｢出9騨)阿国｣の公演(04年徳為)

私の左手はどこ９・

●現在の状態はいかがですか？
・左手も左足も完全麻揮です︒感覚
は少し戻っていますけど︑まだ完芦
ではないです︒最初のころ︑﹁私の
左手はどこ？﹂と言ってまわりの人
たちを困らせていました︒﹁おへそ
の上に胆いておきましょうね﹂と看
護姉さんに言われて︑いつもそこに

があるという感覚がなかったのです

置く習慣がつきました︒触ワても手

利き手の右手も言語も大丈夫で

が︑今は触ったらわかります︒

す︒言語療法は受けていません︒自
分では言語も変だと思いますが︑そ

変よ﹂と言ったら︑﹁病院で検査を
したほうがいいよ﹂と︑息子か病院
に巡れていってくれました︒
脳梗塞でした︒小さい粒みたいな
ものが詰まったらしいのです︒主治
医から﹁またやりましたね﹂と言わ
れ︑﹁病気の問屋さんです﹂と︑笑
りてこたえました︒２週間ほど入院
しましたが︑その問も庸演には行き
ました︒キャンセルすると大変です
からね︒

靴を塀してしまうほど歩く
●現在︑ご自身で一香気をつけてお
られることは・・・・：︒
一一ｙ食べ物を煮魚と野菜中心にしてい

いので︑ゆっくり食べるように心が

ありのままに
生きたい
劇団瞰際かの看板女優として活躍する真昼順子さんのモットーは
﹁ありのままに生きる﹂︒

リハビリテーションをつづけ︑２ＤＤ３年には念願であった

２０００年の笛に脳出血を︑その２年後には脳梗塞を発症したが︑

全国各地で嬬演活動もおこなっている︒

﹁出雲の附萍﹂を再演︒また︑樹間舎の代表でもある夫の高津佳男さんとともに

そんな真屋順子さんを︑杉原素子︵日本作業療法士協会会長︶が︑
都立豊島病院で出会いのあった作業療法士の斎田玉美とともに︑劇団の稽古場にお訪ねした︒

んなにひどくないらしいです︒それ
でも︑芝居の公演が近づいて１か月

がたまってろれつがまわらなくなり

近く集中して稽古していると︑疲れ

見た感じではわからないですけ

ます︒

ど︑左の顔のしびれかまだとれませ

わからなくて︑黛ぐきから血が出た

ん︒冑磨きをしていても感じがよく

こともありました︒

會田座ってするのか大変でした

手を見ながら

たえず自分の足や

まいそうです︒昼間にしなくてはい

てしまいますから︑風邪をひいてし

です︵笑︶︒布団も敷かないで眠っ

めぐり会って︑明るくいろんなお話

・病院に行くといろんな職業の方と

はどのようなものでしたか？

●病院で受けたリハビリテーション

●今︑左足に着けていらっしゃる装

ただきました︒基本的なことは言い

中︑倉田さんには自由にやらせてい

ましたけれど︑﹁こうやりなさい﹂

た︒

くわかっていらっしゃると思いまし

い言いませんでした︒私の性格をよ

﹁絶対これよ﹂ということはいっさ

た︒これか一番肩子いいみたいです︒

靴を壊してしまうほど歩いているの

をなんとかしてあげたいと思ってい

會田痛みがありましたので︑それ

たのです︒お芝居をしている方は︑

ですね︒

ようにして︑４点杖で歩いています︒

家の中ではできるだけ人に頴らない

のドくらいまである艮いのにしまし

リッと割れてしまいましたので︑膝

これは５足目です︒２回ぐらいバ

具はいかがですか？・

をして楽しいです︒豊島病院に入院

けないのですね︒

寝てすると途中で眠ってしまうの

ら︑寝てしてもいいのですよ︒

JlnkoMap
MolokoS118ihara

ます︒気管支に入ってしまうのが恐
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真屋順子
杉原素子

【特集】
スペシャル対談

た︑と本に書いていらっしやったの

れました︒﹁一生地らないから覚悟

リの医師からショックなことを言わ

そしてまた社会福祉協議会や教育委

これまでに北海道以外の全国に行っ

してください﹂って︒一度切れた神

ました︒日本舞踊をいかせるお芝居

創始者といわれる阿国について有吉
ています︒先日も別府に行ってきま

﹁こういう動きをするとこうなる︒

佐和子さんが書いた﹃出雲の阿国﹄

私白身が倒れてから現在にいたる

した︒今週の金曜日は大阪です︒

３週間ほど首のことです︒リハピ

ですか：・・ ・︒

についていろいろ分析されます︒だ

だったのです︒それを読んで︑私か

員会から呼ばれて行ったりしていま

からリハビリテーションを通してお

やる役は一生涯これしかない︑私に

をやりたい︑と昼い間思っていまし

芝居の勉強しているような印象を受

までの話とか福祉の話など︑人間と

椅子なしで歩けるようになるかな﹂

足をこうすると︑こういう動きにな

けました︒
一番似合った芝居はこれだ︑と思っ
して根本的なことをお話ししていま

と言っても︑夫も息子も﹁リハビリ

す︒□こみで広がっているのです︒

リハどりほ︑自分のために一生懸
たのです︒お芝居の舞踊はむずかし
す︒﹁こうだから︑こうだ﹂と決ま

た︒そこで出会ったのか︑歌舞伎の

命やらなければと思うよりも︑こう
いのですけど︑それにあえて挑戦し
ってしまうと︑人生はつまらなくな
ってしまいます︒ですから︑原稿も
かったのです︒私もいつの間にかそ

