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第5回アメリカ・メキシコ社会福祉研修団団長報告

うめ　　もり　　きみ　　　よ

梅　　森　　公　　代

二葉乳児院院長

東京都新宿区南元町4

，

　資生堂社会福祉事業財団主催にょる第5回アメリカ・メキシコ社会福祉研修は、昭和51

年9月23日から10月18日までの26日間にわたって行われ、全国から乳児院tsよび

虚弱児施設の中堅直接処遇職員24人が選ばれて参加しました。研修地はサンフランシス

コ、デンバー、ボストン、二＝一ヨーク、コロンバス、ニューオーリンズ、メキシコ市、

ハワイと広範囲にわたb、種別もメキシコで乳幼児施設、デンバーで虚弱児施設（ぜんそ

く専門施設）を1か所ずつ、他に精薄児通所施設、幼稚園、女子厚生施設、重度障害児収

容施設、重度障害児通所施設、肢体不自由児施設、児童福祉センター、小児病院、里親あ

っせん機関などで、研修団は21施設を訪問しました。

　事務当局の周到な計画と財団の実績にょるものと思われtすが、訪問先のそれぞれの施

設が、かなりの前準備をしてわれわれを温く受入れ、時間の許す限bていねいに説明、案

内をしてくれました。1日に2か所という日程が割合に多く、したがって1施設2時間な

いし3時間で、しかも通訳を通して説明を聞くので、理解の程度はおして知るべしでした

が、短い時間なりに、実に新鮮に、時には感動的に子どもとスタッフの姿をとらえ、活動

の内容を知ることができました。

　施設訪問のあと、夕食後遅くまでミーティング、そして翌朝は早朝からモーニングコー

ルでたたき起されて出発と、かなカハードなスケジュールでしたtsそのなかに細かい配

慮をもってその土地に親しむ観光も組込まれてbb、非常に密度の濃い、楽しい研修旅行

となbtした。アメリカ西海岸からデンバーを通り、東海岸、メキシコと研修を重ねて少

少パテ気味のわれわれに、憩いと反省の時を与えてくれた信じられないほど静かで美しい

自然のハワイ島のヒロの2夜は、この研修の終盤を飾るに全くふさわしいものでした。

　同じ仕事をしている仲間、そしてほとんど一度も話をしたこともない老たち24人が、

26日間起居を共にしたという、一生の間にまたとないであろう体験をしたわけですが、

更に4つの班を編成し、小グループにょる話合いを繰返しもつことによって、互いをよ）

深く知b、研修効果を高めることができたように思います。私たちが日常的な業務に追わ

れ、ほんとうに狭い視野をもって生きているととを、改めて認識させられました。

　わが国の社会福祉事業発達史のうえで、明治、大正、特に戦後非常に大きく影響を受け

たアメリカの社会福祉の実態に触れたことは、いま社会福祉に携わっているわれわれにと

って、非常に意義のあるものであbます。広範囲に児童福祉施設の活動の実態を見、その
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底流として深く息づいている地域社会の連動を感じとめることができました。また福祉の

心、ゆとbのようなものをはだに感じてきました。そして改めて日本の自分たちの周辺の

見直しに、意欲をかき立てられました。楽しい、実に有意義な研修に参加させていただい

たことを、心から御礼申しあげます。

　終りにこの研修団の出発に際しお励ましいただいた資生堂社会福祉事業財団理事長をは

じめ、岡常務理事、理事の方々、また厚生省の北川母子衛生課長、佐々木課長補佐、渡辺事

務官、そして研修の始めから終bまで、なte、跡始末まで一手に担って訟られる迫田次長

さんに、心からの懸謝を申しのべます。そして、どうぞまたこの研修を、6次、7次と少

しでも多くの仲間に参加の機会を与えていただきたいものと、切にお願いいたします。更

にまた全国からのお上bさん集団を羽田に迎え、羽田で解散するまで、全く気の休まる時

のなかった日本交通公社の尾沢・岡田両氏に、ts世話になった御礼を申しのべます。あb

がとうございます。

D

上一結団式を終えて
資生堂社会福祉事業
財団役員と研修団
下一壮行会で、謝辞
を述べる梅森団長
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団 員　　　名　　　簿

総括 迫 田 勝　彦 資生堂社会福祉事業財団

団長 梅 森 公　代 二葉保育園二葉乳児院 東京都 新宿区

乳児院班

保母 小笠原 紀久子 日本赤十字社岩手乳児院 岩手県 盛岡市

看護婦長 戸 松 ユ　キ 仙台基督教育児院仙台乳児院 宮城県 仙台市

保母 堀 井 静　子 日本赤十字社秋田乳児院 秋田県 秋田市

〃 小 島 寿美代 済生会宇都宮乳児院 栃木県 宇都宮市

看護婦 上 原 重　子 愛の泉愛泉乳児院 埼玉県 加須市

保母 松 本 和　子 育秀会乳児院 東京都 練馬区

栄養士 照 井 憲　子 聖心愛子会聖園ベピーホーム 神奈川県藤沢市

看護婦 守 屋 紀美子 山梨立正光正園乳児院 山梨県 甲府市

保母 安 藤 三枝子 衆善会乳児院 愛知県 名古屋市

看護婦 吉 田 絢　子 和歌山つくし会和歌山乳児院 和歌山県和歌山市

保母 村 上 史　子 善隣社福山乳児院 広島県 福山市

看護婦 羽 藤 和　子 中部少年学院乳児部 山口県 下関市

保母 大 塚 晴　恵 日本赤十字社徳島乳児院 徳島県 小松島市

〃 中 沢 由　美 長崎雛事業団光と緑の国醐院 長崎県 大村市

〃 潮 谷 義　子 慈愛園乳児ホーム 熊本県 熊本市

虚弱児施設班

児童指導員 高 沢 明　邦 岩手愛児会みちのくみどり学園 岩手県 盛岡市

〃 近 藤 日出夫 中日新聞社会事業団中日青葉学園 愛知県 愛知郡

〃 平 田 善　磨 さざなみ学園 滋賀県 彦根市

〃 内 村 芳　昭 大阪府衛生会健康の里 大阪府 高槻市

保母 下河内 育　子 善照学園 兵庫県 西宮市

〃 吉 田 逸　美 虎伏学園 和歌山県和歌山市

児童指導員 西 内 実 十字会加茂博愛園 徳島県 三好郡

〃 下 忠 千鶴子 たらちね寮たらちね学園 鹿児島県鹿児島市
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訪問施設および機関名一覧（訪問順）

カリフォルニァ州

The　Golden　Gate　Kindergar七en　Association．　　（Phoebe　A．
　　Pre8chool　Learning　Cen七er．）　　（San　Prancisco）
1」ouise　M．　Lombard　Schoo1．　　（San　Ftvancisco）

San　Ma七eo　County　Office　of　Educa七ion　EI　Portal　d．el　Sol
　　（San　ha七eo）

Hears七

Schoo1．

◆

コロラド州

The　Nat　i。nalムs七hma　C　en七er．（Denver）

Excelsi。r　Y。u七h　Center　Cherry　Creek　Campus．（Neuville　Cen七er．）
　　（Denver）

Scharen　Ruheエnc．（B。ulder）

．

　マサチa一セヲッ州

Dr．　Solomon　Car七er　Puller　Men七al　Hea1七h　Cen七er．　（Bos七〇n）

Th・Children　l　s　H。spi七a1　MedicaエCen七er．（B。s七・n）’

J。seph　P．　Kennedy　Jr．　He皿。rial　H。spital　f。r　Children．（Bright・n）

ぬssachuse七ts　Mental　Heal七h　Center．（B。s七・n）

ニューヨーク州

Spence－Chapin　Services　七〇　Fbmilies　and　Children．　　（New　York）

オハイオ州

The（ibi・S七a七e　Universi七y　H。spi七als　D・dd　llaU．（C。1umbus）
Franklin　Coun七y　Children　l　s　Services　Board．　　（Grove　City）

ルイジアナ州

Childr・n，s　H。spi七al．（New　Orlean・）

Belle　Ghasse　Sta七e　Sch。。1．（New　Orleans）

Greater　New　Orleans　Ass。cia七i。n　f。r　Re七arded　Citizens．（Billy
　　Pade1　Sch・。1．）（New　Orleans）

．

　メキシコ
エns七i七ueion　Mexicana　de　Asis七encia　g　la
　　（Mexico　D．P．）

工nS七i七ucion　Mexicana　de　Asis七encia　6　1a
　　（Mexico　D．F．）

Ninεz　（1｝IALN）　Casa　de　Cuna．

Ninaz　　（1）EAN）　Casa　Hogar．

◆

ハワイ州

Ml。　Care　Center　and　Retirement　Apartments．（M1・）
Palama　Set七1emen七　House．　　（Honolulu）

Kauikeolani　Children’s　Hospi七a1．　　（Honolulu）
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　　　　　　　　　　　　　日　　　　程　　　　表

昭和5ユ年

6月15日　全国都道府県庁に推薦依頼

8月12日　団員選考委員会

9月1日　結団式・壮行会

9月1日～9月2日　オリエンテーション〔中野サンブラザ）

9月23日　東京発

9月23日～10月17日（現地日付）　アメリカ・メキシコ研修

9月18日　東京着・解団式

O研修・宿泊地
　研修地
　乗換・宿泊地
　乗換地
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地域ぐるみの子育てと里親制度について 乳児院班

　アメリカの児童福祉事業は17世紀の植民地時代に慈善事業として始められ、教会を中

心とする社会事業となb次第に制度化されたが、1909年のホワイト・・ウスの第1回全

米児童福祉会議va　bけるルーズベルト提言．「家庭生活は文明の最高にして最も優れた所産

である。緊急やむを得tsい理由でない限b子どもから家庭生活を奪ってはならない」また

「もし両親の死亡あるいはやむを得ない事情で、子どもが家庭生活を続けることができな

くなる場合には、子どもの実の家庭に最も似た環境で育成されるべきである」によって、

里親制度を基軸として展開することになった。すなわち、アメリカの要保護児童対策は、

両親や親類にょる在宅保護の原則を採b、なお困難な事情にある場合は里親制度を中心に

進められている。施設収容はある児童にとって欠くことのできないサービスである取そ

れは里親家庭の養育では満たされない特別な必要性をもったものにのみ適用される方策と

考えられている。したがって、アメリカには乳児院形態はほとんどなく、すべて里親制度

下に委ねられているという実態であった。

　ニューヨークの民間里親あっせん機関とコロンバス郊外グローブシティーの児童福祉総

合センターの見学は、里親制度の仕組みと児童福祉総合センターのなかでの位置づけを教

えてくれた。

　里親制度については、ニューヨークのセントラルパークに面した閑静な住宅街にスペン

ス・チャピン家庭・児童サービスを訪れその事業のあらましを聞いた。里親制度は連邦政府

の法律で定められており、、公立機関のみでなく民間機関も施行機関として認定を受け専門

業務としている。二a一ヨーク市には民間のものが77か所あb、宗教的背景をもつもの

が多いとのことであった。

①里親の資格基準。細かい基準は州にょって違う。年齢、結婚歴、経済環境、妻の稼動

状況、実子の数とその年齢、また単身者、未亡人、離婚者などで対象児のわくを限定され

るが、特別の教育訓練をして資格を与えている、ということであった。

　②子どもの種類。90％はニューヨークのチャイルドウェルフエアからの通告で把握す

るが、黒人、ブエルトリカン、少数民族が多く、白人は少なくなってきている。身体精神

障害児が約10％含まれている。

③里親委託期間。一応2年とされているt＼実親のもとに帰ることが不可能な場合には

養子縁組を勧める。それにも適応しないときには、同一里親に限り長期里親が認められる。

ここで問題は、養育委託期間が終b、実親にもどれず、次から次と里親家庭を転々とする

ケースも少なくないことである。今後の里親制度の最も大きな課題であろうと思われる。

④里親委託経費。年齢別に幾つかの段階があるが、月175＄の他に被服費、教育費、

交通費など細目にわたb実費が支給される炎平均250＄ぐらいとなb、邦貨で7万円前
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後である。ちなみにわが国の里親制度の委託費は2万円弱である。なbアメリカでは医療

費が非常に高いが、証明書にょって診療を受け、費用後払いの保証がある。里親から養子

にした場合には、連邦政府から援助金が支給される。tた親子4人以上の家族については、

年間収入の程度にょb政府から特別援助金が支給される。さらに行・財政上困難な問題を

もっている子どもに対しては500＄以上の補助を受けることができる。個々の細目にわ

たる支給額の算定については、担当ケースワーカーの責任となってkb、州政府で認定を

している。

　⑤里親の教育指導。里親希望者には月1回グループミーティングで対象児の状況、生活

歴tLど、精神的・具体的に問題児が多いこと、そのなかでの里親の役割などを教育する一

方、里親資格認定作業を進める。

　里親は委託された後、月1回は必ず連絡し指導を受ける。

　養育上の指導、問題処理については、週日は5時までこのオフィスで取扱い、5時以後

と休みの土・日曜日は特別勤務のソーシャルワーカーに電話が取次がれへ里親委託期間中

に派生した問題をよb速やかに把握し、対処できるシステムがとられている。

　また実親に対しての指導もたゆまず行われ、実親の里親家庭訪問あるいは里子の実親家

庭への外泊なども、ケースによっては勧められている。里親と里子と実親との関係を個別

に考えることは不可能であb、有機的に結合させる役割は里親ケースワーカーが担ってむ

b、重要なポイントとなっている。このスペンス・チャビンの年間取扱数zoOO件のう

ち、里親に2，969件、本当の親にもどったもの1．090件、養子縁組したもの791件

となってts　b、実親の引取bも多い。引取りたいが経済的に力のない場合は、500＄の

一時金が支給される。

　なbこの機関のウェイティングリストに現在35家族の里親が残ってbb、0～4歳の

年少児ケースの出現を待っているということであった。

　グローブシティーの、フランクリン郡児童福祉委員会では、一貫した児童福祉サービス

の実態を知ることができた。ttではゴールドとして「すべての子どもが安全な幸福な生

活をその家族ともつこと」が挙げられ、住民運動にょり特別不動産税が設けられ、このセ

ンターの財源として提供されている。住民組織に支えられた総合的な児童福祉ケアは、わ

れわれにとって非常に魅力あるものであった。

①レシーピングセンター（緊急保護施設）。裁判所・警察・学校・病院・隣近所から通

告を受けて受入れる。30日以内に判定をし、フォスターホーヘファミリーグループホー

一
ム、コッテージ（小舎収容施設）に振分ける。心身障害児は病院または特別専門施設に

送る。日本の児童相談所の一時保護所の役割をもっているが、乳児は直接フォスターホーS

ムに結び付ける。

②フォスターホーム。前記の二a一ヨークと同じく一時的な短期間の要保護児童を委託

する。2歳以下2人以上はできないが、自分の子も含めて13歳以下6人まで養育するこ
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ができる。

　③ファミリークルーブホーS。私たちはパスで街のなかの一軒の家に案内された。そt

は保護期間の見通しが長期にわたる子どもを7～8人収容する地域の普通の家屋で、2組

のフォスターベアレンツが、半週交替で子どもたちと家族として生活を共にするグループ

ホームであった。ここには9～13歳の8人の女児がbり、保護理由はs5人が崩壊家庭

児、3人が重症問題児で、との3人は他の機関からのカウンセリングを受けている。セン

ターのケースワーカーとスーパーバイザーがこのフォスターペアレンツとよく連携をとっ

ており、ここの生活形態をなるべく施設化しないようにしている。施設のような規則正し

さではなく、秩序ある生活をさせているという説明であった。

　近くに他の4つのグループホームがあb、99人の子どものために役立っている。

　グループホームは地域の家庭・教会・学校などにも全く一般の家としてかかわってbb、

地域での広範囲な社会体験が入間関係に自信をもたせ、自分の価値感を形成するのに役立

っている。年齢的に縦割りで姉妹のように生活してtsb、日常生活のなかで、家庭のなか

での役割、家庭の抱える問題を共に考え、協調性を身につける。ひとbびとりの個別処遇

が無理なく行われるなど、多くの利点をもって進められている。

　子どもが生活している間、実親は定期的にカウンセリングを受けている。2年間に11

人が退所したが、5人が実親に帰b、4人が里親、1人が重症施設に行ったという。地域

のごく普通の家に生活する子どもたちであり、フォスターペアレンツのリード夫人の説明

を聞きながら、ぜいたくでない家具調度の置かれている部屋でのしっとbとした家庭的ケ

アの場面は、非常に印象的であった。

④フランクリン・ビレッジ。9つのコッテージから形成されている。比較的短期の8～
　　　　　　　　　　　s17歳の子ども478人を収容している。

　フランクリン郡児童福祉委員会はその他の地域活動も多様に展開している。

①在宅指導。10．660人の子どもの在宅カウンセリング。

②キャンピング。1，596人の低収入家庭の子どもの夏期キ†ンプ。

③子どもの虐待対策。1．141人の虐待児家庭に法律専門家と一緒に働きかける。

④未婚の母。407人の未婚の母や父たちの指導、そして子どもの適切なケアを指導。

⑤ホームメーカーとホームマネージャー。115の家族の子どもたちの家庭の危機のと

きに、子どもたちが家から学校などにスS一ズに行けるように、ホームメーカーが母親代

りになb、ホームマネージャーが両親にこどもの基本的ケアと家庭維持のテクニックを教

えた。

⑥非行児指導。

⑦家族と両親の生がい教育。

⑧パーマネントホーム。フォスターホーbからの移行、あるいは新規に養子縁組するこ

とによb、子どもに永久的な家庭が保障される。
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児童が措置された公的福祉機関の類別表（昭和46年）

区分 アメリカ 日本

里親委託 788％ 4．4％

児童福祉施設 19．8％ 95．6％

グループホーム L4％ 一

　　　　　　　　　　　　　　全国里親会「里親読本」

　要保護児童の措置について、アメリカと日本の現状は、この表が示すように対照的な有

様を呈している。アメリカでは地域ぐるみの住民参加にょる家庭相互の連帯の養育を基本

として、里親委託が前面に出て、施設収容はその補完的役割であるのが、日本では施設処

遇を第一義とし、養子縁組を前提とした里親委託が5％に満たない数を示している。どち

らがいいとは一概に是非を論ずることはできない。それぞれに利点があb欠点がある。

　ただζこでいえるヒとは、アメリカの深くコミュニティーに根ざした福祉活動はs市民

生活に密着したものとして実存している碇われわれのB本の施設の存在は、地域と必ず

しも連帯して成立っていttい、ということである。地域ぐるみの子育ての連帯感が育って

いないというか、家庭的養育に欠ける子どもを施設は受けとめるが、そのあと、家庭やそ

の地域とさしてかかわbのないところで、子どもの養育をしてしまう。本来の子どもの家

庭への働きかけが第二義的になってしまう実情にある。まして予防的アプローチなどは各

個の施設の機能では非常に乏しいといえるのではないだろうか。研修で、里親制度を進め

ながら、たゆまず行われている在宅ケアの大きな役割を教えられた。

　ソーシャルワーカーの地道な、そして網の目のように組込まれた組織的な活動によって、

この制度は生かされ、多様化されs家庭の機能を高め、子どもの幸せにつながって行くこ

とを、はっきbと認識させられたのである。特にフランクリン郡の市民生活のなかに溶け

込んでいるファミリーグループホーAの子どもたちの目の輝やきと安定した姿は、われわ

れに集団施設収容に欠けている何かを考えさせ、今後の方向を示唆するものであった。

フランクリン郡の
グループホームで
収容見、フォスタ

ー マザーと研修団

一 ヨτ

鱒
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アメリカ・メ，キシコにおける児童の処遇について 虚弱児施設班

　今回の研修に参加させていただいたメンバーは、指導員男子5人と女子1人、保母2人

の合計8人であった。国内の研修会などで面識のある者も多く、意気投合するのも早く、

元気に研修をすることができた。乳児院班が全員女性であったので、5人の男子はそれな

りに価値があb、写真班や、荷物もち、通訳（強心臓を唯一の手がかりとした）などで活

躍した。

　施設訪問は乳児院班と一緒であったが、虚弱児施設班としてのff修ポイントをあらかじ

め相談して決め、それを8人のメンバーで分担した。そして研修中可能な限り班のミーテ

ィングをもち、パンフレットなどで得られる範囲の予備知識を確認した。また研修後は、

それぞれが感じたととなとをもちよって、意見の交換を行った。

　そのような場で常に話題にのぼったのは、わが国における虚弱児施設の現状と、日々研

修したところの福祉に対するアメリカの徹底した姿勢であった。

　日本における虚弱児施設の実状は、時代の流れにより、対象とする児童、tた施設の役

割が変遷してきている。多様性、専門性などが痛感され、施設環境面はもとよb、医療面、

精神面の対応のための充実が必要とされている。これらの自分たちの抱えている問題に立

脚して、アメリカ・メキシコの研修で私たちが感じ、知b、そしピ話合ったことを、以下

述べてみたい。

　施設設置主体と考え方について

　設置者は個人または民間団体であったのが、現在は国または州に運営が移管されたのが

　　　　　　　　　　　sある。民間の場合でも、公費依存度がたいへん高くなっている。

　公費のほかに善意の寄付にょる面が多くある。自分の築き上げた財産を子孫に相続させ

ずに寄付する例から、バザー、チャリティショウ、パーティーなどの利益金を寄付すると

ころもあった。州によっては、州慈善局が置かれていた。

　予算など財政計画は、それぞれの施設の独自な立場で、その役割と＝・・一ドに基き編成さ

れていた。予算がないから限界を設けるという態度でなく、ニードがあれば、それを拒ま

ずに資金面を調達するという姿勢がうかがえた。

　福祉に対する考え方、建物、全体のシステム、職員のプロとしての意識など、すべてが

徹底していることを感じた。

　入所者1人に対する施設の空間がゆったりしすぎるほどとってあb、日本の狭さをつく

づく思い知らされた。あれほどtでに必要なのかと思われる面すらあった。

　利用者は自己の希望する治療機関で、治療を受けることができる。求める者に公平に福

祉サービスを提供する考えが浸透しているようであった。

　富める国であるという私たちの認識とは反対に、調度品などの古さ、物の使い方、指導

などで、きめの細かい点が多々あった。
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　スタッフの構成と専門性について

　小数の児童を多くの職員でみている、という印象を受けた。また職員の児童に接する態

度に「ゆとb」と「自信」があb、穏やかに接している様子がうかがえた。

　社会福祉施設、機関、病院に、大学院の専門過程を終えた言語療法士（ST）、作業療

法士（OT）、理学療法士（PT）など力泌要に応じて配置されていた。かれらは医師と

同等の立場で発言でき、その専門性を発揮している。

　訪問したすべての機関で、共通して活躍していたのがソーシャルワーカーである。かれ

らは大学院修士課程を終了した後、2～3年実務を経験し、一人前のワーカーになる。

　看護婦も、修士課程を終えた者は医師と同等に発言ができ、治療方針を決定する会議に

加わっている。

　スタッフひとbひとbの仕事の領域がはっきbしてte少、機能が細分化されていた。説

明を受けた際でも、それぞれの人が各自の分担の分野について語った。

　処遇の実際について

　専門のスタッ7によb徹底した個別指導がなされていた。個々の子どもにとって何が必

要なのか、何をどう治療するのかという科学的分析を基調にして、処遇が確立しているよ

うに思われた。

　訪問した施設、病院、看護学校などで、既成の体制で子どもを指導していくという考え

ではなく、個々の子どもについて目標があb、そのための具体的な方法が考えられていた。

　施設内容の場合、治療期間は短期間、普通1～2年で、数年になるのはまれである。

　施設の生活場面での児童のふんい気は、自由で明るく、人なつこい印象を受けた。しか

し「他人に迷惑をかけない」ことなど基本的な「しつけ」面や、居室の掃除などでは、徹

底した指導がなされていた。

　障害児の治療・訂［練面では、かれらの人生を意義あらしめるためにと、厳然とした態度

が取られていた。

　病院で入院治療している児童たちに対しても、個々の子どもにきめ細かく対応し、　「心」

を大切にしている姿勢がうかがえた。

　グルーブホーム（社会復帰までのある期間を生活する）、フォスターホーム（2組の夫婦

が交替で小人数の子どもたちの面倒をみる）という制度を知ることができた。

　メキシコで見学した女児の養護施設では、建物はたいへん大きく立派であったが、個々

の児童の問題への対処などは不足していたように感じられた。

　地域社会との結びつきについて

　本来子どもは家庭で育つべきであるという基本的理念のもとに、福祉の諸施策が行われ

ているように感じられた。

　ソーシャルワーカーの活動が大きい。家庭との連絡を密にし、両親に施設などに来ても

らい、共に治療していく姿勢があった。

　施設全体が地域社会によく開かれており、診療、相談などの部門もあb、地域社会セン
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ターの役割を果している場合が多かった。

　里親制度がよく（発達していた。法律的な面、あっせん、指導機関、受託者など経済的

な面、病院などとの連系面などに行届いた制度が確立していた。軽度の障害児などは里親

に預けるケースが多くあるとのことであった。

　反面には、高い年齢の児童では里親になじめず、里親を転々とし、施設に来て集団生活

にょく適応する子どもいるとのヒとであvた。

　州によって差異があるが、全体的にボランティアの活動が活発であった。施設独自でボ

ランティア教育プログラムの担当職員を配置し、ボランティアのメンバーとしての位置づ

けがなされていた。

　bわりに

私たち虚弱児施設班は、8人とも海外旅行は初めての経験でs36日間にもteよぶ研修

に、最初のうちは緊張と不安の日が多かった。しかし厳しい日程や時差に慣れるに従い、

ホテルや飛行機内でもくつろぐととができるようになった。デンバーからボストンへ向う

5時間の機内で、班員の一人がカタコトの英語で隣の人たちと話しだした。折り鶴などを

しながら懸命に会話の時間を延ばし、私たちの旅行の目的などを話した。そのなかの一人

の女性は、コロラド大学の大学院生で、社会福祉を専攻されている方だった。かの女は大

学のレポート集をくださった。一緒に写真をとってお別れした。

　ホテルで日系の方と親しくts　bご馳走になったこと。奥さんが日本人の方で通信社に勤

めてteられる方と話込んだとと。メキシコのホテルで、売店の女性と身ぶり手ぶbで2時

間の会話を楽しんで自信を得たO君。思い出は尽きない。

　このように慣れるに従い、私たちにもゆとりが出てき、また旅行計画そのものが、ホテ

ルや食事などすべての面で一流のものに配慮していただき、外国が身近に感じられ、今後
　　　　　　　　　s
の生活に量りしれないプラスがもたらされた。

　語学や両国の国情などの知識に乏しい私たちにとっては、相手方とのミーティングの途

中で数々出される疑問に、明快な結論の得られない点が多くあった。しかし出発前の結団

式のとき、理事の先生から「なぜ」という疑問を多くもち帰ってほしいというb話があっ

た。私たちは研修してきたことを、また疑問を出発点として、私たち自身が「自信」と

「ゆとb」のある施設職員となる道を歩み、今回の研修に参加できたことをいっそう意義

あらしめたいと思います。

　との研修を計画くださった資生堂社会福祉事業財団をはじめ、各方面でV力添くださっ

た皆様に感謝申しあげます。
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アメリカではあらゆる福祉施設・機関でソーシャルワーカー（SW）の活動がみられる。　SWに

fiるには大学卒業後さらに専門教育2年および実務訓瞭が必要である。若い女性が多い。写真左

は「スベンス・チャピン児童・家庭サービス」のパノフレットから、SWと里子。右は「大二；

一 オーリンズ知能障害市民協会」のパノフレシトから、母親に治療経過を説明するSW。

研修団出発（羽田空港で）
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　　じま
小　島

済生会宇都宮乳児院

宇都宮市江野町

　1－1

代

THE　GOLDEN　GATE　KINDERGARTEN
ASSOCIATION．（PHOEBE　A．　HEARST
PRESCHOOL　LEARNING　CENTER．）
（ゴールデンゲート幼稚園協会「フェープA．バースト就学前学習センター」）

所在地　1315Ellis　Street，　San　Francisco　94115．

説明者　Mrs．　Fl　se　O．　Tσwnsend．（ディvクター）

　　　　M｝s．Rhoda　Kbllogg．（園長）

　　　　9月23日午後
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THE　GOLDEN　GATE　KINDERGARTEN　ASSOCIATION．
（PHOEBE　A．　HEARST　PRESCHOOL　LEARNING　CENTER．）
（ゴールデンゲート幼稚園協会「フェープA．バースト就学前学習センター」）

　この幼稚園は日系人町と黒人町の中間にあb、付近は学校と住宅密集地である。一見わ

が国の住宅団地を思わせるが、サンフランシスコー番の貧民街で、約半数がニグ・生活保

護を受け、残りの半数もそれに近い生活状態にあるそうだ。

　施設の沿革と経費

　1879年、4人の女性、Mhry　Crocker，　Phoebe　Apperson　Ilearst，　Ja　ne　Lathrop

Stanford，　Mi　randa　Luxe　2《基金を信託して創立した。初代園長は国際的に有名な教育

者Mrs．　Sarah　B．　Cooperである。カリフォルニア州立図書館には、「ゴールデンゲー

ト・キンダーガーテン年次報告書」のなかに、かの女の労作が数多くある。歴代園長もす

ぐれた教育者で、創立以来90余年にわたり常に進歩的な教育法が採られてきた。

　歴代園長の氏名は次のごとくである。現在の園長Rhoda　Kelloggは著名な児童画研究

家で、専門誌「Psychology　Today」に「児童芸術の理解」を書いて注目された。（幼稚

園の運動場の階下に、「自由児童絵画教室」と「児童画ギャラリー」が、幼稚園とは別個

の施設として開かれている。）

　1878－1896Mrs．　Sarah　B．　Cooper　　　1931－1932　Mis8　Lyette　Mass

　1896－1925Miss　AnnaM．　Stova1　　　1932－1945　Miss　Dorothy　H己nry

　1925－1931Miss　Hblen　Christianson　l945－　　Mts．　Rhoda　Kellogg

　経費は上記基金のほか、市民のボランタリーギフト、連邦社会基金、二；一ヨークのハ

ー スト基金、カリフォルニアのW．R．バースト基金などで支えられており、市・州・連邦

政府の援助金はまったくない。そのためたいへんユ＝　一クな組織、non－profit　corpora－

tionとして、女性だけの理事者20人によって運営されている。

　対象児

　対象児は2歳～5歳のノーマルな子であればよい。入園に際して特別な条件はないが、

希望者が多く、キャンセル待ちではいってくる例が多い。半数が黒人の子どもである。

　定員は90人で、午前保育がたてまえであるが、50人程度の1日保育がある。登園と

退園の時間はたいへん自由で、親の都合によb、好きな時に来たb、また帰ったbするこ

とができるのが、ここの特徴である。

　園児の家庭の負担は、その家庭の収入にょb違っている。この場合、園児の年齢には関

係ない。1日保育で、高くて月165ドル。半日の場合は90ドル。低収入では無料にな

る場合もある。

塑
　12人の職員がいるが、上述のような独自の組織と教育法なので、特に資格の必要はな

い。当園で独自の職員教育を行っている。
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　建物と設備

　現在の園長Rhoda　KblloggはどのXうな建物が教育的に有効であり、子どもやスタッ

フ、両親にとって気持のよい場であるかを、合衆国中の30か所ほどの幼稚園を見て回り、

研究した。

①安全性
　ドアのノブは子ども自身で開閉できるよう、48インチの高さにしてある。

　子どもたちがスS一ズに行動できるよう、教室、廊下、遊び場など全般にわたり、段差

や階段など全ぐない。

　プレールーヘ　トィレ、運動場など、教師がそのどの場にいても子どもたちが見わたせ

る。

　窓は子どもの届かない高さにしてある。

　戸だな類は木製、窓や照明繊ま壊れにくいプラスチック製。

②健康面
　床は清潔を保つため、ビニール張り。風呂はタイル。

　バスタブ、子ども用・先生用の洗面所などはステンレス製。

　運動場は平らなセメントで、これは排水性に富み、洗うことが可能である。

　ゴミは子どもたちが近づけないよう、駐車場の上だけに集めるようにしてある。

　病人用の個室があり、病気のヂt、親が迎えに来るまで、休養していられる。

　台所は、ステンレス張りの流し、ガス台、野菜収納庫、ゴミ収容処理設備、さら洗い器、

換気装置、フリーザー、食料品室、ステンレス製ワゴンなど、用具のすべては最高に衛生

的なものを用いている。

③　能率

教師武ブレールーへ運動場、廊下、トイレなどどこからでも子どもの動きをとらえ

ることができるような設計。

　子どもが隠れて見えないような隅やL字形の場所などを造らない。

　玩具は、子どの手の届ぐ高さに置ぐ。

　建物全体が“～してはいけません“というようなことを言わないで済むように考えられ

ている。

　スタッフの休憩室を設けている。

　教師のトイレ、ロッカールーAなどは、それぞれのプレールームに行くのに便利なとこ

ろに置かれている。

　④心安まる場
　建物は前述のような諸条件も必要だが、それにも増して美を感じるところであり、その

場を利用する者にとって、居心地よい場であるべきである。

　居心地がよい場の設定は、教育的効果（例えば、子どもたちの遊び方を束縛することの

ない、とか、子どもたちの視覚を正常に保つ）にもプラスになってくる。
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　国内見学

