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あなたの声に応えます

BY でつ＆まち

脳性まひの二次障害
「筋解離術 （きんかいりじゅつ）」
｢闘病記｣ならぬ｢遊病記？｣ 入院編
先回からでっちゃんのところにおじゃまして、いろいろと質問している
“まち”です。でっちゃんとは、親友、悪友、飲み仲間、おまけに隣に住
んでいる…。私もでっちゃんと同じく脳性まひ（アテトーゼ型）で不随意
運動（自分の意志とは関係なく身体が動いてしまう等）と言語障害があり
ます。今回は、でっちゃんの入院前の症状、病院選び、手術の方法など質
問しようと思っています。はい、でっちゃんです。今年 42 歳になりまし
た。私にとってこの入院は新しい友達も増え、ちがった世界を知ることが
でき、本当にいい機会だったと思っています。それではまちさんどうぞ…！

はじめに

病院選び

まち：では、でっちゃんが完璧に「やばい、二次

まち：どうして、でっちゃんは、わざわざ"ハナの

障害かも？」と実感したのはいつ頃からなの？な

お江戸"まで行っちゃったの？たしか、お宅の旦那

にか決定的なことが起きてしまったとか･･･？

が先に頸椎症の手術を名古屋市内の病院で受けて

でつ：えーっと。もともと左手が利き手。食事、

いるんだよね。

筆記も左手で･･･。でも、高校２年ぐらいから左手
●頸椎症「頸椎症性脊髄症」〔けいついしょう・けいつい
しょうせい せきずいしょう〕

があがらなくなり、食事は柄の長いスプーンとフ
ォークを作ってもらい、筆記も床に座ってするよ

なあと感じたのは、左手の小指からしびれてきた

頸部脊椎の椎体の変形、椎間板の突出により、脊髄もし
くは神経根（脊髄から体の各部に出て行く神経の付け根の
部分）が圧迫され痺れや痛み、運動障害等がでる疾患。健
常者でも加齢により発症する事があり、特に稀なものでは
ない。二次障害の原因疾患の代表的な一つ。

よ。それは随分前１３年ぐらい前かな？６年ほど

二次障害情報ネットＨＰの用語解説より

うになった。その時は、まだよくわからずに病院
にもいかずに過ぎてしまった。最初に二次障害か

前までは独歩で外出もできていた。それからこけ

でつ：うん、うちの旦那が入院していたときに間

やすくなり、屋外は電動車いすを、室内は何とか

近でみていて、「私にはあのハローベストは、絶

独歩で移動していた。でも３年ほど前からは、室

対無理だろうな。」と思ったこと。いずれは私も

内も車いすで移動するようになり、左手の手のひ

手術を受けることになるだろうという思いもあっ

ら、右手の小指がしびれてきた。それで

て、いろいろネットで、検索したりして、松尾先

１度、名古屋の病院で筋電図とＭＲＩな

生のホームページ、シンポジウムに参加するなど

どの検査を受けたんだけど、その時は、

して、筋解離術のことは知っていた。また、筋解

緊張止めの薬を飲んで様子を見るということでし

離術と前方除圧後方固定術を併用することによっ

た。しかしさらに“完璧にやばいこのままではい

て、ハローベストを使わなくてもいいことも知っ

かん！”と思ったのは、２年ほど前から左足がし
びれ、床から立ち上がることが難しくなってきた。
また、首を後ろに倒すときに左手に電気が走るよ

の不随意運動が多く、ハローベストを着けるには
リスクが大きすぎる。一度、南多摩整形外科の松

うな痛みもあるようになって、おしっこが我慢で

尾先生のところに行って診てもらい、それからま

きなくなり、失敗することが多くなったんだ。
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た考えましょう。」という話しになり、紹介状を

的痙性コントロール理解にもとづく筋解離術で、

持って南多摩整形外科いき、診察を受けることに

都築式筋解離術は手術がやりやすく、ある程度熟

しました。そのときに、松尾先生に質問をいくつ

練すればどの整形外科医も可能だそうです。もう

かしました。

いっぽうの筋解離術は頭を支える筋をすべて完全
に温存しながら、ほかの筋を選択的に切離してい

《松尾先生への質問》

くものです。これを見分け、ほかの神経血管を切

Ｑ：筋解離術の長期成績は？

らないためのテクニックの熟練が必要でこの手術

Ａ：約７割の人は 10 年くらい維持できると思い

が出来る先生は日本でまだ数人だそうです。

ます。あとの３割の人は、骨の手術（除圧・
固定）が必要になってきます。骨手術と併用

まち：それで、なかなか手術日が決まらなくて、1

の場合も、生きている限り効果があると思い

年くらい待っていたような気がするんだけど…。

ます。

でつ：いや、私の場合は、手術を受けようと決め、

Ｑ：左手があがらないのは、何が考えられますか？

病院に連絡したのが９月。それから病院から手術

Ａ：①一般的には第 3 頚椎神経根が圧迫される場

日の連絡があり、最初の予定では２月１６日が手

合、②肩のひき緊張（レトラクション）の緊

術日でした。しかし、１月になって病院から連絡

張が強くなってきた場合と、ふたつあると思

があり、松尾先生が病気していたらしく、5 月に

います。

なってしまったんだ。なんか１年待ち、２年待ち

Ｑ：首を後ろに倒すときに左手に電気が走る、手、
足のしびれ、また、尿の問題は、何が原因で

の人もいるらしいよ。
まち：それでその筋解離術って簡単に言うと、ど

すか？

んな手術なのかな？

Ａ：左手に電気＝神経圧迫症状ですね。尿＝脊髄

でつ：すごく大ざっぱだけど、不随意性の高い緊

の圧迫症状の可能性があります。

張した筋だけを選び、これを切ったり、延長した

そのあとにも、疑問に思ったことは、メールでや

りして筋の働きを弱める手術。

りとりしてどうせ手術を受けるなら、自分自身、
納得した方法で受けたいと思い、ここで、筋解離

まち：この方法だとでっちゃんの場合どうなる

術を受けようと決めました。

の？

まち：そりゃあ、私も、あの

でつ：筋解離術で緊張を弱め、首と頭の異常な動

ＵＦＯ（ハローベストのこ

きや傾きを除き、頚椎の骨や椎間板の軟骨の破壊

と）はイヤだ！その手術を受

を少しでも遅らそうというのが目的。

けるくらいなら、頸椎症で動

まち：それで５月の下旬にやっと入院が決まって、

けなくなった方が良いと思

約１ヶ月半の闘病生活がはじまったんだ。でっち

っているよ。ホントはいかんけど･･･。それで東京

ゃんは、初めての入院だと思うけ

にある脳性マヒ専門の病院に行こうと思ったん

ど、不安とかあったの？たとえば

だ。でも、そのきんかい…？

入院中の介助とか、もし手術が失

でつ：筋解離術。

敗したらとか…。

まち：そう、その手術が出来る先生は日本でまだ

でつ：私は「やってしまえば、なんとかなるさ。

数人なんだよね。

なるようにしかならん。」という楽天的な性格な
ので、そんなに不安はなかったなあ。もちろん入

でつ：筋解離術でも世界で２つの方法があるらし

院中の介助については、前もって、病院に問い合

く、いずれも日本で開発されたもので、１つは都

わせをして、食事介助などの身の回りの介助は、

築式といわれるもの、もう一つは松尾先生の選択

病院のヘルパーさんにやってもらえるのを確認し
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いては院内感染防止の為、病院で用意したものを

