門分化されており，各パートの交流は設けられている。自

分の担当する職務については強い責任をもち，ここでは，教師よりも，医療セラピストに

権限があり．必要があれば，出向いて指示をするという姿勢は，治療と教育の接点を見出

そうとしているセンターとはいえ，やはり病院が主体だからでしょう。

　多くの患者を擁するセンターで，短期入院にもかかわらず，細部の一つ一つにまで行き

届いたこまかい配慮と，綿密なプログラムがたてられていることに感心し，大いに発憤さ

せられました。

（B）精神薄弱施設等の見学について

　私たちが見聞してきました病院や施設は，広大なアメリカ，カナダのごく一部分にすぎ

ず．またその国の体制・風習・社会保障・教育的背景などの理解なしでは，意味のわから

ないことも多分にあったが，やはり実態にふれて，私自身，色々感銘を受けることも多か

った。

　障害（児）者の各種病院，教育，研究機関の他に，精神薄弱児特殊学校，民間収容施設，

緊急一時預り所．職業訓練所，トレーニングセンター，等をみてきた中で，その一部，感

じたことをまとめてみました。

1，環境について

　施設は一般社会の生活の1部として，その関わりの中で行われて行くものだが，どうして

も地域社会から忘れられることが多い。
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　かろうじて，最低基準を満たそうとしている日本の施設に比べて，私のみた施設のほとん

どが，美しい自然を生かしてゆうたりと建てられており，生活の一番大切な生活環境と、

住いの設計に細かな配慮がなされていました。広大な土地や，生活の豊かさの違いもあろ

うが，単tcそれだけでなく，自分のことは自分で守る。自分の社会を育て，育てた社会はt

自分で守る。という社会連帯意識からくる，生活に対する考え方の違いが，根本の原因で

はないでしょうか。

2，行政面について

　社会福祉は全て，国家の責任のもとに，各州に委ねられている。各州により解釈はやや

異なるが，教育・医療・生活の全てにおいて18才まで州の補助が受けられる。

　施設の収容数は、その施設の規模・性格により一様ではないが，傾向としては，「どの

ような欠陥のある家庭であろうとも，子どもにとっては，それic勝るものはない」と冨う

考えのもとに，これまでの大企業収容施設は減少しつつ，それにかわって，フォスターホー

ムや，ナーシングホームのような，一種の里親制度が，行政の指導と一般市民の強い支持

を得て行われているようです。

　多くの病院は，公共性，社会性を持ち，社会とのつながりは強く，市民の善意によると

ころが最も大きい。

　収容せざるをえない子どもの障害から，施設と医療機関とのかかわりは密接で，病院の’

トレーニングセンターのようなタイプもあれば，病院とタイアップしている所もあり，小

規模なところでは，ホームドクターのような形で，依頼（日本のように，形式的な嘱託で

はない）しているところもあり，疾病に限らず，指導上の医学的相談にも応じる。患者に

対し1対1～1対2．5を目標に，各セラピストたちは．実習生や，ボランティアを使って，

手厚い看護を行っている。そのような病院とのかかわりの中に，施設がある。

　医療機関があまりにも少なすぎ，名ばかりの嘱託制度のもとで，奔走することの多い我

々にとって，いつでも受けいれてもらえる病院があるということは，力強い。

　最近各県に設けられてきたリハビリセンターも，管轄を主張する前に，対象者のニード

にそったセンターとして，施設の指導上に科学的な診断を与えてほしい。

　ボランティアー国民tric根ざすものと思われるが，どこの施設でも見受けられ，一っ

の労働力として，十二分に活用していることはt相方にとって満足されるでしょう。

　これらの環境のもとで，医療に限らず，教育，その他療育の全ての問題で，養育者の手

におえないことが起きた場合，即刻地域社会にゆだねることが出来，日本のように，満員

で待機することもないそうです。

3．施設職員について
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　コ　　　コ
　施設は女性の職場かと思われる程，大多数が女性で，共働きが多い。

　施設職員の専門職化が進み，施設の規模，性格ICより，スタッフ陣は異なるが，大体，

医師（臨床）心理学者，特殊教師，OT，　PT，　ST，　RT，看護婦，ハウスマザー，テク
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ニシャン，エイド，などが，それぞれの方法論をもって対象者の処遇にあたっている。

　彼らは，自分のパート以外の全般的な話になると，専門性を尊重してか，ノーコメント

で，また関心も薄いように見受けられました。

　職員数が多い一週休2日，週40時間，1対1ケアーを目標とする米国施設をみて．（日

本では1日9時間，週54時間，その上当直あり，息せききって走りまわっている）余裕あ

るくらしは，当然のことと思われた。

4．教育ICついて

　一般社会の中で，普通児との交わりの中で教育を受ける。経済的，教育的効果から，早

期治療，教育が重視されている。

　また，対象者を生物学的にとらえ，多数の専門家が，それぞれの立場から，科学的なア

プローチを行っている。いわば感情動物的にとらえがちな我々にとって，この考え方は，

色々な意味で関心がありました。

　幼児精薄の訓練指導について

　現在アメリカ全土で広くとりいれられているというオペラント法は，疑問をいだいてい

た私にとりまして，これは研修課題の一っでした。これまでに，いくつかの病院や，施設

で，オペラント法による指導がなされていましたが，ここロスアンゼルスのパシフィック・

ステイト・ホスピタル内の幼児棟での訓練指導は，私自身，深く感銘を受けました。

　3才～8才までの脳性マヒによる障害を持った児童（30名位）を，発達段階別に4クツレー

プIC分けられていた。

　心理学者エドガー女史は．ピアージヱなどの感覚運動訓練を．特に幼児期に十分するこ

とが大切であると強張され，これらのプログラムを作り，テクニシャンセラピスト達が，

ポイントや，方法等を受けついで指導に当っている。ベリーボード，トランポリン，バラ

ンスポール，特殊階段などを用いての，首筋，手足の関節補強，バランス訓練。身近かな

器具で代用できそうなものもあった。氷とピーナッツバターによるよだれ止め，楽器を使

っての聴覚訓練，ローソクの欠ら，コーン粉，ぬか，スポンジ等を使った触覚訓練がなさ

れていた。これまであきらめられていた重度，最重度の子供に同じくオペラントコンディ

ショニングの方法を用いてADL訓練によることにより脱着，排泄，食事などの面で，少

しつつ自立しているそうです。このプログラムは，これらの訓練の他，保育，社会生活を

養うための色々なものがとり入れられ，科学的に，根気よく，適切な機能訓練が行われて

いるようです。重い子ども程，その場その場の強いタッチが必要なことを強調され，幼な

い不自由な体が痛々しい気持にも襲われましたが，今ここで，この指導訓練により，歩く

ことが出来るようになる。子どもによっては，目隠しで訓練もする　と，自信をもって指

導されていました。

　確かに，あれだけの幼児がいて，特有の臭いもなければ，よだれを出している子どもは

見かけなかった。単に建物の衛生管理によるものだけでなく．医師，心理学者の指示で，

一160一



テクニシャンセラピストたちが同じ見地に立って指導されていることに，その効を得てい

るようです。

　幼児期における適切な指導，訓練の必要性を痛感すると同時に，可能性の限りを発揮し

てゆく子ども達の姿をみて，このオペラント法も，用いる対象と，とりいれ方によっては

一方法ではないか，と考えられるようになりました。種々の科学的方法は，その効果を発

揮するものであることを感じ，人間の尊さ，偉大さをしみじみと味わいました。

5．その他

　クリープランドでは，新生児一20才までの欠損家庭の子ども達36名を収容している民

間施設。職員は，現在看護婦の他は，専門職員の来手もなく，ADL訓練するのが精一杯。

施設ではなく，ホームとしての家庭的なケアーを心がけていると言う。

　平屋づくりの落着いた建物は，小じんまりとしていて，日本のどこかの施設に似たもの

を感じる。

　また，親の蒸発も最近出はじめ，障害者の家庭は一搬的に離婚率が高いなど。里親制度

が普及しているとはいえ，彼らは里親の元を，転々と移りかわる生活をしているとの，サ

ンビームスクールでの話し。これら両者とも，日本の施設と同じ問題をかかえており，見

てきた多くの理想的な施設と共に，アメリカ福祉の一つの現状として記憶に止めておきた

いことでした。

6．　「百聞は一見にしかず」

　全国の身障部門，精薄部門の諸先輩方々と共に，社会福祉研修団の一員として，米国，

カナダ福祉の理想的な現状を，広く見て，特に色々なテクニック場面をこの目で確かめら

れましたことは，処遇現場にたずさわる私にとりまして，「百聞は一見にしかず」，いく

つもの事情書籍を一年間よみ続けるよりにも勝る研修でした。いまだ忙しさの中で，まだ

資料整理がはかどりませんが，日がたつにつれ，その収獲の大きさをかみしめています。

　アメリカ施設の合理的，機械的な人間関係と，日本の家庭的雰囲気を持つ施設のあり方

に，小さな施設の良さと，職員の子どもに対する熱意の高さを再認識したのも，大きな収

獲でした。アメリカで学んだ良い指導のテクニックを生かし，今後の指導に役立てたいと

思います。「福祉のこころ」が，対象者IC，職員1こ，地域社会の一人一人の認識と連帯の

中から生まれてほしいと切実に思いました。

　あっという間にすぎてしまった研修でしたが，人生のゆとりを教えられたような気持で

帰国いたしました。

　海外研修の機会を与えて下さいました，資生堂社会福祉事業財団，他多くのみなさまに

心からお礼申し上げます。
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研修報告〔19〕

社会福祉法人高知県精神薄弱者育成会

　か“みの育成園（精神薄弱者援護施設）

生活指類片岡真助
高知県高知市朝倉丙1762

主な報告施設

1

z

［METROPOLITAN　TORONT　ASSOCIATION　FOR　THE　MENTALLY

RETARDED　］

SHELTERED　WORKSHOPS　FOR　RETARDED　ADULTS

THE　PACIFIC　STATE　HOSPITAL

　アメリカは，歴史の浅い国で，地方自治が大きく認められ，連邦政府の画一的行政は，

つとめてさけ，州ごとに別々の行政を実施しているのが，大きな特色である。

　また，法の整備や国や州の措置費や補助の制度は，日本の方が，内容は別として整って

いるように見受けられた。

　すべては，精薄者の人権の尊重，精薄者を幸福にするための施策が，法の施行や整備に

優先し，それを民間のボランティアが中心になり，地域社会の協力をうけて，国や州の行

政を推進しているのが，もう一つの特色でもある。

　ボランティア活動は．キリスト教の博愛主義が中心になって始まったが．現在のボラン

ティアは，

　［1｝将来そのような施設で働きたいという高校生，大学生を中心に夏休み，冬休みなど

　　に実施している。

　C2）年金をもらった仕事のない老人が，施設にきて子供達と遊び，又花壇などの整備奉

　　仕をしている。

　C3）キリスト教的な考えの主婦が，家の仕事を，合理的に行いJその余暇時間を施設で

　　働くという考え方で，買物や手紙，食事などの世話をしている。

　一つの町、一つの市は，その中ですべてをやろう，解決しようという気持，弱い人を強
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い人が，助けるという事が，国民の中に，とけこんでいるようだ。

