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賛助会員募集中！
編集後記

▼本会報も今回で三刊目を迎えます。日頃からケア
活動にあたられている会員さんをはじめご高名な先
生方まで幅広くご寄稿頂くにつれ、セラピューティッ
ク・ケアのもたらす“癒し”が現代人に必要とされて
いることを強く感じます▼載せたい記事が多すぎて
紙面が文字だらけになりがちです。次回からはテー
マを設けて早目の原稿依頼を心掛け見易い紙面
づくりを目指します▼協会事務所のファックス番号と
メールアドレスが上記のように変更になっていますの
で、新しくご登録下さいますようお願いします。

編集部 K

２０１2年4月１日発行

ＮＰＯ法人　
日本セラピューティック・ケア協会　事務局
〒818-0125　福岡県太宰府市五条 2-6-1-202

ＦＡＸ ：０９２－５５５－９４０１

FAX：092－555－9401

ＴＥＬ ：０９２－９２８－１５４６

E -ma i l  :  i n f o@the r apy - c a r e . ne t
URL : h t tp : / / t he r apy - c a r e . ne t

E-mail : info@therapy-care.net

★会員同士の情報交換ができる「会員専用掲示板」を
　ぜひ会員になられてご覧ください。
★日総研通信教育会員の方もご利用できます。
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セラピューティック・ケア協会 検索

Japan Therapeutic Care Association

せっかく勉強したので勤務先の病院や施設
で実践したいのですが、ひとりで行動する

勇気がありません。ともにセラピューティック・ケ
アの活動ができる場所や勉強会などがあったら
教えてください。

セラピューティック・ケアを仕事に取り入れ
ていくタイミングを教えてください。

Q

QA

会員専用交流掲示板「サロン華」 日本セラピューティック・ケア協会 facebook
http://bbs7.sekkaku.net/bbs/hana.html http://www. facebook.com/therapy.care

※書き込みには、スクーリングのときに
お知らせしたパスワードが必要です。
パスワードを忘れた方は事務局
（info@therapy-care.net）までお
問い合せください。

携帯電話やスマートフォンで簡単に読み込めます。ぜひ一度、御覧ください。

手の温もりをお届けしています！
昨年の１月から、私達の住む町で、ケア活動をさせて頂くように

なりました。ヘルパーをしている友人（セラピスト）が、仕事が終
わった後、疲れを癒すために仲間に施術したところ、大変好評で、
ぜひディサービスの利用者の方々にも体験させて欲しいと言われ、
定期的にお伺いするようになりました。高齢者のディサービスの他
に、障害者の方々のディサービスもあります。私が最初にお伺いし
た時は、お部屋の中を歩き回っていたK君。スタッフの方から、優し

く椅子に座るよう促されたK君の肩に、そっと手を置きエフルラー
ジュを始めましたが、直ぐに立ち上がって、また歩き始めてしまいま
す。それから何度かは同じような状況でしたが、ある日最後まで受
けてくれました。スタッフの人達と皆で大喜び！それからはいつも腕
まくりをして、待っていてくれる様になりました。施術が終わった
後、自分の手をじっと見ながら、小さな声で「ありがとう」と言って
くれます。そんな時に今日も来て良かったと思います。

福岡県志免町　大山 智惠子

桜咲く春はまさに「門出」の季節です。希望を胸に出発する
人、学びの門をくぐる人と様々です。私たちはセラピューティッ
ク・ケアを深く学び広く伝えることで常に前進を重ねています。
“伝える”という面では、一昨年の日総研グループからのお
声掛けで始まった「臨床老年看護」誌での１年間の連載でセ
ラピューティック・ケアを紹介できたことは、全国規模で医療福
祉関係従事者にセラピューティック・ケアの存在をアピールす
る成果をもたらしました。それから立て続けに、日総研グルー
プ主催のセラピューティック・ケア通信教育の認定テキストを
作成し、そのスクーリング・セミナーの主講師を仰せつかるな
ど、忙しい中にも確かな手応えを感じる日々 を送っています。
思えば福祉のエキスパートでもなく、“セラピューティック・
ケアに寄せる思い”が人一倍強いだけの私に１年間の連載

