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　【論　文】

わが国おける知的障害施設体系の形成と「治療教育学」が果たした役割

 大塚　晃（社会福祉学科教授）

要旨：ノーマライゼーション理念の実現を目指す障害者総合支援法などが施行されたが，施
設から地域への移行や施設入所者数の削減は，必ずしも進んでいない．また，「親なき後」の
不安などから，知的障害施設（特に入所施設）への入所を希望する家族は多い．本論文にお
いては，知的障害施設体系の形成において，「治療教育学」導入の契機となったのは，知的障
害児の重度化の課題が顕在化してきた対応の結果であること．「治療教育学」が，施設を維持
する装置として役割を果たしたことを明らかにする．その結果，「治療教育学」は児者を貫く
支援の基礎的理念として，施設における職員の利用者への働きかけはすべて「治療教育」と
され，支援者と利用者の関係を著しく狭めた．このような施設における「治療教育学」の基
礎づけは，必ずしもその対象や方法において入念に吟味されたわけではなく，パッチワーク
的に当てはめられたものであることも明らかにする．「治療教育学」が、医学モデルの代表と
して積極的に語られない今の時代においても，「施設」は強度行動障害者などの支援の場とし
て期待されている．
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Ⅰ．はじめに
障害福祉の分野では，障害のある人もない人も，共に社会で生活するというノーマライゼー

ションの考え方が定着してきた．平成 18年に施行された障害者自立支援法（現在の障害者総
合支援法）は，このノーマライゼーション理念の実現を目指すものである．障害者総合支援
法第 88条及び第 89条は，国の基本指針に即して市町村及び都道府県は，それぞれ障害福祉
計画を作成するものと定めている．障害福祉計画の基本指針は , 障害者支援施設等からの地域
移行者数や施設入所者数の削減に関する設置目標を設定することを規定している．厚生労働
省によれば，障害者支援施設からの退所者数は，年間 7,000人前後で推移している．退所理由
として，「入院・死亡」が増加する一方で，「施設からの地域移行（就職、家庭復帰、自宅・
GH・CHへの住み替え）」は，減少傾向にあるとしている．施設入所者の現状をみると，障
害支援区分 5以下の利用者は減少または横ばいである一方，区分 6の利用者が増加しており，
全体として施設入所者の重度化が進んでいる．また，65歳以上の利用者の割合が増加してい
るなど，高齢化も進みつつある．このような状況を踏まえると，障害支援区分が比較的軽度
で地域生活への移行が可能な者については，グループホーム等の地域生活への移行を促しつ
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つ，この間の削減実績の推移を踏まえた目標設定とすべきではないかとしている．これらを
受けて，施設入所者数の削減は，第 1～ 2期 （平成 18～ 23年度）は 7％、第 3期 （平成 24～
26年度）は 10％，第 4期 （平成 27～ 29年度）は 4％，第 5期 （平成 30～ 32年度）は 2％と
され，その動きは次第に鈍っている．（第 83回社会保障審議会障害者部会資料 2017）
国の障害者施策が，重度化に対応したグループホームの新たな類型の創設や，市町村等に

おける地域生活支援拠点の創設をうたい，重度の障害者も地域での生活に向けて舵を切って
いるが，入所型施設への依存は高いものがある．2016（平成 28）年 7月、神奈川県相模原市
にある，県立の知的障害者福祉施設「津久井やまゆり園」に，元施設職員の男が侵入し，入
所者 19人を刺殺した事件がおきた．神奈川県では，2017年 4月「津久井やまゆり園の再建の
在り方を検討する部会」を開催し，意見の集約に向けた議論が行なわれた．委員からは，「複
数の小さな施設に入所者を分散することが望ましい」という趣旨の意見が相次いだが，津久
井やまゆり園利用者の今後の生活の場については，131 人のすべての利用者が安心して安全に
生活できる入所施設の居室数を確保することが前提となるとされた．（神奈川県障害者施策審
議会（2019）「津久井やまゆり園再生基本構想策定に関する部会検討結果報告書」）
わが国においては．障害者福祉分野（特に知的障害者分野）においては，施設（特に入所施設）