をすれば大丈夫だよ﹂としか言わな

これまで︑﹁桜が咲くころには車

すが︑元には戻らないのです︒

初演のツアーに出たのか︑倒れた年

た︒

なかったのだ﹂と︑その気持ちがわ

ウンホールで公演する予定です︒公

です︒こんどは夏に下北沢の北沢タ

ンとなりました︒でも︑事実を事実
として受け止めなければいけないの

リハビリでがんばってきた自分かい
たから︑医師の言葉を堂々と受け止

４
゛14ﾕ心虹.゛1｀、

1(｀、A1
.I･、II｀I.111

る﹂というように︑自分の体の動き

いうこともあるのだなと思ってして
たのか樹間舎の﹁出雲の阿国﹂です︒

経は︑新しい回路を見つけるわけで

ます︒﹁こういう家いＨは︑どうい
う工夫したらいいのかな﹂とか︑

阿圃さんの資料はあまり残ってい
の日であれば︑爾で困った話からす

ういうことは聞かなくなっていまし

ません︒ですから自分でオリジナル
るのです︒高津とふたりのかけあい

なにもなくて︑今︑話したいことを

最近も︑車から降りて車椅子に足
をつくる以外にありません︒初演の
漫才みたいにしてやっています︒

です︒私は︑６年間︑自分でできる

話すようにしています︒たとえば雨

を乗せようとしても︑足がつっぱっ
前は︑高津とふたりでいろいろ考え

ことは全部してきました︒そういう︑

の９月と10月でした︒

てうまくできないことがありまし
ました︒阿国さんは全国を歩いてい

﹁リハビリ︑リハビリ﹂と

うことかな﹂と考えますね︒

た︒それで︑息子に曖かい部屋に運
ます︒資料としては残っていません

自分に言い聞かせながら

﹁関節が硬いということは︑どうい

んでもらいました︒そうしたら︑少
が︑青森まで行ったと思います︒で

かりました︒それが家族の愛情なの

ショックでした︒Ｚ日問ほどシュ

し関節か曲かって車椅子に乗れたの
すから︑公演のたぴに阿国さんの状

のお墓の前で誉いました︒﹁阿国さ

●倒れたことで家族の絆か深まっ

です︒これまでがんぱってリハピリ
況が変わります︒

んをやらせてください︒私の一生の

私は出雲の安養寺にある阿国さん

してきましたが︑寒い日は悲しいけ

ですから︑たえず自分の足や手︑自

仕事にします﹂って︒でも︑まだ全

ど︑まだいうことをきかないのです︒

分の全体を見ていて︑どうしたらー

５００目近いと思います︒介護福

一 講演はこれまで何回ぐらい⁝⁝⁝

からね︒

国さんに嘘をついたことになります

百歳になっても死ねないのです︒阿

国制覇していません︒それまでは︑

番いいのかと思うのね︒

胃 ･さんの墓前で誓ったこと

●﹁出雲の阿国﹂をライフワークに
されていらっしゃいますが︑そのき
っかけはどういうことでしたか？

められたのではないかと思います︒

います︒こんどは現代的なものが入

演のたびにバリエーションを変えて

ISBN407‑23679(ﾄﾞ7
定価1β75円債込み)

