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のぞみ牧場学園の乗罵セラピー

問津 塚田光
理念 寄与

1 は じ め に

乗馬セラピーとは

近年動物を介在したセラピー(療法・療苦手)が

頻繁に行なわれるようになり，その効泉についての

報告が毎年多くされている。一般にアニマノレセラ

どー(動物介夜療法)と言われるこの方法は，大きく

小動物(犬・猫など)によるものと，大動物(馬)

を使汚したものがある。小動物の介在は 40~50 年

前から頻繁に行なわれるようになったのに対し，

馬によるセラピーの歴史は古く，ギリシャ・ローマ

時代から負傷兵のリハビリに使われていたと

れる。

馬を利用したセラピーは，乗馬セラピー，ホース

セラピー，ヒボセラピー，乗馬療育，障害者乗馬，

治療的乗馬などさまざまな言い方があるが，内容的

には，小動物のアニマノレセラピーと同様に，馬と

人がさまぎまな活動を通して関わることにより，

AAA (Animal Assisted Activity :ふれあい活動など)， 

AAT (Animal Assisted Therapy :治療目的とした

内容)などに分けられる。しかし乗馬セラピーが

小動物の内容と大きく異なるのは，乗馬をすること

により直接身体的な効果を目的とした汚動ができ

るということである。また障害者による馬術競技と

して，パラリンピックの参加穏留に合まれている。

これは控史的にも，肢体不自由の人が馬術競技の

技術を鍛錬することで，リハビリ効果が期待できる

事実から，治療的目的を持った競技として体系イと

されてきた。

のぞみ牧場学園では，基本的には AAT(治療的

問的)の内容で行い，乗馬セラピーインストラク

ターとともに，うこどもの発達促進のためにさまざま

な発達領域の療法士が関わりながら試みている。

ゑE義政ミ言認士， のぞみ牧場主主I鶏 (NozomiTsuda) 

帥粂馬事実干すインストラクター，のぞみ牧~}学際i

(Mitsuko Tsukada) 

2 .のぞみ牧場学園

のぞみ牧場学関は，自開症や知的障がいなど，発達

に開題を持つ就学訴の子どもたち(1 歳~6 歳) 33名

が日々通う知的障害児通臨施設である。音楽療法や

作業療法，心理や言語離党療法など問時に，乗馬

セラピーや小動物のアニマルセラピーを行うこと

が，子どもの発達促進に辻有効であると考えた筆者

が， 8年前にここ千葉県木更津市馬来回の山中に開設

した。スタッフは，アニマノレセラピー拐当者 3名を

含め，作業療法などの療育専門指導者 14名と動物餌

2名の他に，施設長，事務員など合わせて 30名

である。子どもたちの重症度は，重度からゆ軽度まで

在籍しており，知的障がいと肢体不自由との重複見も

在籍している。

3.のぞみ牧場学露の乗馬セラピー

学闘での粂馬セラピーは，知的障がいYc，知的・

肢体不自由との重複児，学関の従籍児全員が対象児

であり，毎回のセッションは，乗馬セラピーイン

ストラクターとアニマノレセラピー担当が中心に

行ない，その他に作業療法士，保育士，

などがサイ iごから関わっている。ここでは肢体的な

問題へのアプローチだけではなく，

コミュニケーションや学習態度基礎(闘と手の協応，

-集中など)等の改善を隠的とした課題を行な

う。 2歳米満児や頚稚など身体的問題がある場合は，

騎乗することにこだわらず，ふれあい活動などを

過して，馬に親近感を持ち，距離を近くするような

課題を行なっている。

現在乗馬セラピーは，アニマルセラピー活動の一環

として行なっており，毎日約 1時間，騒乗から下馬

までで一人 20分ほど， 一日上披 3人の指導を行なっ

ている。

0369-5247/11/Y500/1，論文/JCOPY
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(1)内容