への信頼感が家族や支援者において強いものとなっている．このような知的障害施設体系を
形成・維持してきた理念，すなわちサービスを提供する施設事業者及び従事者による，「施設」
を支えている実践の理論的根拠としての「治療教育学（Heilpädagogik）」について言及したい．

Ⅱ．研究の目的と方法
本論文においては，知的障害施設（児者を含む）の施設体系の形成において「治療教育学」

が果たした役割を明らかにし，今後の知的障害施設における支援及びサービスのあり方につ
いて考察する．
本論文の研究方法は文献研究である．知的障害施設における「治療教育学」という支援の

変遷を検証するために，障害福祉分野において用いられてきた「治療教育学」理念を精査す
るものであるが，他分野、特に教育分野において「治療教育学」がどのように取り扱われて
きたかについても参考とした．

Ⅲ．知的障害施設体系の形成と治療教育学
1．治療教育学について
治療教育学という言葉は，ドイツ語の Heilpädagogikの日本語訳である．ゲオルゲンス

（Georgens ）とダインハルト（Deinhardt ）らは，1861年に『特に白痴および白痴院とを顧慮
しての治療教育学』を刊行し，本書で初めて「治療教育学 Heilpädagogik」という用語を正式
に用いた．（管 1977：13）Heilは，heilenからきた言葉で，それは傷などを治すという言葉で
あり，Pädagogikは教育学という意味である．ドイツ治療教育学の普及の時期を，岡田（1987：
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65）は，（1）諸科学の成果を吸収した一定の学問的水準の下で治療教育学の学的体系化から
始まる時期，（2）治療教育施設・機関の多様化と量的増大が始まる次期の二条件から 1890年
代としている．ドイツの治療教育学を体系化した人物としてのテオドラ・ヘラーがあげられる．
ヘラー（＝ 1970：154‐ 77）は，『治療教育学の基礎』という本を出版し，治療教育学の対象
を軽度の知的障害児から行動異常児まで幅広いもの捉えている．一方、1904年 H・E・シュテッ
ツナーは，「治療教育学上の貢献」という論文で，治療教育学を精神白弱教育に限定したよう
に，治療教育学概念の「狭義化」がなされた．（岡田 1987：66）治療教育学概念の「狭義化」は，
そもそも治療教育学が医学，心理学，教育学などの学問分野を背景として，どのような子ど
もを対象とするかによりそれぞれの立場が異なってきたと考えられる．

2．わが国の知的障害施設体系の変遷
わが国の知的障害児者のための施設体系は，明治時代から始まり，戦後の児童福祉法に「精

神薄弱児施設」が位置づけられたことにより法定化された．さらに精神薄弱者福祉法に，精
神薄弱者援護施設が規定されることにより，児童から成人へと拡大していった．その過程に
おいて，重度の知的障害などが課題となり，国立や民間の施設が整備され，施設体系が整え
られていった．

（1）戦前の知的障害施設
わが国の精神薄弱児の施設体系は，石井亮一の滝乃川学園から始まった．石井は，1891（明

治 24）年に濃尾震災で孤児となった十数名を引き受け，東京に孤女学園を設立し養育をはじ
めた．孤児のなかに二人の「白痴」児がおり，知的障害児への教育へと進んでいった．石井
は，1896（明治 29）年，知的障害児教育の状況を調査研究するため渡米し，知的障害児の治
療教育理論で有名なセガンの考え方を持ち帰り，本格的に知的障害児教育をはじめた．セガ
ンの理論は，フランスのイタールが「アヴェロンの野生児」に対して生理学に基礎をおいた
教育を行って，感覚・知力および感応力の発達を目ざしたものを参考に，生理学的教育法と
言われる実践を通じて「治療教育」を体系化したものである．1897（明治 30）年に孤女学園
は，滝乃川学園と名称を変え，知的障害児のための教育施設となっていく．当時の知的障害
児教育の実践において，「白痴」の発達を促すためには，治療と教育の二つが必要で、両者を
同時に実施することが重要であること．白痴教育には，①医学的な治療，②教育としての訓練，
③生活を通しての生活指導の三つが必要であることを，石井は当時すでに体得していたとさ
れている．（菊池 1987：182）石井の治療教育は、実践の場としての精神薄弱施設と深く結び
つくものであった．白痴教育施設としての滝乃川学園は，家族主義的共同体としての性格を
残していたが，生活年齢・性別・障害程度などを考慮した分類処遇の確立，セガンの生理学
的教育を取り入れた治療教育の実践をはじめ，生活・教育・労働・医療等を統一的に保障し
ようとする総合支援施設（その後のコロニー）というべきものを目指していたと言えよう．（国
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立コロニーのぞみの園 田中資料センター　1982：54）
その後，知的障害児の施設として , 白川学園，桃下塾，藤倉学園，筑波学園，三田谷治療教