　・ピーからプレールーム、トイレ、プレーグラウンド、また地下にあるChild　Art

GalleryとChild　Art　Classcsを見せてもらう。ちょうど午睡の時間にぶつかっ

てしまい、残念ながら子どもたちの活動の場はみられなかった。

　・ピー、廊下

　2by　4方式の建物で、木の肌が見られ（すぺての部屋にも共通するが）、とうのイス、

テーブル、壁の布製のデコレーションなど9につく。白い壁には、ツタ類の観葉植物を置

き、とても温かみがある。いたるところに子どもの作品が並べられている。特別のデコレ

ー ションはなく、子どもの作品が室内装飾になっている。壁にはるだけでなく、モビール

のように下げてもある。

　プレールーム

　子どものイス、テーブル、たな、おもちゃなど、木、竹、とうなどの自然材質で、色彩

もペイントされたものでなく、自然の色そのまま。そのなかで、積木の色がとても効果的

に美しく見えた。子どもたちは、部屋の一隅にペットを並べ午睡中。1クラス、8～12

人。（まだ夏期休暇の親があb、全員そろっていないということで小人数だった。）日本

のサマーペッドのような簡易ベットに寝ている。（寝られない子は、教師が外に連れだし、

お・話しなどしていたo）

　トイレ

　プレールームとブレーグラウンドの間にあb、きわめて開放的。トレイが暗く、こわい場

所であるというような印象を与えないよう配慮され、5歳くらいtではオープンにして排

泄の指導を徹底するということだった。

　プレーグラウンド

　各ブレールームの前にぢるプレーグラウンドは、コンクリートの床であるo各クラスご

とに板ぱbのヘイのようなもので仕切られている。スベリ台、ブランコなど遊具が置かれ、

その下には厚いゴムが敷かれている。砂場もあるが、小さい子と大きい子では違う形であ

b、限られた狭いスベースであるo砂は黄色味がかった、tSがくずのようなザラザラのも

ので、手も汚れない。（共同で山を造ったb、泥んこに左ったbなどはできない模様o）

　処遇のポイント

　いわゆる教育的なことに重点をおくのではなく、どういうふうに子どもといてやれるか

がポイント。初期の「感覚的な経験による精神的活動」を通して、あとあとの行動の基礎

を作るべく手助けをする。

　家庭ではなかなか経験させてやれないことを与えてやるo

　この幼稚園のプレーグラウンドの階下には、①世界の子どもの画の収集と、②絵を通し

ての教育機関が併設されている。幼稚園とは全く別のシステムではあるが、そこに流れる

精神は共通するものであるので付記したい。
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　CHILD　ART　GALLERY　（児童画ギャラリー）

　Mrs．Rhoda　Kelloggはこの幼稚園の園長であるとともに児童画の研究家として有

名である。研究の動機は「各国の言葉と絵となんらかの関連があるのではないか。絵の違

いを発見することにより、言葉を教えることになんらかの手助けになるのではないか」と

いう考えからであったそうである0

　1974年に、「児童画ギャラリー」として幼稚園の地下に創立。『Analiyzing

Childre　n’s　Art』という本が出版されてから、多くの人々に興味をもたれている。

　コレクションは200万枚の児童画（2～10歳）と玩具などで、1945年からの幼

稚園の子どもの絵のすぺて、また8年前くらいからの「児童自由絵画教室」に参加した子

どもの絵が含まれている。コレクション1は主として描かれたもの（人物、建物、動物など）

の違いによb区分されている。なかには小さな落書きと思われるものまで保存されてお功、

子どもの作品をいかに×切に考えているかがうかがえk。（なお、日本の子どもの絵はグ

リーンがきれいとのことoお土産に・子どもの書いた絵を差上げてとても喜んでもらった。）

　THE　JANE　LATHROP　STANEFORD　FREE　CHILD　ART　CLASSES（ジ
エーン・ラスロップ・スタノフォード児童自由絵画教室）

　1966年8月に始って以来、200人以上の子どもたちが参加している（6歳～10
歳）。貧民街の子どもたちで、外ではいわゆる悪い子（トラブルメーカー）が多いのだが、

この建物のなかで、芸術的で、品行もよくなるという。

子どもたちは来たいときに来て、書きたいだげ書いて行ける。決ったグループもなく、

圧力もなく、進歩の基準が決っているわけでもない。（創造的な遊びが、また、自由に絵

を書くことが教育的であるという。）全く無料、すべてが奉仕。地域の子どもが自由に出

入bでき、好きなように活動できる場ということであったが、たいへんよく整理され、床

や壁もきれいである。（ビニールが張ってある所もあったが。）教室の名称J・R・スタ

ンフォードはゴールデンゲート幼稚園の創設者4人のうち1人の名である。

ゴールデンゲート幼稚園

協会のパンフレvトから
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研修所感（小島寿美代）

　私の担当施設「ゴールデンゲート幼稚園」は、研修第1日、飛行機でサンフランシスコ

に着いた日の午後だった。初めて乗った飛行機、初めて見る異国、初めての異国での食事

と、次々に起る初体験の前に、出発前の詳しい打合わせ、訪問に当っての心構えなど、ど

こかに忘れてしまい、無我夢中の状態で研修の第一歩を踏み出してしまった。こんな気持

のうえva、内部を見学しながらの説明で、また説明を聞いてもただ感心する気持ばかbl、

質問も多く出ない状態で、あわただしい見学に終ってしまった。

　1．この建物を建設するにあたり、園長のMts．　Kblloggは、何か所も他の施設を見て

回り、細かい諸条件とともに、子どもにとって、スタッフにとって、両親にとって居心地

のいい所であるべき場所ということを念頭におき、研究したというが、それが第一印象で

見る人に伝わってぐるようだった。

　2．建物のすべての所といっていいくらA子どもの作品（主に絵）でいっぱいだった

が、作品などと思bれないようなものでも、展示の工夫ひとつで、こんなに美しく、素適

になるものなのだなと感心させられた。子どもの作品を、あぐまでも大切vaするという話

を聞いたが、本当にそれが感じられたし、そのなかに教師の子どもva対する愛情も感じ

られた。たいへん感概深いものだった。

　3．子どもの保育時間は（詳しい内容は聞かれなかったが）、登園の時間も、帰る時間

も自由であり、その家庭の生活の時間に重きがおかれているよ5だった。そのバラバラの

時間のなかで行われる保章内容など、興味ある問題が多かった。

　4．経営主体が全ぐの個人、それも幾つかの個人的な基金がもととなって運営されてい

るということ。これは、日本では考えられないことではないかと思う。

　5．最後に、地下にあるCHILD　ART　CLASSESは、この幼稚園の大なる特徴で

あろう。もろもろの点で幼稚園以上のものかもしれない。この地域がサンフランシスコ

でも一番の貧民街であるという点で、このシステムはより大きぐ地域へ貢献していると考

えられる。貧民街の人々の生活、子どもたちの生活は、私たちには考えも及ばない荒れた

ものであろうが、そのなかでこの子どもたちのささやかな憩いの場（と言えるだろう、あ

ぐまでも教育の場でないことを主張していた）は、地域の人々にとって、大きな喜びの場

になっていることと思われる。日本でもある女性がこのような場を造り、子どもたちが自

由に出入りし、絵を画いたり、物を作ったり、話合いをしたりしている所があることを聞

いたが、多分に趣味的なものであるようだ。誰も干渉する人もなぐ、本当に自由に思うま

まに活動できる場、それでいて、見る人には全ぐそのような感じを受けさせない場、この

CHILD　ART　CLASSESからは、多ぐのものを考えさせられた。

　今回の研修では20数か所の施設を見学したが、その数が多く、深い所まではとうてい

知ることができなかった。また勉強不足のためもあって消化するのに長い時間がかかりそ
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うだが、全体の感想として、二、三挙げてみたい。

　L　ほとんどの施設が敷地がたいへん広いということ。米国の豊かさを見せられた。

　2．スタッフに十分なゆとりがあること。したがって、スタッフの子どもの処遇にもそ

れがみられ、また各分野においても、それぞれの専門のスタッフのより高い技術が生かさ

れている。たいへんうらやましぐ思った。

　3．ボランティアについては、当然といった感じで、日本のようにそれほど問題になら

ない。その背景には、昔からの宗教的なものが深く生きているようにも感じられた。

　4．非行少年少女の場合、日本ではまだ多ぐなってはいないが、米国では麻薬やマリフ

ァナの問題が、年々増加しているとのことだった。日本でも何年か後には、同じような状

態になっていぐの耐まないかと、不安を感じさせられた。

　5．子どもに問題がある場合（肉体的にも精神的にも）、その子のケアばかりでなく、

その両親、家族にまでケアが行届いている。それはもちろん、金銭的なものばかりでなぐ、

精神的にも、具体的な技術の面においてでもある。これは後ろに問題が多いのであろうが、

スタッ7の数が多いことによる。このようなシステムが日本でも充実できれば、施設には

いる子どもの数はぐんと減るのではないかと思った。

　6．大きなものとして、里親制度の発達が挙げられる。日本と比較した場合、米国にお

いても、現在の日本の里親制度と同じような状態の時があったのではないかという疑問が

わいてぐる。国情の違いや、人種の違い、考え方の違いはあるにしろ、今のような制度に

なるには長い歴史があったと思われるのだカXど5だろうか。そのようなことに触れる機

会がなかったが、もっと知りたかった。

　また親権の問題の場合、裁判所に強制権があり、いくら実親でも認められなければ、子

どもを自由にできないということだったが、そのような時に起る問題は、どう解決されて

いるのだろうか。親子関係はそう単純なものでなく、測りしれないものがそこには横たわ

っているはずだと思うのだが、それは、日本人が考えるほど難しいものではないのだろう

か。できるならば、里子になっている子、里子になった経験のある人などから、実際の話

など聞けたらと思った。（たいそう難しいことであろうが。）

　7・　メキシコにおいては、女児養護施設と、乳幼児養護施設を見学したが、その立派さ

は、メキシコの街の光景から全ぐかけ離れたものだった。社会福祉の道はやっと歩き始め

のように感じられたし、一般の人々の生活も安定していないようにも思われたカへ乳児院

には、里親希望の夫婦が多ぐ来ていることを知り、たいへん複雑な気持にさせられた。

　そのようなメキシコの状態は理解できなかった。
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てる　　　い　　　のり

照　　井　　憲

聖心愛子会

聖心ベビーホーム

藤沢市藤沢5294

LOUISE　M．　LOMBARD　SCHOOL．
（ルイズM．ランバード・スクールー心身障害児通所施設）

所在地

説明者

研修日

1099Hayes　Street，　San　Franeisco　94117．　Cal　ifornia．

Mt．　H芦nry　A．　Ca　ruso．（園長）

9月24日午前

研修所感で扱った主な施設

Scharen　Ruhe　Inc．

Belle　Chasse　State　School．

IMAN　Casa　Hbgar．

子
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LOUISE　M．　LOMBARD　SCHOOL
（ルイズM．ランバード・スクールー心身障害児通所施設）

　サンフランシスコに着いた翌日はどんよりした天気だった。私rcちは9時にシェラトン

ホテルを後にして、パスで30．分程の所にあるルイズ・ランパード・スクールに着larc。

道路の反対側には公園があるという環境の良い小高い所にこの施設はあり、4階建の校内

は清潔だった。片腕がご不自由な温厚そうなクルーソー氏が出迎えてくださっrc。

　サン7ランシスコ統一学区の特殊教育部門

　サンフランシスコ市と郡では、1912年から公立の心身障害児を取扱ってきているが

ルイズ・ランバード・スクールは1925年に始められた。カリフォルニア州の教育部門

においては1951年までこのプログラムを実施していなかったが、サンフランシスコ統

一学区では、こうした心身障害児の教育と訓練を全米にさきがけて行っている。

　現在、サンフランシスコ統一学区では、教育訓練可能な知恵遅れの子どもたちが年間を

通じて16クラス、年齢は4歳9か月から21歳まで、大体180人登録されているが、

この学校では177人を収容している。ルイズ・ランバード・スクールでは、これらの教

育訓練可能な知恵遅れの子どもたちに適したカリキュラムを作っている。第一の指導目標

は社会性を養うこと、経済的に自立ができること、必要に応じて体の鍛練と自分の身のま

わりのことができることで、また読み書きができるようにと教えている。16歳以上の子

どもには職業訓練もし、卒業後の共同生活をする能力や、社会の一員として生活すること

ができるよ5に指導している。さらに、絵・ホームメーキング・水泳・フォークダンス・

音楽なども教えており、各》の分野において生徒たちの教育と訓練はそれぞれ成果を挙げ

ている。また生徒一人一人について趣味や能力に応じて指導内容が計画されている。

　対象児とスタッフ

　スタッフは校長、特殊技能をもつ先生（大卒後2年間の特殊教育を受けて知恵遅れの子

どもの教育訓練ができる人）16人、ソーシャルワーカー1人、心理学者1人、言語療法

士1人から成っており、その他にコンサルタントとして看護婦1人、先生の監督のもとに

パートタイマーの卒園生5人、事務員、管理人などがいる。ほとんどの子どもがスクール

バスで通学しているが、何人かの年長者には公共のバスを利用している者もいる。年少組

6クラスと年長組9クラスあるが、それらは教育と訓練を目的にした2つのグループに大

別されている。年少組は4歳9か月から12歳まで、年長組は13歳から21歳までで、

特に年少組でも8歳までの子どもたちの時間表は異っている。

　この学校への入学には、事前の審査が必要である。審査委員会は次のメンバーで構成さ

れている。先生、内科医まrctt看護婦、心理学者、ソーシャルワーカー、経営者など。サ

ンフランシスコ統一学区では、医学的・心理学的判断と、社会的な由来をもとにして入学

できる特定のガイドラインを作成しており、入学希望者には簡単な試験と面接を行ってい

る。生徒は日々の活動や行動において、他の生徒に害を加えずプ・グラムに参加する能力
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をもっていればよい。

　この学校の生徒Tcちの知能指数は50～30で、訓練することにより、それよりも上に

上がる可能性をもっている。症状は主にダウン症・知恵遅れ・血液の不適正・出産時の酸

欠症・両親が麻薬患者のためなど、いろいろの原因によるものが多く、そのうちでダウン

症は全体の80％を示している。

　ここの先生たちは単に先生であるだけにとどまらず、自分がこの戦業に就いたことを誇

りに思っている人が多く、真心から子どもたちの将来のことe考えて指導に当っている。

　ボランティアの人も大勢来られ、週3回カリフォルニア大学から実習性が来ているが、

このなかに日本人も2人いる。

　その他

　この施設はサンフランシスコ市と同郡の経営であるが、年間1人当りの経費は1，600

ドル（48万円）で、その内9割を州が援助しており、特に5歳以下の子どもについては

合衆国の援助も受けている。

　校内は講堂兼食堂、作業室、調理実習室、美術室など20の部屋に分れている。

　前にも述べTC”S子どもrcちはすべて通学で、8時15分ころ登校する。貧しい家庭が多

いので8時45分に朝食を与え、昼食は年少組11時30分、年長組12時としている。

2時に下校し、そのあと子どもたちは障害者レクリエーションセンターに行って、遊んだ

り、トレーニングしたりしている。年中行事としてはクリスマス、復活祭、運動会、パザ

ー などがある。今年は夏に1週間のキャンプ生活をしたが、昨年は先生たちが寄付を募り、

ディズニーランドへ連れて行った。

　卒業生で職業に就いているものはごくわずかであるが、メイドさん、カフェテリアなど

で働いている。また結婚する人もいるが、4～5人で共同生活をしている者もある。子ど

もたちの共同生活には監督者が1人必ず付いている。

　ここは公共的な施設なので、宗教には関係なく、人種差別もしていない。自分を愛する

ことと、社会に愛をもつことを教えており、家庭とは絶えず緊密な連絡を取って家族の指

導までも行い、精神的・物質的な援助の手を延べている。

　一人一人の先生が子どもたちの入格を尊重し、その形成に、大きな、そして広い愛をも

ってはぐくんでteられる姿が、とても印象的だった。まTC、卒園生のアシスタントの方々、

ボランティアの方々の力も、学校運営の大きな力となっていると思う。ハンデーをもって

いるにもかかわらず、子どもたちの底抜けに明るいのには感心しrc。またここは通所施設

だから、家庭・地域の協力も大なるものがあると思う。
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研修所感（照井憲子）

　1．私はカトリック系の修道会で経営している乳児院に勤務しているが、アメリカ・メ

キシコはキリスト教信者（特にカトリック）が多いと聞いていたので、かれらの信仰とそ

の日常生活がどのようにマッチしているかを、この目で見たいと思っていた。私はそれを、

デンバーの田舎にある小さな施設で見ることができた。

　ここの施設に収容されている子どもたちは医師から見離されており、治療らしいものは

一切していないとのことだった。ここで働いている人達は、信仰がなかったら、また愛が

なかったら、一日たりとも勤まるものではないと思う。例えば、ボランティアに来たい人

は沢山いても、来た翌日からもう来なくなり、物質的援助だけになってしまうとか。この

施設の子どもたちから期待できるものは何もなく、外面だけから見rcらただ死を延ばして

あげているとしか受取れない。しかし、かの女たちは日夜を問わず、ただ神の御栄えのた

めにのみ黙々と働いているのではないだろうか。神がこの世に送られrc、たった一つの、

今にも消えかかっているともしび（子どもの生命）が、黄金にも勝って尊いものだという

ことが、ひしひしと胸に伝わってきた。

　これに比べて私たちはどうだろうか。健康児を育てているにもかかわらず、ぞんざいに

子どもたちを扱っていることが度々あるように思う。一人一人は神から与えられた大切な

宝であることを再認識し、大切に育てなければならないと思う。

　子どもは両親のもとで育てるのが一番良いと理屈ではわかっていても、日本ではなかな

かできないのが現状だ。アメリカでは20年前から里親制度が普及し、完全とはいい難い

　　　　　　　　　　sにしても、日本より遙かに進んでいる。特に0歳～2歳までの里親になりたい人は里子の

数よりも多く、赤ちやんが欲しくて待っているような状態だとか。

　里親になる前の教育、その後の教育と指導が、里親と里子だけでなく、その家族にまで

も行届いているのには感心しだ。ソーシャルワーカーの働きは、施設・病院を問わず、各

分野ですばらしいものだっIC。若い女性の方がほとんどで、悩みごと、金銭面など、あら

ゆる方面に援助の手を差し延べており、アフターケアも行届いていた。

　栄養士間でも近来言われていることだが、専門性の確立がアメリカでは徹底しており、

しかもゆとりある指導がなされているということだ。

　3．ボランティアの活動は学校・施設・病院などのスムーズな運営には欠かせないとい

うことである。＝＝一オーリンズの病院を見学しTeとき、老人が毎日決った子どもを2時

間ずつ受けもって見てくれているそうだが、この方法はなかなかよいものだと思った。

　この病院の子どもTCちは重度の心身障害児だから、動くこともできず、四六時中目が離

せない。一日のうち2～4時間老人がそばにいて話をしreり、食事を食べさせたりしてい

ると、看護婦さんはその間に他の仕事ができるし、子どもと老人との家族的なコミa＝ケ

ー ションもでき、特に老人にとって生きがいになっているのではないだろうか。かれらは

自分が子どものために伺かしてあげられるというだけで喜んで来ているようだ。
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　日本でも老人ホームと幼稚園が併設されていて、幼椎園の掃除や草むしりにお年寄りが

手伝っている所もあるとか。ほんとうにょいことだと思う。老人は老人だけというのでは

なく、お互いに助け合いつつ明るい社会を作って行きたいものだ。

　4．ハワイの病院で次のような話を聞いた。アメリカ人は旅行やパーティに招待される

と夫婦で出かけるが、子どもが邪魔になるので、風邪を引いたからと言って以前はよく病

院に預けたようだ。そういう例が多くなっTCので、病院の医師を監視する役目の組織がで

き、それ以後は不正をする両親もいなくなっTCとか。その代り一時預り所的に（言いすぎ

かもしれないが）子どもを預る人ができたとのことだっk。

　5．　メキシコで女児収容施設を見学した。ここは国営で大統領夫人が管理・運営に参与

されているそうで、施設はすばらしいものだった。この思想は、30年前、一人のドイツ

人の修道女が敗戦後の日本の姿を見て、思い付かれkことと全く同じだった。はいたいし

ているメキシコを救うためには、これからのメキシコ女性、やがて家庭にはいり子どもを

育てるべき女性、女の子どもTCZちの教育が一番大切だと考えておられるということだ。私

はメキシコで戦後の日本の一部を見rcような気がした。

　この施設でも悩みはいろいろあるようだっTCが、子どもたちと保母、上司のコミaニケ

ー
ションがうまく行っているのには驚いた。何か問題が起きrcらs三者の間でとことんま

で話合いをして解決するそうだが、お互いを知るためには対話が一番大切であり、資質向

上にかかせないものだと思う。

　6．結論として、アメリカ合衆国もゆりかごから墓場までの福祉対策が完全になされて

おり、教育の機会がすべての人に与えられているということだ。それは広い土地、豊かな

資源と経済力があるからできるのだと言ってしまえばそれまでだが、それにもまして人々

の広い豊かな’dx愛国心があるからではないだろうか。そこにはキリスト教の愛の精神が

人々の心に深く刻みつけられているからだと思う。自分さえよければ人はどうであっても

関係ないという思想がだんだん高まりつつある日本で、私たちはもっと広い愛の心をもっ

て子どもraちや隣人たちと接しなければいけないと痛感した。

ルイズM・
ランパード
スクール
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児童指導員
こん　どう　ひ　　で　　お

近　藤　日　出　夫

中部日本新聞社会事業団

中日青葉学園

愛知県愛知郡日進町岩崎

竹之山149の1

SAN　MATEO　COUNTY　OFFICE　OF　EDUCATION
EL　PORTAL　DEL　SOL　SCHOOL．
（サンマテォ郡教育局太陽の門スクールー心身障害児通所施設）

所在地　　65，Tσsre　r　Road，　San　Mateo，　California　94402．

説明者　肱vid　B．　Birschtein．（サンマテオのセ・ションv一ダー）

　　　　Gary　Hirsch．（デーり一シティーのセッションリーダー）

研修日　9月24日午後
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SAN　MATEO　COUNTY　OFFICE　OF　EDUCATION
EL　PORTAL　DEL　SOL　SCHOOL．
（サンマテオ郡教育局太陽の門スクールー心身障害児通所施設）

　施設の概要

　サンマテオ郡心身障害者開発プログラムは1973年7月に発足し、Daly　City，

San　Mateo，　Redwood　CityにセンZa　一を設立した。対象は、3歳～22歳の、①

重度身体障害児、②知恵遅れの児童である。3か所で130人を収容できる。

　経費は郡と州から支出される。　　　　　　　　　　．

　諮問委員会は、小児科学老、精神病医、心理学者、教育主事、スーパーバイザーで構成

される。スタッフとしては、所長1、指導主事3、指導教員13、指導補佐26、看護婦

2、心理学者2、ソーシャルワーカー2、言語療法士3、開発促進者〔ディベロッブメン

トスペシャリスト』 ）2、理学療法士2、顧問2、作業療法士2の、計60人である。また

スタンフォード大学病院と治療提携をしている。

　障害児が抱える問題点は、障害をもっているという事実から派生する2重3重に重なb

合った不幸な複合である。長期の療法にょって教育を受ける機会を失った子どもたちの全

人間的復権のために、単に精神的・物質的負担だけでなく、センターは大きな意義と使命

をもっている。研修団が訪問したのはその本部のあるサンマテオのセンターで、施設の名

は「エル・ボルタル・デル・ソル（スベイン語で、太陽の門）スクールである。

　センターの状況

　センターは病院のような感じでなく、廊下、壁などの室内装飾には特に配慮．がなされて
　　　　　　　　　　　Nts　b、知覚器官の著しく遅れている子どものために極めて有効な作用を及ぼすのではなか

ろうか。軽度の子どもたちは、一般学級（日本でいう特殊学級に類似）のなかで高等教育

まで保障されている。

　全センターで13の学級があb、1学級は12人以下とされ、専任教師のほかに2人の

補佐が配されて指導に当っている。子どもの45パーセントが歩行不可能であb、75パ

ー セントが排泄を自分の力で行うことができないそうである。子どもたちの42パーセン

トがフオスターケア・日本式に訳せば里親制度の家庭からセンターに通所している。

　障害の内訳は親の虐待にょる後遺症、やけど、自動車事故、筋ジスト・フィー、その他

である。通所時の最初の段階において、これら障害児の回復へのゴールを、各個人の発達

段階に即してプログラSを設定し、全スタッフが一体となって、場当bの指導ではなく、

目標に向って教育と訓練に努力する。ハンディキャップと闘う子どもたちに対する専門ス

タッフの心の通う接し方に敬服した。

　処遇について

　ゴールの設定となる基準は4つに大別される。

　①感覚的機能の回復。
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②感情表現の引出し方。

　③コミュニケーション。

④自己の統制が取れる身体機能の回復。

　この4つを発達段階に応じて、各児童に無理なく指導するのである。例えば、同じ種類

の形をした物を集めさせ、算数の数列の基礎を学ぱせたb、自分で自分自身が表現できな

い子どもには、早期（音を聞きわけられるヒろ）からタイピストの訓練をさせて、タイプ

の活字で表現させたb、絵を通しての判断力の養成に務めさせたbしている。

　手術などで失敗し、植物人間化されてしtった者、違った原因にょって引起こされてし

まった者に対する試みの一つとして、メッセージセレクトという電気機械にょる、患者の

反応を調べる測定器まで開発されている。断たれたコミュニケーションをなんとか回復さ

せ、スタッフとの意志の伝達を図ろうとする姿勢には、担当者の執念すら感じさせられた。

　こうした障害児が、アメリカでも30年前までは、バカな奴で片付けられ、人間として

の尊厳が奪われていたことを教えられ、こうした歴史を踏まえて社会福祉が今日に至b、

人類史上において科学的に位置づけされた意義は、後世への遺産として、守b育てて行く

義務が人間一人一人にあるのではないかと思った。ただしこのセンターに限らず、各種障

害児がその症状別に細分化されてしまったことで、児童間の相亙扶助が半減してしまって

いることはこれからの課題であると、話しておられた。

　スクールバスについて

　変っていることにスクールバスが独立の企業として成立っていることである。それは社

会構造の分業化が頂点に達しているLNだからだと思う。バスは大変すばらしく、車いすか

ら降りなくてもクレーンの原理でN車いすごとバスのなかへ乗せてしまう。私は初めてこ

のようなバスを見て、ただ驚くばかbであった。

　限りなき可能性を引出すために、工夫された障害児の訓練機械は日本にもないわけでは

ないが、一人一人の障害児・者に対する意識の差は、われわれの前に歴然と呈示されたよ

うに思う。

療法士の訓練を
見学する研修団

一3〔ト



研修報告

報告担当施設

THE　NATIONAL
（国民喘息センター）

所在地

説明者

研修日

児童指導員
たか　　　さわ

局　　沢
砧
明

ぽ
邦

岩手愛児会

みちのくみどり学園

盛岡市緑が丘2－4－10

ASTHMA　CENTER．

1999Julian　Street，　Denver，　Colorado　80204．

Mr．　Tharnas　L．　Creer．（所長）

ほかに各分野の担当者

9月27日午前・午後
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THE　NATIONAL　ASTHMA　CENTER
（国民喘息センター）

　虚弱児施設入園児童のなかには喘息児の数がかなり多く、その処遇方法がさまざまな角

度から検討されている。その意味で喘息児を専門に扱うこの喘息センターの研修には、全

団員が多くの期待をもって臨んだ。センター全体の説明・質疑・見学と1日中研修させて

いただいたが、特に児童の処遇方法を中心にその概略を報告する。

　1．　センタ・一の概要

　デンバー市郊外に位置じ、樹木と芝生の緑に恵まれた175エーカーの敷地で、静かな

環境のなかにある。デンバー市自体が高地でもあり、湿度が低く、アレルギー性の物質も

少なく、喘息児の生活に適している。

　センターは民間立である。経費は肺協会などからの補助、一般の寄付および一部政府の

費用（調査費）で賄われている。センターは病院・研究所・施設と3つの機能・設備をも

ち、世界でも有数のものである。

　2．創立と沿革

　1973年にTHE　NATIONAL　ASTHMA　CENTER　として発足しているが、二
十世紀初期にまだ結核が大きな問題にされていた時期に、デンバーの良い環境のもとに移

ってきた瀦たちの救済のための、鞭精榊尊ぶ婦人たちの手にょるTHE　DEWER

SHELTERING　HOMEの設立がその前身である。このホームはTHE　NATIONAL

HOME　FOR　JEWISH　CHILDRENとして社会的支援を受けるようになb、さらに

1930年代に結核の減少に伴い、JEWISH　NATIONAL　HOME　FOR　ASTH－
MATIC　CHILDREN　の設立へと発展した。

　PeshkinのParentectomy（親子分離療法）の提唱により、二＝一ヨークその他か
らの喘息児がはいり、喘息治療への重要な一歩を踏出した。1957年にはCHILDRENrs

ASTHMA　RESEARCH　INSTITUTE　AND　HOSPITALが設立されTt。これら
の諸施設を統合して、今日のセンターが形成されている。

　3．喘息患者の概況

　アメリカの喘息患者総数は900万人、年間死亡数は4，000人～6，000人といわれ

る。患者の半数が子どもで、17歳以下が高い比率を占めている。さらに学齢児童の病久

数の4分の1が喘息児である。治療費の家計に占める割合は普通20％～30％だという。

　4・入院経路

　入院申請は保護者がソーシャルエージzンシー（SOCIEL　AGENCY．福祉事務所と

児童相談所の機能をもつ機関と思われる）に行うが、医師の紹介が必要である。センター

では現在、窓口をサンフランシスコのソーシャルエージェンシーとスタッフォード医科大

学に特定している。主たる理由は、地域により喘息に対する考え方に差異があることによ

る。対象は6歳～15歳の学齢児で、定員との関係で重症児のみを受入れている。ただし
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十

特別学級で教育を受ける必要のある児童は含まないようである。現在go人の児童が入院

している。

　5．指導方法

　児童が早期に社会復帰できるようにするために次の指導方針を柱としている。

　①健康児となんら違いがないことを意識づけて生活させる。②自立心を育てる。③喘息

を理解させ、必要な行動修正を図る。④社会の一員として自覚を高めるための必要な精神

的援助を行う。⑤家族の理解・協力を働きかける。これらの方針に基づいてコッテージ

（宿舎）の生活、レクリエーション活動と病状の管理、学校との連携が展開されている。

　子どもが生活しているコッテージは、病院・研究所の建物から少し離れた場所に建てら

れていて、5棟があり、それぞれ男女別、近い年齢別のグループ編成である。1棟は、子

ども16人～24人、指導員（ceunsellor）3人、夜勤者（night　attendant）
1人である。各棟は広いプレールームを中央に、そのまわりに部屋が配置されている。4

人1室程度が基準で、各自のつくえ、・ッカー、ベッドがあり、個性的に装飾されている。

洗面所と便所は別にある。食事は別棟に共用の食堂があり、そこを利用している。

　勤務は指導員が6：30～14：30、14：30～22：30、各1人。夜勤者は30
分に1回の観察をする。夜間発作がみられ治療を要するものet　1～2人程度である。余裕

のある生活空間であり、うらやましい限りである。見学した時間には数人の子どもしかお

らず、実際の生活をみられなかったのが残念であった。この集団生活でi、大人から与え

られる教育だけでなく、子どもたちの互いの学習が尊重されているとのことである。

　レクリエーション活動

　健康児と同じことのできることが配慮され十分な施設・設備を整えているとのことであ

ったが、見学はできなかった。フットボール、ペースボールなどの運動のほか、美術・工

作室を備え、ダンスなどの多様な活動が可能となっている。健康児と同じ条件での経験を

積み、生活の単調化を防ぎ、社会復帰への準備として位置づけている。

　学校との連携

　全員が公立の小・中・高校に通学している。それぞれ近距離にある。通学は、喘息児集

団や病院に閉込めない配慮からであり、語学や体育の問題も学校と協議をもって解決に当

っている。欠席日数は平均5日程度とのことで、指導が行届いていると感じた。

　病院との関連

　すばらしい設備をもった病院であるが、まず病院で生活している意識をもたせないこと

を重視している。必要以外に病院に行くことをなくしている。病院に行くのは、緊急の場

合および週1回の定期検診が主なケースである。指導が社会の一員として成長できるよう

に組立てられ、それに必要な条件を整えるというセンターの姿勢がうかがわれる。

　家族教育

　指導に家族の協力は欠かせないものである。家族は恵まれない状況にあることも多く、

面会はいつでもできるが、遠距離の者が多く、年2回程度である。この機会が家族教育の
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主たる場である。テキストや生活記録（VTR）を活用し、親がどうあるべきかを！対1

で指導する。近距離の場合はグループでの指導があり、週末帰省も実施している。

　6．退院
　これまでのケースファイル3，000～4，000が保管されている。退院時には、①四季

を通じての発作など心身状態の記録、②使用薬品などの詳細な経過記録、③必要な指導配

慮事項を内容とした報告書が作成され、関係機関へ送付される。

　質疑応答

①医療費の負担はどうなっているか。

　親が交通費を負担するが、治療は無料で受けられる。公立病院の場合はメディケア制度

により無料にできるが、当センターの場合はその財源によって実施している。

　②喘息と運動の関係はどうか。

　腹式呼吸を含めた喘息体操は学校で実施しているが、その効果はみていない。摩擦につ

いては効果のほどはわからない。運動は正しく指導できるスタッフがいれば可能であり、

子ども自身にその限界trよく理解させることが必要である。

③地域との交流はあるか。

　子どもが行き来して交流をもっている。その他一般の場合と特に変らない。

　おわりに

　見学で最も驚いたのは3か所の実験室である。すべてのデータがコンピューターにつな

がっており、精密な検査・実験が容易にできるシステAである。さらに各専門分野単位の

研究室があり、喘息の究明を続けていた。専門的説明は理解できなかったが、こうした基

　　　　　　　　　　　s礎的な研究により、喘息という病気の全容が解明されて行くことを考えると、頼もしく思

えた。また5人の精神分析医の存在も大きく、コッテージを担当し、職員の指導に当ると

聞いた。こうした各専門分野での研究・指導が、同一の場所で行われ、遠携が確かなこと

で病院・施設・学校を通じて総合的な一貫した指導計画が組めることを痛感した。

　日本における喘息児の処遇を考えると、まだ検討の余地があるように思う。財源に関連

する諸問題はもちろん、職員の養成制度の課題とそれに関連する処遇技術の向上など、そ

して各組織間の連携の問題など。

「私たちは設備力灌えられたことにより良い研究ができるようになった。このシステムは

5年で、日本にも普及するだろう。喘息の問題は、どの子どもにどの治療が役立つのかと

いうアレルギーへの挑戦である」との説明者の言葉をかみしめて、帰路のパスに乗込んだ。
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研修所感（高沢明邦）

