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３月に起きた東日本大震災の年が終わろうとしています。
寒い冬を迎え、被災地に少しでも温もりが届きますようにと祈る毎日です。

瀬戸内寂聴さんが東北各地の被災地を訪ね、あおぞら説法をしてあらこちら回られ
る様子が何回かテレビで紹介されました。寂聴さんはその時に、震災ボランティアを
している若者達がいるのを聞くとそこを訪れ、話しこみ、励まし、帰りには元気を貰
ってきましたと語っています。又説法を聞くために１０００人以上の多くの方が待っ
ているところでは、決して説教めいたことを一方的に語るのでなく、被災者の一人一
人から、胸にしまっていて、言葉にできなかった思いを引き出し、耳を傾けていらっ
しゃいます。寂聴さんの話の中に「人間は誰もが、みな一人ぼっちなのです。だから
恋人を求め、友を求め、家族を求めるのです。そこに愛が生まれているのです」と語
られると一人の女性が泣きながら近づいてきて「私は家族を皆失いましたが、今元気
が出ました」と語ると｢たくさん涙は流しなさい。でも亡くなったあなたの愛する人
は、今、あなたのいちばん身近なところであなたを守っていますよ｣と寄り添うよう
にして語りかけていました。寂聴さんは泣く者と共に泣き、喜ぶ者と共に喜ぶ、生き
る力の分かち合いの姿を示してくれています。仏教の教えを語られながら｢希望は奇
蹟を産むのです｣と言い、多くの困難の中で希望を失いそうになっている方々への力
強いメッセージも語られていました。
この色々な言葉に、私は共感を覚えつつ、萌の子どもやご家族の方々、今迄出会っ
てきた沢山の方々から生きる力の奇蹟が有ることを思い起こしました。
喜ぶ時、悲しむ時、お互いに分かち合い、元気を貰い合って生きていけるように。
希望を失うことのないように。そしてそこに人知を超える奇蹟が起こることを信じて
特に今、強く祈り求めていきたいと思います。
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社会福祉法人三篠会

重症心身障害児施設

ソレイユ川崎

見学会報告

日時：平成 23 年 11 月 12 日（土）10:15～
参加者：萌スタッフ 16 名 （報告 平あゆみ）

ソレイユ川崎看護師長沖田さんよりご挨拶
がありました。沖田さんは萌の監査を務めて
くださっています。

副主任相談員國信さんより、ソレイユ川
崎の概要について伺いました。
現在入所者：96 名（3 歳～67 歳、平均 32.6
歳、神奈川県内より）
短期入所：５床（うち１床は緊急対応、東
京都の人も受け入れ）
通園 A 型：定員 15 名、平均 10 名
外来：地域の医療・相談もしている

-+

施設長より
≪向き合わないケア≫
そばにいて、さりげなくケ
アをする
≪思いを合わせようとし
ない≫保護者とスタッフ
の思いを合わせるのは不
可能だから、違う角度から
ということを理解して。

短期入所を利用するには：
事前登録→お試し利用 2 泊 3 日→希望日を伝える（希望日の
2 か月前の月の 1 日～14 日の間に）→入所調整会議にて決
定→1 か月前に決定連絡
長期入所を利用するには：
川崎市の調整会議により決定。川崎市・神奈川県・横浜市の
枠がある。
長期入所者の活動：利用者 13～15 名とスタッフ 12～14 名
で 1 グループを作り、日常の生活や誕生会などを決める。
外出は市内のヘルパー事業所と連携して実施。
夕食後の時間を楽しく有意義に過ごすためにボランティア
を募集中。
行事：花見・夏祭り（地域の人も招待）・クリスマス会
3 か月に 1 回ミニ音楽会・月 1 回ホスピタルクラウン
個別支援計画作成：ご本人・ご家族と共に話し合いながら作
成。毎年見直し確認をしていく。
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相談室