荼士や看護師になる人たちの学校︑

ドクターも︑﹁この人はもう人丈夫﹂
でしょうね︒ですから︑２階にある

ります︒そのために︑今日も稽古に

主婦の友社【発行】

私は小さいころから日本舞踊を習

と思ったから︑はっきりとおっしや
この稽古場もエレベーターがないの

励んでいます︒

真里順子・高津住男【著】

っていて︑29歳のときに名取になり

ったのでしょうね︒あらためて覚悟
で︑稽古のたびに階段を上り下りし

いので︑﹁リハビリ︑リハビリ﹂と

ます︒いやだと恩ったら何もできな

自分で自分に言い聞かせながら︑階

しました︒今では︑はっきり言われ

帰りの車の中で︑運転している息

段を上り下りしているのです︒

上二郎さんの新ｉもコと︑もっと蜀きたかったのですが・：・：︒

を褒める言葉がとても多いと感じました︒本当は︑萩窓政一さん︑坂

会話を拝聴していると︑真屋さんはいつも前向きで︑しかも周りの人

作業療法士の會田さんとの会覇をとても楽しんでおられました︒その

かなローズ色のスーツです︒都立豊島病院に入院された時に担当した

の服を盾てきたの﹂と笑いながら話しかけてくれました︒見事に鮮や

真際さんは︑開ロー番﹁写真を撮られると恩って︑今日はローズ色

れたのだと思います︒

うですが︑ご家族や劇団の方々がいつもこうしてそぱで刄９っておら

から見守っていました︒真屋さんは︑脳血管障害で２回入院されたそ

優さんと︑男優さんが真雁さんとー緒におられ︑ちょっと難れた場所

ださいました︒インタビューの同︑若いころの阿国を演じる劇団の女

真雁順子さんは車椅子に療って私たちが到着するのを待っていてく

でした︒

のことですが︑お会いした時のご主人のお姿は︑演じる役とは無関係

感じました︒ご主人は時代劇で悪役を演じるのだそうです︒当たり前

の真雁さんに対する優しさと︑私たちへのお気遭いをまことに右蛙く

ご主人は他の用があるとのことでその場を離れられましたが︑ご主人

さんのご主人が乖会所の玄関先で私たちを出迎えてくださいました︒

の下板橋駆削集会所に真雁さんをお訪ねしました︒驚いたことに真雁

﹁阿国﹂の公演に備えて︑いつも演技練習をしているという板橋区

ありのまま

t{m1{miAida

て良かったと思っています︒

子の背中に向かって︑﹁先生にこん

●ライフワークにしているお芝居が

夏の鶯演にむけて稽古申

なことを言われたのよ﹂と言いまし
た︒すると︑﹁だから︑これ以上体
か姪くならないようにリハピリをし

て新しく回路ができた場合︑末端が

できなくなるかもしれない︑と思っ

なければいけないんだよ︒もしかし

おかしかりたら歩けないんだから﹂

たときは︑恐くなかったですか？

する侶願感かありますから︑なにも

てやるものです︒劇団のみんなに対

お芝居は︑劇団の仲間に助けられ

と言われました︒高津も同じことを
甘いました︒
﹁みんな旨いたかったけど︑言わ

恐くはありません︒舞台に立った場
合︑むしろ劇団の仲間のほうか私の
ことではらはらしていると思いま
す︒
家族があって︑お友達かいて︑病
院の先生方や看護姉さんなどいろん
な方かいらして︑自分か生きていら
れます︒そう旭うと︑心強いですね︒
もし死ぬようなことがあったら︑お
客様には迷惑をかけますけど︑舞台
の上でもいいです︒舞台に立つとき
は︑そのつもりでいます︒