　「社会性について」

　病院と施設は同じで．このような病院を，子どもの病院とよび，障害とか精薄とかいっ

た言葉が使われていない。町には至るところに車椅子がみられ，また陸橋などというもの

はなく，歩行者や車椅子の人が何んの不安もなく通行している。建物には，障害者用の設

備があり，ひと目で精薄者とわかる人を，ディズニーランドなどでもみかけJ町の中でも，

兄弟，友達と一緒に並んで歩いている光景を，時々みかけた。

　精薄者は，社会の申で治療するという，基本的な考え方がある。

　精薄児のいる家庭には，センターから家庭指導に巡回して，そのこどもの方向づけ，栄

養問題，生活指導，地域との関連などを，指導している。

　肢体不自由児についても．本人，親．ソーシャルワーカーなどが，できるだけ，普通の

学校に入れることを望んでいる。又学校も，そのような子どもを，できるだけうけ入れよ

うと努力している。両手両足がほとんどない18才の子どもにも，普通の高等学校の教育を

保障している。

　日本の場合は，そのような子どもを，うけ入れる体制ができていないのが現状である。

　又社会と病院，社会と施設が，密接してその機能を十分に発揮しているように感じた。

　施設の職員とほとんど同数のボランティアがくるし．近くの子どもたちや学校とも交流

して，社会性養成のために，社会資源を充分に活用している。施設に徒らに長期収容する

のではなく，母親などを指導して，家庭で治療できる人たちは家庭にかえし，普通の子ど

も達と同じ生活をすることによって，社会性を高めようとしている。

　しかしながら，社会性を養うという名において，家庭ic大分負担がかかっているように

も感じた。

　「子ども本位の施設づくり」

　施設があるから子供を入れるのではなく，子どもに応じた施設づくりを，第一ec考えて

いる。先ず，入所するとすぐ二週間テスト評価をして，この人はいま何ができるか，どこ

が不自由で，何ができないのかを検査し，ついでその人のもっている能力をひきだすため

には，何が最も必要であるかという基本的な考え方からテスト評価をし，その子どもに一

番必要なスタッフと時間割が考えられる。

　このようIC，その子が人間として育っていける施設づくり，スタッフづくりを考えてい

る。子どもたちが，一人で生活できるように一つ一つのカリキュラムは考えられ，それic

基づいてきびしい訓練が実施されるようになっている。子どもたちは，そのきびしい訓練

によく従っていっている。
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　「職種と専門性」

　私は，指導員とよばれる職橦にいる一人であるが，この指導員という言葉が相手に理解

されなかった。どうしてかというと，専門が分化しているから指導員として，私達が行っ

ている仕事内容は，アメリカの職種で考えると作業治療士，理学治療士，言語治療士，ソ

ー シャルワーカー，ナウス，レクレーション，セラピスト，心理判定員，心理治療士，エ

ンジニア，先生と約十種類に分かれている。だから相手に通じないのもむりはない。

　「もし君達がやれていれば，それはスーパーだ，天才だ、さもなければそのような事は、

できないか，又は無資格者だと思われる」

　というのである。

　そのスタッフの多いことでは予想以上で，設備の充実と共に非常にうらやましく思っt．T。

　人手不足のため必要なことも充分にできない日本の施設を考えると，入所生自身の受け

る損失は，相当大きいと思う。アメリカの専門性から考えると私達の仕事は，いったい何

を入所生にあたえているか自分達がもう一度考えなおしてみる必要を痛感した。

　自分自身にあたえられた仕事が，どんなに優秀であったとしても，他のパートとのつな

がりがうまくできて，それが全体のプログラムに生かさなければ，入所生へのサービスと

はならない。この調和があってこそ，本当の人間としての治療ができるのである。

　「施設の設備，環境」

　施設に入ると，あたかも美しい公園のようで，きれいな花が咲き，芝生の手入れも良く

いきとどいている。面積も20万坪とか35万坪とか，非鴬tC広く，のんびりとしている。園

内には，定期的に専用の車が走っている。部屋には電話，テレビ，ラジオ，呼び出し設備

があり，部屋のスペースも広く一部屋は2人～4人で個別的には，カーテンもひけるよう

になり，便所，風呂なども4人に一っずっ，ベッドも広く，タンス，鏡台あり，子ども居

室は色彩が豊かで家庭的な雰囲気を出している。特に安全性に気をつけているように思う。

火災の時はそのまま消防署への連絡がつき2～3分で消防車がくる。

　トロントの子どもの病院のレクレーションセラピストを紹介してみると（日本ではレク

レーションセラピストの職種がないので）

　子ども達は，最低3週間は家を離れているのでレクレーションは大切な部門である。

　家に帰ってからもできることをやっている。身体に障害がない人々と一緒tcveべるよう

に，体育，音楽，遊戯，鉄砲，水泳，人形づくり，パンづくり，客を呼んでパーティをひ

らく等。

　夏休みには，キャンプなどicも行くようである。このセラピストたちは，午後1時過ぎ

から8時頃までの勤務で，土曜，日曜が忙しいようである。アメリカは治療的，カナダは

子どもたちic，たのしみをあたえるという基本的な考え方がある。

　レクレーション　セラピストは，2年の短期大学で，レクレーションを専門に行い，社
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会学，心理学，体育をおさめたものがセラピストの資格を得るものである。

　　　SHELTERED　WORKSHOPS　FOR　RETARDED　ADULTS
　　　（TORONT）を視察して
　精薄者を社会自立tc導くための，最近の傾向として，労働基準法の制約を脱しt：　16才以

上の者は，学校にとどまらず，家庭から，職業訓練所，兼疵護授産所に通わせる方式に大

きく転換している。自立不可能な者は，国や社会の疵護の下に独立した授産所又は訓練所

1こ併設された授産所で働き，国家社会に少しでも寄与し，相当年令に達するまで，家庭か

ら通いながら，本人の能力に応じた収入が得られるような制度としているのである。

　そのことは，経済上からみた，国家社会の問題としただけではなく，むしろ本質的に，

精薄者の人権の確立，とくに真の幸福は，社会と隔離して，数千人を義務的に収容する愛

情に欠けた，飼殺し的な収容施設ではなく，家庭を中心として，地域社会ごとictsける，

診療J通園保護，両親指導，職業教育を行なう，小さいゆきとどいた施設にあることを自

覚した父母を申心とした施設である。

　この施設は，今から25年前、トロントのメトロポリタンの「手をつなぐ親の会」が創立

したものである。建物は街の中にあり，交通便利なところで，2年前に改築された明るい

施設である。入所生の資格は身辺自立ができて，すわって仕事のできる16才以上の者であ

る。

　現在は18才～54才までの120名がいる。

　入所最初の2週間でどの仕事が適しているかを調べ，よい習慣を身につけるように指導

する。その評価がはっきりしてから仕事の訓練に入る。

　事業内容は，

　1．職業訓練，2職業紹介及び就職準備訓練，3．授産，4．保護，5職種研究、6．レクレー

ション，7．集団活動及び苦情処理，8．個別及び集団相談指導，9．ケースワーク等であって，

家庭に対しては，親の会，ケースワークよろず相談等がなされている。

　1．仕事の時間，8時45分から4時15分，休憩は，午前15分，午後15分である。

　2．入所期間，9週間から2年6ケ月間その人に応じて違う。それは，そこできめてある

　　評価基準に応じて各人がことなっている。

　3，入所の窓ロ，精薄の学校からくる人が多い。又は年をとっている人は直接にくる。

　4．金の問題，州から年金の形式をとって同月105ドル支払われ個人によって違うが授産

　　所より週4ドル位支払われる。その金の管理ができない人は，親，SW，授産所の職

　　員等で管理している。

　5．結婚，子供ができないようにしている。

　6．就職離職，この授産所に応じて評価表に準じて仕事にゆくのであるが，大部分が単純

　　労働，食堂の皿洗いなどである。離職する原因はなれない，なじめない，受け入れ側
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の問題もあるがもっといい仕事がある場合は親がその子どもに合わないといって辞め

　さす場合もある。この施設でいくらやっても就職不可能な人は，ステイキト施設，ナ

　ッシングホーム等州立施設の方にいく，就職，離職を6回もくりかえした者もいる。

7．職員，職業指導員とカウンセラーで構成しひとりの子どもは職業指導員とカウンセラ

　ーの担当の先生についている。

8．知能指数，30～70の人たちである。

　　　　PACIFIC　STATE　HOSPITAL（LOS　ANGELES）を視察して
　カリフtルニア州立病院でリバサイド，サンバーナーディ，ロスアンゼルスの三郡の子

どもから大人までの精薄者の治療とこの分野の研究訓練を行っている。

　沿革，規模は，1927年に現在地に創立された古い歴史ある病院である。面積は、三百工

一 カーで広々とした大病院でJ病棟は．47棟ある。これに附設する研究センター，レクレ

ー ション場，プール．特殊運動場，サービス施設，キャンプ場などがある。

　定員は，1800名（男子60％，女子40％）88％は知能指数52以下（30％が知能指数20～35，

40％が知能指数0～19）年令は幼児から80才までで19才未満は47％いる。

　この病院は，9つの治療部門に分かれて編成され各部門は，医師，心理学者，ソーシャ

ルワーカー，教師，リハビリテーション技士J看護婦及び各部門の指導者より成っている。

　研究部，60以上の研究が50名近い職員によって同時tcおこなわれている。精神薄弱の原

因究明，症状の性質，治療の方法等の研究がおこなわれている。

　児童発達部門を視察した。ここは歩行可能で社会性と運動感覚を発達させ社会におかれ

てもやっていける能力をもつ入所者の身体的損傷予防，運動感覚力の発達，生活能力の発

達を目的としたものである。

　精薄者のプログラム実施についての要点事項

　1．良いリーダーを作る。

　2職員の訓練が重要

　3．病院から訓練センターへと観念を変える。

　4．職員の仕事内容の分析（むだθ）ない配置）

　5．入所生の就寝中以外はすべてプログラムを続行する。

　6．勤務交代時の報告事項の徹底

　7．職員の努力を認め，はげますなど

　そのプログラムIC応じて，私が見学したのはトランポリン，大ボール遊び，転がる，手

足の表面でひやす，摩擦する，腹ばい等の感覚視覚にうったえて成長させることを，特に

重要視してやっているように思われた。

一 167一



　　　WORKSHOPを視察して
　ワークショップに入る人は，三段階に分ける，｛U仕事に対する責任感のある人，12）いつ

何をつくっているかはっきりしている人，C3）一般社会tζ適応できる人（すわって仕事ので

きる人，人の邪魔をしない人）．16才以上の人で態度のよい人がワークショップに入れる。

その能力に応じて，週給4ドル～10ドル位の金が支払われている。その金で小使いや貯金

等もしている。知能指数の平均は40位であり，仕事は男女を問わず，自動車工場の下請け

作業である流れ作業のため子どもたちに注意力を養っている。働く時閥は午前9時～11時，

午後は1時～3時，10時と2時に10分の休憩があり，ユ日4時間週5日で約週20時間の仕

事をしている。実社会における就職先は，皿洗い，自動車洗い，ウェイトレス，雑役など

である。このワークショップから就職する人は，2ケ月でできる人，1年以上いる人，又

別の寮にうつる人等がいる。ワークショップの寮内でも，山羊，うまの世話，食堂や部屋

の掃除などの働きをしてお金をもらっている。この施設ではトークン制度があり，この寮

のお金としてトークンを出している。早くおきたから1トークン，あいさつができたから

1トークンというように，1日10トークンから30トークンもらい，食事代部屋代として，

支払われている。個室3卜一クン大部屋は1卜一クンとかなっている。又そのトークンで，

朝，昼．晩，3回，30分つつ店があき日用品，お菓子などを買っている。

　アメリカ，カナダを1ケ月施設研修する機会を得て，自分の考え方が格段に広くなった

ように思います。とともに今までの自分自身の不勉強を深く反省しました。

　各地で在留日系人から．温かく迎えられた時，かれらが日本人であるという自覚と誇り

1こ接したように感じました。私もこの研修の結果が有効にいかされるように努力するつも

りです。このような機会を与えていただいた資生堂並びに関係各位に対して心からの感謝

の意をささげ研修報告といたします。
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研修報告〔20〕

社会福祉法人三美福祉園三美学苑

　　　　（精神薄弱者援護施設）

　　生瀦頼広瀬節子
　　　　兵庫県氷上郡氷上町谷村

主な報告施設

1
9
白

3

OUR　LADY　OF　THE　WAYSIDE　HOME

［METROPOLITAN　TORONT　ASSOCIArlON　FOR　THE　MENTALLY

RETARDED．］　　EMPLOYMENT　TRAINING　CENTER

THE　PACIFIC　STATE　HOSPITAL

　　　アメリカ・カナダ研修に当って

　この私が，資生堂社会福祉事業財団の第2回海外研修に選出された。アメリカへ行ける。

しかし英語が話せない。　’行きたい’不安と嬉しさの複雑な気持ちがいりまじり，落着き

をなくしてしまっt：。幸いにも，私の苑長が海外旅行の経験者なので，ささいな相談にの

って下さる一方，団体であるから指示に従い度胸をすえて行けという言葉をもらった。

　9月5日，オリエンテェーションの席上において，米国カナダの医療事情や行政機構に

ついての説明や，種痘，出発に必要な手続き方法から諸注意があり、仕度金までいたS“く

という思いも及ばぬサービスによって，何とか期待にそうよう努力しなければというファ

イトをわかし，行かせてもらえるありがたさをかみしめた。10月3日，午後4時30分，東

京国際空港から発する日本航空002便にて8時間の飛行，現地時間で3日の午前9時50分

にサンフランシスコに着いた。まず，4車線以下の道路がないことと，日本車のニッサン

ダットサンが多く走っていることが目につく。シェラトンパレスホテルのエレベーターの

中。部屋からロビーに下りる途中で，人のよさそうな男女ずれの男性に話しかけられるが

チンプンカンプン。できるだけにこにこすることにして聞いていると，ファットユアーネ

イム……。わからないけれど私の名を答える。’オー”とゼスチャーたっぷりで，肩に手

をかけ，一方の手で握手を求める．握手を返すと，サンキューサンキューと側の人達も手
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字

を出す。やけっぱちで握手する。そのうちロピーtζ着くと楽しそうにグッドバイと離れる。

こんな人達との出合いによって，私はすっかり度胸をつけることが出来た。もうこわい者

はいないという大胆不敵になったのもこの時からであろうか。

　施設の見学が初まったのは10月5日で，社会的，経済的，心理的，身体的不自由児者を

扱う病院や先天性の障害児・欠損症を扱う病院，そして，肢体不自由と精神障害のハンデ

をもつ者の通院施設などの見学を，29日までさせていたS’くことが出来た。

　まず感銘したのは，障害にもめげず，患者は勿論のことつきそっている家族までが，に

こにこしていることだ。次に専門的な職種の指導員が，チームワークをとって一人の患者

に接している。中でも特におどろいたのは，装具士がドクターと共‘ζ，一人の患者を見て

話しあっている姿で，指導する者の根気強さと，医者と専門化された職員のタイアップ・

これこそ本当の教育であろうと感ぜずにはいられなかった。身障者をなおす技術に関して

はあまり変らないが，両足切断されていても松葉杖をつかないで義足をつけて一人歩きを

している姿は，私には考えも及ばぬことだった。こうした障害の人達も高校へ行きスポー

ツもする。

　現在の日本では，障害者ばかりが収容されていて，社会と隔離されたような形がとられ

ているが，ここでは一般の子供と一緒の生活をさせるというような家庭的な要素も考慮さ

れて，患者と家族の交流がなされている。

　ζこで施策が日本と異なるところをいくつかあげてみる。

　1．国家予算以外に基金制度が徹底している。

　1．登録されたボランティアが多くいる。

　1．精薄施設に勤める職員の養成機関や，評価センター等がある。

　L　すべて個人の障害に適した器具（補装具）が生産される。等である。

　私達が見学させていたYいたところほとんどが，州や市の援助をもとに，国の予算で建

てられたところで，あまりにもスケールが大きすぎて，私達の施設と比べる対象となるも

のはあまりなかったので，私達の職種にふさわしい施設が見たいという希望から，クリー

フフンドのアワーレディーオブザウェイサイドホームを見学させてもらった。

　OUR　LADY　OF　THE　WAYSIDE　HOME　　（CLEVELAND）
　この施設は，利益を追求するものではなく，奉仕を旨とするものであり，州や市の援助

は全く受けず，両親から300ドルが支払われ，民間の財団からの援助でまかなわれている

ところで，300ドルが支払えない親iζは州から一部援助があるそうだが，毎月約3千ドル

の赤字を寄附によってまかなっているという。聖ジョセブ病院，ロリアン保健所等の協力

機関があるが，この施設は，人種肌色信条の如何を問わず，誕生から成人（乳児～21才）

までの，身体的障害及び精神障害の方々を収容し，経済的感情的肉体的に，両親が養育で

きない，例えば，片親の人，　（両親がいても病気がちな人々）の為に開かれたホームであ

る。指導者の資格といえば，子供を愛していることで，常勤者39名と，献身的なメンバー
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で，パートの人々の他に多くの有志で，現在37名を指導しておられた。

