福祉と障がい者理解のための情報紙

令和2年3月発行（年3回発行）

愛知県青い鳥医療療育センター

三つの大きな柱（理念）
1 すべての人の命と生活を「ささえます」
2 ともに生きる社会を「めざします」
3 これらを私たちの使命として「はたします」

外来診療のご案内
月

午前

火

水

木

・整形外科(栗田)

・小児科(橋本)

・整形外科(栗田)

・リハ科(岡川)

・整形外科(萩野)

・小児科(菱川)

・皮膚科

・小児科(平岩)

・耳鼻科(別府)

・小児科(安井)

9:00 ・児童精神科(野邑)
～
12:30

・耳鼻咽喉科(別府)

・児童精神科（山本） ・児童精神科（加藤） ・発達外来(安井)

午後
1:30
～
5:00

＜第1・2・4・5＞

・歯科 （松野）

・眼科(岩味)
＜第2・４＞

・小児科（横井）
＜第１・3・５＞
・児童精神科（朝本）
＜第２・４＞
・歯科(岡本)
＜第１・３・５＞

・小児科（麻生）

・リハ科(岡川)

・小児外科
＜第1/新美＞
＜第3/田中＞

・小児発達外来(安井) ・歯科(岡本)
＜第2.3.4.5＞

・内科
（西村）
*循環器

ご卒園・ご卒業おめでとうございます。

・児童精神科(小川)

＜第1＞
・児童精神科(野邑)

73号

金

＜第１・３・５＞

・児童精神科（加藤）

・児童精神科(小川)

・泌尿器科(斎藤)
＜第2 16：00～＞

＜第1・2・4・5＞

＜第4 13：30～＞

・歯科(堀部)
※13:45～

・眼科(髙井)
＜第１・3＞
・歯科(林）

○令和2年３月1日現在の外来診療です。
○受診を希望される方は、電話で予約してください。

ホームページもご覧ください
http://aoitori-center.com/
＊過去の「のびやか」も掲載されています。

〒452-0822
電話

愛知県名古屋市西区中小田井五丁目89番地

（０５２）５０１－４０７９

FＡＸ （０５２）５０１－４０８５
Email aoitori@bk9.so-net.ne.jp

印刷・折込作業：社会福祉法人

名古屋ライトハウス

年があけてすぐに目にした新型コロナウイルスのニュース。
感染がこんなにも広がっていくとは想像もしませんでしたが、
心配な状況が続いています。感染の拡大予防のために面会や外泊
をご遠慮いただいたり、学校・どんぐり園が休園・休校となり、
利用者の皆様にはご心配、ご迷惑をおかけしており大変申し訳あ
りません。
関係機関の皆さまも急なことで対応等に苦慮されたことと思い
ます。早期に事態が収束し、晴れやかに4月を迎えられることを
願います。
写真は、通園児とともに完成させる予定だった先生手作りの花
束です。お花やまめをくんストラップは卒園式で卒園児一人ひと
りにプレゼントされました。
4月からの新生活、楽しく有意義な日々となりますように。
２０２０年 春
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ボランティアさんを募集しています
経管栄養や吸引など日常生活に必要な生活援助
行為のことを医療的ケアとよび、治療行為として
の医療行為と区別しています。呼吸、食事、排せ
つなどをサポートするための行為で医療的な知識
を必要とするため、現状ではケアの担い手は指導
をうけたご家族や看護師が中心な場合が多く、愛
知県の特別支援学校では保護者または学校の看護
師が行っています。
しかし、医療的ケアは医師や看護師しかできな
い行為ではありません。今後、より多くの方が研
修をうけ、医療的ケアに協力していただくことで
ケアが必要な障害があるこどもたちとその家族の
負担が軽減し、安心して学校生活を送ったり放課
後デイサービスなどを利用して生活できるように
なると思います。ここでは医療的ケアの代表的な
ものについて簡単にご紹介させていただきます。
愛知県の特別支援学校では、現時点では以下の
行為を看護師が行ってよい医療的ケアとしていま
す。
・経管栄養の注入
（経鼻胃管または胃瘻、腸瘻などから）
・気管内、口腔内の痰の吸引
・導尿
・その他の行為；経鼻エアウエイ管理、
人工呼吸器管理など
はじめに経管栄養についてご紹介します。
経管栄養とは鼻から胃に挿入した管（経鼻胃
管）や腹部に造設した胃瘻、腸瘻などを通じて栄
養剤や水分、流動食などを胃や腸に注入すること
です。誤嚥や嚥下障害などのため口から栄養を摂
取することが難しい方や十分な食事量を口から食
べることが困難な方に行われます。栄養剤などを
注入する手技はさほど難しくはありませんが、い
くつか注意点があります。
まずは経鼻経管栄養のチューブの先端がきちん
と胃に入っているかどうかの確認が必要です。間
違って口やのどに先端がある場合にはせき込み、
むせ、ぜこぜこ、声のかすれ、声が出なくなる、
息苦しさ、などがみられることがありますが、障
害が重い場合は無症状のこともあるため注意が必
要です。音や吸引物、必要時は受診のうえレント
ゲン検査で位置を確認する必要があります。
経鼻胃管の先端が口やのどにとどまっている状