た上でのことだよ。あと、「もし手術が失敗した
ら…。」というのは、二次障害シンポジウム（松

＊有料のもの：布オムツ、紙オムツ、おしぼり、入浴用
バスタオル、テレビ
＊無料のもの：しも拭き

尾先生の講演）に参加したときに（本誌８０号掲
載）筋解離術についての私からの『今までにこの

使いました。

手術をした人の成功例と失敗例を教えてくださ

でつメール「しばらくうちを空けます。旦那のこ

い。』という質問に対して、松尾先生は、『どち

とよろしくお願いします。」

らとも言えません。失敗はありません。成功して

と言い残し、でっちゃんは旅立っていきました。

当たり前です。』と答えられ、私はその言葉がす
ごく印象的で、もし手術をすることになれば、こ

５月 29 日（火）､南多摩整形外科病院入院

んな先生にみてもらいたいなあと思っていたよ。

名古屋駅から新幹線で新横浜駅下車、ＪＲ横浜線
■ 財団法人ひふみ会
〒195-0064
理事長･院長

南多摩整形外科病院

に乗り換えて、渕野辺駅

東京都町田市小野路町 11-1

松尾

下車。そこからは、病

院の送迎車（リフト付き、約 20 分）を利用。送

隆

迎は事前に予約が必要。

TEL042-735-373 FAX：042-735-3732
http://www.minamitamaseikei.jp/

でつ：病院は環境を重視しているらしく、交通は

■ 松尾先生のホームページ脳性麻痺機能改善の話

不便なところですよ。入院初日は、病院には昼ち

http://www5f.biglobe.ne.jp/~tayu/

ょっと前に着いて、お昼ご飯を食べて、ちょうど
その日は、午後から回診があり、それが終わって、
看護師さんの聞き取り（苦手な食べ物、どんな介

いよいよ、入院前日。

助が必要かなど）を受けた。その時、初めて手術
まち：あと、入院前に準備したことは？持ち物と

のはじまりの時間を聞きました。さっそく私は旦

か…。そういえば手術のために頭を丸刈りにしち

那にメールをしました。

ゃったよねえ。ものすごく失礼だけど、なんかカ

「オペは午後からです。午前中１件オペがあり、

ッコ良かったよ。

それが終わってからだそうです。だいたい１２時

でつ：うん。入院前日に、床屋にいって、坊主に

半ぐらいかなあ？」

なりました。なかなかのもの。私も気にいってい

それから、荷物の整理など…。あわただしかった

たよ。みんなから評判、良かったもの･･･。ほら。

よ。でも夜は、暇だったよ。

あと、持ち物としては、健康

まち：たしか…。手術後一週間ぐらいは、お母さ

保険証、公費受給者証、印鑑、

んに付き添ってもらっていたんだよね。付き添い

預り金（10 万円）この預り

の人は病院で泊まれるの？

金は退院時に返してもらえま
す。それと洗面用具、湯のみ、

でつ：うん、結局母ちゃんは、術後１０日間付き

上履き、前あきの下着、前あ

添ってくれました。付き添いの人は、有料の４人

きのパジャマ、ティッシュペ

部屋（１日につき\２０００）、個室（１日につき

ーパー等の日用雑貨品、バスタオル、タオル、あ

\３５００）の場合なら、簡易ベッドを借りて泊ま

とは普段使うもの、スプーン、フォーク、ストロ

ることができるんだけど、私は６人部屋だったの

ーなど。下着（各 10 枚）、パジャマ（5 枚）、

で、母ちゃんは病院の近くにある寮を借りて、そ

バスタオル（6 枚）、タオル（10 枚）ほどいずれ

こから通っていました。この病院は全国からの長

も少し多めに用意し、あとはＣＤラジカセも一緒

期入院の患者さんがいるので、付き添いの人のた

に宅配便で病院に送りました。また次のものにつ

めに寮（有料）を用意してくれています。
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する筋だけを切ります。①と②を左右とも行う。

まち：手術までにどんなことをやったの？

所要時間は 1.5 時間〜2 時間×２（左右）そして

でつ：えーっと。入院２週間前に検査に行ったん
だ。レントゲンと血液検査と心電図だけだったよ。

③胸の上当たり２ヵ所。所要時間は１時間ぐらい
です。なおこの手術は出血量は少ないので、輸血

あとは手術前日に抗生剤の検査をやったかな？

は必要ではありません。手術時間はあわせて 4 時
まち：痛い検査はなかったの？

間半ぐらいで終了。痛みはとれる。うまくいくと

でつ：ぜんぜん。心電図は、ベッドに寝て胸のあ

しびれや冷え性もなくなる。言葉がスムーズに出

たりにペタペタと線をはるだけ…。抗生剤の検査

るようになるかもしれない。｣といわれた。

も腕に３種類ぐらいの抗生剤をはって、その反応
①

によって術中、術後に使う抗生剤のあわないもの
があるかを調べるだけだよ。あと手術前日には…

５月３0 日（水）､手術前日。

皮切（13 ㎝〜14 ㎝）

午前中は、松尾先生と一緒に手術をしてくれる渋
谷先生から、しびれ具合の聞

第 7 頚椎棘突起

き取り、握力、腕の稼働域の
測定、手術の説明などがあっ
た。そして、部屋にもどって
坊主にした髪の毛をさらに、

②胸鎖乳突筋の近位端・頭最長筋・頚最長筋

頭のてっぺんは残し、まわり

の切離
切離された胸鎖
乳突筋の近位端

だけを電気カミソリで剃りま
した。午後からはお風呂。初めてのお風呂は大が

切離された頭最長筋

かりで、まずベッドからストレッチャーに移され、
風呂場（脱衣場）に移動。ストレッチャーの上で、

頭半棘筋

ヘルパーさん２人がかりで、服を脱がせてもらい、

切離された僧帽筋

風呂場用ストレッチャーに移してもらい、そのま
切離された頚最長筋

ま湯船へ…また２人がかりで洗ってもらいまし
た。それから松尾先生診察を受け、２０時にカン

③胸鎖乳突筋の遠位端の切離

チョウをし、それから絶飲食。その夜は、同じ部
屋の人たちが、消灯時間を過ぎてもテレビをみて
盛り上がっていて、夜中の見回りの看護師さんに
「明日手術なんだから…。」としかられ、看護師
さんが部屋から出て行ってから、誰かが「大丈夫

皮切（2 ㎝）
筋切離は胸骨枝だけの場合
があれば、鎖骨枝を加える
場合あり

だよ。どうせ明日は麻酔で眠らされるから…。」
といわれ、私は｢そうっか。べつに眠れなくたって
いいんだ。｣と気が楽になりぐっすり眠れました。

まち：ふーん。冷え性も治るんだ。それでは今回

まち：ここで、でっちゃんの手術の説明をお願い

はこの辺で･･･。次回は手術当日、術後の経過、リ

します。

ハビリから退院、そして現在のでっちゃんの状況

でつ：先生の説明によると（図を参照）｢①首の後

など詳しくききたいと思います。

ろを切って②首を動かす筋の中でも細かい動きを
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一般就職への道
〜ぽっちゃん的転職大作戦！！の巻

その３（最終回）〜

皆さん、こんにちは。私は生まれつき骨が折れやすい病気（病名：骨形成
不全症）で、豊田市の民間アパートでひとり暮らししている電動車いす使用
の“ぽっちゃん”と言います。小さい頃は、年４回ぐらい骨折していました
が、今では５年近く骨折していないと思います。
毎日、朝・夕・夜と色々なヘルパーさんに来ていただいて家事援助、身体
介護、移動支援などをお願いしています。
平日の昼間は、【身体障害者通所授産施設（※１）】で印刷関係のお仕事
をさせていただいています！…と、以前紹介していましたが、実は私、今年
の２月から一般就職を致しました！！やったぁ〜 ＼（＾０＾）／ ワーイ
という訳で、前回の号では「手紙〜実習後の話し合い」をお伝えしましたが、今回の号は「就職へ向
けて〜終わりに」をお届けしたいと思います♪
※１【身体障害者通所授産施設（以下、「通所授産」と略）】とは…
障害などで雇用される事の困難な、何らかのハンディキャップを有する人が、一人一人の個性や能力に合せて職業的な訓
練をし、併せて自立生活のための努力と、それを実現するために仕事や作業をして収入を得ている施設（前の職場のホー
ムページより抜粋）

たくさんの人達の理解と協力、指導があったから
こそだと思っています。本当に本当に感謝してい
ます。
これからも感謝の心を忘れずに、私らしく成長
していこうと強く思いました。
と同時に、この先の事を考えると、やはり色々
と不安でしたが、一般就職して良かったね！！と
通所授産の人達に認めてもらえるように、１日で
も長く眼科の皆さんと一緒に楽しく仕事が出来た
らいいなぁと思いました。

▼就職へ向けて
１月 16 日にサービス調整会議（詳しくは前号
を読んでくださいね♪）が無事に済み、いよいよ
就職へ向けて、ラストスパートとなりました！！
眼科側から「就職についてですが、ケア調整を
最優先にして下さい。全て整ったら、履歴書を出
していただいた後、眼科で正式に働いていいです
よ。」と言って下さったお陰で、安心して今後の
ケア時間の調整と新たに昼のケアが必要になった
ため、ヘルパーさんの確保が１月 24 日までに何
とか全て終わりました。
なので、２月１日から正式に眼科で働く事が決
まりました。やったぁ〜 ＼（＾０＾）／ ワーイ