●お芝居の公演は１年に何回される
のですか？
●２回ぐらい︑すべて﹁出雲の阿国﹂

真屋順子さんの本

倉田玉美
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05年山形の講演会で（左は高津住男さん〉

『

講師として呼ぼれ、ダンボー

自分で座れるようになると、
ル罪を伎った椅子づくりを広

手を使った遊びができたり
めていった。

食事をしたりできるように

なる。タイの人たちは、「美

仰向けしかできない子も、

絵もかいている。耐久性が
ダンボールで作った廬具

増し、２年以上使っている。

﹃ー

一

作業療法士米持喬さんの体験レポート
Ａｔ４
を使えば、うつ伏せがで

》
《
ンボールに紙を貼って、そ

こにペンキとニスを塗り、

私の赴任先は︑タイの束北部に位
置するコンケン県の特別教育センタ
ーでした︒

青年海外協力隊としてタイに
赴任
現在、大阪発懲総合痩育セン
ター勤務

るか︑立たせるかの両極端になって

のため︑子どもを寝かせたままにす

と︑すぐに立たせようとします︒そ

対して︑Ｊ｀ているだけではだめ〃

られていたので︑何か使い道はない

ています︒そのダンボール箱か捨て

するタイ政府は︑学校に牛乳を配っ

子どもに牛乳を飲ませるよう推奨

にしました︒仰向けのみの生活から

そこで︑ダンボール箱の中にペツト

ないだろうか﹂と言われたのです︒

れない子が座れるようにする工夫は

そんな折︑あるお父さんから﹁座

うつ伏せもできるようにし︑さらに

ボトルを入れて強度を高め︑椅子を

合わせた椅子を作って座らせると︑

四つ這い︑腹立ちというように︑発

その子は楽に乎を佼うことができる

作りました︒それぞれの子の状態に

また︑自閉症の子どもに対して︑

達の流れと子どもの生活を大切にす

無理に勉強を教えようとするため︑

どこでも手に入る材料でしたので︑

れるようになれば両親も嬉しいし︑

だしたのです︒子どもがひとりで座

とを減らし︑できることを増やして

共感することで︑子どもが苦手なこ

ーツブランコなどの遊ぴをつうじて

で︑幸せの価値観か人それぞれ違う

になります︒タイの人と触れ合う中

とを見る目を持てれば︑大きな財産

すから︑いろいろな角度からものご

作業療法士は人の生活をみる仕事で

けたりして︑ほかの子どもにも配り

きました︒そして︑キャスターをつ

道用のパイプを使って椅子を作って

それを見たお父さんは︑自分で水

ようになりました︒

ダンボールや水道用のパイプを使っ

来て︑困ったことが起きても︑あま

のひとつです︒また︑日本に帰って

ことをあらためて実感できたのもそ

た︒そこで最も強調したことは︑

でも広い視野で受け止められるよう

り自分を追い込まないで︑いくらか

作った椅子をそのままコピーしたも

う不安もありました︒今年の１月に

術が停滞しているのではないかとい

術か役に立つと思う反面︑自分の技

タイで仕事をしていて︑自分の技

になったと思います︒

のや﹁座面のない椅子﹂まで出まわ

しい勉強の連続という充実した日々

こともできました︒今は︑毎日が新

︷ｊ⁚．ｊ４１／

︵これは談話を編集部でまとめたものです︒︶

をおくっています︒

