この子らを世の光に これは 近江学園
を設立した糸賀一雄先生の言葉です この
言葉は この子らに世の光を ではなく
この子らを世の光に ということに大き
な意味があります 援助する側 される側
とい た関係ではなく この子らの生き生
きとした生命の姿に気づくことにより 私
たち自身や世の中の人々が生命のみずみす
しさを教えられ いやされるのです
実際にこれまで施設において多くのことを
体験し 教えられてきました
私は 高校三年の時に 近江学園 につ
いてかかれた本を読み この子らを世の光
に という言葉がなんとなく心からはなれ
ずにいました その後 医学部に入学し
一年時から 学生ボランテ アとして施設
訪問をしていました そのときの活動は
食事介助や紙芝居 おんぶしたり 車椅子
を押して施設内を走り回るなどをしていま
した あるとき 非常に重度の方で 一見
無反応のように見え どのように接したら
よいかわからないことがありました おも
いき て 笑顔で近づいて 同じ目線の高
さで 話しかけたところ そのかたは 明
らかに和らいだ表情をしてくれました こ
のとき この子に癒された と感じました
このことは 自分なりの解釈ですが まさ
に この子らを世の光に という言葉では
ないか感じたのです このことがき かけ
のひとつになりこの世界にはい たのだと
思 ています
あれから 二十五年以上の月日がたちまし
た この東部療育センタ でも ご両親に
つけてもら た大切なお名前をよばせてい
ただきながら 笑顔で挨拶するようにして
います お一人お一人の毎日の表情に癒さ
れながら仕事ができるこの仕事に誇りに思
ています 今後も ご利用者様がいきい

東部療育センター 診療部長 益山 龍雄

どこが変わっているか、２つの写真でわかりますか？
総合受付前の待合い場所が季節によって変わっています。気をつけて見てみてください。

東京都立東部療育センター
東京都江東区新砂 3-3-25
発行 東部療育センター
広報委員会

この子らを世の光に

きとした表情で 最適に過ごすことができ
る環境作りをしていきたいと思います
もし はじめて施設にきて どう接して
よいかわからないと思 ているなら 是非
同じ目線で 笑顔で 五感をつか て話し
かけてください

総合受付前（４月）

総合受付前（５・６月）

平成２０年７月 1 日発行
東部療育センター
第７回

今年度、かもめ分教室に入学されたみなさん。
写真は入学式での記念撮影

月に二度 第一 三月曜日の
午後にＯＴ室１に集ま てオ
シ ンスイングやハンモ ク
トランポリンやボ ルプ ルな
どの遊具で遊ぶグル プです
音楽にの て あるいは歌や太
鼓に合わせて揺れや振動を楽し
んでいます 普段はなかなかじ
くり揺れ遊具に関わることが
難しい方も ＯＴと一対一で遊
具に関わることができるアクテ ブだけど
ゆ たりなグル プです 遊園地気分の遊
具グル プ 通りかか たらのぞいてみて
くださいね

遊具グループの様子

月に一度 第二火曜日の午後
に音楽・ダンス好きが集ま て
活動しています テ マ曲をみ
んなで決めて 曲に合わせて楽
器演奏をしたり 車椅子ダンス
をしています 今年度のテ マ
はグル プ名にある通り 祭り
わ し い です 月に一度
なので毎回近況報告を含めた挨
拶から始ま て アルゴリズム体操 で準
備運動 からだが温ま てきたところでス
イ チをつか たり 直接触れたりして楽
器演奏を楽しんでいます 祭りの雰囲気を
のぞきにきてみてくださいね

グループ祭り（わっしょい）
の様子

月に一度 第四金曜日の昼下が
りにスヌ ズレン室に集ま てゆ
たりとした時間を過ごすグル
プです 季節ごとにテ マを変え
て春の花 梅雨の雨 夏の花火
秋の紅葉などを光・映像・音・心
地よい振動で表現した空間でそれら
を楽しんでいます 通常の照明が明る
すぎて目をつぶ てしまうような方でも
うす暗い空間でやわらかな光を 目をぱ
ちりと開いて熱心に見ている様子が見られ
ることもあります 一緒に季節感を楽しん
でみませんか？

スヌーズレングループの様子

青春音楽団は みんなの好き
な曲を楽器で演奏して楽しむグ
ル プです 各病棟から選りす
ぐりのメンバ で 総勢八名の
楽団です 月一回 第四火曜日
の十四時三〇分 です 毎回
手のひらを太陽に の歌に合
わせて 手足の他動運動や車椅
子ごと優雅にダンス 体操？
をして 心と身体の準備をしてから 演奏
をしています 演奏は 毎回好きな楽器を
自由にセレクト！太鼓を叩いたり シンバ
ルを叩いたり マラカスを鳴らしたり・
・
・
自分で楽器を叩いたり振 たり出来なくて
も バイブレ タ や電動肩たたきなどを
スイ チで動かして元気に音を出していま
す 担当の職員は 演奏に合わせて合唱し
ます 現在までに練習した曲は・・・ カエ
ルの歌 ドレミの歌 小さな世界 ミ
キ マウス・マ チ です 上手にやろう
なんて思わず とにかく“い
ぱい”
音を鳴らして眠気も吹き飛ぶ活動をめざし
ていま
す うるさいのがお好きなら・・
聴きにきてね！

