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凝固因子製剤の発達により、血友病の児童生徒のほとんどは普通に体育の授業に参加しています。ただ
し、格闘技だけはこれまで出血の危険性や関節を傷めやすいというリスクから、可能ならば避けるように
お願いしてきました。しかし2012年4月から中学武道が必修化されると、避けてもいられません。また血
友病患者さんにも柔道の文化に触れてもらいたいとも思います。これらを踏まえて、指導者として血友病
の患者さんに授業する際の出血のリスク回避や稽古方法などへの配慮について列記します。
なお以下にあげることが、全てではなく、個人の状態によって大きく異なること、ほかの競技においても援
用し得ることも指摘しておきます。

　Friends「学校に行こう編」号外版をお届け

します。今回、臨時にお届けする理由は、「中

学校での武道の必修化」です。文部科学省

は、平成20年3月28日に中学校学習指導要

領の改訂を告示して、中学校保健体育におい

て、武道を含めたすべての領域を必修にする

としました。具体的に武道とは「柔道」「剣道」

「相撲」の三種類があげられていて、その中か

ら一種を選択して全員が履修するとなってい

ます。

　血友病患者さんに格闘技を勧めますかと問

われても、現時点でほとんどの専門医は勧め

はしないでしょう。勧めるほど血友病の治療

法は未だ完全ではありません。では全面的に

禁止するかと言えば、それほど今の治療法は

お粗末でもありません。少々の出血であれば、

患者さんと製剤の力だけで十分に対処できま

す。他の体育種目ではほとんど参加してきた

患者さんが、武道の授業を、ひとりだけずっと

見学し続けるのは辛いものがあります。

　今回は、これらの種目を競技してきた医療

関係者から、指導者と患者さんに向けての注

意事項を、血友病の仲間からは体験談を頂戴

いたしました。中学生とこれから中学生にな

ろうとしている皆さんの参考になれば、幸い

です。

2012年3月

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　

愛媛大学医学部附属病院

SW 橋本 一晃先生 (愛媛大学医学部柔道部顧問)

◆ 柔道着
ズボンのウエストラインにヒモが通っており、それをウエ
スト部分で締めることで着用しますが、締めすぎると皮
下出血を促すこともあります。同様に、上衣も帯で締め
るため、注意してください。

◆ 礼法
柔道の授業の際には正座して、黙想、礼はもちろんのこ
と、正座のまま出席点呼や、指導を受けることもありま
す。患者にとっては正座には大きな負担がかかることを
理解し、事前に膝、足首関節の状態を話し合って、短時
間なら良いか、全く正座させないかなどを決めておいて
ください。無理であれば整列する際には、長座やあぐら
座りなど負担のない方法で整列することを許可してくだ
さい。

◆ 準備運動
準備運動では、腕立てや腹筋、柔軟体操など、ある程度
の負荷はかかることは当然です。次に記する回転運動と
は異なり、打撲のリスクは少ないものの、柔軟体操など
は無理に曲げて関節を傷めることがないように準備運
動に参加させてください。

◆ 回転運動
柔道特有の準備運動だと思われますが、マット運動のよ
うな前転・後転から前回り受け身など多くの種類の運動
をします。未熟な場合は皮下出血が増えると予想され、
はじめはゆっくりやることが重要です。ただ、ひどく見え
ても皮下出血は対応が比較的容易で、患者が対応でき
ることが多く、患者に様子を尋ねるのがよいでしょう。ま
た後転や後転倒立など、頭部を強打、強い圧力がかかる
危険性のある運動の場合は、頭蓋内出血歴のある患者
に関しては原則禁止にして、そうでない患者には、指導
者がゆっくりと行うよう注意しつつ、適宜、支持・補助を
つけるような援助をしてください。

◆ 打ち込み
受けと取り(かける方)があります。患者が受けの際に
は、取りが十分に配慮し、皮下出血を起こさない程度に
打ち込みをする必要があります。患者が取りの際には、
関節負荷がかからないようにすることが重要です。いず
れにしても、そのあたりが加減できる熟練者に相手をし
てもらえれば理想的です。一口に投げるといっても技に
よって関節への負担は異なります。たとえば背負い投げ
の打ち込みの練習では、相手を持ち上げるので、負担は
大きく、それより大内刈り、小内刈り、大外刈りのような
技の方が関節への負担は小さいです。なお関節を傷め
た場合、歩き方などがおかしくなる場合が多いです。思
春期の患者の場合は友人への気兼ねから無理をするこ
ともあり、患者の様子はしっかり観察してください。

