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悩んでいるのは
自分だけじゃない

荻窪病院 血液科 カウンセラー

小島 賢一

　幼稚園が終われば、いよいよ小学校。親としては、これまでと

は違った期待や心配を感じていることと思います。それは中学校

入学でも、高校入学でも繰り返される思いかもしれません。

　この冊子はなかなか知ることのできない、学校にまつわる本音

トークを仲間とそのお母さまから集めたものです。前版が出て5

年。皆さまから熱い支持ともっといろいろ知りたいというご要望

も頂きました。その頃とは変わってきたところもあります。今回

の改訂では多くのエピソードは残しつつ、アンケートを取りなお

し、保護者の集まりでの様子を掲載いたしました。皆様の学校生

活についてのご参考になれば、嬉しく思います。

　前版も書きましたが、予想できないことが起こるのが、子育て

です。そんな時は、ひとりで悩まず、先生や病院スタッフの力も

借りながら乗り切って行きましょう。
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幼稚園は具合が悪ければ、休ませられるけど、
学校はそうはいかないでしょう?だからとても
不安でした。でも、こんな心配を学校にあんま
り言うと、普通学級に入れてもらえないんじゃ
ないかと気にしていました。そこで入学が決ま
ってから、病院から血友病の説明冊子をもらっ
て、お医者さんや幼稚園にも電話連絡できる
ようにお願いして、覚悟を決めて、夫婦で小学
校に出向いて説明しました。「幼稚園でも普通
にやれました。親が責任を持ちます。何かあれ
ば私が注射をしに行きます。」目一杯、タンカを
切って、何とかOK。疲れたけどやってよかった
です。 
（母）

公立小学校では入学時の健康調査票に病名
書いて先生と話した。その後、私の仕事の都
合で海外で暮らしたが、そこでも同じ。入学時
に現地校の校長先生に話し、何の問題もなく
受け入れられた。むしろ現地の日本人学校補
習校で一部の先生から心配する声があり、初
めの頃は昼の休憩時間に親が付き添うことが
あった。日本に帰ってから小学校に編入すると
きも、校長先生に初めに病気のことを話した。
後で保健の先生と話があったように思う。
（父）

事前に言えなくて、入学後二週間してから言いま
した。その間はドキドキでした。言ったらびっくり
されましたが、現場の先生から校長先生に口ぞ
えしていただき、そのまま通うことができました。
（母）

話を聞いて、担任教諭も管理職も養護教諭の
私も随分構えていたので、私がインターネット
で探して、血友病に関する資料を入手しまし
た。基本的な事から詳しく分かり易く示してあ
ったので、管理職も熟読していましたし、校内
の先生方みんなで勉強させて頂きました。実
際、その1年生は本当に元気がよくって勉強も
積極的に取り組むし、至って健康そのもので、
血友病に対するイメージが覆され驚かされてい
ます！ はじめは、出血したら血が止まらなくなっ
たり、運動は出来ないし、重度なんてかなり危
険なのかと思っていましたから...。私たちは3
月程の緊張感はなくなりましたが不安がないと
言ったら嘘になります。特に気をつけなくては
いけない事とかあるんでしょうか？起こりうる事
故とか。これから何が起きるかわからないの
で、皆さんに色々教えて欲しいです。　
（養護教諭）

遠くの小学校に入学前、健康診断に行かされ
たのを憶えています。きっと、近所の小学校で
断わられたんだと思います。入学前に引越しま
したから、どちらにも行かなかったんです
が・・・。
（本人20代）

本当に偶然！ 入学した小学校の先生に血友病
の方がいて、事前に病気を説明しておいたら、
その先生が低学年を受け持ってくださったので
す。なんてラッキー。
（本人20代）

家の目の前の小学校は学区外！ 学区内の学
校までは交通量の多い狭い道路をなんと、40
分以上歩かなくてはならないのです。学区内
の学校は受け入れますと言ってくれたのです
が、越境も考え、学区外の教育委員会に相談
すると養護学校を勧められる始末。区内に通
わせるか、無理しても越境を考えるか、まだ迷
っています。誰か教えて！ (後日談→努力の結
果、越境が認められたそうです)
（母）

教師をしていると教育委員会から校内事故事
例、訴訟事例と一緒に注意文書が回って来る。
最近になって、それが増えた気がして、どうして
も慎重になってしまう。特に学校が荒れている
と、たとえ病気を理解し、子どもを受け入れる
気持ちは十分あっても、これ以上、子どもを守
れないからと断る例も出てしまうかもしれない。 
（母 & 教諭）

兄が先に入学していたので、先生もなんとなく
分かっていたのかもしれません。入学はスムー
ズに行きました。これって、お兄ちゃんのおしゃ
べりのせい? 
（母）

我が家の場合は、比較的、幼稚園と小学校で
は先生方に恵まれており、心配していたより楽
しく過ごせています。入園、入学してから、なる
べく早い時期に担任の先生を通じて養護の先
生も交えて話をする方が良いと思います。たま
たま、校長先生が過去に血友病の男児を担任
していた経験があり、さらに安心でした。血友
病ということで、あれはできない、これもでき
ないと、させないよりは、後で痛みが伴うかも
しれないけれど、経験させた方が良い場合が、
学校生活では多いとお話してくださいました。
明らかに危険なことは、本人がいくらやりたく
ても我慢も必要とも。それと、幼稚園や学校で
は時間が許される限りで、お母さんがクラスの
係りや委員を引き受けることをお奨めします。
幼稚園、学校へ足を運ぶ機会も増えて、先生
と立ち話ができたり、ちょっと子どもたちの普
段の様子が見えたりします。今は週2～3回の
予防投与で、大きな怪我もなく元気に1年生
を楽しんでいます。
（母） 
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めの頃は昼の休憩時間に親が付き添うことが
あった。日本に帰ってから小学校に編入すると
きも、校長先生に初めに病気のことを話した。
後で保健の先生と話があったように思う。
（父）

事前に言えなくて、入学後二週間してから言いま
した。その間はドキドキでした。言ったらびっくり
されましたが、現場の先生から校長先生に口ぞ
えしていただき、そのまま通うことができました。
（母）

話を聞いて、担任教諭も管理職も養護教諭の
私も随分構えていたので、私がインターネット
で探して、血友病に関する資料を入手しまし
た。基本的な事から詳しく分かり易く示してあ
ったので、管理職も熟読していましたし、校内
の先生方みんなで勉強させて頂きました。実
際、その1年生は本当に元気がよくって勉強も
積極的に取り組むし、至って健康そのもので、
血友病に対するイメージが覆され驚かされてい
ます！ はじめは、出血したら血が止まらなくなっ
たり、運動は出来ないし、重度なんてかなり危
険なのかと思っていましたから...。私たちは3
月程の緊張感はなくなりましたが不安がないと
言ったら嘘になります。特に気をつけなくては
いけない事とかあるんでしょうか？起こりうる事
故とか。これから何が起きるかわからないの
で、皆さんに色々教えて欲しいです。　
（養護教諭）

遠くの小学校に入学前、健康診断に行かされ
たのを憶えています。きっと、近所の小学校で
断わられたんだと思います。入学前に引越しま
したから、どちらにも行かなかったんです
が・・・。
（本人20代）

本当に偶然！ 入学した小学校の先生に血友病
の方がいて、事前に病気を説明しておいたら、
その先生が低学年を受け持ってくださったので
す。なんてラッキー。
（本人20代）

家の目の前の小学校は学区外！ 学区内の学
校までは交通量の多い狭い道路をなんと、40
分以上歩かなくてはならないのです。学区内
の学校は受け入れますと言ってくれたのです
が、越境も考え、学区外の教育委員会に相談
すると養護学校を勧められる始末。区内に通
わせるか、無理しても越境を考えるか、まだ迷
っています。誰か教えて！ (後日談→努力の結
果、越境が認められたそうです)
（母）

教師をしていると教育委員会から校内事故事
例、訴訟事例と一緒に注意文書が回って来る。
最近になって、それが増えた気がして、どうして
も慎重になってしまう。特に学校が荒れている
と、たとえ病気を理解し、子どもを受け入れる
気持ちは十分あっても、これ以上、子どもを守
れないからと断る例も出てしまうかもしれない。 
（母 & 教諭）

兄が先に入学していたので、先生もなんとなく
分かっていたのかもしれません。入学はスムー
ズに行きました。これって、お兄ちゃんのおしゃ
べりのせい? 
（母）

我が家の場合は、比較的、幼稚園と小学校で
は先生方に恵まれており、心配していたより楽
しく過ごせています。入園、入学してから、なる
べく早い時期に担任の先生を通じて養護の先
生も交えて話をする方が良いと思います。たま
たま、校長先生が過去に血友病の男児を担任
していた経験があり、さらに安心でした。血友
病ということで、あれはできない、これもでき
ないと、させないよりは、後で痛みが伴うかも
しれないけれど、経験させた方が良い場合が、
学校生活では多いとお話してくださいました。
明らかに危険なことは、本人がいくらやりたく
ても我慢も必要とも。それと、幼稚園や学校で
は時間が許される限りで、お母さんがクラスの
係りや委員を引き受けることをお奨めします。
幼稚園、学校へ足を運ぶ機会も増えて、先生
と立ち話ができたり、ちょっと子どもたちの普
段の様子が見えたりします。今は週2～3回の
予防投与で、大きな怪我もなく元気に1年生
を楽しんでいます。
（母） 
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ヒロミ（本人20代）： 僕の個人的意見ですけ
ど、僕は第一志望でもそんな学校行きたくな
いです。もしかすると中学からの内申に書か
れているかもしれないけど、知り合いには、学
校には何も言わず、入学して卒業した奴いま
すよ。知ってたのは友だち数人ぐらい。