　指導員は常に笑いをもって，子供達IC不快感を与えぬように心掛け，身体に強くふれて

やることによって，よろこびと感覚を起こさせることが大切だと教えられた。こんなにス

ケールの大きな国にも，私達に似通った部分もあうて安堵した。また次に，精神薄弱の子

の性教育に力を入れているというところがあって，知恵の遅れた女子に，不妊手術を，ま

だ法的には認められていないが，両親と相談した上で行なわれていた。また，男性と女性

の子供の型や絵をつかって，極く簡単な指導をし12才までには性についての知識を植付け

たいといわれていた。ここで施設と何ら関係ないかもしれないが，シカゴの産業科学博物

館を見学した時，受精してから子供が大きくなり，生れ出るまでの経過が見本となってい

るところで，母親が，小さな男児（小学生）に見せて説明し，教えている5組の姿に出合

った。私達の国ならば18才未満入場禁止とでも掲示されるのではないかと思い，興味をも

った一こまだった。

　次lc，　METROPOLITAN　TORONT　ASSOCIATION　FOR　THE　MENT－
ALLY　RETARDED－EMPLOYMENT　TRAINING　CENTER　（TORONT）
の紹介をしたい。当センターは，一般の会社で，若者が働けるようにたてられたものであ

り，また，長期間ARC工業会で，要保護雇用をする若人のために．たてられたものであ

る。

　ARC工業とは，メトロポリタン・トロント協会，障害者工業部門に属しており，トロ

ント市で約3千人の成人を雇用している。時間，午前8時45分～午後4時15分，月曜日か

ら金曜日まで。但し火曜は3時30分まで訓練を受け，昼食時間は，45分間とする。午前と

午後各15分ずつコーヒータイムをもつ。

　。出欠：訓練生は毎日出勤するが，病気で，出勤不可能のときは，電話をかける。医師

　の指示によるか，他の理由の場合は，監督者に連絡をする。

　。安全面：仕事場でのたばこは，いかなる時間といえども禁止しているが，昼食時，コ

　ーヒータイムには，食堂にて喫煙はよい。

　　機械器具類は，指導者の監督のもとでないと使用させず，はきものは，その人にあっ

　だように，かsとをかたくし，つまさきがカバーしてあるものを使う。

　　。仕事1軽い組立て，パッケージ，加熱封印ドリル・の本の読み合せなど・

　　．鮭、9週間の訓襯間中は漬金‘技払われない・飴は・仕事の出娯合と条件

　1ζより決定され，普通は月に二度支払いをする。

　条件とは，出欠状況，管理者の反応，共同作業者との共同性，生産能率等である。

　また，当センターでは，食品工場（キチン関係）で働こうとしている障害者に，台所仕

事の方法等を教えている。

　9週間の教育の後，雇用者は，パン焼，調理，サービス，金銭のあつかい，1皿洗い，消

毒等の場所に配属される。

一
171　一



　年令層は18才～55才までの人達で，身辺自立は出来ている人達であった。

　次に，ロスアンゼルスのPACIFIC　STATE　HOSPITALの事を記したいと思う。
　この病院の患者数は，1800名で，男子60パーセント，女子40パーセン5という割。患者

の88パーセントが知能指数52以下で，乳幼児から19才までをあずかっていた。ここでは，

指導の現場をいろいろと見ることが出来たが，・中でも，心をひいたことを書きとめたいと

思う。

　1．　1日5時間の訓練中，2時間ははだしにさせ，感覚を働かせる。

　2．やさしくさわらず，きつくさわると，センスが通っていることがわかる。

　3．舌が出て，よだれをくる子には，上口びるに氷をのせる。両手をおさえて，バター

　　を上あごにぬりつけると，舌が動く。

　4．めかくしされてトレーニングされた人は介助の必要がない。等々。

私の知らなかった知識を，ここで得ることが出来た。

　】ケ月間の見学を終えて，我国の福祉行政をふり返ってみた時

予算，建物，よい指導者も必要であるが，もっと大切なことは，患者を見守る健康な人々

の，あたたかい気持ちではないかと思う。じゃま者がいるという扱い方では，福祉行政は

全く進歩しないだろう。

　文明の発達によって，母体に悪影響を及ぼし生れ出た子が不具者であったならば，その

子供に責任があるのではなく，健康な者が，その不具になる遠因をつくった。という自覚

と責任のもとに，あたK．かい手をさしのぺることが大切だろう。その気持ちが，今の福祉

行政に必要であり，それが基金となったり，ボランティアとなって，実現するのではなか

ろうか。

　このような意味で，私は，出来得る限り，健康な人達にも，奉仕活動をよびかけようと

決心した。

　日本の現状すら知らない私のようなものに二度とないチャンスを与えて下さいました資

生堂の方々，県の福祉課の方々，そして苑長や職員に，陰の力となって下さった多くの方

々と家族に，お礼を申し上げ，報告とさせていたS’きます。
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研修報告〔21〕

社会福祉法人　白鳩学園

　　　（精神薄弱児・者施設）

生活指導員宗本淳爾
　　　　　山ロ県光市流川町8－19

主な報告施設

1

2
a
4

THE　UNIVERSITY　OF　MICHIGAN　MEDICAL　CENTER

INSTITUTE　FOR　THE　STUDY　OF　MENTAL　RETARDATION

AND　RELATED　DISOBILITIES

ONTARIO　CRIPPLED　CHILDREN’S　CENTER

［METROPOUTAN　TORONT　ASSOCIATION　FOR　THE　MENTALLY

RETARDED　］　EMPLOYMENT　TRAINING　CENTER

THE　PACIFIC　STATE　HOSPITAL

　　米国・カナダ各地の社会復帰センターを訪問して

　私は精神薄弱者捜産施設・白鳩学園育成舘に勤務する生活指導員兼作業指導員である。

　全く突然施設長及び山口県の樵挙をうけて，昭和姶年10月1日～10月31日の問，資生堂

米・加社会福祉視察団の団員として全米各地・カナダトロント市，ハワイ州に散在するリ

ハピリテーションセンターや精神薄弱者授産施設，情神薄弱児収容施設及び情神薄弱者雇

用訓練センターを見学する機会を得た。

I　THE　UNIVERSITY　OF　MICHIGAN　MEDICAL　CENTER
　　INSTITUTE　FOR　THE　STUDY　OF　MENTAL　RETARDATION
　　AND　RELATED　DISABILITIES
　1　（医学部の概要）大学医学部はすなわち大学病院である。こんなに簡単なことが日

本にいて分らなかった。この病院は，医学・看護学・セラピスト学研究実習のための教育

機能をもち救急・教育病院と呼ばれている。

　入院患者3i　800人に対応して看護婦学生1，400人の他，常時1，　200　一・L500人の看護婦

が勤務する。医学部を卒業した研究生を含めて鴬時医師900人が働く10階建ビルディング

であった。救急とは，重症患者に対応しているものでMEDiCAL　I　NTENSIVS　C－

AREと呼ばれている。
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　病院内部は8部局に分けられており，又急性病棟，救急（重症）病棟，リハビリ病棟の

各病棟があった。

　　特　色

　我々は個室・リハビリ病棟を見学してから下に降り，トレーニングルームで説明をうけ

た。できる丈独力でというのが病院の方針であった。即ちできるだけ家庭と同一のしくみ

をとって処遇するため，リハビリ病棟では男女混合することによって患者自身で便所に行

けるようにするために，患者同志の交流をはかっていた。サン・ポーチを設けて，昼食及

び夕食は同じテーブルをかこんで（家庭的スタイル）食事をすることにしている由を婦長

さんからうかがった。

　訓練の期問中は少くとも1週2日間は家族がきて一緒に家族もトレーニングを受ける。

その際トレーニングは1日中やる。又少くとも1週間1日は相談日をもうけ妻などをこさ

せるという事で，面会時間は平日が午後3時から8時までの5時間，土曜・日曜は午後1

時から8時までの7時間となっていた。

　社会とのつながりについては，フォード・ゼネラルモーターズなどの職場においてイン

デペンダント計画というものがあり，その関連において働ける患者，何かできる患者に対

してはオキュペーションセラピーを実施している。次に，先天性脳性マヒはいないかとい

う質問に対しては，時々あるが現在はいないとのことだった。患者は若い人が多く，その

原因は交通事故だという。脳性マヒに対しても口と手による英会話，フランス語会話，電

動タイプライターのオキュペーションセラピーがされるそうである。運転練習車（訓練具），

改良車椅子やねたま3でこげる車椅子，尿道感染を防止するキャスター，コンドームキャ

スター（手の使えない患者に装着する）などの展示説明があった。

　この病棟‘Cは，約150人程の患者がおって大部分入院患者であり，これに対応して27人

のPT及び5人のアシスタントで訓練を行なっているが，又直接はタッチせずベッドを作

るとかの目的でユニバシティの学生をポランテアに採用していることも大きな特色であっ

た。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●

　2　（附属精神薄弱研究所の概要）大学医学部から徒歩で20分ほど南へ歩くと町中に3

階建の小さな建築物があり，これが目的の通園施設であった。といっても，これは精神薄

弱についての研究，診断判定のためのミシガン大学の機関である。

　一般社会にでて役に立つ教育をつけるために親がつれてきてトレーニングするのだと目

的を聞かされた。特殊教育を専攻する先生，P・T，ソーシャルワーカー，食品研究者，

言語学者，言語治療士，聴力検査者，O・T，心理学者，小児精神科医，がそろっていて

子どもの遊び，手足の動きの指導から口（歯），目，鼻の全部の検査をする。

　ミシガン州800万の人ロに対する3％24万人の精神薄弱人口とみて，この研究所では僅

かに1年80～90人の検査診断ができ対応しているにすぎないと熱情こめて説明された。ま
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だ5～600人しかも8才，10才，11才という高年令児しかフォローアップできないとなげ

く。D・トーション（所長）

　（1｝特　色

　設備備品は完備している。聴力検査室，歯科検査治療室，眼科及び耳鼻咽喉科の検査治

療室，ビデオカメラを装置した観察室（遊ぎ室），工作室，など最新の設備がされている

ようであった。

　図書館は2400冊の専門書と95種の雑誌，700のビデオテープを収集してある。

　この子らの発見は，普通はホーム・ドクターがするのだがどうしても遅くなる傾向があ

って，ここではコミュニティ・センター（奉仕団体）からここへくる場合が多い。これに

対応するために，幼児から4才までのプログラムを設けて最近では，18ケ月のダウン症児

の診断判定を行なった実績があるし，器質的疾患（ダウンなど）の場合は染色体の検査も

一つのきめ手になると説明をうけた。

　｛2｝精神薄弱児者の処遇について

　在宅指導～家庭においた方がよいのだ。

　D・トーション（所長）勿論3才～21才まで州において経済的保謹をうけられる権利が

あるから，親がいらないといった場合，1．国が一たんひきとって州が保護する。2．栽

判所が保護人をきめるという2つの方法がある。これらに対して，フォスターホーム，州

のナーシングホームやインスティテユーションの施設はある。然しながら子どもにとって

は，自分の家から通ってくる在宅指導（家庭もともに教育する）がもっとも適切なのであ

るという考え方であった。

ll　ONTARIO　CRIPPLED　CHILDRENS　CENTER
　このセンターは主として肢体不自由であるが，アテトイド（不随意運動をおこすCP）

や言語障害をともなった形成マヒの子など非常に重症の，そして重度の精神薄弱の状態を

ともない簡単にわけることができない。そしてこれらの子ども達を病院内に設置してある

精神薄弱の子を教育する教室に放り込むことicよって人間らしく扱う，能力をのばしてや

ってそれができたということを自信をもたすという大事な機能を果させている。30名の病

棟が3つ，16名の病棟（内部障害児）が1つという規模であるが，1対1の処遇で歯科な

どからはじめて色々な疾患を3週間から2ケ月という入院期間中に完治してしまうという

おそるべき効果をもつ病院である。

　ソーシャルワーカー，心理学専攻者，看護婦，看護助手，各科の医師，自助具製作者，

フルタイムの教師，教師助手，リゾーステーチャー，等各分野の専門家たちがチームをく

んで同一の職場に勤務していることは最も重要なことだと思われる。

　先生はいつも子どもと一緒に居るから個性をつかんでおり，それを医師につたえるとこ

ろから直ちに有効な治療ができる。コミュニケーション，A・D・L（日常生活動作），
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MOBILITY～関節のうごき，可能性及び歩行の諸訓練，これらにもフィジオ・スピー