◆ 乱取り稽古
乱取り稽古とは立ち技のみの試合形式の練習法であり、
約束稽古ではないため、リスクが大きいと言えます。初心
者の生徒同士であっても競い合って、無茶をすることが
あります。場合によっては見学、もしくは型のけいこに代
替する工夫が必要です。

◆ 固め技
相手と密着しているため、皮膚に圧力がかかりやすく、
皮下出血を起こしやすいです。また、ひねる動作も含ま
れてくるので筋肉内出血、関節出血が予想され、頭を畳
に強く押し付けた場合は頭部打撲と同じ状態にもなりま
す。上にのしかかられ、踏まれたりする危険性もありま
す。頭蓋内出血歴のある患者に関しては原則、見学にし
て、行うのであれば手加減できる熟練者を相手として選
んでください。
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お願いしてきました。しかし2012年4月から中学武道が必修化されると、避けてもいられません。また血
友病患者さんにも柔道の文化に触れてもらいたいとも思います。これらを踏まえて、指導者として血友病
の患者さんに授業する際の出血のリスク回避や稽古方法などへの配慮について列記します。
なお以下にあげることが、全てではなく、個人の状態によって大きく異なること、ほかの競技においても援
用し得ることも指摘しておきます。

　Friends「学校に行こう編」号外版をお届け

します。今回、臨時にお届けする理由は、「中

学校での武道の必修化」です。文部科学省

は、平成20年3月28日に中学校学習指導要

領の改訂を告示して、中学校保健体育におい

て、武道を含めたすべての領域を必修にする

としました。具体的に武道とは「柔道」「剣道」

「相撲」の三種類があげられていて、その中か

ら一種を選択して全員が履修するとなってい

ます。

　血友病患者さんに格闘技を勧めますかと問

われても、現時点でほとんどの専門医は勧め

はしないでしょう。勧めるほど血友病の治療

法は未だ完全ではありません。では全面的に

禁止するかと言えば、それほど今の治療法は

お粗末でもありません。少々の出血であれば、

患者さんと製剤の力だけで十分に対処できま

す。他の体育種目ではほとんど参加してきた

患者さんが、武道の授業を、ひとりだけずっと

見学し続けるのは辛いものがあります。

　今回は、これらの種目を競技してきた医療

関係者から、指導者と患者さんに向けての注

意事項を、血友病の仲間からは体験談を頂戴

いたしました。中学生とこれから中学生にな

ろうとしている皆さんの参考になれば、幸い

です。

2012年3月

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　

愛媛大学医学部附属病院

SW 橋本 一晃先生 (愛媛大学医学部柔道部顧問)

◆ 柔道着
ズボンのウエストラインにヒモが通っており、それをウエ
スト部分で締めることで着用しますが、締めすぎると皮
下出血を促すこともあります。同様に、上衣も帯で締め
るため、注意してください。

◆ 礼法
柔道の授業の際には正座して、黙想、礼はもちろんのこ
と、正座のまま出席点呼や、指導を受けることもありま
す。患者にとっては正座には大きな負担がかかることを
理解し、事前に膝、足首関節の状態を話し合って、短時
間なら良いか、全く正座させないかなどを決めておいて
ください。無理であれば整列する際には、長座やあぐら
座りなど負担のない方法で整列することを許可してくだ
さい。

◆ 準備運動
準備運動では、腕立てや腹筋、柔軟体操など、ある程度
の負荷はかかることは当然です。次に記する回転運動と
は異なり、打撲のリスクは少ないものの、柔軟体操など
は無理に曲げて関節を傷めることがないように準備運
動に参加させてください。

◆ 回転運動
柔道特有の準備運動だと思われますが、マット運動のよ
うな前転・後転から前回り受け身など多くの種類の運動
をします。未熟な場合は皮下出血が増えると予想され、
はじめはゆっくりやることが重要です。ただ、ひどく見え
ても皮下出血は対応が比較的容易で、患者が対応でき
ることが多く、患者に様子を尋ねるのがよいでしょう。ま
た後転や後転倒立など、頭部を強打、強い圧力がかかる
危険性のある運動の場合は、頭蓋内出血歴のある患者
に関しては原則禁止にして、そうでない患者には、指導
者がゆっくりと行うよう注意しつつ、適宜、支持・補助を
つけるような援助をしてください。