▼２月１日（眼科へ就職した初日）
いよいよ今日から眼科のメンバーの一員として
働くという事で、朝から期待と不安でいっぱいで
した。
何か挨拶とかするのかな？と思っていたのです
が、職場体験実習と変わらない雰囲気で、何事も
無く普通に仕事がスタート！！ちょっと拍子抜け
してしまいましたが、これからは責任を持って仕
事しなきゃ！！と思って仕事をしていたら、余計
に肩の力が入りすぎてしまい、初日から空回りし
てミスをしてしまいました。
就職した初日からこんなのでいいのかな！？と
不安になり、終始凹みました。しまいには本当に
私がここで仕事していいのかな？とか、合ってい
る点数でさえ、不安でいっぱいでした。
午後からは、前日までは疲れていても、体調が

▼１月 31 日（通所授産、最後の日）
13 年間、働いていた通所授産を辞めるという事
で、午前中は最後の職場体験実習をし、午後から
は通所授産の退職手続きやお別れの挨拶で、バタ
バタした日となりました。
やはり過去を振り返ると、通所授産では想像の
つかないほど成長させていただいたので、それを
考えたら凄く胸が熱くなってしまいました。（^^;
最後に皆から励ましや期待の挨拶を戴いて凄く
嬉しかったのですが、プレッシャーに弱いので、
えへへ。と笑ってごまかしてしまいました。
とにかく、この日を迎えられたのも、たくさん
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良くなくても、通所授産へ行かないといけなかっ
たのですが、それがなくなったため、しっかりと
休養が出来るようになって良かったです。なぜか
と言うと、眼科での４時間の仕事は、休み無く仕
事している事が多いのと、会計が関わっているぶ
ん神経を使う仕事なので通所授産とは違う疲れが
出るからです。

です。１ヶ月に 20 日間くらい働いているので、
１ヶ月 62,400 円くらいとなります。
それ以外に、
通勤代 2,000 円くらい収入が入ります。（勤務日
数によって異なる）
通所授産では、１ヶ月あたり 52,000 円くらい
だったのと、利用料（自己負担）を通所授産へ払
っていたので、今の眼科の方だと少しだけですが
収入が増えて生活費が安定して助かっています。
それ以外として、障害基礎年金も今までと変わら
ずに減額や廃止されずに済んだので、一安心です。

▼皆さんが気になる事に､お答えしちゃいます！
★ 仕事の内容 ★
仕事の内容は、前回の号にも書きましたが更に詳
しく仕事の内容を説明すると、レセプトコンピュー
ター（以下、「レセコン」と略。レセコンとは、医
療事務専用ソフトのみが入ったパソコンの事）に、
新しい患者さんの保険証入力（患者さんによって医
療控除入力もあります）、検査や診察が終わった患
者さんのカルテを見て点数入
力と病名入力し、最後に領収
書を発行する。そうする事に
よって、患者さんに支払って
いただく分と患者さんによっ
て社会保険や国民健康保険の
方などから支払っていただく
分とに分けて、レセコンが計算してくれます。この
他、院内処方の点数入力や手術した内容の点数入
力、入院の点数入力もあります。
診療報酬明細書（以降、「レセプト」と表記）
の作成・確認がすべて終了したら、診療報酬請求
書を月１回作成します。診療報酬請求書とはその
月のレセプトをすべて集計して１枚にまとめたも
ので、レセプトは毎月 10 日締め切りで審査支払
機関（社会保険診療報酬支払基金と国民保険団体
連合会）に提出され、内容に問題がなければ診療
月の翌々月 21 日に診療報酬が支払われます。
審査支払機関による審査の段階でレセプトの内
容に不備（例：保険証の記号・番号の不備、点数、
診療内容と病名の不一致など）が見つかった場合
は、眼科に差し戻される事があります。レセプト
が差し戻された場合は内容を見直して、注記・修
正した上で再提出しなければなりません。他に請
求額から減額や減点される事もあります。減点さ
れてしまうと眼科の収益にも影響を与える事にな
るというので、責任重大なお仕事です。
★ 勤務日時と給料 ★
勤務日時は、平日のみの朝８時 30 分〜12 時
30 分の４時間のままで、給料は１時間 780 円と
なりました。なので、１日４時間働いて 3,120 円
-6-

★ 制服 ★
眼科の制服はナース服ですが、私はサイズが合
わないため、動きやすくて無地でナース服に近い
色のものを自分で用意して、それを制服にして着
ています。家から着て行くので、眼科で着替える
事はありません。
★ 色々な介助 ★
眼科の受付事務所へ入るのに、入口が電動車い
すの私が通れない幅（扉の幅が 57.5 ㎝で、電動
車いすの幅が 63 ㎝ぐらいだったので、タイヤ片
側が入らずに引っかかる）なので、幅の狭い簡易
電動車いすを新しく作りました。しかし、その幅
の狭い簡易電動車いすで家から眼科までの通勤も
したかったのですが、幅が狭い分、軽すぎて不安
定なため、眼科室内専用となりました。眼科まで
の通勤は日常生活で使用している普通の電動車い
すで通勤し、その後は眼科スタッフさんに抱きか
かえてもらって、眼科室内専用簡易電動車いすに
乗り換えを１日 2 回、手伝っていただいています。
トイレ介助は 12 時 35 分頃、看護婦さんにお
願いしていました。ただ毎日、交代で介助しても
らいたくても看護婦さんの人数が少なくて、連続
で同じ看護婦さんにトイレ介助をお願いする事も
多々あり、看護婦さんの腰を痛める事が多くなっ
てしまいました。そのため話し合いの結果、８月
からは緊急な時以外はトイレ介助をお願いする事
はできなくなってしまいました。でも、今まで手
伝って下さった事だけでも感謝しています。なの
で、８月からは 13 時までに家へ帰宅してヘルパ
ーさんに昼食の介助の前にトイレ介助を頼む事と
なりました。
職場の行事では、臨機応変で対応してくれてい
ます。例えば、食事会の場所が和室の座敷だとす
ると、私の体が座敷から倒れないように工夫して
くださったり、食事介助は誰でも隣に座った人が
手伝う事、トイレ介助、帰りが危ない時は家まで
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一般就職への道

BY ぽっちゃん
りの眼科スタッフさん達同士は楽しそうに話して
いるのですが、私はその輪の中に入っていけないの
です。一人“ぽつん”としているのです。
理由は何となく分かる気がします。お互いに何を
話したらいいか悩んでしまう事、４時間というパー
トの身の私は、皆が仕事していても、途中で帰らな
ければいけない。皆は最後まで仕事をして、着替え
の時間やミーティングなどで仕事の苦労話やプラ
イベートの話まで色々な話をして交流を図ってい
るから、団結力や親しみ方が違うのだと思います。
だから私は、仕事以外に上記のように話をする時間
が無いから仕方がないとは思っています。
でも、やっぱり仲間に入りたい。だから、少し
ずつでもいいから時間をかけて自分から話をしよ
う！と心掛けたりしています。なので、実習期間
を入れて 12 月で１年経つ今、やっと皆と話が少
しだけ出来るようになってきました。

送ってくれたりしてくださっています。だから、
職場の行事の時は仕事以外で皆と交流が出来て、
本当に嬉しいです♪(*^̲^*)
私が患者だった時も、実習中の時も、就職して
からも、いつも、この眼科スタッフさんの人達の
優しさや愛情に触れ、本当に自然体で、何よりも
明るくてアットホームな雰囲気だから、なんか新
しい家族が出来たみたいで、恵まれた環境ですご
く居心地が良くて幸せです♪
障害を理由に私が就職してから余分な仕事が増
えた（車椅子乗り換えとか色々な介助とか）はず
なのに、嫌な顔１つせず手伝ってくれるので（一
般社会は厳しいイメージが強いので）、本当は陰
で何か言われているのではないかと内心ビクビク
していた自分や（汗）、むしろ１人ぐらい私の事
を嫌っていてもおかしくないとまで思っていまし
た。しかし、真剣に向き合って考えてくれている
のに自分から壁を作ってしまっている時もあるの
で、気をつけなきゃ！と思っています。（はぅ、
勝手に被害妄想しちゃう自分が嫌だぁ〜！！）

