
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

  

 

 

発行：認定ＮＰＯ法人 日本セラピューティック・ケア協会   

福岡県太宰府市五条 2-6-1-202  ＨＰ http://therapy-care.net 

電話：092-928-1546（平日 10:00～16:00）                

Email info@therapy-care.net   FAX 092-555-9401 

 

 

 

●ボランティア保険について 

昨秋より、施設訪問ボランティア受け入れが一部再開されたり、講座や 

イベント出展のご依頼もいただくようになったことから、ボランティア保険に加入しております。2022年度も、感染の

波により一時的に休止されることはあっても、ワクチン接種も進み、ボランティア受け入れを再開される施設が徐々に

増えてくると予想されますので、社協が扱っているボランティア保険に 4月 1 日付で加入いたします。正会員・準会

員の皆さまのボランティア保険は、協会が費用を負担して全員分加入しますので、会員の皆さまに請求することはご

ざいません。 

なお、訪問先のボランティア受け入れが再開された場合は、危機管理のため必ず事前に本部・池上まで「活動再開

届」をご提出ください 

＊当ボランティア保険の対象はセラピューティック・ケアのボランティア活動のみになりますので、協会以外のボランティア活

動もされている方は、地域の社協などでご自身でご加入をお願いいたします（その場合は自己負担となりますのでご了

承ください）。 

●総会（2022年 5月 28日予定）について 

新型コロナウイルス感染症の拡大状況に鑑み、本年も、役員他 10 名以下の出席により開催します。正会員の皆様

には 5月中旬までに書面委任状のハガキを郵送しますので、期日までに必ずご投函ください。   

 

感染防止と経費削減のため、引き続き事務局職員の出勤調整

を行っており、事務局の対応は平日 10:00～16:00 常時 1人

体制です。お問合せへのお返事や発送なども従来よりお時間を

いただいておりますので、ご協力のほどお願いいたします。また

お問合せは原則として、お電話ではなくメール

（ info@therapy-care.net ）でお願いいたします。メールに

は必ず件名・ご自分のお名前・お電話番号をお書き添えくださ

い。協会メールアドレス（info@therapy-care.net）からのメー

ルが受信できる設定に変えていただくようお願いいたします。 

 

◆ ご報告と御礼 ◆ 

静岡には協会設立当時からの会員がたくさんいらっしゃることもあり、「令和 3年 7

月伊豆山土砂災害」被災地である熱海市に少しでもエールを送りたいと、支部など

を通じて呼び掛けたところ、全国の協会会員から義援金を寄せていただき、10月

15日（金）、150,000 円を熱海市役所にお渡しすることができました。特に北海道

の支部からは、2018年の北海道胆振東部地震の際に皆さまからいただいたご支

援への感謝の気持ちとして、多くの義援金が届きました。 

また秋吉名誉理事長による会員向けチャリティ・ 

ボランティア保険と通常総会について 

 

 

 