◆ 打ち込み
受けと取り(かける方)があります。患者が受けの際に
は、取りが十分に配慮し、皮下出血を起こさない程度に
打ち込みをする必要があります。患者が取りの際には、
関節負荷がかからないようにすることが重要です。いず
れにしても、そのあたりが加減できる熟練者に相手をし
てもらえれば理想的です。一口に投げるといっても技に
よって関節への負担は異なります。たとえば背負い投げ
の打ち込みの練習では、相手を持ち上げるので、負担は
大きく、それより大内刈り、小内刈り、大外刈りのような
技の方が関節への負担は小さいです。なお関節を傷め
た場合、歩き方などがおかしくなる場合が多いです。思
春期の患者の場合は友人への気兼ねから無理をするこ
ともあり、患者の様子はしっかり観察してください。

◆ 乱取り稽古
乱取り稽古とは立ち技のみの試合形式の練習法であり、
約束稽古ではないため、リスクが大きいと言えます。初心
者の生徒同士であっても競い合って、無茶をすることが
あります。場合によっては見学、もしくは型のけいこに代
替する工夫が必要です。

◆ 固め技
相手と密着しているため、皮膚に圧力がかかりやすく、
皮下出血を起こしやすいです。また、ひねる動作も含ま
れてくるので筋肉内出血、関節出血が予想され、頭を畳
に強く押し付けた場合は頭部打撲と同じ状態にもなりま
す。上にのしかかられ、踏まれたりする危険性もありま
す。頭蓋内出血歴のある患者に関しては原則、見学にし
て、行うのであれば手加減できる熟練者を相手として選
んでください。
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血友病の児童生徒を体育科目の剣道に参加させる際の指導上の準備、注意点を述べます。
下記は一般論であり、個人によって出血の具合は異なります。必要であれば、毎回、凝固因子製剤を事前
に投与して臨むことも打ち合わせ、学校内の施設を供与して体育直前(30分前)に自己注射できるよう
に配慮してください。
実際の指導場面では本人と相談しながら進めてください。

「臨機応変にやろう」
授業でやるだけなら、競技と違うから厳しいことはし

ないと思う。だいたい大丈夫じゃないかな。でも、受

け身の練習なんかはやっておいた方がいいと思うけ

ど、あざは作るかもしれない。特に肘とか肩とか。そ

れから投げられた時に、競技だと肩から落ちること

もあるし、足をひねることぐらいはあるんじゃないか

な。でも、自分たちは転ぶと大変なので、やっぱり受

け身の練習はちゃんとしといた方がいい。

技でいえば、大腰って最初のころに習うんだけど、帯

もって腰を振り回す形になりやすいから、そこにあざ

ができるかもしれない。乱取りはみんなムキになって

やるかもしれないから注意。乱取りだけ止めとくか、

特に病気を知っている上手い人に相手をしてもらう

のがいい。関節技が授業にあったら大変だけど、中

学校ではないはずだから、それは心配しなくていい。

柔道をはじめた最初のうちは、部活のある日は毎回

のように製剤をうつ感じだった。筋肉痛にもなった。

だいたい使った筋肉が痛くなるから、慣れると出血と

違うことはわかるんだけど、慣れないころは、足首や

肘が多いので、関節出血と間違えるかもしれないな。

正座ができないなら、事前に先生に言っておいたら

いい。ちょっとの間ならできるっていうなら、礼の時

だけであとは、立膝とか崩していい許可をもらってお

くとか、足首を伸ばさないで、足先だけで座って挨拶

して戻るなんていうこともある。

● 血友病A(16)　重症

「見学を通した」
僕はその頃、よく足首が出血していたから、全部、見

学にしてもらった。やっても平気かなと思ったことも

あるけど、やったり、やらなかったりするのもへんな

ので、そこは我慢して見学を通した。

● 血友病A(26)　重症

◆ 蹲踞(そんきょ)
指導を受ける際、見学の際、剣道では正座をする場面が
多いですが、膝に関節障害を負っている患者には、重度
であればもちろんのこと、軽度であっても正座が困難な
場合があります。指導開始前にどの程度可能かは訊い
ておく必要があります。短時間は可能でも、長くなると
関節が痛む者もいます。蹲踞(試合などの前にしゃがん
で竹刀を構えた状態)以外は膝を崩すことを許す、ある
いは、立膝の姿勢をとって構えるなどの工夫をしてくだ
さい。