センターそのものが

は︑以前から念願だった職場に就く

るなど︑多くの失敗を経験しました︒

通用しないからです︒しかし︑私が

て作った椅子は︑ほかの子どもには

いうことです︒ある子どもに合わせ

﹁なぜこういうものを作るのか﹂と

作りの講演もするようになりまし

私は︑講師として呼ばれて︑椅子

た椅子はすごく広まりました︒

まりていました︒私は︑砂遊びやシ

かえって子どもは先生から離れてし

るように心がけました︒

できるよう︑簡単な道具を作るよう

だろうか︑と考えていました︒

ダンボール箱で禰子づくり

いくように心がけました︒

2003年７月〜2005年11月

います︒そこで︑その子が楽に生活

タイでは︑肢体不自由の子どもに

米持喬さん

霊わっていった

私は︑センターのスタッフに﹁す
ぐに私に聞くのではなく︑子どもの
表情を見て︑自分がすべきことや子
どもに必要なことを考えてみてくだ

時間はかかりましたが︑最終的に

さい﹂と提案していました︒

私か出す１つのアイディアを︑３と
か５に膨らませて実践してくれるま

ターそのものが変わっていったこと

でになりました︒このように︑セン

や︑お母さんやお父さんからの信頼
感を得られたことは︑大きな喜びで

これから長い間働くことを考える

す︒

と︑若い時の２年間は短いものです︒
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』
みんなで楽しく砂遊び

った

しくなくては……」と、ダ

きるようになる。

クづくりは、地域包括支援センターの大
切な仕事である。

………lil1●値iF4.12尚………J引戸………‑．。

琴σ刄甫リハビリテーションセンター付属

ｌｇｇ

あった︒保険料の給付総額を減らし
なから︑こうした人たちをしっかり
とケアし︑自立に向かうようにする
ためにはどうすればよいのか︒そこ
で発足したのが︑地域包括支援セン
ター︒利用者の介助にとどまるので
はなく︑ケアブランを確実に進め︑

あるいは︑ボランティアの人が運

込むことはできる︒だが︑それが実

をすることをケアプランの中に盛り

利用者の自立に向けた取り組みの拠

営する施設などであっても︑編み物

とになるだけに︑その人たちの技術

ホームヘルパーの仕事か増えるこ

ることになる︒

んは︑その報告書を見ながら指導す

際にどれほどできているかは︑チェ

意欲かわいてくる︒
住宅改修で適切な位置に手すりを

るようになることもある︒玄関を出

や認識を全般的に高めることか課題

１本つけるだけで︑自分で入浴でき

入りしやすくすれば︑外に出てみよ

rs■−ｊ１１１１１−ｉｌｌ

になってくる︒

ます︒

ないもどかしさを︑いつも感じてい

かあがるのですが︑直接︑手か出せ

やってもらったら事故もなく︑効果

トレをしていただく時も︑目の前で

﹁片麻輝で肩に痛みのある人に自主

桐竹さんは︑あたたかく語る︒

II&7W9

うという気持ちになる︒安全な福祉
用具を使えば︑楽に行動できるよう
になり︑生活が変わっていく︒
こうしたことをするためには︑各
人の身体的・精神的能力を分析し︑
その人にとって何が必要なのかを評
価するツポを心得た作業療法士の働
きは欠かせない︒