　今回の研修対象の施設・病院は、公立・私立を問わず、対象児童は肢体不自由児、情緒

障害などが多く、そのほとんどが私が普段接したことのない障害であり、実のところ戸迷

いを感じた。しかしどの子どもも自分の障害を克服しょうと懸命の努力をしている姿が感

じとられた。

　自分の頭のなかにはL発達したアメリカというイメージが強く、福祉対策制度もかなり整

備されていると考えていたが、公立の場合は別としても、民間経営の場合は、州にょり、

また郡によってかなりの差がある。見学したほとんどの施設で、障署児は障害児のみで収

容されていたが、サンフランシスコのサンマテオ郡エル・ボルタル・デル・ソル・スクー

ル（心身障害児の保育所）では、親の意見に基づいて、普通児のなかで障害児の教育を実

施するとの計画をもっている。

経費の負担率にはかなりのばらつきがある。それは州にょる法的裏づけの違いに起因す

ることが大きいようである。日本の場合、法律のもとに統一されているので、基本的には

どこに住んでいようとも福祉の手は同じょうに延べられているといえる。しかし、州によ

る差はあるとはいえども、福祉の厚さはかなりのものである。

　次に設備・職員配置をみると、公私の別なく整備されている。設備は居室をみても余裕

があり、必ず目的別の訓練室を備えている。職員が対象児童に対応して配置をされている

ことはもちろんであるが、Dr．，S．　W．，　O．T．，P．T．，　Nr．，S．T．など、専門の

教育を受けた職員がいて、qれらのスタッフがチームを組んで計画を作成し、専門分野ご

とに指導に当り、児童の発達段階をチームとして確認し合う体制が完成している。とれが、

児童の処遇について個別の指導計画を明確にし、指導に余裕がみられる大きい要因ではな

いだろうか。それでこそ効果的指導が望める。

　大学教育のなかでも分野別に専門教育がなされているうえに、この時代から、現場との

関連をもって実習の積める体制もあると聞く。それは例えば、スベンス・チャビン家庭・

児童サービス（二a一ヨークの里親あっせん機関）における学生の訓練計画に、みること

ができる。またデンバーの国民喘息センターのように、大学卒業後、現場で治療・教育・

応急処置を現任訓練して、職員の資質向上を図っている施設もある。日本でも社会福祉職

員の資質・処遇技術向上を目的とした教育制度が検討されているが、その早期実現を望む。

　こうした社会福祉の充実は、その底辺に何があり、何がそれを支えているのだろうか。

　見学して目立って印象に残ることに、私立の施設が一般の寄付をかなり受けていること

と、里親制度が日本と比較にならないはど発達していることである。この2つは異質のも

のかどうか判別しがたいが、全体として財源が豊かなことのほかに、わが国とは歴史的な

社会思想の違いがあるのではtsいか。前述の里親斡旋機関の例をみると、相当数の里親が

存在していて、この点は他の地域でも大差ないように感じられた。その理由としては自分

の子どもが成長した、宗教的精神に基づく、などが挙げられた。子どもにとって親の存在
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が大切であるという考え方はもちろんであるが、国民性によるものと考えたい。

　親の果す役割を考えるとルイズ・ランバード・スクール（サンフランシスコ、心身障害

児通所施設）のように家庭から通わせている。そのなかには経済的に恵まれないために朝

食を支給しなければならない子どももいる。そうしてでも親のもとで育てようとする考え

である。日本では在宅の障害児の処遇はどうであろうか。

　研修全体を通じて多くのことを学んだが、アメリカ社会は、非常に発達していると同時

に、社会の陰にくすぶっている不安を見逃すことのできない実状にあるのではないか。大

都市の治安の問題は社会の歪みの現われでありはしないかと感じた。

　各施設の説明に当ってくれた職員の仕事への自信と誇りに満ちた態度、子どもに接して

いる職員のゆとりある様子は、私reちもよく考えるべきことだと痛感した。

　メキシコは未だ発展途上国との印象が強いが、カーサ・デ・クーナ（ペビーホーム）、

カーサ・ホガール（女児養護施設）の立派な建物と、路上で物乞いをする親子、郊外の貧

N街の乱立とが、あまりにも対照的であっr：。

国民ぜん息センターで
上・治療のため収容さ
れている子どもたち
下・治療室を見学する
研修団一行
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EXCELSIOR　YOUTH　CENTER　CHERRY
CREEK　CAMPUS．（NEUVILLE　CENTER）
（エクセルジア青年センターチェリークリークキャンパスー女子更生施設）

　創立と沿革

　Exce18iorは1883年以来、青少年のための奉仕活動の伝統を示す合言葉であり、

今は本部玄関のドアに大きぐ書込まれている。Excel8iorはラテン語で「常に高く進め」

の意味で、アメリカの国民詩人、ロングフェローの名作の題であり、そのテーマである。

またそれは英語のexcellene白（卓越、優秀）の語源である。1883年、グッドシェパ

ー
ド修道院のシスターたちは、家のない若い女性や身体障害者のために、デンバーの町外

れにグッドシェパード（羊飼い、キリストのこと）ホームを建てた。そして収容者らとと

もども裁縫や洗たぐをして奉仕活動を続けた。

　デンバー市は東南に広がり、ホームは古ぐなった。1968年、今の80エーカーの土

地を求めて移り、新しい施設を造り、Neuville（㌔nterヌービルセンター（テェリーク

リークキャンパス）と名付けた。現在は社会問題を起した女子を収容、総合教育を通じて

性向を改善し、社会の一員として復帰させる施設で、短期収容が方針である。

　施設の概況と生活

　ロッキー山脈を望み、チェリークリーク（貯水池）を見下ろすデンバー市の東部、80

エーカーの敷地に、960㎡の建物がある。学校、食堂、4つの小舎、体育館、講堂、戸

外運動場があって、ボーリツグ、水泳、演劇、乗馬、キャンプができる。小舎は1人、2

人、4人部屋に分れていて、台所、洗たぐ場、浴場、トイレ、居間、娯楽室が付いている。

車が1台ずつ小舎に付属している。

　全米各地の児童施設、社会施設、家庭裁判所、精神分析医の判定によって送られてぐる

12歳～18歳の女子を収容する。定員100人。

　収容女子の日課：

　　7：00　起床、掃除　　　　　　3：00～4tOO課外活動、週！回カウセリング

　　8：00　食事　　　　　　　　　　4：30　部屋に帰る

　　9±OO～3：00　学校　　　　　5ま00　食事以後にミーティング

　スタッフは校長、教頭、教師、ソーシャルワーカー、相談人、カウンセラー、看護婦な

ど86人。そのうち35人が男性である。

　勤務時間：ソーシャルワーカー　　月～金　9100～5：00
　　　　　　カウンセラー　　　　　　　　 3：00～夜12：00
　　　　　　宿直カウンセラー　　　　　　　夜12：00～9：00

　昼間は学校の先生の範囲、3時以後はカウンセラーの範囲で、3日働き2日休むシステ

ム、2か月に1度、同じような施設の男性の人とレクリエーションする。

　民間の経営であるが、措置費は政府から出る。
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　プラグラムにつhて

　広範囲の指導計画があり、それによって各々の少女に合った指導法を考えている。景色

の良い空気のきれいな所で、綿密に監督され構成され、規律と発見が自己の健全な開発と

前向きの人間完成に調和するよう意図されている。

　指導の特徴は団体生活であり、団体生活における個人の責任に対する概念を養5点であ

る。そのためプロのケースワーカー、カウンセラーが交替で、24時間ずつとそれぞれの

女の子の世話をする。学校は併設してあるが、別の学校へ行っている子もいる。登校拒否

がなぐ通学しているが、昼間問題のある子は学校に行かせない。クラスは平均10人の割

になっていて、教育の重要性を考え、学業向上と、人格形成の、2つの目標をもって進め

ている。

　学校での課程は、国語、数学、科学、歴史、芸術、タイブ、家庭経済、体育などである。

また美容師の免許の取れる職業教育もある。

　教師はさまざまな指導チームと定期的に会合をもち、各生徒の学業と情緒のレベルに指

導方法を合わせている。プロスタッフは、指導範囲の内外において、個々の指導法改善の

ために他の団体とも連絡を取っている。これには2つの目的がある。1つは他の団体や、

裁判所などの助けになる。もう1つはプロスタッフの間での指導技術の交換に役立つ。

　収容者が起した社会問題の内容（3つ4つ重ねてあるので合計が100より多い）：

　殺人未遂などで逮捕

　アメリカ独特の麻薬関係

醇
　暴行、家庭内の問題

　自殺未遂

　両親の自殺

施設見学

22％
40％
25％
26％
31％
28％

虐待

精神分析医の手を経て

病院va収容

学校から脱落

州立病院、刑務所から

30％
30％
35％
80％
82％

　整理された個室は、自分流に装飾されていて清潔であった。生徒たちは屋内体育館でバ

スケットボールをしていた。皆明るく楽しそうにしていて、社会問題を起した少女たちに

見えない。家庭科室には大きな鏡が装置してあって、外からなかの状態がわかるようにな

っている。講堂ではよく心理劇などを上演するといわれ、これによって生徒たちには自己

表現にもなり、更生に高い効果を挙げているとhう。

　夜勤者の部屋には、全部の部屋の声が聞えるような装置もあった。夜勤者は、小舎に1

人ずついて、寝ずに番するそうだ。自殺の可能性のある子どもの特別室もあり、6人収容

されていた。囲いがあり、かぎがかかっていた。

　カウンセラーの人たちと話合いをしていた少女の表情が少し暗く感じられた。子どもた

ちには、年齢順に、1日14ドルs18ドル、22ドル、26ドル、と小遺いが出て、使

い方も指導している。景色がよぐ空気もおいしい広い芝生のなかの施設なので、更生も早

いだろう。
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質疑応答

問1．非行的傾向、情緒的傾向の子どもをいっしょにしているが、グループ関係はいい

ようにいっているか。

　答，　比較的問題なくスムーズにいっている。’

問2．入所期間はどのくらいか。

ひ

　
ヨ
　
　
　
る
　
　
コ

答
問
答
問
答

一 と子どもがいっしエに帰り、

用は出る。

　問5．学校ぎらいの子どもをどのように指導しているか。

　答．　施設に学校を併設しているので、学校を楽しぐさせるため行動などを通して魅力

をもたせている。

6
　
°
7
　
・

問

答
問
答

平均1年。9か月ぐらいで帰る子もいる。

退所して施設にもどってぐる子があるか。

80人中2人ぐらい帰ってぐる。

家庭への働きかけについて。

地区の親には週1回面会を兼ねてミーティング。遠ぐの親にはソーシャルワーカ

　　　　　　　　　　2～3日家族ぐるみでミーティング。年2～3回あり、費

普通の学校へ帰ってからトラブルはないか。

特別な教育、協調精神を植込んでいるので問題ない。

日本では親が施設に入れるのをきらうが、こちらではどうか。

問題のある子どもがいれば、家族はにがい経験を味わう。だからこの子どもには

必要であると理解がある。ない時には裁判所がここに来ることによって社会生活がよぐな

る実感を、親にも子どもにも与えるよう指導する。

　
　
　
も
　
　
コ
　
ロ

問
答
問
答

このような施設は他にもあるのか。

州立収容所、2～3の小さい施設がある。

退所した子どもで、家庭、里子、養子などに行かれない子どもはどうするのか。

10人ぐらいで共同生活をさせている。

レ

ら
フ
か

ン

ト

バ

ツ
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研修所感（村上史子）

　今回の研修でいちばん感じたことは、広大な土地のなかに施設があり、構内はきちんと

掃除がゆきわたり、子どもたちに対するス．タップの多いことであった。

　身体障害児、精神薄弱児、重度身体障害児に対しては、リハビリテーション対策が非常

に重要視されていて、生活をできるだけ内容豊かなものにさせようと、いろいろな施策が

なされていた。町全体が車いすで自由に通れるように設計されていた。

　医学の進歩によって、治療不可能と思われていたものに治療可能性力咄てきて、乳児死

亡率が急速に減少した結果、脳性麻痺、精薄の子ども、先天性疾患児、麻薬中毒による奇

形児が増加しているそうだ。デンバーのシャーレン・ルーエという施設でそのような子ど

もを見て、私はびっくbした。小頭症、水頭症、脳性麻痺など、医者から見離されていて、

自分では何もできなぐ、全部手をとってしてやらないといけない子どもたちだった。その

なかに頭の周囲が1m以上あって、手足は小さぐ、ペッドで寝ているだけの子がいた。泣

ぐことだけで欲求を訴えていた。収容児全員が鼻からチ＝一プで食事が与えられ、かわい

そうに思5より｛哀れを感じた。医者が何もできないというその子どもたちに、スタッフ

ー同は一生懸命に尽していた。ボランティアの援助のことを質問すると、特殊なので奉仕

にぐる人は余りなぐ、来ても1回くるとやめてしまう。まして子どもの世話などは気味悪

がってしてぐれないそ5だ。

　里親制度が進んでいた。子どもは家庭の楽しいふんい気にすぐになれるので、親として

の愛情に身近に接するよ妻早ぐ里子va出すのである。里親、養子縁組を希望する家庭が多

いのに比べて、その対象となる子どもが少ないそうだ。日本ではかわいぐて、性格がよぐ、

頭のよい子は縁組されるが、少しでもハンディキャップのある子どもは全ぐ縁組されない。

この国では人種差別なぐ、身体にハンディキャップのある子どもでも、養子縁組される。

片親、独身でもできる。政府から援助金、医療費が出て、生活が保障される。アフターケア

も行届いており、子どもだけでなく、その家庭まで援助している。

　子どもは家庭で育てられるのが一番いいとい5。しかしながら親としての資格のない保

護者の元にいるよりは、温かい里親の元で育てられた方が幸福ではないかといった考えが、

国じゅうにしみわたっているようだ。

　ゲループホームという制度壺あり、普通の家で7～8人を、両親に代わるような人が養

育していた。家庭に近い生活ができるので、これから殖やしてゆくといっていた。

　今回研修した乳幼児施設のなかに、メキシコ国立のものがあった。よい環njva設備も整

い、新生児室、年少児室、年長児室、病室と分れていて、スタッフも多勢いた。入所は警

察からぐるケースが多く、名前のない子もある。その場合はリストによって重複しないよ

うに付ける。しかし養子に行ったときには、施設での名前を変えていいことになっている。

養子縁組はスタッフの弁護士に権限がある。子どもたちは私たちに遊戯を見せてくれた。

明るい顔であった。しかし町には貧しい子どもたちがみすぼらしい格好で多勢遊んでいた。
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研修報告 看護婦

SCHAREN　RUHE．INC．
（シヤーレン・ルーエー重症障害児養護施設）

所在地

説明者

研修日

6973　Bese　l　ime　Road，

園長

9月28日午後

既
上

け
重

愛の泉愛泉乳児院

加須市土手2－15－57
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SCHAREN　RUHE　INC．
（シャーレン・ルーエー重症障害児養護施設）

　施設の概要

　個人で始めた施設で、1971年に創立。兄の子どもが障害児であったため病院に出入

bして見ている間に、多にも多勢障害のある子がいることを知b、里親の資格をとって始

めた。民家を改造して造った施設である。0～6歳、25人収容可能。

　経営主体は私立であるが、費用は州で負担する。1か月に613ドル。

　収容定員25人、現在22人。

　母親、本人、弟、それぞれが7人の子どもを見るため、里親の許可をもち、重症心身障

署児の子どもたちを普通の家で育てるというライセンス。

　対象者

　①医療的な処置を終えた子どもたち、トレーニング不可能重症心身障害児。

　②水頭症・小頭症・脳性小児麻埠・たんぱく代謝障害児・外傷・黒人特有血液疾患・出

産時障害（酸素欠乏など）。

　たんぱく代謝障害は先天性である。染色体異常で起る病気で、フェニールケント尿症が

その例として挙げられる。2万人に1人くらいのめずらしい病気。日本では5万人に1人

くらいである。蛋白合成異常にょる酸素欠乏で、蛋白分解のできない知的障害児。

　職員の構成と勤務について

　職員は、園長、看護婦、保母で18人。みんな同じょうなことをしている。夜SW　1人。

指導要員はバウルダーCデンバーの北40ム余）から来る。

　入所児の例

　①水頭症。先天性のものが多く、原因不明である。生後罹患した髄膜炎・脳炎・脳腫瘍

にょるものである。症状としては、頭部が非常に大きく、大泉門のみならず小泉門骨縫合

が拡大隆起し、脳室内に多量の液が溜b、脳圧が冗進し、知力障害、手足の強直性麻痺を

きたす。治療として日に5～6回脳室穿刺を行う。脳脊髄液の排除を繰返して行うが、効

果がない。10回ぐらhが限界とされている（11歳児）。3歳ぐらいまでは穿刺ができ

たが、現在ではできない状態である。脳圧にょb知力障害で頭部のみが異常で植物人間の

ようであった。食事は咀鳴ができないので、流動食を与える（哺乳瓶で）。ベクドに寝た

ttなので褥瘡ができやすく、絶えず体位を変える必要がある。死亡した子どもが多いが、

なかに回復見込みのない患者を手術し、経過良好で現在治療中の例もある。

　◎」・頭症。手足は普通、体重が増えない（3歳児）。

　③脳性小児麻痺。いずれも強直性麻痺がある。知力障9を伴い、痙筆を起している。食

事などもスプーンで食ぺられるt＼身体の強直があるので支えがないと座れない。知力障

害により満足感を知ることができないので、胃腸障害を起しやすく、低カロリーでコント

n一ルを行っている。手足が麻痺で強直しているので伸ばすことができない。

一43一



④その他。里親に出されていた子ども（脳性小児麻痺児だったが、適当な栄養が摂れず、

栄養失調状態となb入所した）。知力障害で嚥下困難、咀囎ができずチューブ食を与えて

いる。入所時は虚弱児だったが、看護の結果、普通児に近く成長してきた。気温が15℃

以上の暖かな日には、努めて日光外気浴を行う。手足のコントロールが不可能。

　哺乳液咀噴ができずチューブ食となってしまった子ども（兄弟）。

　10歳くらいで死亡するという子ども。

　9か月後、急に悪くなって入所してきた子ども。

　5か月まで視線を追わなかった男の子。

　口を開けるとだいたい開いてしまって、飲込むことができない。

　普通に生れるわけだった子が仮死状態で生れ、その後ベッド。

　9か月でいすから落た子ども、それ以前に障害があったのではないか。耳の下のほうに

あb、鼻が高い。

　双生児として生れ、脳障害をもった子ども、1人は正常分娩で生れたが、2人目が早期

破水後に生れる。

　人工膀胱、脊髄損傷、下半身不髄になってしまった子ども。bむつを使用しているが、

知能には障害がない。普通の子どもと同じように学校に行っている。知能は平均よb上ぐ

らいだそうである。障害があるため1日学校に通学するのは無理なので、半日で下校して

いる。ときどき午後学校の先生が施設に教えにくる。バスで通学している↓9歳児）。

　遺伝性のもので、兄弟、いとこも同じような病気である。食事は4時から3時間teきに

与えるため、離乳食のような流動食を自分たちが作って与えるようにしている。

　ミルクに対してアレルギーの子どももいるのでいろいろ考える必要がある。頭部が大き

いので介助時2人で抱きかかえなければ抱けない（入浴時など）。

　入浴は朝6時から入れる。

　日中は室内にいる子もペッドでなく、ペルトのあるイスやビーンズバッ．クに座らせる。

　質問と答

　1，何年くらいここにいられるのか。

　他のトレーニングに変れるまで。6歳までの許可しかない。行く所がなければここにお

く。

　2．　一番困ることは。

　責任が重い。子どもたちを保護するが、子どもたちから満足感を受けられない。電話し

てくる親、全然何もしない親、祝祭日だけ連絡がある親もある。

　3，　どのくらいのチェンジがあるカ㌔

　今までの5年間に138人（常に男の子が多い）。50人が死亡した。25人がトレー

ニングセンター、25人が家、里親。50人の死亡の原因は水頭症と小頭症。

　4．資格の認定はどζからカb

　州からくれる。
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　5．人工膀胱の子は（大きくなると尿の量も増えるだろうカSおむつを学校に持って行

くのかどうかo

　学校に行ぐときに替え、帰ってきて替える程度で大丈夫である。

　6．ボランティア活動につhてo

　奉仕にきても、次にこなくなる例が多い。

　シーツを縫ったり、毛布を縫ったりはするが、子どもの世話をする者はない。

　死亡時は、余病の併発は余りなく、その子の病気そのものである。

　所感

　美しいコロラドの風景を窓に満喫しながら私たち一行‘t、ロッキー山脈のふもとにある

障害児収容施設へと向って行った。一見民家風の家の前を通り過ぎようとしたところ、関

係者の方がそこに出迎えてくれた。私たちは屋内に案内され、ベッドからペッドへ目を移

し見学させてもらった取ベッドの両側vaつぐほど大きな頭で横たわっている水頭症の子

どもや、それとは反対に、小頭症でいすに座っている子どもを目のあたりにして、これと

いった治療法もなぐ、まさしく植物人閲のような者たちをζのように温かく介護している

方々の姿に、言葉も出ないほどの驚きと衝撃を受けた。院内の説明を聞きながら、ミルク

瓶の外れを訴える水頭症の子どものかぼそい泣き声に、この場における生命の尊厳性の重

視がこの身に伝わってくるのを感じた。

　何の反応もなぐ、介助のしがいもない者たちを、自ら進んで自分の資財をなげうって収

容し運営しておられる院長や、その職員方から社会福祉とはこういうものなのかという一

つの新しい方向づけを与えられたような気持がした。

　私たちのバスが見えなぐなるまで外に立って見送ってぐれた施設の人たちの姿は、私た

ち1人1人の心のなかにいつまでも生きていることであろう。
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研修報告

報告担当施設

　　　　よし
看護婦　吉

だ　　　あや

田　　絢　　子

和歌山つくし会

和歌山乳児院

和歌山市森小手穂

字南沖田2－1

DR．　SOLOMON　CARTER　FULLER
MENTAL　HEALTH　CENTER
（マサチューセッツ州9ソロモン・カーター・フラー博士精神衛生センター）

所在地

説明者

研修日

85East　Nbwton　Street，　Boston・Massachusetts・

Dr．　Alpert．（教授）

Dr．　Melsenkier．（教授）

9月30日午後

中央右の建物がセンター、
側面の建物群はボストン医
科大学、前側の左端が大学、

その右に病院、研究所、セ
ンターの背後が歯科大学院
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DR．　SOLOMON　CARTER　FULLER
MENTAL　HEALTH　CENTER
（州立ソロモン・カーター・フラー博士精神衛生センター）

　ホテルからパスで約20分、広い敷地のなかの巨大な建物群が目にはいる。BOSTON

UINIVERSITY　MEDICAL　CENTER（ボストン大学医療センター）である。
センター“t・1962年5月に設立され、その組織のなかに、マサッチ’一セッツ州立大学

病院、医科大学、歯科大学院がある。センターはまたマサッチューセッソ州、特にボスト

ンにおける医療の中心的存在であり、多くの医療機関と密接に提携している。私たちの訪

れた州立ソロモン・カーター・フラー博士精神健康センターはそのひとつである。

　施設の概要

　精神健康センターは、大学病院に隣接する10階建である。診療サービス、精神身体医

学、「般的相談、教育プログラム、薬常用者の治療プ・グラム、その他のために、州が

2，500万ドルをかけて建設した。ソロモン・カーター・フラー博士は、1897年のボ

ストン医科大学の卒業生で、最初の黒人精神病医であり、優れた精神病理学者であった。

そして母校に教職員として30年以上貢献した。マサッチ＝L－一セッツ州はその業績；1　reた

え、精神健康センター建設に際して、州議会の議決によって博士の名を取って付けた。精

神健康センターは正式には10月4日エドワード・ケネディー上院議員が出席してオープ

ンされるが、すでに3か月前に大学病院の小児科病棟から移された心身障害児が訓練・指

導されていた。

　案内してくださったアルパート先生の談話にょると、心身障害児の治療と研究は50年

前から始められたが、すべての障害児に治療の機会が与えられなかった。これではいけな

いと努力を重ねてきたが、今日のアイザック・プログラムを使っても、なおかつ、その他

の理由により十分に子どもたちの指導や治療が行渡っていないのが現状である。現在、下

記のスタッフメンバーで、子どもの治療や教育を行っている。

　Teacher
　Teache　r助手

　OT．

　PT．
対象児について

人

人

人

人

5
3
2
L

ソーシャルワーカー

ナース

ボランティア

人

人

数
3
1
多

　9か月～13歳の、・・ンディキャップを負っre子ども（精薄、　CPの重度、重複障害児、

小頭症、ダウン症など）を収容し、現在の人員は35人である。そのなかに3歳以下の幼

児が11人も含まれている。子どもたちのほとんどがボストン市内から通学し、朝9時～

午後2時、治療および指導を受けている。週5日間の通学。休暇は夏期・冬期各2週で、

1年52週の内、48週センターに通う。学校・治療の費用はすべて州の援助により無料

で、子どもの衣類、昼食（弁当持参）だけが親の負担となる。
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　マサッチa一セッシ州では3歳～21歳の障害児は、重度でも州の責任において学校お

よびセンターに入所させ、今まで隠されていた児童に教育を受ける機会を与えるよう1974

年に法律で定められた。（新しい法律766号。）

　処遇について

　精薄児の教育は州で異なるが、政府が教育の責任をはっきりさせることにょって、精薄

児対策が飛躍した。このセンターに通っている子どもたちの家庭は経済的に不安定で、住

宅問題も関連している場合が多い。子どものハンディキャップに対し夫婦が罪悪感をもっ

ており、家庭は離婚しかねない状態なので、ソーシャルワーカーが子どもと両親とのコミ

＝L・＝ケーションを図っている。週1回母親に集ってもらい、子どもをどのように治療し、

訓練しているかなどを、詳しく両親に知らせている。また医師、スタッフにも、心障児の

家庭収況を知らせ、両親と一体となって、1入の子どもの指導に当っている。

　障害の程度によってクラス編成をし、入所時に全スタッフが意見を交換し、その子ども

に合った指導法を見つけ、4週間～6週間ごとに、ひとりひとりについて指導法が誤って

いないかどうか意見を交わし、修正し、目標に向って訓練・指導を行っている。

　このセンターは歩行可能と排尿の自立を最終の目標とし、努力を重ねている。排尿の自

立は、精神的発達を促進するのに最も重要とされ、独立心を養う第一歩であるので、用便

が一人でできるようになったら、普通の学校に通学させる。

　スライドによるトレーニング見学一スイミング療法。温度30’Gで週1回30分くらい

入水し、水の中でバランスを保ち、筋肉を強くする訓練。子どもたちは水を恐れないで喜

ぶ。車のタイヤを使い、姿勢よく座る練習。タイヤの半分を改良し、手を動かす練習がで

きるよう工夫されている。、

　触感療法。何か物を握らせたり、自分の身体を触らせたり、ほほをたたいたり、また食

事前に歯ぐきに刺激を与えるなどして、感覚を取りもどさせる。モビールを使い視線を動

かす練習。ミラーで自分の身体を見て着脱の訓練を行う。ミラーはすべての室に取付けら

れている。自分を知り、自分を見つめるためのよい教科書となる。

　大きな長方形のビニールまくら（空気まくら）で肘を使って頭を持上げる練習。大きな

ビニールボールを使い、ボールの上で腹ばいをしたり、ボールに腰をかけたりして、静か

に動かし、遊びながら、自由に身体を動かすことを知る。

　空気まくらをたくさん並べ、多人数で遊んだり、ハンモックをゆさぶったり、すべり台

障害コースの通抜け、起立練習、ハイハイの機械、歩き始めるときだけに用いる機械、デ

ザインされたいすなど、それぞれの障害児に合った用具・器具で訓練を重ねている。

　施設で考案した便器はとても使いよいそ5だ。その他の器具・用具もセンター内で、そ

の人に合ったように工夫・考案されているのに感心した。特殊装置・教材を設置するセン

ターだが、病院に見られる寂しさや暗さはなく、各室はカラフルで美しい。

　私たちが訪問した時間はちXうど食事時で、上下肢を固く突っばって口を開けようとし

ない子どもに食事を取らせていた。笑顔で優しく語bかけ、反応をみながら与えていた。
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研修所感（吉田絢子）

　米国の児童福祉の在り方を目の当りに見せられた。スタッフが自信に満ち、ゆとりのあ

る態度でごく自然に子どもたちに接し、欠点をもつ子どもたちに暗さを全く感じさせない

指導は、日本の障害児教育と此較せざるを得なかっre。精神保健センターの各室の壁、エ

レベーター、用具などは、黄・緑・青・赤・オレンジなど色彩が鮮やかで、室内がパッと

花が咲いたようである。しかも清潔感が漂う。子どもが明るく、生き生きとしているのも、

ここに一因があるのではなかろうか。

　遊戯も心理的療法として大きな役割を果している。広い建物のなかで、完備された施設

が十分に生かされていた。運動面にも自信をもたせるため、地域社会のスポーツにも出場

させ、立派な成績を幾つか収めたそうだ。

　一般にセンターでの治療は、技能訓練、言語訓練、日常生活指導、集団生活への適応訓

練などであるが、療育というものは、単に施設内での時間だけでは十分でなく、家庭でも

連続的な指導が必要である、と両親に指導する。親と子、先生、地域社会が一体となって

の一貫した指導の大切さを思った。

　親は子どもがどのような障害があろうとも、何らかの能力があるので、家庭生活や地域

の子どもたちとの遊びのなかでその能力を見い出し、目覚めさせる。また、障害を背負っ

た、制約された体で、五体満足の人たちといかに対処して行くかを自分で考えさせる。し

かし日本では、健全な人がその障9児を見て冷笑したり、困らせたりする例が多く、現在

の教育の在り方を考え直さねばならないと思う。同時に知恵遅れの児童や肢体不自由児の

　　　　　　　　　　　K多くは、後天的な障害によるものであると医学的に解明されてきている現在、妊産婦の心

得、育児の方法や手段について、障害児の出ないように細心の注意を払う教育をなすべき

である。

　米国の養護施設の特長は小舎制の採用で、家庭的なふんい気が漂う、室内の自由な飾付

けのなかにも整理整頓が要求され、創造性、協調性を教えられる。地域とのコミュニケー

ションもうまくいっているようである。また社会復帰の受入れ態勢も、政府や民間の理解

により、障害児が使いやすいように設備を改造したりしている。

　教育の場でも同様、普通児と同じ扱いを受けており、わが国の立ち遅れを痛感する。

　施設がどのように完備しても、家庭の指導なしでは療育は成立たないe少しでもよくな

れば家庭にもどし、その指導に全力を注ぐ。私たちは家庭教育の重要さを教えられた。

　家庭教育を重視するためか、米国では乳児院を見ることがなく、その代りとして里親制

度が発達し、わが国で見られない特徴の一つを示している。しかし米国でも、未婚の母親

の増加、高い離婚率、麻薬常用者、売春、低所得階層の多子、学校になじめずに脱落する

子の増加など、数多くの問題を抱えている。
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THE　CHILDREN’S　HOSPITAL　MEDICAL　CENTER
（小児病院医療センター）

　施設の沿革

　THE　CHILDRENg　HOSPITAL　MEDICAL　CENTER（CHMC）は、組織や
建物や施設の複合であるが、「世界の子どもの健康」という一つの目的にささげられてい

る、とパンフレットの冒頭に書かれている。センターは、小児病院、9つの他の病院、事

業団ts、子どもたちをより良く完全に守るための能力と資力を集めて、1949年に実現

した。しかし、この世界的に有名な施設は、約100年前に始っており、1869年に小

児病院が建設された。4人の優れたボストン人く医者の強力な反対をものともせず、資

金繰りし、Dr．　Br㎜が、3つの目的をもって、20ベッドの病院を設立したのである。

　　①子どもの病気の医療と手術

　　②小児期に起りがちな病気に対する知識の教育と普及

　　③看護婦の使命についての若い女性の教育

　開院して間もなく、すべてのベッドはふさがった。12年後の1881年、この独創的

小児病院は兵舎となb、シンホ＝一ホール用地の隣に移った。しかし1914年、よb大

きくするために現在のロングウッド通りに再移転した。

　初めはボストン周辺の子どもをみることから始まb、2～12歳を対象としたが、現在

は生下時から成人に達する21歳まで。

　急患の子は7日間入院させる。例外として2～3年かかる子どももある。成人患者は子

どもの時からみている患者でその病気が大人になるまで続いていて、他ではみることので

きない場合。例えば、血友病。

　施設の現況

　患者は世界各国から来る。1年に12，000人の入院患者があb、175，000人の外

来患者がある。ベッド数343でs現在340人が入院している。

　医療センターは、子どもの総合病院で、次の専門分野に分れている。

　　①薬学　　　　④手術　　　⑦X線　　　　⑩眼科　　　　　⑬歯学

　　②神経学　　　⑤骨学　　　⑧病理学　　　◎麻酔学　　　　⑭脳手術

　　③心臓手術　　⑥放射線　　⑨精神医学　　⑫耳鼻咽喉科　　⑮心臓学

　CHMCには3つの目的がある。①治療すること。②教育すること。③研究すること。

　ここでは、子どものあらゆる病気を教えることができる。小児医療における重要な進歩

発達、外科的また心理学的診療、新しい治療法の研究などに、世界各国から小児科専門医

が来て研修し、それをその国にもち帰っている。シャム双生児の分離は、亡この医師がチ

ー Aを作り、フィラデル7イアで手術をして成功した。また研究室では、心臓手術の権威

Dr．William　F．　Bernhardが初めて心臓手術をして、ノーベル賞を受賞した。

　CHMCは、ハーバード大学医学部と提携して」・b、教育病院のひとつでもある。
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　対象者の処遇