育院，八幡学園，六方学園等がつくられていく . これら施設の創始者たちは , 1904（昭和 9）年 , 

日本精神薄弱児愛護協会（現在の日本知的障害者福祉協会）を設立した．石井は、1935（昭
和 16）年に日本精神薄弱児愛護協会の初代会長となり，わが国の知的障害児施設団体のリー
ダーとなっていく．
戦前における知的障害児施設は，教育的及び福祉的機能を持ち，治療教育学は，施設の専

門性の根拠となっていった．また，これら先駆的な施設は全国的にも限られたものであり，
その教育方法が広く普及されたものではなかった．治療教育学は，著名な医学者・教育者・
福祉家などの特殊な人たちによる，特殊な世界の学と考えられる．

（2）戦後の知的障害施設
①児童福祉法の時代
児童福祉法は，敗戦後の 1947（昭和 22）年，戦災孤児，引き揚げ孤児等の街頭浮浪児の対策・

処遇が急務とされていたなか，すべての児童を視野に入れ，時代のわが国を担う児童を心身
ともに健やかに育んでいくことを目的として制定されたものである．この法律は一般の児童
はもちろん保育に欠ける児童，養護を必要とする児童その他非行児童の福祉を図ることを目
的としている．明治時代からの私的実践の長さから考えれば，精神薄弱児施設が，わが国で
初めて法に規定されたことの意味は大きいものがある．精神薄弱児施設の形態は，既に全国
的に展開されていた養護施設（現在の児童養護施設）を模範とし，その機能は，児童を施設
に収容して保護することが中心であった．

昭和 28 年 12 月末現在における児童福祉施設の数および
入所定員並びに入所実人員（厚生省『児童の福祉』昭和 33 年）

 施設名 施設数 入所定員 入所実人員
 養 護 施 設 514 30,289 31,806

 精神薄弱施設 72 3,850 4,023 

児童福祉法における精神薄弱児施設は，「精神薄弱児を入所させて，これを保護するととも
に，独立自活に必要な知識技能を与えることを目的とする施設」と規定されている．「すべて
の児童は，身体が不自由な場合，または，精神の機能が不十分な場合に，適切な治療と教育
と保護が与えられる」という児童憲章第 11条の精神が，精神薄弱児施設にも生かされている．
精神薄弱児施設については，戦前の系譜を引く施設については，治療教育学的関与が意識さ
れていたと推測されるが，全国の施設全体に治療教育学がどこまで浸透していたかは不明瞭
である．むしろ当時の精神薄弱児施設の大きな課題は，学校教育法に定める修学（義務教育）
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を猶予又は免除された児童のみならず，学校教育法に定める特殊教育の対象となる児童も多
数収容されていたことから，学校「教育」との整理であった．

②知的障害者福祉法の時代
児童福祉法により，児童相談所及び精神薄弱児施設等が設置され，知的障害児に対して保護・

指導の措置がとられることとなったが，その対象は 18歳未満の知的障害児に限られていたた
め，しだいに児童福祉施設に年齢超過者が増加する等の問題が生じていた．このような問題
への対応として，児童福祉法の一部改正を行い，特例として国立知的障害児施設に入所して
いる児童については，「社会生活に順応できるようになるまで」在所させることができるとい
う措置がとられた．しかし，これは一時的な対応にすぎず，成人の知的障害者への福祉施策
の必要性が大きな課題となっていった．