▼終わりに

▼戸惑い･･･
それでも、私の心の中で色々な戸惑いはありま
した。
前の職場（通所授産）では休憩時間が１時間半
置きに 15 分ありましたが、今の職場（眼科）で
は休憩が無くずっと働いているので、当たり前の
事だと思うのですが、休憩無しが慣れないせいか、
凄く働いた気分になったり、かなり辛い時もあり
ました。なので、通所授産では優しすぎるんだな
ぁと改めて実感しました。だから、一般就労を昔
からしたかったので就職が決まって凄く嬉しかっ
たのですが、就職してからの方が逆にどこか不安
でした。夢に向かっている間は達成させたい一心
で勢いや気合が自分自身に入っていて、楽しくて
好きでした。でも、いざ達成しちゃうと力が一気
に抜けて、我に返り、『本当に大丈夫なのかなぁ？
やっていけるのかなぁ？』と、自分の事なのに良
い方向へ向かえば向かう程、いつもマイナス思考
になる私がいました。
それ以外では、コミュニケーションがうまく取れ
なくて、すごく不安でした。実は今の職場に馴染め
ているようで、馴染めきっていない気が心のどこか
でしていました。普通に皆とは仲良く仕事をさせて
いただいていますが、それは仕事だけ。患者さんが
少なくて仕事が空いた時、仕事以外の話となると周
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皆に「前の職場では１日仕事をしていたけど、
今の職場では午前中だけだよね？じゃ、昼からは
何をしているの？」と突っ込まれるのですが、こ
れがよく分からないけど、忙しいのです。
まず、家へ 13 時に着いて、ヘルパーさんに昼
食介助等を頼んでいるので、ケアが終わるのが 14
時 30 分過ぎ。次の夕方のケアが 17 時だから、
昼間に一人でいる時間が約２時間 30 分だけなの
です。この間に事務整理したり、新しいヘルパー
さんと介助の仕方について打ち合わせしたり、ケ
アプラン表を考えたり、病院や食料品の買い物へ
行ったり…。簡単に２時間 30 分は過ぎちゃうん
ですよね。のんびりとＴＶ見たり、お昼寝したり
…というのが出来ないんですよ！！日々、何かに
追われている気がします。（^^；でも、すごく充
実した日々を過ごしているので、やり甲斐があっ
て、今の自分が大好きです。
今、思い出すだけでも、この職場と本当に縁が
あって良かったなぁとつくづく感じています。そ
して、「諦めずに謙虚にね。そうすればきっと、
認めてもらえる日がいつか来るから…」と親身に
なってアドバイスして下さった通所授産の職員さ
んに心から感謝しています。

ひと・活動紹介

BＹ kyon

セレクトショップで働く大澄さん（後編）
おおすみ あき ひさ

前号に続き、名古屋市在住の大澄 晃 久 さん（22 歳、静岡県出身、
筋ジストロフィー症）の“現在の仕事とそれに至るまでの話”を紹
介します。前号では、「洋服を作りたい」という夢を応援してくれ
そうな高等部を選び、『自立生活体験室』でひとり暮らしのシミュ
レーションを行い、そして、夢を実現するための第一歩である専門
学校へ入学するまでの話でした。今号は、専門学校でくだした“苦
渋の決断”の話からはじまります。

Ｑ：学校生活で辛かったことは？

Ｑ：学校生活を振り返って思い出に残っている

Ａ： クラ ス の仲 間と の コミ ュニ ケ ーシ ョン に

ことは？

も苦労したけれど、一番辛かったのは、１年

Ａ： 専門 学 校は とて も いい 社会 勉 強に なり ま

間授業を受けてくだした“苦渋の決断“のとき

した。人とのコミュニケーションが得意じゃ

･･･。デザイナーの世界は実力主義でもある

ないので、周りとなじめなかったことが辛か

し、ハードな作業を要求されるので、身体機

ったのですが、よく耐えてやれたなと思いま

能的に自分にはできないことがあることを思

す。

い知らされました。でも、完全にできないと

卒業したことに対して、先生が評価してくれ

か、デザイナーにはなれないと決まったわけ

たこと、学校から努力賞をもらったことがう

ではないし、他の方法で実力をつけて目的を

れしかったです。苦労して頑張ったこの２年

達成することもできるのではないかと考えま

の経験で、何でも挑戦できるという覚悟がつ

した。「自分に向いていること」「自分がで

きました。

きること」を改めて考え、２年生からは視点
を変えて、店舗運営、販売、ビジネスを学ぶ

Ｑ：就職活動について教えてください。

科に移りました。

Ａ：自信がないまま就職活動をしていました。

ただ、“洋服を作りたい”という気持ちをずっ

学校にきているアパレル関係の求人に応募し

と引きずっていたので、パソコンでデザイン

てもダメで、障害のある人を対象にした合同

した物をコンテストに応募したりしていまし

企業説明会でも全部ダメで、卒業が近づくに

た。引きずったままの気持ちでやっていた結

つれ焦りました。後半は、不本意ながら「ど

果は･･･、ここでも現実を知りました。

こでもいいから就職して、お金を貯めてから
独立しようか」とも考えました。そして、就
職が決まらないままとうとう卒業式を迎えた
のですが、そのときの先生の「がんばれよ」
というあたたかい励ましの言葉にとても勇気
をもらいました。
その３日後、学生時代から「事務・アパレル
関係」で求職登録してあったインターネット
のバイト情報のサイトから、求人募集のメー
ルが届いたんです。それはアメリカンカジュ
-8-
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ひと・活動紹介