　長期入院の子どもには、両親が学校の教科書を持って来て、ボストン教育委員会から派

遣された教師が、1日1時間、1対1もしくは2対1とか、同じレベルの子どもを一緒に

して教える。家庭教帥的である。

　入院の付添いは親の希望によってできるし、面会も自由になっている。外来・入院患者

を通じて多い病気は、心臓疾患、泌尿器科、事故、肺炎、整形などである。

　退院後の状況

　1．家庭に帰す。

　2．家庭に帰すが、SW．．看護婦、　PT．が指導する。

　3．リハビリテーション施設に入る。（心臓手術後に手足の機能障害がくる亡ともある。

脳の手術後のリハビリテーション。）

　4．家庭に帰すが、いつも医学的処置が必要である。（呼吸困難、鼻からのチューブ栄

養、静脈からの栄養の場合など。）看護婦を8～24時間派遣して、家族に治療方法を指

導する。子どもは家庭で育つことが一番よいとの病院の方針で、病状が治まっていれば帰

す。看護婦派遣の費用は医療保険が80％、家族負担が20％である。医療保険に加入し

ていなければ政府が負担してくれる。b金がなくて治療が受けられないということはない。

　5．ナースリーホーム。ボストン郊外に4か所、ベッド数200。両親のみられない、

植物人間のような、望みのない子を入れる。法律で、環項のよい所でなければならない。

　6．その他。病院に残されてしまう場合。警察で親を探しても見つからない場合は、裁

判所の権限で、養育権を得て里親に出す。

　CHMCの活動
　センターは20以上もの別々のビルで、医師、看護婦、薬剤師、専門技術者、会計係、

秘書、大工、電気技師など、1、500人の人々にょって運営されている。SW．は45人

で、入院、外来の世話をする。両親の相談相手にもなる。若年層の母親が増えているので、

親が育てられない場合もあるVミあくまでも親が育てるべきだと指導する。里親に対して

は、ハンディキャップをもった子どもを育てるうえに必要な事項を教える。

　子どもの看護の多くの進歩は、CHMcva　kpける研究と努力から生れた。

O多種多様の小児手術、特に心臓。

O多くの病気のレントゲン診断。

Oボリォや麻疹の基本的発見。

oRhの子どもの血液交換の技術。

O脳性マヒの問題特質の認識。

o小児マヒによる不具の長期療養。

O青年期の感情の認識と療養。

研究と治療を1体になってやっている。研究しTt新桑vaしても、両親に説明し許可を得

て初めて使うので、モルモットにはならない。これは法律で守られている。

重症患者なので病室内の見学は許されず、スライドでの説明であった。プレーグラウン

ドもあb、両親が来て一緒に遊ぶ設備もある。手術の医師が黄色の帽子をかぶっていた。
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研修所感（小笠原紀久子）

　社会福祉といっても範囲が広く、自分の勤めている乳児院のことしかわからず、日本の

実態も知らぬままに、いきなb外国の施設をじかに見て、驚いたb、感心したりで、戸惑

いを感じることが多かった。どの施設も広大な敷地のなかにあb、環境に恵まれている。

アメリカ社会福祉の在b方、施設の環境・設備は、日本と比較できないほど進んでいるよ

うに思わ松さすがに大国であると感じさせられた。

　施設の経営は民間であっても、連邦政府・州からの援助が大部分であb、財政面での苦

労は全くないように感じた。社会福祉の充実を図るためには、財政の裏づけがなければな

らない。うらやましいと思った。

　しかし、現在のアメリカでは、予算の赤字に及ぼす福祉予算の影響が問題になっている

という。ニューヨークを例にとってみると、＝＝一ヨークは破産寸前の財政危機に陥って

いるというが、これは、社会福祉が余りにも拡充され過ぎ、多くの人々に適用され過ぎて

いて、財政に大きな負担をかけ過ぎるというものらしい。福祉システムが膨大になb過ぎ

て、扱い難くなっていることもあるだろうし、巨額な福祉負担であることは、アメリカの

施設を回って見て感じた。日本の福祉予算もよく知らない私だが、恐らく日本のそれとは

比較にならないのではないだろうか。

　ニューヨークには、プエルトリコ人や南部貧民の流入、黒人問題など、日本にはないア

メリカ特有の社会問題がある。貧困地域の黒人の失業率は増える一方といわれ、経済状態

が深刻になってきているという。この目で見た黒人街には、日中でも失業者がウロウロし

ていた。ニューヨーク市の財政の35％くらいは福祉関係予算と聞いた。

　いろいろ国情の違いはあるだろうが、「福祉」「福祉」と拡大して行かなければならな

かった根源はどこにあるのだろうか。確かに表面を見ただけ、聞いただけでは、すべてに

恵まれ過ぎていて、日本とは比べようもなく、うらやましいことだが、裏にはいろいろの

問題があることも見逃してはならないと思う。総人口のかなbの部分の入々が、何らかの

福祉に関する受け手となっているというのである。福祉関係予算の膨張によって、赤字が

増え、財政がピノチに追いこまれて、小学校の教師さえも退職を迫ら払絵画や音楽の専

門クラスは禁止されるなど、教育にまで影誉を及ぼしており、問題はたくさんある。何ご

とも一概にはいえない部分があり、考えさせられることが多かっTc。財政の良いときに計

画されたことは、b流れにされてしまっているのであるe

　21施設・機関を視察したが、どの施設もそれぞれに特色があb、さすがに膨大な福祉

予算をかけているだけあって、目を見はらせるものが多かった。病院でも家庭のようなふ

んい気をもたせるために、看護婦も白衣の制服でなく、私服であったb、手術の医師も黄

色の帽子をかぶったb、ベッドカパーなども柄物であった。病院は「白」という寒々とし

た感じがなく、温かい家庭のふんいきを出している所が多かった。

　子どもは、家庭で成長するのが最もよいとのことで、病状が治まっていれば、退院させ
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たb、できるだけ早く家庭に帰すことを目的としている。「親は子どもを育てる義務があ

る」と両親を教育しTc　b、扱い方を指導したbする。特に最近は14歳くらいで母親にな

る場合が増えているので、指導しなければならないという。

　社会福祉は地域社会の人々の協力なしでは成立たないが、ボランティア活動が盛んであ

った。当然のごとくに、各施設にボランティアがいる。単なる職員不足のためのボランテ

ィアではなく、いろいろな障害をもつ人々に、何らかの支えになっていることである。日

本でもボランティア活動に関心をもつ人が年々増え、活動もいろいろな分野にわたって広

がってきてhる。

　アメリカではボランティアに対して、福祉を理解し、さらに、老人、児童、障害者など

が、どのようなことを必要としているか、どのような接し方をすればよいか、どのような

ことをしてはならないかなど、十分教育されている。ボランティア活動を、社会福祉への

市民参加としてとらえることを強調してるような感じがした。

　ボランティアが2度とは来ないという、重症心身障害児収容施設がデンバーの片田舎に

あった。脳性マヒなどの治療・訓練には高度の専門技術が必夢であるが、ここでは治療・

訓練の段階は終っていた。人間愛をもち、使命感をもたなければ、とうてい勤まらないの

である。なにしろ22人中、医学的処置を施されているのが、わずか2人だけなのだから、

そこに働いている人々の美しい姿がとても神々しく、まぶしくさえ見えTt。

　困る事は？との問いに、責任が重大であb、子どもに満足感を与えてやれないし、tた、

自分たちも満足感は得られないという。単なるボランティアでは無理なのは、当然である。

なtじっかな気持ではできない。

　その点、他の施設では、無理なく、ごく自然にボランティア活動がなされているようだ

ったし、障害児を対象にした老人のボランティアが、子どもと1対1で、話し合ったb、

遊んだbしているのが、印象的であった。

　日本における乳児院は、アメリカにはなかった。それは里親制度の説明を聞いて納得し

たが、両親がそろっていなくても、調査して条件に合えば、独身の男女でも、里親になれ

るということに驚きを感じた。日本では両親がそろっていることが常識とされているのに。

．’ ・㌧主7’s綿

小児病院医療センターの玄関の

上に掲げられたレリーフの飾り
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研修所感（下河内育子）

　アメリカでは各州を回るたび、福祉・教育などの法律が州律としてあb、その相違点を

聞いた。広大なアメリカ、そして白人・黒人・ユダヤ人・中国人・日系人などの各種の複

合民族国家であることを認識させられた。多種民族国家ゆえの多くの社会問題があり、そ

れに伴って福祉問題も複雑化しているようである。

　アメリカには日本で設置されている虚弱児施設はなく、肢体不自由児を収容し、機能を

回復させるリハビリテーションを併設した病院や、喘息児を収容している喘息センター、

情緒障害児を収容する施設など、各種専門分野に分れ、病院を併設したシステムになって

いる。それらの設置主体は、日本と同じく、民間・州立とあb、措置費は州・郡・市から

支払われるが、その施設・病院などについている協会の働きが大きな財源ともなっている。

また大きな収入にはならないが、バザーにょる地域社会との結び付きも深く、日本の地域

社会とのコミュニティーの疎遠になbがちな点に比較して、興味深く思えた。

　施設・病院などでは、スタッフの構成が明確にされている。大学卒業後2～4年の特殊

教育を受けた専門のスタッフが、あらゆる角度から子どもたちの性格・病状をつかみ取り、

ひとbひとりに個別指導をし、また集団でのグループ指導もするという。専門スタッフた

ちの説明からゆとりのある指導がうかがえ、私自身の、長期間の集団生活から子どもたち

を統r化しがちな指導を省みると同時に、充実した専門スタッフをそろえ、専門分野の分

れたアメリカの施設をうらやましく思った。

　子どもたちの指導だけにとらわれず、同時に家庭への働きかけも、ソーシャルワーカー

が仕事としている。家庭復帰・社会復帰に無理なくスムーズに行けるよう、またアフター
　　　　　　　　　　　sケアまで専門的に行っている。

　見学した施設は広い敷地に建てられていた。台所・食堂・児童居室・勉強室・娯楽室と

ある。Cottageで、専門スタッフの指導のもとに、少人数の子どもたちが生活していた。

　仔どもは家庭で育つことが最も良い」と行く先々のディレクターから説明されたが、家

庭のふんい気を失わないように、設備とともに指導も考慮されている。アメリカには乳幼

児に対するベビーホームが存在せず、里親制度が著しく発達していることが、ディレクタ

ー の説明からうなつかれた。

　メキシコでは、大統領夫人のもとに設置されているIMANの施設3か所、　CASA　DE

CUNA　（乳幼児養護施設）CASA　HOGAR（18歳までの女児養護施設）HOSPITAL
　　　　　DEL　NINO　（小児病院）を見学したが、ここでも、乳幼児の里親制度が発達してteb、

施設内に弁護士までte　b、法律的に里親のあっせんをしている。女児養護施設には、800

人の女児たちが、アパートのような建物で生活し、大食堂・音楽室・勉強室・プール・バ

スケットコートなどまであb、すべての面で規模の大きさに目を見張らせるものがあった。

　しかし一歩街に出ると、一流ホテルやデパーbの前で、若い親子が抱きあって路上に店

を出し、観光客相手に物を売ったり、私たちに手を差し出し物乞いをしたb、毛布にくる
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まって路上に寝ていたbする。夜中の12時近くtで花を売b歩いている少年を見ると、

メキシコの貧富の差が大きいことばかカでなく、先進国のアメリカとは違った社会問題を

見ることができ、勉強になった。

　26日間を通して、ζの研修で見学した施設・病院にそれぞれ違った印象をうけ感銘も

したが、そのなかでも一番深く感銘したのは、コロラド州デンバーのはるか片田舎にある。

SCHAREN　RUHEである。ここはO～6歳の重度の心身障害児（水頭症・小頭症・脳

障児）の世話をしている所であるが、ディレクター自らが重度の身体障害児の里親のライ

センスをと久娘さんteちとともに、医者から見陸なされた明日をも知れぬ命の子どもた

ちを預っている。その子どもたちの生命が維持続けられるまで、温かく見守りながらお世

話をされている姿を見て、ただtcだ頭の下がる思いであっlc。

　充実した専門スタッフの行届いte指導などを視察して行くなかに、両国の社会福祉行政

も見聞した。福祉問題も多くの社会問題を伴って複雑であることを感じた。福祉の問題点

や、これからその問題点にどう対処して行くのかなどは、この研修ではつかむことができ

なかった。自分のいる虚弱児施設ですら把握できず、上辺だけの知識だけで日本の社会福

祉について返答するヒとのできなかったヒとを反省したい。

小児病院医療センター（左の建物）とその標識●　r小児病院」と書いた標識の
下の3行は「」←敬急」（建物の向Oて右端が入a）「←正面入口」「一駐車」
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報告担当施設
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中部少年学院乳児部

下関市彦島角倉町工2－3

JOSEPH　P．　KENNEDY　JR．
MEMORIAL　HOSPiTAL　FOR　CHILDREN、
（ジョセフP　ケネディー・ジ＝ニアー記念小児病院）

所在地　30　Warren　Street，　Brighton，　Massachusetts　O2135．

説明者　Sister　Ma　ry　Ann　Lough1　in．（総監督）

　　　　Mrs．　Barbara　Kbller．（ディレクター）

　　　　Dr．　Togun．（小児科医）

　　　　Mrs．　Barbara　Clancy．（看護婦長）

　　　　10月1日午後
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JOSEPH　P．　KENNEDY　JR．　MEMORiAL
HOSPITAL　FOR　CHILDREN
（ジョゼフP．ケネディー・ジ＝ニァー記念小児病院）

　施設の概略

　経営主体。民臨財源の主なものは、一般および教会などからの寄付と、診療報酬。

　種別、小児専門病院

　マサッチ＝・一セッツ州の主部、ボストンの市内を流れるチャールス川港の西側を少し入

ったビーコン通りにある。’近くのブルクライン通りに故ケネディー大統領の生家がある。

並木通りに面した広い敷地に建てられたレンガ造bの2階建は簡素で落着いた古風な感じ

で、この建物のなかに、これほど整った施設があろうとは、とても想像できなかった。

壁
　1949年創立。当初は110のペッドの小児科と、リハビリテーションの病棟であっ

た。病院の名称はジョセフP．ケネディーによって建てられたので、その名にちなんだ。

ケネディー一家が福祉問題に関心を寄せた理由は、F．ケネディーの姉が肢体不自由者で

あったこともかかわっている。当時の病院の収入は、医療看護の報酬と、病院のスタッフ

による研究活動の時々の補助金だけで、寄付命ま全然なく、フランシスカン修道派の宣教

師メリーによって援助されていた。現在はケネディー家と離れたものとなっている。

　対象者

　精神的または身体的障害のあるO歳～21歳の子どもが対象であるが、ほとんどが3歳

～12歳であった。交通事故などの緊急患者の診療も行っていた。年間約5万人の外来患

者がある。現在入院患者88人と、併設の学校への通学生徒110人がリハビリや教育を

受けている。入院患者の40％は、ひどい事故と重症の先天性心身障害児である。退院後

は、地域の学校にもどれるまで、病院内の学校に通い、治療を行いながら教育を受ける。

たびたびの通院の無理な子どもは、治療を思者の近くの施設に依頼する。また家庭の受入

れ態勢のできていない子どもは、里親に預けるか、他の施設に入れる。

鵬
　総職員数、300人。うち看護婦150人。
　Board　of　Di　r6　etors：総監督、副総監督、会計、事務職など。

　Executive　Directorおよび補佐（医療事務関係）。

　Medical　Staff　Department　Directors：　　整形外科、小児科、一般
外科、口腔外科、眼科、精神科、X線科、等の各医師。

　Hbspital　Associate：監督、副監督、副監督補佐。その他の職員。

　対象者の処遇

　身体または精神障害の患者に対し、治療とリハビリテーションを行う。小児科、整形外

科、神経科、精神科、眼科、歯科、麻酔科、耳鼻咽喉科、X線科など各種専門部門がそろ
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っており、総合的な治療が行われる。専門医の診断により通院可能な患者は通院させる。

入院患者は治療と同時にリハビリテーションが行えるので、能率的に看護される。継続的

な治療が必要なため、脳神経科医、精神科医、サイコロジスト、OT．，　PTラ　ST．，看

護婦、ソーシャルワーカー、チルドレンクアワーカー各1人にょる治療チームが編成され、

子ども1人ごとに経過が検討される。スタッフにょるチームミーティングが毎週行われ、

それには母親も参加する。

入院患者の両親は、週末は子どもと過すことを勧められる。現在の入院患者88人中、

60人の患者が週末には外泊している。この目的は、患者と家庭との連帯感を再確認させ

るためでもある。これらの子どもは何らかの精神的な障害があるので、病院内での厳しい

しっけを、そのまま家庭でも実行するように、看護婦、ソーシャルワーカーが伝える。

　病院内には、小さいが学校が併設されているので、入院・外来患者は治療を受けながら

勉強できる。病院と学校が協力しあって治療に当るので効果が大きい。先生は、内務省や

ボストンの公立学校から、特別に養成された人が来る。

実際に治療している所を見学できなくて残念であったが、ST．の部屋は1クラス9人

平均で、特別なスピーチカの資格をもった先生（学士号）と助手！人が治療を行う。隣の

部屋には看護婦が常時1人いる。壁には子どもたちのなぐり書きがはってあった。つくえ

やいすなどを固定するためにゴムがはってあり、身障児に対して配慮されていた。

　OT．の部屋では上からネットに入ったボールがぶら下がっており、それを左右に打た

せる。そうすることで、神経麻痺による体のくせを矯正する。また、個室では1対1の治

療を行い、室内には玉ざし盤、重ねコップ、輪投げ、ブロックなどの玩具が見られtt。そ

の他眼科・歯科・耳鼻科なで各クリニックがわかりやすいように色分けされていた。

　別の部屋には、Play　T．，　Recreate　T．がいて、絵を指導したり、歌を歌わせる。

室内にはビアノやキャンパスが置かれており、また松かさ、竹、木の葉のはり絵が飾って

あり、楽しく入院生活が送られるように配慮されていた。

　スライドで、障害児の症状の一部分の説明が行われたが、マサッチ＝一セッツ州立大学

考案の重症患者の意志を手などの接触動作でテレビのように映す機器が印象に残った。

堕　小児専門病院における治療・リハビリテーション・教校教育が1つの施設のなかで総合

的に行われていることに対し、驚ろきとすばらしさを感じた。もっとも併設されている学

校の費用の出所は州からであり、マサッチューセッツ州766号法にょるものと説明を受

けたが、これは数年前の心身障害児が全員普通の学校に入学することの法令化が根幹をな

すものと思われる。重度心身障害児の治療面においても、収容所的処遇から完全に脱皮」

できる限りの治療を施し、残存機能を生きるためにフルに活動させよう、いや、させてや

ろうとする人間の生命、生きることを重視する考え方を、身にしみて感じさせられた。ア

メリカでは設備・指導・保護などもっと優れている施設もあるという。国の福祉に対する

テコの入れ方の格差を見せつけられた。
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研修所感（羽藤和子）

　私は乳児院に勤務して5年余りになる。勤務年数も短く知識も浅く乏しい。にもかかわ

らず今般アメリカ・メキシコ研修旅行団の7員に加えていただいたことは、忘れることの

できない感激であり貴重な体験であった。そのなかで、初めて見聞したこと、想像してい

たことなどが入混って、今だにうまく整理できない自分に腹だたしさを感じているDX何

といっても一番印象に残っているのは、アメリカにおける里親制度の発展状態であった。

　ニュー一ヨークのスベンス・チャピン里子・養子あっせん機関で里親制度の詳しい説明を

聞くまでは、それまで訪問施設のなかの小児専門病院には心身障害児ばかりであったし、

日本の乳児院のような措置理由をもった健康児を収容する収容施設は全くなかったので、

疑問を感じていた。説明を聞くにつれ、今までの疑問がしだいに消えていくとともに、不

幸な境遇の乳児たちが里親という家庭に送られるということに、安心感のようなものを覚

えた。

　すなわち、アメリカの里親制度は、乳児院の代役もしているわけである。この里親制度

の発展の要因は何であろうか。国情によるものか、宗教的思想からくるものか、地域の人

々の理解と奉仕精神からくるものか、あるいは国の行届いた援助があるので奉仕精神に溶

けこみやすいのか、とにかく日本の数少い里親に比べ、驚くべき状況である。アメリカで

は、里親に対する国の援助が大きく、特に経済的援助に恵まれている。しかし施設で収容

することを思えば、費用は5分の1程度で済むそうである。国情の遠う日本では、果して

そのような計算になるかどうかわからないが、別の面から考えて、本来人間というものは、

温かい家庭のもとで成長することが一番理想である。したがって一概にいえないが、施設

や病院でいかに綿密な計画で集団養育が行われようとも、本来の家庭環境に近い里親とい

うものに育てられたほうが、子どものために幸せではないだろうか。

　次に心身障害児の教育のことである。アメリカでは、数年前に心身障害児も、全員普通

の学校に入学することが制度化されている。そのためか、どの小児専門病院でも、心身障

害児のために学校を併設する、あるいは教師が訪問するなど、教育設備が整っている。

　それと関連して重要に思われるのは、心身障害児を教育できる状態にするために、治療

体系、リハビリテーション体系が確立されていることと、専門の各医師・療法士・教師の

指導・養成に、国が特別に力を入れていることである。アメリカではPT．　OT．，　ST．

などの各種療法士は、医師と同等の資格で扱われているそうである。日本でも1979年

から養護学校を義務制とする決定がすでに公示され、現在各都市府県で準備中だそうであ

るが、それまでにアメリカ以上の質・量ともに充実したスタッフの養成を期待したい。

　ボランティアの活躍も印象深い。私は現在の職場でもほとんどボランティア活動という

ものに直面していないし、具体的な実際の活動というものがよくわからなかっrc。デンバ

ー の国民喘息センターでは、1．500人程のボランティアが各地で寄付金を集めるなど、

資金的な援助活動が非常に活発である。＝＝一オーリンズの心身障害児の病院では、かな
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り年輩のボランティアが沢山参加しており、重度身障児に食事を与えたり話し相手になっ

たりしていた。ニューオーリンズの小児専門病院でも、私たちを接待してくれたのはボラ

ンティアの人たちであった。

　ある心身障害児通所施設では、高校生が週に1回手伝いに来るなど、かなり若い年齢層

が参加している。ハワイの小児専門病院ではボランティアが登録されており、毎日20人

程度が参加していた。またある施設では刺しゅう・絵画・コーラスなどの趣味の指導面に

も活躍しており、たいへん興味深い。

　全般的にボランティアの具体的な仕事が、一見して普通の職員と変らないくらい、職場

に深く浸透しており、またそれに関して、ボランティアの教育も行われているところもあ

り、驚き1を感じたo

　日本でもボランティア活動を見ることはあるが、そのほとんどが計画性・持続性に乏し

そ5である。しかし、日本の現状では、アメリカのようなボランティアの発展は困難なよ

うに思う。それはボランティアが生れる地域社会の人々が、福祉施設にほとんど関心がな

く、内情もわからないので、いざ現場にと思っても即応性が薄い。また施設と地域社会と

の交流が浅いため、施設に対する理解に乏しい。参加したボランティアから地域社会に伝

わる施設の内情が理解されず、誤解を受ける懸念を施設側ももっているのではないだろう

か。私は福祉施設に関する地域社会の理解がなければ、ボランティアの発展はないと思う。

　ソーシャルワーカーの活躍も目立った。日本では、官庁などの行政福祉機関にいるよう

であるが、アメリカでは訪問したほとんどの施設・病院に在職しており、子どもと家庭と

のいろいろな問題の相談や指導を行ない、重要なパイプ役を勤めている。施設に入院・入

所している子どもの相談相手にもなっている。

　その他では、入所期間をほとんどの病院・施設が週末の家庭外泊を勧めていることであ

る。また母親が病院の治療スタッフのミーティングに参加することがある。このようにし

て、家庭との連帯感を非常に大切にしていた。

　以上が印象に残った事柄である。私は福祉施設に関する専門的な知識はほとんどなかっ

たので、この度の研修旅行でいろいろなことを修得できて、たいへん勉強になった。新聞

などで施設に働いている職員の再教育ということが目に入るが、このたびの研修でそれt

痛感した。しかし、いくら自己啓発しょうとしても、仕事の合間に専門的な知識を修得す

るチャンスは非常に少ない。行政的に、定期的に、現在の職員にこうした専門の講義を受

講させるなどの具体的方法を考えて欲しいと思う。
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MASSACHUSETTS　MENTAL　HEALTH　CENTER，
（マサチ；一セッツ州立精神衛生センター）

所在地
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研修日
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Mrs．　MHdred　Zanditen．（Associate　Area　Director）
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Dr．　Hansen．
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MASSACHUSETTS　MENTAL　HEALTH　CENTER，
（マサッチューセッツ州立精神衛生センター）

　経営主体と運営状況

　1．900年、マサチューセッツ州立精神病院として開設されTe。1951年、児童精神

障害部門が併設され、総合精神衛生センターとなり、現在に至っている。マサチューセッ

ツ州精神衛生局に所属している。

　ボストン市西部に位置し、その管轄区域には7つの地域、Jamaica　Plain，　Allston，

Brighton，　Femay．Missien　Hi　11，P紅ker　Hi　l　l，Town　of　Breokl　ineカsあb、この

区域の人ロは20万9千人である。

　センターはMassachusetts　MDntal　Health　Center　Area　Board　（マサチューセッ

ツ州立精神衛生センター地区委員会）によって運営されている。この運営委員会の委員は

地区市民から選出され、現在21人で構成されている。委員はセンターの各種プログラム

の作成に参画する。運営に関するすべての計画は、Co㎜ittees　of　the　Board

倭員総会）はって決定される。その他va　Drug　Co㎜i　ttee（麻薬委員会）

Alcoholism　Cmmittee（アルコール委員会）、　Children’s　Services

Co㎜ittee（児童委員会）、　Geriatrics　Co㎜ittee（老人委委会）、Grievance

Co㎜ittee（苦情処理委員会）、　Me　ntal　Retardation　Co㎜ittee（精神遅滞

者委員会）の6部門の専門委員会があb、専門的に検討されている。

　財政と施設建物

　州Yであるrめ、必要諸経費は州が負担している。利用者が支払う負担金は個々の負担

能力によって決定される。

　外来患者診療所3か所、精神衛生相談所5か所、入院治癒のための病院、精神遅滞者の

ための施設、普通の学校から除外されrc　l　2歳から16歳までの精神障害児の学校があり、

乳幼児、青少年、老人、男女を問わずすべての精神障害者が入・通院治療および相談を受

げることができる総合精神衛生センターである。

　以上の病院・施設・学校は区域内11か所に分散している。中心施設となっている病院

は74Fe㎜蝋減にあり、設備の内容瀞鱈、観察室、入院室、プレールーム、
作業療法室、食堂、礼拝堂、講堂などで、開設以来の建物で、落着いたふんい気である。

題
　所長Jaek　R．11tWaiち　M．D．氏をはじめ全スタッフは州から派遺された職員である。

児童部門のある74Fenwood　Road　の病院のスタッフは次の通りである。なおこの医療

スタッフは病院全体を兼務している。精神科医7人（M．D．1人、　PSycho　6人）s心理

学者2人、ソーシャルワーカー6人、作業療法士1入、その他児童棟には看護婦4人、看

護助手2人、カウンセラー4人、教師1人が配置されている。これらの職員は前記精神科

医、ソーシャルワーカーと一体となって治療に当っている。
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　対象者とその処遇（治療）

　アルコールおよび麻薬中毒患者を含むすべての精神病患者、精神遅滞者、情緒障害者が

受入れられている。1976年10月1日現在で入院患者100人（内児童12人）、外

来患者300人が治療を受けている。

　特に子どもについていえば、学校不適応児、学習遅滞、精神障害、情緒障害、性格異常

の子どもが入・通院治療を受けている。対象者年齢は3歳から18歳までである。18歳

を過ぎても治療を続けることが必要である場合は、21歳tで延長することができる。

　①精神科医、心理学者、ソーシャルワーカーの連携関係がスムーズで、対象児童のケー

スカンファレンスが行われ（me　1回）、具体的には、精神障害児の感情生活を豊かにする

ことと五感の発達をうながすための作業療法が、作業療法士によって積極的に行われてい

る。

　②精神障害および情緒障害児の治療に薬品を多用しない方針を採っている。

　③両親などを含む家庭環境を、治療のために深ぐ導入している。特に障害児の両親がも

っている罪悪感など、暗いじめじめした気持を取除ぐことが大切である。このことのTめ

に両親など家族に対する指導が行われている。

　④学校教師と児童の治療に関する関係とが緊密である。可能な限り普通の学校における

教育環境を与えるよう考えられている。

　⑤治療に従事しているスタッフは、制服などを着用せず、自由で自然な服装であっre。

このことは障害者に与える心理的圧迫感や緊張感を和らげるうえに効果がある。

　以上が治療活動の実際に関連する参考事項である。

醒
　マサチューセッツ州立精神衛生センターでは、管轄区域内に多ぐの精神衛生相談所を設

け、地域住民が精神衛生について、いつでも相談および治療を受けることができる態勢に

整備されており、中心となる医療スタッフも充実している。センターの基本的な考え方は、

対象者およびその家族と、医師を中心とする治療担当スタッフとの信頼関係を造成するこ

と、また対象者の家族環境を調整し、治療のttめに積極的役割を果すよう方向づけること

である。その他精神障害児を可能な限り普通の社会環境のなかで治療と教育を進めるよう

考えられている。建物・設備についても刺激的色彩を避け、自然で落着いTt＄・んい気を醸

成している。
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研修所感（西内・実）

　26日間にわたり幼稚園1、小児専門病院7、精神・情緒障害児施設6、養護施設2、

乳児院1、児童問題総合相談機関2、里親あっせん機関1、老人福祉センター1、計21

の病院、各種施設を視察するととができた。

　訪問した病院や施設は温かく迎えて親切に説明してくださり、旅なれない私たちの緊張

感をほぐしてぐださる思いやりに満ちていT。限られた時間内の視察に、私たちが「何を

求め、何を知りTtいか」に心を配り、むだのない合理的なやり方で進めてぐださっTeが、

その進め方には学ぶべき点が多かった。

　私たちは1つの研修地を2泊から3泊で次の場所に移動して行く行程であった炎私は、

経営主体、財政、職員組識などのアドミニストレーションについて、入所経路や処遇の実

際について、里親、ボランティア、セツルメント、コミ＝＝ティーケアtどのコミュニテ

a一牙一ガニゼーションの実情について、できる限り具体的に研修しようと希望しTC。概

要次の通りである。

　1・アドミニストレーションに関する事項について

　訪問した施設の多ぐは、歴史的過程を経ている社会福祉施設や病院が多い。サンフラン

シスコのゴールデンゲート幼稚園、デンバーのヌーピル・センター（女子養護施設）、

ボストンの小児病院医療センター、マサチューセッツ精神衛生センターなどがその例であ

る。

　設立者は個人や民間団体であったが、現在では市や州などに経営が移管され引継がれて

いる施設や病院が多ぐなっでいる。そうでない場合でも、施設や福祉機関の財政は、連邦

政府・州・市の公費依存率が高ぐなってきている。こうしTC社会福祉施設の経営形態の変

化は、1930年代の不景気から逐次変遷してきているといわれている。

　社会福祉施設の予算など財政計画は、それぞれの施設の独自な立場で、その役割とニー

ドに基き編成される。したがって事業遂行に必要な予算については、連邦政府・州・市の

援助のほかは、その施設独自で資金調達を行っている。経営の基本姿勢は、予算がないか

らそこに事業の限界を設けるという態度でなぐ、＝一ドがあればそれを拒まない姿勢を取

っているところに、アメリカの社会福祉施設の特徴がある。

　職員についていえば、すべての社会福祉施設・機関・病院に共通して配置されているの

がソーシャルワーカーである。ソーシャルワーカーになるためには、大学院修士課程を終

了しなければならない。この課程を終了後、メインソーシャルワーカーの下で実務につい

て経験した後、独立し7こソーシャルワーカーになることができる。

　言語療法士（ST）、作業療法士（OT）、理学療法士（PT）なども大学院で専門技

術を修得しなければならない。6か年の教育課程を修了して資格を取得しrc後、臨床専門

職として活催している。看護婦についても、大学院修士課程を修了しTcig護婦は医師と同

等に発言でき、治療方針を決定する会議に加わることができる。
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　小児病院、精神・情緒障害児施設などには、医師のほかにこうした専門職員が多く配置