タツオ（本人20代）： 俺、友だちにも言わな
かった。何か負けたくなかったから。

律男（大3）： 確かに中学や高校はあまり説
明しなくても大丈夫でしたね。高校には話し
ましたけど、薬も置いてくれて・・・。妻と一緒
に学期毎に交換しに行きました。大学はもう
本人任せで“放し飼い”状態です。申し訳な
いのですが、結構、男親が出向くと学校も焦
って、ちゃんと聞くような印象がありました。
たまにはご主人にもご一緒していただくとい
いですよ。

一美： なるほど、帰ったら言わなくちゃ。

一美： 入学準備しているときに心配になった
のですが、決まっている上履きが安いバレー
シューズみたいなので、不安です。底はペラ
ペラしているし・・・。

千秋： うちは特別に話して別な上履きをは
かせていただきました。他にもいらっしゃるの
では？

（春香、冬子、睦美が手を挙げる）

春香： 1800円くらいだと思ったけど、月☆
のキャ○ットが良かった。他にも探すと普通
の上履き風でかかと柔らかい靴もあるわよ。
皆と同じ形でないと嫌がる子どもには、こう
したバレーシューズ型はいいかもしれないね。

佳夏： 我が家は何もしなかったけど、むしろ
足首の出血が減っていたので、ぺったんこの
方が足首をひねらないのかな、なんて旦那と
しゃべっていた。

冬子： 中敷にも滑ったりするのもあるし。

ヒロミ： 半年通ってなんでもなければ、“まず
はそれで行こう”って感じでいいんじゃない。

一美（年長）： 皆さんは入学の際、学校に説
明して何か言われましたか？

千秋（中3）： 私は就学時検診の時に、血友
病に○をしたら、学校から呼び出しを受けた
ことがあります。そこで学校に冊子を持参し
て説明しました。中学の時は担任と体育の先
生、保健の先生にしか話しておりせんが、何
もございません。

春香（小6、小3）： 入学数週間前に親の説明
会があって、その時の書類にさらっと書いたら
「後ろから集めて前に回して下さい」と言われ
て他の親にも気付かれて、すぐに校長先生に
も知られてしまいました。

冬子（中2、小5）： PTAのお母さんや校長先
生は直接関係ないし、言う必要ある？

佳夏（小5）： 地元の小学校は就学時検診も
遅くて、早めに言う機会はなくて、年明けの
提出書類の相談希望欄に「ある」と書いて出
してみたら、学校に来てくださいって言われ、
養護の先生、学年の担任に話しました。そし
たらクラス分けも考慮してくれて、それから結
構、学校には世話になってます。でも新しい
副校長に伝言が伝わってなかったりして、油
断は禁物よ。

冬子： うちも、なるべくのんびりしたクラスに
してもらった。前もって先生に相談したら就
学時検診には何も書かないでくれって言われ
ちゃって、書かなかった。でも入ってからも別
に何もなかった。

千秋： 病気だからといって、今のご時世、す
ぐに入学は拒否できないでしょう。それなら
ば、私は言わずに心配するよりは、呼び出さ
れても、先生からご質問いただいた方がいい
と思いました。養護や担任の先生のご理解が
大切だと存じまして、冊子を渡した後、主治
医の先生とも連絡をとっていただきました。
校長先生もとても安心されたようです。

睦美（高2）： 私は高校でも説明しました。私
立なんですが、入学手続きが終わってから、
薬をおいてもらう件も含めてお願いに行きま
した。私たちが責任を負いますと言うと「いい
ですよ」ってあっさり認めてくれました。高校
は様々で、試験前には何も身体状況を書かな
いところもあったし、試験前に問診があった
私立もありました。息子の友だち（患者）には
養護学校を勧められた人もいたそうです。小
学校で何事もなくできる子なら中高でもでき
るはずです。

千秋： そうね、でも頑張って第一志望に合格
して、病気のせいで、万一断られたらって想
像すると親としては不安にもなるわ。

座談会：保護者の会から❶

※いずれも仮名。( )は子どもの年齢
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一美： なるほど、帰ったら言わなくちゃ。

一美： 入学準備しているときに心配になった
のですが、決まっている上履きが安いバレー
シューズみたいなので、不安です。底はペラ
ペラしているし・・・。

千秋： うちは特別に話して別な上履きをは
かせていただきました。他にもいらっしゃるの
では？

（春香、冬子、睦美が手を挙げる）

春香： 1800円くらいだと思ったけど、月☆
のキャ○ットが良かった。他にも探すと普通
の上履き風でかかと柔らかい靴もあるわよ。
皆と同じ形でないと嫌がる子どもには、こう
したバレーシューズ型はいいかもしれないね。

佳夏： 我が家は何もしなかったけど、むしろ
足首の出血が減っていたので、ぺったんこの
方が足首をひねらないのかな、なんて旦那と
しゃべっていた。

冬子： 中敷にも滑ったりするのもあるし。

ヒロミ： 半年通ってなんでもなければ、“まず
はそれで行こう”って感じでいいんじゃない。

一美（年長）： 皆さんは入学の際、学校に説
明して何か言われましたか？

千秋（中3）： 私は就学時検診の時に、血友
病に○をしたら、学校から呼び出しを受けた
ことがあります。そこで学校に冊子を持参し
て説明しました。中学の時は担任と体育の先
生、保健の先生にしか話しておりせんが、何
もございません。

春香（小6、小3）： 入学数週間前に親の説明
会があって、その時の書類にさらっと書いたら
「後ろから集めて前に回して下さい」と言われ
て他の親にも気付かれて、すぐに校長先生に
も知られてしまいました。

冬子（中2、小5）： PTAのお母さんや校長先
生は直接関係ないし、言う必要ある？

佳夏（小5）： 地元の小学校は就学時検診も
遅くて、早めに言う機会はなくて、年明けの
提出書類の相談希望欄に「ある」と書いて出
してみたら、学校に来てくださいって言われ、
養護の先生、学年の担任に話しました。そし
たらクラス分けも考慮してくれて、それから結
構、学校には世話になってます。でも新しい
副校長に伝言が伝わってなかったりして、油
断は禁物よ。

冬子： うちも、なるべくのんびりしたクラスに
してもらった。前もって先生に相談したら就
学時検診には何も書かないでくれって言われ
ちゃって、書かなかった。でも入ってからも別
に何もなかった。

千秋： 病気だからといって、今のご時世、す
ぐに入学は拒否できないでしょう。それなら
ば、私は言わずに心配するよりは、呼び出さ
れても、先生からご質問いただいた方がいい
と思いました。養護や担任の先生のご理解が
大切だと存じまして、冊子を渡した後、主治
医の先生とも連絡をとっていただきました。
校長先生もとても安心されたようです。

睦美（高2）： 私は高校でも説明しました。私
立なんですが、入学手続きが終わってから、
薬をおいてもらう件も含めてお願いに行きま
した。私たちが責任を負いますと言うと「いい
ですよ」ってあっさり認めてくれました。高校
は様々で、試験前には何も身体状況を書かな
いところもあったし、試験前に問診があった
私立もありました。息子の友だち（患者）には
養護学校を勧められた人もいたそうです。小
学校で何事もなくできる子なら中高でもでき
るはずです。

千秋： そうね、でも頑張って第一志望に合格
して、病気のせいで、万一断られたらって想
像すると親としては不安にもなるわ。

座談会：保護者の会から❶

※いずれも仮名。( )は子どもの年齢
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先生の体験

保護者の方が、情報を入手しにくい状況であ
るということを感じました。自分で、「手探りで
歩いてきた10年でした」とおっしゃってました。
もちろん主治医の先生は、必要な治療や指導
はしておられますが、私が提供したホームペー
ジの情報を、食い入るように見ておられまし
た。そして、その情報に、自分でアクセスできる
手段をお持ちでないということもありました。
特に田舎において、血友病の子は、非常にめ
ずらしい存在であり、学校スタッフはもちろん、
保護者でさえ、それに関わる情報にとても飢
えている状態なのだと思われました。だからこ
そ、血友病関連のホームページに偶然であえ
たことをたいへん喜びました。
(小学校教諭)

校医さんが、それらしい疑いがあると助言して
くれたので（その症状は素人が見ても十分判
断できる状況ですが）、両親に子どものことに
ついて話してもらえるかどうか伺いを立てまし
たが、「血友病」とは認めてくれませんでした。
こちらからもその病名は出せずじまいです。し
かし、救急の場合を考え対策は立てています。
（小学校教諭）

授業にかかわることでは特に困ったことはあり
ませんでした。ただ、親御さんが共働きであ
り、徒歩での通学が困難なときに、送り迎えが
たいへんそうでした。公共交通機関がなく、1
時間近くも歩く校区設定なのです。だから、学
校が放課になっても、お母さんの仕事が終わ
るまで、子どもは学校で待っていることになる
のです。ひとりぼっちで教室で待っているわけ
にもいかず、職員室でいろんな先生に話しか
けられながら、宿題などをしながら待っていた
のですが、なんとも気の休まらない時間だった
ろうと思います。学校内に「児童クラブ＝学童
保育」施設はあるのですが、学年や期間など、
いろいろな制限があり、対象外となります。つ
まり、行くところがあるようでないのでした。　
(小学校教諭)

関節の具合が悪くて、車椅子生活が始まると
き、学級の子ども達に対して、どう話したもの
かと少々なやみました。今までのぼんやりした
説明に比べて、より具体的な内容が必要だと
考えたからです。悩みながら話した私の不十
分な説明にもかかわらず、ありがたいことに、
子ども達は「助けなきゃいけない」とか、「助け
たい」という気持ちを、ごく自然な行動で発揮
してくれました。これは現時点での結果論で
あり、もっと後になって、当事者である彼が、そ
のときの気持ちをどのように語ってくれるか
は、今は不明です。でもあの時、「これは言っ
ておかなきゃ」と感じた内容を、学級の子ども
達に率直に語ってよかったと思っています。　
(小学校教諭)