By kyon

アル系のショップの事務中心の内容でした。

17 時を希望しました。それがそのまま通りま

「これなら自分にもできる！」と思い、卒業

した。今は、慣れてきたので少し時間を伸ば

式の先生の言葉にも背中を押されてすぐに電

すことができて、週５日 13 時〜18 時の勤務

話で応募しました。そして、面接を受けて就

で、水、日休みで働いています。僕のペース

職が決まりました。就職活動では厳しい現実

にあった労働時間だと思っています。

を体験しましたが、それで自分が大きくなっ

Ｑ：初めての仕事はどうでしたか？

た気がします。

Ａ：最初は作業を覚えることが大変でした。集
Ｑ：特に障害のある人を募集していた会社では

中力が足りなかったり、作業効率が悪かった

なかったようですが、どう売り込んだのですか？

りとうまくやれず･･･。でも、振り返るとそれ

Ａ： 最初 の 電話 で車 い すを 使っ て いる こと を

も楽しかったです。ようやく最近慣れてきて

伝えたら、「入れますよ、エレベータもある

余裕が持てるようになりました。先日、ホー

し」という返事がもらえて正直驚きました。

ムページ用のバナー（インターネットの広告

面接日は改めて社長から連絡するということ

の一つで、細長い帯状の見出し画像のこと）

で、面接日前日に社長から電話がありました。

のデザインをさせてもらいました。ゆくゆく

一応もう一度車いすを使っていることを伝え

は、ネットショップのページデザインもまか

たところ、社長は聞いていなかったらしく驚

せてもらえるようになるといいなと思ってい

いた様子で･･･。でも、「とにかく明日来てく

ます。そこから他の仕事にもつながってくる

ださい」と面接が決まりました。面接では求

だろうし。

めているインターネット販売に対して自分が
できることやその思いを伝えました。その１

Ｑ：同僚との関係はどうですか？

週間後、採用の連絡をもらいました。「10 人

Ａ：４人いますが、先輩に恵まれてうまくいっ

ぐらいの応募があったけれどパッとしなく

ています。バイヤー（買い付け）の明るい先

て、君が一番やる気があるから決めた。ネッ

輩が僕の障害を全然気にせず話しかけてくれ

トショップを始めるに当たって、パソコンも

る人で、いい雰囲気を自然に作ってくれてい

できて、服のことも知っている大澄君に働い

ます。みんなで飲みに行ったりもしています。

てもらうことは会社のメリットで、それは、
大澄君にもメリットがあるよね」と言われま

Ｑ：仕事中必要な手伝いはありますか？

した。障害のある人を雇用すると雇用助成金

Ａ： 自分 で でき ない 細 かい こと は 手伝 って も

がもらえるメリットなども調べたそうです。

らっています。でも、工夫すれば自分ででき

あとから同僚から聞いた話では、社長はけっ

そうなことは、まず伝えて協力してもらった

こう悩んでいたらしいです。でも、今は、自

りもしています。例えば、机に電動車いすで

分で言うのもなんですが、「大澄君が来てく

寄りつくときにいつもパイプが足に当たるの

れて助かった」と社長に言ってもらえていて、

で、最初は手伝ってもらっていたけれど、社

やりがいがあります。

長が金ノコでパイプを切ってくれました。ド
アの開閉も、ドアノブに紐をつければ自分で

Ｑ：勤務時間を教えてください。

できると提案したら早速つけてくれました。

Ａ：希望を聞かれたとき、初めての仕事だし体
力的なことも考えて、週５日勤務で 13 時〜

2007.12.20 №91 AJU 福祉情報誌

-9-

ひと・活動紹介

BＹ kyon

Ｑ：トイレはどうしていますか？

がっていけばいいなと思っています。

Ａ： 小便 の 方は トイ レ に入 れさ え すれ ば自 分

ただ、仕事が見つかった今、目標に向かう気

で何とかできるのですが、会社のトイレは入

持ちが減速気味かもしれません。

れないので、仕事の日の午前中は水分をひか
えて調節しています。どうしても行きたくな

Ｑ：夢を実現したいと思っている人たちに何か

ったときは、近くに車いすトイレがあるビル

アドバイスをお願いします。

があるので電動車いすで走っています。

Ａ：僕はずっと「障害のある大澄君」のままで
終わりたくないと思っていました。なぜと聞

Ｑ：休みの日は何をしていますか？

かれるとまだ充分整理できていないけれど。

Ａ：今は、地域で自立した生活をするために家

障害があろうと自分のしたいことを実現する

さがしをしています。何もないときは、音楽

ぞという意地もあるのかな？

を聴いたり、ゲームをしたり、映画も観たり

振り返ると、僕は、「もう頑張るしかない」

します。

という、自分を追い込んだ状況を作って進ん
できた気がします。それが皆さんにいいのか
は分からないけれど、ひとつの方法かと思い
ます。僕はそれを実際やってみて、いろいろ
見えてきました。

取材を終えて
『夢』があるってすごいなぁと思いました。
読んでいただいてお気づきだと思いますが、
大澄さんは決して要領のいいタイプでもな

Ｑ：大澄さんにとって働くと言うことはどんなこ

く、また社交的なタイプでもありません。で

とですか？

すから、何度も辛い現状にぶつかり、人間関

Ａ： 働い て 稼が ない と 満足 な暮 ら しが でき な

係にも悩み、たくさんの悔しい思いをしてい

いという現実がありますけど、僕の場合、今

ます。でも、そんな彼が今あるのは、もちろ

は「やりたいこと」イコール稼ぎにつながっ

ん、その時々で彼を支えた人たちのお陰もあ

ています。洋服関係の仕事自体が趣味という

りますが、その支えを支えとしてちゃんと受

か、好きなことというのかな。もちろん、今

け止め、めげずに前へ進めたのは、あきらめ

の仕事内容は本当に自分がしたかったことで

られない『夢』があったからだと思います。

はないけれど、洋服関係でつながっているの

彼はたくさんの辛い経験を自信に変え、『夢』

で、夢に近づいていると思っています。

の実現に向けて、今何をすべきか、何を優先
すべきかを柔軟に考える方法も身につけまし
た。今後がとても楽しみです。

Ｑ：大澄さんのこれからの夢を教えてください。

この大澄さんの生き方が、障害のある人やそ

Ａ：洋服を作る夢は変わりませんが、今は、自

の支援者のヒントになればと願います。

分のできることをもっと探していこうと思っ
ています。今していることが、自分の店をひ
らくことや、自分でデザインすることにつな
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2007.12.20 №91 AJU 福祉情報誌

かつきのページ

同 級 生
堤 剋喜
「しばらく横になってなさい。 えぇと。何か敷くものは？
もっと厚いのがあればいいのだけど、これしかないわ。 堅くて痛いでしょうけど、ちょっと我慢して。」
床に広げられたのは、オルガンの布カバー。
『えっ。この上で寝てなさい？ ここでか・・・先生に言われたんだから、まあいいや。』
おとなしく椅子から床に降りた。
給食当番の袋（盛りつけ係の子が着けるエプロンと帽子が入っていた）が枕の代わり。
もし、「後ろに立ってなさい」だったら、きっと抵抗したはずだ。
だけど、待てよ。授業中の教室の中。
後ろに立たされているよりも、机の間の床に寝かされている方が、ほかの子たちの目につきやすかったんじゃないか。
たまたま、これからテレビを観るところだった。
確か「ふえはうたう」が番組名。
主目的は、笛の歌を聴くことではない。
「笛にうたわせるにはどうしたらいいか覚えましょう」 （リコーダーの奏法指導）。
笛に関してはすでに降参を決め込んでいたから、僕にはどうでもいい番組。
しばらく指示通りに天井を見ていた。
鼻血が止まってきたのがわかる。
当たり前だけれど、みんなテレビの方を見ていた。脇見する子はいない。
ゆっくり横を向くと画面が見えた。
思ったより居心地、というか、寝心地は悪くない。
「念のため」テレビが終わるまでこのままでいよう。
２０分ほど寝転がってから、自分の席に戻った。
学年に応じて、学校での持ち物は少しずつ変わってくる。
建築士の息子で、かつ音楽家の弟という身の上にそぐわず、はなはだ情けない話だが、
事実上、製図道具と楽器は持って行くだけだった。 忘れ物をしていない証拠として。
「学童用の文房具」で最後に登場したのは、彫刻刀。
「子どもに切れ味が悪い刃物を持たせると怪我の元だ」 と、上等品を買ってもらった。
彫る対象を固定する台座を併用すれば、「使えないことはない」道具になった。
とにかく木の板が削れるのがうれしくて、夢中だった。
課題は「人の顔の浮き彫り」。 何とはなく横顔にした。
下絵には耳があった。 いざ彫り始めると、制動ままならず。
しかし、髪の毛ならいくらでも彫れそうだし、そうしている方が楽しい。
「耳は髪に隠れて見えません。」 ということになった。
と、刃先が左手の人差し指をかすった。
血がにじんだが、流れることなく収まった。 ほっとして、また彫り始めた。
学校で自分の血を見た記憶は２つしかない。
丸刀を垂直に突き立てて、その場で回転させると小円形の跡が残る。
同じ場所でずっと続けると、板を貫通する。
（彫刻刀の刃が傷むから、よい子の皆さんは真似しないで下さい。穴を開けたいときは、ドリルや錐（きり）を使いましょう。）
こうして出来上がったのは、「水玉模様の服を着た女の子」。
掃除がてら、ロッカーの上に並んだ作品をＹ君と眺めていた。
「これはＴの顔だろ？」 と僕の浮き彫りを指さした。
いきなり同級の女の子の名を言われてしまった。
口調に冷やかしが入っている。
が、作っているうちに自分でもそのつもりになっていたから、「そうだよ。」 と答えた。
「やっぱりな。 そうだと思った。」
Ｔさんは小柄で、朝礼とか終業式で、クラスが男女各一列・背の順に整列すると、たいがい僕と隣同士になった。
クリスマス・イブの朝、当時の２学期の終業式に、Ｔさんがフード付きのコートに手袋、完全防寒の出で立ちだったのを、
いまも覚えている。
MAY BE CONTINUED
作者の都合により続くかもしれません。 来年もよろしくお願いします。
2007.12.20 №91 AJU 福祉情報誌

- 11 -

グルメ情報

グルメな調査隊 第 52 弾
メゾンカイザー 名古屋店
場

所：名古屋市千種区高見 2-1-20

セントラルガーデン内

TEL／052-757-3188
FAX／052-757-3187
ＨＰ：www.maisonkayser.co.jp

最寄り駅：地下鉄東山線 池下駅より徒歩 7 分
（ホーム〜改札〜地上 エレベータ有り）
『池下』の交差点を右折、
『池下北』の交差点を左折した後、
２つ目の信号『池下駅西』を右折すると前方にあり。
名古屋市Ｉさんより