枠を与えて頂いたことが、当協会の飛躍へとつながったの
だと、日総研グループに感謝しています。また、セミナーやス
クーリングに私と共に全国を飛びまわってくれる講師の方々
には、互いに絆を深めあいながら楽しく活動できることに
この上なく感謝しています。
通信教育は、新年度から“上級コース”もスタートします。

また近々では、福岡県の子育て支援応援団体として登録さ
れるなど、セラピューティック・ケアを家族で楽しむツールとし
て活用する取り組みも認められています。
末筆ながら会員の皆さん、一致団結して各々の持ち場で
大いに活躍されますことを期待しています。

日本セラピューティック・ケア協会理事長　秋吉 美千代

個人で取り入れて実行するのは、ベ
テランの看護師でもなかなか難し
いもの。やはり上司の理解を得る

ことは欠かせないと思います。と同時に、仲間も必要で
しょう。そのためには、まず施術者本人が練習を積みス
キルを上達させることが必要です。セラピューティック・
ケアの良さを体感してもらうところから始めましょう。
通信教育講座でセラピューティック・ケアを受講された
方は、全国に500名以上いらっしゃいます。そういう
方々のために、セラピューティック・ケアでは会員専用
の交流掲示板をHP上に設置しました（携帯電話・スマー

トフォンでも見られます）。悩みを相談したり、情報を交
換したり、ぜひご活用いただければと思います。もしかし
たら、お近くにお住まいの方や、同じような境遇の方が
見つかるかもしれません。
またHPに加え、facebookでも情報
発信を始めました。こちらも携帯電
話で見られますので、ぜひチェックし
てみてください。

日本セラピューティック・ケア協会のFAX番号とメールアドレスが新しくなりました！ （電話番号は従来どおりです）Topics

～
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2月4日（土）の「福祉レクリエーション講習会」では講習ありがとう
ございました。久しぶりのセラピューティック・ケア講習会でした。
参加者は、高齢者施設に勤務したり地域で高齢者の介護、寝た

きり予防などのボランティア活動に従事されている方々が大半で
した。
以前の講習会で秋吉理事長からご指導いただいたときは、まだ
温めたタオル等を使用される内容で、準備が大変だった思い出が
あります。しかし今回は、いつでもどこでも手軽に実施できる内容
に大変身しているのに驚きました。
秋吉理事長と講師の皆さんの丁寧な指導で、いつの間にか身
体と心が芯からほぐされ、じわ～っと温まっていき、気が付くと心
が穏やかになり身体の力が抜け、やさしい気持ちになるのを体感
させていただきました。「早速明日から職場でやってみます」「地
域のサロンで活
用させていただ
きます」「もっと
もっと勉強した
い」などの声をた
くさんの受講者
から聞くことがで
きました。

高齢社会が進み人生90年代を迎えた今日、高齢者が「元気で
長生き＝健康寿命の延伸」は重要な社会課題であり、個人の願い
でもあります。
一方、幼児や子どもを虐待するニュースを毎日のように聞き、自
殺者も14年連続で3万人を超えるなど、心を病む人たちが多くなる
日本において、ふれあいと思いやりを基本に人間の尊厳をなによ
りも大事にし、一人一人に寄り添いケアするセラピューティック・ケ
アの姿勢に福祉の原点を再認識させられました。
2013年10月25日（金）～27日（日）、福岡市を中心に「第67回全国
レクリエーション大会」が開催されます。全国から約1万5千人の参
加が予定されているこの大会で、セラピューティック・ケアのすば
らしさを全国に発信できることを楽しみにしています。

日総研とセラピューティック・ケアの出会いは、弊社発行の「臨
床老年看護」という看護専門誌で、私が秋吉理事長に連載記事の
ご執筆をお願いしたのが始まりです。当時、ある介護施設の管理
者の方から「セラピューティック・ケアという素晴らしいケアがあ
る」というお話をお伺いしたのがきっかけでした。
正直なところ、最初はよくあるマッサージケアのひとつだと思っ
ていました。しかし、私自身が実際にケアを体験してみて、他の
マッサージケアとは違った“両手から伝わる癒やし”と“触れられ
ることによる安心感”を感じました。
そこで、実際に弊社のセミナーを通して、多くの看護・介護職の