◆ 踏み込み
竹刀を振る動作では片足を前方に踏み込んで振り下ろ
す形が基本。その際に本来は足全体で踏み下ろすのが
原則であり、慣れれば足首への負担は大きくありません
が、初心者ではかかとから踏み込む者が多く、足首を傷
めやすくなります。しかも剣道を練習する武道場の床は
若干のクッション性があるように作られており、より硬い
一般の体育館では授業を行った場合、大きな衝撃がか
かります。足首を傷める危険性がある場合は「すり足」
で、打ちこみの練習をするように指示をしてください。
他 にも、負 傷した 剣 士 用 の「かかとサポータ
(1500-2500円程度)」といった商品もあり、かかと部
分に5-10mm程度のクッションが置かれている物があ
ります。これらを利用する方法もあります。

◆ 打ち込み練習
前記の点を留意すれば、打つ練習に支障はありません。
しかし、打ちこみを受ける側となる練習にはリスクがあり
ます。初心者は正確に胴や籠手を打つことができず、内
出血を起こしやすく、とくに防具に守られていない頭部
への打撲は危険性が高くなります。

◆ 地稽古
柔道でいう乱取りであり、生徒にとっては初心者であって
も楽しい時間とはなりますが、防具のない身体部分への
打撲リスクは極めて高いだけでなく、初心者が面を付け
て視野が狭くなった状態では、生徒同士の激突・転倒は
当然、多発します。熟練者が相手となった場合でも、こう
した危険性が大きいため、地稽古への参加は十分に慎
重に行ってください。可能であれば、稽古を避け、太鼓で
開始や終了知らせる係などの役割を与えるなどの配慮
をしてください。

◆ その他
頭蓋内出血の既往歴のある場合、十分に注意してくださ
い。とくにそれが小学校以降に起こったエピソードであっ
た場合、結果として素振りや型などの練習のみになって
も、やむを得ないこともあります。

中学校武道必修化に応じた血友病患者の授業参加について

元剣道部員の医師
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あるけど、やったり、やらなかったりするのもへんな

ので、そこは我慢して見学を通した。

● 血友病A(26)　重症

◆ 蹲踞(そんきょ)
指導を受ける際、見学の際、剣道では正座をする場面が
多いですが、膝に関節障害を負っている患者には、重度
であればもちろんのこと、軽度であっても正座が困難な
場合があります。指導開始前にどの程度可能かは訊い
ておく必要があります。短時間は可能でも、長くなると
関節が痛む者もいます。蹲踞(試合などの前にしゃがん
で竹刀を構えた状態)以外は膝を崩すことを許す、ある
いは、立膝の姿勢をとって構えるなどの工夫をしてくだ
さい。

◆ 踏み込み
竹刀を振る動作では片足を前方に踏み込んで振り下ろ
す形が基本。その際に本来は足全体で踏み下ろすのが
原則であり、慣れれば足首への負担は大きくありません
が、初心者ではかかとから踏み込む者が多く、足首を傷
めやすくなります。しかも剣道を練習する武道場の床は
若干のクッション性があるように作られており、より硬い
一般の体育館では授業を行った場合、大きな衝撃がか
かります。足首を傷める危険性がある場合は「すり足」
で、打ちこみの練習をするように指示をしてください。
他 にも、負 傷した 剣 士 用 の「かかとサポータ
(1500-2500円程度)」といった商品もあり、かかと部
分に5-10mm程度のクッションが置かれている物があ
ります。これらを利用する方法もあります。

◆ 打ち込み練習
前記の点を留意すれば、打つ練習に支障はありません。
しかし、打ちこみを受ける側となる練習にはリスクがあり
ます。初心者は正確に胴や籠手を打つことができず、内
出血を起こしやすく、とくに防具に守られていない頭部
への打撲は危険性が高くなります。

◆ 地稽古
柔道でいう乱取りであり、生徒にとっては初心者であって
も楽しい時間とはなりますが、防具のない身体部分への
打撲リスクは極めて高いだけでなく、初心者が面を付け
て視野が狭くなった状態では、生徒同士の激突・転倒は
当然、多発します。熟練者が相手となった場合でも、こう
した危険性が大きいため、地稽古への参加は十分に慎
重に行ってください。可能であれば、稽古を避け、太鼓で
開始や終了知らせる係などの役割を与えるなどの配慮
をしてください。