態で水分や栄養剤の注入をしてしまった場合は呼
吸状態が急激に悪くなり命にかかわることがあり
ます。
次に注入前に内容物を吸引し、出血の有無や
残っている量を確認します。胃の中にたくさん
残っている栄養剤や食物があるのにさらに注入す
ると嘔吐などを誘発することもあり危険です。注
入後に呼吸状態の悪化や苦痛そうな表情を示して
いないかどうかなど全身状態にも注意が必要で
す。
口腔内や気管内の吸引のケアは、気道に唾液や
痰、食べ物などが詰まってしまったり垂れ込んで
しまうのを防ぐため、たまった分泌物（唾液や痰
など）を排除するために行います。
気管切開している方にはカニューレ内に吸引
チューブを挿入して吸引しますが、チューブを深
く挿入してしまうと気管を傷つけたり、反復して
刺激すると肉芽を作ってしまうことがあります。
あらかじめ決められた深さまで、決められた吸引
圧でケアを行う必要があります。
最後に導尿についてご紹介します。導尿は膀胱
の筋肉を調節する神経の異常などにより膀胱内に
たまった尿を排出することが困難な方や、膀胱か
ら腎臓への尿の逆流がみられる方に対し、定期的
に尿管から膀胱内にカテーテルを挿入して尿を排
出させる目的で行います。清潔に行うことが重要
で、不潔におこなうと尿路感染症の原因となって
しまうこともあります。導尿された尿の量や濁り
の程度などを確認します。
今後は家族や看護師以外にも学校や保育園の先
生など、たくさんの方が医療的ケアを行ってくだ
さるようになることを期待します。直接ケアに携
わらない方でも、それぞれのケア特長と病態をあ
る程度理解していただければ、ケアを受ける方の
異常を早期に発見することができ、より安心して
生活できるかもしれません。

当センターは、医療型障害児入所施設（概ね2歳～18歳対象）と療養介護事業所（18歳以上の
方対象）を運営しており、約150名の利用者さんが生活をされています。
利用者さんの話し相手や子どもたちの遊び相手、学習指導、車いすの掃除、縫い物、趣味や特
技を生かした活動（歌やダンスの披露、ピアノ・楽器の演奏等）等のボランティアさんを募集
しております。8月第4日曜日の青い鳥夏まつり、季節の行事やセンターお買い物会等のイベン
ト等をお手伝いしてくださる方も募集しています。
活動の曜日や時間は見学時にご相談の上、設定させていただきます。
<募集内容>
・未就学の入所児を対象とした保育活動（あおぞらルーム）
午前10時～12時：週に1～2回程度、定期的に入ってくださる方
・学齢児の学習指導（週に1回程度：肢体不自由のお子さん対象）
（午後15時半～17時、18時半～19時半、夏休み等の長期休暇中）
・利用者さんとのふれあいや話し相手、遊び相手、絵本読み聞かせ 等
（お問い合わせ）
療育支援課 ボランティア担当まで