施設内見学
診察室

家族宿泊室
月 1 回の保護者会もここで

通園室
成人対象、18 名登録（うち 2 名呼
吸器）週 4 日までは受け入れ
送迎あり

通園室の窓からは大き
な桜の木が見えます

通園利用者の方の浴室

２階入所室：医療ケアの高い人・未就学児・短期入所者
１部屋４人、日中は生活にメリハリをつけるため、居室
ではなく、デイルームで過ごしている。
３階入所室：車いす自走できるなど元気な人・学童。
院内学級もこちらに。

施設内は明るく清潔感にあふれ、スタッ
フの方々も元気いっぱいという感じでし
た。お忙しい中、見学させて頂きありが
とうございました。

3
廊下は明るく広々としていた

災害医療の研修を受
けてきました。
勉強に

平成 23 年度 衛生通信研修
なったので報告させ
て頂きます。茂木香苗

災 害医療 と看護 ～ 基礎 編～
主催：公益社団法人 日本看護協会 神戸研修センター

神奈川県看護協会

３月 11 日の東日本大震災の日から半年以上が経ち、最近では余震も落ち着き･･･地震が“過去の出来事”にな
っているように感じます。不安を上げたらキリがないのですが、今のうちにできる備えや心構えはしておくこと
が必要かと考えます。そこで“私たちができることは何か”を考えるために看護協会企画の災害医療の研修を受
講してきました。二日間の研修は全国 40 か所で開催され、約 4500 人の看護師や保健師等の医療関係者が衛生
通信やネット配信で同時に受講しました。講師は世界の数々の災害現場に派遣され活躍されている医師や看護師、
メンタルケアの専門職の方でした。講義内容は災害医療の概念から始まり、災害医療と救急医療の違い、トリア
ージについて、災害看護の実際、メンタルケア、東日本大震災の時の日本看護協会の活動等、幅広い内容でした。
医療従事者として講義を受けましたが、利用者さんやご家族の方、自分の家族や身近な人…たくさんの人が知っ
ておくことが大切だと思ったこととして「災害医療の考え方」について以下に報告します。
災害直後は急性期の医療を提供する必要性がありますが、災害時となると提供する医療が救急医療という枠組
みとは少し異なってきます。災害時は医療従事者の人数は少なく、医療機器や薬品等は数に限りがあります。こ
のような環境でいつもと同じ救急医療を実施すると、時間配分もうまくいかず、医療資源もすぐに底をついてし
まい、助かる命さえ救うことができなくなってしまいます。災害医療の最終的目標は「多数の負傷者に対して、
最大多数の医療を提供する」※１ことです。そのために必要となるのが“トリアージ”です。トリアージとは「傷
病者など治療を受ける必要のある人々の、診療や看護を受ける順番などを決定する診療前の一つの過程である」
と定義※２されます。最近では医療関係のドラマや映画で救急医療や災害医療をテーマにしたものがあり、トリア
ージの場面を目にしたり、耳にする機会もあると思います。トリアージは医療者が行いますが、対象となるのは
“すべての人”です。トリアージはとても難しく、災害の規模、重軽傷者の人数、医療スタッフの人数、医療機
器や薬品の量によっても判断がかわります。そして医療者は複雑な心境になりつつも医療の専門職として最大人
数を救うために厳しい判断をしなければならない場合もあります。トリアージをされる本人も家族もその判断を
受け入れるのが難しいこともあると思います。私もその経験がないので実際にそのような状況を想像でしか話す
ことができません。だからこそ災害についての知識や認識は“すべての人”が得る必要があると考えます。そう
することで実際に災害が起きた時、戸惑いや不安、ジレンマ等の軽減・緩和に繋がるのだと考えます。
現在、みなさんは様々な活動やネットワークに参加され、災害について学び、災害時の準備も少しずつ進んで
いることと思います。萌としても前号の会報にて地域の避難場所の確認をして頂き“もしもの時のために”の記
入を一緒に行い、災害時の準備をしていますね。地域で活動している私たち訪問看護師や介護士、ヘルパー、地
域活動ホーム、行政等、そして同じ地域に住むご近所さん等…あらゆる立場の人たちが“協力し支え合える町づ
くり”ができるように一緒に取り組んでいきましょう。
※１
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※２