◆ その他
頭蓋内出血の既往歴のある場合、十分に注意してくださ
い。とくにそれが小学校以降に起こったエピソードであっ
た場合、結果として素振りや型などの練習のみになって
も、やむを得ないこともあります。

中学校武道必修化に応じた血友病患者の授業参加について

元剣道部員の医師

吉田 宏之 先生・藤井 奨 先生（荻窪病院）指導者への注意事項　 剣 道 編柔道経験者から

2 3

血友病の児童生徒を体育科目の剣道に参加させる際の指導上の準備、注意点を述べます。
下記は一般論であり、個人によって出血の具合は異なります。必要であれば、毎回、凝固因子製剤を事前
に投与して臨むことも打ち合わせ、学校内の施設を供与して体育直前(30分前)に自己注射できるよう
に配慮してください。
実際の指導場面では本人と相談しながら進めてください。

「臨機応変にやろう」
授業でやるだけなら、競技と違うから厳しいことはし

ないと思う。だいたい大丈夫じゃないかな。でも、受

け身の練習なんかはやっておいた方がいいと思うけ

ど、あざは作るかもしれない。特に肘とか肩とか。そ

れから投げられた時に、競技だと肩から落ちること

もあるし、足をひねることぐらいはあるんじゃないか

な。でも、自分たちは転ぶと大変なので、やっぱり受

け身の練習はちゃんとしといた方がいい。

技でいえば、大腰って最初のころに習うんだけど、帯

もって腰を振り回す形になりやすいから、そこにあざ

ができるかもしれない。乱取りはみんなムキになって

やるかもしれないから注意。乱取りだけ止めとくか、

特に病気を知っている上手い人に相手をしてもらう

のがいい。関節技が授業にあったら大変だけど、中

学校ではないはずだから、それは心配しなくていい。

柔道をはじめた最初のうちは、部活のある日は毎回

のように製剤をうつ感じだった。筋肉痛にもなった。

だいたい使った筋肉が痛くなるから、慣れると出血と

違うことはわかるんだけど、慣れないころは、足首や

肘が多いので、関節出血と間違えるかもしれないな。

正座ができないなら、事前に先生に言っておいたら

いい。ちょっとの間ならできるっていうなら、礼の時

だけであとは、立膝とか崩していい許可をもらってお

くとか、足首を伸ばさないで、足先だけで座って挨拶

して戻るなんていうこともある。

● 血友病A(16)　重症

「見学を通した」
僕はその頃、よく足首が出血していたから、全部、見

学にしてもらった。やっても平気かなと思ったことも

あるけど、やったり、やらなかったりするのもへんな

ので、そこは我慢して見学を通した。

● 血友病A(26)　重症

◆ 蹲踞(そんきょ)
指導を受ける際、見学の際、剣道では正座をする場面が
多いですが、膝に関節障害を負っている患者には、重度
であればもちろんのこと、軽度であっても正座が困難な
場合があります。指導開始前にどの程度可能かは訊い
ておく必要があります。短時間は可能でも、長くなると
関節が痛む者もいます。蹲踞(試合などの前にしゃがん
で竹刀を構えた状態)以外は膝を崩すことを許す、ある
いは、立膝の姿勢をとって構えるなどの工夫をしてくだ
さい。

◆ 踏み込み
竹刀を振る動作では片足を前方に踏み込んで振り下ろ
す形が基本。その際に本来は足全体で踏み下ろすのが
原則であり、慣れれば足首への負担は大きくありません
が、初心者ではかかとから踏み込む者が多く、足首を傷
めやすくなります。しかも剣道を練習する武道場の床は
若干のクッション性があるように作られており、より硬い
一般の体育館では授業を行った場合、大きな衝撃がか
かります。足首を傷める危険性がある場合は「すり足」
で、打ちこみの練習をするように指示をしてください。
他 にも、負 傷した 剣 士 用 の「かかとサポータ
(1500-2500円程度)」といった商品もあり、かかと部
分に5-10mm程度のクッションが置かれている物があ
ります。これらを利用する方法もあります。

