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１

研究の意図

一

柳

徹

水が初めて治療の目的で使用されたのは、紀

水を利用した活動は、地上では経験できな

元前４・５世紀ごろで、温水と冷水を使った

い運動を導くとともに、水の中特有の人と人、

といわれている。わが国でも、温泉療法ある

人と物とのかかわりを作り上げる。水を利用

いは湯治という呼び方で一般に古くから親し

した指導は、障害のある子どもたちへの発達

まれてきた。現在では、主として運動機能回

を促すための有効な治療的手段として位置づ

復や運動器官の治療の目的のために、温水の

けられている。

効果と水中運動の効果の相乗作用を期待した

県内の養護学校でも徐々にではあるが、機
能回復等を目的とした屋内温水プールが造ら

ものへと変化している。
イ

れ、障害のある子どもたちがプールを利用す

水治療法の意義
水治療法の意義としては、次のようなこと

る機会が増えている。水治(すいち)療法の指

が考えられる。

導は、主として専門家である理学療法士が当

(ｱ) 温熱作用

たるが、養護学校の教員、当センターの職員
等も行っている。

温熱作用として血液、リンパ液などの循環
が高められる。

この水治療法は、機能回復だけでなく、精

(ｲ) 浮力による免荷作用
水を媒体とすることで浮力を利用して体重

神的にリラックスした状態を作り出せるので、
教育相談を効果的に進める一つの方法として

支持が可能となったり、姿勢のコントロール

期待できる。

が容易になったりする。

本研究では、この水治療法の手法を教育相

(ｳ) 水圧による力学的作用

談に生かすことで、子どもの心にアプローチ

水圧により皮膚表面に近い静脈が適度な圧

できるのではないかと考えた。そこで、水治

迫を受けて、血液循環を活発にする。それと

療法的手法を活用していく上で、水治訓練指

ともに、腹囲、胸囲なども縮小され、呼気の

導室を利用する子どもや保護者にどのような

補助として呼吸機能の向上にも役立つ。流水

支援を行っていけばよいのかなど、水治療法

の中では、皮膚、筋肉に対して機械的な刺激

と教育相談との関連を探り、水治療法的手法

を与え、循環機能を高め、筋力増強の効果も

を取り入れた教育相談の在り方を研究してい

得られる。

くこととした。

(ｴ) 精神的な作用
温かい水の中での活動は、壮快さとともに、

２

研究の内容

浮力などによる運動範囲の増大に伴って、精

(1) 水治療法の基本的な考え方

神的な満足感が得られる。

ア

(2) 水治療法と教育相談との関連

水治療法の由来
水治療法(hydrotherapy)は、ギリシャ語の

ア

教育相談について

hydor(水)とtherapia(治療)を語源とし、水を

文部省「生徒指導の手びき」(昭和40年)で

通して治療するということに由来している。

は、教育相談について「一人ひとりの子ども
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の教育上の諸問題について、本人または親、

