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日本認知症ケア学会大会 参加報告
日本セラピューティック・ケア協会
理事長

思いました。
主に「なでる」ことで得られる効果について、セラピュー

秋吉 美千代

ティック･ケアが非言語的コミュニケーション法としてＢＰＳＤ
の方にも継続して行うことで、より効果を上げると感じていた
だけたと思います。
しかし、
発表に至るにはまだまだ足りなかったこともあるなど、
今
後の課題も見えてきました。
エビデンスでは、新たに深部体温計

去る5月19日
（土）
・20日
（日）
の両日、静岡県浜松市で開催され

などにて継続研究することで、
データ化に繋ぎたいと思います。

た大会には

また、
「フォーマルケア」に「インフォーマルケア」を融合させ

ポスター展示…松本貴代子（宮崎）
口頭発表…秋吉美千代

て、クライアントが本当に求めているケアを届けるという考え

協同研究…椎窓秀利
（介護福祉士）
、
矢野津留子（看護師）

方の「パーソンセンタードケア」に、近づけていきたいとも思っ
ています。

の4名で参加しました。
事例を発表するため、
2ケ所のグループホームに協力を依頼し

特に入浴、排泄、睡眠の三点に絞ってセラピューティック･ケア

ました。
その管理者である、
城戸由香里、
山内しげ子両氏のご協

でアプローチした場合の効果を検証することを新たな課題として

力に対し、
この場をお借りして感謝を申し上げます。

取り組みたいと考えています。
手のぬくもりは心のぬくもり

私が担当した口頭発表では『認知症高齢者の心とからだに
寄り添う 手当て セラピューティック･ケア〜治療力のある介護

いつでも、
どこでも、
だれにで

〜』
というテーマでスライドショーを使い、
グループホームで検証し

も施術できるこのケア法を身に

た具体的事例を用いながら精一杯発表をしました。7分間という

着け実践した方が、
その成果を

短い制限時間内でしたが、
ご来場の方々にはセラピューティック・

来年の大会で発表して下さる

ケアに対する、
より深いご理解を得た感触があり、
たいへん嬉しく

ことを期待しています。

当協会では『認定ＮＰＯ法人』
を目指し賛助会員を募集中です。詳しくは巻末か、協会ホームページをご覧ください
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セラピューティック・ケアに出会って
在宅療養支援歯科診療所（広島県）
今田歯科医院

今田 忍

氏

私は歯科医師になってから多くの著名な先生方に師事しまし

今田

た。その経験の中で、日々、認知症の方々を中心とした診療を行っ

忍氏

ています。
在宅医療で大切なことは「継続する」ことで、そのためには「関

所属学会等

広島県歯科医師会（安佐歯科医師会）
広島県介護支援専門員協会
全国在宅歯科医療・口腔ケア連絡会
日本老年歯科医学会
日本認知症ケア学会
呼吸ケアと誤嚥ケア学会
日本摂食・嚥下リハビリテーション学会
日本診療情報管理学会

わり」が最も重要になります。それは、
「声かけ」と「触れる」こと
です。ですので「これは！」と思えるコミュニケーション技法につい
ては、多種・多岐に亘り研修を受けておりました。
あるとき「セラピューティック・ケア」という言葉に出会い、昨
年、日総研セミナーの案内
で再び「セラピューティッ
ク・ケア」という言葉と再会
しました。早速、通信に申し
込みをしました。