これは学校に病気を伝えているかどうか否かについて、１）荻窪病院で当時の大学卒業までの年齢の患者の調

査（2000年実施）　２）凝固異常症の病態把握に関する研究2002年度QOL報告のデータ抜粋 ３）荻窪病院

で当時の高校在学までの年齢の患者の調査（2009年実施）を比較したものですが、年代間、病院間、地域間

で結果に差がありそうです。傾向としては最近になるほど、専門病院に通院しているほど、都市部に居住してい

るほど、学校に伝えているようですが、はっきりしたことはわかりません。編者の勤務する荻窪病院では近年、す

べての方が学校に伝えている様子がわかります。病院の方針として伝えるように指導しているわけではありませ

んので、特に親御さんの子どもに安心して学校生活を送らせてあげたいという気持ちの現れと考えています。

ちょっと気をつけていただきたい点は、大学の場合、就職活動を始めると通常大学の管理センターで健康診断

書を準備してもらいますが、大学側が知った疾病は健康診断書に自動的に記載される例が多いことです。病名

を告げて就職するのであればかまいませんが、就職活動の際は注意しておいてください。

00 荻窪は2000年に荻窪病院で当時の大学卒業までの年齢の患者の調査
02 全国は凝固異常症の病態把握に関する研究の2002年度QOL報告書から無回答を除いた数字
09 荻窪は2009年に荻窪病院で当時の高校在学までの年齢の患者の調査

00 荻窪小学

00 荻窪中学

00 荻窪高校

09 荻窪小学

09 荻窪中学

09 荻窪高校

02 全国小学

02 全国中学

02 全国高校

学校には伝えているのか、今昔

荻窪病院 血液科 カウンセラー 小島 賢一先生よりご提供
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り、徒歩での通学が困難なときに、送り迎えが
たいへんそうでした。公共交通機関がなく、1
時間近くも歩く校区設定なのです。だから、学
校が放課になっても、お母さんの仕事が終わ
るまで、子どもは学校で待っていることになる
のです。ひとりぼっちで教室で待っているわけ
にもいかず、職員室でいろんな先生に話しか
けられながら、宿題などをしながら待っていた
のですが、なんとも気の休まらない時間だった
ろうと思います。学校内に「児童クラブ＝学童
保育」施設はあるのですが、学年や期間など、
いろいろな制限があり、対象外となります。つ
まり、行くところがあるようでないのでした。　
(小学校教諭)

関節の具合が悪くて、車椅子生活が始まると
き、学級の子ども達に対して、どう話したもの
かと少々なやみました。今までのぼんやりした
説明に比べて、より具体的な内容が必要だと
考えたからです。悩みながら話した私の不十
分な説明にもかかわらず、ありがたいことに、
子ども達は「助けなきゃいけない」とか、「助け
たい」という気持ちを、ごく自然な行動で発揮
してくれました。これは現時点での結果論で
あり、もっと後になって、当事者である彼が、そ
のときの気持ちをどのように語ってくれるか
は、今は不明です。でもあの時、「これは言っ
ておかなきゃ」と感じた内容を、学級の子ども
達に率直に語ってよかったと思っています。　
(小学校教諭)

これは学校に病気を伝えているかどうか否かについて、１）荻窪病院で当時の大学卒業までの年齢の患者の調

査（2000年実施）　２）凝固異常症の病態把握に関する研究2002年度QOL報告のデータ抜粋 ３）荻窪病院

で当時の高校在学までの年齢の患者の調査（2009年実施）を比較したものですが、年代間、病院間、地域間

で結果に差がありそうです。傾向としては最近になるほど、専門病院に通院しているほど、都市部に居住してい

るほど、学校に伝えているようですが、はっきりしたことはわかりません。編者の勤務する荻窪病院では近年、す

べての方が学校に伝えている様子がわかります。病院の方針として伝えるように指導しているわけではありませ

んので、特に親御さんの子どもに安心して学校生活を送らせてあげたいという気持ちの現れと考えています。

ちょっと気をつけていただきたい点は、大学の場合、就職活動を始めると通常大学の管理センターで健康診断

書を準備してもらいますが、大学側が知った疾病は健康診断書に自動的に記載される例が多いことです。病名

を告げて就職するのであればかまいませんが、就職活動の際は注意しておいてください。

00 荻窪は2000年に荻窪病院で当時の大学卒業までの年齢の患者の調査
02 全国は凝固異常症の病態把握に関する研究の2002年度QOL報告書から無回答を除いた数字
09 荻窪は2009年に荻窪病院で当時の高校在学までの年齢の患者の調査
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02 全国高校

学校には伝えているのか、今昔
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けられながら、宿題などをしながら待っていた
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いろいろな制限があり、対象外となります。つ
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分な説明にもかかわらず、ありがたいことに、
子ども達は「助けなきゃいけない」とか、「助け
たい」という気持ちを、ごく自然な行動で発揮
してくれました。これは現時点での結果論で
あり、もっと後になって、当事者である彼が、そ
のときの気持ちをどのように語ってくれるか
は、今は不明です。でもあの時、「これは言っ
ておかなきゃ」と感じた内容を、学級の子ども
達に率直に語ってよかったと思っています。　
(小学校教諭)
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で結果に差がありそうです。傾向としては最近になるほど、専門病院に通院しているほど、都市部に居住してい

るほど、学校に伝えているようですが、はっきりしたことはわかりません。編者の勤務する荻窪病院では近年、す

べての方が学校に伝えている様子がわかります。病院の方針として伝えるように指導しているわけではありませ

んので、特に親御さんの子どもに安心して学校生活を送らせてあげたいという気持ちの現れと考えています。

ちょっと気をつけていただきたい点は、大学の場合、就職活動を始めると通常大学の管理センターで健康診断

書を準備してもらいますが、大学側が知った疾病は健康診断書に自動的に記載される例が多いことです。病名

を告げて就職するのであればかまいませんが、就職活動の際は注意しておいてください。

00 荻窪は2000年に荻窪病院で当時の大学卒業までの年齢の患者の調査
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スタッ
フから

一言！

♥ おすすめのスポーツ
人にもよりますが、小学校では縄跳びやマ
ラソン、中学では柔道や剣道などは出血し
やすい種目です。水泳は関節への負担が少
なく、お勧めスポーツです。
なお、柔道では受身の練習、剣道では型の
練習程度であれば問題はありませんが、そ
れ以上の訓練は、お子さんそれぞれの状態
によって判断する必要があるでしょう。

H e a r t y  M e s s a g e

8 9

3

体育、スポーツ

小中学校で騎馬戦などに参加できなかった反
動で、出血が減った高校のときは目一杯運動
してしまいました。足首が今、悪いのはそのせ
いかもしれませんが、それはそれで良かったと
思っています。
（20代本人）

人にぶつかって怪我したり、ボールを蹴って足
を痛めたりすると思ったので、サッカーの時は、
キーパーをしていたんだけど、突き指や手のひ
らの出血はやっぱりあった。
（10代本人）

プールに入るときに一人だけ違う色の帽子を
かぶれと言われた。でなければ、見学しろとか
言われた。意味がわかんなかった。それで担任
と大喧嘩して改善を申し入れ、最終的には学
校が折れたが、こっちもちょっと頭に来てて、そ
の年のプール授業は一回も参加しなかった。
（20代本人）

俺が大丈夫だって言っても見学させられて、頭
にきたことが多かった。だって放課後とか、昼
休みとか、もっと激しく動いたりしてんのに、全
然、平気。少しぐらい痛くたって皆と同じにや
りたかったんだよ。　
（20代本人）

中学で柔道とかあって、型の練習だけとか病院
で言われてましたが、体育の先生が「どうす
る？」とか訊いたので、思わず「やります」って
返事して、乱取りもしてた。その間は何度か親
には言わないで、そっと注射していた。ばれて
たと思うけど。
（20代本人）

体育の見学はあまりしなかったが、先生は僕が
休みたいと言うと、それを信じて休ませてくれ
た。それがとても助かった。えっ ? ずる休み
はしませんでしたよ、だってみんなと同じに体
育やれるのは嬉しかったですから・・・　
（30代本人）
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ラソン、中学では柔道や剣道などは出血し
やすい種目です。水泳は関節への負担が少
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なお、柔道では受身の練習、剣道では型の
練習程度であれば問題はありませんが、そ
れ以上の訓練は、お子さんそれぞれの状態
によって判断する必要があるでしょう。
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体育、スポーツ

小中学校で騎馬戦などに参加できなかった反
動で、出血が減った高校のときは目一杯運動
してしまいました。足首が今、悪いのはそのせ
いかもしれませんが、それはそれで良かったと
思っています。
（20代本人）

人にぶつかって怪我したり、ボールを蹴って足
を痛めたりすると思ったので、サッカーの時は、
キーパーをしていたんだけど、突き指や手のひ
らの出血はやっぱりあった。
（10代本人）

プールに入るときに一人だけ違う色の帽子を
かぶれと言われた。でなければ、見学しろとか
言われた。意味がわかんなかった。それで担任
と大喧嘩して改善を申し入れ、最終的には学
校が折れたが、こっちもちょっと頭に来てて、そ
の年のプール授業は一回も参加しなかった。
（20代本人）

俺が大丈夫だって言っても見学させられて、頭
にきたことが多かった。だって放課後とか、昼
休みとか、もっと激しく動いたりしてんのに、全
然、平気。少しぐらい痛くたって皆と同じにや
りたかったんだよ。　
（20代本人）

中学で柔道とかあって、型の練習だけとか病院
で言われてましたが、体育の先生が「どうす
る？」とか訊いたので、思わず「やります」って
返事して、乱取りもしてた。その間は何度か親
には言わないで、そっと注射していた。ばれて
たと思うけど。
（20代本人）

体育の見学はあまりしなかったが、先生は僕が
休みたいと言うと、それを信じて休ませてくれ
た。それがとても助かった。えっ ? ずる休み
はしませんでしたよ、だってみんなと同じに体
育やれるのは嬉しかったですから・・・　
（30代本人）
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いかもしれませんが、それはそれで良かったと
思っています。
（20代本人）