方々にこの素晴らしいケアを伝授していただきたいと考え、公開セ
ミナーへのご出講をお願いしました。公開セミナーは予想通り、参
加者から大好評を博し、「もっと詳しく実技を学びたい」というお
声をたくさんいただきました。
そこから認定セラピスト資格が取得できる通信教育講座へと発
展して、早１年が経過しました。開講から１年間で受講生は800名

を超え、秋吉理事長からセ
ラピューティック・ケアの精
神と手技を受け継いだたく
さんの認定セラピストが、
全国各地で今この瞬間にも
患者、利用者あるいはご家
族の方々にセラピューティッ
ク・ケアを提供しています。
セラピューティック・ケア

は、クライアントに癒やしを
提供すると同時に、施術者

も癒やされる素晴らしい
ケアです。しかし、そのケ
アを広めるためには限ら
れた人数では限界があり
ます。是非ともより多くの
方々にセラピューティッ
ク・ケアの輪に加わってい
ただき、さらにもっと多く
の方々に癒やしを提供していただけることを期待しています。
そのためにも日総研では、資格を取得した後でもさらにレベル
アップしていけるように、認定セラピストを取得された方々を対象
にスキルアップを目的とした上級コースを６月より全国各地で開催
いたします。
詳細は日総研ホームページ（http://www.nissoken.com/）でご
確認下さい。
これからも、日本セラピューティック・ケア協会様とタッグを組

んで、セラピューティック・ケアの輪をどんどん広げていけるように
邁進して行きたいと思います。

ＮＰＯ法人 福岡県レクリエーション協会　

　専務理事　　佐藤　靖典 氏

東京スクーリング受講生　古木　美和会員の声

写真：テントの下で施術（星講師）

佐藤　靖典 氏
プロフィール

ＮＰＯ法人 福岡県レクリエーション協会専務理事・学習センター長
レクリエーション・コーディネーター
福岡大学スポーツ科学部非常勤講師
九州レジャー・レクリエーション学会会長・福岡県スポーツ振興審
議会委員・いきいき福岡健康づくり推進協議会委員・福岡市市民
スポーツ賞選考委員他

「寄り添い“手当”」する事の大切さ・素晴らしさを体感・再認識!

株式会社日総研出版　

　名古屋デスク　　水谷　努 氏

水谷　努 氏
プロフィール

1976 年　愛知県一宮市生まれ。
2002 年　株式会社日総研出版入社。
看護専門誌「臨床老年看護」、書籍「介護現場でいまさら聞けない
病気の常識」「困った介護スタッフの指導術」「ケアスタッフの言
葉かけ接遇会話集」「施設看護師のデキる仕事術」「認知症ケア専
門士完全攻略予想問題集」などを企画・編集。

ピリグリムズ・ホスピス礼拝室
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講習会を終えて

初めて経験をして思ったことは、マッサージ

をされると相手へぬくもりや癒しを実感で

き、とても良い経験（機会）になったと思い

ます。

手のひらがこんなに温かく感じ
られてびっくりしています。

だまっていても手のぬくもり、温
かさ、優しさが肌を通って

心に伝わってきます。安堵感で
幸せに包まれました。

普段、高齢者と関っています。
特にグループホームなので

認知症が重度の方に接していま
すが、今までよりももっと

手の温かさで包み込んだケアを
していきたいと思います。

また、セラピューティック・ケア
で笑顔がたくさん見られる

だろうなと嬉しく思います。
施術して頂いた

あとはすごく眠く
なるくらい

癒されていること
を実感しました

。

まだぜんぜん出
来ないですが、

明日、うち

のグループホー
ムの皆様にやっ

てあげてみ

ようと思いました
。 手のひらのあたたかさが伝わってきてとても気持ちが良くなり、安らぎました。癒されるってこんな感じなんですね。帰ってすぐ実践してみます！

回数を重ねる度に力の入れ具合などが体得できていくことも体験できました。

今回だけの講習では不安です。
何回か練習を重ねたうえで指導者をクラ
イアントにした実習会を開催して欲しい
です。

ストレスの多いなか、このケアの必要性
を強く感じています。
コミュニケーションを取りやすいケアと
思います。

セラピューティック・ケア セラピスト資格認定講座開講１周年祝

私は一昨年の春までは精神疾患をもつ患者さんの訪問を担当していま
したが、人材育成に替わり、区民の介護実技の演習や、都立総合高校
の家庭看護という選択科目を担当しています。生徒に接していて驚くこ
とばかりです。
脈拍をとる実技演習で急に泣き出す女生徒がいました。どうしたの