本研修の参考資料より。

神奈川県立こども医療センター
母子看護専門コース公開講座【在宅看護支援
在宅看護支援の
の実際
実際】
】
報告者

椿山淳子

10 月 20 日に子ども医療センターで行われた
公開講座に、萌の訪問看護管理者である関水さ
んが講師として呼ばれました。
これは院内研修の一環で、講義では萌のあゆみ
や横浜市の訪問看護、障害福祉サービスの公的
制度について、そして私たちが行っている訪問
看護の実際の支援について、写真を交えて関水
さんよりお話がありました。

いつも病院で関わってくれている医師や看
護師だけでなく、地域で働いている様々な職
種の方が参加し講堂は満員に。
萌のスタッフとの関わりや、通学の様子、学
校での先生達との授業風景、そして何よりも
自宅で家族と過ごしている時の病院では見
られない子ども達の様々な表情に、受講者達
から驚きの声が上がっていました。

参加した
参加した萌
した萌スタッフです
今回の研修では訪問医のお話もあり、在宅支
援を通して、子ども達がその子らしく家族の
中で過ごすことの意味について私達も改め
て学ぶことができました。
お忙しい中写真撮影等ご協力いただいたご
家族の方々ありがとうございました。
『お母さんのほっと一息お手伝いします』を
モットーに今後も訪問させて頂きますので、
よろしくお願いします
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お知らせ
クリスマスイルミネーション
イルミネーション特集
クリスマス
イルミネーション
特集

素敵なクリスマスに
なりますように…。

今年もクリスマスのシーズンが近づき、街がだんだんと色づいてきましたね。
昨年に引き続き、私達の住む横浜の素敵なイルミネーションを見つけたのでご紹介します!!

「ワンピー
ワンピース
ス メモリアルログ in 横浜ランドマークタワー
横浜ランドマークタワー クリスマスバーション」
クリスマスバーション」
場所：横浜ランドマークタワー

プラザ 1F ガーデンスクエア

日時：【11 月 10 日(木)～12 月 25 日(日)】
横浜ランドマークタワーに人気アニメ「ONE PIECE」が登場！
クリスマスツリーと共に「冬島のチョッパー」を再現しており、12 月の毎週末 18：00 から恒例
の降雪イベントがありますので、是非チョッパーに会いに行ってみてくださいね。
日程：12 月 3 日(土)、4 日(日)、10 日(土)、11 日(日)、17 日(土)、18 日(日)、23 日(金・祝)、
24 日(土)、25 日(日)

年末年始のお
末年始のお知
のお知らせ

会員募集

寒い冬が今年も訪れ、新年を迎える準備の時期となりました。

随時会員を募集していますのでご協力をお願いいたします。

12 月 29 日～１月 9 日まで萌の年末・年始のお休みとさせて頂

◆正会員

きますのでご了承ください。

原則として誰でも入会できます

新年の訪問は１
１月 10 日からとなっています。

総会に出席し議決に参加することができます

来年もスタッフ一同よろしくお願いします。

◆賛助会員Ａ 年会費 １００００円

年会費 １００００円

会の活動に賛同、利用する個人または団体

編集後記
◆賛助会員Ｂ 年会費 ３０００円
年３回発行の会報の内容を見返すと“災害”に関することが多かったのですが、楽
会の活動に賛同、利用する個人または団体
しいイベント報告や勉強会の報告と賑やかな内容でしたね。また来年も楽しい話題
郵便局振込口座記号番号 00230－5－111338
を提供できたらと思っております♪(茂木)会報作りに参加し１年。苦手だったパソ
加入者名：ＮＰＯ法人レスパイト･ケアサービス萌
コンとも会報を通して少しずつ仲良しになりました。来年も楽しんでもらえる会報
利用者様ご家族には毎年会員登録をし『萌』をご利用くださ
作り頑張りますのでお楽しみに～(椿山)今回の会報は何を伝えようかな、というと
るようお願いいたします。
ころから会報作りが始まります。若いスタッフの新しい感覚が入り、いろんな企画
が立ち上がり、編集作業も楽しいです！今回は、写真撮影をがんばりました！（平）
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