され、疾病や障害をもつ子どもreちの治療に効果を挙げている。その他にこれらの専門職

員を補助する役割のカウンセラーや助手が働いている。

　施設長はこれらの専門職員に職務を委任しており、職員は明確な委任組織によってNそ

の専門権を最大に発揮している。施設長には熟達した専門知識と、社会福祉に対する哲学

をもっていることが要求される。私rcちが訪問し説明を受けた各施設長は、専門知識と人

間愛豊かな人rcちであっTe。

　現在その専門性は、社会福祉部門としては一応確立している取アメリカでも他の産業

や研究部門に比較して、まだその歴史が浅ぐ、社会福祉に従事する人rちの社会的地位も

高いとはいえなhようである。

　2．入所経路と処遇の実際について

　アメリカでは、子どもは親のもとで養育されなければならないという基本的な考え方が

福祉理念の基盤となってい奄私たちの研修目的である虚弱児施設については日本の現状

とはかなりの違いがあり、その役割は小児病院、養護学校などでリハビリテーションも含

めて実施されている。軽度の子どもはほとんど両親または里親のもとから通園治療を受け

ている。この場合もすべてソーシャルワーカーの働きによって、通園手続はもとより、費

用の問題、家族の問題tで、治療のrcめのよい条件が作られる。スクールバスなども対象

者の実情に合うようよぐ工夫されている。一般的に治籏期間は短時間である。数か年また

はそれ以上になる場合は少なぐ、普通1か年未満を原則としている。施設は養護的機能よ

りも治療的機能を重要視している。治癒すれば家族に引取られるか、里親のもとで養育さ

れる。

　施設における処遇の基本理念は、家庭の大切さという伝統的見地に立っている。ゆえに

施設内のふんい気は自由で明るぐ、子どもreちの親近感に溢れ疋態度が印象的であった。

だが秩序を乱しrtり、人に迷惑をかけTCりする行為がある場合は、厳然としTt処置がなさ

れている。反省室があり、専任のカウンセラーとワーカーが付いている。

　入所児童の教育については、管轄区域の教育委員会との協力体制がスムーズで、治療と

教育が効果的形態で調和している。障害児といえども特別扱いしない。これはかれらの人

生を意義あるものにするrtめである。サンフランシスコのルィズ・ランパード・スクール

（精神障害児通所施設）、ニューオーリンズの州Uベル・シ†ス・スクール（各種障害児

収容施設）などがその例である。

　3．施設とコミュニティーオーガニt’　一一ションについて

　私ltちが訪問しrcts設・病院・福祉機関などで一番よく認識しTCことは、里親に関する

ことである。アメリカの要養護児童に対する養護サービスは、特別な障害をもっている児

童を除いて、里親がそのニードを充足しているといえるだろう。里親活動を推進する組織

に里親あっせん機関がある。私たちが訪問しTC　・a一ヨークのスペンス・チャピン家庭・

児童サービスカKそれである。サンフランシスコ市に33か所、ニューヨーク市に77か
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所なども、その例であり、アメリカ全土に民間ま　Tcix公立の里親あっせん機関が設置され

ている。

　この機関には医師、ソーシ†ルワーカー、看護婦などの専門職員が配置され、里子の一

時保護、里親の募集、調査、決定、子どもを委託している里親家庭の指導監督、健康診断、

委託費の支給などが行われている。こうした里親あっせん機関の運営は、その大部分が民

間の寄付金によって運営されている。里親の確保については、新聞・テレビ・ラジオを通

じて広く募集し、里親を必要とするニード充足のrcめの準備が行われている。

　社会福祉に対する関心の度合も、州により、施設種別によって差異がある。コロラド州

ではシャーレン・ルーエ（重度障害児施設）のような地域社会との結び付きに乏しい施設

があっrc。ニューヨークでは社会福祉のための市民のカンパやチャリティーショウを、ニ

ューオーリンズでは効果的なボランティア活動の実際を見学することができT。施設のボ

ランティア受入れは、ボランティア教育を初め、各施設が主体性をもって実施している。

　地域福祉の拠点として古い歴史をもっTeセツルメントがある。セツルメントハウスには

セツラーが配置され、乳幼児、老人、青少年、母子などを対象とする広範な地域福祉活動

を行っている。ホノルルのパラマ・セツルメントはその例である。

　その他地域福祉を目的とするコミ＝ニティーケアセンターが各地に設置されており、青

少年の補導活動、在宅老人、精神身体障害者に対する訪問サービスが実施されている。

　むすび

　ボストンの小児病院医療センターの看護婦、SWの人々、コロンバスのオハイオ州立大

学病院ドッドホールー乳幼児・小児部医療施設）の作業療法士など、私たちに説明してぐ

ださった先生方から受けた印象は、専門職である自信と誇りに満ちていた。まrc自己の身

体的、家族的体験をもって社会福祉に投じられたルィズ・ラソバード・スクールの校長先

生とシャーレン・ルーエの施設長さん、両先生の人間愛に満ちた社会福祉論に深い感銘を

受けた。

　民主主義思想に基づぐ連帯感に支えられTtアメリカの社会福祉機構は、国や県の公費に

依存しがちな日本的感覚では、その多種多様な形態を理解することが難かしぐ思われた。

ボストンで
研修団一同
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㌢震

衆善会乳児院

名古屋市中区王寺町

2－4

SPENCE－CHAPIN　SERVICES
TO　FAMILIES　AND　CHILDREN．
｛スペンス・チャピン児童・家庭サーピスー里子・養子あっせん機関）

所在地　6East　94th　Street，　N白w　York，　N6w　York　10028．

説明者　Mh．　John　M．　Valentin．（里親家庭部門監督者）

　　　　Mts．　Armanda　W　i　1　son．（上記監督者助手）

　　　　IStfrrs．　Ruth　Wblf．（看護婦）

　　　　Mrs．　Nbtalie　K．　Evan．（精神衛生医）

　　　　10月5日午前
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SPENCE－CHAPIN　SERVICES　TO　FAMILIES　AND　CHILDREN
（スペンス・チャピン家庭・児童サービスー里子・養子あっせん機関）

　機関の概要

　1．　スタッフ

　Executive　Director，　Associate　Executive　Director，　Director　of　Casework，

Fund　Raising　Direetor（財政）、　Centroller（監督）、　Office　Manager各1入、

　Department　Supervisor（監督者部門）：①Natural　Parents（実親部門）1人、

②Foster　Care（里親部門）1人、③Adoption（養子家庭部門）1人、④Mental

Health（精楴生部F『1）　1人o

　Se　rvices　Unit（サービス機関）：①Supervi80r（監督）29人、②Medical　Di－

rector（医学指導者）1人、③Psychologist（心理学者）1人、④NUrse（看護婦）

1人、⑤easeworke　r　and　Work－Studdy　Staff（ケースワーカーと見習い）62人、

⑥Cas《珊ork　C。nsultant（ケースワークコンサルタント）5人。

　Consultant：①M．D．　Pediatrician（小児科医博）1人、②M．D．　Internist－

IYfedical　Advisor（医博顧問）1人、③Psychologist（心理学者）1人、④Ph．　D．

Psychologist（心理学哲学博士）1人、⑤M，D．　Psychiatrist（精神病医博）2人。

　Bookkeepi㎎（記録部門）：Secretarial　Staff（秘書）28人、その他。

　2．スベンス・チャビンの機能

　スベンス・チャピンは、ミューヨーク市の里親制度の補給金と、あらゆる地区の多くの

人々からの補助金と寄付金などで支えられてteb、アメリカ合衆国における最大の無宗派

の私立社会福祉機関である。

　スペンス・チャピンは年齢・宗教・人種・民族の如何にかかわらず、すべての人に奉仕

している。それは、赤ちゃん・子どもを助け、教育する親・生みの親をも助ける。子ども

の世話を直接することではなく、両親のいる子どもも含めて、産制相談、長期里親制度を

はじめ、里親補助金の申請法、国際里子、破滅状態に陥bかけている家族への強力な援助、

未就学児童の情緒障害処理などに当っており、広い範囲の社会福祉事業である。

　スベンス・チャピンは児童の福祉をよb広い地域に及ぼそうと努めてきた。その内容は、

精神治療相談と、養子縁組ならびに里親あっせんである。具体的には次に掲げるような出

来事によって家族全員にもたらされる危機的状況を切抜けるよう、手助けをすることにょ

って、児童を救うことを目指している。①住宅問題、②家族問題、③死、④子どもの放置、

⑤精神疾患、⑥就業問題、⑦肉体的疾患、⑧思春期の深刻な問題。

　活動の実際

　スベンス・チャピンは活動の目標を敏速性においている。敏速な活動が家庭崩壊を未然

に防ぎ、あるいは子どもを救うことができるからである。スタッフにょる班編成で広範な

問題を扱っているが、その実際について次に述べてみたい。なte里親の必要がなくなれば
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できるだけ早く家庭へもどす。

　1．スペンス・チャピンの目的

　①危機的状況にある家庭を崩壊から守b、秩序を保つ。

②家庭が潜在的にもっている力を引出す。

③家族が危急の状態にある子どもの保育を可能なwa　b保障する。

④子どもが気楽に打解ける環境で生活PSできるように、親類や友人の家庭に引取っても

らえるように図る。

⑤必要であhぱ、里親をあっせんする。

⑥正当な理由のある場合には、応急の経済的援助を一与える。

⑦困窮家庭に食・住の援助を与える。

　2．里親につhて

　里親となるには、里親登録をする。夫婦だけでなく、独身者も未亡人も可能である。現

在、480家庭が登録しているが、黒人が大部分であり、他にユダヤ系、韓国系、プエル

トリコ系、日本系（1組）もある。現在登録している家庭から、催促の手紙や電話が30

～40件ほどある。とれは里親を安易に考えているもので、子どもを預ることの重大さ、

問題の多い児童もいることを説明し、話合いする。

　里親になbたい人の気持は、主として、①子どもが好きだから、②自分の子どもが大き

くなb、余裕がある、③宗教的奉仕的精神、④自分が里子経験者、などである。最近、25

年間に200人以上の子どもの世話をして認められ、賞を受けた2人の里親がいる。

　里親養育費支払基準は、175ドル＋特別支払（12歳以上）。特別支払いには、医療

費、服代、教育費、野外活動の費用、自転車・空手・柔道・ダンス・美術などのレッスン

費、楽器・交通費などが含まれる。

　養育費は、児童をぜいたくに育てないようにするため、中流家庭の水準でなされるよう

定められている。その額は4人家庭の基準によって設定されている。里子を引取れる人数

としては、2歳以下の乳児は2人以内、2歳～13歳の児童は6人以内で、18歳以上は

何人でもよい。ただし里親家庭に子どもがいる場合、その子どもも人数のなかにはいる。

　里親に引取られて2年たつと、家庭裁判所が、里親家庭・親と子どもの考えなどを聞き、

里親・里子・実家・施設の調整がなされる。家庭裁判所が養子縁組を認めた場合には、そ

の子どもを育てていた里親家庭に優先権があb、里親に籍を入れるよう促進する。その場

合の費用や法的な手続きは、弁護士が面倒をみる。

　3．養子縁組について

　政府が養子縁組を認めたとき援助金が支払われる。全米どこに行ってももらえる。4人

家族で年収13，000ドル以下の場合、170ドルと医療費、洋服代の補助金がでる。

　4．　ソーシャルワーカーについて

　修士課程の免状をもち、2～3か国語を話すことができる人。ソーシ†ルワーカーの働

きは、困難で、悩みの多いものである。個々の里子の状態に応じて千変万化するものであ
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十　
　
1

b、ワーカーの判断と活動に、里子の将来と生死が懸かっているともいえる。ソーシャル

ワーカーの数は、対象児20人についてts　bむね1人が標準とされている。

　里子・里親間に問題が起らないように、ソーシャルワーカーが月に1度家庭を訪問して、

家族と一緒に話合う。また里親・里子の健康・精神状態もみる。里子に問題がある場合、

ソーシ†ルワーカー、精神衛生医、里親が相談、分析して、里子にとって最も良い解決方

法を見いだす。

　5．小児科医について

　最も重要な責任の1つとして病気の予防がある。すべての子どもは定期的に内科・歯科

検診を受けている。ここでは、2人の小児科医にょって、乳児は月に1度の検診を行い、

予防注射も実施される。1歳以上の子どもは、里親家庭の近くに開業している指定医にか

かる。指定医は小児科・歯科医など200人ほどいる。また6歳以下の子どもは目・耳・

尿の検査を行うが、ここでは設備が整っていないので、他へ検査を依頼する。

　6．問題家庭のケースについて

　①未婚の母となる女性。出産しても育てる自信がない。里親または養子縁組を希望する。

（養子家庭が見つかった場合、生れてすぐに養子家庭へ行く。養子家庭が見つからないと

きは里親に引取られる。）

　②2人の子どもをかかえ、経済的・愛情的に不自由させまいと奮闘するあまb、精神的

緊張に耐えられなくなった若い夫b

　③夫に捨てられた若い妻は、ビールス性肺炎で倒れ、双子の赤ちゃんの世話ができない。

④母親26歳、子ども3人。2度の大手術を受けた夫の看護を毎日続けているが、同時

に3人の子どもの面倒をみなければならない。しかも2歳の女の子は病弱で特別食が必要

である。勇敢な母親も精根尽き果てようとしている。母親が力尽きれば家庭の崩壊である。

　⑤K夫人は2人の子どもの世話もできないアヘン常用者である。かの女の夫は麻薬のた

め刑務所にはいっている。子どもたちは一時的に祖母のもとにいるが、祖母にも5人の手

のかかる子どもがいる。夫人が完全に立直るには時間がかかる。

　実例はたくさんある。あbすぎる。スベンス・チャピンは基本的な問題を集中的に検討

することによって、相談者を援助する。そして問題解決に可能な限b努めている。

・ 里子の欲求について人々の関心を深める。

・里親の開拓と維持について人々に対し啓蒙運動を推進している。

・ 里子養育についての情報センターとして活動している。

・ 里親養育の新しい指針と技術を常に探求している。

・ 地方や州の里親組織を勇気づけ支援している。

　里親制度の大きな力となっているのは里親たちである。スペンス・チャピンの方策は、

里親と率直で開放的な関係をもっていることであb、彼らの貢献を評価し、彼らを信頼す

ることである。そして、彼らを尊敬し、認識し、彼らを親として認めることである。
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研修報告　12 児童指導員

うち　　bら　　　よし　　あき

内　　村　　芳　　昭

大阪府衛生会健康の里

高槻市奈佐原933

報告担当施設

THE　OH10　STATE　UNIVERSITY
HOSPITALS　DODD　HALL．
（オハイオ州立大学病院ドッドホールーリハピリテーション施設）

所在地

説明者

会談者

研修日

410V絶st　10th　Avenue．　Colurrt）us，　Oh　io．

MUsette　Middlebrooks．（Director，　Social　Se　rvice）

Dr．　Ernest　Johns　on．（Chai㎜n，　Dept．　of　Physical　MbdJ

r斤．Michael　Alexande　r．（Assoc．Prof．，Dept．of　Phys．　Med．）

M己rthaWo　lfe．　（Soeial　Service）

Linda　Katt．（0．T．）

Linda　Stenn．（P．T．）

Sally　Boales．（Nurse）

Julie　Rogers．（S・T・）

Jeff　Sylvester．（Psychologist）

10月6日午前

研修所感で扱った主な施設

Belle　Chasse　State　Schoo1．

Kauikeolani　Childreits　Hospital．
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THE　OHIO　STATE　UNIVERSITY　HOSPITALS　DODD　HALL
（オハイオ州Y大学病院ドッドホール）

　施設の概要と沿革

　オ・・イオ州y大学は、コロンバス市の中心地から車で10分の所にあり、5万6千工一

カーという全米一の広大な敷地面積をもつ大学である。同敷地の一角に位置するオハイオ

州立大学医学部は、21の建物を有し、心臓科150、精神科100など合計1．000ベ

ッドを誇つている。

　DODD　HALLはそのなかの1つであり、リ’・ピリテーションの施設で、医学復合体と

しての医療奉仕と養育奉仕を行っている。

　1961年オハイオ州のリ・・ビリテーション施設として開設され、州全体の患者をみて

いたが、1963年オハイオ州立大の1部となり、大学病院の1部として現在に至ってい
る。

　また大学病院の1部として、切断手術を受けた人の診療所、筋肉障害の診療所、補助員

による機能回復訓練、外来としての小児病院などを併設し、DODD　HALLや他の病院

を退院した後の患者や、入院という広範なサービスを必要としない患者のために、一貫し

た治療養育設備を備えている。

　建物設備

　鉄筋コンクリート造りの3階建で、はいって正面が受付、横にロビーがあり、ドッド氏
　　　　　　　　　　sの肖像画がかかっている。1階は、事務所、外来患者の診療所、作業療法室、言語療法室

物理療法室、研究室、3階は入院患者の部屋と児童のための教室、洗たぐ室、便所である。

　作業療法室

　筋肉強化、手の調整の増進、関節の可動性の増大など、機能を高めるすべてのものが含

まれる。技術を教え、技術から運動を導き出し、運動を反復させることによって物を完成

させることを自覚させる。また家事は推繭できる作業療法とのことで、ADL（Aetivities

of伍ily　Living）を掲げ、軽食の準備、料理、洗たぐ、掃除などの仕事を組合わせて

tSb．さらに食べるとと、個人的健康法、着ること、書ぐことなどの通信技術まで含んで

いる。そのため台所用品を始めすべてが車いす用に低ぐ造られている。

　また、1970年2月に設置された運動教育は、入院・外来患者の人々、ティーンエー

ジャー（16歳～18歳）に開放されており、州の公認運転指導者によるsimulater

訓練は、12時間の経験と30時間の学習から成っている。

　木工・皮製造の室では、患者に合った車いすを作っている。この施設では、対象者全部

の車いすをここで作るため、正しい姿勢に合うように作れ、また正しい姿勢を取らすよう

指導できるとのことである。1台の車いすを作るのに150ドルの費用がかかっていると

のことであったが、保険品であるため保険で支払われているとのととであった。
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　車いすに乗っている子にボールを打たせて、筋肉運動を助ける器具もあった。ボールを

打つことで、欲求不満が解消でき、効果は大きい。

　言語療法室

　脳性マヒ、脳障害で話のできない人を治療する。意志伝達記号表で、絵を組合せて理解

させる。たとえば、いすの下を水が流れている。これを便所と理解させる。100、200

400語の3種類が用意されている。

　物理療法室

　寝たきりの人を起す器具、筋肉強化用、車いすを回す練習をする器具、歩き始めた人が

アンバランスで水の中で平衡感覚を身につける訓練をするプール、ホットパックというパ

ラフィンで固め温度を保つ高温マッサージやアィスパックなどが並んでいる。多くの無能力

の状態を処置するため、水治療、光熱治療、治療体操が取入れられている。

　カフェテリア

　患者が車いすで来て、硬貨で買物ができるように、自動販売器が置かれている。食事の

できない患者に、ここで医者は一緒に食事指導をする。社会性の活用を目的としている。

　入院患者の部屋

　部屋と洗たく室・便所が対立する形で廊下をはさんでおり、少しでも動けるように配慮

されている。また車いすで使用できるようになっている。レクリエーションルームは子ど

も用、大人用に分れており、レクリエーションセラピストが1時から9時まで指導してい

る。

　対象者

　入院患者は72人。病種別では、せき髄性マヒ、脳卒中、足手が切断された入、脳性マ

ヒ、雷の稲光にあって身障者になった人である。平均入院日は60日であるが、重症者は

6か月、軽症者は10日ぐらいで退院する。年齢は8歳より（若くても6歳）15歳まで。

しかし、成人も老人もいる。15歳になると、成人用へ移る。医学の進歩で切断すること

が減ってきたが、替りに若い人の交通事故が増えてきたとのことである。

　アフターケアとして、児童の場合は、特殊学級、訓練所、民間のクリニックへ行く。し

かしパプリックヘルスの看護婦が定期的に訪問して、訓練・助言をする。成人の場合は、

職業訓練所へ訓練に出す。米国では企業は障害者を就職させなければならない週を設けて

おり、訓練が終ると就職できるのである。

堕
　施設長1人、准教授（Associate　Professor）9人、ソーシャルワーカー（SW）

5人、作業療法士（OT）12人、理学療法士（PT）10人、言語療法者（ST）2人、
心理学者（Psychologist）4人、その他、栄養士、薬剤師と、多数のインターン、見

習い看護婦から構成されている。

　対象者の処遇

　医者（Dr．）が毎朝来て患者についての指示を与える。月曜の朝ミーティングを行い、
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各患老個人のその週のゴールを決める。またミーティングには栄養士、薬剤師も参加し、

幅広い討議を行5。18人の患者を1グループとしてドクター、ソーシャルワーカー、心

理学者、作業療法士、理学療法士、看護婦、18人のインターンで治療している。

　ソーシャルワーカー（SW）、患者の入・退院に際して、社会的・経済的問題を家族と話

合い解決する。tた入院期間中どのような指導をしているか、退院後の家の設計の指導、

学校へ行っているム仕事を続けているかを問合せる仕事まで受けもつ。

　作業療法士（OT）。言語障害児の入所に際し、どの方法で解決できるかを判断する。

また症状により家庭へもどってからも続けられる方法の選択、通学児童である場合、同じ

療法が使えるように学校への連絡など。またアフターケアでみる場合もある。

　理学療法士（PT）。患者の入院に際し、どの1うな機能が必要か、長期か短期かを決

定する。また水治療、光熱治療、治療体操など、患者ができるだけ生活できるよう筋肉を

強ぐし、車いすからベッドへと動ける訓練をする。

　言語療法士（ST）。脳性マヒなどの脳障害の患者に意志伝達記号表を使って意志表示

ができるよう司1陳する。

　インターン。医学的症状の分析、アフターケアのフォ・一アップを行っている。

　看護婦。親との理解を深め、患者の入所前の状態を聞ぐ。手洗い、便所の指導や、自分

で意志表示する訓練を行う。

　特殊事項

　患者全員の車いすを生産し、使用させている。

　作業療法に運転教育を取上げて実施している。

塑
　1．動ぐことを目的として、建物・設備・備品が機能的に造られている。

　2．ADLを推薦して、衣食住の徹底訓練。

　3・車いすは個人に合せて造られており、調節の必要がなぐ、まさに自分の足である。

　4．社会的活用として、自動販売機が置かれており、患者は自分自身でコインを確かめ

物を買うことができ、カフェテリアで食事ができる。

　5．作業療法に運転教育が取入れられており、広い風土にマッチした教育がなされてい

る0

　6．ドクターを中心に、理学療法士、作業療法士、心理学者、ソーシャルワーカー、イ

ンターン、看護婦で1グループを作り患者の治療にあずかっているPX週始めのミーティ

ングで各人のその週のゴール決める。医者が指示し、他の専門家が評価するのであるカS

各人が患者に対しての信念をもち、自分の分野を確実に知っている。患者に対して理想や

高望みはなぐ、堅実に一歩一歩訓練させ、ゴールに到達させる。

われわれのために見学予定と面接者名簿をタィブしテーブルの上に置いてぐださった。
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研修所感（内村芳昭）

　アメリカの社会事業は、1909年のホワイトハウスカンファレンス以後、再出発して

現在に至っているのであるが、そこで宣言きれた「家庭生活は、文明の所産のうち、最も

高い、最も美しいものである。児童は緊急やむをえない理由がない限り家庭生活から引離

してはならない」は、今でも生きており、アメリカ民主々義の力強さを私に見せてくれた。

　現在のアメリカは、里親委託、養子縁組による児童保護が一般化してきてはいるが、病

院、施設においてでさえ、児童を保護するだけから一歩進んで、障害児童の要求を満たす

ため、社会復帰の観点から専門的治療を与え、スタッフを充実させ、治療機能をより高度

化・専門化している。見学したサンフランシスコの施設を始め各都市で、児童の多様化し

た病種に対して再編成されている。サンフランシスコでは2年後には、実施できるであろ

うというマスタープランシステムが、10か所に建設中であるとのことである。

　アメリカにはAgency　という制度があり、このAgencyが、児童の施設・病院入所

や、里親委託などに際しての事前調査、アフターケアにまで、幅広ぐ活動している。

　施設、病院などでも、従来の保護・治療から脱脚し、単に児童の治療・保護に終らず、

家庭の問題の解決、家族との話合い、また身障者の場合は退所後の家の改造・改築におけ

る助言・指導、学校などへの連絡、訓練の問題までアフターケアを行い、充実しているこ

とがうかがえる。

　職員の訓練をみると、各施設とも独自な方法をもっているが、だいたい大学を卒業し施

設へはいって一定期間訓練を受け、現場へ出て治療教育に当るとのことであった。また職

能によって細分化され、チームワークが協調され、より機能的に活動している。職域も限

定され、それぞれの知識を駆使して、治療・教育に取組めるよう整備されている。

　各施設ともミーティングの機会を数多くもち、特に週初めには、児童個々にその週のゴ

ー
ルを決め、週末にはスタッフが評価するシステムを取っている。障害児に対して教え込

むものは日常生活ができる程度、すなわち衣食住に関してであり、買い物などで金額の計

算が確実に行えるよう訓練するとのことである。

　収容年齢は、各施設・病院とも3歳以上であった。3歳以下の場合は、公衆衛生局の領

域であり、病院へ収容することである。

　見学した施設の児童収容期間は、ボストンの小児病院医療センターのように平均7日、

ドッドホールの平均入院日60日、デンバーのヌーピル女子更生センターでさえも1年と、

概して短期治療であった。

　ボランティアは各施設ともたぐさんいて、それぞれの特色を出していた。特に印象に残

ったのはニューオーリンズのベル・シャッス・州立スクールで、ボランティアが2種類に

分れてts　b、1つは近くに住んでいる人で、学校で無料奉仕をしたいもの、もう1つは老

人用プログラムで、児童と1St　1で付添い祖父・母の役割を果している。これには政府か

ら補助金が出るとのことである。
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　障害児病院では婦人会をもち、その会員900人が全部ボランティアであった。

　アメリカは合衆国であり、州によって、サービスal　＝一ドも違う。

　障害者の運動も各州ごとにバラバラであり、強力に障害者福祉の実行されている州は障

害者グループの運動が強力であることを示しているとの話であったが、ここ2、3年の間

に各州とも州法を成立させ、障害児であっても教育を受けなければならない。また建物・

設備を障害者用に改築・改造しなければならないと定められた。

　障害の原因として、交通事故などのアクシデントもあるが、近年医学の発達が目覚まし

ぐ、今まで死産で生まれていたケースでも生産できるようになったが、生かすだけで後の

医学が発達していない。ペトナム戦争の影響がまだ残っており、麻薬、アルコール中毒の

落し子の存在などアメリカの病根として見逃せない。

　里親制度に関して、日・米の違いをみると、日本では預った以上、責任はすべて里親va

あるが、アメリカではそれが逆で、里親はただ預っているだけ、責任は本児にあり、1年

ごとに里親は里子を変えることもできる。児童がしっかりした信念さえもっていれば、里

親が何人変っても動揺や不安はなぐ、多ぐの人と接触することで人格的に伸びるという意

識がある。そのためアメリカでは1年ごとに里子を替える里親もあり、里子は里親を回さ

れたあげぐ施設に落着ぐという話を聞き、正直言って驚いた。

　ハワイのカウイケオラニ小児病院の玄関をはいると、MILK　BANK　の表示が目につ

いた。正式に公衆衛生局の承認は受けていないが試験的に試みているとのこと、未熟児に

ミルクを与えると腸の腐る率が高ぐ、母乳のほうが低い。そのため保存している母乳をい

つでも与えられるよう実験しているとのことであった。将来は公衆衛生局の許可を取り、

6か月保存できるようにしていきたいとの話である。

　アメリカ・メキシコの研修を終え、胸に去来するものは、ヒ＝一マニズムの厳しさ、で

しかなかった。訓練することにより、動き、そして社会性を身vaつけ、自分自身を知って

行ぐ。そしてかちとって行ぐ自由のなかにこそ、アメリカが建国200年で育て上げてき

た自由の源に、相通ずるものがあるのではないか、と思ったのである。

ドPtドホールの
訓練用の自動車
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FRANKLIN　COUNTY
CHILDREN’S　SERVICE
（フランクリン郡児童福祉委員会施設）

よし

義　　子

慈愛国乳児ホーム

熊本市神水1－14－1

BOARD．

所在地　1951Gantz　Road，　Grove　City，　Ohio　43123．

説明者　Mr．　George　Contakis．（総責任者）

　　　　Mrs・NomP　Pixon・（Rece　iving　Center責任老）

　　　　Mrs．　France　s　Reed．（Group　hαneのhousparent）

　　　　Miss　MErilyn　Nhrr．

　　　　Miss　Kby］泡rshall．

　　　　10月6日午後
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FRANKLIN　COUNTY　CHILDREN’S
SERVICE　BOARD．
（7ランクリン郡児童福祉委員会施設）

　コロンバスの南、グロープシティーにあるこの施設は、私共の宿泊地から約30分ほど

バスで行ったところにあっrc。小雨で洗われた美しい緑の木立に囲まれる幾つもの建物は、

日本にありがちなお役所のふんい気とは全く異質なものであった。この機関を訪れrc外国

人はわれわれが初めてという説明である。しかもRECEIVCNG　CENTERの責任者

Dixon　夫人は、学生のころとこぐ数週間前に日本を訪れたと、懐しんでくれた。

　1．全般的な児童福祉サービスの内容

①　その沿革

　オハイォ州には、88の郡があり、各々の郡が児童福祉サービスの疋めに独自性を保ち

ながら所管しているということである。FRANKLIN　COUNTY　CHILDRENS
SERVICES　BOARDはグロープシティーを中心に15か所に出張機関を設け、問題の

ある子どもたちの処遇に努力している。フランクリン郡では1886年代から児童福祉に

熱心で、このT；めには積極的に郡の財源を用いてきたという歴史的な経過があり、1975

年には出張機関が13か所であっrcものカX問題をもつ子どもrcちの増加とともに今日で

は15か所に拡大されている。この出張機関に直接相談にぐるケースのほかに、家庭裁判

所、警察、学校、近所の人を通して顕在化されるケースも多く、この機関でこれらのケー

スをすべて扱わねばならないことAオハイオ州の法律で明らかにされている。したがっ

て郡の独自性とはいっても、法的な大きなわく組は州によって定められており、それと深

ぐかかわりながら運営されているといえる。

　フランクリン郡が福祉に熱心であっTCという歴史的背景をふまえたうえでこの組織をみ

ると、1945年、問題をもつ子どもreちの処遇を公的責任において考慮すべきであると

いう郡の見解に基づいて、まず委員会が組織され、同年、FRANKL工N　COUNTY

CHILDREN’S　HOMEとCHILD　CARE　CENTERが設立され、1951年
FRANKLIN　VILLAGEが発足しrc。しかし当初は規模も内容もささやかなものであ

った。今日のように子どもTaちのもつニードにごTlik．得る児童福祉サービス機関として位

置づけられたのは、1969年になってからである。

　②援助の内容
　フランクリン郡の人口は90万人、この機関のサービスを受ける子どもは約7，000人

に及ぶ。その子どもTCちは、カウンセリング、虐待防止、未婚の母子に対する援助、どう

にもならない若者、フォスターホーム、養子縁組、通園ケア、家庭ヘルパー、家庭教育、

グループ収容施設などのサービスを受けている。

　この機関の指導目標は、「家族と一緒に生活する」rcめの援助であり、家族もまreかれ

らと一緒に成長するこ．とが望ましい在り方だと考えられている。この指導目標のTtめにい

一 79一



ろいうな基準を設けて処遇される。たとえば、後で詳しぐ述べるが、「生活態度」を決めら

れたIL・一ルに従って点数で評価するとか、　eottage収容の方法を類型化するなど、専門

スタッフの細かい配慮とチームワークが展開されている。現在扱っているこの機関の全ケ

ー ス中、約80％は、家族、親族と一緒に生活しながら各々のもつ問題点に対するケアを

受けている。しかし、その他の子どもは900人が里親のととろに、壁親の受入れがない、

あるいは受入れさせられない場合は、RECEIVING　CENTERを経て、　FRAKLIN
VILLAGEや他の永続的に居住するところが定まるまで、一時的にここで生活しreりし

てhるo
　この機関では、精薄、肢体不自由、情緒障害といった特別なニードをもつ子どもTtちは

扱わず、他のサービス機関と連絡を取って、その子どものもつニードに適切に～二たえ得る

ようシステム化している。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’　FRANLIN　COUNTY　CHILDRENS　SERVICES　BOARD（フランクリン郡
児童福祉委員会）のなかには、3つの収容形態があり、各々の子どもの社会復帰に努力し

ている。

　FRECEIVING　CENTER（受入れセンター）
　　　RANKLIN　VILLAGE（フランクリン村）

　　CLIME　ROAD　GROUP　HOME（クライム通りグルーブホーム）
　各々の機能については後で触れてみることにする。

　2．組織について

　欧米の社会福祉の特色は市民参加にあり、コミaニティーケアの発展はここにその要因

が存在するとよぐいわれる。確かにこの機関も公立であるにもかかわらず、児童委員会の
　　　　　　　　　　　s構成はいわゆる役人ではない。7人の児童委員は、郡の社会福祉機関が指名権をもち、そ

の選考の基準は、本人のもつ能力、児童福祉への熱意と興味、理事会へ参加できる、とい

っrc　eととなっている。委員の人Tちは機関の規則、運営方針を検討し、決定することが

大きな役割である。さらにこのメン・一のほかに、Citezens　Council（議会）の

18人の議員が、布民参加という立場で運営方針に対する提案権をもち、この機関が真に

市民間の児童福祉に対してサービスを果しているかどうか、問題はないかどうかといっTC

ことに、市民と機関との間に立つコーディネーターの役割を果している。

　組織にいれるには問題があるかもしれないが組織を支えるうえで大きな力でもあるボラ

ンティアは、2，300人以上の市民と527グループを超す集りで大きな働きを続けてい

る。rtとえぱ、ボランティア責任者の指導のもとで寄付、子どもTちの世話、親の側への

努力、クリスマスの贈物といった分野でサービスしている。

　3．財政について
全総額のうち、丁は郡、丁は連邦政府とオハイオ州の支出によって維持されている。

　前述したように、このフランクリン郡は1880年代から、家庭から疎外さttrc子ども

たちに予算を組み、対策を立ててきrcという歴史的経過があるが、さらに発展させて1954
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年には、市民間から財産税を徴収し、この収入を児童福祉予算に充当している。財産税を