★店内の様子

今年の４月にオープンした“名古屋セントラルカ

入り口：開きドア、敷居部分に 2 段（1.8 ㎝と 2 ㎝）

ーデン”
（高級分譲マンション街としてオープンした
グルメストリート）に、おいしいパン屋があると聞

段差あり
店

いて、行ってきました。池下駅からは少し急な下り
道と平坦な道になっているので、ひとりで車いす自

内：段差なし、テーブル４席、イス移動可、テ
ーブル高さ 72 ㎝、テーブル下 68 ㎝

併設のイートインスペース：

操の人は車で行くのが良いかも。パンオノワという

屋根有り、壁なし、透明ビニールの覆い有

クルミ入りのパンとランチをいただきましたが、パ

り、テーブル 24 席、イス移動可、テーブ

ン生地とてもおいしかったです！名古屋店にはカフ

ル高さ 74 ㎝、テーブル下 64 ㎝

ェコーナーがあるので、焼きたては、ぜひ店内で食

※「車イスご利用のお客様はスタッフがお手伝いを

べるのがオススメです！

させて頂きます。」とのこと。

★ジャンル：パン

★お手洗い

フランスに本店があり、

店

日本には東京８店舗、名古

内：１箇所あり／洋式トイレ／手すりなし／外
開き戸

屋２店舗、福岡１店舗、計

最寄りの障害者トイレ：地下鉄池下駅（サンクレア内）

11 店舗。名古屋は、千種

★駐車場

区池下にあるセントラル

セントラルガーデン内（道路沿い）に、一般用 40

ガーデン、ＪＲ髙島屋店

台有り／身障者用駐車場

（地下 1 階、エレベータ有

1 台有り

※反対車線沿いには、一般用 100 台有り／身障者用

り）の２店舗あります。フランス本場の味が名古屋

駐車場 3 台有り

で味わえます。

※有料（20 分 100 円）
。但し、店舗ご利用のお客

★ランチ（限定 30 食。月曜日〜金曜日の平日のみ

様には 1 時間の無料サービス有り

で、土日祝日は除く。）

★営業時間

バケットサンドイッチ 1,050 円
（Ａローストビーフ・Ｂぺッパーシンケン・Ｃロー

9:00〜20:00

不定休

ランチタイム 11：30〜14：30

ストハムの中から 1 種、本日の一品、日替わりアイ

★その他

スクリーム、コーヒー又は紅茶）

◎名駅にある JR 高島屋店（地下２階）は、販売の

お勧めメニュー例

みでカフェスペースなし。

クロワッサン 179 円／バケット 299 円／デニッ

◎名古屋店のオリジナルとして、サンドウィッチ、

シュ オ マロン 357 円／いちじくのパン 244 円

プチパン各種、アイスクリーム、焼菓子類。

／キャラメルパイ 263 円／マフィン各種 242 円

（パン系のみで、高島屋店より 10 種多い！）
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トラベル情報
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悠久のエジプト浪漫の旅９日間
ハート TO ハートのエジプトツアーは現地のでっか
い兄ちゃん達が車椅子の移動やバスの乗降も手伝っ
てくれる安心ツアー。２月のエジプトは最高気温が
２３度ほどで快適なシーズンです。世界でトップク
ラスの評価を受けるエミレーツ航空を利用します。

期 間：2 月 20 日（水）〜28 日（木）
料 金：ひとり 430,000 円（２名１室）
出発地： 中部・成田・関空
（ほか、日本各地より乗り継ぎ可能）
ポイント：添乗員同行・専用バス利用・
ヘルプ付き

このパラリンピックの観戦ツアーを長野冬季五輪、
シドニー五輪と担当したチックトラベル ハート TO
ハートがまたまた担当することになりました。すっ
かり様変わりした北京の街は車椅子用トイレの設置
など、巨費をかけて整備しております。
皆様のご希望も取り入れた観戦ツアーとなるように、
参加したいという方は、こちらまでメールを下さい。
〔チックトラベル：松本 matsu@tictravel.co.jp〕

■申し込み・問い合わせ■
チックトラベル ハート TO ハート
〒460-0003 名古屋市中区錦 1-20-19 名神ビル６F

TEL：052-222-7611 FAX：052-222-2778
http://www.tictravel.co.jp
こ
社「「ト
会社
行会
旅行
る旅
する
いす
伺い
お伺
らお
から
らか
ちら
こち
トラ
ラベ
ベル
ルパ
パレ
レッ
ットト」」

リオのカーニバルパレードと
イグアスの滝、南米の旅

〜春を待つ〜 【日帰りおすすめプラン】

南米イグアスの滝は素晴らしい景色と自然の威力を

マイクロバスを貸切でいかがでしょうか♪

感じる観光地で有名です。そしてリオのカーニバル

名古屋９：00→休憩をはさんで、伊賀の里モクモ
ク手づくりファームへ 11：30〜14：00（昼食
・お買い物・もくもくの湯などお愉しみください）
→カフェにてゆったりティータイム・ミニコンサ
ート 15〜16：00（身も心もリフレッシュ♪）→
名古屋着 17：00 頃

と言えばあまりに有名。今回はカーニバルで上位入
賞したチームだけを集めた特別日を狙って見学でき
るコースです。本場の雰囲気を思い切り楽しんで下
さい。

期 間：2 月 5 日（火）〜14 日（金）
料 金：まもなく発表します。
出発地： 中部・成田・関空
（ほか、日本各地より乗り継ぎ可能）
ポイント：添乗員同行・専用バス利用・
ヘルプ付き

石垣島・由布島・西表島３日間
オーシャンビューの石垣全日空リゾートホテルに連
泊のプラン。西表から由布へ渡る牛車の体験、のん
びりした時間が流れる沖縄らしい旅行です。

期

間：２００８年３月中旬

料

金：ひとり 158,000 円（２名１室）

出発地：

・マイクロバスなどでゆったりしたコースをお作り
します。ありきたりのツアーでは…という方もご
相談ください。
・お一人旅・少人数の方の添乗を開始しました。
（旅程管理取得者・ヘルパー資格者がご一緒します。）
打合せや見積もりもご一緒させていただきます。
（本人がお伺いします。）
・留学やホームステイもきめ細かくご相談させてい
ただきます。
・郵送・ＦＡＸ・メール・宅配、伺うお時間帯も含
め、フレキシブルに伺います。

★旅への思いを馳せる時から楽しみにして
いただけるようお伺いいたします★

中部・羽田・伊丹・福岡

ポイント：添乗員同行・専用バス利用

〔予告〕 北京パラリンピック観戦ツアー
２００８年はいよいよ北京オリンピックが開催され
ます。そしてその後はお待ちかねパラリンピックが
控えています。

2007.12.20 №91 AJU 福祉情報誌

■申し込み・問い合わせ■
トラベルパレット 担当：桜井・林
〒453-0021 名古屋市中村区松原町 1-24
COMBi 本陣(旧本陣小学校) S204

TEL：052-526-8008 FAX：052-483-8883
sakurai@t-palette.jp
http://www.combi-honjin.com/s/s204̲1.html
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▼ ポイント：添乗員同行・リフトバス利用
二十四の瞳映画村・子規記念館・坂の
上の雲ミュージアム・平山郁夫美術館
では文学に、ボランティアガイドの案
内で道後温泉めぐり、呉では大和ミュ
ージアム・海上自衛隊呉資料館、広島
の平和記念資料館で歴史にふれる。

冬の北海道「雪まつり」めぐり
札幌・小樽・支笏湖の旅３日間
「題 59 回さっぽろ雪まつり」、支笏湖畔「氷
の世界・氷濤まつり」、そして小樽「雪あか
りの路」など冬の道央を代表するイベントを
めぐります。

最後のフロンティア

▼ 期

間：２月７日（木）〜 ９（土）

▼ 料

金：ひとり 158,000 円（２名１室）

▼ 出発地：中部・羽田・関西

アラスカ

オーロラ鑑賞ツアー７日間

▼ ポイント：添乗員同行・リフトバス利用

オーロラ鑑賞ツアーを企画致しました。雪と

・現地ＮＰＯのボランティアの

寒さという難点やバリアはありますが、それ

方々が会場をご案内します。

を乗り越えて鑑賞いただく価値十分です。現

車いす利用者の方には防寒具の用意

地ではオーロラに詳しい専門ガイドがご案内

があります。

いたします。スノーモービル、犬ぞり、温泉、
遊覧飛行などオプショナルもご用意しており
ます。
▼ 期

間：①３月 20 日（木）〜 26 日（水）
②４月

▼ 料

３日（木）〜 ９日（水）

金：①ひとり 490,000 円（２名１室）
②ひとり 495,000 円（２名１室）

▼ 出発地：成田
▼ ポイント：添乗員同行

早春の瀬戸内海・小豆島・道後温泉・
しまなみ海道・広島・呉をめぐる
歴史と文化の旅４日間

自然現象ですが、１年でオーロラの出
現率の高い「春分の日」に日程を設定
しました。

瀬戸内海に浮かぶ２番目に大きな島・小豆島
は壺井栄の小説「二十四の瞳」の舞台として、
オリーブ栽培の先がけ“日本の地中海”とし

■申し込み・問い合わせ■

て有名です。夏目漱石の小説「坊ちゃん」の

〒108-0014 東京都港区芝 5-34-2 春日ビル１F

舞台・道後温泉は日本最古の名湯として有名

TEL：03-3456-5411 FAX：03-3456-5414
http://www.jtb.co.jp/bfplaza/

です。瀬戸内海を６つの島で結ぶ“しまなみ
海道”で広島・尾道へ渡り、造船の町・呉で
は戦艦「大和」の歴史にふれます。
▼ 期

間：３月 13 日（木）〜16 日（日）

▼ 料

金：ひとり 169,000 円（２名１室）

▼ 出発地：羽田（名古屋から参加希望者の
方は、別途お問い合わせくださ
い。）

- 14 -

2007.12.20 №91 AJU 福祉情報誌

福祉用具情報

福祉用具のリサイクル情報（07/12/14 現在）
欲しいもの、不要なものはありませんか？
リサイクルの輪を広げよう！
◆ＡＪＵ自立の家は、なごや福祉用具プラザの中で、福祉用具のリサイクル品のコ
ーディネートと福祉用具の販売、自立生活情報の提供などをしています。
･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････