読書コーナー

「おしっこ

ちょっぴり

もれたろう」

ヨシタケ シンスケ

作・絵

主人公の“ぼく“はおしっこをする前か後にいつもおしっこが少しも
れてしまい、パンツが濡れてしまうのでいつもお母さんに怒られてしま
います。ぼくは仲間を見つけるため、自分以外の“おしっこちょっぴり
もれたろう”を探す冒険に出かけます。
そこで出会った人たちにはぼくが“おしっこちょっぴりもれたろう”だということはわかり
ません。また、ぼくからも出会う人たちが困っているようには見えませんでした。
しかし、話をしてみるとぼく以外の人たちもみんなそれぞれに困りごとを抱えていました。
空は青く、海は広い。世界はこんなに広いのに、ぼくだけが“ちょっぴりもれたろう”。
自分と同じ困りごとを抱えている人に出会うことができず落ち込んで家に帰ると、おじい
ちゃんが「大丈夫、大丈夫。」と優しく出迎えてくれます。そして「実はわしも“ちょっぴり
もれたろう”なんじゃ。」と。実は一番身近に同じ困りごとを抱えている人がいて、驚くと同
時にホッとしたというお話です。
かわいいイラストとほっこりする内容で子どもも楽しめますが、大人が読んで
もいろいろと考えさせられる絵本です。
（ 看護師 髙見 ）
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療養介護・医療型障害児入所施設
各棟取り組み紹介
ひまわり東棟・西棟
★ひまわり東棟

クリスマス会☆

今年のクリスマス会は、職員による本の読み聞かせと「賢者の贈り物」楽器演奏会を行いまし
た。利用者様のご家族も参加され、楽しいひと時を過ごすことができました。楽器演奏会では、グ
ループ対抗曲当てクイズを行い大いに盛りあがったり、曲に合わせてハンドベルを鳴らしたりして
過ごしました。
利用者さまの笑顔が多く見られたクリスマス会になりました。

医療型児童発達支援センターどんぐり園
＆おひさま教室（体験教室）のご案内
医療型児童発達支援センターどんぐり園は、就学前の肢体不自由・重症心身障害のお子さんが親
御さんと一緒に通園する施設です。医療・リハビリテーション・保育・日常生活指導など総合的
な療育を行っています。
☆つくしクラス （未満児：概ね2歳から～） 週3日
☆たけのこクラス（年少児）
週5日
☆そらまめクラス（年中・年長児）
週5日
★年間行事：遠足（春・秋）・プール療育・家族参観 等
★個々のお子さんに応じた給食提供（6段階）をしています。

どんぐり園では入園前のおひさま教室（体験教室）を行っています。
お母さん、お父さん、子育てのことについて一緒にお話ししませんか。
まずはお気軽にお電話をください。

☆ひまわり西棟 クリスマス会★
今年のクリスマス会は病棟の利用者さんとトーンチャイムでクリスマスソングを演奏をしまし
た。当日に向けて練習を行い、本番でもしっかりと演奏することができました。
レクリエーションでは、大きなクリスマスケーキにみんなで飾り付けをしました。好評だったの
で講堂に飾り、他棟の利用者さんにも楽しんでもらいました。
みんなで歌い、おやつにおいしいプリンを食べ、楽しい時間を過ごしました。

《おひさま教室 開催予定日》
令和2年
6/17 . 7/15 . 9/16 . 10/14 . 11/18 . 12/16
令和3年
1/20
時間は13:30～14:30 です。
＜お問い合わせ先＞ どんぐり園

２月の作品

雪の結晶 きれいにできたよ！

かわいい雪だるま
上からたくさん雪をふらせて完成したよ！
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食事で箸を使うこと
を嫌がるお子さんに
は、楽しく自信をもっ
て箸を使えるように、
消しゴムやスポンジな
ど違う硬さのものをつ
まんだり積み上げるといった遊びを取り入れる
こともあります。箸を使うことも嫌がるような
ら鉛筆やペンを三本の指で持ってお絵かきする
ことも、箸を使う準備につながります。