児童福祉に充てるということは市民投票で決定されており、日本では知ることのできない

形態であるだけに、私は驚ろいてしまっrc。

　1974年にフランクリン郡の児童福祉委員会が得rc金額は500万ドル以上に及び、

この機関の57％を占めている。ちなみに1975年は、総予算11．311．781．25ドルのう

ち、財産税徴収のうちから6，495，920・31ドルを得ている。こう見てぐると、組織的にも、

財源的にも市民参加の姿勢がはっきりと感じられ、地域に根づいTe福祉の在り方が、浮彫

りにされてぐる。児童相談所の存在を知らず、施設に対して偏見の残っている今日の日本

にとって、公的機関のPRの一方法として学ぶべきものを感じる。

　4．収容形態

　次に、この委員会のなかにある収容施設を述べてみる。

　　①RECEIVING　CENTER（受入れセンター）
　ここの機能は、家から離れTC子どもたちのTめの一時的な場所である。ここでの生活は

原則として30日間であり、この間に各々のもっている問題の分析・将来のケア・援助の

方法といっT指針を打出すことになっている。室も個室ではない。50人の定員制である

が、大体常時25人ぐらいが入所している。ここでは男の子だけしか対象にしていない。

　専門スタッフは次の通りである。

　　ソーシャルワーカー　　　2人　　心理判定員（VILLAGEと兼務）1人

　　保父まTLは保母　　　　16人　　スーパーバイザー　　4人

　　レクリエーションサービス　1人

　日本でいう保父まrcet保母に該当するchildren　care　workerはかならずしも大

学卒者ではなぐ、ここで訓練を受けることが前提になっている。かれらの仕事は子どもた

ちに関する監督、助言などで、8時間交替勤務になっている。

　2週間に1回、評価会議が開かれ、「生活習慣」「雑用」「生活態度」「規則」　「学校

での態度」といっTe一般生活に必要な協調性を項目ごとに点数をっけ、5段階評価を毎日

行っrcものを基礎に、その子どもの処理を決めている。

　子どもたちは青、オVンジ、ゴールドと色分けされている。これは、①単純に両親が世

話できない子ども、②問題を抱えた子ども、③環境に左右されやすい子ども、というタイ

プ分けである。この色分けのグループが一緒に行動をすることはなぐ、独自のプランがも

7これている。食事でさえグループ別にされている。

　面会時間は、夕方6～8時、土・日曜日は午後1～5時となっている。trt、帰宅は、

点数成績の悪い者には許されない。

　センターの対象年齢児は、12～18歳。研修当日は6歳の子どもがいrcAS、まれに緊

急を要する場合は、年齢の低い子を受入れることもあるという話であっTC。

　センターに受入れられre子どもreちは30日の一時預りを通して、さらに専門的な収容

施設に送られTCり、養子、里子へ出されreり、家庭へ復帰されTeり、といっTC具合に判定
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に従って処遇される。日本での児童相談所に付設されre一時保護所的な性格を有している

と考えてよいのではないだろうか。

　②　FRAM（LIN　VILLAGE（フランクリン村）

　約10万坪の広さに、8～17歳の少年少女が7ホームで70人住んでいる。ホームは

14人の収容力があり、性別・年齢別によってグループ分けされている。各ホームには2

人のホームケアワーカーと、全体に4組のホームペアレンツがいて、交替勤務をしている。

　入所理由は、里子としては適切でない、あるいは家庭の受入れが不適当といったもので

ある。収容年限は7か月である。

　ここの子どもTCちは地域の学校に通学している。スケート、水泳といっTC戸外レクリエ

ー ションにもひんぱんに行き、地域と交流している。

　またここの子どもTCちは責任と義務とを生活上に負わせられており、センターのところ

で述べTtように点数評価がなされている。　Tとえば、起床、ペッドの整備、身なり、学校

での態度といった項目ごとに評価され、ステクプ1の子どもは週1回しか電話を受けられ

ない、外出は主な定めの日だけ、レクリエーションは敷地内だけの参加といっre具合に、

細かぐ規制され、ステップの段階が、その子どもの評価され丁能力を示している。

　村にいるソーシャルワーカーは、子どもがここでうまぐ適応でき、家庭復帰や里親へ出

せるように援助している。

　このほかに4人の看護婦がいる。

　一つのcottageを見学しTCが、部屋は5人、3人、4人部屋と分けられており、15

～17歳の女の子が14人生活してVi　rc。カウンセリングルーム、リピングルーム、各個

室と、女の子らしい装飾璽目に付いた。従来、食事は統一メ＝＝　＝一で各ホームで作られて

いTtが、近い将来は全体の中央台所を作って一括することになっているということであっ

re

　村には玉突き場、トランポリン、タンブリン、バスケットをはじめ、他のスポーツが用

意されている。

　現在7つのホームのうち、2つが閉鎖されていrcが、1つはゲーム専用、後の1つは中

央台所のrcめに改造予定になっている。

③CLIME　ROAD　GROUP　HOME（クライム通りグルーブホーム）

　フランクリン村から、約4如に先にあり、約3，600坪の広さに、9～16歳の少女8

人が生活している。

　児童サービスは本来は家庭であるべきだが、子ども自身の問題のTCめ、あるいは受入れ

るところがないr；め、フランクリン村7か月ではどうしても問題の解決できない子どもTC

ち八　18歳に達するまで生活できる場所である。ここでは一般の家庭と同じふんい気を

保つことを願って、生活のリズムが刻まれている。小さな川や緑地などの自然の豊かさに

加えて、近所の人々の受入れも良ぐ、子どもたちは、地域の教会、町の活動プログラム、

学校の活動に参加し、ハウスペアレンツは親としてPTA活動に参加している。
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　グルーフ’ハウスのスタッフは、2組のハウスペアレンツと呼ばれる夫婦と、8人の子ど

もそれぞれに配置されたソーシャルワーカーと、スーパーパィザー1人である。

　ここでの生活は、単的に表現するならば、大家族集団のようなものであり、家計の維持

はホームの才’覚に委せられ、Sti小遺いや生活内容も、社会の経済変動の影響を受けること

になる。しかし生活が窮くつということはない。この夏、少女TCちは自分Teちで畑作をし、

新鮮な野菜の供給とともに予算の一部さえ浮かせTe。現在いる最高年齢の16歳の少女は、

学校が終ってから歯科医のところに補助見習に行っている。かの女はこのグループハウス

を出なければならない18歳の時点で歯ポ低のところの助手となり、将来は歯科医科大に

行くことを希望し、その計画に基づいて実践していると、ハウスペアレンツのMrs・

Reed　は誇らし気に話してぐれT。

　ハウスペアレンツのバックグラウノドは、いろいろある。rcとえぱ、子どもを育てあげ

1：人が、もう一度子どもを育ててみたいとか、定年になっr：人か再就職の場として選んだ

とか、さまざまである。学歴は最低高卒であること。グルーブハウスペアレンツとして必

要な事柄は、実施訓練を受けるシステムになっている。

　フランクリン郡ては1968年からこうしnク．，レープホーム形式を採り入れはじめ、郡

内に8か所ある。このグルーフ’ホームは1972年に始り、すでにここから5人が実の親

のもとへ帰り、4人は里親、1人は別の施設に変っている。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’　以上、FRANKLIN　COUNTY　CHILDRENS　SERVICES　BOARDの全体に
っいて述べI」か、1904年第1回児童福祉会議におけるルーズベルト大統領の提唱によ

る児竜養護の方法が、収容から里親委託へと変｛ヒした事実とともに、子どもをやむなぐ収

容した場合にも、その形態は家庭環境を与えることから出発していることに気が付ぐ。今

日の日本の収容施設が、地域から離れ、閉鎖的になりがちな傾向にあることは、子どig　ft

ちの社会復帰という観点から再考慮してみる必要があるのではないかという感想をもっTt。

レシービング

センター玄関
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研修所感（潮谷義子）

　福祉の仕事を自分のライフワークに選んで今年で14年目になる。これまで対象者と自

分のかかわりはどんなであっTCか、知り得た限りの知識と福祉技術は、分折屋にとどまり、

対象者不在のまま駆使されていなかっただろうかという反省が強ぐ私をとらえる。

　中学生のころに読んだシュバイツァーの伝記力Sやりがいのある仕事は何かと幼稚ながら

も模索する思考への出発であり、福祉の仕事を得rtとき、私を支え続けていreのは、下村

湖人の弟子である吉田嗣義氏の「福祉の現場ま、思想と掛声だけでは変らない。小さい者

は小さいなりに行動すること、指導者でなぐてもよい主動者であれ」という思想であっT；。

しかし現実には、職場の人間関係に一喜一憂し、子どもから得られる共感がやりがいや自

己満足につながり、観念的に主動者であっTcのではないかと考える。

　シャーレン・ルーヱの実態は、スタッ7のことばをかりるならば「責任という重みがい

つも私たちを取巻き、子どもから得られる満足は何もない。しかし、子どもrcちは存在し

ている」である。生命を真正面からとらえ、共感のない世界で最大の努力を払っている姿

であっfC。ここに存在する専門家としての中味は、一枚の資格認定証や免許状ではなぐ、

対象者のもつ＝一ドを把握し、技術が展開されているものであった。忘れられている専門

職一Profession　の語源、信仰宣言の本来的な姿が、ここでは日常生活に根づいて

いたと理解するのは、私の独りよがりであろうか。

　幾つかの障害児施設は、幅広い専門職のチームワークと進んだ器具、日常生活に使う自

動具の豊かさのなかで一人一人のゴール目標が設定されてい隔障害児教育は、個々人の

もつ障害をどれぐらい理解し、それをどう具体的に教育に結び付け得るか、生きるヒと、

　　　　　　　　　　　sゆるぎのない生命が存在していることを直視することから出発しており、障害者に経済有

用性があろうとなかろうと、かれらに合う社会復帰計画がアフターケアに至るまで細かく

配慮されていrc。技術を取入れることは、資力と人の問題で比較的たやすい。しかし、そ

れを支えている思想を学ぶことは、決してやさしいことではないと今更のように感じる。

治療・訓練・教育の一貫性、一人の子どもを中心にしての互いの専門性の承認、このこと

は私Ttち、乳幼児を扱う者にも共通して学ぶべきではないだろうか。

　1904年以来、児童養護の基本的な考え方を家庭に求め、収容形態から旦親制度へ進

んだことは知識として知っていた。しかし現実にニューヨークのスペンス・チャピン里子

養子あっせん所をはじめ各施設で繰返して聞ぐに及び、これが、人種・宗教・歴史的背景

の異なる人々からなる国の1論1pの精神、隣人愛と深ぐかかわっていることを思った。

　一面では、麻薬、アルコール中毒、暴力に取り沙汰される年少児の増加、あまつさえ安

楽死が当然視される風潮が存在し、他面では消えようとする生命にさえ、かき立てかき立

て燃上がらせようとする現実がある。表面だけを通り過ぎたに違いない26日間であっTt

が、それでもなお、　「福祉の主座」に就く者はだれかと問い詰め、対象者と自分とのかか

わりを振返ってみる機会が与えられたことは、感謝であり、大きな収獲であっTe。
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研修報告

報告担当施設

CHILDREN’S　HOSPITAL．
（小児病院）

所在地

説明者

研修目

わ
松

仙台基督教育児院

仙台乳児院

仙台市小松島新堤7－1

200正』nry　Clay　Avenue．　Newv　Orleans，　Louisiana　70118．

Jo㎞肌ROberts．（医療局長）

Margot　HaTimond．

Dr．　Jean　I〕Utro．

10月7日午後

子どもに手術と
手術後の処置に
つhて驚かない
ようにあらかじ
め教える塗力絵
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CHILDREN’S
（小児病院）

HOSPITAL

　施設の概要

　！955年3月1日にエリザベス・ミラ→・レイベンによって創設されTC民間の医療施

設である。創設者レイペン女史は医師の娘として生まれTCが、小児マヒにより一生松葉杖

の生活であっrc　reめ、身体障害児のTeめの病院建設を思い立ち、さまざまの苦労と努力を

重ねて現在の病院を築き上げたとのことである。土地購入からはじめTCが、その後幅広い

人TCちから大きな支援を得られるようになり、現在では後援会組識が確立され、運営資金

の大半が出されている。国からの援助資金も年々増額されているとのことである。

　創設当初は小児マヒの治療とそのワクチン研究が中心であっTeが、現在では子どもの病

気全般を対象としfC医療施設になっ7こ。

　定員数は100ベッドで、ほぼ満床の状態にあり、思者の年齢は0歳より21歳までで

ある。患者の75％は出産時の障害によるもの（脳性マヒ、背髄損傷など）で、その他が

十代の自動車事故後遺症とのことである。入院患者の約50％は長期入院患者で、他の50

％が短期入院である。

　職員数li　270人。内訳は、会長、院長、副院長各1人、オープン・ドクター140人

（病院に常勤せず、自分の患者を入院させて診療に当る）、医学実習生7～10人、理学

療法士7人、作業療法士5人、言語治療士5人、ソーシャルワーカー、レクリエーション

セラピストなどのセラピスト数人の他に、ナースや調理人たちである。

　病院の特色と療法につAて

　病院側の配慮により、研修団のreめに特別プログラムが設定され、各専門職員によるセ

ミナーがなされTeので、以下その内容をまとめて報告する。

　1．子ども病院はなぜ必要か（説明老　医療局長John　M．　Robert　s）

　子ども病院の必要性については、さまざまな意見が出されているが、自分としては子ど

も病院はぜひ必要と考えている。

　必要性の理由

①子どもは単なる大人の小型ではない。したがって、薬物療法一つにしても、rtとえば

神経痛の場合、大人はコーテゾン治療で効果があるが、子どもの場合はコーチゾンは副作

用が大きく使用できない。

②子どもの治療には家族の指導が必要。家族指導は非常に大切なことで、子どもの成長

にとって家族の責任は大きい。

　③治療に際し、器具器材、方法など、大人のそれと違い、子どもの治療に合せTC設備が

必夢である。検査においても、器具を小さぐすることにより、血液なども少なくて済む。

④医師は子どもだけを扱うTCめに専門性が高ぐ、まTC、それぞれの分野で互いに話合い、

チーム治療ができる。

一86一



⑤最も大切なことは、小さいときの病院経験が人間形成に大きぐ影響し、良い経験をす

ることにより、将来、医師・看護婦に対して良い関係ができ、治療に大きく影響する。

　以上の5つのことを実践するTCめに、病院における職員は、どんな小さな部門の人でも、

エキスパートでなければならない。さらに、将来は治療のみでなく、医学部の施設を設け、

治療に当る者の教育の場としrcいなどのマスタープランも立てており、今後の病院の発展

と充実に力を注いでいる。

　2．レクリエーション・セラピー（説明者　Margot　Hammond）

　子どもに、病院は恐ろしいところではないことを教えるだめの働きかけを、遊びを通し

てするもの。

①入院前に、病院の様子、医療器機、器具などの説明が書かれている“ぬり絵“を通し

て、家族とともに正しぐ知ってもらう。

②入院することにより子どもの生活のなかで一番大切な遊びが抑えられるTtめ、適しrc

遊びや玩具を用意して遊ぺるように配慮する。

③入院して一番恐ろしい医療器具について、子どもをこわがらせるleめのものでなく、

助けるTeめのものであることを教える。

　これから手術をする子どもに、レクリエーション・セラピストが働きかける様子を実演

してみせてぐれrCo

　　カーラー、7歳汝児、出産児障害、右腕神経麻痺。

　　R．T．との会話で、かの女はすっかり不安そうな顔になり本気にしてしまっreので

　で、実演は中止されTt。（かの女はすでに手術を終っていT；ので。）

　手術前の子どもに、これから自分にされることのすべてを人形を使って見せTeり、本人

にさせreりして、手術に対する不安感をできるだけ除いてやるような働きかけをする。必

ず手術部位をはっきりと教え、子どもが麻酔からさめrcとき、自分の体に着いているギブ

スやキャストに驚かないようにしておく。

④手術の終っTe翌日から子どもと話す。毎日1時間ぐらい、手術時の記憶を自由に話さ

せることにより、手術への恐怖心を和らげTCり、人形に自分がされTCと同じように注射を

させTCり、ギプスをさせTeりすることを満足するまでさせる。

　3，　チーム・アプローチ

　この勉院は、1人の患者に対して医師、ソーシャルワーカー、作業療法士、理学療法士、

ナース、家族がチームを組んで治療に当るシステムをとっているのが特徴であっTC。

　17か月の男児ジェーソンを実例として、各専門分野の責任者が説明してくれTee

　ジェーソンは早産児で、先天性呼吸器欠陥があり、呼吸困難や肺炎を起しやすいという

主訴で、15か月時に来院しTl。体重は4，5kgで、まだお座りもできなかっTe。

　ジェーソンの治療のために即刻チームが組まれ、あらゆる面につhて検討がなされて、

方針が立てられrt。

①言語治療の必要性
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②作業療法の必要性

　③ソーシャルワーカーによる家族指導の必要性

　言語治療の順序

　1・毎日言語的刺激を与えるヒとにより、パプルをするようにする。

　2毎日でなぐときどき言語発達の状況が順調かどうかをチェックする。

　3・最も大事なことは、母親の子どもへの話しかけであることから、母親に話しかけ

　のトレーニングをする。

　　作業療法

　　原則的には言語療法と同じである。

　　1．その子の月齢に何をしなければならないカ＼どのように刺激を与えるかなど、母親

　のすべきことを教育する。

　　2．テキストを通じて、訓練の仕方を母親に指導する。

　　ソーシヤルワーク

　　1．母親のカウンセリング

　　ジェーソンに対する母親の罪障感をまず除去することへの働きかけ。次に、障害につ

　いての正しい認識をもち、家族全員の協力を得て治療に当ることの大切さを意識させる

　働きかけ。

　　2．治療期間、費用などの相談に応じてやる。低所得者の場合、病院で治療が必要と認

　　めれば、国からの補助金が受けられる。

　4．理学療法（説明者　1）r．Jean　Dutro）

　半身不髄のTtめに立つ、歩ぐことのできない子の治療のrcめに作られlt　Parapodiumの

使い方を、実際va　5歳児に装着して実演で示され、まTCビデオでの解説を受けre。

Parapodiumは、1975年サンフランシスコ整形外科学会で発表されTCものである。

（カリフォルニヤ・スタッフォード大学の医師により。）

　使用効果について

①バーなしで立上がれる。

②早ぐトレーニングが始められる。（12か月児もできる。）

　③骨が曲らない。（車いすでは一定の姿勢のTCめ骨に負担がかかる。）

　④装着しTCまま座るtともできる。

　⑤装着が簡単でわずか1分でできる。

　　使用方法

　　Lウォーカーを使用する前に、手を引いて歩かせ要領を教える。

　　2・ウォーカーを使用して自分で練習させる。

　　3．ウォーカーなしで練習させる。

　　バラボディアムの他に、スタンディグフレーム（赤ちゃんに使用）、キャスターコー

　ト（車になっていて低la・Ttめ、自分で玩具なども取りにいける）も紹介された。
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　病院内の見学

　①外科部門は診療中のTCめ説明が受けられなかった。

　②病棟。

　48ベッド。外科手術、病気のテストを受けるTCめの病室。看護婦は子どもに恐怖心を

抱かせrcいTCめに、白la・＝L；ホームは着用せず、色ものの上着やパンタロン姿である。各

病室にはいすで即ペッドになるものが用意されており、希望の母親が付添う場合に使用で

きるようになっている。

　治療室があり、病室では注射や処置はほとんどせず、この部屋以外は痛いことはしない

ことを理解させるよう配慮されている。

　遊びのフロアも用意されており、小型バスケット、玩具、遊具がそろえてあり、入院中

の子どもから遊びの楽しさを取上げない配慮がされている。

　ナースルームはたいへん開放的で、病室からナースの動きが見えるようになっており、

カラフルな＝ニフォームときれいな装飾が明るいふんい気を醸し出している。

　③リハビリテーション（長期入院病棟）

　50ベッド。付添いなしでグループ生活をさせており、週末には帰省させる。入院中の

学校教育は病院の近ぐに特別な学校があり、通学している。市の教育委員会から、学校に

教師が派遣されている。

　見学は短時間だったため、特に突っ込んだ質問もできず、素通りに近いものであっrcが、

病室は清潔であり、病室特有の冷たぐものものしい感じがなぐ、明るいふんい気であっTL。

　所感

　10月7日早朝コロンバスを立ち、アトランタで飛行機を乗継いで、昼近ぐ目的地の二

L一オーリンズに着ぐ。＝＝一オーリンズは米国南中央部のミシシッピー河畔にある港湾

都市であり、高層ビルは余り見られず、街には精巧なV一ス模様の鉄冊のあるバルコニー

付きの家々が並び、緑と花（特に市の花である爽竹桃が満開）の美しい公園が多ぐ見られ

たo

　　　　　　　り　CHILDRENS　HOSPITALはミシシッピー河畔にあり、近ぐに公園がある。病院
の敷地はTCいへん広ぐ、よぐ整備されており、　reくさんの小鳥やリスなどの姿も見られる

すばらしい環境にあっIC。玄関を入ると、ロピーには私reち研修団を歓迎して、日本のこ

いのぼりが飾られ、後援会長をはじめ婦人会の代表者、事務局長、医局長、婦長のお出迎

えがあり、友情のしるしとして、小さい美しい市の鍵が後援会長から団長に手渡されrc。

私Teちの研修のTeめには、わざわざ特別プログラムのセミナーが用意され、各専門スタッ

フから、実技やビデオを使って詳しぐ専門的な説明を受n－re。

　　　　　　　’　CHILDRENS　HOSPITALは民間経営であるが、後援会組織があり、婦人会のボ
ランティア活動も盛んで（州知事婦人団体）建物のTCめの基金だけでも、225．OOO　ドル

の募金をされreとのことである。　t　Tt、いろいろな教区の人々、組織の代表者TCちによる

基金集めや、病院のバザー、有名人のチャリティーシ・ウによる収益も多いそうである。
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わが国の民間施設が大部分の経費を公費に頼っているのとは大きな違いが感じられTt。

　ボランティア活動においても、個々人のもてる知識や希望を十分に把握したうえで、そ

れぞれの分野で活動できるように配慮されている。私r：ちの研修のためのプログラムも、

後援会の婦人rちの仕事であっrc。後援会会員のなかには多ぐの有能な外科医、整形外科

医もおり、病院の研究協会や医学教育の分野で活躍しているとのことである。

　本研修を通じて、民間医療施設の後援会組織の活動、特別な治療システム、子どもの心

理面への十分な酉［濾をしrt治療の進め方、家族を治療スタッフの一員としTC協力体制など、

わか国において学ぶぺき点の多いことを感じT．：。

　最後に、私TC／ちのために、後援会のレイノルト’女史が歓迎レセフ’ションを催してぐださ

って、手造りのケーキ、コーヒーのおもてなしにあずかったことを付記したい。至れり尽

せりの研修プログラムてあったカS時間的な関係で質疑応答の時間が少しで終ってしtっ

rcことが心残りてあっTC。

皇
　
　
　
　
　
　
o
e
伽
s
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
－
．
研
　
　
　
　
　
　
6
e
π
h
“
ε
D
y
　
k
n
o
w
n
ロ
u
τ
　
　
　
　
　
　
　
　
皿
　
叉
ハ
T
●
o
判
【
貿
⑲
　
■
▲
罵
o
口
‘
　
　
　
　
h
a
5
0
n
ロ
刑
s
』
＿
o
み
y
o
‘
　
　
蜘
　
　
　
　
　
　
　
1
9
』
」
　
島
㏄
n
m
娠
▲
n

輌α蜘ず伽O㎞5
一．”・●㊤←一　　一■●｛〆「一●
勒一→・匂〆一　　w■w酪一ピ白一一
〆一已一已“－d・一一畑．岨白［一ピ
“一一開一一

｝一～一鰹．＿畿謡＿

一一＝＿

　　　　～o¶し㎜

　　　　●t
　　“lt㎜．5　“，t†虹
　　　胸■Or1－‘

　　　　ror
　　口W自1聯t‘“’噛

随SH］SEIoo旗1吐抱’蝋’㎝酪1【㎝
　　　　†otye

2P．巳
o：u畑r7，　IsrG

ro々町ワ［T．7　A帽刑喧

』0’1“情．‘悟“シ■“

「小児病院」研惨プログラムの表紙

右三一歓迎レセフ’ショ

ノの席上，研修団員
各個に手渡されたニ

ユー オーリーンズ名
誉市民証と市．Z）かぎ

一 90一



研修報告　15 児童指導員
しも　ただ　　ち　　す　　こ

下　忠　千　鶴　子

たらちね学園

鹿児島市城西3－3－1

　　　もり　　や　　き　　み　　　こ

保母　守　屋　紀　美　子

山梨県立正光園乳児院

甲府市伊勢2－1－19

報告担当施設

BELLE　CHASSE　STATE　SCHOOL
（州立ベル・シヤッス・スクールー精薄弱児養護施設）

所在地　1601Perdide　Street，　New　Orleans，　Louisiana．

説明者距．Austin、（園長）

　　　　Dr．　Anderson．

　　　Mr．　O陥n8．（事務長）

研修日　10月8日午前
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BELLE　CHASSE　STATE　SCHOOL．
（ルイジアナ州立ベル・シャス・スクールー精神薄弱児養護施設）

　道の両側の並木の、トンネルを思わせる風情と、芝生の上を走る電車とあいまって、二

＝－t一リンズという言葉の響きが旅情をかき立てる。この町の家がモデルになったとい

う映画「風と共に去りぬ」のぞの白い家が思われる。

　施設へ向う道々バスのなかでの説明で、この道が海面より低ぐ、もともと沼地であり、

湿地帯であったことや、ミシシッピー河の沿岸1マイル半にわたって船着き場があり、生

活の根源として大きな役割をはたしていること、しかし水は汚染され、飲料水はルイジア

ナ州の北のいずみの水を買っていることなどを知った。道路の横に広がる土地は原始林の

名残をとどめ、20年ほど前に開発された黒人用のアパートなどもあった。

　少しではあるが竹林があり、爽竹桃の花が咲いていた。途中に立派な老人ホームがあっ

たが、アメリカでもなかなかはいれないということである。

　パスがホテルを出るときから前方を走る乗用車があったが、それは、私rlちが訪問する

施設の方が案内してぐださっているとのことで、驚きと感謝の気持で一杯になった。

　30分ほどで目的の施設に到着し、今までもそうであったが、飲み物とお菓子のご接待

から研修が始った。まずMr．Austin（総括の長）のあいさつがあり、次にDrJ～nders㎝

により施設の概略と見学予定について説明がなされrc。かれは15年前に佐世保にいたこ

とがあり、そのとき日本人に大変よぐしてもらったこと、特に温泉、酒、神戸の肉など忘

れられない、とユーモアのある話しぶりで、私たちをリラックスさせてぐれた。

　施設の概要について

　この施設は、日本の精神発達遅滞児・者施設に属するものである。土地面積は535エ

ー カーあり、もとは海軍基地であったが、1960年に州に払下げになり、病院を管轄す

る行政に基づぐ州立の施設として創立された。1967年に初めての入所者があり、収容

定員は280人である。現在2歳から4・5～6歳までのIQ最高60～測定可能な人々が

280人入所しており、内80人は全面介助を要する重症患者である。種類としては、モ

ンゴ・イド症（ダウン症）、自閉症、脳疾患、先天性異常などの障害である。年間15～

20人の入れ替えがあるが、重度化の道をたどっている。

　現在1，400万ドルをかけて2つの建物を建築中である。これが完成すると、定員は

544人になる。
　施設の形態としては、大きぐ2つに分けられるようである。医学的治療を重点とする病

院と、もう1つは生活指導を必要とする宿舎形式のものである。寄宿舎には障害児がそれ

ぞれの症状に合せて分類され、大まかな年齢肌男女別に居住しているようである。

　処遇について

　入所患者のひとりびとりについて、その必要に応じてSW（社会と対象者をとりまく状

決の環境と調整をとりながら一般生活水準にもどるために援助する人）、ST．（心理学療

一92一



法士）、PT．（理学療法士）、　OT．（作業僚法士）、　T．（先生）、　Dr．（医師、小児

整形、泌尿科、歯科など）の各部門から専門的な意見の交換がなされ、個々についての目

標設定をするそうである。将来は母親もそのメンバーとして加え、治療教育に役9て疋い

ということである。

　病棟視察に入り、入所児のケアについての説明が実際に子どもを連れて来てなされTt。

　17歳になる女の子である。身体麻痒、精神的に頭の発達がなく、話すこともできない。

16年間家庭で育てられていrc。入所以来治療を続けているが、話せなくても別の形で気

持を通じることができるようになっTt。自分が辛かっTCり悲しかっTCり、母親が恋しぐな

った場合には、嘔吐によって自己表現をするということがわかっTt。

　8歳の男の子で、4～5歳で入所しTe当時IQ5くらいといわれていたが、言語、聴覚

治療を行ってきた。現在も話すことも歩くこともできない。しかしST．のサイン指導で

成果があがってきr。手が不自由だっrcので足を使って意志表示をするよう指導した結果

IQ88あることがわかった。

　脳性麻輝の9歳男児である。「イエス」は上まぶrtを大きぐ開ける「ノー」は首を横に

振るというサインの指導をしてきTa。実際に問いかげTことに対してはっきりと返事をす

ることができre。このままで行けば普通児としてやっていけるということである。　Dr．が

私たちのことを、その子に、どこから来た？アメリカ？というと、首を振り、日本から来

たのか？と問うと、上まぶ7こを上げてみせTCe研修団からのみやげのお面に対して愛らし

い目で答えてぐれた。

　その他、世界でも50～60人しか例がないといbれているコネリアブランチ症呪、首

のコント・一ルが投薬治療によって成果があがっていること、自閉症の女児など、ケース

パイケースで綿密なケアが行われていることが説明された。

　ひとりぴとりの入所者に対して設備面もよく整い、病院内は小児向けに配慮されており、

病室のとびらや薬局の壁には動物や花の絵が描かれ、布団やシーツには模様がはいってい

た。何よりも感銘したことは、取材の写真も普通に撮らせてぐださったことである。この

ことは、ハンディキ†ップのある入々も普通に扱って行きrcいという総長の経営方針が、

全体に浸透していることの現れのように思えた。今まで視察してきた他の施設とは異っlt

面でもあっrc。

　病院の見学を終り、生活指導に重点を置いているコテージを見せていただいTeそこに

は24人の青年が住込んでおり、職業訓練を受け、社会に復帰するようになっていTe。入

所者によっては小使い銭になる程度の仕事をしている者もいるらしい。仕事の内容として

は、レストラン、庭師などのサービス業である。一般に二＝一オリンズには手仕事のよう

なものはないということである。コテージのなかは1つの部屋va　4つのベットが置いてあ

っrc。男の部屋だっ疋せいか、殺風景で装飾らしいものは何もなかっf。各々が自ff　TCち

の部屋、病棟のテークケアの責任があり、それも訓練の一っであるということだっrl。

　次に、新築工事中のコテージを見せていrcだいTC。それには16人の精薄児が入所でき
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るように設計されているそうである。ヒれらのコテージが建築されるねらいは、施設その

ものをもっと文化的に、即ち一般社会の生活様式に近づけて行き、家庭的なアメリカのホ

ー
ムにしていきたい。今までの施設は、その点で大きな欠陥があっTt。おそらぐアメリカ

全国のどこでも、こういった方向へ進むであろうということである。

　説明の通り、新館はあぐまでもブライバ・：一が保てるようになっており、4人が1つの

ベッドルームを使用し、バス、トイレもその割で使えるように設置されていた。また建物

に対するガラス使用の割合が大きかっrc。割る危険性はないかとの質問に、特性のガラス

が使ってあるとの答が返ってきた。

　プライバシーを重んずるが故の問題として逃亡と性が挙げられるが、その点については

職員自身の課題であり、一番大切なプラィパシーを保つことから始め、その次にぐる問題

については考えて行かねばならないということである。

　もう一つのねらいは、新コテージの施設々備が身障者を迎えられるように設計されてい

るということであるが、具体的な仕事がまだなされておらず、細かぐ知ることができなか

つTCo

　アフターケアについて

　患老が退所して家庭に帰る場合、その家族や地域社会に対する指導を行っている。その

仕事はSWがやっている。　trtグループプアミリーといって、町の中心でグループ生活を

させている。社会との交流の多い場所で、より実社会に近い生活をさせる。

　しかしながら最近では、重症患者が増加しつつある。家族もなぐ、将来の希望のない人

たちが入所してぐる傾向があり、前述の増築もその現象に合せて実施されているようであ

る。

　職員について

　施設全体では300人以上の職員が勤務している。職員構成は専門職員（専門教育課程

を終えた者）に高校卒業程度の助手がついている。勤務体制については具体的に知ること

ができなかった。コテージの方は昼間2人、夜間2人、深夜1人の割で勤務しているとの

ことである。

　ボランティア活動について

　ボランテdア活動は、大きぐ分けて2通りある。

　（1）地域に住む者で、無料奉仕してぐれる人々

　｛2｝年齢を経た人が祖父母の役をして、マンツーマンの介助をする。

　2．の場合は、1週間に5日聞、1日4時間の奉仕である。2時間同じ子どもに接し、い

つも同じ人が同じ子どもに接する。つまり1人のボランティアが2人の子どもに接すると

いう方法である。このボランティアに対しては、政府から少々の手当が支給されるという

ことである。その日も赤い上張りを着たTl〈さんの老人rcちが、全面介助を要する子ども

たちに食事を与えていTtが、私rcちの視察も終りに近いころに、広い施設の庭をぼつぼつ

歩きながら家路をfCどっていぐ姿が印象的であっIC。
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　将来の方向について