譲りますよ！＊金額の表示のないものは無料です。
★ベッド、床周り品
・３モーターベッド
（松下電工）
\10,000
（パラマウントベッド）
\50,000
（パラマウントベッド）
\50,000
・1 モーターベッド
・1 モーターベッド（フランスベッド）
・1 モーターベッド（フランスベッド）

１年使用
５ヶ月使用
２年使用
15 年使用
10 年使用
7 年使用

★移動用品
・電動車いす
・電動車いす エミュー
・シルバーカー
・介助用車いす
・介助用車いす
リクライニング

\10,000
\50,000
\13,000
￥20,000

数回使用
6 年使用
未使用
リサイクル品
未使用

数ヶ月使用
５年使用
リサイクル品
未使用
未使用
１ヶ月使用
10 回位

★トイレ用品
・ポータブルトイレ
（安寿家具調）
\5,000
未使用
（安寿ウォシュレットタイプ）
１年使用
（背もたれ、手すりなし）
ほとんど未使用
（ベルベットシャワー）
未使用
・女性用差し込み便器
未使用

★その他
・リフト マイリフティ A
\50,000
・吸入器 ミリコンＳ MMN-20S
\10,000
・吸引器
\50,000

2007.12.20 №91 AJU 福祉情報誌

譲って欲しい！
★ベッド、床周り品
・ベッド（１・２モーター）・除圧マット
・サイドテーブル・ベッド手すり（パラマウント用）
・折りたたみベッドかソファーベッド

★入浴用品

★入浴用品
・入浴用チェア
\2,000
・リフト マイティエイド８０（水圧式）
\100,000
\50,000
・リフト つるべ F2 セット
・在宅介護浴槽 湯った〜りⅡ
\70,000
・介助ベルト（入浴用）
\1,000
・リフト用スリングシートパオ
・簡易浴槽セット
応相談

・トーキングエイド
\13,000
数年使用
・簡易スロープ レールタイプ
９年使用
１年位使用
・カートさすべえ
・移動介助器 カールくん KH3B
５年位使用
・吸痰用カテーテル １７本
未使用
・酸素のホース カニューラ
未使用
・靴 装具用の靴 右のみ
・靴 リハビリ靴 右のみ 28〜28.5cm
未使用
・キャリングケース付きポータブルハンドシャワー

リサイクル品
未使用
２年半使用

・入浴用いす・バスボード・バスリフト・浴槽台
・浴槽手すり （壁や浴槽に付けるタイプ）

★トイレ用品
・ポータブルトイレ（折りたたみ式希望）
・ポータブルトイレ用簡易手すり

★移動用品
・車いす(手動、介助用、電動、簡易電動)・子供用(車いす、
バギー)・電動(三輪、四輪)車・電動車いすユニット(JW１)・歩行器
他にも、紙おむつ・スロープ・手すり・クッション
・吸入器・リフト・昇降機・松葉杖・ストレッチャ
ー・靴・酸素測定器・福祉車両などを探している方
がたくさんみえます。

｢譲って｣欲しい方、｢譲りたい！｣という方、
ぜひご連絡下さい。
＜福祉用具についての問い合わせ＞
●ＡＪＵリサイクル相談事業部●
TEL 052-851-0059 FAX 052-851-0159
ホームページでもみることができます。
http://www.aju-cil.com
毎週木曜日の朝日新聞（朝刊）にも、リサイクル情
報が掲載されています。
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読者のこえ

読者のこえ
森林セラピー体験（前編）

人の心身へのリラックス効果、この檜の森のシャ

皆さん覚えていますか？着物のバリアフリーに

ワーを浴びたくなりました。

ついて情報をいただいたＲＩＺさん、第 68 号「着

10 月 15 日、ねざめホテルで１泊、朝８時 35

物はバリアフリーだよ」、第 73 号「着物の着付

分発の上松町コミュニティーバスに乗車、終点の

け手伝います」、第 74 号「着物はバリアフリー

“森林センター基地赤沢”で降車します。パンフ

だよ」などなどです。今回は森林セラピー体験の

レットに“標高 1,080ｍ以上で天候が変わりやす

情報をいただきました。今から本格的な冬を迎え

い為、寒暖に耐えられる服装でお出かけください

ますが、来春の小旅行のお楽しみとして計画され

”とあったので、冬用のダウンジャケットを用意

てはいかがでしょうか。今回は前編です。続きは

しましたが、かなり心配…。９時 10 分に到着し

次号に掲載いたします。お楽しみに！！

たところ、ガイドの山戸さんはすでに待っていて

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

くださいました。（おだやかで優しい方でした。）
森を散策する前にストレス・リラックス度のチェ

森林セラピー最初の一歩

ックとして、唾液中のアミラーゼを測定します。散

まずは森林を訪れてみませんか？

策の前と後を比較するためです。私は散策前 50、

私は、10 月 14 日、15 日長野県木曽郡上松町

散策後 43 でした。（※アミラーゼ測定によるスト

の赤沢自然休養林へ“森林セラピー”に行ってき

レス・リラックス度の実証は医療メニューとして確

ました。近頃、巷では“アロマテラピー”“タラ

立していません。測定結果は目安となります。）

ソテラピー”“フラワーテラピー”とブームです

事前に２時間 30 分ほどの散策スケジュールを

が、さてさて、森林セラピーとは何？？と思い、

観光協会から提案されていました。ガイドの山戸

情報を収集すべく上松町の観光協会へ電話し、パ

さんは、出発前に私のリクエストを確認してくれ

ンフレット等も送っていただきました。

ましたし、コースの途中では、私のペースをみな

日本三大美林のひとつに数えられる赤沢自然休

がら案内してくれました。私は、段差がなく舗装

養林、樹齢 300 年、雄大な木曽檜の世界。この檜

路となっている“ふれあいの道”からスタート、

を守る為に歴史が深くかかわっていました。

そして“駒鳥コース”へと散策しました。赤沢橋

古くは、豊臣秀吉や徳川家康が直轄領にし、明

を渡り森の中へ入っていきながら、木や葉の特徴

治時代には皇室の財産となっています。昭和に入

を解説していただきました。特に印象深かったの

り国有林化され、1982（昭和 57）年には林野庁

は、檜の葉の裏側の白色のＹ字型です。これは、

が提唱した“森林浴”が、ここ赤沢自然休養林で

自然が造った芸術品です。木曽を代表する木曽五

始まりました。2004（平成 16）年には林野庁と

木と言われるヒノキ、サワラ、ネズコ、アスナロ

厚生労働省をオブザバーとした官民学一体となっ

（以上ヒノキ科）、コウヤマキ（コウヤマキ科）

た森林セラピー研究会を設立、(独)森林総合研究所

について、木々それぞれの特徴や見分け方を知っ

が中心となって“森林リラックス効果”の定量化

ていると楽しいですよ！！

の試みが始まりました。2005 年から全国の森林

檜は、新陳代謝がよければ、木の皮がベロベロ

で快適度の調査が始まり、2006 年に科学的に快

ベローとめくれて（表現がこの言葉以外にみあた

適度が実証された全国 10 箇所の森林が“森林セ

らず）いく為、日が良くあたる場所に立っている

ラピー基地・セラピーロード”の認定を受け、赤

檜は大変美しい姿です。

沢休養林もそのひとつとなりました。森の歴史、
- 16 -
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いろいろ情報