か聞いたところ、「他人に触れるのが気持ち悪い、触れられるのはもっ
といや！」と言うのです。私は個人的に「触れること」が看護の原点
だと思っているのに、どうやって彼女に看護を伝えていけばいいのか、
初っ端から壁にぶつかりました。
「コミュニケーション」や「観察」、「移乗・移動」、「食事」などの授
業を重ね、私は無理強いせずに彼女を遠巻きに見守ってきました。
２学期の終わりごろ「清潔」の授業で“手浴”をやってみると、な

んだか恐る恐るお友だちの手を洗っている彼女の姿がありました。私は
クラス全体に「手を洗ったあとマッサージすると気持ちいいよ！」と言

いながらマッサージをしてまわりました。そして彼女にも「やってみる？」
と聞いてみたら頷いたので、習ったばかりのセラピューティック・ケアを
彼女の手にしてみました。そのときは何も言わなかった彼女ですが、レ
ポートに「人の手を洗うなんて気持ち悪いし、洗われるのも許せないと
思ったけど、お友だちが気持ち良さそうな顔をしていたので嬉しかった。
案外私も気持ち良かった。マッサージもしてあげたかった！」と書いて
あったのです。
私は、彼女の意識が少し

変わってくれたことを嬉しく感
じました。また他人に触れる・
触れられることに拒否感を持
つ人がいて、それは意外と見
落としがちな重要な問題だと
気づかせてもらえました。
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ます。是非ともより多くの
方々にセラピューティッ
ク・ケアの輪に加わってい
ただき、さらにもっと多く
の方々に癒やしを提供していただけることを期待しています。
そのためにも日総研では、資格を取得した後でもさらにレベル
アップしていけるように、認定セラピストを取得された方々を対象
にスキルアップを目的とした上級コースを６月より全国各地で開催
いたします。
詳細は日総研ホームページ（http://www.nissoken.com/）でご
確認下さい。
これからも、日本セラピューティック・ケア協会様とタッグを組

んで、セラピューティック・ケアの輪をどんどん広げていけるように
邁進して行きたいと思います。

ＮＰＯ法人 福岡県レクリエーション協会　

　専務理事　　佐藤　靖典 氏

東京スクーリング受講生　古木　美和会員の声

写真：テントの下で施術（星講師）

佐藤　靖典 氏
プロフィール

ＮＰＯ法人 福岡県レクリエーション協会専務理事・学習センター長
レクリエーション・コーディネーター
福岡大学スポーツ科学部非常勤講師
九州レジャー・レクリエーション学会会長・福岡県スポーツ振興審
議会委員・いきいき福岡健康づくり推進協議会委員・福岡市市民
スポーツ賞選考委員他

「寄り添い“手当”」する事の大切さ・素晴らしさを体感・再認識!

株式会社日総研出版　

　名古屋デスク　　水谷　努 氏

水谷　努 氏
プロフィール

1976 年　愛知県一宮市生まれ。
2002 年　株式会社日総研出版入社。
看護専門誌「臨床老年看護」、書籍「介護現場でいまさら聞けない
病気の常識」「困った介護スタッフの指導術」「ケアスタッフの言
葉かけ接遇会話集」「施設看護師のデキる仕事術」「認知症ケア専
門士完全攻略予想問題集」などを企画・編集。