◆ 打ち込み練習
前記の点を留意すれば、打つ練習に支障はありません。
しかし、打ちこみを受ける側となる練習にはリスクがあり
ます。初心者は正確に胴や籠手を打つことができず、内
出血を起こしやすく、とくに防具に守られていない頭部
への打撲は危険性が高くなります。

◆ 地稽古
柔道でいう乱取りであり、生徒にとっては初心者であって
も楽しい時間とはなりますが、防具のない身体部分への
打撲リスクは極めて高いだけでなく、初心者が面を付け
て視野が狭くなった状態では、生徒同士の激突・転倒は
当然、多発します。熟練者が相手となった場合でも、こう
した危険性が大きいため、地稽古への参加は十分に慎
重に行ってください。可能であれば、稽古を避け、太鼓で
開始や終了知らせる係などの役割を与えるなどの配慮
をしてください。

◆ その他
頭蓋内出血の既往歴のある場合、十分に注意してくださ
い。とくにそれが小学校以降に起こったエピソードであっ
た場合、結果として素振りや型などの練習のみになって
も、やむを得ないこともあります。

中学校武道必修化に応じた血友病患者の授業参加について

元剣道部員の医師

吉田 宏之 先生・藤井 奨 先生（荻窪病院）指導者への注意事項　 剣 道 編柔道経験者から

2 3



「大丈夫じゃないか」
俺、柔道も剣道もやったけど大丈夫っす。でも、やっ

ば柔道の方がきつかったかな。足とかよく傷めた。組

み合って練習するとつい蹴っちゃうし、蹴られちゃう。

あのときはよく注射してなぁ。受け身でも肘から先が

全部、青タンのようになったし。

剣道は手の甲がよくあざになった。籠手はしてても

上からバシッて叩かれるとあざがたくさんできる。あ

と、くびの横にも、面の打ちそこないをうたれて、あ

ざができた気がする。まあ、製剤うってれば、何とか

なるんじゃない。

● 血友病A(26)　重症

「気にしなかった」
全く気にしなかった。たいして出血も増えてなかった

と思う。水泳やってたから体力はあったし、別に柔道

だからって気にすることもなかった。先生にも何も言

わなかったから、先生も普通に教えてくれてた。

● 血友病A(24)　中等症

「だんだんに、いろいろに」
中1の時は親や先生と話して大事をとって柔道は全

部見学にしてもらった。2年になってやれそうだと

思って、少しやらせてもらったら意外に平気だったの

で、中3では普通にやった。高校では1～3年まで予

防もしないでやれた。ただ肘の出血は確かに増え

た。見学していたころが友だちへの言い訳をどうす

るかで一番、きつかった気がする。先生にも分かりの

良い先生もいたし、病気のことがよくわかっていない

先生もいて、その都度、説明するのが大変だった。宗

教上の理由で武道をやらないと勘違いされた。

● 血友病A(25)　重症

　今回の指導要領の改訂においては武道
の一部として、相撲も含まれている。現実に
この競技を選択する学校は少ないと思われ
ますが、行われた場合は、柔剣道よりも注意
点は多くなります。

1. まわしを着けた場合、内ももにまわしの圧迫

による内出血が起きやすいです。

2. 四股、蹲踞(そんきょ )や柔軟体操など、関

節に負担がかかる練習が多く、準備運動だ

けで、関節出血が起きやすいです。

3. 裸足で土俵などの硬い面を踏みしめるので、

膝、足首などを傷めやすいです。いわゆる転

がり稽古などでも皮下出血は避けられませ

ん。

4. 実際の競技では強い打撲などで筋肉内出血

を招きやすいです。

5. とくに頭蓋内出血の既往歴のある場合には

原則、床の硬さ、防具のないことを考慮して

参加を見合わせることもやむを得ません。

あとがき

先輩患者から

備　考

　　
●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　

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2102 ： 
  2015年12月 改訂第2版発行 

　皆、多くの血友病仲間は球技や水泳では

他の生徒と同等にやり、負担の大きなマラ

ソンや縄跳びなどは工夫をしながらやって

います。

　指導内容に入ってきた柔剣道や相撲に

戸惑う保護者や教師もいらっしゃるかもし

れませんが、注意して参加すれば、マラソン

や縄跳びに比べて、著しく出血や関節障害

を増やすことはないと言えます。

　本人、親、担当教諭と事前の打ち合わせ

を十分に行って、この種目を楽しんでくださ

い。その一助となれば幸いです。
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