・馬

ポニー:半血種，体高 lOOcm

名前:ジュピター

-対象児

学医夜籍児で¥2歳以上，頚椎異常や身体的痛みが

なく，烏に対して危害を加える可能性がなく，体

重制限規制をクリアした子ども。

-頻度

各児ヶ月に 1~2 回

.スタップ

インストラクターl名，馬のリーダー，サイド

ウォーカー(子どもの状態や必要に応じ) ， 

その他，作業療法士，保育士，臨床言語τとなどが

実諜のセラピー場面で，またはケースカンファ

レンスのなかでの情報交換などで関わる。

- 評価

各子どもの知能検査及び発達評価は，心理士，言語

聴覚士によって定期的(年 2~3 回)に行なわれ

ているが，乗馬セラピーにおける領域別評価は，

1年 2回行なっている。

• el擦と課題の設定

発達評価と行動観察によって，各児の目標と課題

が設定され，適時的な教材を用いてセッションを

行なう。子どもによっては，クラス拐任やその他

の療育士と，課題に対するアド、パイスやアイディ

アを共有しカンファレンスを施行しながら行う 0

.その他

基本的に保護者は，見学はできるが実際のセッ

ションには参加しない。また真夏や雨天の場合，

セラピーは行なわない。

(2)騎乗前の注意事項

.馬との遭遣

うこどもにとって乗馬をするということは，まず

馬という非日常的な動物との遭遇から始まり，馬

に乗るまでに大なり小なりのハード、jレを越える

必要である。潟への恐怖心，または馬を見て過度

な興奮を表す子どももいる。また馬の体の大きさ

から，馬体の一部しか見えておらず，全体像が視

野に入りにくく，潟の近くで危険を伴う行動をす

る場合も頻繁にある。そのため，セラピーセッ

ション開始後，できるだけスムーズに入れるよう

に，入闘直後からセラピーが始まるまでの期間に，

放牧i也で馬を見たり馬の餌やりなどの活動を通

して，馬に慣れ親しむ機会を準備している。

・ヘルメットへの抵抗を軽減

発達に問題を持つ子どもは，帽子をかぶることに

抵抗感をもっ場合が多い。特にヘルメットのよう

な頭を圧追するものの装着への拒苔など，騎乗遂

行以前の問題を持つ場合が少なからずある。それ

も通常の鱈子などから開始する，乗馬への期待を高

めるなどの工夫から，最終的にはヘルメット装着

が可能になるケースがほとんどである。しかし中

には，ヘルメット装用が全くできない子どももい

る。その場合は AAAとしての馬とのふれあい活

動などを通して， '騎乗以外の包的や課題に切りか

えるたり，馬への愛者や騎乗への期待感などを高

め，ヘルメット装用を促す長い道筋が必要な子ど

ももいる。

・行部Jのコントロール

騎乗中の行動も統制する必要性がある。乗馬に

興奮し過ぎたり，また通常の行切Jノfタンの中でも

行動統制が難しく，騎乗CIJ，馬の上で跳ねたり馬

に対して乱暴な行動をするような場合も，その1m
避を指導するのに時間がかかることがある。そのよ

うな場合は，日;常;場面での行動統制や指示理解指

導が先行しなければならない。また乗馬前に絵

カード、や図形シンボノレ，写真などAAC(補助代替

コミュニケーション)を使用して禁止事項などの

お約束をする，またその都度絵カードなどよる注

意l喚起をするなどし，二子どもと馬両者にとって安

全な騎乗環境を確保する。またそのような危険な

行動が長期に渡り頻発するときは，ある期間騎乗

をひかえてもらうこともある。

-体重管理

知的障がいの子どもは，肥満の問題を指える場合

も少なくなく，乗馬の場合は子どもの体重管理!も必

要である。馬の大きさから換算し25kg以上になっ

た場合，保護者との話し合いのやで，減i立に努め

てもらうことを依頼する。子どもの身長からの計算

も必要だ、が，ほとんどの場合，就学前児で 25kg

以上の体重は，健康的にも良好で、はないため，乗

馬がきっかけとなって健康体格を取り戻せた

ケースもあった。

-その他の浅草:

頚椎に開題を持つ子ども，また年齢が 2歳前で
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あったり，首の麗りが定えましていないなどの場合

も騎乗をひかえる必要性がある。またこれまでの

学闘の子どもにはなかったが，強度の動物アレノレ

ギー症状を持っそ子どもも，その様子によってはあ

る期開騎乗やふれあい活動にも参加できないこ

ともある。

(3)セラピーの流れ

沼擦や課題内容，そのゴー/レなどは各児異なるが，

セッションの流れはおおよそ以下のとおりである。

また子どもの年齢や集中持続時間の差異によって，

セッションスパンも柔軟に変更する。

① クラスから抽出する。

② ごあいさつ

⑨ その日の課題の流れを図形シンボノレや写真，

絵カードなどを使って確認する。

@ 子どもによっては大きな子討を出さなしリ

「潟上で暴れなし、Jなどの約束をする。

⑤ へノレメットをかぶる。

命潟を呼ぶ。

⑦ 騎乗:騎乗合から一人でする;場合と，身体的援助

によって行なう場合がある。

③ 「進めJの合鴎.子どもの言語的レベルによって，

発語，補助手段一図形、ンンボノしゃサイン言語など

ーによって行なう o

@ 各先課題の遂行

⑮ 終了:鱗乗台で flとまれJによって馬をJl二め，

愛撫してから下馬する。

@ありがとうお礼を言ってから，潟のサイド

で再疫愛撫する。

(4)セラピー効巣とその検証一事例を通して

A君:5歳，染色体異常(アンジェノレマン症候群)，

知的陣容，運動発達遅滞

子どもの様相

性格は明るく磁気である。コミュニケーションは

ノンパーパノレで、あるが，表情は豊かでいつも笑顔で

ある。人に対して興味が高く，自分から近寄ってい

き対人的興味を示すが，カの加減が難しいために叩

く，きつく抱きつくなどの行動でトラブルの係閣に

なっている。これも根本的には，筋コントロールと

感情統治IJの難しさが原因していると考えられる。

1)運動(粗大・微細運動，歩行など)