青春音楽団の様子

作業グル プは ＯＴのグル プ
活動です 毎月第一・三金曜日の
十三時四〇分 十五時一〇分まで
作業療法室２のお部屋でや てい
ます 作業グル プは 年間を通
して紙すきの作業をするグル プ
と二 月ごとに活動を変えて い
ろいろな物を創作するグル プが
あります 紙すきの班は 八名の
固定メンバ で 牛乳パ クから
“はがき大”の紙を作ります 紙を
裂いたり ミキサ を回したりなどスイ
チなども工夫して頑張 ています もう一
つの作業グル プは 自由参加型で各々の
活動に興味のありそうな人たちを誘 て
色々なものを介助を工夫しながら作 てい
ます 今年度は 陶芸・ろうそく作り・和
紙染め・フ ルトのクリスマスオ ナメン
ト・など・・楽しい作品を作ることができ
ました こんなものをつく てほし
な
とか こんなものを創 ては？と言う
ご希望 アイデアなどありましたら是非
お話に来てくださいね

作業グループの様子

当センタ の二度目となるサ ビス評価
を受けました この評価は 専門的な評価
者が福祉サ ビスを評価し その結果をふ
まえて事業者自らサ ビスの質の向上を図
るものとして平成十五年度より東京都が実
施しているものです
平成十九年度の審査は ＮＰＯサ ビス
評価機構 にお願いしました 評価は事業
の種別ごとに行われます 当センタ の事
業は 入所と通所のそれぞれについて評価
を受けています このたび評価結果が提出
されましたのでご報告します
評価は 事業の定められた評価基準と手
順よ て行われますが 場面観察やご家族
の皆様にお願いいたしましたアンケ ト調
査なども評価の一貫として行われています
ここでは 全体の評価講評についてご報
告します 入所では
① ＱＯＬの基礎を支える医療及び健康管
理の徹底
② 利用者に関わる全ての専門家で構成さ
れた 摂食嚥下障害ワ キンググル
プ の活動
③ 安全に配慮して実施されている外出支
援が評価され
さらなる改善が望まれる点として
① 呼称に関しての施設としての討議が必
要
② ボランテ アの拡大に向けたさらなる
工夫
③ 職員のやる気を醸成する人材マネジメ
ントの導入
が講評としてなされました 通所では
① 送迎時の安全確保への徹底
② 食の満足度に向けたさまざまな工夫

③ 入所と同じく 摂食嚥下ワ キンググ
ル プ の活動
が評価され さらなる改善が望まれる点
として
個別活動のさらなる充実 ② ③は入所
と同様の講評がなされました
今後 この評価をふまえサ ビスの改善
に努めてまいります なお結果の詳細につ
いては 外来 病棟で閲覧できるようにい
たします また 当センタ のホ ムペ
ジから 福ナビ でアクセスすることがで
きます

超音波検査とは 極めて高い音波 人間の
耳等では聞き取ることができない を使
て主に身体の表面から塗布したゼリ を介
して超音波を当てて身体内部の構造・動
き・腫れ物・結石・血流・血栓などを観察
する検査です 近年では 得られた画像を
元に３Ｄ 三次元 画像に変えて診断に利
用されています
当療育センタ では心臓超音波を専門外
来の医師が その他腹部超音波を外科・婦
人科の外来の医師と泌尿器科外来の医師が
実施・診断を行 ています
また 臨床検査技師・放射線技師が対応
しての腹部等の超音波検査と骨密度測定検
査があります
ではどのような場合に検査を実施するか
ですが 腹部超音波検査は糖尿病の栄養過
多の定期検査で肝臓の変化などを 抗けい
れん剤の長期服用による腎石灰化の様子
胆石・肝炎・感染症等の定期的追跡検査
等で検査の要請があります また 腹痛の
訴え・元気が消失した患者様のスクリ ニ
ング的なオ ダ にも対応いたします
超音波検査は身体表面からのアプロ チで
すので特別な器具を用いませんし エ ク
ス線と違い被ばくの心配がありません し
かし 被検者の多大な協力が不可欠です
当院に入所 あるいは外来の患者様は身体
的に強度の側わん症を抱えている方が多勢
です また 対面的な意思疎通にも難しい
場合があり 十分な超音波検査を実施する
にはとても大変で 困難を要します この
ような状況下で少しでも異変を見つけるよ
うに検査員は努力しています