激を与えることが可能となり、言語面で

教師などに、その望ましい在り方について指

の発達が見られること

導、助言することを意味する。言いかえれば、

などが挙げられる。

個人のもつ悩みや困難を解決することにより、

(3) 水治訓練指導室を活用した教育相談状況

その生活によく適応させ、人格成長への援助
＊１

を図ろうとするものである。」

調査から

と定義してい

次に、水治訓練指導室を活用した教育相談

る。その教育相談活動の手法は様々であるが、

について調べた。

現在、各学校、相談機関では、遊戯療法、箱

ア

水治訓練指導室を活用した教育相談状況

庭療法、音楽療法等多くの手法が取り入れら

（平成 14 年４月〜 10 月：ふれあい教育セ

れている。

ンター職員が担当した教育相談）

イ

水治療法的手法を取り入れた教育相談の

意義

・主訴：集団不適応、知的障害、情緒障害等
・活動内容：用具（浮き輪、ビート板、滑り

水治療法は、前述のように温熱、浮力、水
圧の作用により機能回復等の大きな効果が得

台等）を使った活動、水中歩行、潜水等
イ

られる。さらには精神的な面での効果も期待

水治訓練指導室を利用する子どもや保護

者の感想

できる。そこで、この水治療法の精神的な面

・週１回では少ない。毎日実施してほしい。

での効果を教育相談に取り入れることで、よ

・相談活動で教わったことを家庭で入浴中に

り子どもの心にアプローチできるのではない
かと考え、水治療法的手法を取り入れた教育

実践しようとしたが難しい。
・水泳が好きになった。いつの間にか、潜水

相談を図１のようにとらえた。

やバタ足を覚えていた。
・水泳が得意になった。運動嫌いが少し解消
された。

水治療法

教育相談

運動機能回復
運動器官の治療
精神的な面での効果

悩みや困難を解決
人格形成への援助
子どもの心にアプローチ

・学校や他の相談機関に温水プールがほとん
どない。等
以上の調査及び文献から、水治療法的手法
を取り入れた教育相談の在り方について検討
した。

図１

水治療法的手法を取り入れた教育相談

水治療法的手法を取り入れた教育相談の効
果・意義として考えられることは、
・リラクゼーションできること
・コミュニケーションがより図れること
・活動が活発になり、積極的になること
・自信をもつこと
・親子のスキンシップが図れ、母子相互関
係の確立に役立つこと
・独力で水中活動をすることで、子どもの
自立心が養われ、挑戦していくなど精神

図２

水治訓練指導室

(4) 水治療法的手法を取り入れた教育相談の

での発達を促すこと

在り方

・息つぎの練習などを通して呼吸機能へ刺

ア
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・発達に障害のある子どもには、身体面、精
神面、情緒面等を踏まえて指導する。

②安全面
・施設用具の点検（環境の整備）

・水慣れを入念にし、水の中での運動範囲を
徐々に広げていく。

・施設利用のルールの徹底
・発達に障害のある子どもの指導については、

・ゲーム的な活動を取り入れる。

禁忌事項を細かく知っておく

・水治訓練指導室でのルールを確認する。
イ

・緊急時のプールからの搬出方法の確認、連

水治療法的手法を取り入れた教育相談プ

絡体制の確立

ログラムの例（１時間）

・蘇生技術等の習得

上記の指導のポイントを踏まえて水治療法

③衛生面

的手法を取り入れた教育相談プログラム（１

・シャワーの徹底

時間）の例を次のように考えた。

・感染症予防

①相談者である本人（児童）と保護者に活動
内容を確認

以上のことをもとに実践していくこととし
た。

②健康観察

(5) 実践事例

③準備体操、シャワー

ア

④入水、水慣れ、水中歩行

実践事例Ⅰ「自閉的傾向のある子どもの

教育相談」

⑤自由水泳

(ｱ) 相談者

⑥用具を使った水中活動（ 浮き輪、ビート板、

(ｲ) 主訴

ビーチボール等）(図３ )

小学校高学年（Ａ児）
自閉的傾向（コミュニケーション

が図れない）

⑦休憩（必要に応じて回数を増やす）

(ｳ) 生育歴等

⑧担当との水中活動(ゲームを取り入れた活

・一人で活動することが多い

動)

・運動における身体のバランス感覚が乏しい

⑨退水、シャワー

・低学年から来所し、現在まで教育相談を継

⑩振り返り、保護者に報告、次回の予定確認

続している
(ｴ) 活動の内容
ａ

室内中心の遊戯療法
低学年の時から教育相談を継続している。

今年度４月末までの相談・活動内容は室内で
の遊戯療法が中心であった。トランポリン、
ブランコ、絵本、紙芝居、機関車等を使った
活動が主体で、その活動の順番・パターンは
相談開始当初（低学年）からほとんど変わっ
ていない。
そうした活動の中で、「絵本を取って」「ブ
水中活動で使用する用具（一部）