他職種とのチームワーク

地域包括支援センターで飴く３つ
の職種の人は︑現場に携わワた経験

だか現在の制度では︑地域包括支
援センターで仕事をする作業療法士

か必要です︒資格を持った人の数は

一一＝一■ｊ

{￥岸

だ人はさらに足りないわけです︒そ

まだ足りないし︑現場で経験を積ん

は︑直接︑治療行為に携わることは

たとえば︑片麻廊の人に自主トレ

義肢装具適合センター

と︑利用者の約50％を占める現実が

定と要介護認定Ｉの人をあわせる

介護保険明度のなかで︑要支援認

毀

などの簡単な手作業をすることによ

ｔ︲７７−

ｊ
ック項目に書き入れていくホームヘ

援センターで働く福竹澗文さんに、１年を衰

りて自信と精神的な自立につなが

退しての状況をお聞きした。

ルパーの助けか必要になる︒桐竹さ

療法士は､この分野で大きな働きをしている。

り︑さらに何かやってみようという

ケアマネジャーの３職種が配属される制度に
できない︒

一

｀昔
ン
和歌山市の琴の溥リハビリテーシ
ョンセンターにある地域包括支援セ

になれば︑もっと発異性があると痛

括支援センターの仕事かできるよう

作業療法士が︑その資格で地域包

ます︒

が︑より機能的なケアブランができ

についても︑作業療法士がいたほう

になるおそれのある﹁特定高齢者﹄

それとともに︑たとえば介護予防

ん︒

ちとのチームワークは欠かせませ

ヘルパーなどさまざまな職種の人た

めています︒そのためには︑ホーム

ぎり利用者の自立に向かうように努

私は︑１軒ずつ訪問して︑できるか

べてこのセンターに集約されます︒

地域の利用者のケアブランは︑す

事量は急に増えました︒

仕事をすることになりますから︑仕

持ちながら地域包括支援センターの

人ほど担当しています︒その仕事を

援センターで介護予防の利用者を80

私は︑以前から琴の浦居宅介護支

かると思います︒

本当に機能するには︑まだ数年はか

れだけに︑地域包括支援センターが

という意欲がわいてくる︒

まれぱ︑さらに自分でやってみよう

あらわれることが多い︒痛みがおさ

自宅で適切な訓練をすれば︑効果が

たとえば変形性腺関節症の人は︑

ーで仕事をする利点は多い︒

作業療法士か地域包括支援センタ

¶卜１ｉｌ！ｉ１１−Ｉ︱

ネジャーが不足しているのだ︒

などが近辺で急増したため︑ケアマ

グループホームや小規模多機能施設

欠員のままだという︒地域密着型の

ケアマネジャー２名を求人したが︑

体制︒10名体制にするため︑さらに

社会福祉士１名︑保健師１名の８名

ジャー２名︑ケアマネジャー４名︑

４月にスタートした︒主任ケアマネ

ンターは︑昨年１月から準備を始め︑

￡リ

一
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点をつくっていくのである︒

／

感しています﹂
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そのひとり、和歌山市の第５圈域地域包括支
一

１ー・

月に金間各地でスタートした地域包括支援セ

ンター。ここには保健鐸・社會福祉士・主任

1ii︲
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m
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主任ケアマネジャーの資格をあわせ持つ作業
一