人にぶつかって怪我したり、ボールを蹴って足
を痛めたりすると思ったので、サッカーの時は、
キーパーをしていたんだけど、突き指や手のひ
らの出血はやっぱりあった。
（10代本人）

プールに入るときに一人だけ違う色の帽子を
かぶれと言われた。でなければ、見学しろとか
言われた。意味がわかんなかった。それで担任
と大喧嘩して改善を申し入れ、最終的には学
校が折れたが、こっちもちょっと頭に来てて、そ
の年のプール授業は一回も参加しなかった。
（20代本人）

俺が大丈夫だって言っても見学させられて、頭
にきたことが多かった。だって放課後とか、昼
休みとか、もっと激しく動いたりしてんのに、全
然、平気。少しぐらい痛くたって皆と同じにや
りたかったんだよ。　
（20代本人）

中学で柔道とかあって、型の練習だけとか病院
で言われてましたが、体育の先生が「どうす
る？」とか訊いたので、思わず「やります」って
返事して、乱取りもしてた。その間は何度か親
には言わないで、そっと注射していた。ばれて
たと思うけど。
（20代本人）

体育の見学はあまりしなかったが、先生は僕が
休みたいと言うと、それを信じて休ませてくれ
た。それがとても助かった。えっ ? ずる休み
はしませんでしたよ、だってみんなと同じに体
育やれるのは嬉しかったですから・・・　
（30代本人）
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してしまいました。足首が今、悪いのはそのせ
いかもしれませんが、それはそれで良かったと
思っています。
（20代本人）

人にぶつかって怪我したり、ボールを蹴って足
を痛めたりすると思ったので、サッカーの時は、
キーパーをしていたんだけど、突き指や手のひ
らの出血はやっぱりあった。
（10代本人）

プールに入るときに一人だけ違う色の帽子を
かぶれと言われた。でなければ、見学しろとか
言われた。意味がわかんなかった。それで担任
と大喧嘩して改善を申し入れ、最終的には学
校が折れたが、こっちもちょっと頭に来てて、そ
の年のプール授業は一回も参加しなかった。
（20代本人）

俺が大丈夫だって言っても見学させられて、頭
にきたことが多かった。だって放課後とか、昼
休みとか、もっと激しく動いたりしてんのに、全
然、平気。少しぐらい痛くたって皆と同じにや
りたかったんだよ。　
（20代本人）

中学で柔道とかあって、型の練習だけとか病院
で言われてましたが、体育の先生が「どうす
る？」とか訊いたので、思わず「やります」って
返事して、乱取りもしてた。その間は何度か親
には言わないで、そっと注射していた。ばれて
たと思うけど。
（20代本人）

体育の見学はあまりしなかったが、先生は僕が
休みたいと言うと、それを信じて休ませてくれ
た。それがとても助かった。えっ ? ずる休み
はしませんでしたよ、だってみんなと同じに体
育やれるのは嬉しかったですから・・・　
（30代本人）



Column 3

冬子： 制限した方がいいか、輸注して乗り切
れるかの判断は難しいですよね。先生と相談
しても迷うことが多かった。

千秋： 小学校3年生頃までは太っておりまし
たので、“早く言わない、血管見えない、じっ
としてない”の三重苦でした。おそらく安静も
注射も足りなかったと思われます。野球がで
きない、痛みや腫れが苦痛になって、ようやく
息子も考えるようになりました。お子様とも
相談されるとよいと思います。言って聞くよう
なお子様なら、まず安静にされて、腫れや痛
みが引かないようなら打ってはいかがでしょ
う。

ヒロミ： 体育や部活よりも友人同士の喧嘩
に巻き込まれたり、血の気の多い先生に目を
つけられたり、休み時間のふざけあいの方が
ホントは出血の原因になると思う。変ににか
らんでくる奴もいるし…僕も引くに引けない
気持ちになって喧嘩したことも何度となくあ
りました。勝っても加害者として怒られ，後で
自分の出血でもひどい目にあって散々でし
た。でもそうやって中学生ぐらいになったら
自分で何とかする「コツ」を学ぶことも大事。
自分で守らなきゃ。

佳夏： そう言えば自転車はどうしています。
スピードでるので止めた方がいいと言われて
未だに乗れないんです。

ヒロミ： 自転車って筋力強化にはいいはずです。

律男： ペダルを踏む、足首やひざの関節の
可動域があれば、走るよりは関節にかかる負
担が少なくて良いと私も聞きましたよ。

佳夏： 練習はどうされたんですか？

ヒロミ： 休みの日に父が教えてくれました。
すぐに憶えましたよ。

律男： 一人だけ乗れなくて友だちの中で走
っているのを見て、私がかわいそうになって
教えました。鈍くて何度もころんで打ち身は
つくり、製剤も打ちました。乗れるようになっ
たら、なったで、急に行動範囲が拡がって、遠
くでの怪我・事故を家内が心配するので、病
院でもらった連絡先の書いてある血友病カ
ードは必ず持たせるようにしました。

睦美： 困ったのは自転車のもらい物。すぐに
大きくなるからといってサイズの大きな物を
もらったんたんだけど、足がつかなくて危な
かった。でも、くれた人も近所なので捨てる
わけにもいかないし、困りました。

佳夏： どうしたの？

睦美： 背が伸びて乗れるようになって解決。

一美（年長）： 水泳は血友病の子にいいって
聞いたんですが、それ以外のスポーツはどう
なのでしょう。やらせたら、まずいのってあり
ますか？ 息子は水泳が嫌いみたいで、サッカ
ーとかバスケットがしたいと言ってて・・・。

佳夏（小5）： うちはバスケしているけど、何
にもない。まだ下手っぴだから平気なんでし
ょう。

春香（小6、小3）： うちはサッカー。確かに
出血が一時増えたけど、週3回の定期輸注
で何とか乗り切っている。出血にアイシング
もいいわよ。うちの場合は、小さい保冷剤を
弾性包帯で巻いて、冷え過ぎないように注意
して一晩おいたりした。

千秋（中3）： 息子も週3回で定期輸注して
野球しましたが、小3の時に出血を繰り返し
て一時、止めさせました。完全に膝を落ち着
かせて、筋力トレーニグも教えていただき、小
5からは復帰しています。今でも元気にやっ
ています。だから、同じお子様でも発達や出
血の具合で違うと思います。

タツオ（本人20代）： 俺は水泳部だったから
問題なかったけど。平泳ぎなんかは股関節や
足首に負担かかるよ。出血しないって考えた
ら大間違え。

冬子（中2、小5）： 運動会で血友病（患者の
足首）にはよくない「縄跳び」。それも縄跳び
ダンスをやるって聞いて、無理だって先生に
言おうって思った。けど息子が頑張るって言
うから、注射うちながらやり通した。わが子
ながら結構、格好よかった。

佳夏： 幼稚園の頃、平気で縄跳びしてたけ
どどっか悪くなっているのかしら？
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ヒロミ（本人20代）： 僕の場合も幼稚園の
縄跳びは平気だったし、年少の体操は平気
だったけど、小学校でドンドン跳ぶようになる
と出血した。ある程度、練習を積んでうまく
なってからは出血がなくなった気がする。

睦美（高2）： 確かに冬場の縄跳びは駄目で
した。マラソンもその時期に重なって、その
時は止めさせるのも、出血を防ぐのもできな
かった。子どもたちが皆、「縄跳び」ハンコ集
めに夢中になっていて、一人だけ止めさせら
れなかったの。

座談会：保護者の会から❷
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Column 4
高校では短期間に北海道を一周するという過
酷な日程の修学旅行で、担任教師から私に辞
退させて欲しい旨、連絡がありました。どう本
人に言おうかと悩んでいたら、その前に自分か
ら「保健の先生に見張られているような旅行
は嫌だ」と言い出して、辞めることになりまし
た。助かったと思いましたが、後で考えると、本
当は行きたかったのではないでしょうか。
（先輩母）

運動会の時にみんなと一緒にできない競技も
ありましたが、号令係とか、審判とか、「俺はち
ょっと違うぞ」って感じでやらせてもらって、目
立って、ちょっと嬉しかった想い出があります。
（20代本人）

自分で注射ができなかった当時の僕は、スキー
教室にこっそり父親がついて来て注射をしてく
れていました。でも、僕ではなく、その父親が
スキーで大怪我して先に帰る羽目に。僕は元
気で何事もなく帰れましたけど。
（20代本人）

学校はいらないと言ってくれたんですが、当
時、自己注射もさせておらず、心配だったので、
近くに宿をとって修学旅行について行きまし
た。朝にそっと宿へ行き、注射して帰ってきま
した。まあ、私もちょっと旅行気分で、それはそ
れで良かったです。
（先輩母）

運動会では幼稚園から号令係、応援係専門。
4年頃には自分も参加したくなったのですが、
駄目でした。高学年の担任の先生が理解して
くれて、騎馬戦と組み体操以外はやっと参加で
きるようになりました。嬉しかったです。それか
らはほとんどの競技に出場しました。
（20代本人）

佳夏（小5）： 修学旅行や移動教室など、
宿泊の学校行事の中での輸注はどうし
ていました？

春香（小6、小3）： つい、この間移動教
室が終わりました。二日目の早朝、先生の
部屋で打ったみたい。見ていた先生方に
は「よく自分でできるな」と驚かれたそう
で、ちょっと得意気でした。行く前にトラベ
ルガイド調べて、病院スタッフに訊いて、
行く先の医療機関の病院を調べて、紹介
状も念のために準備して持たせました。

タツオ（本人20代）： 俺も養護の先生の
部屋でやった。部屋に戻っても「また呼び
出しくらっちゃった」と言ったら、皆、納
得！？ した。血友病仲間では，出発の朝に
倍量投与して三日間しのいだ奴がいた
し，「俺はいつもトイレが長い」とか宣言
してトイレで注射した奴もいて、あまり親
がいろいろ思い悩まなくても、自分で切り
抜けるよ。親が変に気に病んでも，子ど
もとしては辛いし，けっこう，ほっといても
らっても平気だよ。