ランコを押して」「紙芝居を読んで」等の言葉

健康面、安全面、衛生面での留意点

を発するという、どちらかというと一方向の

図３

ウ

①健康面

コミュニケーションであった。特に「紙芝居

・体調の管理、維持

を読んで」と相談担当者へ言葉を発する程度

・顔色、表情等を常に観察

のコミュニケーションで、それ以外は、ほと

・言葉かけ

んど一人遊びであった。
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ｂ

水治療法的手法を取り入れた教育相談

ホースへの空気の入れ具合で水面、水中、水

５月上旬に、母親から、「休日に家族で市民

底と深さ（位置）を変えることができるので、

プールへ行き、本人が大変楽しそうに、喜ん

いろいろな動きが可能である。ホースの位置

で水遊びをした。」ということを聞き、本人、

についてはＡ児と話し合いで決めた（図５）。

保護者の同意を得て、室内中心の遊戯療法か
ら水治療法的手法を取り入れた教育相談を実
施することとした。
ｃ

活動の様子
本人は、水への関心が高く、何の抵抗もな

く水の中での活動にとけ込むことができた。
主な活動を挙げれば次の通りである。
・水中での活動
水中ジャンケン、宝探し、水中ものまね、
蹴伸び、伏し浮き等

図５

・新しく考えたゲーム的な活動

イルカゲーム

このように水の中では、アイデアを生かす

一寸法師、お宝探し、イルカゲーム等

ことで変化に富んだ活動が考えられ、水中活

上記の三つの活動について具体的に説明す

動のよさが見出せた。また、このような活動

る。

を通してコミュニケーションを深めることも

《一寸法師》昔話の紙芝居が大好きなＡ児が

できた。

一寸法師役となり、浮島(図４ )(発砲スチロー

ｄ

休憩時間におけるコミュニケーション

ル盤)に乗り、プールを何度も往復し、鬼が島

コミュニケーションが深まったのは、上記

に鬼を退治に行くというストーリー性をもた

の水の中での活動だけではなく、プールサイ

せた活動を設定した。本人も大喜びで一寸法

ドでの休憩時にも見られた。休憩は、水の中

師役になりきり、意欲的な取組が見られた。

での活動からいったん離れ、体を休ませる時
間である。そこで、Ａ児と椅子を並べ、Ａ児
と会話をすることを試みた。学校での様子、
例えば、好きな教科、給食の献立、運動会や
遠足等の学校行事や、大好きな昆虫の話題等
について話が弾んだ。当初、休憩においては、
体を休めるものだけと考えていたが、このよ
うに、休憩時にコミュニケーションが図れた
ことは大きな成果であった(図６ )。
ｅ

図４

遊戯療法への効果
水治療法的手法を取り入れた教育相談に加

浮島

《お宝探し》ゴルフボールを水底にまき、そ

えて、室内での遊戯療法も実施した。コミュ

れを競争して拾う活動である。潜水も上達し、

ニケーションを図るという面で次のようなＡ

長く潜ることができるようになった。

児の変容が見られた。

《イルカゲーム》ホースをフラフープのよう

・以前(昨年４月末まで)は、相談担当が紙芝

に輪にしたものをいくつか水面、水中、水底

居を読んでいたが、Ａ児自ら相談担当に絵

に並べ、それらの輪を潜り抜ける活動である。

本を読んで聞かせてくれるという場面が幾
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度かあった。

的な会話もできるようになった。また、相

・機関車のおもちゃを使った遊びは、以前は

談担当への質問の投げかけも見られるよう

Ａ児一人で遊んでいたが、相談担当と話し
合って工夫をしてレールをつなぐことなど

になった。
・以前は、着替え終わるとさっさと一人で

が見られた。

帰っていたが、最近は、相談担当を待つ配

・五十音の文字盤を押すと音の出るおもちゃ
を使って言葉遊びゲームをした。Ａ児が動

慮や思いやりも見られるようになった。
イ

実践事例Ⅱ「肢体不自由の子どもの教育

物の名前（文字）を押し、相談担当がその

相談」

鳴き声を物まねをするゲームでは夢中に

(ｱ) 相談者

なって取り組み､お互い大笑いすることが多

(ｲ) 主訴

かった。途中で役割を交替しながら進めた。

由）

以上のことから、室内の活動においてもコ
ミュニケーションが図れるようになった。

幼稚園年長(Ｂ児)
就学相談及び機能訓練（肢体不自

(ｳ) 生育歴等
・股関節亜脱臼（電動車椅子使用）
・リハビリ病院等での機能回復訓練を継続
(ｴ) 活動の様子
・就学に関する相談で来所。就学までに身に
つけておくこと（ 学習面・行動面）で相談。
その後、理学療法士の指導による水治療法
を受けたいとの希望があり、実施する。
・教育相談、水治療法の両面で相談を進める。
・就学に向け、保護者、本人に対して２名の
職員がそれぞれ担当して相談を進める。
・機能回復のための水治療法は理学療法士が

