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風景
防災訓練

やシミュ レーション を行い︑呼吸 器を
装着して いる利用者 様のプール活 動を

療とＱＯ Ｌの追求﹂を テーマに︑ 毎年
目標を立 て︑実施・評 価し︑積み 上げ

周年を迎 えます︒今年 度は︑中・ 長期
計画の﹁ 発展期﹂の最 後の年で︑ ﹁医

閉鎖の新 聞記事を目に する季節に なり
ました︒ 当センターも 十二月で開 設五

ても気温 が高い日が続 きました︒ それ
と同時に︑新型インフルエンザの学級

今年は 記録的な猛暑 で︑九月に なっ

数三千九 百三十七人 で︑二十年度 と比
較すると︑約二倍になりました︒

の希望は 増加してい ます︒二十一 年度
の短期入 所者は四百 四十六件︑延 べ日

受け入れ ︑ご家族の 希望に応えら れる
様に努力 しています ︒年々︑短期 入所

地域支 援では︑在 宅療育が広が って
いる中で ︑できるだ け多く短期入 所を

も︑﹁プールは入れないと思っていた︒
良かった﹂という声が聞かれています︒

応は始め ての方が多 かったですが ︑リ
ラックス されていま した︒ご家族 の方

始めまし た︒病棟・ 通所も含め計 画に
沿って実 施していま す︒利用者様 の反

てまいりました︒
今年度 療育部では︑ 安全と安心 の療

これか らも︑中長 期計画をもと に︑
安全で安 心な療育ケ アの提供を目 指し

﹁療育サービスと地域支援の
充実を目指して﹂
看護科長 山岡俊枝

育ケアの 提供︑療育サ ービスの充 実︑
地域支援 の充実を目標 にして進め てお

ります︒安全と安心の療育ケアの提供︑ 利用者様 の笑顔がた くさん見られ るよ
療育サー ビスの充実の ためには職 員の う努力してまいります︒

育成が不 可欠です︒各 種院内研修 の充
実︑学会 や研修への参 加による知 識・

技術の獲 得と向上︑そ して療育ケ アを
提供する 上で重要な臨 床倫理に関 する

研修も行 っています︒ 新人職員の 育成
を計画的 に行い︑四月 に入った新 人看

護師も順調に成長しております︒
活動面 では︑できる だけ全員の 方が

バスハイ クに出かけら れるよう各 部門
で連携し て実施してい ます︒また ︑昨

年から医 師︑看護師︑ 支援科職員 ︑リ
ハビリ科とプロジェクトを組み︑研修

たシー ルカードは︑ それぞれの ゲーム
を行う と面白いシー ルで埋まっ てゆき

楽しみ ︑火・水・木 曜日は夜店 の雰囲
気をだしました︒お一人おひとりに配っ

ヨーヨ ー釣り・宝探 し・射的・ クレー
ンゲー ム・肝試しな どのミニゲ ームを

グとな った﹁夏祭り 週間﹂︒利 用者様
も一緒 になって踊り を楽しみま した︒

だこうという活動を行いました︒
サンバの激しいリズムでオープニン

週間︑通所では﹁夏祭り週間﹂とし︑
夏祭りの雰囲気を皆様に楽しんでいた

ちでプールに向かいました︒しかし︑
いざプールに来てみると︑自分の方が

少し落ち着いて︑その場にいた職員と
﹁ハイチーズ﹂︒リラックスした気持

そして当日︒緊張気味であったＡ君
も︑お母さんや分教室の先生が来ると

緊張感 を持ちつつ 楽しんで活動 をしよ
うと考えました︒

援とい うことで緊 張感もあり︑ その気
持がＡ 君に伝わっ てはと思い直 して︑

プール 活動の前︑ 利用者共々ワ クワク
してい ましたが︑ 初めてのプー ルの支

期間を 経て︑今年 度から呼吸器 装着利
用者様 のプール活 動が始まりま した︒

ルに入 りました︒ Ａ君にとって は︑生
まれて 初めてのプ ール︒昨年度 の準備

七月 二十六日に プール活動が あり︑
私は受 け持ちの小 学六年生Ａ君 とプー

きたいと思います︒

験を踏まえてＡ君にとって充実したプ
ール活動が行えるように取り組んでい

の連携の大切さ︑不可欠さを改めて感
じることができました︒今後もこの経

雰囲気の中行うことが出来ました︒
今回の経験を通し︑他職種の方々と

み︑気づくとプールにいる皆が笑顔で