リハビリテーション科から

お箸が使えるようになってほしい！！
主任作業療法士

上田美稔子

「お箸が使えるようになってほしい！！」
このように診察で医師に相談して作業療法が
始まるお子さんがいます。カルテを見ると３歳
ごろの記載に箸を使って食べていると書いてあ
ります。
ん？箸を使えるのに、なぜ？
最近、子ども向きの補助箸やしつけ箸が多種
類販売されています。その適応年齢は2歳～と
書かかれているものもあり、低年齢から箸を使
う機会が増えています。そのお子さんは補助箸
は使えるけれど、普通の箸が使えないというこ
とでした。作業療法でお会いするお子さんの中
には、手の機能発達の遅れがある、不器用でう
まく箸を動かせない、一度獲得したやり方を変
えることが難しい、箸を使いたがらないなど、
様々な理由で普通の箸が上手く使えないお子さ
んがいます。
まず私たちはどのように箸やスプーンを持っ
て使っているのかを観察します。指先を使って
箸を持つことができずに握り箸（写真①）にな
る。
スプーンも握るようにして持ち（写真②）、
親指を上にした持ち方（写真③）ができない。
補助箸では、指先を使って箸を持たなくても
手をグーパーするだけで食べ物をつかんで食べ
ることができます。

写真④

写真②

子どもの箸を選ぶときには、以下の点に注意
します。
①箸の長さが手の大きさに合っていること
②箸先が太めで食べ物をつかむ面が広いもの
③箸先が滑りにくい加工がしてあるもの
④手で持つ部分が角ばっているもの
（丸くないもの）
写真③

箸を上手く持つことができない原因
①手指の運動発達の遅れや偏り
手指の力が弱い・指の一つ一つを上手く動
かすことができない
②感覚調整がうまくできない
手で触ることを嫌がる・力の調節が苦手
③知的発達の遅れ
④箸の形や材質
箸の長さが長すぎる・箸先が細くて食べ物
をつかみにくい・手で持つ部分が丸く箸が
動いてしまう、箸先がつるつるしていて食
べ物がすべってしまう

写真①

そこで、まず箸を持つ前に、スプーンの握り
方やそれぞれの指先を意識して使うトレーニン
グをしながら手の運動発達や感覚調整を促しま
す。三本の指でスプーンを握って（写真④）食
べることができるようになると、箸をうまく持
つ準備が整います。

これは割りばしに近い形です。割りばしは、
環境問題などもあり敬遠されがちですが、食べ
物が滑りにくく食べ物をつかみやすい形になっ
ているので麺類など滑りやすい食べ物には最適
な形です。もちろん子ども用サイズの割りばし
を使います。
実際の食事場面で練習するときには、好きな
食べ物の中から箸でつかみやすい形態の食べ物
を使うとモチベーションがあがってよいでしょ
う。黒豆やカットしたウインナー・バウムクー
ヘンなど少し弾力があってつぶれないものが適
しています。
だんだん上手くなってきたらスナック菓子な
ど滑りやすい素材のものにチャレンジしていき
ます。

子どもが箸をうまく使えないことには何らか
の原因があります。作業療法では、なぜできな
いのかを知り、どんな箸を使って、どのように
食べることができるのかを考え、ご家族と一緒
に問題解決に取り組みます。中には普通の箸で
食事をすることが困難なお子さんもいます。そ
れぞれの年齢や生活スタイル、手の機能に合わ
せて持ち方を工夫した食事道具（自助具）を紹
介することや、使いやすいように道具を改良し
て操作する練習にとりくみます。
子どもにとって食事とは、心身の成長を促す
ための栄養を補給する大切な日常生活活動の一
つです。
それぞれのお子さんが適した食事道具を使っ
て、おいしく食事を楽しむことができるよう援
助しましょう。