図６

担当する。保護者もＢ児と入水し、指導方

休憩時の様子

(ｵ) 水治療法的手法を通してのＡ児の変容

法を学ぶ。２名の相談担当も理学療法士に

このような水治療法的手法を取り入れた教

よる水治療法を見学したり、水治療法後の

育相談を通して次のようなＡ児の変容が見ら
れた。

本人の様子を聞いたりし、連携を図る。
・本人は、遊戯療法、水治療法のどちらも好

・室内で行う遊戯療法よりも水の中での活動

きだということで、毎週来所を楽しみにし

の方が、主体的で活動的であった。

ている。

・運動量が多く、体力的に向上した。

(ｵ) Ｂ児の変容

・危険防止から声かけが多くなり、必然的に

水治療法と教育相談との両面からＢ児にか

コミュニケーションを図るようになり､ま

かわり、機能回復訓練と就学の準備（学習・

た、水中での様々な活動を通してコミュニ

行動）を進めた結果、Ｂ児に変容が見られた。

ケーションを図る場が増えた。

・水治療法、遊戯療法の活動により、以前よ

・浮力により、水中でいろいろなポーズがと
れることから、活動が豊かになった。

り運動量が増え、体力も伸びた。
・室内中心であった活動の場が、少しずつ外

・休憩時が会話の場となり、最初は、相談担
当からの一方向的な質問や、一問一答など

へ広がり、活動に幅が出てきた。
(ｶ) 実践事例から見えてきたもの

のやり取りであったが、次第に連続的､継続
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談を進めていく上で、理学療法士のアドバイ

図れた。また、水中では、様々な動きを伴う

スがたいへん役に立った。

活動が可能であるため、相談担当者と相談者

・理学療法士の子どもへのかかわり方等で、

でいろいろな活動を考え出し、それを実施し

たいへん参考になった点を挙げてみる。

ていくことでコミュニケーションが図れた。

○入水前に、更衣室を温めておく。

さらには、休憩時に、プールサイドにおいて

○シャワーの代わりに幼児用簡易プールを

水中活動以外の話題を話す機会がもてたこと

使い、その中を温水で満水にする。入水

も成果であった。しかもプールを離れ、室内

前の本人の水への抵抗を和らげる。

での遊戯療法においてもコミュニケーション

○入水中は絶えず、子どもに言葉かけを行

を図ることができた。このように、一連の活

い、励ましたり、体調の変化を観察した

動の流れの中で教育相談が進み、コミュニ

りする。

ケーションが図れたということに意義がある

○家庭での子どもの様子を聞いたり、指導

と思う。水治療法的手法を取り入れた教育相

の方法をアドバイスしたりして、保護者

談と遊戯療法を適切に組み合わせることで、

とコミュニケーションを図る。

教育相談の効果を上げることが期待できる。

以上のことから、これから、今まで以上に

(2) 今後の課題

理学療法士からセンター職員へ水治療法につ
いて指導の機会を設ける必要があると感じた。

今回の研究は、室内の温水プールを使用し
た水治療法的手法を取り入れた教育相談であ
る。この手法をそのまま各学校に取り入れる

３

研究のまとめと今後の課題

ことは、施設、設備等から難しい面がある。
いつでも、どこでも実施できるものではない。

(1) 研究のまとめ
水治療法は、機能回復等の効果だけでなく、

今後は、各学校で、夏季のプール使用時での

精神的な面での効果に期待して、本研究では、

水治療法的手法を取り入れた教育相談につい

水治療法的手法を教育相談に取り入れること

て検討したい。そのためには、まず、教師が

を試みた。教育相談を通して、相談者にプラ

受容的な態度で子どもの心を理解し、子ども

スの変容が見られたことは成果であったと言

たちにかかわることが大前提である。

えよう。

また、今回、水治療法の指導方法等につい

今回の水治療法的手法を取り入れた教育相

て、例えば、言葉かけ、観察等を絶えず行い、

談で、コミュニケーションがうまく図れない

相談者とかかわっていくなど、理学療法士か

自閉的傾向の子ども（相談者）に対して、水

ら学ぶことが多かった。今後も理学療法士と

の中でのゲームを取り入れた活動を仕組んだ。

連携を図り、水治療法の指導方法等について

本人が、活動に夢中になり、その中で、相談

研修を深め、水治療法的手法を取り入れた教

担当者と、場に応じたコミュニケーションが

育相談に取り組んでいきたい。
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