笑い声が飛び交うような明るく楽しい

これから参加の皆様︑乞うご期待！
さらに︑近い将来に皆の大好きなＴＤ

ら ﹁おやつ︵ア ップルパイ風 ︶﹂を食
べて頂きました︒

を 飲んで満腹で 幸せな時間を 共有しま
し た︒デザート はセンターに 帰ってか

ンチに追い着けないものかと考えつつ︑
私 も最後にミル クたっぷりの コーヒー

センターで作 り出せない雰 囲気に圧
倒 されながら︑ 栄養科の食事 もこのラ

参加の皆さんはムセることなく︑美味
しそうに召し上がっていました︒

のデミグラスソースで頂きました︒少
し工夫が必要な場面もありましたが︑

そして︑スプーンで簡単にほぐれる柔
らかく煮込んだ豚肉をシチュー仕立て

きたてのパン︵バターロールとミルク
ロールの二種類で︑お代わり出来ます︶

のテーブルでランチがスタートしまし
た︒まず︑熱々のカボチャスープと焼

通所夏祭り

ました ︒全部埋まっ た方︑一つ のゲー
ムに夢 中になる方︑ 楽しんでい る方を

緊張してしまいその思いがＡ君に伝わ
ったのか︑互いに表情が硬くなってし

六 月︑始めての ランチバス ハイクに

呼吸器を装着している
利用者様のプール活動

眺める 方とそれぞれ の楽しみ方 をされ
たよう です︒最終日 はやはり盆 踊り︒

まいました︒しかし︑リハビリスタッ
フの方や先輩職員からのアドバイスに

参加 しました︒単 に外出だけ でなく︑
食事を組み込んだバスハイクの実施は

八月二十三日から二十七日までの一

観客・ 踊り手二手に 分かれて交 代で行
いました︒

助けられながら取り組んでいくと徐々
に私もＡ君への声かけ等が出来るよう

栄養科にとっても待ちにまった企画で
した︒
バスに揺られ期待を胸に︑豪華なホ

栄養科

村松かおる

Ｌホテルに行ってランチをしたい！と
野望を持ちつつ帰路に着きました︒

新しい試みでの﹁夏祭り週間﹂は︑
色々なことがゆっくりと楽しむことが

になり︑Ａ君の表情も和らいでいきま
した︒写真をパチパチ撮っているお母
さん︑病棟スタッフや医師による医療

テルのドアをくぐり︑真っ白なクロス

バスハイクに参加して

出来たと思います︒

的ケアのサポートを受けながら取り組

夏祭り週間
ヨーヨー釣り

たのですが︑それもまた花火の醍
醐味といったところで︑来年以降の
八月四日︑十 一日︑十八日 の三 課題としたいと思います︒

ボランティア紹介

﹃私にも何か出来る事有るかしら？﹄
とあ れこれ考えて いましたが ︑考えて

紀子さん

屋外療育場の小川をご存知ですか？

いて も何も始まら ないのでま ずは行っ
てみ ようと東部療 育センター のドアを

佐藤

一階 通所と乳幼児 通所の間の 廊下の

大 会の雰囲気を より一層盛り 上げ の声も多く聞く事ができました︒
てくださいました︒
夏の風物詩である花火大会︑来年

ぬ ぐいといった 装いで︑暑さ を忘 増えて︑﹁迫力があった︒﹂﹁予想
れ させてくれる かのように︑ 花火 以上に盛り上がって楽しかった﹂と

し た︒連日の猛 暑の中︑利用 者の と参加された皆さんの前で約束をし
皆 さんは︑浴衣 や甚平に団扇 や手 た通り︑今年度は︑打ち上げの数も

その療育場のほぼ中央に東屋があり︑ 回し ています︒グ ループの時 と違い一
大きな 石組みの間か らツワブキ の濃い 対一 ︒私からの一 方通行にな らない様

に色づ いた桂やカリ ンなどが散 策を楽
しませてくれます︒

に包ま れます︒秋に は︑かえで やどう
だんつ つじの真っ赤 な紅葉そし て黄色

そして 大島桜やつつ じなどが続 き︑芝
生の緑 が映える頃に は療育場が 一面緑

ぱい 笑ってくれた ︒こんな事 を毎回繰
り返 し今は二人の 方と日常会 話を週一

にいっぱい話しかける事にしましたが︑
う〜 ん・・・今日 は失敗︒今 日はいっ

の話 相手をする事 になり︑ま ずはクラ
ブ活 動に潜入︒私 を知っても らうため

ドアを 開けると療育 場がありま す︒春 たた いたのは二〇 〇八年十一 月の事で
には姫リンゴ︑野いちご︑山吹の花々︑ した ︒何の特技も 無い私は利 用者さん