1960（昭和 35）年，知的障害をもつ児童から成人までの一貫した施策が必要であることが
各方面から提起されてきたこと等を背景に，知的障害者福祉法が制定された．この法律により，
18歳以上の知的障害者が入所する施設として知的障害者援護施設が法に位置づけられた．そ
の後，1967（昭和 42）年には同法を改正され，知的障害者援護施設に，知的障害者更生施設（入
所・通所），よび知的障害者授産施設（入所・通所）という施設種別が設定された．さらに必
要があれば 15歳から入所できるという入所年齢の引き下げが行われ，いわゆる「児・者一元
化」が可能となった．この時期，保護者や関係者の要請に応えて，全国的にこのような施設
整備が進められた．「親なき後」の安心の拠りどころとして，施設（特に入所施設）が求めら
れた．入所施設のような 24時間ケア型の施設整備は，わが国の経済成長を背景に，1971（昭
和 46）年の社会福祉施設緊急 5か年計画などにより，飛躍的に増加が図られた．

心身障害児（者）関係（厚生省『児童福祉 40 年の歩み』昭和 63 年）
 精神薄弱児施設 精神薄弱者更生施設
 施設数 定　員 施設数 定　員
 昭和 38年 182 12,007 32 1,836

 昭和 50年 349 27,022 323 24,526

 昭和 61年 319 21,562 800 52,744

知的障害者更生施設は，18歳以上の知的障害者を入所させて，保護し，更生に必要な指導
訓練を行うことが目的とする施設である．知的障害者授産施設は，18歳以上の知的障害者で
雇用されることが困難なものを入所させ，自活に必要な訓練を行うとともに，職業を与えて
自活させることを目的とする施設である．共に、本来は通過施設の役割を担っていたが，結
果として利用者は滞留化していくことになる．この理念と実際の異なりは，知的障害施設の
機能を曖昧にしていく．
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知的障害者入所施設は，親亡き後などのニーズからその後も急激な伸びを示すが，知的障
害児施設は，昭和 54年の養護学校義務化以後その数を減じることになる．施設体系形成の過
度期において , 大きな課題が生じていた .  すなわち , 重度・重複の課題である . この課題は , 

児童及び成人と年代を問わず共通する課題であった．その対応として，国は重度の知的障害
児のための施設である国立秩父学園を，1958（昭和 33）年に開設した．厚生省設置法第 27条
の 2において，「国立精神薄弱児施設は，精神薄弱の程度が著しい児童または盲（強度の弱視
を含む。）若しくはろうあ（強度の難聴を含む。）である精神薄弱児であって，児童福祉法第
27条第 1項第 3号の措置を受けたものを入所させて，その保護及び指導をつかさどり，あわ
せて全国の精神薄弱児施設における精神薄弱の児童の保護及び指導の向上に寄与する機関と
する」と規定された．国立施設の中には，指導課のほか医務課，治療棟が設けられ，精神薄
弱児の保護・指導・治療・訓練がめざれた．医務課には，医師 2名及び看護師 2名が配置され，
医療を基本とする治療教育体制が構築された．
民間の施設等については，重度者について 1964（昭和 39）年に，厚生省事務次官通知「重

度精神薄弱児収容棟の設置について」が通知された．これにより，重度の精神薄弱児の支援
が民間施設等にも広げられた．重度精神薄弱児収容棟の設備運営の基準における指導の内容
として，生活指導は「日常生活に必要な機能訓練，感覚訓練を基調とした行動を通じての治
療教育の立場にたって指導を行い，情緒の安定及び身辺の自立をはかるとともにできるかぎ
り社会生活に適応できる能力を養うよう行うものとする」とされた．重度の知的障害児の指
導の理念として導入された「治療教育」という理念は，その後精神薄弱者収容棟の開設に拡
大され，児・者をつなぐ理念として児童・成人を通して覆いつくされる．重度の知的障害の
課題は，児童から成人へと結び付けられ，すべての知的障害児者支援に必要な理念として「治
療教育」が位置づけられることになった．
知的障害施設（入所・通所を含む）が右肩上がりで増加するなかで，日本精神薄弱児愛護

協会（現在の日本知的障害者福祉協会）は，知的障害施設の支援のよりどころとして治療教
育を普及させていった．愛護協会は，「精神薄弱の研究－施設における治療教育－」を，1960