粗大・微細運動問機能の発達に問題があり，歩行

能力や手指の操作性も盟難が多い。振戦(践的的に

手指などを使うときに出る意図しない振るえ)や不

随意な動きが頻出する。歩行，手指の操作性など全

体的にぎこちなさがある。日常的に，椅子などに者

席するときも全体重でドスンと座るなどの状態は，

筋コントロールの難しさが起因していると考えら

れる。手指のスムーズな使用も踏難で，はさみや箸

など使用，また毘と手の供応も定着していない。

2)言語・認知

有意味語の発話はないが，表情が豊かで馬に対す

る興味や参加意欲は高い。しかし学部興奮しやすく，

特に手指及び腕の披戦，また意欲先行のために，指

示への注意が逸れることが多い。騎乗中の体伎や座

位を安定させるためにも，注意統制の改善，また騎

乗前からサイン言語や絵カードなどを使用し，時間

をかけゆったりと接することにより，興奮度を下げ

る必要性がある。関口状態でいることも多く，よだ

れの過剰流出が続いている。

乗馬セラピーを開始してから l年 6ヶ月である。

3)閤擦

① 肢体的

・下肢の弛緩

位の安定

命言語・認知的

・院と手の協応

.指示理解

・潟への発信・停止の表出獲得

③ その他

-感情コントロール

4)課題内容

① 馬をi呼ぶ・補助手段(サイ

合国を送る。

② 乗馬:補助騎乗から単独騎乗へ

を使用し，

③ 騒粂課題:!Jングかけ，玉入れ，など騎乗中に

行なう。

④隣乗経路など:常歩中心，輪乗り，スラローム，

など

③ 下馬:補助下馬の程度を徐々に減らす。

@ 落ち者いて罵に接する:愛撫やおネしなど，潟の

サイドで静かに行なう O
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5)桑篤セラピー中のようす

耳毛馬前のj芯へご挨拶 お然;こ守主を離してバランスよく騎梁

()凶手指の不rj喜志:な動きがある)

生立を付けずに続采 鐙をつけた状態でもヲラックスして騎乗

輸通し談趨(闘と三子の協応がi41tしし、) 子潟後は腕王手J慢の不随意なli!!Jきが減少
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(6)指導経過と変容

7)今後の課題

φ継続的な効果性の維持

肢体的変化は，下馬後にもっとも顕著に現れ，歩

行のスムーズさや足の運び，また1脊子への清座など

のようすは，騎乗前の状態とは明らかに異なる。し

かしこの効果の状態は 5分から 10分が最も大きく，

その後徐々に元の状態に戻る O どのリハどリテー

ションでも課題となるが，身体的効果をし、かに;長く

続けられるか，またその状況をし、かにして定着させ

られるかが今後の大きな課題である。

②と肢機能の改善のための談題

A君の騎乗後，下肢への効果に対し，上肢の改善

があまり見られない。振戦の低下による，上腕機能

や手指の操作の一時的改善はみられるが，上肢全体

の機能的改善にはつながっていない。課題設定の中

で効果的に行なえないか，今後作業療法士とのコラ

ボレーションによって考えてし、く諜題である。

窃色々な療育との撲の連携

学屈には多くの専門的な療育土がし、るが，ワーク

シフトのなどの時間的な制約もあり

なかなか連携の時間が足りない。在籍幼児の障がい

の内も重慶イヒ，多様化しているや，今後はそれら制

約を乗り越えて，さらに絃なる連携の必要性を感じる。

4.まとめと考察

乗潟セラピーは，数多くある療法の中でもユニー

クで効果的なセラピーの方法である。しかし医療保

健点数にカウントできる状況にあるドイツなどと

は異なり，馬保有の経済負担の大ささや乗馬セラ

ピー用に調教された潟の確保の難しさ，また乗潟セ

ラピー専門の教育を受けたスタップの少なさなど

の困難が山積みしており，今後乗馬セラピーをさら

に広めていくことには多難な状況である。また乗馬

セラピーの効果を最大限に引き I:Uし最適に行なう

には，作業療法二iコや言語聴覚てとなどの多職種による

コラボレーション的アプローチが必須で、あるが，こ

の点も現状の福祉や療育現場のf本iIliJでは，実現にli可

けて諜鶴が多い。

馬はアニマノレセラピーに介在される動物の中で，

11佐一乗りながら身体に夜接的に効果を受けられる

動物で、ある。また心を開き近寄れば，コンパニオン

アニマルとしての動物としても最高の存在でもあ

る。これまでの乗潟セラピーの身体的効果の検証傾

!向から，これからの心のケアの時代にとって，私た

ちの心のセラピーにも多くの読を与えてくれる動

物であることの検証も必姿であろう。
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