もので、「心（mind）」・「身体（body）」と「魂（spirit）」の「癒

適応年齢は胎児から100

し」という包括的アプローチケアは、
「セラピューティック・ケア」

歳以上、少し期待を持って

だと確信しました。そこで、スタッフ10名全員に受講を指示致しま

スクーリングに参加しまし

した。結果、彼女たちの行うケアが、スピリチュアルなケアに変貌

た。

していくのを感じております。
「気付き」が生じたようです。

そこでの、優しさの溢れ

認知症ケアで最も問題になるＢＰＳＤは、認知機能障害による

る「声かけ」、温かいボディ

不安と恐怖の現れですが、
「セラピューティックアプローチ」がそ

タッチの「マインドタッチ」

れを緩和（癒）してくれる場面を多々経験するようになりました。

には感動しました。心の癒

それは、医療と介護の垣根を越えた新しい認知症ケアモデルが成

し・身体の癒し、そして緩

り得ることの期待を抱かせます。
他者を癒し自身をも癒す「セラピューティック・ケア」の真髄を

和 ケアと、まさしく「テン

見極めたいと思います。

ダー・ラビング・ケア」その

セラピューティック･ケア活動の現実
私の静岡での最初の活動は2002年、秋吉先生をお招きしての看護

東海ステーション代表

服部 富子

なっています。

ボランティアを対象に開催した講習会でした。参加者は私同様大き

ケア活動の源泉である講習会修了者

な感動を覚えられたようです。

の関心継続とスキルフォローを目的に

その翌年、スキルに自信はなかったのですが、身に着けるのには

2007年に《華の会》を創り、希望者を対

実践あるのみと考え、３人の賛同者と共に‐練習させて頂く‐という

象に年１〜２回開催してきましたが、参

気持ちで、友人が開設するディサービスに週１回の訪問活動を始めま

加者の減少と私のエネルギー不足により

した。訪問を続ける中でセラピューティック･ケアの素晴らしさを再認

この３年間中断しています。又介護・育

識し、たくさんの人にこのスキルを伝えたいという思いが膨らんだと

児・自身の健康等々で心ならずも活動を

ころへ県内のボランティアグループから講習会の依頼があり、秋吉

離れる仲間もあり少人数でのボランティ

先生に再び静岡へお越し頂き５回の講習会を開催いたしました。こ

ア活動の難しさを痛感しております。このような中、伊豆修善寺で非

の講習会でアシスタントを務めさ

会員ですが６年間独自にこつこつと訪問活動を続けているグループ

せていただくことで私は自分のス

が在ることはうれしいことです。把握していないところでこのような

キルに自信を持つことが出来た

ケア活動が存在し安心の笑顔が生まれていることを期待します。

だけでなく、秋吉先生のケアに対

現在私は月４〜６回の訪問活動をしております。時々負担に感じる

する真摯な思いと溢れるパワー

こともありますが、訪問先から帰る頃には心優しい人になっている自

が私の心身に染込みその後のケ

分を感じます。施術しながら自分も癒され、その上「ありがとう」もい

ア活動継続のモチベーションに

ただいて「こちらこそありがとう」と思う帰り道です。
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親子の絆を強めるセラピー
日本セラピューティック・ケア協会
副理事長

岩下 ヒトミ

先日久し ぶりに 、セラ

岩下

ピーを受ける幸せな時間

ヒトミ

がありました。終わった後
の心と身体 の軽いこと 、

プロフィール

助産師
看護師
母乳育児相談室開業（福岡県田川市）

至福のひととき でした。
大好きなお母さんから
愛情いっぱいの温かいセ
ラピーを受ける子どもたち

ママにセラピューティック・ケアは強力な味方です。まず、ママに

はどんなに幸せでしょう！！考えただけで笑顔になります！！

セラピーを提供して、リラックスしてもらいましょう。きっとママは

お母さんに抱っこされ、話しかけられ、触れられることが多いほ

癒されて元気になり、笑顔で赤ちゃんに接して楽しく育児が出来

ど、赤ちゃんは活き活きと元気になります。そして太い絆が結ばれ

るようになります。そして、ママも赤ちゃんにインファント・セラピー

ます。子どもの世界はその子どもが幼ければ幼いほど、ほとんど

を・・・必ず、赤ちゃんはママと同じようにリラックスして幸せいっぱ

の部分をお母さんが占めますので、お母さんの様子しだいで、子ど

いの笑顔満開になります。

もは喜んだり、緊張したり、不安になったりします。

日本では昔から「三つ子の魂百まで」という言葉があり、この時

最近は少子化でもあり、ママになって初めて赤ちゃんに触れ

期に体験したことは生涯残るといわれています。乳幼児期の環境

る、抱くなど、赤ちゃんの世話をすることは緊張と不安でいっぱい

は、その後の人格形成に最も大切な時期で、この時期に愛情いっ

です。この緊 張と不安は

ぱいに育つと、物事を肯定

赤ちゃんに伝わり、赤ちゃ

的に考えることが出来るそ

んは 大 泣きします 。する

うです。

と、ママはどうしていいか

多くの子どもたちに、愛

判らなくなり、パニック状

情のこもったインファント・

態になります。これが続く

セラピーを届けて、幸せに

とママは育児に自信を失

あふれた笑 顔にしたいで

くしてしまいます。こんな

すね。

インファントセラピーを受けて
最近不眠で
ゆ
この音楽と っくり眠れません。
マッサージ
で
ゆっくり安
眠できそう
です。
手のぬくも
りが
本当にいや 感じられて
さ
ありがとう れます。
ございまし
た。