 協会 HP はこちら 

久しぶりに会員の窓を発行できる運びとなりました。 

コロナ感染者情報に緊張する毎日を送っていらっしゃることと思います。協会の活動もままならない中、セラピューテ

ィック・ケア協会はどうなるのだろうとご心配をされている方もいらっしゃるかもしれません。 

ご安心ください。今こそ、協会の活動を違う方向から見られる時間を神様からいただいたと、様々なことを前に進めて

おります。例えば、秋吉名誉理事長による毎月開催されるリモートワンポイントレッスンもコロナ禍以前には、思いつくこ

ともできませんでした。リモートという手段で、全国の皆さまと手軽に顔を合わせることができるようになったことは、苦難

の期間の中の大きな収穫です。 

さらに、ボランティア活動が再開されたところもあります。来年度に向けて、講座などの依頼も来ています。 

今は「触れる」ことは難しいかもしれませんが、私たちは「触れる」すばらしさを知っています。新米理事長の私も秋吉

名誉理事長の力を借りながら、精一杯、「今できること」そして「コロナが明けたらできること」を考えていきます。どうぞ、

皆様がお元気でこのコロナ禍を乗り切れることを願っています。 

理事長 城戸 由香里 

202２年 ３月 15日発行 

＊＊ 協会 HP、SNS をご活用ください ＊＊ 

感染防止および経費節減のため、郵送でのご案

内は年に 1～２度程度となります。協会 HP や

SNS をぜひチェックしてください！ 

▼ 協会 Facebook、Twitter、Instagram 

ぜひフォロー、シェア、リツイートお願いします☆ 

静岡支部の木村さんが義援金を直接、 

市役所に持って行ってくださいました。 

 オンライン・スキルアップの受講料も、義援金に加えました。 

ご協力いただいた会員の皆さまに、この場を借りましてお礼申しあげます。 

会員種別の変更（正会員⇔準会員）は、前年度の 3 月末まで 

です。２０２２年度（2022 年 4月～）からの会員種別の変更ご希

望の方は、3月末までにメールか FAX にて下記までご連絡くだ

さい。また、ご住所等が変わられた場合、協会にも忘れずにお知ら

せください！（いずれも担当：事務局・藤野） 

2022年度年会費の郵便局払込票を 6月までにお送りしします

ので、印字されている金額のお支払いをお願いいたします。 

なお、ゆうちょ銀行での現金取引時の手数料が値上げされまし 

たので、ご自身のゆうちょ口座から協会のゆうちょ口座に直接ご

入金（ゆうちょダイレクト）をご希望の場合は、4月 1 日以降に下

記口座にご入金ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆ お知らせとお願い◆ 

 

◆会員専用のお知らせページ準備中◆ 

各種経費と作業量削減、および事務所作業での感染リ

スクを避けるため、昨年より印刷物によるご案内を減ら

しており、また、全会員へのお知らせ方法が現在は郵便

しかなく、時間がかかってしまう問題を解決するために、

協会の HP に、協会会員しか見ることのできない「会員

専用ページ」がスタートすることになりました。スマホやタ

ブレットからアクセスするといつでも、会員への最新のお

知らせを見たり、大事な情報を確認することができるよう

になります。6 月オープンに向け、ただいま準備中です！ 

事務局の態勢について 

 

●日総研の各月刊誌「臨床助産師 

ケア」2021年５・6 月号～11・ 

12月号まで 4 号にわたり「イン 

ファントセラピー」特集が連載され 

ました。 

●（公財）福岡県女性財団 福岡県 

男女共同参画センター「あすばる」より、HP「地域の

すばる」コーナーに掲載していただきました。 

◆ メディア掲載のご紹介◆ 

 

こちらから記事を

読めます↓ 

01760-9-105830   

特非）日本セラピューティック・ケア協会  

※ご入金時、「メッセージ（通信）」欄に会員番号と 

「2022 カイヒ」とご入力ください。 



 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

。 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

安心してケアを届け、受けていただくために、協会活動に参加できるのは「原則として新型コロナウイルスワク

チンを 2回以上接種した会員」と、協会の「感染拡大予防のための行動マニュアル」で定めています。このマ

ニュアルは感染対策を含む医療安全や危機管理の知識を持つ看護師（協会会員）で構成された協会の危

機管理委員会主導で完成させたもので、ケア活動やイベント、講習会などそれぞれの活動内容別の心得や注

意事項を記載しています。活動の際は HP上のガイドラインを熟読のうえ、必ず所属の支部・エリアの講師にご

相談ください。 

 

協会の WITH コロナ態勢（危機管理）について 

 