律男（大3）： それって大事ですよね。最
近まで親もいっしょに来いという学校があ
ったと聞かされました。子供自身が注射
できるようになって、製剤もうちやすく，
持ち歩きやすく進歩するといいですね。 

行　事

12 13

座談会：保護者の会から❸
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た。助かったと思いましたが、後で考えると、本
当は行きたかったのではないでしょうか。
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運動会の時にみんなと一緒にできない競技も
ありましたが、号令係とか、審判とか、「俺はち
ょっと違うぞ」って感じでやらせてもらって、目
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スキーで大怪我して先に帰る羽目に。僕は元
気で何事もなく帰れましたけど。
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時、自己注射もさせておらず、心配だったので、
近くに宿をとって修学旅行について行きまし
た。朝にそっと宿へ行き、注射して帰ってきま
した。まあ、私もちょっと旅行気分で、それはそ
れで良かったです。
（先輩母）
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14 15

3
小学校低学年まで送り迎えが必要と言われた
が、両親が働いていたので、自分は友人宅に帰
り、そこに親が迎えに来るといったことを続け
ていました。その後は自分の判断で一人で登
下校していました。　
（30代本人）

幼稚園から高校まで一回だけ親が呼ばれまし
た。高校で頭をぶつけた時でした。それも念の
ためといった感じでした。
（20代本人）

小学校では貧血気味ということになっていて、
朝礼では校長先生の隣に椅子を置いて座らさ
れ、とても嫌でした。三年生から担任の配慮で
みんなと列に並ぶようになりました。
（30代本人）

学校生活

僕の高校では二年生の夏休みに一ヶ月のホー
ムステイがありました。初めての海外だったし、
止めることも含めて迷いましたが、病院の人と
も話し合って、ステイ先近くの病院を調べても
らったり、税関用の診断書（注： 薬、注射器な
どを持ち込むので理由を尋ねられることがあ
る）を用意したりして、製剤もちょっと多めに持
って行ったり・・・。親もいざとなったら製剤持っ
て乗り込むつもりでパスポートの準備をしてい
ました。行ってからステイ先に、こわごわ、話し
たのですが、別に何の問題もなく受け入れてく
れました。その点では日本よりいいかもしれな
い。語学力の不足の方が困った。
（10代本人）

Column 5
「血液凝固異常症のQOLに関する研究」の結果からみえてきたこと

血液凝固異常症のQOLに関する研究とは？

血友病患者さんと家族の生活の質の向上を
図る目的で、数年に一度調査が行われていま
す。これは厚生労働省の科学エイズ対策研究
事業「血友病の治療とその合併症の克服に関
する研究」の分担研究として、血液凝固異常
症QOL調査委員会が担当して実施し、報告書
にまとめられています。

平成26年度版の「血液凝固異常症のQOLに
関する研究」調査報告書が最新のものです
(平成27年12月現在)。
報告書では、なかなか知り得ない他の患者さ
んの生活の一端が見られ、多くの患者さんと
家族が参考にしています。それだけでなく、血
友病専門医らが、国に対策を求めたり、医療
体制を考えたりする際の出発点にもなってい
ます。
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幼稚園のときは何かにつけて呼ばれたようで
すが、小学校では呼ぶか呼ばないか、自分に
尋ねてくれたので、ほとんど呼ばないと返事し
ていました。たとえ足を引きずりながら帰るよ
うでも他の子と違ったことはしたくありません
でした。
（30代本人）

中学、それも受験が近くなると、中間や期末
試験は絶対に休めない。直前に出血してヒヤ
ヒヤしたことも何度かありました。いざとなっ
たら病院から車椅子に乗って親に学校に送っ
てもらうつもりでした。何とかしのぎましたが、
結構、痛くて集中できなかった。試験前は特に
注意しなくちゃいけません。
（20代本人）

小学校も高学年になると教室は三階とかにな
るし、どこでも音楽室とか図工室とかは離れた
ところにあるんですよね。普段はいいんです
が、関節が調子悪いときには、その移動がとて
も辛かったです。特に下りは大変。体育は見学
してしまえばいいんですけど、音楽や図工は見
学なしですからね。
（10代本人）

小学校でも幼稚園でも担任や養護教諭が替わ
るたびに、ずいぶん対応が違って困りました。
ある先生はちょっと転んでも電話してきました
し、ある先生は目の下に大きな痣ができても何
の連絡もありませんでした。　
（30代母）
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速やかに家族に連絡し、保護者が学校に注射をしにいく（23.0％）、授業の途中で早退あるいは一旦帰宅
し自宅で注射（23.0％）、速やかに保健室で自己注射（14.3％）、授業の途中でかかりつけ医で注射（7.5
％）と計67.8％が比較的速やかに止血処置がされていた。しかし、授業が終わるまで我慢し帰宅後に自
己注射（14.3%）, 授業が終わるまで我慢し帰宅後にかかりつけ医で注射（2.5％）と計16.8％は学校が
終わるまで我慢するとの回答であった。 

※「血液凝固異常症のＱＯＬに関する研究」 平成22年度報告書 24ページより

67.8%の人が直ちに注射を行っている反面、２割近くの人は学校が終わるまで我慢すると回答していま

す。その人毎の我慢強さや出血量が違うせいもあるかもしれませんが、周囲に病気を知らせているか否か

によっても、迅速な止血の処置の可否が決まるのかもしれません。

「血液凝固異常症のQOLに関する研究」の結果からみえてきたこと

学校で出血した時どうしてる？

A : 速やかに保健室で自己注射
B : 速やかに家族に連絡し、保護者が学校に注射
をしに行く

C : 授業の途中で早退あるいは一旦帰宅し自宅
で注射

D : 授業の途中でかかりつけの医で注射
E : 授業が終わるまで我慢し帰宅後に自己注射
F : 授業が終わるまで我慢し帰宅後にかかりつけ
医で注射

G : その他
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Column 7

continue

「何かあったの？」
「別に…」
「言いなさい！」
「知らない、何もない」
「何にもないことないでしょ！ あんなに楽しみ
にしていたのに。」
「うるさいな！」
「何もないなら、うじうじするな、情けない！」
　
子どもは誰に似たのか意地っ張りなところがあ
り、一筋縄では話してくれません。こんな時に
はいつも挑発して怒らせて話をさせるのが私の
常套手段。このときも成功しました。
重い口を開いて語ってくれたのは、5年になっ
てから、松葉杖で行くと友だちに取り上げられ
て遊ばれてしまい、使えなかったり、病気という
と「お前は都合の良い病気だ」とはやし立てら
れたりしていたというのです。
元気な時はドッジボールをして、翌日には松葉
杖で体育や掃除を休む、そんな姿が子どもた
ちには理解できなかったのでしょう。その日も
各学年、各クラスを回って展示物などを見る行
事なのに、ヒデは「お前は足が悪いんだから店
番だ」と言われ、一日中教室で座っていたのだ
そうです。聞いた私はとっさに何と言っていい
か分からず、「そうか、まあ、しゃーないな」みた
いなことを言って終わりにするしかありません
でした。でも、心の中は“さあ困ったぞ、どうし
よう”話しを終えました。

考えてみれば、1～ 2年のクラスには説明し、
3～ 4年の時も先生の理解があった上、元クラ
スメイトも、知り合いのお母さん方もたくさんい
て助けられていました。しかし今度のクラス替
えでは前のクラスの仲間が少なくなったとヒデ
は話していたのです。困っているうちに時はた
ち、夏の移動教室も近づいて来てしまいます。
今のままでは宿泊先で製剤を自己注射すること
はもちろん、松葉杖も使えず、参加することす
らままなりません。
　
どうしようと困っていた私を決断させる出来事
がありました。ある日、私の子どもと仲の良い
母親仲間、そしてその子ども3人が一緒に遊
んでいました。サッカーしようとA君が誘ってく
れたのですが、ヒデは足の調子が悪かったので
断ったのです。A君は「ヒデってつまんねぇ奴、
みんな行こうぜ」とボールを蹴って行こうとしま
す。するとB君が「A君、そんな言い方、ないん
じゃねえの。俺も行かない」と言ってヒデと遊ん
でくれました。

ヒデが6年生の時の話です。小学校1～ 2年
の時はよく膝や足首に出血を繰り返して、本当
に大変でした。治ったと安堵したのもつかの
間。また同じところに出血を繰り返すありさま。
あんまり続くので、知り合った同じ病気のお母
さん方に相談したところ、専門医への受診を勧
められました。ところが小学校3年なのに関節
の状態があまり良くないと言われてしまい、ショ
ック。痛みが減れば注射しなくもいいという誤
解、おとなしくしてれば“安静”と思っていた大
きな間違え、少々腫れていても登校させたこと
への後悔もありました。出血後に松葉杖を使う
ようになったのもこの受診がきっかけです。もっ
とも成長すればするほど運動量も体重も増し、
みんなとサッカーやドッジボールもやってしまう
ので、出血はなかなか減りません。

先生や友だちの関係はうまく行っていました。
私も入学直後からPTA役員を積極的にやり、
親しい母親仲間を作っていたこともありました
し、病気についてもクラスに話してわかってもら
っていたことも良かったと思います。3年でクラ
ス替えになった時には偶然に障害のあるお子さ
んも同じクラスになり、担任の先生が「いろいろ
な仲間がいるので、皆、大切に仲良くしていきま
しょう」とおっしゃってくれて、ヒデは松葉杖を
時々使いながらも本当に楽しく過ごせていまし
た。

そんな学校生活がつまずいたのはヒデが5年
になってすぐでした。松葉杖を嫌がるようにな
ったのです。訊いても「大丈夫、何でもない」と
ボソっと一言。その頃、私がとても忙しかったこ
ともあって、最初は「うちも反抗期がはじまった
か」程度に考え、気にしていなかったんです。