超音波検査装置と検査台

ゼリーを介して身体に触れる装置
（プローブ）

超音波を利用した骨塩定量装置
（骨密度を測ります）

センタ では ご要望や苦情についての
窓口を設けて 利用者様やご家族の声をサ
ビスに反映するように努めております
さらに 苦情解決に社会性や客観性を確保
するために 第三者委員を選任しています
センタ の第三者委員は写真の二名の方で
す
高原委員 元墨東養護学校校長
岩上委員 江東区社会福祉協議会事務局長
です

高原 武 委員

岩上 英彦 委員

四月二十一日 月 三名の新通所者を迎
え 歓迎会が行われました
今年度の歓迎会では 新通所者の方に通
所をよく知 ていただくため 通所の紹介
をしよう ということになりました そこ
で 昨年度を振り返 たＤＶＤを作成し上
映しました 新通所者はもちろんのこと
他の利用者の方も一年を振り返ることがで
き 大好評でした
また 鈴のついた紐を全員で持ちながら
歌をうたい 絆を深めることもできたと思
います
午後からは ボランテ アの方によるミ
ニコンサ トがありました ギタ の弾き
語りによる心地よいリズムに 病棟から参
加された方と共に楽しい時間を過ごすこと
ができました
今年度 通所利用者は三十一名になり
賑やかな通所になりそうです

この度 療育部児童指導員の鈴木神奈さ
んが 社団法人日本重症児福祉協会から平
成二〇年度の永年勤続者表彰を受けました
鈴木さんは 東大和療育センタ と東部療
育センタ での在職が通算十年になり 今
回の表彰とな たものです おめでとうご
ざいました 今後とも健康に留意され が
んば て頂きたいと思います

わか草第七号をお届けします 診療部長
の巻頭言にもありますが この子らを世の
光に というすばらしい言葉も念頭におき
ながら 東部療育センタ の療育を充実さ
せたいと全職員は努力しています 広報紙
である わか草 の紙面も号を重ねるごと
に当院の活動の様子がうかがわれる内容に
な てきていると思いますが 皆様のご意
見 ご希望もいただいてまた発展させたい
と考えます 今年は梅雨が早く始まりまし
た 第７号が発行される頃には明けてカラ
とした天気を期待しつつ 今回の編集後
記を終えたいと思います

写真（前列）
表彰者の鈴木 神奈さん（右）
有馬 正高 院長（左）
写真（後列）
山岡 俊枝 看護科長（右）
中村 弘 事務長（左）

今年の四月から六月にかけて当院で行わ
れた行事について紹介します

この春 かもめ分教室から二名の生徒が
巣立ち 四月には 十二名が小 中 高等
部に入学しました 卒業を祝う会 では
小学部二名 中学部一名 高等部二名の生
徒に 卒業証書が渡されました
卒業 の節目にあた ては 学校生活
を振り返りアルバム作りや 卒業制作に取
り組み 式の練習を行いました センタ
の方達の協力を得て 他の病棟のお友達と
共に活動し 一緒に練習できたことで 自
分達が主役 卒業 という気持ちがし か
り育 てくるのを感じました 当日は 有
馬院長先生をはじめ多くの方達に お祝い
の言葉 を頂き 延べ百人の方々や在校生
達に見守られる中で 一人ひとりが 卒業
を迎えて のアピ ルを立派に行う事がで
きました 多くの方達にあたたかく祝福さ
れた事は心にし かり刻まれ 今後の自信
につなが ていくと思われます
入学を祝う会 も盛大に行われました
新しく仲間にな た児童生徒達も 毎日元
気に学習にはげんでいます

歓迎会でのミニコンサート
ギターの弾き語りの様子

四 月
四月一日 二日の二日間 新任職員全体
のオリエンテ シ ンが行われました 新
任の皆さんはやや緊張した面持ちで 熱心
に講師の話しに聞き入 ていました
また 昨年二月に策定された東部療育セ
ンタ 中・長期計画を踏まえて作成した二
〇年度の部門別事業計画のヒアリングが行
われ調整のうえ取りまとめられました
かもめ分教室は 昨年四月に開設され
今年四月からは新たに学校生活を始めた九
名を加え 総勢二十六名でスタ トしまし
た
五 月
二十一日 今年最初となる病棟のバスハ
イクが実施され 江戸川区の行船公園でリ
フレ シ してきました
また 福祉サ ビス第三者評価結果の職
員説明会が二十二日 二十三日の両日行わ
れ 全てのスケジ
ルが滞りなく終了し
ました
六 月
二十一日から二十二日の二日間 第四十
五回重症心身障害児 者 を守る全国大会
が札幌市で開催され 当センタ からは院
長 事務長 診療部長 看護科長 庶務係
主任の五名が出席しました

卒業式での記念撮影（写真上）
入学式の記念撮影写真は巻頭言
にて掲載