言
介護保該制度の見直しの一環として、昨年４

‑

？
Ｑ
‑

関連他庸稀のスキルアフブやネットワー

なっている。
−

できれば作業療法士として
この仕事をしたい
さまざまな1升條会やネットワークづくり

ありとあらゆる福祉用具が用意されてい

る。住宅改修で浴室や階段に手すりを設

置する擦のシミュレーションもできる。

パソコンを
︿
障がい児の補助具の︿
(／)ｙ) ひとつにして

／″

贋も上半身も安定した姿勢を

ｰ
ソコンと向かい合っていても

保つことができる。長時間パ

麿れる様子はない。

｀ふシヘ、
4へ

￡汽

,9､1

開発中の『3次元マウス」

ig｀゛III

難易度を変えながら、手にしている球体でも

りする体験ができる。つかむものの硬さや軟
lyl゛゛I｀II゛･I゛

のをつかんで箱の中に入れたり、並べ讐えた

リテーションシステムだ。

らかさまで伝わってくる。次世代胞のリハビ

れる｡これはそのためのキット。

ヤ［艶Ｔ

違障がいの作業療法に携わってき

法士の国家資格を取得して以来︑発

下賢一さんは︑１９８５年に作業療

静岡県立こども病院に勤務する鴨

りてよいだろう︒

なかなか実現しなかっただけ︑とい

持つことが容易でなかったために︑

ない︒ただ︑︱人１台のパソコンを

のものは︑それほど新しいことでは

其のようにして使おうという発想そ

思を伝えたり︑学習したりする補助

パソコンを︑障がい児か自分の意

アイディアを出す

作業療浪士が

̲1{j

）ﾚう……
は︑どうすればよいのか︒ストレス
の少ない入力をするには︑どうすれ
ばよいか︒
﹁こうしたことに対して遮切な判

いのことを理解していなければなり

断をするには︑その子の発達と障が

ません︒姿勢保持ひとつとってみて
も︑それを続けていたら悪いことは
起きないか︑といった予後的なこと
まで考えなければならないのです︒
それらは︑その子の障がい特性を含
めて︑身体機能全体をみることかで
きる作業療法士がおこなうのです﹂
︵鴨下さん︶︒

学校側も外からの
慟きかけを偉っている

鴨下さんか強調するのは︑学校と
の遠視︒今年４月から﹁特別支援教

１．

＝︲
︲

Ｌ

歓迎してくれます﹂と︑鴨下さんの

い学校側も︑外部からの働きかけを

のように動いたらよいのかわからな

ととのえることが重要なのです︒ど

確保し︑自宅と学校の両方の環境を

し合って︑その予の教育のベースを

が実状です︒校長や担任の先生と話

育から取り残されてしまっているの

障かいかある子は︑自立に向けた教

せないなど︑コミュニケーションに

ったとしても︑はっきりした声を出

﹁障がい児のための特殊学級があ

スか多い︒

どうすればよいのかわからないケー

い児教育に理解があったとしても︑

るものである︒だか︑学校側に障が

に向けた取り組みを支援しようとす

いのある児童生徒の自立や社会参加

育﹂が始まっている︒これは︑障が

いる身体機能を出せるようにするに

るのか︒また︑一人ひとりが持って

のようにしておさえて姿勢保持をす

って無意識に動いてしまうのを︑ど

さらに︑手足に必要以上の力が入

したらよいか︒

動作スピードなどの環境設定をどう

適しているか︒そのソフトの中で︑

たとえば︑どのパソコンソフトが

したものにしなければならない︒

するには︑一人ひとりの状態に適合

パソコンを補助具として便おうと

身体機麟全体をみる

障がい特性を會めて︑

その子の発達と

さんあります﹂と鴨下さんは蔚る︒

法士でなければできないことかたく

ているだけです︒そこには︑作業療

ありがとう

声に熱がこもる︒

ｊ

鴨下賢一さん

弓
●､、
担任の先生はﾊﾟｿｺﾝででき
る宿題を出して､丁寧に −S
淀･￨している。
り.い･¨｀

／

心

かもしたせんせい

J1

態
る

童画の傾斜とベルトによって

ｷｰﾎﾞｰﾄﾞ右上の木箆につけ５琴7?FI
ご｀●‑c
i
られた黄色いﾎﾞﾀﾝはEnter
ｷｰ｡九九の戮潭は､入力すｆ゛「
●jl4Jy;輩jii
−

ｒｙ
する。赤いボタンは入力キ一
になっていて、画面と音声で
パソコンの政行を選択するこ

7T夕

瞬時に取り消すことができ
る。文字入力はキーボードか
らおこなう。はっきりした声

［

らあ ソた
い り．ゴ
いま私ンそ
なせはをの
｀んコ積一
どン極環
いこピ的と
ううユにし
アいｌとて
イうタりこ
デもの入こ
イの専れ数
アが門て年
をあ家い間
出っでる｀
したはｏバ