しかし学校から裸足で帰るようなことが何度か
あり、不審に思った私が「大丈夫」というヒデの
スボンを強引にめくってびっくり・・・。パンパン
に腫れているではありませんか。「松葉杖もつか
ないで、こんなになるまでほったらかしにして」
と叱り、注射をして二日間、学校を休ませ、おさ
まったところで松葉杖を持たせて送り出しまし
た。それからしばらくは十分に注意していたた
め、出血がひどくなることはありませんでした
が、表情は徐々に暗くなる一方です。とうとう
楽しみにしていたはずの校内行事の日には泣
きそうな顔で下校してきて、その日は夕食もほ
とんど食べません。

母の授業
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番だ」と言われ、一日中教室で座っていたのだ
そうです。聞いた私はとっさに何と言っていい
か分からず、「そうか、まあ、しゃーないな」みた
いなことを言って終わりにするしかありません
でした。でも、心の中は“さあ困ったぞ、どうし
よう”話しを終えました。

考えてみれば、1～ 2年のクラスには説明し、
3～ 4年の時も先生の理解があった上、元クラ
スメイトも、知り合いのお母さん方もたくさんい
て助けられていました。しかし今度のクラス替
えでは前のクラスの仲間が少なくなったとヒデ
は話していたのです。困っているうちに時はた
ち、夏の移動教室も近づいて来てしまいます。
今のままでは宿泊先で製剤を自己注射すること
はもちろん、松葉杖も使えず、参加することす
らままなりません。
　
どうしようと困っていた私を決断させる出来事
がありました。ある日、私の子どもと仲の良い
母親仲間、そしてその子ども3人が一緒に遊
んでいました。サッカーしようとA君が誘ってく
れたのですが、ヒデは足の調子が悪かったので
断ったのです。A君は「ヒデってつまんねぇ奴、
みんな行こうぜ」とボールを蹴って行こうとしま
す。するとB君が「A君、そんな言い方、ないん
じゃねえの。俺も行かない」と言ってヒデと遊ん
でくれました。

ヒデが6年生の時の話です。小学校1～ 2年
の時はよく膝や足首に出血を繰り返して、本当
に大変でした。治ったと安堵したのもつかの
間。また同じところに出血を繰り返すありさま。
あんまり続くので、知り合った同じ病気のお母
さん方に相談したところ、専門医への受診を勧
められました。ところが小学校3年なのに関節
の状態があまり良くないと言われてしまい、ショ
ック。痛みが減れば注射しなくもいいという誤
解、おとなしくしてれば“安静”と思っていた大
きな間違え、少々腫れていても登校させたこと
への後悔もありました。出血後に松葉杖を使う
ようになったのもこの受診がきっかけです。もっ
とも成長すればするほど運動量も体重も増し、
みんなとサッカーやドッジボールもやってしまう
ので、出血はなかなか減りません。

先生や友だちの関係はうまく行っていました。
私も入学直後からPTA役員を積極的にやり、
親しい母親仲間を作っていたこともありました
し、病気についてもクラスに話してわかってもら
っていたことも良かったと思います。3年でクラ
ス替えになった時には偶然に障害のあるお子さ
んも同じクラスになり、担任の先生が「いろいろ
な仲間がいるので、皆、大切に仲良くしていきま
しょう」とおっしゃってくれて、ヒデは松葉杖を
時々使いながらも本当に楽しく過ごせていまし
た。

そんな学校生活がつまずいたのはヒデが5年
になってすぐでした。松葉杖を嫌がるようにな
ったのです。訊いても「大丈夫、何でもない」と
ボソっと一言。その頃、私がとても忙しかったこ
ともあって、最初は「うちも反抗期がはじまった
か」程度に考え、気にしていなかったんです。

しかし学校から裸足で帰るようなことが何度か
あり、不審に思った私が「大丈夫」というヒデの
スボンを強引にめくってびっくり・・・。パンパン
に腫れているではありませんか。「松葉杖もつか
ないで、こんなになるまでほったらかしにして」
と叱り、注射をして二日間、学校を休ませ、おさ
まったところで松葉杖を持たせて送り出しまし
た。それからしばらくは十分に注意していたた
め、出血がひどくなることはありませんでした
が、表情は徐々に暗くなる一方です。とうとう
楽しみにしていたはずの校内行事の日には泣
きそうな顔で下校してきて、その日は夕食もほ
とんど食べません。

母の授業



18 19

Column 7

continue

「何かあったの？」
「別に…」
「言いなさい！」
「知らない、何もない」
「何にもないことないでしょ！ あんなに楽しみ
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夢中だったので正確には憶えていませんが、血
友病とは血が止まりにくい病気だということを
リレーしている子どもの絵などを使って説明し、
出血をそのままにしておくと関節がだんだん悪
くなって最後には動かなくなること、でも注射
を打ってしばらく大事にしておくことで防げる
こと、出血していない時は普通の子と同じこと
ができることなどを説明しました。
『注射って誰がするの？ 』
「ヒデが自分でするんだよ」
『ほんと！ すげえ～』
ヒデが腕を見せると注射痕が点々と。
『おぉ』と子どもたち。
「でもね、完全に治すためには注射打って痛み
が0になってから行けばいいんだ。でも、それじ
ゃ学校をいっぱい休むことになっちゃうんだ。ヒ
デはみんなと一緒にいたいから、だから少しぐ
らい痛くでも松葉杖を使って行くんだよ。松葉
杖はヒデの足なんだよ。わかってくれたかな？」
『わかった～』
「それから、もうひとつ一週間後に移動教室が
あるけど山登りしたいって言ってるんだ。注射
すればみんなと同じだから、朝ごはんまでの間
に保健室に行って注射するけど、それも分かっ
てね」
『は～い』
こんな具合にお話しを終えました。

その後、心配した移動教室は何事もなく過ご
すことができ、学校での生活も特に変わったこ
となく生活している様子です。ほっとしていると
先生からお電話をいただきました。「話してもら
ってとてもよかった。子どもたちに優しさが見
えてきた。ちょっと荷物を持ってあげたり、今日
は痛くないの、それなら遊ぼうと誘ったり、こう
いうこともできる子どもたちなんだと私にも分
かりました。クラスの雰囲気も変わりました。本
当にお礼を申し上げたい」と・・・。
同級生の女の子が「すごくいい話でした。あれ
以来、クラスの雰囲気もすごく変わりました。
ヒデくんも大変だったけど、がんばっていたん
ですね。これからは皆で助け合っていきますか
ら」と言う言葉も聞けました。どうやら、これま
で主にかばってくれていたのは、以前、クラスが
同じだった女の子たちだったようです。“これは
息子がもてるような男になる兆し”と思い込ん
でいたのは親馬鹿の勝手な夢想。

いろいろ迷った末の決断でしたが、今は話して
良かったと思っています。母親としては粗雑な
方かもしれませんが、これからも必要があれば
体を張って子どもを守りたいと思っています。
今回の経験談が皆様のご参考と激励になれ
ば、とても嬉しく思います。

その晩、B君の母親から電話があり「今日のこ
と、見てて親馬鹿かもしれないけど、わが息子
ながら、やさしいと思ったわ」と言うのです。間
もなくA君の母親からも電話。「うちの子、知ら
なかったの。ごめんなさい。後で話したら“俺だ
って知ってたら絶対、言わなかったよ。悪かった
って謝っておいて”ですって」。そう、考えみれば
B君は同じクラスだったので親も子も病気のこ
とを知っていたのですが、A君は母親とPTAで
仲良くなっただけでヒデの病気のことは母親し
か知らなかったのです。
やはり知ってもらうことが第一だ。そう気づい
た私は子どもに訊きました。「どうする、みんな
にちゃんとしたことを言う？ 決断しよっか。言う
っていうならお母さん学校へ行って時間もらっ
て説明するよ。でもあんたが嫌なら言わない」
しばらく考えて、子どもはぽつりと一言「言おう
か・・・」「それなら、先生に相談してみる」

私は早速、担任の先生に連絡しました。
「子どもの病気のことで、これから移動教室も
あるし説明をさせて欲しい。小学校5年生の理
解力は十分だと思うが、ほどほどが分からない
年齢でもある。知らずに無茶して周りへ迷惑を
かけてはいけないので是非、時間をいただけま
せんか」みたいな話をしました。お若い先生でし
たが、幸いすぐに分かってくださって授業の前
に15分ぐらいなら時間を作りますとのお返事を
頂戴します。早速、子どもと相談ながら、病院か
ら入手したいろいろな冊子やパンフレットを参
考にし、絵を抜き出して、説明を準備しました。

当日です。教室を開けて入ると『ヒデのかあち
ゃんだ』のザワザワ声。負けじと大きな声で「お
はよう！今日は先生に時間を少しもらってヒデの
病気の説明に来ました。みんなヒデの病気のこ
と知ってる？ 知ってる子、はい、手を上げて」
気分はもう担任教師。以前のクラスメイトがパ
ラパラと手を上げるだけ。“そうか、クラス替え
で病気のことを知っていた子こんなに少なくな
っていたんだ。いろいろなことが起きても仕方
がない”と思いつつ
「どんな病気だと思う？」
『休む』
『足が痛くなる』
『掃除もだめ』
『ドッジボールはできる』などの様々な返事。
「みんな、正解！ でも、その時の具合によってい
ろいろ変わるんだよ」
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「それから、もうひとつ一週間後に移動教室が
あるけど山登りしたいって言ってるんだ。注射
すればみんなと同じだから、朝ごはんまでの間
に保健室に行って注射するけど、それも分かっ
てね」
『は～い』
こんな具合にお話しを終えました。