余命告知から夫の在宅看護を選択、 

セラピューティック・ケアで寄り添った 6 ケ月       秋吉 美千代 

●ケア活動  

五条カフェ（福岡）、デイサービスたま（佐賀） 

ゴールドヒルズ平岸、カフェふうしゃ（北海道） 

●イベント 

【福岡】 「『LIFE®︎いのち』野外上映会」(5 月／糸島市）、「ボランティアウィーク 2021」パネル展示（10 月／北九州）、「ハンド TO ハート 

絵手紙とハンド＆アームケア」（11 月／春日市）、親子イベント「みんな笑顔にな～れ！」（11 月／筑後市 ＊自閉症・ダウン症の子どもた

ち 15 名と保護者対象）、「介護の魅力」（12 月／大木町・北九州市、2022 年 2 月／糸島、飯塚） 

【熊本】 「『LIFE いのち』野外上映会」（8 月）、「日本ホスピス・在宅ケア研究会 全国大会」（10 月／上益城郡） ＊ハイブリッド形式 

【佐賀】 「デイサービスたまクリスマス交流会」（12 月） 

【静岡】 地域活性化イベント「楽市楽座 in ベル 21 やるだにぃー」（7 月／浜松） 

【北海道】 「リレーフォーライフ in 苫小牧」（９月／苫小牧） ＊オンライン開催 

●子育て支援ワークショップ  ※インファントセラピスト資格取得者のみ  

【東京】 多摩市一ノ宮児童館（4 月、12 月、2022 年 2 月） 

【佐賀】 みやき町「とっこい子育て広場」（7 月、10 月）、こども園（11 月） 

【福岡／北九州】 高槻市民センター（7 月）、北九州市立本城市民センター（8 月）、 

高槻市民センター・東郷市民センター（10 月） 

●講座・講習会・セミナー 

【ミニ講習会】 4 月新潟市、6 月東京都内、10 月長野県飯山市、11 月飯山市、12 月佐賀市、12 月長野市 

【福祉体験授業】 7･8 月佐賀県立厳木高校、9 月・10 月・11 月 唐津市内の小学校 4 校 

【短大・専門学校授業】 精華女子短大・九州大谷短大・西日本短大・福岡介護福祉専門学校・大川看護福祉専門学校（福岡） 

【入門講座】 4 月千葉、5 月神奈川、12 月佐賀・苫小牧・福岡 2 回、2022 年 1 月福岡 

【セラピスト養成コース】 6 月福岡、7・８月福岡・静岡、9 月札幌、10 月静岡・札幌、11 月札幌 

  【Complementary Therapist 養成講座】 2022 年 1 月東京、同 3 月福岡 

【インファントセラピスト養成講座】 7 月福岡、10 月東京、11 月福岡、12 月東京、1 月北九州 

【〃更新セミナー】 10 月東京、2 月福岡 ／ 7・8 月 東京（ソラスト） ※オンライン形式 

●研修など 

 秋吉名誉理事長のオンライン・スキルアップ（毎月／本部） 

定例会 4 月埼玉支部、4・7･10・2022 年 1 月福岡(合同)、5・6・9･11・12・2022 年 1 月 

北九州支部、8 月さっぽろ支部（オンライン形式）・佐賀支部、11 月筑後支部、 

 

そのほか、エリアリーダー会、会員交流会、通信教育スクーリング、施設セラピストスキルアップ（オンライン形式）など、危機管理委員会の 

指導を受け感染防止対策を徹底しながら、一部オンライン形式を取り入れ、さまざまな活動を行いました。 

 