インファントとは…

ピーも教えて
インファントセラ ッサージ
もマ
もらえたし、自分
、
し
た
け
していただ
！
す
で
た
とても良かっ
た。
し
ま
い
ありがとうござ

一般に言うベビーマッサージの対象となる子
どもは、首の据わった２〜３ヶ月から７ヶ月くらい
の乳児となります。
一方インファントセラピーの対象となる子ども
は、首の据わった２〜３ヶ月から就学前の乳幼児
までと広い年齢の子どもが対象となるのが特徴
です。

とても疲れが溜まっていた時期に
イベントに参
加させて頂きました。
と
あげたい
肩から肩甲骨周辺の痛みがあった
主人、息子にして
のですが、手
の
。
ひらを当てて下さるととても温かく、私の
す
ま
思い
体温が一
持ちになれる 気に上がるのが分かり
ま
とても優しい気
し
た。
手の
ひ
ら
の位置が移
ップだと
動する度にからだの痛みや緊張がや
基本のスキンシ
わらぎ心が楽
になっていき、
ふっと眠気が襲ってくる程でした。
思いました。
そして、スタッフの皆さんもキラキラ
されていて
とても笑顔が素敵なのも印象的でし
た。
手当てを大切にしている助産師の仕
事にも相
通じるものがありました。
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セラピューティック・ケアでの
インファント・セラピーについて
ベビーマッサージは子どもを裸にしないといけ
なかったり、オイルや化粧水を用いるなど、時間
も長くなり、
ケアする保護者に負担がかかるなど、
やりたいと思ってもなかなか実践に至りません。
その点、セラピューティック・ケアでのインファ
ント・セラピーは、オムツはもちろん衣服を着た
ままで受けられ、場所をとらず特別な設備も必要
としないので、いつでもどこでも受けられ、しか
も短時間でできるというのが大きな特徴です。

福島ボランティア報告
2012年6月7日（木）・8日（金）、JAそうま（福島）の関係者の

ティアさんもいらっしゃいます。今回参加された方々はみんな、

方々のご尽力のおかげで、昨年9月に続いて2度目の相馬市訪問が

「覚えたい」「被災された方々に施術してあげたい」という思いが

実現しました。

強く、熱心だったため、短い時間での講習だったにも関わらず、翌

今回の訪問には、被災地の慰

日にはある程度の効果もあげられるようになっていました。

問のほかに大きな目的がありまし

今回、当協会が現地の方たちにミニ講習会を開いた理由は、そ

た。それは、現地のボランティア

こにあります。現地にいていつもその方たちに接しているからこそ

の方たちにセラピューティック・ケ

わかることがあったり、喜んでもらいたいという気持ちが強かった

アを修得していただき、継続的に

り、あるいは被災者同士でなければ得られない深い共感があるか

ケアを届けていただくことです。
到着日の夜、さっそくJAそうま
元気高齢 者いきいきくらぶ新地
にて、JAそうまの会員さんとその
家族で構成されるボランティア団
体「すずらん会」の方たちに集

今回の訪問にあたり、中心となっ

まっていただき、レジュメも使い て走り回ってくださった大塚悦子
ながら簡単な講習会を実施。翌 さん。JAそうまの職員であると同

時に、当協会のセラピストでもあ

日の仮設住宅訪問を前に、皆さ ります。
ん熱心に受講されていました。

そして翌日、すずらん会のボランティアの方たちと合流し、昨年
とは別の仮設住宅にお伺いし、ケア活動を行いました。
仮設住宅での活動の様子。今回は講師5名で約30名の方にケアをお届け
しました。すずらん会のボランティアの方たちも、ときどき指導を受けなが
ら一緒に施術。