（昭和 35）年から 1984（昭和 59）まで 18集を刊行する．その内容については，年齢的には児
童から高齢まで，障害も軽度から重度・重複，自閉症，健康（医療や看護も含む），発達支援（身
辺自立，認知，言葉，社会性），行動障害，労働・就労支援，余暇活動（美術）など多岐にわたっ
ている．施設における知的障害児者支援に関わる職員の一切の行為を「治療教育」と捉える
内容となっている．
また，愛護協会内に資格制度を設けることにより，治療教育を普及させていく．愛護協会は，

1975（昭和 50）年に，通信教育第 1回「教育治療士」2級資格認定試験を実施し，翌年には
通信教育第 2回「教育治療士」2級資格認定試験を実施した．1978（昭和 53）年には，第 1

回「教育治療士」1級資格任的審査が実施された．施設の専門性の根拠として「治療教育」が
位置付けられ，施設を維持する装置として「治療教育学」が広義化されていった．
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③心身障害者福祉法の時代
国は，1971（昭和 46）年，特殊法人心身障害者福祉法に基づいて，国立コロニーのぞみの

園を群馬県高崎市に開設した．国立コロニーは，「独立自活の困難な心身障害者が必要な保護
及び指導の下における社会生活を営むことのできる総合的な施設を設置して，これを適切に
運営し，もって心身障害者の福祉の向上を図ること」を目的とした施設である．これ以後，
全国各地に大規模な施設（地方コロニー）が建設された．国立コロニーのぞみの園は，社会
適応のきわめて困難な重度の知的障害者が長い期間生活の場として過ごせる機能をもった施
設であり，地方コロニーの開設とともにわが国の施設体系は完成された．
国立コロニーの初代理事長は，菅修であった．菅は，北海道大学医学部を卒業した後，1927（昭

和 2）年，東京都立松沢病院で精神科医師として仕事を始める．精神病者の処遇の改善の視点
から，患者の作業療法の改善に力を注いだ．その後，横浜市芹ケ谷の神奈川県立精神病院芹
香院に務め，隣の神奈川県立精神薄弱児施設であるひばり学園に初代園長として知的障害に
かかわっていく．
菅は，知的障害者の研究者として，1954（昭和 28）年，精神薄弱児運営要領の作成に中心

的役割を果たす．この運営要領は，知的障害児支援の日本で最初の体系的なマニュアルである．
菅は，1955（昭和 30）年，日本精神薄弱児愛護協会（現在の日本知的障害者福祉協会）会長
となる．その後，国立秩父学園初代園長，国立コロニーのぞみの園の初代理事長となり，わ
が国の知的障害の制度施策に深くかかわり，施設団体の長として，また知的障害の研究者と
して大きな力をもつことになる．
菅は，「治療教育学」の第一人者として，その普及に努めた．愛護協会の主要メンバーであっ

た三田谷学園長の三田谷啓や藤倉学園の川田治郎らと親交を結ぶ．三田谷啓は医師としてド
イツに留学し，「治療教育学」を学んだ．菅は，三田谷がドイツから持ち帰ったテオドル・ヘラー
の『治療協教育学の基礎』を翻訳し，1970（昭和 45）年に日本精神薄弱児愛護協会から出版する．
その後，菅は 1974（昭和 45）年に，『治療教育学』を出版する．
菅（1974：5）は，知的障害分野に「治療教育学」が必要とされる理由を，「わが国におけ