　現在私だちが頭を抱えている職員の専門性にっいて、当施設では各々の専門職員がおり、

うらやましいと思うわけであるが、当施設における問題もあるようである。それは、専門

化されたが故に、それぞれの部門が自己主張をし合い、協調し合うという点でうまぐ行っ

ていないということである。将来は今のシステムを全ζ変えて、1人のプログラムディレ

クターによって総監督をし、6つのコテージが共通の行動をとり、作業の合理化を図って

行くということである。そのTめのコテージセンター、事務所、教育設備などについて着

々と計画の実行がなされているということである。

　おわりに

　現在日本においても入所児の多種多様化が問題になっており、それにどのように対処し

て行ぐか悩んでいるわけであるカ㍉この施設でも本当に入所児が多種多様であり、しかも

重度化している。その点では類似しているのであるが、その問題を解決して行くという点

では非常に進んでいて、しかもスケールが大きいと感じた。ま　Tt一職員として思っrcこと

は、能力第一といった傾向の強いアメリカの国民性もあると思うカ㍉当面問題となってい

る協調性についてはややもするとありがちなことと思った。専門家同士力協調するという

ことができないほど入所者にとって恐しいものはないのではなかろうか。この事はよぐ肝

に銘じて、日本人独特のきめの細かい感情の交流を大切にし、豊かな人間性を土台として

専門としての知識を身につけること、お互いに理解し合って入所児に接することこそ、最

も大切なことではないだろうか。専門性を身につけることに奔走し、今もっている大切な

ものを失わないようにしなくてはならない。そうすれば、現在施設が悩んでいることをジ

ャンプして、より充実した専門家になれると、手前勝手に考えるのである◆

　その他、日本とは比較にならないほど充実した施設々備もさることながら、そのなかに

あってなお甘んじることなぐ、廃物利用をしrtり、教材を手作りしTtりなど、なるほど冨

める国のはずであると感心もし、教えられTe次第である。

　ここでの予定をすべて終え、昼食の接待があっrc。そのサービスをしてくださっrcのが

やはり入所している女の方たちで、rtどrどしぐも一生懸命歓迎してくださる姿に、感激

で胸が一杯になっTC。そして、どの場面でもこの施設の指導趣旨が一貫して行届いている

ことに敬服しTt。

　初めに案内役をしてぐださっt方は、私たちの午後の訪問先であるBILLY　PADEL

SCHOOLtで送ってくださっTC。最初から最後まで長時間にわたり気持よぐ接してぐだ

さっrcことに対して、　「さすが」　「スマートだな」と思わず口に出Tceaどである。

　この施設だけでなぐ視察しTtアメリカの施設職員は私Ttちにはないゆとりをもっている

こと、それが入所者にとってどんなに大切であるかということ、しかも、それは私rcちに

もでき得ることを強く感じrcのである。
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研修所感（守屋紀美子）

　20か所の各種福祉施設を訪問して感じたことは、日本と違い、rcびたび麻桑という言

葉が現tLTCことであった。また町では黒人の様子であっT：。

　麻薬については、収容施設の子どもの両親匹中毒者が多かっTe。重症児収容施設シャー

レン・ルーエには、両親が中毒者である水頭症の子ども、肢体不自由児、精薄児などがい

た。まTC、3人兄弟の3人とも、中毒者の親に虐待されたという例もあっrc。アメリカの

マリフアナ中毒者は、ベトナム戦争にも関係がありそうだ。兵士が手軽に入手できたし、

ttc戦場での絶望感を紛らわそうとするreめに常用しだしたのをきっかけに、急激に増加

したという。アメリカ国民のなかで、過去に一度でもマリファナを吸っrc経験のあるもの

は、2千万人を超えているという。そして、ニューヨーク、＝ユーオーリンズなどで見た

多勢の黒人のなかにも、中毒者は少なぐないと思う。

　アメリカに住み黒人に対しての差別は、私たち日本人から見ると、想像を絶するもので

あっr。文献でしか知らなかっrc人種差別の実際をかいま見た感じであっrt。

　大都市二a－e一クの場合、はっきり黒人の居住区が決っていて、センbラルパークの

北のバーVム街は、居住者の99％までが黒人で、辛うじて若干の商業が白人の手で営t

れている。この街では新しい自転車に乗っていると、襲われて取上げられてしまうという。

私たちはバスで通っただけだが交差点などにいる黒人の目付きは恐ろしいものに見えた。

この街もやがていっぱいになり、新しぐ来た黒人は、別の場所、ハーレムの北、，ブロンク

ス街やブルックリンの外れにハーレムと変らない街を作り始めている。

　下層階級の黒人の場合、冬らぶらと仕事らしい仕事もしていないが、もしするとするな

らば、非熟練労働者、家事使用人、サービス従業員などである。給料も低いのが常である。

　上流階級に属する黒人の場合は、自由業や高度に専門的な職業を営むが、白人の同じ身

分の人々に比べて、給料その他を差別をされているといわれる。上流階級の黒人は、北部

では比較的成功している人々が多いといわれる。

　里親制度の才リエンテーションのとき、黒人家庭で里親になりたいと希望している人が

多いとcaいrcが、このような家庭で、他の人の子どもtで育てることが可能なのか疑問に

思った。

　黒人であるがゆえになぜこのように差別を受けなければならないのか、それは根深い問

題だと思う。このような問題は、長い間、南北戦争の昔から、根本的には改善されていな

いような気がする。それに人種差別をなぐそうと運動するリーダーはいつも白人であり、

黒人は自分たちの問題であるのに、そのような仲間意識が弱ぐ、受身の形をとっているよ

うな様子に見える。長い間バカにされ続けてきたので自信を失ってしまったのか、無気力、

無関心、rcだ暴力にのみ走る、そのようなムードが漂う。二＝一オーリンズで見た黒人バ

ンドのジャズ演奏や踊りには活気がみなぎっていたが、全体に、黒人のもつ独特な哀愁の

ようなものを感じるのである。
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　しかし訪問先の子ども・職員のなかではそのようなことはなかっTC。サソフランシスコで

最初に見学した幼稚園では、大きな部屋に、6～7人ずつ白人、黒人の区別なく子どもたち

が午睡をしていた。他の施設でもあらゆる人種の児童が区別なく収容さA仲良く暮してい

TC。私は、　Vストラン、トィV、その他の公共の施設で黒人を入れない所が多いと記憶して

いたので、保育所などは区別されていると思っていたが、皆いっしょに遊び、笑い合って

latCe

研修旅行では麻薬のことと黒人のことに特に興味をもった。大国アメリカには多ぐの問

題があカそうである。

　ほんの少し見ただけであるが、今まで未知だったことのなんと多いヒと査アメリヵの社

会福祉施設の子どもへの対処が、必しも日本でそのまま適用されるヒとがないにせよ、ある

訪問先の校長の言われた「世界中どこの国の人でも、子どもを扱う仕事をする人ならば共通

する、子どもへの限りない愛の心がある。したがって、遠い日本から来られたあな妨にも、

私たちの心はわかってもらえると思う」という言葉は、いろいろな意味で、私tcちに考えさ

せt。私はかって経験したことのない人間へのいとおしさを感じながら、実り多込、また

心残bも多いアメリカの旅を終えた。

ルイジアナ州立ベル・シャス・スクール
上・入口の標識一施設名の下に建国二百
年なのでWi8hθ8　America　a　Happy
Birthdayと書かれてhる
下・施設舎
Belle　Chasseとはフランス語で「良
い狩場」の意味で地名

禦 “’ 弐

コ闘魍』

鶏

レt

Ji’・
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GREATER　NEW　ORLEANS　ASSOCIATION　FOR
RETARDED　CITIZENS．　（BiLLY　PADEL　SCHOOL）
（大＝a一オーリンズ知能障害市民協会「ビリー・パーデル・スクール」）

　GNOARCの趣旨
　GNOARC（GREATER　NEVV　ORLEANS　ASS㏄IATION　Fて）R　RETARDED
CITIZENSの略）は、ルイジアナ州政府とUNITED　WAYの全面的協力を受けてい
る施設で、オーリンズ、ジェファーソン、セントバーナード各教区の知的障害者住民を対

象に、①公教育、②発育上の訓練、③職業的社会復帰（就職）を目的に活動している。そ

の最終日程は21世紀までに障害者の発生率を現在の半分に減らすことである。

　具体的には幼児～成人前の者を、それぞれ11か月の訓練と教育にょって発達させ、公

立学校や労働センターの課程へ進tせる。同時に親の教育と相談を行っている。

職業訓練としては、木工細工、庭園管理、販売、炊事、カフェテリア、金属工業、その

他である。また娯楽の機会として、キャンプ、ボーリング、水泳、ピクニック、旅行、あ

るいは放課後のダンスやパーティーなど、高校以上ではYouth　ARC（青年障害市民協会）

の夏季キャンプ参加。

　施設の概要

　1953年二＝一オーリンズ地区の身体的・肉体的障害をもった人々の親や、知能の発

達の遅れている人々の親たちの、ハンディキャップをもつ子どもに生きる喜びを少しでも

与えたいという熱意からできた通所施設である。故ピリー・パーデル氏（氏自身が障害者

であった）の名をとったもので、当初は小さかったが建物は市が建てた。

　現在の通所人員。精神薄弱児、6か月から6歳までの子ども25人（ダウン症、てんか

ん、脳性小児麻痺、精神薄弱など）、成人精神薄弱者50人。

　入所料、授業料は無料。本や紙類なども全部施設側が負担する。1976年68万ドル

の予算であったが、77年は物価高や先生をもっと充実させるため100万ドルになる予

定。予算は州との話合いで決められる。（先生のサラリー、子どもの交通費、バス代、電

気代、ガス代、本代などに使われる。）

　大人の場合の受入条件はIQ25以下。（公立、普通の学校はIQ25以上であればと

るため。）

　在所年限。児童の場合は、ハンディをもった子どもたちであるため、普通の学校で勉強

ができるようになるまで、（その子どもにょって違うので何年とは決められらい。）大人

の場合は、社会に受入れられる状態、社会復帰可能になるtで。

　対象者の処遇

　1，精神薄弱児の場合。8時30分から2時30分tで。3クラスに分れている。①6

か月～3歳の乳児から幼児までを扱っている室（6人）。＠3歳～5歳の学齢期に達しな

い子ども（7人）、③6歳までの重症児（車いすに乗っている子ども）（6人）。特に力
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を入れて指導しているのは、自分の身の回bのこと〔たとえば、食事やトイレ）ができる

ようになること。

　2．成人精神薄弱老の場合。仕事を与えることが目的であb、社会（いろいろな会社）

から仕事をもらってくる。1週間に5日間、8時30分から3時まで。1年に11か月。

　仕事の内容は、政府から委託された木を電気で切る仕事、悪くなったワイヤを再成する

電話会社の仕事売れ残った雑誌の表紙を切b抜く仕事。ピ＝一ルの袋の寸法を計って同

じ大きさに分類する仕事など。仕事のないとき、またできない場合は、焼物をして売って

b金にする。こういった簡単な繰返しの仕事ならばできる。売上げ金は働いた人々の収入

になる。

　同じ建物内にあるもので、ζれから社会に出て仕事ができる程度の能力のある人50人

がいる室（仕事はあっせんしてやる）があった取実際に見ることはできなかった。

　職員の問題

　人員構成。スタッフは8工入だが、職種はST．PT．SWなど、いろいろある。勤務

時間は8時間。資格条件は大学卒（教育学、心理学、社会学など）で、実際のトレーニン

グは職に就いてから学んでいる。またグルーブ研修をやっている。

職員の給料（私立学校の先生）はルイジアナ州の場合、年間9か月で8，300ドル（夏

休みがあるから）。夏休みは無月給のため、先生たちは夏になると仕事を捜しに出かけた

b、他に働きに出る。ボーナスはない。こういうことをなくし、12か月の月割で割って

もらっているところもあるとか。

　その他

　1．年間行事。子どもたちの誕生祝い。毎年、発表会のようなものをホテルで行ない、

みんなに来てもらっている。

　2．ボランティア活動。50人。そのうち高校生が週何日か来る。働く子どもたち一人

一人にょりょい世話ができるように助けてhる。

　感想

　私たちがこの施設を訪れたときはすでに2時30分ころで、子どもたちが帰る身支度を

始めていたため、実際に訓練を受けているところはよく拝見できなかったカX気のついた

点を書いてみたい。

　L　施設内がとても明るく、一つ一つの室が広くできていて、アコーディオンカーテン

などを必要に応じ利用して扉を仕切るなどの工夫がなされていた。

　　　子どもたちの状態や動きを外部から見ることができるよう、保育室とは別にマジッ

ク・ミラーカ輪付けられていた場所があった。

　3．仕事をして収入を得ることで、その子どもに最も必要なことを学び取らせている。

　4．　1造5日8時30分から3時まで単純な仕事のため飽きるので、休み時間を多く取

b、仕事をしながら運動トV一ニング、全成長びできるようになっている。

　5．通所制度なので、家庭でも訓練ができるように、母親をも指導している。
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研修所感（堀井静子）

　結団式の翌日、中野サンプラザで日程、訪問国施設の説明、また打合わせが行われたが、

そのなかで、アメリカは宗教的な考え方から里親制度が発達し、乳児院のないことを知っ

た。それで私は、乳児院が新しい問題をた．〈さん抱え、独自だけのものでなくなってきて

いることに気が付いた。

　私が興味をもったうちのひとつに、デンバーの女子収容養護施設がある。ここは精神的

に問題のある女子100人を短期間（1年間）で矯正する施設で、家庭裁判所から送られ

た子ども12～18歳に集団的治療、個別的治療を行なA同時に中学校程度の学業を学

ぱせている。日本でいうといわゆる教護院に当る。デンバーの中心地からバスで40分ほ

どはいった大草原のなかにある。一面に緑で覆われ、ロッキー山脈を背景に空気の澄み切

った、静かな一郭である。

　収容されるに至った主な原因は、①殺人で警察の手を経る、②アメリヵ独特の薬品関係

（麻薬）、③売春関係、④自殺未遂、⑤家庭での虐待、⑥学校からの脱落（登行拒否）な

どである。20か月以上いるケースはめずらしく、早い子どもは9か月。年齢の高い子ど

もは矯正が早いが、低い子どもは比較的時間がかかる。

　私が強く感じたのは子どもたちが意外に明るいことである。子どもたちの室は個人にょ

b、1人部屋がよいといえぱ1人、2人部屋の方がよいといえぱ2人にしてやるなど、そ

れぞれの意志を尊重している。そしてここに長くいればいるほど、室を飾9たがるように

なb、その子どもの性格が表れてくる。タバコをやめるようには言うが、決して強制はし

ないとのことである。1週間ごとにそれぞれの年齢に応じて小遺いが渡され、買物が自由

にできるようになっている。

　また2か月に1回くらい男の収容施設から100人くらい来て、ダンスパーティーを行

っている。またカウンセラーがついていれば、家庭訪問をしてもよいことになっているな

ど、家庭の子どもと変らないくらい自由である。一人一人の良い点を見つけて伸ばしてあ

げる。社会からはみ出しTt、閉ざされたものでなく、社会との交流を図っていることに明

るさがつくられているように思われた。

　地区内の親には週1回来てもらい、家族や母親の教育も行っている。遠方の場合は子ど

もとソーシャルワーカーがいっしょに飛行機で帰b、3日くらい泊ってくるなど、コミュ

ニケーションが行われている。日本の親は、恥ずかしいからといってζういう所に入れた

がらないが、こちらでは、その子どもがそこにはいることによって社会生活がよくなり、

それが子どもには必要なことであると、理解している。世間体を先に考える日本の親との

相違であろうか。

　ニューヨークでは里親あっせん機関を訪れることができ、アメリカの里親制度について

その仕組みと詳細な説明を聴いた。そこでまずわかったのは、養子縁組を前提としたもの

と、養子縁組を目的としないものの2つカSはっきbと分れていることである。またソー
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シャルワーカーは月1回里親を訪問して様子を尋ね、そこで何か問題が起っている場合は、

両親、兄弟、家族全体で話合い、できる限り解決の指導に当らなければならぬことになっ

ている。4～5年前から州として2年に1回家庭裁判所が里親に対して、子どもがきちん

と育てられているか、子どもに対してこれからどのような計画があるかを聞くことになっ

ているなど、アフターケアが行われている。

　日本の場合、里親、養子縁組というと、両親がそろっていることを条件としているが、

アメリカではそうではなく、片親（未亡人、独身の男性、女性）でも経済的能力があれば

かまわないということである。そのために日本よbも里親を希望する人が多い。

　しかし私は、子どもというものは、本来両親、ふた親がそろっていてはじめて正常な発

達を成し得るのであって、片親だけだとどうしても心が偏ってしまうような気がする。

（必ずしもそうとは言えないであろうが。）アメリカでは少しでも親というもの、家庭的

ふんい気のもとで、ということであろうか。

　それに話を聞いていると、現在の里親がだめならば、次の里親というふうに、子どもが

あっちへ行ったbこっちへ来たりで、落着く所がないようにも思えたが、それでいいのだ

ろうか。そこには何も問題は起らないのだろうか。その点少々疑問が残ったのである。

GNORA　Cのパンフレvトからo
（左）機能訓練一子どもと母親と

療法士o　（右）家庭での訓練につ

いて母親に教えるコンサルタント
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育秀会乳児院

東京都練馬区羽沢2－8

INSTITUCION　MEXICANA　DE　ASISTENCIA
ALANINES（IMAN）CASA　DE　CUNA．
（国立メキシコ児童援護協会揺りかごの家一乳幼児養護施設）

所在地　dalzada　de　Tialpan　1677　Mexico　D．F．

説明者　　DelielMontes　de　Oca．（ソー・7ヤルワーカー）

　　　　Rosana　Vi　llauveva　Negreffi．（ソーシャルワーカー）

　　　　Mhriano　Torres　Martinez．（弁護士）

　　　　10月1入日午前
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lNST｜TUCION　MEXICANA　DE　ASISTENCIA　A　LA　NINES

（IMAN）　CASA　DE　CUNA．
（国立メキシコ児童援護協会揺りかごの家一乳幼児養護施設）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　N　INSTITUCION　MEXICANA　DE　ASISTENCIA　A　LA　NINEZ（メキシ
コ児童援護協会）略してIMANは、メキシコ唯一の国立児童福祉機関である。オルダス

大統領時代の設立で、まだ10年に満たない。IMANは現在、乳幼児養護施設CASA

DE　CUNA（スペイン語で”ゆりかごの家“の意味）、女児養護施設CASA　HOGAR
（“家庭の家“の意味）および小児病院（HOSPITAL　DEL　NI貰0）を経営しており、

その最高責任者には歴代大統領夫人が当ることになっている。

　なお乳幼児施設はここに紹介するもののほかにAvenida　Rio　Churubuscoにもあ

るそうである。

　施設の沿革と概要

　1969年1月28日設立。メキシコ市の中心から車で20分ぐらいの郊外ソカロ広
場の北西、6、880nttの敷地、周囲は一般住宅で、木立が多く環境がよい。

　建物は色彩的、精神的にも落着いており、シンプルで、機能的である。近代的建築物で

あるが、外観にはメキシコの特徴がよぐ出ており、美しいタイトルをたぐさん使用し、精

神的に最も安定するページュ色を暴本色として、赤・白・青・だいだい・緑などの調和の

とれた配色を見せている。

　入園管理局、診療室、衛生室、レクリエーション施設、日光浴室、水浴室、プレールー

ム、6つの寮（保育室）、ミルク処方研究室、調乳室、調理室、食堂、会議室などがある。

　対象者

　0歳～4歳（4歳を過ぎても6歳までは収容できる。現在4歳9か月が入所している。）

定員224人、現在110人収容。

　未婚・貧困のための捨児、両親がいない孤児、親の入院、養育困難に陥った子どもを収

容している。街角で保護される場合が多ぐ、ほとんどの子どもが、警察署を通じて入所し

ている。入所時va名前のない子どもも多数いる。

　職員の構成

　医師（小児科医）、看護婦、ソーシャルワーカー、弁護士、幼稚園教員、保母、栄養士、

調理師、ボランティアなど160A。

　対象者の処遇

　経営管理（理事）のもとに、健康（医師、看護婦）、ソーシャルワーカー、法律（弁護

士）、一般管理職務（保繕、自動車、その他）などの厳密に選ばれた有資格者が処遇に当

る。

　ソーシャルワーカーは、子どもが入所すると、観察室に48時間収容し、その間その子

どもの出生や入所原因を調査し、また年齢、家族構成、家庭の経済状態、社会的身分など
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をプアイルする。

　つぎに子どもを診察室に送り、身体に異状がないかを、小児科医によって診察を行う。

何らかの病状を示している場合には、ここの病室rcty容する。しかし重症の場合には、

IMAN小児病院に移送し、そこで治療を受けさせる。

　健康児であれば月齢に応じ、6つの寮区の1つに収容する。

　3、4歳児のためには、遊戯室や青空教室、公園などで遊戯療法なども行われる。これ

らは、ビアノの教師、幼稚園の教師、保母によって行わW保育老対子どもは、1対2の

割合である（プレールームの場合）。

　食事は年齢と健康状態によって与えられる。また0歳児のミルクにおいては、月齢・健

康状態によって、牛乳かカーネーションミルクにするか医師の処方箋により、栄養士の手

で調乳する。

　処遇の情況

　入所児はほとんどが警察署に保護されており、名前のわからない子も多数いるとのこと

である。日本でも、捨児、置去り児などがマスコミを賑わしているが、統計的には少なぐ、

メキシコほど問題ではないo

　入所児の処遇については前記の通りであるPS職員の勤務時間は午前7時～午後3時、午

後3時～午後10時、午後10時～午前7時である。そのうえ各部屋には、必ず看護婦が

配置されている。診療室は4人の医師によって運営される。午前7時～午前・11時半が診

察時間であり、24時間医師と連絡ができる態勢になっている。

　病室は一般の疾病と感染症と区別されており、現在結核児1人が隔離されている。メキ

シコでは結核患者は少ないそうである。一般病室に入室している子どもたちは皮膚病が目

立つ。ここには保育器などもあり、未熟児などに対しては数々の設備がある。

　予防注射については、百日咳、ポリオ、種痘などは日本と同じであるが、日本でやって

いないのが黄だんの予防注射である。現在のところ副作用は出ていないとのことであった。

　各寮区の日課は、起床午前7時～8時（起床した子どもから朝食）、昼寝午前11～正

午、就寝午後7時で、その間のプログラムは各寮により異なる。調理室では、健康児と疾

病児（下痢など）の調理室と食器が区別されている。食器などについては日本と大差ない。

　プレールームは3、4歳児がよぐ使用し、ピアノの先生と幼稚園の先生が指導に当る。

また玩具については、日本製品もある。

　里子と養子縁組

　最大の関心は入所時の在所期間である。施設にとどまるのは、できるだけ短期間にする

のが望ましく、長期になると、逆に悪影響がでるため、入所原因がなくなって家庭に帰す

ことも主な仕事である。

　一応6か月が目標で、その期間内にほとんどの子どもが里子に出る。1か月に20人の

里親希望があり、15人が里子に出る。

　養子縁組は、ソーシャルワーカー、弁護士によって行われる。養子をとる資格には、厳
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しい諸検査、調査がある。たとえば25歳～43歳の既婚者で経済的、精神的、社会的に

信頼でき、また健康でなければならない。

　それらは日本と変りないが、情緒面での心理テストも受けなければならない。これは大

切なことであり、良い傾向であると考える。

　また「法律局」により、法律的カウンセリング、一般的公共相談を扱い、外部に対して

も働きかけがある。退所後のアフターケアも完全に行われる。

　IMANと若干の疑問
　IMANはこの乳幼児養護施設CASA　DE　CUNん女児養護施設CASA　HOGAR
小児病院、事務所に分れている。病院のはうの費用は、IMANの経営しているガソリン

スタンドの売上げで賄われている。

　メキシコ市には民間で、両親が働いている子どもたちのための保育所、女中さんたちの

子どもを預る施設もある。

　日本の児童相談所に当る施設は、独立してなく、CASA　DE　CUNAのなかにすべて

含まれている。貧困が乳幼児の捨児、反社会的行動、拘留、未婚（結婚は法律と教会の承

認により成立する）の児、育児拒否、家出などの現実となって現われている。そのためメ

キシコ国YであるこのCASA　DE　CUNAの果す役割は大きなものになっている。

　しかしCASA　DE　CUNAの対象年齢はo歳～4歳、　CASA　HOGARet　6歳～18

歳であり。5歳児はCASA　DE　CUNAに年齢オーバー児として収容されているが、6

歳以上の男児収容施設はない。カトリック神父学校でみていると聞いたが、設備的・処遇

的には、このIMANの施設ほどでないと思われる。なぜ男児収容施設がないのか不思議で

あるo　（質問したが、解答力碍られなかった。　）

乳児ぺ。ド
を視察する
研修団一行

一 106一



研修所感（松本和子）

　メキシコ市は中央高原地帯にあり、気温は一年を通じて12°G～18°Gである。雨季

（5月～10月）と乾季（1」月～4月）k分れるが、特別に暑ぐも寒くもなぐ、1年中

快適に過すことができる。メキシコ市は北アメリカ最古の歴史を誇る都市で、現在tで6

世紀半にわTCり、メキシコの政治・経済・文化・教育などの中心であった近代都市でもあ

る。歴史のある国だけに町には記念公園、記念像、国立博物館、国立美術館、国立芸術院

寺院などが様々な形で残っている。市内外にテオティワカン文化、トルテカ文化、アステ

カ文化、マヤ文化の遺跡、遺構も数多ぐ存在しており、古代建築と近代建築が混在してい

る。国の重要な施設には、スペイン植民地時代の建造物も数多ぐある。

　メキシコは、メキシコインディアンと白人の混血70％、メキシコインディアン20％

白人10％で、混血の国ともいわれている。白人で多いのはユダヤ系、ドイツ系である。

　歴史のある国であるが、開発途上国であり、様々な問題を抱えている。そのなかでも世

界的に出産率が高いため、人口増加が政治的問題になっている。無知による人口増加を抑

えるために、病院で産児制限指導、子どもの病気についての保険指導がなされている。

　開発途±国の常である貧富の差が激しいのも例外でなく、少数の白人系の人たちが裕福

な生活を送り、大多数の混血、インディアンの人々は貧困にあえいでいる。

　メキシコ市のメーンストリートや、国立の歴史のある建造物、近代建造物などのある街

から一歩横町にはいると、母子で乞食をしている。また観光地で年少児、少年が花売り、

その他の物売りなどして白る光景にぶつかる。乞食については前大統領時代に禁止令が出

ていたが、現在では禁止されていないので多いということである。なんともアンバランス

な国だと感じた。

　学制は小学校6年、中学校3年、高等学校3年、大学5年である。大学は授業料が安い

ため、外国の留学生も多いそうである。免許にっいては幼稚園教員と看護婦は中卒後3年、

ソーシャルワーカーは高卒後1年の各専門学校を卒業しなければならない。

　メキシコの今後の課題は、産児制限による人口増加の抑制と小児保健の指導、それとと

もに、男児収容施設の設立、保育所の完備ではないかと思う。

　日本の乳児院の課題は、入所期間を短縮し、子ども中心の里親制度の確立、普及であろ

う。それには今のままでは無理で、ソーシャルワーカーなどの増員が必要になると思う。

　アメリカもメキシコも同じであったが、収容施設や病院で、家庭第一ということである。

家庭に帰せという目標で、週末に帰宅させたり、ある病院では看護婦付きで家庭に帰した

りしている。また家庭に看護婦を派遣するケースもある。これも施設にいる期間をできる

だけ短縮するための配慮である。そして、ソーシャルワーカーにより、入所児と家族との

コミ；ニケーションが比較的うまくいっていることである。日本では、施設に入れれば入

れっぱなしの両親や行政機関が多いが、もっと家族とのコミ＝・＝ケーションがうまくいか

ないものかと考え、また早ぐそうなって欲しいと思う。
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研修報告　18
　　　よし　　　だ　　　いつ　　　み

保母　吉　　田　　逸　　美

　　　虎伏学園

　　　和歌山市津泰3

報告担当施設

lNSTITUCION　MEXICANA　DE　ASISTENCIA
ALA　NINES　（IMAN）CASA　HOGAR．
（国立メキシコ児童援護協会家庭の家一女児養護施設）

所在地　Insurgentes　Sur書3700　Mexico　D．F．

説明者　Miss　Vireinia　Vazearcel．（ソーシャルワーヵ一）

研修日　10月11日午後

研修所感で扱った主な施設

E）ccelsier　Youth　Center．

Dr．　Solomon　Carter　Fliller　M巨ntal　Health　Center．
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lNSTITUCION　MEXICANA　DE　ASISTENCIA　A　LA　NINES
（IMAN）　CASA　HOGAR．
（国立メキシコ児童援護協会家庭の家一女児養護施設）

　午後の部として、11時35分から1時間余り見学した。SWのウィルシニァ・ワスカ

ルセルさんが私たちを出迎えて説明してぐださり、マリア・ウルフェニアさんという15

歳の少女が案内してぐださった。メキシコでは午後1時～4時が休憩時間とのことであわ

ただしぐ、心残りの点がたぐさんあったが、頂いたパンフレットを参照しながら報告する。

　施設の沿革と概要

　メキシコ市を南北に貫ぐ市内最長25々徐のインスルヘンテス大通りは、レフォルマ大

通りとの交差点から南をインスルヘンテス南通りという。市の中心から車で30分、その

南通りにCASA　HOGARがある。　IMAN　（国立メキシコ児童援護協会）の女児養護施

設で、1970年10月7日開設。付近はのどかな田園風景で、園内は芝生で覆われている。

　パン7レットには、アパート形式の4階建の青、緑、オレンジ、黄色のビラが4つ、そ

れぞれのビラは6つの区別のある3つの建物をもっていると誌されている。しかし園内の

見学では、アパート形式の4階建のビラが12あると説明を受けた。ほかには、野外広場、

野外劇場、コート、プール、図書館、400人を収容できる食堂、診療室、貯水タンク、

ポンプ室、ボイラー室、配電室などがある。

　対象老

　5歳から18歳までの女子を収容している。・くンフレットには792人収容となってい

るが、現在人員は500人のようである。

　入所にはIQ検査がある。集団生活のできる生活貧困家庭の女子が多ぐ入所している。

ソーシャルワーカーが身元調査を行い、入所させる必要があるかどうかを決めるとも聞ぐ。

入所希望者が多ぐ、家庭で扶養できる段階になれば家庭にもどすらしいが、この施設に入

所できるだけでも、子どもたちにとっては幸福であると説明を受けた。

塑
　直接はっきりした数字を聞ぐことができなかったが、各ビルに保母とソーシャルワーカ

ーが1人ずつ、そしてエキストラの保母が5人とのことなので、保母17人、ソーシャル

ワーカー12人、医師、心理学者、教師などである。

　対象者の処遇

　年齢が違い個性の異なるメンバーで家庭のふんい気をできる限り生出すよう、教育的、

道徳的目的に従って、12人の子どもたちが1つのグループで生活している。各建物には

朝夕食を用意する小さな台所が付いており、ここで牛乳、パン、卵、コーヒーなどで済ま

せる。昼食は400人収容の食堂で摂る。しかし子どものなかには学校に弁当を持って行

ぐ者もいる。子どもたちは各自の分担が決っており、食事の用意も自分たちでやっている。

　また希望によって自分のいきたい政府の学校に通ったり、夜学に通う子どももいる。し
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かし3時過ぎには大抵の子どもは学校から帰ってζる。それから裁縫、料理、電気、装飾

物、メキシコの手工芸、英語、踊り、合唱団の歌、製図、絵画、彫刻、演劇などの勉強を

するので、そのための教室が設備されている。美容師、速記者、書記、看護助手などの職

業に就かせて退園させるようにしている。すなわち子どもたちが経済的va自己に頼って行

けるように、小さいころから責任感を植え付けるようにしているようである。

　子どもたちはボランティアについて、水泳、ししゅう、絵画、バイオリン、料理などを

教わる。しかし週に1、12時間でもよいからと、手伝ってぐれるボランティアを求めてい

るが、10人程度と少なぐ、困っているとのことである。クリスマス前vaは子どもたちが

クラブ活動で作った手芸品を玄関前で売出すようにしている。

　施設の目的
　施設は3，700人以上の運動員によって建てられたもので、少女たちが施設の外の学校

va行ぐことによって、また他の家庭を訪問することで、社会とかかわりあいの機会をもつ

ようにと開かれた公共機関である。CASA　HOGARの目的はかの女たちの家庭であって、

決して寄宿舎であってはならない。その意味で建物は、集団レクリエーションと娯楽のた

めの大きな緑の広場のなかに建てられている。そして5歳から7歳までの子どもには、保

母が1人ついていて学習指導する部屋もある。子どもたちの生活は朝6時に起床（休日は

8時）、夜8時には低学年は消燈する。（高学年のなかには夜学に通う者もあり、決って

いないが、規則正しい生挿を送っている。）小遺いは園からは全ぐ支給されない。

　病院見学
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　N　同じ敷地内にあるIMANの病院HOSPITAL　DEL　NINO　（小児病院）について
説明を受けた。病院は1971年に開設され、入院患者用ベッド350床（小児科）、外