ミニ 講 習 会 の 様
子。まずは体験して
いただきます。この
夜は全員が 爆睡
され、身をもってこ
のケアの 効 果を実
感されたようです。

らです。また、近くにいて、いつもセラピューティック・ケアを届ける
ことができることも、クライアントにとって大切な点です。
初めての試みで、手探りでの部分も多かったのですが、それで
も大きな手ごたえを感じた福島訪問となりました。これをきっかけ
に、セラピューティック・ケアが、福岡と相馬をつなぐ新たな絆と
なってくれることを願ってやみません。
（本部事務局

実はこの日、一緒に活動してくださったボランティアの中には、

樋口 久子）

ご自身も自宅が全壊し、仮設住宅にお住まいの方もいらっしゃい
ました。当初は、本当に心のケアになるのかと半信半疑で参加さ
れたそうですが、実際に体験してみると、手の温もりを通じて優し
い気持ちが伝わってきて、あふれてくる涙とともに、孫ともども生
きていることを初めて幸せだと感じることができたそうです。「ぜ
ひこのケアを覚えて、自分を支えてくれている方たちに恩返しした
い」という言葉が、強く心に残りました。
また、仮設住宅には不眠に悩まされている方が多いため、
「薬
に頼らずにぐっすりと眠らせてあげたい」とおっしゃったボラン
続いて、講師から指
導を受けながら、す
ずらん 会 の 皆さん
に 実 際 に 施 術して
いただきました。

仮設住宅での活動後、お世話になったJAそうまの方たちと一緒に。私たち
を快く受け入れていただいただけでなく、心のこもった温かいおもてなしを
してくださいました。
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セラピューティック･ケアへの私の思い
須崎くろしお病院（高知県）勤務
看護師

塩見 千代子 氏

私がセラピューティック・ケアを知ったのは、緩和ケア病棟に勤

塩見 千代子 氏

務しているときでした。

所属学会等

私は整体師の資格を持っているのですが、患者さんにはなかな
か施術する機会はありませんでした。というのは、身体のどこかに

日本看護協会／日本ケアマネジメント学会
日本産業カウンセラー協会／日本認知症ケア協会
日本ホスピス緩和ケア協会／日本ホスピス在宅ケア研究会
日本緩和医療学会／日本医療コンフリクト・マネジメント学会
日本セラピューティック・ケア協会／日本医療メディエーター協会
高知県がん患者会「一喜会」会員

病巣が転移している可能性があり、痛みにつながることがあるか
らです。日総研の通信講座で なでる ことが中心のセラピュー
ティック・ケアを学び、そんなリスクの心配もなく心地よさが得られ
ることが実感できました。
少し時間があるときなど、患者さんにハンドケアをしながら昔の
話や家族の話を聞かせてもらいました。握った手にはその方々の
歴史があるように感じました。

に、まず「快」の刺

今回、先輩セラピストの橋本さんのご尽力で緩和ケア病棟の研

激を通してセラピス

修会で秋吉先生にご講義いただく機会が持てました。幸いにもそ

ト自身を受け入れ

の翌日、高知では2回目となる入門コース（一日基礎講座）研修会

てもらえる機 会に

も開催出来ました。

なると聞きました。

入門コースには、近隣の病院、老人保健施設、障害者施設、グ

また 、制 限 のあ

ループホームなどを職場とする看護師、介護福祉士、理学療法士

る緩和ケア病棟の

などが参加しました。

患者さんへの施術

セラピューティック・ケアは、
看護師にとっては患者やその家族と

にも活用できると

のコミュニケーションをとりたい時の良いきっかけ作りになります。

の感想でした。

リハビリスタッフからは、認知症で治療を拒否される患者さん

修了書の授与

グループホームなど、認知症の方にも気持ちよい刺激で興奮を
鎮める効果があるように思いますし、施術の前後でのクライアント
の表情の変化が印象的です。
心身共に疲労がたまったご家族への施術も喜んで頂けます。
私はいま、
「 友遊館」というガン患者さんのサロンでボランティ
アをしているので、参加者の皆さんに施術して差し上げたいと思
います。
ただ、セラピストの資格を戴いた後も、手技や「手当て」の心を
忘れないようにスキルアップの機会を定期的に持つ必要性を実感
しています。そのためには、一緒に学びあう仲間も重要です。まず
は、高知でセラピストのネットワーク作りをしたいと思います。そし
て、もっと多くの方々にセラピューティック・ケアを知っていただき
たいと願っています。