る精神薄弱対策を回顧してみるに，特に第二次戦争後では，精神薄弱児施設は養護施設に準
じてあつかわれ，その指導理念は，精神薄弱児の生活に重点がおかれ，戦争前の精神薄弱児
施設が志向していた治療教育的はたらきかけが著しく後退した．精神薄弱児（者）施設が本
来の姿をとりもどすためには，治療教育の再興をはかる他に道はない」としている．菅によ
れば，治療教育学は医学と教育との協力関係が必要とされ，この協力関係の中では，①教育
的な方法を用いて治療または障害を軽減しょうとする場合，②障害をもっているがそれを治
療しながら教育する場合，③一つのはたらきかけが同時に治療行為でもあり、教育行為でも
ある場合と三つに分けられるとしている．（菅修 1974：34）治療教育学の「学」の成立根拠
及びその方法論などにおいて，今後の研究に期待される内容となっている．菅は，わが国の
「治療教育学」はまだ完成（あるいは体系化）されたものはなく，施設現場において実践を積
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み重ねて体系化されるものと期待していたのではないだろうか．菅にとっては，ドイツ等に
おける治療教育学が治療施設において軽度知的障害や行動異常児などを対象とし，幅広い欠
陥児童を対象そしていたこと．その後の発展ともに補助学級などに軽度知的障害に「狭義化」
していったとされていることなどについてはふれていない．ドイツにおいては軽度知的障害
や行動異常児などを対象とした「治療教育学」が，日本においては，重度知的障害を対象と
した経緯やその支援法方法の異なりについて言及していない．わが国における「治療教育学」
は，知的障害者に「狭義化」されるとともに，施設の知的障害者全体を対象に「広義化」さ
れていった．また，施設の職員によるすべての支援行為に当てはめられた．わが国の知的障
害児施設における支援の理論的及び実践的根拠の必要性から，現場の実践に当てはめられた
ものと捉えられる．その結果，菅ら関係者の意図とは別に，「治療教育学」は知的障害児者施
設（特に入所施設）を維持させ続ける装置として機能していった．

Ⅳ．結語
わが国の知的障害施設における「治療教育学」の役割を，もう一度整理してみる．
① 施設を維持する制度的・実践的装置となった．ドイツにおいては精神薄弱に限定する「狭
義化」がなされたように，わが国においても知的障害に「狭義化」していった．一方，
その対象は施設のすべての知的障害者を対象とするなど「広義化」がなされた．施設の
実践方法として導入されたが，施設を維持させ続ける制度政策的な装置となった．

② その方法は，体系化されないで，施設内のすべての支援に適用されてパッチワーク的に
当てはめられた．この「当てはめ化」は，多様な支援の可能性を制限し，結果として，
利用者と職員の関係を狭めた．

③ 施設で行われる，職員による生活・労働・余暇等すべての支援行為が「治療教育」とさ
れる「広義化」のために，利用者に厳しい生活を強いることとなった．

「治療教育学」は，わが国が障害者権利条約を批准・施行にいたった時代においては，医学
的モデルと批判される内容となっており，その復活を望む声は聞こえない．しかし，強度行
動障害や罪を犯した知的障害者の課題など，施設における治療教育の復活の兆しはいたると
ころにある．それは，知的障害施設（特に入所施設）のいまなお要望する根拠ともなっている．
中野（2009：235）は，「戦後の精神薄弱児・者福祉では，戦前の実践的な特質を受けながら，「治

療教育」が，「精神薄弱」という障害に対する専門的アプローチを代表するものとして位置づ
けられた」としている．また，「『治療教育』が，『社会福祉サービス』に位置するという事実は，
社会福祉の専門職は「治療教育」の専門職であるという認識を形成することになる．」治療教
育学は、施設における支援のすべてを引き受けたために，「援助活動としてのソーシャルワー
クの役割を見出すことが困難な状況となっている」としている．地域福祉や地域生活支援に
シフトしてきた現在においても，わが国において，知的障害児者への支援がソーシャルワー
クとなりえていない大きな課題である．
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おわりに
知的障害分野においても，主体としての知的障害者の権利擁護や意思決定支援の必要性が

声高に叫ばれている．しかし，強度行動障害や罪を犯した知的障害者など従来の「治療教育学」
が対象としてきた人たちの課題も大きくなっている．ドイツにおいては，「養護学校教師につ
いて，大学において特殊教育学を専攻していることが求められ」「養護学校の教師のほかに，
社会福祉主事や治療教育士の人たちも集団やクラスの管理が任され」「必要とされる限り治療
的課題のためには，理学・作業療法士や治療教育士が動員される」としている．（Otto Speck 

(1980)  Geistige Behinderung und Erzieung　(＝ 1984，山口薫監訳『精神遅滞と教育』301-302)　）
ドイツのように，治療教育士がその専門性を武器に知的障害者支援にかかわる仕組みを構築
できないだろうか．それは，再度「治療教育学」を学の体系に位置づける試みでもある．わ
が国の「治療教育学」が，他の学と協働しながら知的障害者にかかわる可能性は，絶たれた
のであろうか．その意味では，「治療教育学」とは一体何であったのか．今後の可能性も含めて，
もう一度見直す作業が必要であると考える．
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