チ，オキュペーショナルの3セラピー部門があって34名のセラピストが理論的に実践し研

究を積んでいる。

　又，障害児が退院して後に，身体障害でない友達と同じように遊べるような配慮がおこ

なわれて，13人のレクリェーション部門があり，この13人は4年制大学において社会学，

心埋学，身体障害児教育，体育などを専攻して正規の資格をもっている人たちである。水

泳・体育・弓・ボール・ライフル射撃・魚釣り・人形つくり・ダンス・パンつくり・ばん

ごはんつくりの他お客さんを招んでパーティをひらいたりする。13＋2のフルタイムスタ

ッフの他に，週末だけつく22人のパートタイムがある。そしてレクレーションパートは学

校のない夜間や週末の時間となる。夏休み（外来患者はない）は病院入院者のレクリェー

ション期間となっている。それで平常アカデミックな勉強をしている子は，州立の公園で

キャンプをしテニスなどを楽しむが，野外にいくときはレクリェーションスタッフだけが

引率する。ここで質問し夜間はどんなプログラムかときくと，　「学校では座って勉強して

いるので激しい運動をしたがる。強制はしない。殆んどいく。楽しいから。」という答で

あった。この部門の職員勒務は殆んどの職員が13：00－　21：00までとなっており，一部

12：00－20：00まで勤務する。

　又この病院ではレクリェーション部門と別に，体育館や音楽教室，舞台などを使用して

音楽療法の専門家によるミュージックセラピープログラムがくまれている。やんちゃには

静かな曲を，つかれた時はおとなしい曲をきかせて身体を動かし，反面集中力をやしなう

試みが続けられている。大きな子にはドラマ（劇・音楽劇）を与え，本格的な舞台をつか

って自信をもたせるという。その実際は5才以下の幼児の場合1：2の割で職員がつき，

13人の児童による示範の場合は2人の先生，2人のP・T及び音楽家の5人が一緒になっ

てプレイセラピーしていた。これらの治療，教育，レクリェーション活動，音楽療法の試

みをみるとき，食ぺること，しゃべること，着脱衣の指導とともに，ζの国ではいかに遊

べない子というものが問題とされているか，そしてそれを治療教育する徹底した活動が，

十分な計画のもとに行なわれているかがよくわかる。

　次に精神薄弱者雇用訓練センターについてであるが，25年前MRの親の協会がはじめた

施設である。建物所在地はトロント市内で町の中にあり，O・C・C・Cからそう遠くな

いように思う。現在115人から120人のものが通所しており，MRだけの18才から55才ま

での成人職業訓練評価施設である。入所期間は最高2年乃至2年半であるが，一たん就職

しても，・失業して又もどってくることもある。

　ここにくると最初の週間は色々と部署がかわって職業的訓練とカウンセリングをうける。

その後一定の配置によって，勤労意欲や勤労態度の養成をはかり単純な仕事をみにつける。

　就職分野はコック，木コ三掃除をする仕事に限られているがそれができない場合はシェ

ルタードワーク・ショップ（保護工場）へ措置される。
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　経済的保護についていえぱ，訓練期間申は個人に月4＄・オンタリオ州から支払われる。

精神薄弱者1ζ限らず成人障害者に対して州政府から年金が月105＄支給されているので，

その他に4＄加算されることとなっている。賃金労働者となるための雇用の最初の2週間

は，センターの職員が密接についていって，仕事をおぼえさせるよう指導する。その間は

月4＄のお金は支払われない。又，この雇用訓練センター内では，カフェテリア（コック），

メインテナンス（建物維持，掃除修理など）の部署の他，レシーバー，螢光灯の組立作業

をさせ，又包そう（荷造り）作業をさせているが，それらの利益は，道具を買うのに使う

ということである。

職員構成

　MANAGER（ボス）……・………・・…・…・・…………・…・…・…・・…………・……1人

　カウンセラー（評価及び仕事を探す）………………・…………・・……・…・…・…5人

　インストラクター（キッチン，工場，ビル清掃の3部門）……・………・……・9人

　スーパーバイザー（処遇技術）………………・…・…・…………・…………・・……3人

　計，18人でスーパーバイザーは，インストラクターに対して必要な指示を出すしくみと

なっている。センター内での入所者の処遇はtまずIQ30～IQ75までの比較的独立でき

そうな者15～16人をカフェテリア勤務に回し，残り全員を清掃及び単純作業tc配置してイ

ンストラクターが技術を教えるようである。カフェテリア勤務は勿論料理なんかはしない

のだが，4人掛のテーブルが20卓セットしてあり，入所生や職員の食事の際コックとして

働き，お金の計算や自動機械をつかって皿洗いなどをする。

　この食堂も精神薄弱者が働けるように，食器の形，収納器具，徹底した機械化，室内の

明るさや単純化などの配慮が行なわれていた。我々は食堂→ビル清掃部→工場と，彼等が

実際に働いている様子を見学した訳であるが，非常に入所生は積極的で，体格もよく明る

く遥ましく労働していた。この後質疑応答に入り色々な質問が出された訳であるが，精神

薄弱者の社会復帰やリハビリテーションの問題について語っているので要約する。

　Q1．彼等はどこからくるか。

精神薄弱のために設置されている学校からくるのが非常に多い。年をとっている人で，両

親が子どもの面倒をみれなくなったら・ここへくるか直接タウンの小さな作業者で働く。

　Q　2．そういう保護工場はいくらあるか。

5～6人が通ってくるようなこまかい小さいのが非常に沢山あり，正確にはむつかしい。

ここのような働くための，トレーニングするセンターは2～3ある。

　Q3．身体障害，精神病は入所できるか。

とにかくせめて座っておれるということができること。1人たえず動き回っている子がい

るがこれは訓練できないのでもう退所しなければならぬ，それとトィレットトレーニング

は絶対必要条件（入所基準は身辺処理ができるという段階になっていた。）

　Q↓　失業する場合。
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そこで慣れない。人となじめない。

1月まえ片手だけ使う男を送った訳だがそこの人達は気持がわるい，いやだといって首に

なった。

　Q5，就職すると月当り24＄程度もらう訳だがお金の管理は誰がするのか。

両親とかS・Wとか，ついていって指導する人がお金の管理をする。この協会にそのお金

を管理するS・Wが沢山いる。

　Q6．結婚したケースは。

精薄者同志で結婚し，主人が怠け者で働かない。子どもができないようにする。　（本人が

理解ができサインすれば手術する，ストラレケゼーション）

　Q7．評価表はあるか。

就職時にアプリケーションレポートを送るけど評価表はない。これだけのことができるか

ら社会に出すという一おうの評価基準はあるけれども，最初ついていくので合うか合わな

いかそのときに大体チェックできる。

　Q8．生活指導は。

個人別にスケジュールするので，時間帯はちがう。カウンセラー（心理学，社会学で修士

号又は学士号をもつことが必要）がやる。

　Q9．どうしても就職できない子は。

収容定員100人，150人，400人のステートインステチュートにいくが，しかしできるだ

け社会へ出すように努力している。

　Ql9　親はそれを希望するでしょうか。

家にキープする人もいる。

　Q11．成功したケアはあるか。

もと政府インステチュートにいた子27才がレストランのキッチンで働いている例。

　Q12．アフタケアは。

協会では通勤寮（レギュラーハウス）を1つつくった。1人のカウンセラーが彼等と一緒

に住んで，スーパーバイズしてる。

　Ql3、入所期間が2年半というのはどうしてきめたか。短かすぎないか。

これは政府できめている入所期間であって必然的にこちらもそれに合わせてきめた。特別

の事情のあるときは40ケ月まで延ばすよう要望している。

皿　その他の施設

　クリーブランドでは，非常ic重度重症の心身障害児施設OUR　LADY　OF　WAYSI

DE　HOMEを見学できて幸せであった。1人の子どもを大切に，人間的に扱ってあげる

という姿勢が明確で又地域ボランテアと密着した気品あるホームであった。ここでは，プ

ー ル，散歩道，樹の上につくられた子どもの冒険のための家などこんな重症の子どもがと
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実にうれしい教育的配慮を感ll’が，所長さんは年長児の為の進学問題や職業訓練の方途

に本当に悩んでおられた。

　ロスアンジェルスでのPACIFIC　STATE　HOSPITALにおける精神簿弱児収容
施設及び者の施設，精神薄弱者授産施設（通所）は我々にとって身近かで忘れられない懐

しいところとなったが，身近かであるがため比較する際厳密さを要求してしまい，語学の

欠陥と重なって理解しょうとするほど全然わからなくなってくる。

　児の施設は感覚訓練及び機能訓練それとトイレットトレーニングに重点をおいてとりく

んでおり，職員の姿勢に非常に清新さを感じた。施設は本来教育機関であり，全職員が協

力的で前進している時，その外観はどうであれ，本当に美しいと特に児の施設で強くうけ

とった。よだれを防止する為舌の運動を活発にする感覚機能訓練を心理療法士が示範して

下さった。その方法は幼児の両手をおさえておいて，上あごにペースト（ピーナツクリー

ム）を竹ヘラでねりつけ，それをなめとらせるだけの簡単なものである。しかし5，6人

の幼児は，継続的．に訓練することで改善されたという。又各組において夫々トランポリン，

はしご，ポール，いす，マットを用いて歩行困難児から全くねっころがっているだけの重

症児に対して熱心な治療教育が行なわれていた。

　者の授産施設では150人の園生が自動車のパッキンのビニール袋詰作業と取組んでいた

が詳細を報告するには紙数もつきたようである。同時に者の収容施設も1ケ所だけ見学で

きたが，彼らを人間らしく扱う，個窒を与えるという点では徹底していた反面，人と人と

のふれあい，社会性の育成という観点からは，ここはコロニーである，普通の社会とわけ

へだてられていると感じた。

　以下みてきた如く，欧米人は社会というものを明確に考えて，即病院であり道路であり

学校その他の公共機関であって自分たちが共同生活を快適に営むために不可決のものであ

るとしてその建設に費用を惜しまない。農耕民族（イダヤ・ベンダサンのいう）である我

々日本人は自己の城をきつくのに営々として，社会とは世間だ，他人の事だと思っている。

　社会とは，他人事でなく，欧米人のするごとく自分の住むための共同生活体であり，我

々が生きるためそして生き延びるためになくてはならぬ存在なのであった。エチケットと

いうのも隣人同志，互いにどんぐりの背くらべの同僚同志の間柄にこそ重要視されねばな

らない礼儀作法なのであった。精神薄弱者援護施設の現場においても，職員の姿勢の確立

と同時に，ボラノテアの導入を真剣に考え精神薄弱者にとってもし入所が必要とされるな

らばできるだけ豊かな日常生活やレクリェーション活動が，彼等固有の権利として保障さ

れなければならない。

　我々は現在も日常の勤務に忙殺されながらそれが少しもいやだとは思わない。日常の生

活指導の効果が彼らのくらしの向上に適確につながるからである。

　最後にこの度貴重な海外研修の機会を与えて下さった資生堂社会福祉事業財団，及び当

初から好意ある親切な取扱いをして下さった施設長はじめ，山口県．熱心に送り出して下
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さった指導課長や厨僚の諸先生方，又，無事に日本までこの旅行を取計って下さった日本

交通公社添乗員の方の経験豊かな御仕事に対して心から感謝をしている。
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研修報告〔22〕

社会福祉法人広島県同胞援護財団

　西志和農園（精神薄弱者援護施設）

生瀦導員今崎邦枝
広島県賀茂郡志和町大宇志和堀

主な報告施設

OUR　LADY　OF　THE　WAYSIDE　HOME

　急激な経済の発展を期して，今や世界の経済大国と認められる日本において，ようやく

にして，　「福祉」という言葉がマスコミの中に多くとりあげられ，そして「福祉国家」と

して軌道にのった施策が除々ながらも，実現されつつある事に，長年精神薄弱者更生施設

に働くものとして大きなよろこびを感じるものである。

そして又，働く意欲と，仕事の重大さに，身をひきしめられる思いがする。

　今度，幸運にも，海外研修に参加することができ，アメリカ，カナダにおいて，数多く

の施設を視察し，改めて，福祉行政，福祉経営，特に指導法，指導内容について，自分の

視野のせまさを痛感し，得ることができたのは，何よりの収穫であったと思う。国の福祉

政策について云々するにはあまりにも微力であるが，世の中には多くの人々が夫々の「業」

を背負って，生きている。

　その中に，世の幸福からとり残され，自立した生活を楽しめない知能の劣る者，身体の

不自由な者の何と多いことか，新聞の地方欄に，時折，新しい施設開設の明るいニュース

が載っている。胸をおどらせて読む，本当にありがたい，よろこばしいことである。

　公立のものもある，私立のものもある。残念ながら，私立の方がずっと，多いのではあ

るまいか。　「福祉」へすすむ国家として，いささか心さみしい感がないでもないが，こう

いう中にも，私費を投じて，全ての人々の健康で幸福な生活をと奮起されている人々に敬
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意を表すと共に，将来においても，一人でも，二人でも斯様な人が多からんこ．とを，心待

ちたいと思うし，自分もその一人になれたらと思うものである。

　知恵がおくれていても，指導，訓練によって，社会復帰もして立派に自立しているでは

ないか，身体が不自由でも，手にドライバーを握り，ハサミを持って，社会の一員として

働いているではないか。障害のために，全てを「あきらめ」た人々，世の中から残された

人々，そして，世間からかくされて，暗い毎日をおくっている人々のために，ひいては私

たちみんなのために，これらの人々に暖かい手をさしのべたいものである。そして，そこ

に働き仕事の尊さを知る立派な職員の増すことを願うものである。

　アメリカ，カナダの施設視察には，実ic驚eqであった。

　自分の施設1ζ比して，あまりにも桁はずれに，帰国して，何をすべきか。今までやって

きたことはあれでどうだったろうか。自分のやっていることにあやまりはないか。自分は

真に愛情を持って園生に接しているのだろうか。自分に対しての否定と肯定と自責とが，

くり返される昨今である。しかし，自信をもって仕事にはげみたい。

　たしかに，アメリカ，カナダの施設は，すばらしかった。一組何十万円もする補装具，

完備した設備，広々とした土地の中での指導には，その仕事にたずさわる，セラピストも

又，園児，園生もうらやましいとも思った。がしかし，今でも自分の心に煙って，ひやや

かに残っていることは，そこで，教育を受けている者への施設や，セラピスト，指導者の

姿勢である。

　教える者と，教えられる者との間に，温かいものが感ぜられなかったのは，自分だけで

あろうか。

　得るもののあまりiζも多かった研修であったが，この点においては少くとも私の園が優

るとも劣らぬと自負するものである。

　　　OUR　LADY　OF　THE　WAYS　I　DE　HOME
　　「精神薄弱施設」

　このホームは，アメリカ・クリープランドも相当郊外に位置したところにあり，みわた

すかぎり芝生の山にかこまれ，清々しい空気と，静かな環境の中に設立されており，みた

目にも，本当に，楽しいわが家を思わせる。ちょうど童話「三匹の仔豚」に出てくる子ブ

タちゃんの家を思わせるような，赤レンガ造りでガッチリとして，37名の精神薄弱児を収

容したホームである。

　このホームは，アメリカでは数少ないプライベート（PRIVATE）の施設であり，し

かも，女性園長で，施設経営が立派になされている。

　入園対象者は，生後16ケ月から18才までとされており，心身に障害を持つものとされて

いる。又，入園対象者の家庭状況をみます時，非常に家庭環境が悪いということである。

例えば，母親が，アルコール中毒患者であるとか，父母の離婚の犠牲であるもの……放浪
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者の父親の手ひとつで育てられたもの，様々の悪条件が重っている者ばかり……而して，