来患者1H1，000人。イマンの名前でガソリンスタンドを経営しており、この売上げ金

が病院の財源になっている。時間、医師が少ないので、メキシコ市外にも教育病院を造り、

母親教育にまず力を入れたいそうである。

　所見
　τ三のビルに6つのアパートがあり、1つのアパートに12人の子どもたちが生活して

いるから、子ども72人に対して保母1人である。用があれが各アパート入口にある電話

で保母に連絡するそうだが、それで監督が十分できるのか、納得の行かぬものを感じる。

各自の小遺いは親のある者は面会の折にもらうそうだが、面会のない者への影響はどうな

のか、卒園したときお金の使い方がわからなぐて困らないか、という疑問がわぐ。

　また保母は全員住込みのため、1年の長期にわたって休暇を取るそうであるが、休暇の

過し方、仕事の内容、子どもたちに接するときのようす、悩みなどを聞いてみたいと思っ

ていたA園内の保母さんと接することができず残念であった。施設の建物は立派で、こ

この子どもたちは、町角で見かける子どもたちに比べて服装はきちんと整えられていて、

衣食住は保障されている。しかし保母は管理人のような役割をしているだけのようだし、

職員スタッフもそれほどそろっていないようである。発展途上国だと思った。
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研修所感（吉田逸美）

　世界的に知られている観光地デンバーで、女子の更生養護施設を視察した。ここには非

行の少女が収容されている。ソーシャルワーカーが子どもを連れて3日間ぐらい子どもの

家（遠隔地）に行ぐ場合、飛行機で行ったり来たりすると聞き、さすがアメリカであると

思った。また85人のスタッフのうち、35人が男性であるというようなことも、日本で

はめずらしいことである。近接地の場合、週1回ぐらい面会を兼ねて、母親グループの教

育を行っているということには、ぜひ学びたい。

　ボストンでは、州立ソロモン・カーター・フラー博士精神衛生センターのアルパート先

生その他から親切な説明を聞き、両親とのコミュニケーションが大切で、毎週1回母親に

集ってもらって話合いの機会をもつということを知った。視察したこの日は、ちょうどそ

の日に当っていて、8人ほどの母親がドクターを囲んで話合っていた。

　二a一ヨークでの10月3、4日はユダヤ教の祭りで休みのためx高層ビルの建並ぶ街

を見学した。二＝一ヨークの中’Letマンハッタン島である。ハドソン川とイーストリバー

に囲まれた東西4蝕南北12如の細長い小さなこの島に、アメリカの富が結集しており、

摩天楼はその象徴である。摩天楼とは40階以上の超高層ピルを指していうそうだが、石

とコンクリートとガラスのピルの谷間の道は暗ぐ、日中でも日の当らぬ道路が多いという。

今度の研修ではこうした両面をしっかり学んで帰らなけれはと、私は建並ぶ高層ビルを見

て思った。

　ここでの研修はスペンる・チャピン里親あっせん機関であったが、この制度こそ、今後

の日本の児童福祉において学び研究せねばならぬ点ではないかという感じを深ぐした。今

度の研修旅行での一番大きな収獲であったように思う。

　メキシコ市は標高2，241m、超高層ピルが建並び、前衛美術がそれを彩っている。そ

の街角で子どもを背負った婦人が、編み物をしながら果物や木の実を売っている。そばva

は何十日も洗たぐをしていないズボンから膝ノH曽をのぞかせた子どもが遊んでいる。

　先住民族風、スペイン植民地風、近代的なものと家は様々であり、さらに上級、中級、

下級と貧富の差がきわめて著しいようva思われた。アメリカでは町の子どもたちの様子が

見たいと思っても、下校姿を見かける程度であったが、ここでは子どもたちは夜遅くまで

観光客相手に花や民芸品を売り歩いている。CASA　HOGARで聞かされた施設にはいれ

るだけでも子どもたちにとって幸福という言葉が思い出された。

　メキシコは初等教育だけが義務制である。地方では中学校も数が少なぐ、高校は2年制

もみられるとのことである。大学は全国va　17の総合大学があり、国立自治大学は有名で

ある。しかし小学校でも進学率が低ぐ、4年で退学するのがきわめて多い。村に中学校がな

ぐ、バスで町に通うような状態である。文盲率宝35％といわれている。ここでは養護施

設のスケールの大きさに驚かされたが、メキシコの2つの面を見たことは収獲であった。

　　「家庭の家」の写真は126べ一ジ
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日本赤十字社徳島乳児院

ノ1・松島市中田町新開

　2－1

HILO　CARE　CENTER　AND
RETIREMENT　APARTMENTS．
（ヒロ・ケアセンター一老人養護施設および有料老人ホーム）

所在地　944N46st　Kawailani　Street，　Hilo，

説明者　Mr．David　Beadsley．（施設長）

　　　　Mrs．　Park．（正看護婦）

　　　　10月13日午後

一112一



t HILO　CARE　CENTER．
（ヒロ・クアセンター一老人養護ホームおよび有料老人ホーム）

　施設の概況

　民間の老人養護ホームと特別養護ホームである。

　ハワイ島の政治・文化の中心であるヒロ市内の住宅地区、カワィラニ通り、緑の多い静

かな環境のよい所にある。1973年7月19日設立。

　2階建の明るい病院的な懸じのする施設である。玄関はホールになっていて開放的で、

老人たちは自由に出入りしてソフアーに座って読書したり、戸外をながめたりしてぐつろ

いでいた。面会もこのホールを利用している。玄関の右側に事務所、左側に老人たちの生

活している2階建の建物がある。1階が特別養護老人ホーム、2階が養護老人ホームと退

職者の入所施設となっている。居住には個室、2人部屋、3人部屋がある。食堂、娯楽室

は各階に設置され、調理室、洗たぐ室、作業室、OTルーム、美容室、浴室が、1階の廊

下の片側にある。片側は老人たちの居住になっている。

　建物の周囲は芝生に囲まれていて、老人たちの散歩に適している。

　対象者

　対象者は68歳以上の養護および特別養護老人であるが、必要があれば例外者も入所で

きる。現在29歳であるが、寝たきりの生活で家族が面倒を見ることができず、他にはい

る施設がなぐ、看護を受けている者がいる。特別養護老人ホームは満床で、168人が入

所しているが、養護老人ホームは現在29人であり、まだ入所できるとの話であった。残

念ながら定員数は不明であった。また2階には、養護老人ホームとは別に、アメリカ本土

やハワイ州から余生を送るためにやってきた退職者の入所施設があり、現在14人がいる。

　入所はハワイ州およびアメリカ本土の在住者で、本人が家族の希望により、直接ここへ

入所の申込みをする。退所も同じである。現在、入所希望者が多ぐ、ウェィティングリス

トを設けて入所者を決定しているとのことである。入所理由のほとんどが生活全般におい

て介助を必要とし、家族が年老いた親の面倒を見られないためである。

題
　施設長はまだ29歳のハンサムな独身青年である。職員構成はソーシャルワーカー2人、

作業療法士1人、物理療法士2人、正看護婦10人、准看護婦22人、看護助手60人、

栄養士1人、調理師2人、その他の職員を合せて全部で147人である。ボランティアは

12人であり、老人たちとともに手芸をしたり、本を読んだり、散歩について行ったりし

ている。職員がボランティアの指導をして、その日の仕事をお願いしているとのことであ

る。

　対象者の処遇

　居室は各室ともゆったりとしたホテル形式で床にはじゅうたんを敷きつめ、ベッド、冷

蔵庫、そして簡単な流し台が備付けられていて、明るく落着いている。

一113一



　特別養護老人に対しては、特に車イスなどを利用して、できるだけ寝たきりの生活にな

らないよう配慮されている。

　作業療法室では、作業療法士の指導のもとに4人の看護助手が交替で、自分で歩ける者

や車いす使用の62人を対象に、車いすや訓練用の器具の使用方法を教えたり、老人体操

や手足のマッサージなどを行っている。

　別の作業室では、特に職員は指導していないが、入所者が自由に趣味や自分のもってい

る技術を生かして、人形や玩具を作ったり、ししゅうや木工製作を楽しんでやっている。

自分が作った物は自由に売っても、友だちや家族が面会に来たときにプレゼントしてもよ

い。売った場合の収入はもちろん自分のポケットマネーになる。

　施設専任の医師はいないが、個々にかかりつけの医師がいて、その医師の指示に基づき、

看護に当っており、必要に応じて病院に入院する場合もある。病院退院後はいつでも施設

に帰ってくることができるよう配慮されている。

　特記事項
　施設と地域社会との特別な交流はないが、老人たちは比較的自由va外出・外泊ができる

ようである。自由に動ぐことのできる老人はパスに乗って町へ買物に行ったり、釣に行っ

たり、ピクニックや散歩をしたり、個人的に遊びに出かけているとのことである。

　老人を車いすに座らせ、ひもで固定していたので理由を尋ねると、身体のコントロール

が自由にできないので、前へ倒れないように危険防止のために固定しているとのことであ

った。しかし長時間、あのように固定しておぐのは問題があると思った。

　所見
　芝言に囲まれた静かな環境で、明るくのびのびとした生活を送っているように見受けら

れるが、やはり老人のもつ寂しさのようなものが伝わってきて悲しくなった。

　いぐら恵まれた環境や設備のなかで生活していても、家族と離れて暮す寂しさは何処の

国でも同じだと思う。だれしもできることならば家族とともに幸福な余生を送りたいと願

うのが本当ではないだろうか。親は親、子は子と割切った考え方が当然の風潮のなかで、

互いに気を使いながら生活するよりは、施設を上手に利用して生活すればよいではないか、

と言ってしまえば終りだが、現在の自分が在るのは、親の壌なのだから、親に感謝し、

面倒を見るのが子どもの義務であり、本当の姿ではないだろうか。

　まだ創立3年で十分な活動がされていないのかもしれないが、このセンターで特に感じ

たのは、老人たちが暇をもてあましているのではないかということである。他人に干渉せ

ず、互いに好きなことをして静かに余生を送ることも大切だろうが、せっかぐ一緒に生活

をしているのだから、職員たちもただ機械的va接するのではなぐ、楽しく生活できるよう

にもっと配慮して欲しいと思う。これは日本人としての考え方であり、かれらはかれらな

りに今のままで幸福なのかもしれないが……。
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研修所感（大塚晴恵）

　広大な自然のなかの恵まれた施設での充実した専門スタッフのゆとりある指導、アフタ

ー
ケアの充実、里親制度およびボランティア活動の発達など、本当に勉強になった。

　里親制度については、まだまだ知りたいことが一杯である。特に里親の考え方や、委託

された子どもの精神的発達状態など気になる。

　ボルビーのホスピタリズムの考え方、収容施設で育てるよりも家庭のなかで育てた方が

よいとの考え方で、子どもたちは里親に委託されているが、養子縁組を目的としない短期

間の場合、あちらこちらとたらい回しにされたりの親子関係で、問題はないのかどうか、

問題が起きた場合には、ソーシャルワーカーを交えてお互いに話合いで解決しているとの

ことであったが、本当にそれで解決できるのか、また、子どもたちの精神発達にどのよう

な影響を与えているのかなど、もっともっと詳しぐ知りたいと思う。

　それから、ボランティア活動が非常に発達し、専門スタッフの助手的役割を果している

のには驚いた。日本でも一日も早ぐボランティア教育を進め、社会資源の一つとしてどん

どん活用して行ぐべきだと思う。

　アメリカ合衆国では、ハンディキャップをもつ子どもの教育や訓練の責任を政府がもち、

あらゆる面に対して援助の手を差しのぺている。各施設や病院でも、専門スタッフによる

ゆとりあるケアが行われ、家庭とのコミ＝ニケーションを第一に考えて、週末vaはできる

だけ子どもを家庭に帰すように・C掛けている。すべてが子ども中心va考えられているのに

感心した。

　日本では、施設に収容すればそれで問題が解決したかのように考えられて、十分なアフ

ターケアまではとてもできていない。また専門スタッフはもちろん、必要な経費さえ溝足

にないのが現状である。

　広大な自然と、多くの人材を抱えているアメリカ合衆国がうらやましぐなる。しかし、

アメリカ合衆国の高度な社会福祉は、国民の重い負担vaより成立っているということも、

忘れてはならない事実である。

ヒロ・ケアセン
ター入口の標識
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PALAMA　SETTLEMENT
（パラマ隣｛呆館）

肪
平

よし　　まろ

th　磨

さざなみ学園

彦根市鳥居本町1431

HOUSE．

所在地　　810North　Vineyard　Boulevard，｝量）nolulu，　Hawai　i　96817．

説明者　Robert　H．　Higashino．（Executive　Director）

　　　　Eartene　Piko．（Program　Di　rector）

　　　　10月15日午前
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PALAMA　SETTLEMENT　HOUSE
（バラマ隣保館）

　研修旅行最後の訪問地、ホノルルには、飛行機便の都合で10時の訪問予定時間の2時

間前に着いた。この時間を利用して、バスで市内を見物した。訪問施設は、地域社会福祉、

また非行児などの治療・教育に当ってte　b、日本でいう隣保館的な機能をもっている。日

系の方で山口県出身という東野館長から説明を受け、教室などを見学させていただいた。

壁
　この施設は1896年、セントラル・ユニオン教会にょって、旧ダウンタウンの近くに

開設されたPALAMA　CHAPEL　（パラマ礼拝堂）から始った。その80年の歴史には、

地域社会の実情やそのニードによb、幾多の変遷があった。

　この辺bは、さとうきび栽培のために中国、日本、フィリピンなどからの移民の居住地

であって、住民は経済面、健康面、教育面などで恵まれない人たちであった。それに付け

加えて、1899年に伝染病（ペスト）が流行し、1905年には大火（ペスト退治の火

が類焼）があb、住民は困窮をきわめた。

　セツルメントは最初、病気のひどい家庭に看護婦を送った。その後、住民（移民）たちの

食物が偏っているため、家庭に牛乳を配布した。また、子どもたちに脳の病気が流行した

ため、1～2週間滞在させて面倒をみた。

　ある期間は、幼児園、産児制限の教育施設があった。また近所の人たちの娯楽、レクリ

エーションの奨励に努めた。水泳、バスケットボール、フットボールなどのチームを編成

し、練習なども計画的に行い、オアフ島の試合でもよい成績を収めた。

　このような機能の変遷δ後、現在でも地域住民のために種々の事業を行っている。

　現在の事業

　大別して、次のような事業を行っている。

　L　施設、団体に、この建物の部屋を貸している。施設、団体とは、歯の治療機関、市

の福祉局、個人や家族の保健の相談・連絡をとる機関などである。

　2．青少年を相手とした教育のプログラム。

　感情面で手のかかる子どもたちのプログラAである。具体的には、法律を犯し、感化院

へ送られるまでには行かない児童、また10歳から17歳tでの児童で麻薬の常用者、学

校へ行かず、家族の言うことを聞かず家出などをする子、の3種類の子どもたちを扱って

hるo

　この子どもたちのプログラAは、60人定員で行bれる。現在、定員一杯の60人の児

童がいる。9時から3時までの日課は、午前中は教科学習、昼食後はグループ指導、2時

以降は運動プログラA（空手、水泳）である。

　ここで勉強して成績がよければポイントにして、菓子、コカコーラ、たばこなどを与え

る。また成績や状態によb、スポーツに参加することを許し、指導の手がかbとする。
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　麻薬を常用している子は、普通のときは気が変な状態である。自分の体はどんなもので

あるかを教えたb、感触を養わせたりする。他の一つの方法は、機械を体に着けて心臓の

動きや働きを知らせたb、感情をグラフに表したbする。体の反応を知b、コントロール

することを身に付けさせるためである。麻薬常用児は現在30人入所している。

　ここに入所してくる児童は全部裁判所から送られてくる。児童たちは、刑務所か、この

パラマ・セツルメントかの選択にもとに送られてくるので、ここへ来られれば良い方だと

思っており、家庭から通所しているのにもかかわらず出席率はたいへんよい。

　在所期間は3か月から1年半程度であb、成績が上がれば普通学校に復帰する。しかし

ここで児童たちがよくなっても、家庭事情が改善されていないため不満を感じたb、また

社会に受入れられて良い道を選ぶことが大変むずかしかったbで、ふたたびもどってくる

子、刑務所へ送られる子もいる。

　アフターケアはここでは十分行えないし、家庭訪問なども、片親や、両親のない子が多

く、受入れてもらえず、子どもたちに、遊ぶ（スポーツ）機会や、夕食を提供する。

　3．地域の子どもたちに、遊ぶ（スポーツ）機会や、夕食を提供する。

　午後3時半から9時tでの時間、普通学校が放課になった子どもたち200人程度に

（定員が200人であるが現在200人扱う）集団で遊ぶ機会や夕食を与える。登録され

ている子どもたちが自発的に来て利用する。年齢にょって組分けをし、学習、グループ活

動、スポーツなどをする。親なども面倒をみることを手伝うし、登録されている60人の

ボランティアの方の何人かが1日1時間～3時間程度手伝う。

　4．近所の老人の何人かがここへきて昼食をとる。

　昼食をとりにきた老人たちは、昼食をとった後、それぞれ話などをし午後の時間を過し

て帰っていく。食事はヒこの職員では賄えなhので、市の給食センターから配布を受ける。

　5，地域福祉。

　この付近に低所得者層を対象にした5つの団地がある。ここの人たちは団地の生活に慣

れていない人たちが多い。種々の問題があるとき、団地へ行って相談に応じたb、市の役

員の方と連絡したり調整したりする。

　職員構成

　以上の多種にわたる業務を総数16人のスタッフですべて行っている。たいへんに忙し

いとの話である。館長1人、教育担当3人、看護婦1名、ソーシャルワーカー2人、児童

心理担当1名、面倒をみる人8人の構成メンバーである。5人の人が住込みで勤務し、他

の人は早番、遅番などの交替制を採っている。麻桑中毒児の指導で医者が必要なときには、

その都度近くの病院へ連れて行くとのことである。職員のなかには子どもたちのために働

きたいという意欲をもち、高校を出．ただけの人もいる。

　運営面

　経営主体は全くの民間立である。運営の基金は、75％が慈善団体からくる。この団体

は州全体から善意のb金を集めて、州で56団体が加入して健る福祉機関に配布する。他
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の25％は、この施設が部屋などを貸している家賃代、また年1回近くの遊園地で行うバ

ザーの収益金などである。麻薬常用児など裁判所から送られてくる児童の必要経費は、州

政府から払われる。

壁
　大きい樹木に囲まれた重厚な建物にさすがに歴史の古さを感じさせられた。最初会議室

で1時間ほどこの施設の沿革や、現在行われている事業の説明を聞いた。私は隣保館につ

いての知識に乏しく、tた短時間の間に数多い仕事の内容についての説明であb、児童た

ちの指導の実際の生々しい事例を聞くことができず、やや理解しにくい点があった。

　児童たちが階下で食事をしている間に教室などを見学した。社会科などの教科を習うつ

くえの並んだ3つの教室、グループセラピー、ミーティングに使用する部屋、薬を飲んだ

ときに使用するベッドが隅に1つ置いてある安静のための部屋を見学した。階下に降bる

階段で、食事を終って教室へ上がる20人ほどの15～16歳の子どもたちに出会っtc。

アメリカ本土とは異るアジア系を感じさせる顔の青年が多く見られte。上半身裸の子や素

足の子もいた。私の感じでは、子どもたちの表情は硬く、われわれに親しみを示す眼差し

は少なく、学習指導、集団指導にむずかしい面があるだろうと感じた。

　アメリカ本土の、その目的のために建てられた施設に比べると、建物全体が古いことに

ょるかも知れないが、教室や廊下など彩光がよくなく、暗い感じを受けた。教室などの備

品も備わっていないような気がした。

　広い敷地内には、見学した建物のほかに、2～3の大きい建物があった。前の説明にあ

った団体に部屋を貸したb、老人や近所の子どもたちが利用する建物なのだろう。

　感想

　まず最初に感じたことは、ハワイという国について私が抱いていた観光の国、ワイキキ

の浜に代表される常夏の楽園というイメージの裏面にある、ハワイ土人や種々の国からの

移民、今日の観光客相手の仕事と、さとうきびとパインナップルの生産のみを経済の基盤

としている状況と、それらのもたらす種々の問題がこのような施設に集約されていること

である。余りにも一面が豊かで華やかであるだけに、その裏面の貧しさ、深刻さが強烈に

感じられた。このことはハワイのみならず、今回の研修旅行を通じて感じたととであった。

　日本の隣保館事業についての知識の皆無の私が、異国での1時間余bの説明や見学で、

この施設に対して正しい評価がもてるとは思わないが、感じたことを以下しるす。

　1．このハウスカX長い歴史のなかで常に地域住民のニードを基調にしsその機能を対

応、変遷させてきたζとと、職員の福祉に対する徹底さ、融通性である。ζれが隣保館の

性格かもわからないが、このバイタリティには感心させられた。

　2．このことは、説明者の言葉にもあったように、「ハワイには問題のある子どもに比

して、施設の数が少ない」ということである。必要に迫られた対処であったのだろう。

　3，そして反面では、限られた子どもたちを24時間養育している私たちからみると、

またアメリカ本土の専門化された問題児への対処を研修した後の私たちからみると、60
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人の麻薬禍と非行の青年たちを通所させて治療しているプログラムにおいて、その専門性

と治療の体系化・設備などに徹底さを欠く面があるのではないかと感じた。

　4，そしてこの施設にこれだけの重責と役割を任せているハワイ州政府と州民の、福祉

に対する考え方の実状を、深く知bたいと思．った。

　今回の私たちの研修で、その日程が1ぼぎて行くにしたがって団員の大きなテーマの一つ

になってきたのは、日本の収容施設の在り方（収容治療の意義）カK今後どのようにある

べきなのかという問題であった。それは、アメリカでは、日本の乳・幼児院に相当するペ

ピーホームの数が少ないこと。それを補う体制として里親制度が充実していること。子ど

もは本来家庭で育つものという思想が徴底していること。ボスビタリズムの問題、障害児

でも可能な限り通所施設を前鍵としていること。施設収容の場合でも3か月～1年という

ように期限を限って早く家庭復帰させることを大きい目的としているとと。これらの問題

にわれわれが直面したからである。

　日本でも児竜福祉の考え方か、母子を分離して施設に収容するという考え方から、家庭

のなかで、また家庭ぐるみで治療するという方向に変りつつあると思われる。

　しかし、その過程にお・いてわれわれは、アメリカにおけるこのような方向・制度につい

ての、tた日本における施設内容についての現状の分断と、よってきたる種々の状況の把

握を、同時に進めなければならないと恩．う。具体的には、日米間における家族制度、親子

関係、児童観、里親制度、施設収容の実際、法的側面などの比較研究から進めなければな

らなレ、と層，うo

　そのようなことを考えながら、このハウスの60人の非行児・麻薬禍の児童たちには、

家庭よb分離し（ある期間）きめの細かい人間関係のもとに、児童たちの自立する力を育

てる体制が必要なように思われた。

．

隣保館が賃
貸している
歯科治療機
関の入口で
研修団一同

・
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KAUIKEOLANI　CHILDREN’S
（カウイケオラニ小児病院）

所在地

説明者

研修日

226North　Kuakini　Street・

Dr．　Jiro　Saegusa．（院長）

10月15日午後

長崎社会福祉事業団

光と緑の国乳児院

大村市諏訪郷130

HOSPITAL．
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KAUIKEOLAN｜CHILDEN’S　HOSPITAL
（カウイケオラニ小児病院）

　創立と沿革

　ハワイの子どもたちのための専門病院の必要を認めたS．B．　Dole総督とJ．R．　Judd

博士の努力によb、1907年10月に創立、基金を設定し、1909年11月に建物が
完成して開院した。その後1950年、現在の建物に変った。’・ワイ州の州都、オアフ島

ホノルル市のほぼ中心地点にあり、周囲は緑の木立の、穏やかな、美しい環境である。

　現在コンピューター組織を取入れた新病棟を1971年開設を目標に計画している。新

病棟が完成すれば、今の病棟は取壊して、敷地は芝生になる予定である。

　建物設備

　5つの病棟からなっている。

　1・　10歳以下の感染症のある子どもを扱う病棟。

　2．10歳以下の感染症のない子どもを扱う病棟。

　3．　10歳以上の感染症のある子ども、ない子どもを扱う病棟。

　4．濃．厚治療病棟。

　5．外来病棟。

　院内にはナースセンター、薬局、リネン室、通信施備室、中毒管理センター、強姦者検

査室などがある。

　また組織的には別であるが、リハビリテーションセンター、トレーニングセンター、先

天性奇形児センターがあb、関連した治療を行っている。

　対象者

　男女0歳～21歳の急性患者のみを対象とする。

　定員はベッド数80床。①濃厚治療12床。そのほカ＼②65床～66床、③非常用と

して、精神病3床、交通事故3床～5床となっており、必要度は満たされている。

　年間外来患者は2万人、年間入院患者はZOOO人である。

　入院費は普通治療1日50ドルで、その他に薬、特殊治療費などを加えて、平均80ド

ル余りになる。濃厚治療は1日800ドルで、その他に薬、特殊治療費などを加えて平均

1．000ドル余である。平均して、保険会社から費用の80％ぐらいを支払ってくれる。

　平均入院期間としては、45日というデータが出ている。盲腸炎の場合は3日間の入院

ですぐに退院とのことである。

　職員

　2つのセクションに分れている。

　L　ビジネスセクション

　　　　会計士3人　　　　　弁護士3人

　2．　ドクターセクション
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　　　医師13人（常時9人力働務、ローテーションシステムをとっている。）

　　　　インターン13人（他の4つの病院をかけもっている。）

　　　　看護婦　　①高校卒業後4年間の専門教育を受けた者85ん

　　　　　　　　②高校卒業後2年間の専門教育を受けte者21人。

　　　　セラピスト30人。　①精神療法士9人、②ソーシャルワーカー8人、③言語療

　　　　　法士2人、④レクリエーシ・ンセラピスト、⑤プレストセラピスト・⑥プレ

　　　　　　ーセラピスト。

　看護婦の種類として次の4つが挙げられる。

　　①Registered　Mrse・②Nurse．③Licensed　Practical　Mr8e．④看護助手。

　仕事の内容は、①は看護婦の先生であb、1日中看護婦を指導する。②はカルテの記録

などに当る。③は実動の仕事に当る。④はオムツ交換、授乳など。

　対象者の処遇

　完全看護で付添hはhらない。

　長期入院の児童には、ハワイ州派遺の学校の教師が、複式学級で教育する。

　手術前の子どもへの配慮として、ソーシャルワーカーが手術する前日あるいは前々日に

子どもたちを集めて、遊びのなかで、手術室の設備とかベッドでの状態などをやさしく説

明し、恐怖感を少しでも和らげてやる。

　特殊事項として

　1．Milk　Bank（母乳銀行）について

　これは2年前に始められ、公的には認められていない。しかしグアヘアラスカなどを

除き、ほとんどの州がもっているもので、口伝えによる広告で集った母乳を殺菌冷凍して

地下に貯蔵してbき、使用時に溶解して使用する。冷凍した母乳は6か月は保存できる。

しかしこの病院では供給量が少ないので、2週間以内に使用している。主に新生児、未熟

児、母乳不足の乳児に使用している。人工栄養に比べると、腸の腐敗する率が少ないとの

ことである。

　一般的に傾向として母乳の重要性が認められ、母乳を与える母親が増えている。これに

は何十年かおきに大きな波があb、今までの統計からすると、5年先には母乳だけになる

だろうとのことである。

　2．健康保険について

　thmaiiMedical　Service　Associationという、アメリカ全州に通じている巨大民

間保険会社がある。ほとんどの人々が加入している。ちxうど日本の生命保険などと同じ

ょうなシステムをとってts　b、治療費は保険会社のバンクから段階によって費用が出るよ

うになっている。しかし全額出るようなことはない。生活保護老には政府から保険会社に

金が投入され、本人がその保険を受ける。これにはS．D．S．A．という印が押してあるだけ

で何らかわbはない。

　3．フォスターマザL－（里親）について
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　病院でも入院させたままbき去りにされる子どもがまれにある。その場合はChild

Protect　Ce　pte　r＋（児童保護協会）が法律上の権利を図b、裁判所で決定し、家庭に里子

として出す。この場合、里親に対してはハワイ州から子どもの生活費全額が出るしくみに

なっている。大きく成長した子どもが里親をいやがるときもあb、そういう場合は里親を

変えるということもあb得る。

　4．　P．S．R．O．について

　臨床組織とは別に、治療行為にはいり込んで検査する組織である。この組織はアメリカ

全土にある。動機は何ら治療する理由なしに、例えば、両親が族行するのに子どもを預け

るために入院させるというような、単純なものから始った。毎日カルテをテェックし、回

診時は一緒について行き、疑問点などを聞く。だから医者は勝手に入院させることはでき

ない。不都合の場合は強制退院させることもできる。

　5．　ボランティア活動について

　この病院にはボランティア係として3人のスタッフをおいている。健康で何もすること

がないとか、夏休みなどの人がボランティアを希望すると面接し、事前調査をする。そし

て短期のボランティアには患者への郵便物運搬、病院の案内役など、簡単な内容の仕事が

与えられる。1か月以上の長期ボランティアは、トレーニングして配置される。

　毎日活動するボランティアが20人余、そのほか受持っている曜日にだけ来るボランテ

ィアがいるので、合計すると毎日50人～60人のボランティアが活動している。

　6．Poison　Contrel　Center（PCCと略）（中毒管理センター）について

　中毒性物質の組成や処置法などの情報を提供する24時間の電話サービス、解毒剤につ

いての資料リストの作成、情報を与えた電話内容の記録、地域の中毒事故予防の教育計画

などをしている。近年家庭内に取入れられている化学的な物質は数限りなくあるので、常

に情報を収集してtsかないと適切な処置を行うことが難しい。米国のPCCの基準は1965

年American　Assoeiation　of　Poison　Control　Center　にょって定められている。

　7．輸血について

　献血制度をとってts　b、有志による献血を行い、不足すると新聞に広告してどうにか間

に合せている。手術時などで急に不足が生じた場合には、近くの軍隊に依頼し、ヘリコプ

ターで運般するしくみになっている。

　8，通信設備室について

　1人が常時勤務して急患関係の連絡をとるしくみである。例えば、交通事故が起きた場

合、すぐこ亡に連絡がはいb、病院内に急患を受入れる態勢を整える。

　9，強姦者検査室について

　警察のもとで強姦者を検査するもので、加害老に旅行者が多い。婦女暴行は最低5年の

服役、15歳以下は5年間少年感化院にいれられる。強姦されて妊娠する場合もあるが、ハ

ワイ州では3年前に人工中絶が認められるようになった。
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　10．プレーセラビスト室について

　長期入院の子どもに、遊びのなかで発育・発達を促すために使用する部屋である。水遊

びのための水道、オルガン、積木、絵本、クレパスなど種々のおもちゃでうめられていた。

　1L　その他として

　薬については、錠剤、シロップのみで、日本のように調合方法はとっていない。高校卒

業後5年間の専門教育を受け、国家試験に合格した薬剤師なので、調合はできるが。

　義務づけられた予防接種としては、ジフテリア、百日咳、破傷風、ポリt、麻疹、流行

性耳下腺炎が挙げられている。

　診断のつかない病気も数多くあb、検査すると確かな異常が認められる。

　tムツは紙オムツを全面的に使用している。紙オムツに対してアレルギー体質の場合は、

布オムツを例外として用いている。

　新生児のときから腹ばいにして寝かせている。理由として、嚥下性肺炎にならないため

にとのことである。私たちが日本人的頭で考え心配する窒息はない。シーツの下は、やや

堅めのマットになっていたが、窒息を防ぐ手段である。

　まとめとして

　社会性の違いであろうか、子どもの育て方も甘やかすことがなく、他児との比較など全

くしない。長期旅行するときは子どもは他人に預けるのである。里親制度に対する考え方

もフランクである。

　私生児といえども偏見も差別もなく、技術、能力を重視する実力王義である。なんと私

たち日本人と差違の大きいことだろう。
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事　務　局　報　告

t

　当資生堂社会福祉事業財団は昭和47年発足以来、民間施設職員の資質と処遇技術の向

上を目的として毎年海外研修を実施してまいbましたが、昭和51年度をもって5回を重

ねるにいたbました。本年度は乳児院関係職負16人、虚弱児施設関係職員8人、計24

人をもって海外社会福祉研修団を編成し、9月23日よb10月18日まで26日間にわたって、

アメリカbよびメキシコに派遣いたしました。日程ならびに訪問施設・機関は、本報告書

に記載の通bでございます。幸い研修団員一同なんらの事故もなく、予定通りに研修旅行

を終了して帰着いたしました。

　福祉先進国であb、またわが国の福祉政策ならびに福祉事業に多大な影響を及ぼしてき

たアメリカにあっては、近年、施設収容から里親委託へ、養護療育から通所療育へと、対象

者の処遇について、特に顕着な変化をみせてきてtSbtす。これは、わが国においてはな

かなか理解しがたい現象であbますが、今回の研修において団員各位はそれを目のあたb

にみて、将来の福祉活動の展開に対して大きく目を見開かれたものと思います。また、そ

れらの組織や機構を効果的に運営するための歯車ともいうべきソーシャルワーカーの活動

について、さらには各施設の職員の使命感、職業意識、技術者としての自信などについて、

きわめて多くのものを学ばれたことと思います。各位の学ばれた成果を生かしての今後の

ご活躍を切に期したいと念願いたします。

　さて、このように実b多い研修であbましたが、その計画立案はもとよb当財団のみで

ょくするところではあbません。それはひとえに厚生省関係部門のご支援によるものであ

bます。研修終了に当りここに厚く御礼申しあげます。ltbtた団員の推薦に際しては都

道府県児童福祉主管部（局）に多大なご協力をいただきました。団員の資質はただちに研

修成果に連らなるものであb、ここに有終の美を収めることができ、改めて深く謝意を申

述べる次第であbます。

　以上をもって第5回アメリカ・メキシコ海外研修事務局報告といたします。

財団法人資生堂社会福祉事業財団
　　　　　　　　　　　　事　務　局
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