ピリグリムズ・ホスピス礼拝室
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講習会を終えて

初めて経験をして思ったことは、マッサージ

をされると相手へぬくもりや癒しを実感で

き、とても良い経験（機会）になったと思い

ます。

手のひらがこんなに温かく感じ
られてびっくりしています。

だまっていても手のぬくもり、温
かさ、優しさが肌を通って

心に伝わってきます。安堵感で
幸せに包まれました。

普段、高齢者と関っています。
特にグループホームなので

認知症が重度の方に接していま
すが、今までよりももっと

手の温かさで包み込んだケアを
していきたいと思います。

また、セラピューティック・ケア
で笑顔がたくさん見られる

だろうなと嬉しく思います。
施術して頂いた

あとはすごく眠く
なるくらい

癒されていること
を実感しました

。

まだぜんぜん出
来ないですが、

明日、うち

のグループホー
ムの皆様にやっ

てあげてみ

ようと思いました
。 手のひらのあたたかさが伝わってきてとても気持ちが良くなり、安らぎました。癒されるってこんな感じなんですね。帰ってすぐ実践してみます！

回数を重ねる度に力の入れ具合などが体得できていくことも体験できました。

今回だけの講習では不安です。
何回か練習を重ねたうえで指導者をクラ
イアントにした実習会を開催して欲しい
です。

ストレスの多いなか、このケアの必要性
を強く感じています。
コミュニケーションを取りやすいケアと
思います。

セラピューティック・ケア セラピスト資格認定講座開講１周年祝

私は一昨年の春までは精神疾患をもつ患者さんの訪問を担当していま
したが、人材育成に替わり、区民の介護実技の演習や、都立総合高校
の家庭看護という選択科目を担当しています。生徒に接していて驚くこ
とばかりです。
脈拍をとる実技演習で急に泣き出す女生徒がいました。どうしたの

か聞いたところ、「他人に触れるのが気持ち悪い、触れられるのはもっ
といや！」と言うのです。私は個人的に「触れること」が看護の原点
だと思っているのに、どうやって彼女に看護を伝えていけばいいのか、
初っ端から壁にぶつかりました。
「コミュニケーション」や「観察」、「移乗・移動」、「食事」などの授
業を重ね、私は無理強いせずに彼女を遠巻きに見守ってきました。
２学期の終わりごろ「清潔」の授業で“手浴”をやってみると、な

んだか恐る恐るお友だちの手を洗っている彼女の姿がありました。私は
クラス全体に「手を洗ったあとマッサージすると気持ちいいよ！」と言

いながらマッサージをしてまわりました。そして彼女にも「やってみる？」
と聞いてみたら頷いたので、習ったばかりのセラピューティック・ケアを
彼女の手にしてみました。そのときは何も言わなかった彼女ですが、レ
ポートに「人の手を洗うなんて気持ち悪いし、洗われるのも許せないと
思ったけど、お友だちが気持ち良さそうな顔をしていたので嬉しかった。
案外私も気持ち良かった。マッサージもしてあげたかった！」と書いて
あったのです。
私は、彼女の意識が少し

変わってくれたことを嬉しく感
じました。また他人に触れる・
触れられることに拒否感を持
つ人がいて、それは意外と見
落としがちな重要な問題だと
気づかせてもらえました。
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賛助会員募集中！
編集後記

▼本会報も今回で三刊目を迎えます。日頃からケア
活動にあたられている会員さんをはじめご高名な先
生方まで幅広くご寄稿頂くにつれ、セラピューティッ
ク・ケアのもたらす“癒し”が現代人に必要とされて
いることを強く感じます▼載せたい記事が多すぎて
紙面が文字だらけになりがちです。次回からはテー
マを設けて早目の原稿依頼を心掛け見易い紙面
づくりを目指します▼協会事務所のファックス番号と
メールアドレスが上記のように変更になっていますの
で、新しくご登録下さいますようお願いします。

編集部 K

２０１2年4月１日発行

ＮＰＯ法人　
日本セラピューティック・ケア協会　事務局
〒818-0125　福岡県太宰府市五条 2-6-1-202

ＦＡＸ ：０９２－５５５－９４０１

FAX：092－555－9401

ＴＥＬ ：０９２－９２８－１５４６

E -ma i l  :  i n f o@the r apy - c a r e . ne t
URL : h t tp : / / t he r apy - c a r e . ne t

E-mail : info@therapy-care.net

★会員同士の情報交換ができる「会員専用掲示板」を
　ぜひ会員になられてご覧ください。
★日総研通信教育会員の方もご利用できます。
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セラピューティック・ケア協会 検索

Japan Therapeutic Care Association

せっかく勉強したので勤務先の病院や施設
で実践したいのですが、ひとりで行動する

勇気がありません。ともにセラピューティック・ケ
アの活動ができる場所や勉強会などがあったら
教えてください。

セラピューティック・ケアを仕事に取り入れ
ていくタイミングを教えてください。

Q

QA

会員専用交流掲示板「サロン華」 日本セラピューティック・ケア協会 facebook
http://bbs7.sekkaku.net/bbs/hana.html http://www. facebook.com/therapy.care