両親の愛情に欠けた者ばかりであるので，いつも，誰かの愛情を求めている。

　そこで園長がいわれるように，1に愛情，2に愛情と指導者は，決して愛情を忘れては

いけないということが強調された。当ホームの職員採用の条件は，子供に愛情を持って指

導に当る者は特に優先，愛情度によって採用決定となっている。

　人間いかなる重症心身障害者でも，一人間であり，誰かからの愛情を求めているのであ

るから。

　現在，当ホームのスタッフは磐名で，うち7名が正職員，後，36名はボランティアとい

うことである。いかに，ボランティア活動がさかんであるかということがわかる。

　指導に当っては，年令に，はばがあるので，ケースバイケースの指導がなされている。

　指導内容については，基本的習慣の確立が主とされ，日常生活に必要な事項を指導訓練

されている。

　基本的習慣の確立には，自分の身のまわりのことができるように、正しい衣服の着脱，

上手な食事の仕方，正しい排便の仕方等を主とし，訓練がなされている。いずれの分野に

しろ，はじめから介助せず，先ず一人でやらせ，どうしても介助が必要な場合，その必要

に応じて指導がなされる。

　ボケーショナル訓練についてはある程度自立出来るように，将来は，社会福祉事業のよ

うな，社会に役立つような，保母的仕事につかすよう，又そのように指導し，日々訓練が

されている。

　学習指導については，専門の教師が来園しカリキュラムにそった指導がされ，あそび中

心から同一律学習，知的学習へと進んでいく，ここにおいてもケースの指導がなされる。

地域社会とのつながりはどのようになっているか。

　社会に精神薄弱者を正しく理解してもらうためにも　園，自からの地域社会への働きか

けが重大な役割をしているといえる。ハンディキャップを持った者の最も望ましいケアー

の単位はコミュニティーとされている。一　COMMUNITY　CARE一と考えられ，外へ

の働きかけを常にしている。何はともあれ，精神薄弱者を正しく理解してもらい，ハンデ

ィキャップをもった人の福祉を共に考えていただくことが一番大切なことであり，彼等の

幸福を共に考えていただく雰囲気を作っていくように，特に働きかけをしている。そのた

めに，当ホームにおいては，年間数回にわたり，園のPRをすることにしている。行事の

一
つであるピクニックには，全員が弁当を持ってでかけ，地域の人との話し合い，又，田

園の様子，働いている人の様子，どんな車がはしっているか，又，車からみる町のようす，

お店屋さんのいろいろ，衣服，はきものにいたるまで，関心をもってみつめさせ，一つの

大きな，社会勉強をさしている。又，リクリェーションのひとつとして，スクェアダンス

等もやり地域社会へ和を広げていっている。このようにして，一歩一歩前進していく。時

折映画観賞もする機会をつくり，地域の人と共に観賞し，共に楽しみ，よろこびをわかち
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合いお互いが理解を深めていっている。

　夏の行事は，水泳もたのしみのひとつとされている。色とりどりの水着，肌と肌のふれ

合いが彼等を安定させていく。

　このように園児からの働きかけが，地域の人の理解を深めていっている現状である。こ

ういうことから寄附金も沢山あり，施設経営に大変役立っているといわれている。又，ボ

ランティア活動もさかんで高校生が放課後手伝いに来たり，夏休み冬休みには，大学生，

専門家たちのボランティアで園は大助かり又，子供たちも大変によろこび，生活に活気が

あふれ，変化がもたらされる。社会への働きかけをして理解を深めていくようにとの，自

信を持った園長の発言だった。

　親と子と園のコミュニケーションについてみると，悪条件の環境の中で育ったせいか，

親子の縁がないのか，和というものがなかなか出来得ない。

　入園当初は，我子かわいさに，園に足を運ぶ回数も多かった親でも，それが習慣つくに

つれて，普通となり園より逃避していく親が多い。なぜだろう……これではいけない。子

供と超の話し合いの場をつくらねばと考えられ，月に1日の面会日を決定されたにもかか

わらず，やはり集まりは7名程度にすぎない。何としたら，親と子のコミュニケーション

が保てるか，悩みのたねらしい。地域社会の結びつきはよいのに，これは何としたことか

園長の今後の課題となっている。

　最後に全施設を総合し，精神薄弱者施設で最も重要視されている環境構成についてみた

ままをのべてみたい。

　私達人間は，美を愛し，又それをみて楽しみ，よろこびを感ずるものである。山に行け

ばIJ　1の美，海に行けば海の美，町にゆけば町の美，といったよう1ζ，四季にもいろいろな

美がとりあげられる。春は桜の美，夏はみどりの美，秋は紅葉の美，冬は白銀の美と，自

然の美しさに目をひらくこと再々である。

　施設においても，彼等の目をみひらくために，又創造性をつちかうために，新しい構成

が配慮なされている。この構成は彼等にとって，何よりも大切なことなのである。気分も

一変，転回もし，心境も変化し，一つの進歩が生まれてくるであろうと思う。

　精神簿弱児施設には，この構成は何よりも大切な事である。日本の私の施設の構成とい

かに異っているか，どこにいっても目をみひらいて，じっと見入った。その都度，常にお

どろき，目をみはるものがあった。　「アッー」という美しい動的な構成だった。私施設の

構成は，画用紙一枚程度のものが多いからだ。大きい構成は試みたことがないから，今視

察は又その分野においても収穫でした。

　どの施設においても，セラピスト，教師，指導者が，子供ののびようとする芽をはぐく

みながら，その時節にマッチした，すばらしい色彩感覚の構成が，作成してあった。中で

も，SUNBEAM　SCHOOL　FOR　THE　HANDICAPPED（CLEVELAND）にお
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けるところの赤，青，黄の原色を使用した大きな枯葉の構成，実物程の大きさの立体的動

物，天井からつるした小鳥のいろいろ，いずれもその場にマッチし，実によく構成がなさ

nていた。子供たちも，この安定した構成の中で，楽しく学習に，あそびに興じていた。

　又OUR　LADY　OF　THE　WAYSIDE　HOMEについても，人間と同様のピエロ
の構成，日本でいう二宮金次郎を型どった，マキを背負った人像等，立体感をおびていた，

みる目もこれだとうなずけるものがあった。

　食堂構成には，又それらしく擬人化したりんごの絵，レモンの絵，バナナの絵，コーヒ

ー カップ，その他いろいろおもしろい工夫がなされていた。いずれも思いきった大きな構

成なので興味をひくところがある。

　ONTARIO　ADULT　REHABILITATION　CENTERの構成は，私施設には，
ほど遠い，名画がずらり，でも，このリハピリテーションセンターにはピッタリで，情緒

安定には最適，よいアイディアだと思いました。余暇時この絵をみることにより，心持も

いく分は，やすらぐことでしょう。大変にうらやましく感じた。

　THE　GEORGIA　RETARDATION　CENTERにおいてもいたるところに構成
が配慮され，彼等の心境を新物に，安定させるように努力がなされている事がよくわかっ

た。秋にちなんだ「枯葉」の制作。同一律学習も一緒といった大きさの，色の，型の，勉

強が一度にされていた。色彩感覚も大変によかった。

　精神薄弱児教育には，創造性を培うということが何より大切であるということ，又，彼

等をとりまく指導者は，常に環境づくりに配慮することがいかに大事であるかを改めて認

識確信いたしました。

　今後も，精神薄弱者と共に学び，遊び，苦しみをわかち合い，がんばっていきたいと念

願するものです。
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研修報告〔23〕

社会福祉法人大麻福祉の町草の実学園

　　　　（精神薄弱者援護施設）

　　生活指導員市原政次
　徳島県鳴門市大麻町板東字広塚7－8

主な報告施設

1．　OUR　LADY　OF　THE　WAYSIDE　HOME

2　　〔METROPOLITAN　TORONT　ASSOCIATION　FOR　THE　MENTALLY

　　RETARDED　］　EMPLOYMENT　TRAINING　CENTER

3、　　THE　GEORGIA　RETARDATION　CENTER

4．　　THE　PACIFIC　STATE　HOSPITAL

　盛夏の祭典，阿波踊りが終りを告げる頃，資生堂社会福祉事業財団より海外研修派遣の

通知を頂き，米国・カナダの社会福祉の実態や風土，風俗を肌で感ずる事が出来るのだと

いう期待で10月3日研修地へ向ったのです。そうして，一ケ月にわたり研修を行なった内，

次のとおり精神薄弱児者施設と全般の感想についてレポートいたします。

11）米，クリーブランドにあるOUR　LADY　OF　WAYSIDE　HOME
　私立施設で1人当り月600ドルの措置費，その半額は自己負担，払えない家庭は州や慈

善金で賄い，他の半額は慈善金で賄っている。

　対象者は0才～21才までの乳幼児乃，重度％，中軽度113で37名を収容し処置しています。

その家庭は両親が添っている家庭は少なく，貧困や家庭に問題のある子供が多い。

　月1回の面会日は6人の時もある。帰省する事も少ない。

　施設長はいう　家庭の事を思うと仕方がない，それよりも子供達が幸わせに送れるよう

施設の家庭化を計ることが必要である。

　施設の特徴はスタッフの構成だ。総数43名で正職員は6名，他はポランテアで将来福祉

を目指す高校生，大学生が正職員に協力して指導を行なっている関係で，地域やボランテ

アの協力なくして運営されない現状だがポランテアの人材は豊富で困らない様子だ。

一 187一



　指導面の教科は特殊学級で習い，施設は日常生活を重点におき，能力・年令の高い者が

幼児と介助を要する者に世話を行ない家庭的，人間的な生活で助け合いの心を日常生活の

中でごく自然に学ばせている。

　最後に，施設長は地域社会の中での交流と施設の設備や雰囲気の家庭化を計り，皆んな

で協力する事が大切であろと述べた。

〔2〕　カナダ・トロントにあるEMPLOYMENT　TRAINING　CENTER
　州立の成人通所授産場で身辺や行動に自立している者150人が対象者です。

　この州では，心身のハンディーを持つ者には月105ドルの年金が支給され，この施設に

入っている者に月4ドルが支給される。そういう関係か作業収益は各人に還元せずに設備

器具に使われるそうです。

　訓練は社会的なしつけや働く心がまえ等の習慣づけと社会適応能力をつける為の職業，

職場実習であり，職業評価を行なって就職させる事をねらいとして9週間～2年半まで訓

練し生活指導は全々やらない所である。職種は委託作業が中心で紙工や器具の組立ての仕

上げ，梱包で日本と異なっている職種は，ピルの掃除人や食堂関係のウエイター，皿洗い

の養成部門があった。

　各職場毎にタイムカードと生産評価表で働く意識や競争心を養なったり能力評価を行な

っていた。

　スタッフ而は，ソーシャルワーカーが社会的なしつけや職場開拓，就職斡旋及び，ケア

を行ないスーパーがインストラクターの指導にあたる。インストラクターは日本の指導員

の役割をして，その資格は専門大学を出なくても高校卒でも工年間訓練を受けると資格が

修得される。対象者との比率は8対1の割合いです。

　就職では20％位は食堂やビルで働いているが，その他に就職している者でも離職する者

があり，その原因は人間関係が一番です。

　例えば，挨拶と目上の人への礼儀や職場の人が良く感じない等のコミュニケーション不

足が多い。又，自分で他の職場に変ったり，親の偏見でやめたり，変ったり色々の原因が

ある。

　このようic聞いていますと，日本の現状と同様に精薄者が持つコミュニケーションや適

応能力と自己認知の不足が課題である。そして彼等を受け入れる側と短期間に訓練し社会

に早く送り出す事も問題があるといえよう。

（3｝米・アトランタにあるTHE　GEOGIA　RETARDATION　CENTER
　州立で発育不良，脳性マヒ等のメンタデーションを持った児童の総合施設であり，ハン

ディを持った者が必要な部門に通って行き専門分化されている。

　収容人員は480人で半分が歩行困難，80％が重度，0才から入れて収容と通園は半々だ。
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　施設の役割はPT，　ST．　OTの訓練場や患者に必要な人の養成する医学，技術の研究

所的役割と地域社会への教育する機関ともなっていて，外来も一週間に1回，母子通園し

子供の治療訓練と共に家庭指導を計っている。

　入園期間は，6ケ月～1年で家庭や社会に復帰させている。家庭へ帰れない者は地域社

会のボスターホーム，ナーシングホーム，グループホームで処遇や教育を受けている。

　スタッフと収容者の割合は1対1で朝昼は厚く，夜間は％で三交替制になっている。

　訓練は5才以下，15才まで，15才以上に分れ医学と教育，職業訓練で特に発育児が多い

ので医学，教育の分野が多かった。又，歩行困難児が半分占めているのでPT部門が半分

を占めており指導の必須条件は，正しい評価と基本的動作や異状反射を抑えるよう心掛け

ることが必要です。

　環境の設備器具は能力に応じた補助器，設備は居室に例をとれば，中央に広いプレール

ー ムそこに応接セット遊異が備えつけられ，その四指向に居室，一方の居室と居室の問に

はトイレ，バス，他方の居室と居室の間に保管室があり，容易に必要な時に利用出来るよ

う機能的な間どりに配慮されていた。

t4｝米・ロスアンゼルスにあるPACIFIC　STATE　HOSPITAL
　総合施設で面積は300エイカ，収容人1，800人，歩行困難児が50％を占め，44の建物で