その後、心配した移動教室は何事もなく過ご
すことができ、学校での生活も特に変わったこ
となく生活している様子です。ほっとしていると
先生からお電話をいただきました。「話してもら
ってとてもよかった。子どもたちに優しさが見
えてきた。ちょっと荷物を持ってあげたり、今日
は痛くないの、それなら遊ぼうと誘ったり、こう
いうこともできる子どもたちなんだと私にも分
かりました。クラスの雰囲気も変わりました。本
当にお礼を申し上げたい」と・・・。
同級生の女の子が「すごくいい話でした。あれ
以来、クラスの雰囲気もすごく変わりました。
ヒデくんも大変だったけど、がんばっていたん
ですね。これからは皆で助け合っていきますか
ら」と言う言葉も聞けました。どうやら、これま
で主にかばってくれていたのは、以前、クラスが
同じだった女の子たちだったようです。“これは
息子がもてるような男になる兆し”と思い込ん
でいたのは親馬鹿の勝手な夢想。

いろいろ迷った末の決断でしたが、今は話して
良かったと思っています。母親としては粗雑な
方かもしれませんが、これからも必要があれば
体を張って子どもを守りたいと思っています。
今回の経験談が皆様のご参考と激励になれ
ば、とても嬉しく思います。

その晩、B君の母親から電話があり「今日のこ
と、見てて親馬鹿かもしれないけど、わが息子
ながら、やさしいと思ったわ」と言うのです。間
もなくA君の母親からも電話。「うちの子、知ら
なかったの。ごめんなさい。後で話したら“俺だ
って知ってたら絶対、言わなかったよ。悪かった
って謝っておいて”ですって」。そう、考えみれば
B君は同じクラスだったので親も子も病気のこ
とを知っていたのですが、A君は母親とPTAで
仲良くなっただけでヒデの病気のことは母親し
か知らなかったのです。
やはり知ってもらうことが第一だ。そう気づい
た私は子どもに訊きました。「どうする、みんな
にちゃんとしたことを言う？ 決断しよっか。言う
っていうならお母さん学校へ行って時間もらっ
て説明するよ。でもあんたが嫌なら言わない」
しばらく考えて、子どもはぽつりと一言「言おう
か・・・」「それなら、先生に相談してみる」

私は早速、担任の先生に連絡しました。
「子どもの病気のことで、これから移動教室も
あるし説明をさせて欲しい。小学校5年生の理
解力は十分だと思うが、ほどほどが分からない
年齢でもある。知らずに無茶して周りへ迷惑を
かけてはいけないので是非、時間をいただけま
せんか」みたいな話をしました。お若い先生でし
たが、幸いすぐに分かってくださって授業の前
に15分ぐらいなら時間を作りますとのお返事を
頂戴します。早速、子どもと相談ながら、病院か
ら入手したいろいろな冊子やパンフレットを参
考にし、絵を抜き出して、説明を準備しました。

当日です。教室を開けて入ると『ヒデのかあち
ゃんだ』のザワザワ声。負けじと大きな声で「お
はよう！今日は先生に時間を少しもらってヒデの
病気の説明に来ました。みんなヒデの病気のこ
と知ってる？ 知ってる子、はい、手を上げて」
気分はもう担任教師。以前のクラスメイトがパ
ラパラと手を上げるだけ。“そうか、クラス替え
で病気のことを知っていた子こんなに少なくな
っていたんだ。いろいろなことが起きても仕方
がない”と思いつつ
「どんな病気だと思う？」
『休む』
『足が痛くなる』
『掃除もだめ』
『ドッジボールはできる』などの様々な返事。
「みんな、正解！ でも、その時の具合によってい
ろいろ変わるんだよ」

母の授業



20 21

夢中だったので正確には憶えていませんが、血
友病とは血が止まりにくい病気だということを
リレーしている子どもの絵などを使って説明し、
出血をそのままにしておくと関節がだんだん悪
くなって最後には動かなくなること、でも注射
を打ってしばらく大事にしておくことで防げる
こと、出血していない時は普通の子と同じこと
ができることなどを説明しました。
『注射って誰がするの？ 』
「ヒデが自分でするんだよ」
『ほんと！ すげえ～』
ヒデが腕を見せると注射痕が点々と。
『おぉ』と子どもたち。
「でもね、完全に治すためには注射打って痛み
が0になってから行けばいいんだ。でも、それじ
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Column 8

部　活

ずっと水泳部だった。選手になって大会にもた
くさん出たし、何の問題もなかった。
(10代本人)

吹奏楽部って体育会系みたいに体力勝負のと
ころがあるんです。覚悟はしていたけど、入っ
てからびっくり。慣れるまでは本当によく出血し
ました。たまたま野球部が強くて、夏場に応援
に駆り出されたことが一番辛かった。でも筋力
がついたら本当に出血が減ったのには驚いた。
(20代本人)

まさか少年野球の応援に行くようになるなんて
考えてもいませんでした。子どもの元気な姿は
今でも目に焼きついています。　
(母）

TVゲームが好きだったので、コンピュータクラ
ブに入りました。最初はよかったのですが、学
校でキーボードを叩き、家でゲームパッドを叩き
すぎたら、肘に出血するようになってしまいまし
た。やりすぎはいけませんね。
(20代本人)

止められたけど中学でも野球をやった。小学校
の野球とは違って練習も厳しく出血も多かった
し、関節が痛くなったことも多かった。でも、と
にかく三年間やれたことは嬉しかった。
(20代本人)

反対しても子どもの気持ちを変えさせることは
できず、ドクターストップがかかったら辞めるこ
とを条件にバスケット部に入部。突き指や足首
の関節出血など繰り返して、結局、断念するこ
とになりました。一時はヘコんでいましたが、今
はそれなりに納得している様子で、やらせたこ
とは後悔していません。　
(母)

バスケット部で足首を痛めた時、医師の勧めも
あって装具をすることになった。最初はどうな
ることかと思ったが、スポーツ選手が負傷した
時にするような、プラスチック製のガードみたい
なプロテクターを病院で教えてもらって、デパ
ートで買った。そしたら「格好が良い」と先輩も
使い始めて、部内で流行ってしまった。装具を
気にすることは全然なくなった。　
(20代本人)

春香（小6、小3）： 皆さん、部活はどうして
されているんですか？

冬子（中2、小5）： 何度も文科系に入るよ
うに水を向けたけど、失敗。今、卓球をして
いる。普段はいいけど、出血すると練習の
半分ぐらいしか出らなくなって、結局休むこ
とになっちゃう。試合みたいに絶対出なきゃ
ならないときは、連続投与。まあ、うちの場
合は、部員にも話してあって、あまり気にさ
れてなかったみたい。

律男（大3）： 息子は中学まではサッカーし
ていたのですが、高校では吹奏楽部に迷い
ながら入部した。最初は不満も言ってたけ
ど、それなりに楽しそうにしていたからいい
んじゃないかと思う。

ヒロミ（本人20代）： 親からクラブについて
何も言われなかったし、友だちにも何も言
ってなかった。自分で決めて高校は科学部
に入りました。クラブ活動での出血はなか
ったと思いますが、それでも文化祭なんか
で忙しい時は自分で注射して行ってました。

睦美（高2）： テニスやって、肘と足首の出
血を繰り返して辞めさせて、その学校では
楽なクラブの卓球に入りなおしたんですが、
それでも足首の出血が続いて、結構、落ち
込んでいるっていうか、拗ねてます。

冬子： 空手やボクシングは危ないけど、合
気道ならどうなの？

律男： どうして合気道か知らないけど、親
がわざわざ勧めるようなスポーツではない
と思います。格闘技みたいに体がぶつかり
あう競技は原則として避けた方がいい。私
もサッカーしていたので分かるのですが、年
齢も上がってくるとサッカーもフィジカルコ
ンタクトがひどくなるので危険です。まあ、
子どもも何度か痛い目を見て、かわし方が
とても上達しましたが・・・。

睦美： 格闘技で受け身がうまくなるのは良
いことだと聞いたことがある。でも、授業な
らともかく、習うなら受け身だけ練習しなさ
いって言うわけにはいかないわよね。人に
もよるから先生（主治医）にも尋ねてみたら
どうかしら。止めさせるのでもお医者さん
が言ってくれる方がきく場合も多いし。
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の関節出血など繰り返して、結局、断念するこ
とになりました。一時はヘコんでいましたが、今
はそれなりに納得している様子で、やらせたこ
とは後悔していません。　
(母)

バスケット部で足首を痛めた時、医師の勧めも
あって装具をすることになった。最初はどうな
ることかと思ったが、スポーツ選手が負傷した
時にするような、プラスチック製のガードみたい
なプロテクターを病院で教えてもらって、デパ
ートで買った。そしたら「格好が良い」と先輩も
使い始めて、部内で流行ってしまった。装具を
気にすることは全然なくなった。　
(20代本人)

春香（小6、小3）： 皆さん、部活はどうして
されているんですか？

冬子（中2、小5）： 何度も文科系に入るよ
うに水を向けたけど、失敗。今、卓球をして
いる。普段はいいけど、出血すると練習の
半分ぐらいしか出らなくなって、結局休むこ
とになっちゃう。試合みたいに絶対出なきゃ
ならないときは、連続投与。まあ、うちの場
合は、部員にも話してあって、あまり気にさ
れてなかったみたい。

律男（大3）： 息子は中学まではサッカーし
ていたのですが、高校では吹奏楽部に迷い
ながら入部した。最初は不満も言ってたけ
ど、それなりに楽しそうにしていたからいい
んじゃないかと思う。

ヒロミ（本人20代）： 親からクラブについて
何も言われなかったし、友だちにも何も言
ってなかった。自分で決めて高校は科学部
に入りました。クラブ活動での出血はなか
ったと思いますが、それでも文化祭なんか
で忙しい時は自分で注射して行ってました。

睦美（高2）： テニスやって、肘と足首の出
血を繰り返して辞めさせて、その学校では
楽なクラブの卓球に入りなおしたんですが、
それでも足首の出血が続いて、結構、落ち
込んでいるっていうか、拗ねてます。