例年通り︑手 持ち花火から 始ま 度も今年以上のものを皆さんと一緒
り ︑打ち上げ︑ 噴水︑ナイア ガラ に楽しむ事ができるように︑企画・

葉陰に 心地よい響き で小さな滝 が流れ
落ち︑ そのまま小川 となってい ます︒

日 間今年度最初 のセンター大 行事
昨年度の花火大会最終日に︑
﹁花 火を楽しむ夕 べ﹂が開催さ れま ﹁来年は今年以上のものを・・・﹂

と いった花火を 楽しんでいた だき 実行したいと思っています︒三回に
ま した︒少し風 向きが悪く︑ 煙の 亘る花火大会を無事終える事ができ︑

真夏に はひまわりや セージなど の咲く 時間がかかっても﹁あ・か・さ・・・﹂
傍らを涼しげな音を立て流れています︒ と五 〇音で一つ一 つ表情を読 み取りな

覧あれ！

浅いと ころは︑小鳥 の水場にも なって
います ︒興味を引か れた方は︑ 一度ご

がら 他愛の無い友 達トーク︒ これを二
人の 方は望んでい たのでした ︒もうす

お願いいたします︒

写真：佐藤紀子さん

ぐ二 年︒これから もゆっくり 無理なく
進み ます︒センタ ーの皆さん よろしく

にす るにはどうし たらいいの だろうか
と色々試し悩んだ結果︑何の事は無い・・

多 さに参加した 皆さんには不 快な 関係者の皆様には感謝したいと思い
思いをさせてしまい申し訳なかっ ます︒有難うございました︒

大迫力のナイアガラ

二十二年度の 運営方針が決 定されまし

九月二十九 日に地域療 育連絡会の 定

型地震によ り四階機械室 で火災が発 生
したという 想定のもとに 防災訓練を 実

厳しい暑 さが一向に去 らない九月 一
日︑東京湾 北部を震源と する首都直 下

総合防災訓練︵表紙写真︶

例会が東部療 育センター で開催され ま
した︒これは 都内の主に 幼児を対象 と

施しました︒
訓練は︑ 防災センター からの地震 発

地域療育連絡会

する施設が集 まり︑地域 での発達障 害
児の療育の推 進や療育内 容の充実を 図

生の放送に 伴い直ちに院 長以下︑運 営
会議メンバ ーによる災害 対策本部を 中

た︒委員会で は︑今年が開 設五周年に
当たり︑十二 月一日︵水︶ に﹁有馬院

るための交流 ・研究を行 う会です︒ 今
回は都内三十 三施設︑五 十名の参加 が

︻

七

月

︼

長の記念講演 ﹂が行われる ため︑合わ
せて﹁職員親 睦会﹂を実施 すること︑

三十日から 江戸川区にお いて第三十
六回日本重症 心身障害学会 学術集会が

央監視室に 設置し︑各部 署の被害状 況
の把握︑消 防署との連携 ︑利用者様 及

今年の七月か ら九月にか けて当院で

センター開設 から五年目 に入り︑平
成 二十三年度の 東京都に向 けた予算要

開催され︑多くの職員が参加しました︒ あり︑大変盛況でした︒
今回は開催場 所が江戸川区 という近さ
連絡会では 乳幼児から 学校までの 一

び職員の安全確保に努めました︒
センター では︑今後も 防災対策に 万

︻

九 月

︼

などが決まりました︒

望 は次のような 項目でした ︒﹁電子カ
ル テと看護・療 育システム の連携を図

もあり︑当センターの入所者様三名が︑ 貫した支援体 制の検討が 課題になっ て
装いを凝らし た衣装︵宇宙 にきらめく おり︑今回も ﹁就学後の 支援﹂をテ ー

行われた行事等について紹介します︒

り や す く す る た め の シ ス テ ム更 新 ﹂
﹁ 質の高い医療 サービスを 提供するた

すことが大切だと感じるところです︒

それへの対 応をどうする かで大騒ぎ で
した︒常に 危機意識を持 ちながら暮 ら

い返してみ れば︑昨年の 今頃は新型 イ
ンフルエンザの脅威が喧伝されており︑

な猛暑の話 題ばかりで︑ 中でも熱中 症
については 認識を新たに しました︒ 思

今年の夏 は︑テレビや 新聞のニュ ー
スはもちろ ん︑何処へ行 っても記録 的

編集後記

全を期し︑ 事あるごとに 訓練を実施 し
ていく心構えです︒

検討をしていきたいと考えています︒

行いました︒ 今後も関係 機関と連携 を
深め︑新たな ニーズに合 わせた支援 の

マにアンケー ト結果の報 告や実践報 告
を行いました ︒終了後に は施設見学 も

︼

参加者の皆さん（写真左）
記念講演：有馬院長（写真右）

星をイメージ︶でファッション・ショー
に出演しました︒

月

重症心身障害者学会学術集会（船堀タワーホールにて）

め の 遠 隔 画 像 診 断 シ ス テ ム の導 入 ﹂
﹁ 脳の状態を的 確に検査で きるＭＲＩ

八

の 整備﹂﹁在宅 療養を支援 するための
医療機器貸し出しの増額﹂等︒

︻

員会が開催され︑遅ればせながら平成

十一日︵水︶ に職員互助 会の評議委

ＭＲＩ（イメージ）