※書き込みには、スクーリングのときに
お知らせしたパスワードが必要です。
パスワードを忘れた方は事務局
（info@therapy-care.net）までお
問い合せください。

携帯電話やスマートフォンで簡単に読み込めます。ぜひ一度、御覧ください。

手の温もりをお届けしています！
昨年の１月から、私達の住む町で、ケア活動をさせて頂くように

なりました。ヘルパーをしている友人（セラピスト）が、仕事が終
わった後、疲れを癒すために仲間に施術したところ、大変好評で、
ぜひディサービスの利用者の方々にも体験させて欲しいと言われ、
定期的にお伺いするようになりました。高齢者のディサービスの他
に、障害者の方々のディサービスもあります。私が最初にお伺いし
た時は、お部屋の中を歩き回っていたK君。スタッフの方から、優し

く椅子に座るよう促されたK君の肩に、そっと手を置きエフルラー
ジュを始めましたが、直ぐに立ち上がって、また歩き始めてしまいま
す。それから何度かは同じような状況でしたが、ある日最後まで受
けてくれました。スタッフの人達と皆で大喜び！それからはいつも腕
まくりをして、待っていてくれる様になりました。施術が終わった
後、自分の手をじっと見ながら、小さな声で「ありがとう」と言って
くれます。そんな時に今日も来て良かったと思います。

福岡県志免町　大山 智惠子

桜咲く春はまさに「門出」の季節です。希望を胸に出発する
人、学びの門をくぐる人と様々です。私たちはセラピューティッ
ク・ケアを深く学び広く伝えることで常に前進を重ねています。
“伝える”という面では、一昨年の日総研グループからのお
声掛けで始まった「臨床老年看護」誌での１年間の連載でセ
ラピューティック・ケアを紹介できたことは、全国規模で医療福
祉関係従事者にセラピューティック・ケアの存在をアピールす
る成果をもたらしました。それから立て続けに、日総研グルー
プ主催のセラピューティック・ケア通信教育の認定テキストを
作成し、そのスクーリング・セミナーの主講師を仰せつかるな
ど、忙しい中にも確かな手応えを感じる日々 を送っています。
思えば福祉のエキスパートでもなく、“セラピューティック・
ケアに寄せる思い”が人一倍強いだけの私に１年間の連載

枠を与えて頂いたことが、当協会の飛躍へとつながったの
だと、日総研グループに感謝しています。また、セミナーやス
クーリングに私と共に全国を飛びまわってくれる講師の方々
には、互いに絆を深めあいながら楽しく活動できることに
この上なく感謝しています。
通信教育は、新年度から“上級コース”もスタートします。

また近々では、福岡県の子育て支援応援団体として登録さ
れるなど、セラピューティック・ケアを家族で楽しむツールとし
て活用する取り組みも認められています。
末筆ながら会員の皆さん、一致団結して各々の持ち場で
大いに活躍されますことを期待しています。

日本セラピューティック・ケア協会理事長　秋吉 美千代

個人で取り入れて実行するのは、ベ
テランの看護師でもなかなか難し
いもの。やはり上司の理解を得る

ことは欠かせないと思います。と同時に、仲間も必要で
しょう。そのためには、まず施術者本人が練習を積みス
キルを上達させることが必要です。セラピューティック・
ケアの良さを体感してもらうところから始めましょう。
通信教育講座でセラピューティック・ケアを受講された
方は、全国に500名以上いらっしゃいます。そういう
方々のために、セラピューティック・ケアでは会員専用
の交流掲示板をHP上に設置しました（携帯電話・スマー

トフォンでも見られます）。悩みを相談したり、情報を交
換したり、ぜひご活用いただければと思います。もしかし
たら、お近くにお住まいの方や、同じような境遇の方が
見つかるかもしれません。
またHPに加え、facebookでも情報
発信を始めました。こちらも携帯電
話で見られますので、ぜひチェックし
てみてください。

日本セラピューティック・ケア協会のFAX番号とメールアドレスが新しくなりました！ （電話番号は従来どおりです）Topics

～
～
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