＊一部抜粋 
さまざまな活動を行いました 

2020年 6月 15 日夕方、事務所で仕事中だった私の携帯がけたたましく鳴りました。近くに住む 

長女からで、夫がガレージで倒れて意識不明、救急車を呼んだとのこと。深夜まで続いた検査の結果、 

病院から告げられた診断は「骨髄異形成症候群が急性骨髄性白血病化したものの疑い」。翌週、 

九州がんセンターで再度さまざまな検査をしていただいた診断結果もやはり「急性骨髄性白血病」 

でした。ドクターからは、「8３歳と高齢で抗がん剤治療の効果が見込めないため行わない、それよりも 

本人の QOL を大事に、良い状態を少しでも長く保てるようにしましょう」と。同時に、余命２～3 ケ月 

と告知を受けました。 

入院しての緩和ケアの提案もありましたが、治療を行わない以上、入院の必要性はないこと、 

血液のガンには痛みがないこと、そしてコロナ禍で面会もままならない現実を考え、本人と私たち 

家族の希望を尊重し、在宅看護を選択。夫には記憶の錯誤が見られたため、８月に介護認定を申請。要介護２と認定され、

自宅内の手すり設置や介護用品のレンタルなど、住み慣れた我が家で最後まで自分の力で生活するために必要なサポー

トを受けました。 

毎週１回、九州がんセンター受診し血液検査・輸血を受けることと平行し、自宅近くの訪問看護ステーションおよび訪問

医と契約。訪問看護師の方には週 1～2回、病状に合わせて訪問の他、訪問医や訪問薬剤師、ケアマネージャーとの連絡

等、昼夜を問わずきめ細かく対応していただきました。 

そして、家庭看護だからこそできたのが、バイタルチェックと簡単なリハビリ体操に加え、毎朝晩、セラピューティック・ケアを

施術すること。腰のケアは褥瘡予防・腰痛の予防に、レッグケア（およびフットケア）は脚の浮腫の予防に役立ち、半年間ほ

ぼ横になっての生活であったにも関わらず、夫は腰痛にも脚の浮腫による痛みも悩まされることがなく、亡くなる当日まで自

分の足でトイレに行くことができました。ネック＆ショルダーケアによるオキシトシンとセロトニンの分泌増は不安の解消や意

欲につながり、これも夫の QOL維持に役立ったと思います。また、両手に「60年間ありがとう！」と感謝の思いを込め、手の

ぬくもりを通して行うケアは、毎朝晩、夫との言葉を使わないコミュニケーションにもなり、夫の安らいだ表情を目にすること

で、施術する自分自身のケアにもなりました。 

夫は直前まで「年を越せるのではないか」と訪問医から診断されるくらい元気でし 

たが、告知から 6 ヶ月後の 12月 15日、23時頃トイレに行ったときに急に動けなく 

なり、次男の介助でベッドに戻った数分後、私たち家族と長女家族に見守られ、手を 

握られながら、消え入るように息を引き取りました。 

亡くなる前日、夫は長女に「何も思い残すことはない」と伝えていたそうです。長年 

連れ添った伴侶を喪った悲しみや喪失感はありますが、悔いのない在宅看護と看取り 

ができたことで、その苦しみさえも癒やされているのを今は感じています。ボランティア 

活動だけでなく、ぜひ大切な方、身近な方にこそ、皆さまの手でセラピューティック・ケア 

を届けてほしいと願ってやみません。 

デイサービスたま（佐賀市北川副） 

2月より、毎月第 3土曜が活動日。 

施設長が秋吉名誉理事長の旧知の方 

で、ぜひセラピューティック・ケアを導入 

したいとお声がけいただき、法人会員にもご入会いただきま

した。施設長のお人柄そのままの、オープンで温かい施設で

す。 

 

 

サービス付き高齢者向け住宅 

ゴールドヒルズ平岸（札幌市） 

スピードスケートのメダリスト清水宏保 

さんが代表の施設で、さっぽろ支部のボランティアが数年前

から月 1回伺っています。コロナ禍で活動を休止しておりま

したが、施設の方々のご理解を得て再開できました。セラピュ

ーティック・ケアに理解があり、とても活動しやすい施設です。 

名誉理事長 

手記 

新規活動先施設紹介 活動再開施設紹介 

●産後ケア 

西尾産婦人科（福岡） 

苫小牧市 産前産後サポート事業「Mom’s サロン Oasis」（北海道） 

 

夫の様子や食べたもの、

施術内容などを毎日 

記した看護日誌。 

9 月、家族揃っての最後の旅行は

夫の希望で長崎の諏訪大社へ。 

10 月からは車椅子を利用した。 

「LIFE®︎いのち」糸島特別野外上映会 

海辺でのセラピューティック・ケア体験 

セラピューティック・サンタが 

産後ママに癒しのひとときを 

プレゼント（苫小牧） 