内9が子供用の建物です。

　午前中は幼児病棟を視察

　18ケ月一一　6才までを対象に処遇し，スタ・ソフと対象児の比率は1対1で三交替制の週2

日制であったが，最近は週休3日制を採用し各週金曜日は平日の半数になる。

　特に幼児施設なので，基本的な生活習慣と身体づくりに重点をおき，次のような訓練場

面に案内して下さいました。

　まずバランス訓練でトランポリン使用して平衡感覚の養成。言語指導は，絵による物体

指導で短語学びでなく’いつ，どこで，誰が，何を，どうした’といったように言葉を一

つの文章化して教えている点に注目したい。

　物品を用いた指示動作や記億訓練で正しい認知能力を養成しているn

　トイレ訓練は入園後まず一番に指導することが大事で腹押し，腹をリラックスさせる事

が基本の動作である。

　感覚訓練は，はしご，階段，イス，トンネルくぐり等の器具を使ったり，各筋肉の伸縮

をPTしたり，豆，マカロニ，豆の粉を使って手先や身体全体の筋肉の発達を促進してい

るし，よだれ訓練としてアイスを用い舌に刺激を加え舌に感覚をつけている。

　特に目についたのは，素足の訓練だ。どういう意図があるかと聞いてみますと，足と頭

の感覚が合わないので感覚を足につけさせる為，毎日5時間の訓練のうえ2時間は素足で

脳に刺激を加える感覚をつけさせている。
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　座ることに於いても足，ピザを手で押えて言葉かけを行ない，これが座ることだと教え

ている。このように幼児指導は，身辺の自立と筋肉や脳ic刺激を加え感覚をつけることの

大切さが伺えたような気がします。

　午后より成人棟のワークシップ視察

対象者は92名，負担金20ドル，支払えない家庭は州負担である。

　訓練目的は責任性と作業能力，社会適応能力をねらいとして2段階に分れている。

　一段階は，日常生活の指導と作業に対する態度の養成・適性を見つけたりする作業前の

段階である。

　二段階は，作業指導で9つの職種になる。おもなものは車のギャスケットパッキン作り

で，作業形式は各机一つづつに8人掛けのコンベア方式になっている。

　作業評価はタイムカードを使い1時間単位を100と仮定し何個出来たかの％を出し，授

産施設でもないのに賃金を支給している。

　その使途は銀行にあずけて社会見学や買物に町へ行く時に使用するのだが，全んどの者

が施設内売店で物品を買うケースが多いようだ。作業態度は良く，私達が行くと人なつこ

く話しかけたり，寄り添って来て日本の光景と変りませんでした。

　次に，居室へ案内される。そこには個室と集団部屋の二通りがあった。

　物品は保管tSic入れ一定時間の朝2回，昼夕1回つつと一日4回の開閉になっていた。

　部屋割の基準は生活態度によるトークン数により室が分けられるのが特徴です。トーク

ンとは模擬コイン的なもので例えば朝一定時に起床すればトークン1個や洗面と掃除等の

日常生活や作業態度等に成績良好の者にトークンが与えられる。そのトークンによって集

団部屋にも階層が4つあり異なる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・

　個室部屋は9トークンで四畳位でトイレつき，テレビも月賦制で買ってもよい。カーテ

ン類も類装飾好みに取り替えてもよく，生活態度により待遇面が変るのに驚かされた。

　ある意味では社会のきびしさを合理的に実践していると受げとれるがどうでしょうか？

　そして退所すると本人の申し出があればすぐ職員が裁判所に連絡し，裁判所は72時間以

内に本人の将来を考えた処遇の方向を判決する義務があるそうです。

　こういった点を見ますと，日本と米の風土，風習や背景のちがいが伺えた気がします。

　以上が上記精神薄弱児者の施設を視察し通訳を通して学んだものを要約したものです。

　引きつづいて社会福祉施設全般について感じた事項を拾い出してみます。

　まず社会福祉の施設の形態が大規模処遇から，ナーシングホーム，ボーディングハウス，

フォスターホームで地域社会の申でケアする傾向に流れがかわって来ている。

　その理由として，①人間的な愛情面や能力に合った処遇に欠ける。②一般社会の日常生

活面の欠除。③良い従事者の人材不足。④経済社会の貧困（社会的背景）。⑤器具充実や

専門分化による人間的接触の不足があげられる。
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　結局，大きな施設を小さな単位に分散し，もう一度障害者を地域社会に帰し，その中で

社会の一員として日常生活させ地域ぐるみで障害者を守り育てようとする地域ケアの考え

方になったのであろう。

　そういう関係からか，研究所，トレーニングセンターの発達をみる。訓練期間も6ケ月

から2年位までで短期間訓練を行ない早く社会や家庭の中へ自立させている。又，そうす

る事により，多くの対象者の処遇が出来るし，経済的面も多く対象者が循環されることに

より経費も少なくてすむ，トレーニングも対象者だけでなくファミリートレーニングで家

庭の協力を受けて行なっている。

　それをとりまく環境として，研究機関や機能的な設備の施設と専門性の確立及び，地域

社会の福祉に対する協力である。

　施設の設備をみますと能力に合った器具開発，家庭的な装飾で家庭的な雰囲気づくりで

施設の家庭化を計って日常生活が容易に出来るよう復帰前の生活訓練室，将来展望に立っ

た社会適応を計った部屋づくりや従事者が対象者に早く行けるような機能的な建築になっ

ている。訓練場面は短期間で復帰出来るよう補助器の開発，指導を深める為のPT，　OT，

SW，　ST，エンジニア，復帰後の余暇活用が出来るようリクリエイション部門もあり，専

門的分化され短期間で治療教育が終えるよう総合化されている。特に障害者には医学と教

育の併用で療育指導体制が一貫されている。

　そして対象者をとりまく環境の中で見逃せないのがポランテア活動で組織化されている

ことです。

　ボランテア募集や訓練は各施設でも行なわれる事があるが一括して州やカウントリィー

にボランテア事務所があって，面接やオリエンテーションを実施し社会福祉に関する基礎

的知識や施設と病院で働く場合の心構えも注意を与え，受け入れ側に必要なボランテァ斡

旋したり訓練を行なって受け入れ側とボランテアの間の交流を調整している。

　ボランテアの多くは学生と地域のお母さん方が多い。日と自分の余った時間を登録して

能力奉仕を提供しています。中でも学生さんは一つの学習場面としてとらえているし，お

母さん方は以前働いていた技術を提供し余った時間や中流家庭以上の家庭のお母さん方は

家政婦を雇ってまで活動を進めている。又，ポランテア方の能力適性により働ける場が与

えられていて，例えば見学者案内専門や各セラピストのアシスタントの役目をはたして施

設の中に解け込まれているからボランテアなくして施設処遇が出来ないとも従事者はいう。

このように施設内にポランテア活動が土着しているといえよう。

　金銭的な民間寄金は州やカウントリィーの窓口に受付けが設けられ寄金の場がある。

SWが必要な施設に器具や設備に障害者の貧困家庭には経済的援助のケアが行なわれてい

る。

　募金の集め方も施設自体でも実施するが，州やカウントリィーが新聞やテレビで広報し

大衆に働きかけたり募金キャンペーンを行なっているしポランテア活動としても慈善金集

一 191一



め活動やバザーを催し援助金の推進をしている。街のあちこちに障害を持つ人達に援助し

ようとポスターがよく貼られている。そうして大衆に働きかけるPR活動がなかなか盛ん

であります。そして社会福祉事業に対して経済社会も一役をかっている事も見逃せない。

　その一例がサンフランシスコにあるカイザー・ファンデーションで企業がリハピリィー

センターを経営し障害者の訓練を行なっている。又，保険制度も設けている。治療者の貧

困な家庭への医療費負担の援助も企業の慈善金で賄っており，カイザー・ファンデーショ

ンという経済的企業体制の元で福祉がなされている。このように企業体制の進出がめざま

しい。

　こうした社会福祉というものがごく自然の地域や日常生活の中ではぐくまれ，生活の中

に解け込んでいて特殊な世界の仕事であるといった感覚でなく，地域社会の日常生活の中

でかかわり合って行くものであると感じた。

　学校教育としても障害児に対する正しい理解を小さな頃より深める為に，普通児の学校

に障害児の学校を併設し，能力によっては普通クラスの授業を受けに行ったりして相互の

交流を計って学校教育の一一貫としても根をおろしています。

　このようにアメリカ人の精神的バックアップはやはり博愛主義のキリスト教の宗教的背

景があるからだ。そして，地域社会は自分達の手で守ったり，築いたりして行く積極的な

開拓精神や社会づくりの姿勢がPR運動や啓蒙運動にあらわれている効果でしょう。

　そういった歴史を踏んだ風土，風習の背景の元で社会福祉が計られているアメリカであ

った。

　ここに日本の社会福祉の現状をみる時，さびしいような気がします。社会の人達はまだ

社会福祉とは無遠なものとして受けとめていないでしょうか。又，障害者がせっかく復帰

したものでも周囲の偏見や受け入れ体制の理解が少ないため冷遇されてはいないでしょう

か。

　それで幼児や学校教育と社会や地域の中で正しく教わり，養われて弱い立場の人間を大

切にする思いやりの心を育てて行く姿勢がいると思います。ぜひ各人がやらねばならない

必須条件だと思います。そうした心や行動が養われ臼鴬生活の中に解け込んでこそ障害者

もその家庭も救われることでしょう。そして行政も積極的なとりくみがなされ地域の中に

土着してはじめて福祉国家としての社会福祉といえよう。
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研修報告〔24〕

社会福祉法人広済会つつじケ丘学園

　　　（精神薄弱児施設）

　　腫指獺高瀬七郎
群馬県山田郡大間a町大字大間々1，250－2

主な報告施設

［METROPOLITAN　TORONT　ASSOCIATION　FOR　THE　MENTALLY

RETARDED　〕

THE　PACIFIC　STATE　HOSPITAL

　私はこの機会を得て，先ず何を学んできたらよいかと考えてみました。

　めざましい我が国の経済の成長ぷりは世界的であるが，その陰にあって福祉面での遅れ

は目立ち，最近になってようやく“福祉優先”という声が人々の間で叫ばれるようになっ

たところです。

　普段，施設にあって障害者の教育にたずさわる者にとって，その技術的な面での勉強は

むろんのことであるが，同時に広い視野に立って先進国の人々の社会福祉に対する姿勢や，

考え方などを実際にふれて学んでくるべきではなかろうかと思いました。

概 要

　米国の玄関であるサンフランシスコからスタートして，先ずカリフtルニア州のバレポ

にあるKAISER　FOUNDATION　REHABILITATION　CENTERを訪れた。
この施設は大手企業をバックとするカィザー財団が経営しているもので，この財団は慈善

基金を有し，この他にも20ケ所の施設や病院を持っているといわれる。

　ここの患者たちは，収容，通所を併せて100人位だが，60数名の専門職員｛ζ護られてい

て退所後も約1年間はここのスタッフがフォローアップするそうである。

　医療費が高いので有名な米国では，国民の90％が民間保険に加入しており（半額負担）
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保険によって治療費が支払われるが，貧困者に対しては財団の慈善基金で援助するという。

　次に東へとんで，イリノイ州に入りシカゴ市内を見学した後，隣りのミシガン州に移り

グランドラピッツに着いた。ここでGRADRAPIDS　REGIONAL　OFFICE　AND

AREA　CHILD　AMPUTEE　CENTERを訪れた。
　ここは身体障害児の相談，治療，訓練を行っている市，公衆衛生局の出発機関で，研究

所的な施設である。

　ここで働いているドクターは隣接されているAREA　CHILD　AMPUTEE　CENTER
の職員や地域の開業医が多く加わっている。米国の開業医は、たいがいの人が自分で予定

を組んで近くの総合病院などに通院し，自分の勉強を兼ねて奉仕している。

　翌日は、ミシガン大学の総合病院や精薄者の研究所を見学し次にすぐ南隣りのオハイオ

州にと入りクリープランド市内にあるSUNBEAM　SCHOOL　FOR　THE　HANDI
CAPPEDを訪れた。これは肢体不自由児の養護学校で，クリープランドの教育委員会に

よって運営されている。この学校の生いたちは1920年に裕福な家庭の人達の運動によう

て出来たものといわれている。

　通学している児童の内容はIQ50以上で，ハイスクールまである。また希望によっては

21才までいられるようになっている。

　こうしてスケジュールの約半分が終えたわけだが，ちまたで見られるような，人種差別

の問題も施設には無く，これが人間福祉の基本的な姿勢であると感じた。

　これから後半は，一番長期に滞在したカナダのトロントに上り，身体障害児の訓練施設

であるONTARIO　CRIPPLED　CHILDREN’S　CENTERを訪れた。
　ベット数106という規模の施設であるが，施設内にはスクールはもちろんのこと，精薄

学校まで用意されている（入院期間は平均3週間から6週間位），これは入院中の学力の

低下を防ぎ．退院後も続けて地域の学校へ入れるよう配慮がなされているわけである。

　これから．4，000人のポランティヤーが登録されているということである（週に400人

のポランティヤーが活動している）．またこのポランティヤー達が不足するような時は，

教会や学校を通じて依頼すれば難なく集るということであった。

　滞在中に私達は，ここの職員の方々の好意でエンジニア・マクレンさんの私宅へ夕食に

招待された。仕事から離れてお互いのお国自慢はとても楽しく，時間のたつのを忘れて騒

いだ。また行く途中眺めた広大な山村風景はとても素晴らしく，ナイヤガラとともに印象

的であった。

　翌日，カナダをたって米国に戻り，世界都市であるニューヨーク，ワシントンを市内見

学し，その後，南へと下ってジョージア州のアトランタに着いた。

　ここで7ケ所の施設を見学したが，その中にはGEORG　IA　RETARDATION

CENTERといって重度精薄を主に訓練している州立の施設があった。

　ここは1，050人の専門職員を置いて，相談業務のほか専門職員の養成，リサーチの研究，
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コミュニティーエジケーション等も行っている。ここで幼児の収容棟に案内され，処遇の