いろいろ情報
ヨガ教室

ふれあいフェスタ

自分で行うマッサージなどを取り入れ、高齢の人

サービスセンターで体験できるニュースポーツ

や障害のある人も気軽に体験できる初心者向け

やカヌー、車いすテニス、乗馬などを体験してい

の教室。開催日時は、平成 20 年 1 月 12 日(土)13

ただく。開催日時は、平成20年３月22日(土)、

：30〜15：30。どなたも参加可。定員 30 名。

３月23日(日)10：00〜16：00。どなたも参加

参加費無料。事前申込必要。

可。定員なし。参加費はイベントにより異なる。

車いすダンス教室

当日受付。

音楽やダンスが好きな初心者を対象に、車いすを
使用したダンスを体験する教室。マンボ、ブルー

ヨガ教室、車いすダンス教室、ふれあいフェスタ

ス、ワルツ、ジルバなどの初歩的なステップを中

ともに主催は、木曽三川公園管理センター。場所

心 に 行 う 。 開 催 日 時 は 、 平 成 20 年 1 月 2 ７ 日

および事前申込は、長良川サービスセンター。

(日)13：30〜15：30。どなたも参加可（中学

TEL：0584-54-2075

生以下保護者同伴）。定員20名。参加費無料。

FAX：0584-54-5275

事前申込必要。

“ピア・カウンセリング集中講座”のお知らせ
ピア・カウンセリングとは、障害を持った仲間同士が対等に支え合い、生活における悩みやモヤモヤ
した気持ちを仲間同士で聞き合い、スッキリさせて元気になっていく手法です。
☆

日

時

2008 年 2 月 15 日(金)14 時〜19 時
2 月 16 日(土)10 時〜17 時

18 時〜20 時

『交流会』

2 月 17 日(日)10 時〜15 時
☆

場

所

ウィルあいち
※

☆

リーダー

愛知県女性総合センター

会場へは、地下鉄「市役所」駅

創作スタジオ
2 番出口より東へ徒歩 10 分

見形

信子

氏（ＮＰＯ自立生活センター・くれぱす

加古

雄一

氏（自立生活センター・生活塾

事務局長）

事務局長）

☆

参加資格

障害当事者で（障害者手帳をお持ちの方）全日程参加できる方。

☆

募集人数

８名程度（応募者多数の時は選考いたします）。

☆

参 加 費

15,000 円（食費は実費

☆

参加締切

2008 年 1 月 31 日（木）まで

交流会費 1,000 円別途）

※

希望者のみ宿泊可（数に限りあり、別途宿泊料）

※

介助者の必要な方は、自分で連れてきて下さい。

☆

主

催

ＡＪＵ車いすセンター

☆

協

力

自立生活センター・生活塾

☆

後

援

愛知県社会福祉協議会（予定）

昭和区障害者地域生活支援センター
名古屋市社会福祉協議会（予定）

問い合わせ・申し込みは
〒452-0814
TEL

052-506-8733
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FAX

自立生活センター・生活塾（担当：加古）まで
名古屋市西区南川町 92

052-506-8736
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若草マンション 1Ｆ

MAIL seikatsujuku@s8.dion.ne.jp

いろいろ情報

名古屋観光ルートバス「メグール」

さまざまな思いがこみ上げてきました。皆さんに

ご存知ですか？な
ごや観光ルートバス

は、プライベートで、それもアベックで行かれる
ことをお勧めします。

「メーグル」。
名古屋駅を起点と
して、産業技術記念
館、名古屋城、テレビ
塔などの名古屋を代
表する観光スポット
を巡回しているバス
のことです。年末年始と月曜日（休日の場合は翌日）が
運休で、始発９：30 から終発 15：30 まで、平日は１
時間ごとに、土・日と休日は 30 分ごとに出発していま

期間:11 月 23 日（金）〜2 月上旬まで

す。
時間帯によってはガイドボランティアも同乗します。

http://www.centrair.jp/xmas/event/index.html#e

１乗車大人 200 円・子ども 100 円ですが、１日フリ

vent02

テレビ塔リニューアル

ー切符は大人 500 円・子ども 250 円とお得です。
はしもとさんの情報によれば、車両は、専用の中型ノ

名古屋・栄のランドマークといえばテレビ塔。このテ

ンステップバス４両を使用しているとのこと。また、予

レビ塔がリニューアルしたのはご存知ですか？手軽に行

備車は名古屋市交通局のバスを使用し、こちらもノンス

けるデートスポットとしてお勧めです！
地上 90ｍのスカイデッキ、地上 100ｍのスカイバル

テップバスとのことです。車いすでも利用しやすいです

コニーからの夜景は熱々の二人を天まで登らせる？？？

ね。
なごや観光ルートバス「メーグル」
http://www.ncvb.or.jp/routebus/
ホームページにはノンステップバスとの掲載はあり
ません。この点について、はしもとさんが担当者（名古
屋市市民経済局文化観光部観光推進室）に尋ねたところ
「現在、ホームページの修正を進めているところですの
で、ノンステップバスの件、明記したいと思います。」
との回答だったとのこと。名古屋観光も捨てたもんじゃ
ありません。名古屋ご来訪の折には、是非ご利用くださ
い。なお、地元名古屋人の皆様も、改めて名古屋の魅力

スカイデッキ、スカイバルコニーは、中学生以上 600

を探しに出かけられてはいかがでしょうか？

セントレアのイルミネーション

円、小学生 300 円、65 歳以上 500 円、障害者は半額

年の瀬が近づいてくると、あちこちでイルミネーショ

です。クリスマス期間（12 月 21 日〜24 日）のみ 23

ンが輝き始めます。中部国際空港（セントレア）ス

：00 まで営業、通常でも 22：00 まで営業しています。

カイデッキもきれいです。凛とした海風が、よけいに

2008 年元旦は６:00〜８:00（最終入場７：30）まで

光を際立たせ、まるでキラキラと音を立てているようで

「初日の出」営業します。皆さんはどこで初日の出を見

した。こういう景色は仕事じゃなくて、いい男と見

ますか？ よいお年をお迎えください。

たい。飛行機から見たらもっと綺麗だろう etc。
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いろいろ情報

医療相談室

やさしい住まいの支援ネット

長年、診療機関で障害を持つ仲間の医療ケアに携

障害当事者、福祉、医療、建築関係者が有志で開

わってみえた「リハビリテーション医の万歳登茂子

設し、住宅の改造などの相談で対応。

先生」のご協力で開設。

《相談日》 1 月１９日、 2 月２日、１６日
（いずれも土曜日）午後１時半から

《相談日》 1 月 12 日、 26 日
2 月 16 日、 23 日

《費

用》無料

いづれも土曜日、予約制、 30 分程度

《受

付》サマリアハウス

時間は要相談

淺井

ＴＥＬ

052-841-5554

《対

象》障害を持っている人

ＦＡＸ

052-841-2221

《費

用》無料

E-mall

sumai-sien@freeml.com

《受

付》自立生活情報センター

《場

ＴＥＬ

052-841-6677

（社福） AJU 自立の家

ＦＡＸ

052-841-6622

E-mall

joho-c@aju-cil.com

《場

所》名古屋市昭和区恵方町 2-15
サマリアハウス内

ホームページができました！！
http://sumai-sien.hp.infoseek.co.jp/

所》名古屋市昭和区恵方町 2-15

（社福） AJU 自立の家

サマリアハウス内相談室

生活の道具相談室
障害当事者、福祉、医療関係者が有志で開設。
道具の導入相談、道具の工夫 や制作に対応。
《相談日》 1 月２６日、２月２３日
（いずれも土曜日）午後１時半から
＊受付、場所は生活の道具相談室と同じ

情報募集中！

編集後記
今年は秋が来たなって感じることもなく、い

自立支援法への意見、町で見つけたアクセシプ
ルな穴場、あれ？ちょっとおかしいな？と思う車
いすトイレの造り、親切なお店、グルメなお店、
みんなに聞いて欲しい事件などなど、皆さんから
の情報をお待ちしています。
ぜひぜひ、編集部までご連絡下さい

きなり冬がやってきたように感じているのは自
分だけでしょうか？自分はインフルエンザの予
防接種を受けたにも関わらず、風邪をひいてし
まいました。皆さんお身体には気をつけてくだ
さい。さて読者の皆様にとって今年はどの様な
１年だったでしょうか？福祉情報誌は４月から

■編集部

体制も新しくなり、まだ落ち着いたとういえな
いかな？来年も障害当事者の目線で情報を提供
していきたいと編集委員一同思っております。

ＴＥＬ

052-841-9888

ＦＡＸ

052-841-3788

E-mall

f-joho@aju-cil.com

お待ちしていま〜す
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