{;Ｚ
！＆
．

Ｓ

｀、冽

とができる。音声つき五十音
表によって又宇入力すること
もできる。
を出せないこの子￨

晶

右手の甲で赤いボタンを押す
ことによってパソコンを操作
黄色い大きなボタンがEscキ
ー。間違って入力した文字を
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入力のストレスが改善さ
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介護保険で利用できる福祉用具の選び方

シヤワー牛ヤリー
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n

U型

H型

一

１

︸ り
！

前後どちらか巳

座面が回転するタイプは、介助者や水道の位置に合わせて、
限５れたスペースで身体の向きが変えられます。

４

前傾姿勢をとりやすくするた
めに、麗にテーブルやアーム
がついているものもあります。

匙

巧12ごﾆヽﾆjQゝ1｀゛辿.11、1｀｝1｀C゛.しA11.11､乙.IH2 心 。 I ゝ

実際に乗る人の身体や生活スタイルに
あわせて遺びましょう。
詳しくは作業疫法士におたずねください。
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パンフレットのご案内

胆●
当協会では、次の5種類のパンフレットを用意しております。

ﾐ￣

￣゛i●片手でやってみよう●

作業療法の啓発活動などにご活用ください。
お申し込みは協会事務局まで。

からだを洗う

/

●作業療法ガイド(A4雄12ページ)
●作業療法ｶﾞｲﾄﾞ・ミニ版μ4変型4ッ折り)
●精神に障害(1)ある人の地域生活を支援する作業療法(A4変型4ッ折り)
●作業療法士（○刀は、あなたにあった福祉用具や住宅改修を提案します（A4版両面）

ナイロンタオル

●訪問リハビリテーション作業療法（OTつのご案内（A4販両面）
どうやって洗うの？

からだの大きさに合わせて

なお、作業療法について解説した

ー゛

ＤＶＤも用意していますので、協会

片手で洗おうとすると、背中や腕を洗うのに晋労します。

2枚のタオルの端を切り、

事務局までお問い含わせください。

どうすれば洗うことができるでしょうかり

両端を縫い合わせて輪を作ります。

一

゛９Ｊｇー︑

釦ゆ4iIJ）、
1り、

からだの大きさに合わせて

をタオルからぬきます。

タオルの端をしぽります。
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;でｽﾞ平戸

回してこすります。

や

{

こする

鵬宍丿

長さを調整する

頭からタオルをかぶり、動く方の腕

一

ｆ

タオルをかぶって片腕をぬく

︷マ

か夕汐ク

︷ケ︿︷ ４ノ

･Ｓ
Ｓ

ボディブラシを

ﾂﾀﾞ
.φ

?べ

使用すれば、背

、

中を洗うことが
できます。

Λ
医療・福祉・保健サービスの向上をめざして

之

9，

昭和56年には厚生省（当時）より公益法人として認可されました。
作業療法士の学術研讃や人格資質の向上に努めながら、作業療法の
普及・発展をはかるとともに、医療と福祉の向上、国民の健康の発
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展に寄与することをめざしています。
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職能団体です｡昭和47年には世界作業療法十連9（WFO刀に加入し、

ｙ

ーヘ
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｀ヽ会

当協会は、昭和41年9月に発足した作業療法士（国家資格）による

111statl6胡歌慶忠

.乙̲jjJ放出.乙､I)I.̲､11
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こころ晋がに生き生きと
ご存知ですか？
作業療法は、Occupational

作業療法のこと

Therapy（OT）に由来する言葉です。

この場合の「作業＝Occupation」は、「なにかをして時間を占める」
という意味です。そこには、労働や日常生活はもちろん、
趣味や遊び、創造活動など、人が人として生きていくのに必要な、
あらゆる活動が含まれます。
作業療法では、こうしたすべての「作業』が
一人ひとりにあった、治療の手段にも達成目標にもなります。

︷ツドレー

そこで、私たちOT協会の広報誌をOperaと名づけました。
「作業』という意味のラテン語です。
作業療法に関する面白くて役に立つ、
親しみやすい誌面づくりをめざしています。
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