一場面を覗いたが，完備された中で働く職員の表情にもやはりきびしいものが感じとれた。

　やがてアトラントをeCicして，帰路に向い，ロスアンゼルスでディズニーランドを見学

した。世界各国からの観光客を集めるディズニーランドは大規模なもので300エーカーの

敷地の中にたくさんの色彩られたおとぎの国が設けられ子供たちの夢が無限に広げられて

いる。その創造性は天才的ともいえるもので，亡きディズニーの偉大さを誇っていた。

　その後，当地で南力大学の病院を見学し，ホノルルへと帰った。

　長い1ケ月の旅もホノルルを最後に終ったのであるが，米国，カナダを巡視して，先ず

感じたものは，大きな国であるということだ。

　米国は，教育面を一つ例にとっても各州によって教育方針が違うように，なかなか一口

で米国を表現するのは難しいものがある。それから，盛んに行われているボランティヤー

活動，一般大衆に対する無料診療制度，医師等専門家の態度などをとり上げてみると米国

民の社会福祉に対する積極的な姿勢が伺えると同時に長い間つちかわれた福祉の精神が伝

統となって現れていることを感じた。

施　設　要　覧

　身体障害者関係の施設や病院を中心に約23ケ所を訪問して来たが，その中から精薄関係

の施設について2ケ所を拾い，その状況などを述べてみたと思う。

1，　（施設名）　METROPOL　ITAN　TORONT　ASSOCIATION

　　　　　　　　FOR　THE　MENTALLY　RETARDED
　　　　　　　　VOCAT　I　ONAL　CENTAR
　この施設はメトロポリタン協会の一部で25年前に設立されている。

　ここは一種の保護工場みたいになっているが，18才～55才までの人を一定期間，通所さ

せ職業適性評価などをする職業訓練所である。入所については窓口が直接設けられていて

希望者が来所して申請する。

　入所基準としてはおおむねIQが30～75までとなっていて，ある程度自分の身のまわり

の仕事が出来るものとしてある。

　入所期間は，9週間～2年半までとなっており，この間に一般の工場または町の保護工

場へ就職していくのである。

　就職までの過程には実習制度があり，施設内で良い評価をされたものは，職員が付添っ

て現場実習にでかけ，約2週間の指導観察を受ける。こうして社会復帰のための訓練が行

われるが，就職可能なものは約20％位だといわれる。一定期間を経て不可能な者は，庇護

授産所へ移転していくのである。

　また，精薄者にとって一般社会での職業生活はなかなか困難で，時々失業して舞戻って
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来るものも少なくない。多い人になると度々繰り返してるとのことであった。失業の原因

は精薄者特有のものでもなく一般的であるそうだ。この施設の収容規模は120人位で，職

業時間は8：45分～4：15分，職員の割合は8人tc対して1人となっている。このような

施設はオンタリオ州に3カ所位しかないそうであるが，町には5人～10人位の保護工場は

たくさんある。

　このことについて，所長のピィトルさんは，これからは大きい施設は減らす方向にあり，

できれば小さな保護工場がたくさんあることが望ましいとおっしゃっていた。

　費用については，州から処遇費が来るが，入所者，個人には毎日4ドルが州から渡され

ているという。またカナダでは在宅者も含めて障害者には毎月105ドルの恩給が支給され

る制度がある。

　この訓練所で得た労賃については個人に支給せず，施設の設備資金に当てられている。

5種類に分れている作業場では殆んどが単純作業が行われていて，地域の会社，工場の下

請作業が多い。またこの中の一つとしてこの施設のキャブテリヤで働いているものも有り

15人位がf七事をしていた、職員の配置は各職種毎にスーパーバイザーであるカウンセラー

がいて，その下にインストラクターやトレーナーが直接指導に当っている。

　このような専門的な施設は，日本国には未だないが，コミュニティーケアーが叫ばれて

いる昨今，地域と施設の橋渡しをする意味においても必要ではなかろうかと感じた。

2．　（施設名）　PACIFIC　STATE　HOSPITAL
　この施設はカリフォルニア州立の精薄者の収容施設で，幼児～成人まで1，800人がいる

といわれる大きな総合施設である。

　ガイドの説明では，この施設はホスピタルというより，トレーニングセンターというべ

きだろうともいっていた。

　門を入ると8メートル幅の立派な舗装道路が，奥深く散在する44ケ所の寮舎に流れてい

る。300エーカーの敷地には，グリーンの芝生が植込まれている。国旗が高々と掲げられ

た管理棟の近くの幼児の収容棟に案内された。

　ここには3才～6才までの児童が150人もおり訓練室も設備された寮舎である。普段は

あまり見学者の案内には出ないといわれている，ドクターチーフのエドガーさんによって，

実際のトレーニング場面を見学させてもらう。

　最初に体育館でトランポリンを使って感覚訓練が行われた。小さな子供達は身体のバラ

ンスがとれ‘Cくいため，日常生活動作を助けるためにもこのような訓練が必要だとされて

いる。次に言葉の指導が行われた。この指導室はベットルームであり机で自由に仕切りし

て使っている。次はドアー，一つ隔てた隣りの指導室で移動訓練が行われた。この子等の

グループは，重度なため歩行不可能なものばかりであった。マットやハシゴの障害物を置

き自分の力でそれを乗り越え目的地に着かせる訓練であった。この光景は鞭こそ持たない
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が，人間が動物を訓練するように鮮やかで錯覚を起しそうtcもなる。

　この子供達は全員が素足で薄着である。床の上を自由にころげまわる子供達にとっては．

素足の方が感覚的で身体の委縮（緊張感）が取れやすいといわれる。

　次に食事指導が行われた。安定性がないもの，落着きのないもの達には一人用の机が用

意され，しかもパンドが着いていて動けないように縛りつけられて指導を受ける。また麻

痺のためスプーンが持てないものにはテープで利き手に縛りつけてしまう。なかなか合理

的で徹底しているのである。

　この寮には，心理学を学んだドレーナー25人の他にアシスタントが同数いる。

　またこの訓練にあたってのプログラムは全部ドクターであるエドガーさんが作成するそ

うである。

　この幼児収容棟を午前で辞して，午后は近くの成人寮を訪れた。ここは，中度のもの達

が殆んどで，寮内も整然としていた。なかでも成績のよいものは個室を貰っており，判二会

復帰を目標としての指導が日常生活の中に現れていた。

　次は，ワークショップを訪れてみた。ここには16才以上の人達が約90名おり，1人が週

に20時間位働らくそうである。ここで得た利益は，賃金として寮生に払われるが，目的で

はないそうである。目的は社会復帰を目ざしての作業訓練で，仕事に対する責任感や，社

会性を養うことであるといわれた。この施設に入った人達の家庭は月に10ドルを負担する

制度になっており，貧困家庭に対しては免除をしてやれるようになっている。このような

施設がカリフtルニヤ州には9カ所もあるということである。

　収容児童が重度化するにつれて教育学だけでは限界があり，医学的な訓練が必要とされ

ているが，専門家に不足している我が国の現状では，精神面での教育にたよる傾向が強く，

一面遅れているものを感じた。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　、

　約1カ月間で23カ所の施設訪問は，スケジュール的にハードでなかなか考える余裕まで

なかったように思いました。

　また，参加者の内容から見て訪問施設にかたよりがあり，一面的でもあったようです。

　この点，引卒者の臨機応変の取り計らいもあって，予定外の施設見学ができたことは貴

重でした。また，サンフランシスコ，シカゴ，ニュTヨーク，ワシントンなど主だった市

内見学が行なわれたことは，この度の研修視察をたいへん有意義にしたばかりでなく，緊

張した我々の気分を時々柔げてくれ，たいへん有り難く感じた次第です。

　最後IC，このような機会を与えてくれた資生堂はじめ，関係者の方々に，深く感謝申し

上げます。
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研修報告〔25〕

社会福祉法人　大和久学園

　　　（精神薄弱児施設）

　　　指導員大西三郎
　　栃木県宇都宮市中一の沢5　西村方

主な報告施設

1
2
a

OUR　LADY　OF　THE　WAYSIDE　HOME

TWO　SARRY　PLACE

THE　PACIFIC　STATE　HOSPITAL

は　じ　め　に

　銀座も見たことのない田舎者が，一足飛びにアメiJカ，カナダの社会福祉研修団に参加

したのである。アメリカ大陸のスケールの大きさにあきれ，見るもの，聞くもの全てが驚

きの対象でした。

　短期間のうちに数多くの施設を見てまわったこと，語学力のなき畑違いの身体障害者の

施設が大半をしめたことで，このレポートがアメリカ，カナダの施設の実体をとらえてい

るとは思わないが，いろいろなハンディをもっていたにしろ，自分自身の中に先進国の福

祉の姿を肌で感じとった意義の深さを大切にしていきたいと思う。

　現場にもどり，この研修で得たものをただちに反映させるには，あまりにも日本の福祉

は立遅れを感じさせるほど困難が多いが，この困難を回避せずに努力したいと思う。

　日常の生活においまわされ，狭い視野でしか物をとらえられなくなっている施設職員に

このような機会を与えてくれました資生堂社会福祉事業財団，及び多くの人に感謝を致し

ます。

アメリカ，カナダの社会福祉施設について

　今回の研修で訪問した施設は，身体障害者の病院（施設）が主で，他に大学病院，
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REHABILI’TATION　CENTER，精神薄弱児（者）に関する施設であるが，これら
の施設で共通していえることは，対象者側の立場にたって処遇がなされていることである。

　対象者一人一人の人格が尊重され，生活全般にわたって（健康，身体，精神，情緒等）

きめのこまかい配慮がなされている。

　たとえば，一人の身体障害児に対して医師，心理学者，ソーシャルワーカー，看護婦，

OT（オキュペーショナル・セラピー），PT（フィジカル・セラピー），ST（スピー

チセラピー），RT（レクリエーションセラビー），特殊教員等の各専門家がチームを組

んで，いかにその対象者の可能性を追求し検討の上実践している。

　それに必要とする設備などは完備し病院内において需要するとおもわれるものは，そこ

でほとんど用が足りてしまうほどである。

　対象者が学生である場合は，単位をとれる処置がなされt補装具や訓練器具なども対象

者がその時に必要とする物を創るための設備や，その為の研究開発部門など，いたれり，

つくせりの処遇がなされている。

　ゆえに施設自体が大きくなり，分業化されることによって本来の対象者に対する処遇が

見失しなわれる傾向が表面に出てくるおそれを感じるのだが，横の連絡を密にし組織を統

一することによって，それを防いでいる。

　我が国では，施設に対象者をあわせてしまう．画一的な処遇がなされているのが現状の

ように思れる。子供にあった靴をはかせるより，靴を子供ICあわせてしまう。笑えない事

が未だ現実としてみられるのである。

職員について

　止記したように対象者に必要と思われる処置をとる為に，職員も専門化されており私共

のような指導員といった名称が，納得してもらえなかったようである。

　この指導員ということは，自分自身でもよく理解できない所がある（児童指導，園内修

理，運転，生活指導……）とにかくなんでもやる名称であり，神様以上の仕事を現にやっ

てしまっている事を，あちらの人が理解できないのは当然のことと思う。

　日本の福祉対策の貧困を如実に示すものと感じました。

　又，職員がこの仕事をしていることに誇りをもち社会的にも認められていることを美し

く思うと同時に重要なことを認識する。

　資格ということを度々耳にしましたが，専門化されていくことtcより，それぞれの分野

でより高度な技術や方法論を必要とするのは理解できるが，小さな精神薄弱児施設の女性

の園長が資格をもつということよりも大切なことは，この子供達に対する愛情があるかど

うかですという言葉が印象的でした。
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ボランティアについて

　どこの施設にいっても，ボランティアの姿が目につき，職員の手助けをしていたが，風

土，経済，宗教らの相違もあり，いちがいに日本との比較はできないが．別段意気込んだ

ところもなく，受け入れ施設側もボランティアの側も，それが当然であるといった社会体

制に支えられ，地域社会に溶け込んでいる施設を見習う必要がある。

環境，設備にっいて

　国土事情の違いもあり，別段一般社会から隔離した場所にあるなどという所は一カ所も

ない。身体障害者の病院などは，相当大規模であり，合理的に作られている反面，細かい

配慮があり，配色，壁にかけられた絵画などがどこへいっても見受けられた。

　設備などについては，我が国で理想として考えられているものが実現しているようであ

る。

　特に身体障害者の場合，社会復帰の現実点に立って医療，訓練を受けられる設備があり

社会に戻っても，実生活にとまどうことのないまでに訓練される。

そ　の　他

　障害児（者）だけの訓練におわらず，家族らに対しての指導を行うといった家庭教育を

重視している反面，家庭でのトラブルも多くt離婚率，蒸発などの傾向があるとのこと。

精神薄弱児（者）施設

　　　OUR　LADY　OF　WAYSIDE　HOME　（精神薄弱児収容施設）

　0才～2▲才までのあらゆる種類のメンタル障害児が入所している。現在37名入所。

　ハイウェイから少し入った木立ちの中にあり静かな環境である。

　園長（女性）の子供が事故によりテンカンになり，それを機に開設したプライベートホ

ー ムなので，国や州の援助はなく，寄金や保護者の負担金で運営されている。

　広大なるアメリカにこんな小さなと思わせる程こじんまりとした施設であり，大規模な

施設を見ていた毎日なので新鮮な感じを受けると共に，真実の施設を見たように思われた。

　大きい施設は結局，管理しやすく社会的要求を満たすためのものであり，対象者の人格

はこの次の問題となってしまう恐れがある。

　ちなみに，アメリカにおいて，ユ960年頃まで精神薄弱施設の大規模な傾向が見られた

が，最近施設の効率よりも，対象者の処遇が優先して考えられその傾向は減少している。

　その原因としては，寄金，人的資源等の閤題もあるが，根本は障害者を一般社会の一貫

としなければいけないといった福祉の自然の表れではないだろうか。

　ここの園長も，施設は小さい方が理想的であり35・一　6人が限度であると話していた。

　教育方針としては，。可能な限り普通の子供と同じような生活ができるように指導して

一 201一



いる．　。社会とのかかわりあいを重要視して，外での行事を多くもっている。

　家庭指導の実施……両親共icそろった恵れた子供は少なく，難しい課題である。

　職員はOS名と児童数をうわまっており，ボランティアの数は，実数がつかめない程多い

とのことであるが，HOMEの庭に金網の柵が設けられ，悪戯がすぎると入れられてしま

うのかなと思われ，いか‘こも，アメリカ的なわりきった躾の一端を見たようだ。

　この施設には，職員になる為の希望者が殺到しているので，職員不足は考えられない。

　施設を左右するのは，スタッフの良悪が大きなウエイトをしめるとのことであるが，お

おいicうなづけると同時に，この現象の背景にあるものに大変興味をひかれた。

　　　TWO　SARREY　PLACE
　オンタリオ州保険局の一機構であり四階建てのビルの一部を利用しており，保護者が精

神薄弱という言葉を嫌う為につけた名称である。

　家庭，学校での問題児，問題児がいる為に母親が疲れた時など入所させる短期療養施設

的なものである。

　又，ここでは障害児に関する研究なども実施している。

　スライド等によって施設紹介

。心理学的な試み

　児竜の動作によって食物を与える。罰を与える。賞賛の言葉，スキンシップの方法とこ

れを家庭で応用できるかどうか検討中とのこと。

00T，　PT部門
　障害児の移動，リラックス法，バランスのとり方等，知能面だけでなく，身体面での訓

練紹介。

。ダウン症候群の染色体の研究紹介

PACIFIC　STATE　HOSPITAL

①HOSPITAL　IMPROVEMENT　PLAN
　コロニーの中IC設けられた通園の治療訓練棟的施設である。

　DOCTOR　EDUEARD　l⊂より諸訓練場面の紹介

　CASE　1．児童10名　3才～5才　IQ25位
　トランポリン，タンプリン使用

　DOCTORより特別訓練を受けた心理学のテクニシャン（女性）2名により実施。

　歩く，ころがる，はねるの基本的動作をすることによって運動機能の促進，バランス感

覚の促進をはかる。感覚的に身体で覚えさせる為にタンプリンを使用する。
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　CASE　2．