冬子： 空手やボクシングは危ないけど、合
気道ならどうなの？

律男： どうして合気道か知らないけど、親
がわざわざ勧めるようなスポーツではない
と思います。格闘技みたいに体がぶつかり
あう競技は原則として避けた方がいい。私
もサッカーしていたので分かるのですが、年
齢も上がってくるとサッカーもフィジカルコ
ンタクトがひどくなるので危険です。まあ、
子どもも何度か痛い目を見て、かわし方が
とても上達しましたが・・・。

睦美： 格闘技で受け身がうまくなるのは良
いことだと聞いたことがある。でも、授業な
らともかく、習うなら受け身だけ練習しなさ
いって言うわけにはいかないわよね。人に
もよるから先生（主治医）にも尋ねてみたら
どうかしら。止めさせるのでもお医者さん
が言ってくれる方がきく場合も多いし。
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Column 9

生活と自己管理

十代の頃から、自分なりにテーピングを工夫し
ていた。周りはあまり信じてくれなかったけど、
俺は絶対、効果があったと思う。もっとも、それ
で無茶して出血もしたけど。
（30代本人）

時効だけど単車とか乗りたくて、隠れてよく乗
った。お医者さんも親も反対したけど、今、考
えると親が言っても駄目な時ってあるみたい。
あんまり厳しく言っても隠れてやるから一緒。
でも何かあった時にはやっぱりと思って反省は
するから、親として注意するのをあきらめるの
は良くないと思う。
（30代本人）

分かってても(無茶を)やってしまう時期があ
る。俺もそうだったし、やっぱ、自分がどれだけ
できるか試したい気持ちも抑えきれないことも
あった。これって仕方がないかもしれない。大
きくなれば絶対自分で管理できるようになるか
ら、信じて目つぶってもらうしかないかもしれ
ない。
（20代本人）

インヒビターもあって自分はよく出血したし、
他の子の話を聞いても(製剤が効く子が)羨ま
しくなるだけで、一時はとてもへこんだ。不思
議なもので高校ぐらいからは、すごく調子がよ
くなって出血も減った。よく出血する時期って
あるみたい。くじけないで頑張れば、きっと良く
なると思う。　
（20代本人）

一美（年長）： ところで普通、薬は預かっ
てもらえるのでしょうか？ それなら安心
なんだけど・・・。

冬子（中2、小5）： 私、断られた。責任持
てないとか言われて・・・。

千秋（中3）： 校長室の冷蔵庫に預かって
いただきました。保健室は生徒さんが開
け閉めすることもあって、温度管理でき
ないと言われました。

ヒロミ（本人20代）： 僕の中学は校長室
に冷蔵庫なかったし、保健室も断られて、
常温でもだめって言われました。学校に
よって違うと思うんじゃないかな。
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Column 10 Column 11
友だちとの関係先輩患者さんとの一問複答 先輩患者さんとの一問複答病気を知って
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てはいたが、俺はコンプレックスはな
かった。実際、人よりうまくできたこと
も多いので、病気を損と思ったことも
なかった。うちの場合は病気を理由
に行動を制限されたことはない。中
学時はむしろ、痛いとか言ってずる休
みの口実にしたことはある。コンプレ
ックスというよりもうまく利用しよう
と考えた。

俺は小学校の時にギブスをしたこと
があったから嫌でも病気は感じた。
病気はないに越したことはないと思
う。俺も日常生活はOKだったし、体
育も一番成績が良かったぐらいだっ
たけど実際できないこともあったし、
本当にしたかったことを断念もした。
別に今は満足しているが。

母親にくってかかったこともあった。
今、考えるとひどいことも言った。で
も、その時に何も言えずに泣き出し
た母親を見たら、猛烈に後悔した。
大きくなったら絶対に分かってくれる
から今は心配しなくていいと思う。

僕はいつからと言うよりも早くから叩
き込まれてた感じ。患者会行事でも、
教えてもらった。そういう場で勉強す
るようなことは必要だったと思う。

理科の遺伝の授業の時に例として挙
げられて、これだと思ったことはあっ
た。ちゃんと教えてもらったのは自己
注射の練習をした時に病院で教えて
もらった。

親としては病気を伝えることで、卑屈
になって欲しくないと思うだろうし、
実際に子どもがコンプレックスを持
つこともあると思うけど、でも、やが
て、病気とは関係のない別なやり方
を考えるようになる。まして、最近の
子どもたちは、薬が良くなって関節障
害にはならないと思う。中卒後には
出血もぐっと少なくなったし。
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と思っちゃうと大人になってから大変
になるんじゃないか。

事情を知っている友だちには本当に
助けられ、今でも感謝しています。し
かし松葉杖をついて学校に行った
時、知らない子はそれで休み時間に
遊んだりしていて、トイレに行きたく
ても行けないので、困りました。返し
てとか強く言うと、どうして足が悪い
のか問い詰められそうで、言いにくか
った。

学校では、病気のことは友人には言
っていなかった。中学校も後になって
信頼できる友人に言ったぐらい。そ
れまで出血で休んだり、走れなかった
りした時に追求されても「弱いんだ」
ですました。

俺はうっかり病気と言ったために、か
らかわれて泣いて帰った想い出があ
る。もう、そいつとは友達になれない
と思った。それから100%信頼できる
奴だけに言おうと思った。中学で部
活を始めて、100%信頼できそうな
子がいて、思い切って言ったら、その
子は受け入れてくれた。その時に自
分の中に言う友人、言わない友人の
境界線ができた。

基本的に言う必要はないと思う。で
も、こいつには言いたいと思う奴がで
きるかどうかの方が大事なんじゃな
いか。そういう友人ができた時には
言った。
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多くの患者さんとご家族、医療スタッフの協力と熱意なしにはできませんでした。

この場を借りて皆様に深く感謝いたします。

　学校は知識習得だけてなく、試みの場でもあります。自分は
何ができるのか、自分は何をしたいのか等を成長と共に考え、
試していくところです。嬉しいこと、楽しいことも多い反面、失敗
や挫折も多く味わうことも多いでしょう。
　親としては勉強や友達付き合いに、歯がゆい思い、口を挟み
たい気持ちにもなりますが、代ってあげることもできません。
おそらくは止血の管理についても同じです。先に備えて自重
する計画性、出血しにくい体作りのための運動、適切な家庭治
療のやり方、さらに出血を承知でやらねばならない状況の乗り
切り方。社会にでても大切なことばかりです。学校は、それらを
体験して学んでいく場所なのです。
　血友病を理由に積極的な学校生活をおくれない患者さんは
減ってきました。しかしまだ行事、部活動や恋に消極的な人も
少なからずいらっしゃいます。今は治療法も進歩しています。
決してお勧めはしませんが、昔では考えられなかった剣道や
柔道を部活に選ぶお子さんも見られるようになりました。この
冊子に寄せていただいた体験談で、おひとりでも元気な気持ち
になれるお子さんが増えることを、そして書いてある工夫がより
よい学校生活への手助けになることを祈っています。
　この冊子を作成するに当たり、多数の患者さんの御支援と
ご助言をいただきました。この場を借りて深く御礼申し上げます。
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iPhone版アプリ 

輸注して…
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入力も可能になりました。
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柔道を部活に選ぶお子さんも見られるようになりました。この
冊子に寄せていただいた体験談で、おひとりでも元気な気持ち
になれるお子さんが増えることを、そして書いてある工夫がより
よい学校生活への手助けになることを祈っています。
　この冊子を作成するに当たり、多数の患者さんの御支援と
ご助言をいただきました。この場を借りて深く御礼申し上げます。

監修：荻窪病院血液科　カウンセラー

小 島  賢 一

おわりに

28 29

いつでも、どこでも「簡単」「便利」「安心」に
輸注記録を家族で管理できるシステム
「モバ録」のiPhone版アプリが新登場しました

iPhone版アプリ 

輸注して…

輸注する時間をポップアップで
お知らせし、アラート表示からの
入力も可能になりました。

ポップアップアラートで輸注時間をお知らせ

インターネットがつながらない場所でも
輸注記録ができるようになりました。

オフラインでも使用可能

！ 録記にぐす

https://www.hemophilia-st.jp/

武田薬品工業株式会社
〒103-8668
東京都中央区日本橋本町二丁目1番1号



血友病治療薬輸注記録システム

「モバ録」は、携帯電話、スマートフォン
などのモバイル端末やパソコンを使って、
患者さんが「簡単」「便利」「安心」に輸注
記録を入力・管理できるシステムです。

血友病治療薬輸注記録システム「モバ録」

モバ録 検索

　　
●ヘモフィリアステーション
http://www.hemophilia-st.jp/

友からの一言
「幼稚園に行こう」編　
「学 校に行こう」編　
「仕 事に行こう」編
「恋 を し よ う」編
「自分たちでしよう 」編
「学 校に行こう」号外編　
　

血友病患者さんのための情報サイト

既刊シリーズのご案内

作　　成   ： シャイアー・ジャパン株式会社
              〒100-0005 
　　　　　  東京都千代田区丸の内1丁目8番2号

発 行 日 行発版1第 月3年4002 ： 
  2015年12月 改訂第4版発行 この冊子は、患者さんの体験や話し合いを参考に作成されたものです。

多くの患者さんとご家族、医療スタッフの協力と熱意なしにはできませんでした。

この場を借りて皆様に深く感謝いたします。

　学校は知識習得だけてなく、試みの場でもあります。自分は
何ができるのか、自分は何をしたいのか等を成長と共に考え、
試していくところです。嬉しいこと、楽しいことも多い反面、失敗
や挫折も多く味わうことも多いでしょう。
　親としては勉強や友達付き合いに、歯がゆい思い、口を挟み
たい気持ちにもなりますが、代ってあげることもできません。
おそらくは止血の管理についても同じです。先に備えて自重
する計画性、出血しにくい体作りのための運動、適切な家庭治
療のやり方、さらに出血を承知でやらねばならない状況の乗り
切り方。社会にでても大切なことばかりです。学校は、それらを
体験して学んでいく場所なのです。
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