須崎くろしお病院にて

セラピュ−ティック･ケアを届けて5年

つぐ み

西福岡病院緩和ケア病棟担当

中村 亜美

西福岡病院緩和ケア病棟『日向』にボランティアとして伺うように

で終わっていたところ、最近では「気持ちよさそうですね、ゆっくりし

なって、５年目を迎えます。毎週金曜日の午後から２時間程度、平均

てもらってくださいね。」と声掛けしていただけるまでになりました。

５〜６人の患者さんをケアしています。

３月の定例会講師の三浦清一郎先生が「ボランティアとして、他

入院の長い方で２年くらい、短い方では１〜２ヶ月ですが、お会い

者のために働くことが元気の最高の秘訣で

した方それぞれに思い出があります。次に伺ったときにお名前をお

す。」と仰っていましたが、その言葉を本当

見かけしないと、とても寂しく悲しい気持ちになりますが、心の中で

に実感しています。また、この言葉を糧に

その方との出会いに感謝し、手を合わせ、また新たな気持ちでケア

し、これからも出来る限り長く「セラピュー

を行っています。

ティック・ケア」を、より多くの方にお届けで

ケア中に医師が回診されることもあるのですが、以前は目礼程度

きればと願っています。
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副理事長
平成 24 年 5 月 26 日ク

ただいている、長野

ローバープラザに於いて、

洋 子 さ ん（関 東 ス

総 会 が 開 催されました。

テ ー シ ョン 代 表）、

遠 方 では東 京や、高知、

服部富子さん（東海

熊本、宮﨑からも出席い

ステ ーション代 表）

ただきました。

に奨 励 賞を、また、
中 村 亜 美・大 山 智

記念公演はシンガーソン

恵子・橋本有子さん

グライターの染矢敦子さん

に功労賞を、それぞれ協会より表彰させて頂きました。

の美しい歌声に癒され、隣の人と手を繋いだり体を動

最後は、セラピューティック・ケアを愛する者たちか

かしたりと、楽しい時間を過ごしました。

ら秋吉理事長へ感謝状と理事長の大好きなバラの花束

総会では、平成 23 年度の決算を黒字で報告するこ

を贈呈させて頂きました・・・感謝！感謝！

とができ、ホッとしました。

セラピューティック・ケアを愛する者たちよ、

また、今 年度は認定Ｎ

手のぬくもりは、こ

ＰＯ取得について定 款の

ころのぬくもり

変 更・認定ＮＰＯの必 要

努々

（ゆめゆめ）忘るること

性についての説明があり、

なかれ・・・・

出席者皆様に同意を頂き

日々、優しいあなた

ました。協会 がまたひと

の

つ成長した瞬間でした。

こころ

を届けて

ください。

そして、協会に貢献い

Topics

池上 照子

会報に掲載したい写真や FAX : 092−555−9401
会報誌
「華」
専用メールアドレス
情報をお寄せください!

E-mail : kaiho-hana@therapy-care.net
編集後記

賛助会員募集中！

▼協会からの一方的な情報発信ではなく皆様参
加の情報交換の場となることを目的に昨年10月に
創刊した季刊誌 華 は今回で季節を一巡しまし
た。▼この間、各分野の先生、各地域の皆様から
原稿に改めてセラピューティック・ケアが全ての人に

〜
〜
〜

尊厳と幸せをもたらすもの、
また時代が要求してい
るものと痛感しております。▼当初、固い感じだった
紙面も見やすくなったのではないでしょうか。▼これ
からも皆様と心が通じるお付き合いを大切に充実し
た季刊誌にしたいと思いますので情報、
ご意見、
ご
要望等よろしくお願いいたします。

編集部 H

ＮＰＯ法人
日本セラピューティック・ケア協会
〒818-0125

★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。

福岡県太宰府市五条 2-6-1-202

ＴＥＬ：０９２−９２８−１５４６
ＦＡＸ：０９２−５５５−９４０１

E-mail : info@therapy-care.net
URL:http://therapy-care.net
セラピューティック・ケア協会
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