　絵によって一つの文章を教える。

　いかにして言葉を覚えさせるか。いろいろな方法を考える。

　言葉での指示が無理な場合，身体に刺激を与える。常に身体をリラックスさせること。

又頭のセンスを働かせる時は素足の方がいい。

　CASE　3．

　初歩的訓練

　オモチャと絵の組合せ，色の組合せ，場面の組合せ，物を隠して探させるといった子供

の記憶力を促進させるもの。

　CASE　4．

　歩行不能の子供に自分で行動をとらせる訓練

　寝返りによって体に違った刺激が加わるような敷物を用意し感覚で理解させ，指示通り

行動した場合，強いスキンシップを行う。

　そ　の　他

　ヨダレをコントロールする法，手の感覚促進，耳，目，指等の感覚を促進させる方法な

どを見学，相当，重度と思れる幼児集団であったが，訓練方法によって相当な結果が得ら

れているようだ。これらの訓練プログラムはDOCTORが一人一人にあったスケジュー

ルを作成し，ベテランの職員が指導にあたっていた。室内装色や設備器などの配色も子供

用に配慮がなされ，排尿便指導など印象に残っている。

　②WORK　SHOP
　16才以上の精神薄弱者が92名働いており，能力によって，セクションが変わり賃金も支

払われる。

　3っのセクションがあり，入所時に評価を行ない適確なセクションに配置する。

　1，仕事に対する責任を教えるセクション。

　2．なにを，いつ，どこで作るかを教えるセクション。

　3．一般社会にとけこんで仕事ができるように教えるセクション。

　その他基本的な人に迷惑をかけない。社会道徳，常識等の指導の実施。

　作業内容として．トウムギの袋詰め，紙の型ぬき，自動車会社とのタイアップした

GASKEK　PROCESSなどで，9時～11時，1時～3時の時間帯で作業をしているが，

注意をむけさせる為に流れ作業方式をとっている。

　当日は給料日だったので俺はこれだけかせいだんだと得意そうIC見せ，自分の小遣いや

社会見学の際使用する。
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　③　HOUSED
　コロニー居住者用の建物で40人～80人収容の棟が44あり，児童棟9，成人棟35からなっ

ている。

　成人棟見学

　集団の部屋と個人の部屋にわかれており，能力に応じた生活をするよう‘Cなっていて，

トークン制……施設独自のコインを使用し，その能力に応じて支給されるトークンで，格

付けされた生活がなされるしくみで，結果の良悪はともかく興味あるシステムである。

　ここの対象者の50％は50才以上であり，50％は歩行不能者である。

　保護者が希望すれば月20ドルの費用で，ここに住ませることができるが，本人が退所を

望む時は，裁判所に連絡しその決定は72時間以内に行れる。

　保護者に支払い能力がない時は，州がこれにかわる。

ま　と　め

　このたびの研修旅行では，身体障害者の病院関係に重点がおかれ，その方の知識をもち

あわせがなかったこと，精神薄弱者関係施設を現地で調達し，短時間で訪問したことで実

休すらとらえることができなかつたことは非常に残念に思いますが，専門外とはいえ多く

の福祉の姿を肌で感じ，H常では考えもつかない，アメリカ，カナダの研修を，異国の人

とのふれあいに実感としてとらえました。

　社会福祉とは，つけたしのものではなく，全ての人の問題であり心であることを。
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研修報告〔26〕

大分県立糸口厚生園

　　　（精神薄弱者援護施設）

生活指願宮地弘彦
　　　×分県字佐市大字大塚878

主な報告施設

1．　THE　PACIFIC　STATE　HOSPITAL

2．　ONTARIO　CRIPPLED　CHILDREN’S　CENTER

　この度資生堂社会福祉事業財団のご厚意に依り米国カナダの社会福祉施設の研修を行い

ました事に厚く感謝致します。

　何分にも，米国，カナダは社会福祉行政，に於いて先進国であり，日本の社会福祉行政

の相異，又米国に於ける障害児者の暮しを中心として，社会福祉事業の在り方が如何ICあ

るか．又将来如何にあるかを見学したいと思っていました。

　精神薄弱者施設の歴史も米国では，今から百年程前からコロニーと称する大規模施設が

続々と作られ，地域社会から遊離的であり，処遇も只保護するだけとして批判され，段々

と，小数的施設に移行している様である。地域社会から余り離れた所に作らないで，街に

近い所に作り，常に地域社会と密接な関係を持つ所に作るようにしている。この地域社会

との交流は，家族的なもの，又宗教的背景により，ボランティア活動，一般教育を通じ，

障害者に対する理解を深め一般地域住民の障害者に対する援助が，行われている事は，そ

の根幹をなすものは宗教的なものである様に思える。障害者も特殊な学校として作らず，

只訓練過程において，病院，学校施設が一本となり治療教育icあたり，短期間の間IC治療

を行い，その間の教育を行い，施設であるが学校であり，又医療機関である事をすべて一

緒tcして．一人障害者‘C対してプログラムが組まわている点。又，収容施設は出来るだけ

少なくして，家庭教育を重視し，学校，医療機関には通園通院し，家庭中心主議におき，
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身体障害児の教育は，理想の所で実践していると思える。

　しかし，精薄児者にとっては，多くの問題が含まれている。コロニー的な大規模な収容

施設が段々姿を消し，小規模施設，ナーシング・ホームが出来て行くも，精薄児者icとっ

ては，能力開発，又能力の限界とも云うべき決定的なハンディがあり，どうしても収容施

設的な，処遇になりがちな中に，通園施設，通園授産的施設に移行しつSあるのが現状の

ようである。

　こSで精神薄弱者は，社会参加においていくら地域社会の協力があり，地域社会の理解

があるにせよ，作業能力の低さ，又は日常生活の支障は隠せぬものとなり，社会参加した

中でも，定着率の低さはどこでも変らないと思われる。しかしこの中で特筆すべき点は，

ボランティア活動家による活動を中心としたものS中での地域社会との交流は，一部の人

々のボランティアによる理解によって，社会の窓ロが広くなる点，しかし，その奉仕的な

精神の中でのものは羨やましささえ感じるものである。

　　　PACIFIC　STATE　HOSPITAL
　この病院（名前は病院となっているが，精神薄弱児者の収容施設というのが適当と思う）

は，ロスアンゼルス郊外にカルフtルニア州立として経営されている施設で．土地300エ

ー カー（120町歩）という強大な面積の中に，40棟以上の建物で分類収容を行っている。

収容者は精薄児者1，800名収容する巨大な施設で，環境はすべて，広い芝生の中に点在す

る施設は壮観である。

　精薄者の一大収容施設である。

　まず児童の部は，ドクター，エドワード博士の丁寧なる案内を受けて，訓練の方法又意

義1ζついて，実際の指導をまじえて案内を受けた。

　1．　トランポリンによるバランスの訓練，高度精神薄弱児に対し，トランポリンによる

バランスの訓練，これは高度の精神薄弱児は足腰が弱いため歩行困難なものが多い為，ト

ランポljンの上に立たせ，少しずつジャンプする事により，体の安定の訓練を行っている。

この訓練により，バランスの不安定な子供も段々と，歩行がスムーズに行える様になった

との事これは多大の効果があると思う。この訓練は3才より，6才までの幼児に対して効

果があり常に素足で途中間接的な靴下など一切使用せず，直接自分の足で感覚をつけさせ

る事に於いて，一歩一歩の歩行の訓練が必要と思われると云っている。

　又，スピーチ・セラピストが絵を見せ乍らのスピーチの指導を行う。この指導は一つ一

つの単語を云わせ又物の判断を養う訓練。絵を見せての言語指導訓練，対象児により適切

な訓練を行っていた。

　そして最高度の精薄児に対しては寝返りをうつ訓練を行う。それが出来る様になると椅

子の下をくぐらす訓練から，ハシゴを一歩一歩歩く訓練を行い後から，自立出来る様に訓
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練することが目標とされている。又この中IC於いて精神薄弱者の収容棟では，作業訓練場

にて作業訓練の実際を見学させて頂きましたが，この施設ではコーンをコップ1杯ずっナ

イロンの袋に入れる。又自動車の部品で，ガスケットの部品で打ち抜いたものを台底より

切り離す訓練を行っている。この訓練は全く単純作業訓練で内職的作業の領域を脱してい

ないが，そこで指導員に聞いてみた所によると，

　1．仕事‘こよる責任を教える。

　2．何をいつどういう工夫により作るか。

　3．一般社会に出て仕事をする為に。

との事を言われた。そして各個人個人の仕事の適正を調べ，社会復帰の機会を探している

との事であり，社会復帰の状態はどうしても皿洗い，自動車の洗車場の手伝い，優秀なと

ころで自動車修理工場に社会復帰している事を聞くと余り日本とは大差なく．社会との間

にボランティヤ活動を通じ，密接な関係にあり午ら，社会での仕事又は職種が大変限定さ

れ，こXにもやはり困難なものがある様に感じられた。

　こsでの作業訓練は16才以下は給料は支払ってはいけないとの事で，16才以上の人とは

作業の能力により賃金を支払うシステムをとっている。午前は9時より11時まで午后は1

時より3時までの短い作業時間帯で行っている。又日本的な生活指導の訓練においては着

衣は全部ランドリーに出し，自分では洗濯はせず洗濯，掃除等日本では一番大切と思われ

る生活指導の身辺自立の面が抜けている様にも思われた。

　　　米国の精薄施設を見て

　先にも述べた様に米国の社会福祉の中での精神薄弱児者施設では日本の施設的な考えで

なく，医療施設としての中での施設の在り方，これは施設の中には治療しながらの教育が

さけばれている昨今，全く羨ましい限りである。また米国に於いて精薄児者を街の中に返

えそうと運動も軌道に乗っていない様で，職員の定員が多く．ジョージャ・　tJターゼーシ

ョン・センターのごときは，480名収容のところIC　1．050名の職員が配置されているに驚

ろいた反面，個人個人に対しての処遇がすべて合理的になりすぎゃしないか又一番大切と

思われる職員と収容者の人間関係がうすれやしないか．の点IC疑問が残っている。1日3

交替で職員数は必要との事であるが，横のつながりの重大さを感じざるこ得なかった。

　　　δNTARIo　cRIPPLED　cHILDREN’s　cENTER
　身体的障害を持つ子供のリハビリは治療を受けている人が入院，通院し，一般に約500

名を収容治療を行っている。

　主に入院している者は，現在手術その他家庭に於て治療不可能の者に対し，入院をし実

施していちが，原則として通院治療又はリハビリが前提となっている様である。中心訓練

室，その他必要とする整うた設備の他に学校もこの中でその子供を中心とした教師により
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行い，入院中の子供には学校も付設されている。又職員も専門化しその申でも施設の職員

｛ζなる為には厳しい資格が問われ，大学を卒業してから2年間学校に通い（給料をもらい

乍ら）卒業して施設に入ったら鼻高々との事である。その中のセラピストを挙げてみると

（PT）．　（OT），　（レクリェーションセラピスト），　（スピーチセラピスト），　（ミ

ュージックセラピスト）などの他に医者，看護婦長，補装具技師長，ケースワーカー等が

1人の対象者に対して，一貫性を持った訓練を実施している。

コ

ジ
7
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ラ
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スピーチ
tラピスト 厳

補
装
器
）
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ー

看
護
婦
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PT

　特に補装具関係では，障害程度tc応じたその人の使い易い，又合致したものを各個人個

人に対して作り，その素材又は種類の豊富さに目を見張るものがある。

　科学的に又機械を駆使して、その人に合うものを作る判断等は，障害児にとり，社会に

一歩でも近ずいている様にも思える。又その中でも補装具関係の中でも医師PT，　OTの

意見中から生れる補装具すなわち横の連携の整ったものの姿こそ理想の姿として，考えさ

せられる点が多い。この中に於いても，又この中でのボランティアの姿があり，このボラ

ンティアにさSえられ，より多く仕事が進んでいる。ボランティアも1人のスタッフにつ

いて必ず2名のボランティアがつき，センターに来る人だけでなく，募金を集めたり，バ

ザーをしたりするのもボランティア活動の中である。この中にも1週間に400名からボラ

ンティアが来ているそうで，このボランティアは一切経営面にタッチしないで，手弁当で

奉仕する喜こび持っている人々との事で，福祉活動の中核的又中心的存在のボランティア

こそ米国福祉の芯と考えさせられた。地域社会と離れがちな施設の在り方において，すべ
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ての面の地域社会の中に浸透して，社会の理解と協力のもとに一つの障害者の幸を考え，

障害者の社会参加の目的をより一層かなえる為に，一歩進んだものと考えられる。

、
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財団法人資生堂社会福祉事業財団

　　　　東京都中央区銀座7－5－5
　　　　Tel　O3（572）5111（代表）
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