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遺言 の具体化とさらなる展開を目指して

江草安彦先生が逝去されて1年を迎えようとしています。
山陽新聞社から「江草安彦伝」と「江草安彦を語る」の

2冊が、先生の3月13日の命日にあわせ出版されます。
「江草安彦伝」には先生ゆかりの103人の方々が、交流
と思いを寄せて下さっています。先生の偉大さとともに、
やさしさが伝わってきます。
「江草安彦を語る」は追悼講演会をまとめたものです。
国際的な視野に立った活動ぶりがよみがえってきます。
先生が目指したもの、それは旭川荘の創立理念である
「敬天愛人」に凝縮されています。
先生は亡くなる直前のテレビ対談や「旭川荘療育・医

療センター」の新築落成式のあいさつ等で、「あと5年、
命が与えられれば、障害者の文化・芸術活動と、アジア
への貢献に力を尽くしたい」と、熱く語られました。その
遺志を我々は継ぎ、具体化しなければなりません。
と同時に、その先への展開も求められています。その

責務が我々に課せられています。現時点では軽度知的
障害者のための学びの場「カレッジ」やベトナム・ミャン
マーとの交流・支援を企画しています。
旭川荘の60年を牽引して来られた川 祐宣初代理

事長、堀川龍一荘長そして江草安彦第2代理事長の築
かれた実績に安住することなく、守るべきものは守り、新
たなチャレンジによって変革すべきは変える。そのことを
3月13日の江草先生の命日を期に誓いたいと思います。
江草先生が最後の30年間、執務室として使われた4

号館は「江草安彦記念館」として整備し、職員、学生、
利用者・家族はもちろん、広く市民、県民の方々にも公
開し、先生が目指した望ましい地域社会づくりの理念を
継承・発展させていく学びの場にするよう計画を練ってい
ます。今秋にも開館することを目指しています。ご期待
ください。

理事長 末光 茂
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岡山南ロータリークラブより桜の植樹

岡山南ロータリークラブ（RC）による桜の植樹が2月16
日に行われました。旭川荘への植樹は平成9年に始まり
今年で19回目、桜の木は90本となります。
旭川学園の中庭で行われた植樹式には、同RC会員

など約60人が出席しました。はじめに、同RCの小松原
正吉会長が「この桜が利用者や職員、外来の方 に々とって
癒やしや安らぎをもたらすものになってほしい」とあいさつ。

続いて末光茂理事長が「9月10日の江草安彦先生生誕
90年に合わせ、90本の桜を写真に撮って飾りたい」と謝
辞を述べました。
その後は、ソメイヨシノの成木2本に参加者がかわる
がわる土をかけて植樹。最後に同学園利用者の正富
洋平さんが旭川荘を代表してお礼を述べると、出席者
から大きな拍手が送られました。

旭川学園の正富さん（手前）も植樹に参加植樹する岡山南RCの皆さん
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京都市児童福祉センターの門眞一郎副院長を招いた2回目の講演会（旭川荘総合研究所主催）が
1月13日、療育・医療センターで開催されました。

門副院長は昨年9月に続いて「重いコミュニケーション障害をもつ人への視覚的支援（2）
～虐待を防止するためには～」と題して講演。要旨を紹介します。

門眞一郎 京都市児童福祉センター副院長講演会

「重いコミュニケーション障害をもつ人への
視覚的支援」講演要旨

今回は虐待を防止するためにはというテーマで依頼を
受けた。平成24年に厚生労働省が「障害者福祉施設に
おける障害者虐待の防止手引き」という資料を出してい
る。この中で「障害者虐待の多くが知的障害・自閉スペ
クトラム症（自閉症）の障害特性に対する知識不足や行
動障害など問題行動と言われる行動への対応の技術不
足の結果起きていることを踏まえて研修を計画することが
重要である」と指摘されている。つまり、虐待の原因の一
つは知識不足と技術不足である。手引きの中にどんなこ
とを研修すべきかが書いてある。行動障害の背景・理由
を理解するアセスメントの技法と自閉症の支援手法が書
かれていることが、これまでになかった新しい点である。
自閉症の人への支援として構造化はよく知られている。
しかし、支援の手法として構造化だけでは不足である。
構造化は実は理解コミュニケーションの支援方法であり、
コミュニケーションの支援は理解だけでは半分しかでき
たことにならない。本人から伝えたいことをこちらに伝え
てもらう表出コミュニケーションの支援が必要である。本
人が伝えたいことを「くみ取る」「推測する」「想像する」の
ではなくて、本人からちゃんと伝えられるように伝え方を
教えることが大事だ。
2014年にアメリカの児童青年精神医学会が自閉症の

児童青年のアセスメントと治療のための実践支援という
ガイドラインを出した。この中に「コミュニケーションは支
援の中核であり、自閉症の人への支援の中心的部分で
ある」と書かれている。言葉を話さない人にはサイン言
語やコミュニケーションボートなどの視覚的支援が使える。
絵カード交換などの補助代替コミュニケーション支援や
その他の補助手段によってコミュニケーションができる。
補助代替コミュニケーションの一つとしてPECS（Picture
ExchangeCommunicationSystem：絵カード交換式コ
ミュニケーションシステム）を紹介したい。自閉症やその
他のコミュニケーション障害の子どもから成人に、コミュニ
ケーションを自発するように教えるための絵カードを使っ

たユニークな代替コミュニケーション方法である。表出に
関してはPECS法が役に立つ。
缶コーヒーが欲しいために施設のフェンスまで乗り越え

て外出していた人が、PECSを使って缶コーヒーが欲しい
ことを要求できるようにすることで、行動障害が軽減した
実例がある。
本年4月から障害者差別解消法が施行される。自閉

症の人にこうした視覚的な補助代替コミュニケーション手
段を使うことは合理的配慮のひとつである。重い障害の
人でコミュニケーションの範囲が極めて狭くなって、場合
によっては様々な行動障害が出る人には是非とも早く補
助代替コミュニケーション手段を使って支援をしていただ
きたいと思う。

講演する門副院長
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医療と福祉に関する総合的な相談窓口「障害者総合相談支援センター」。ここに入居する地域療育セン
ター、おかやま発達障害者支援センター、岡山障害者就業・生活支援センターは、旭川荘祇園地区内に
点在していました。さまざまな相談をワンストップで受け付けるのはもちろん、外来受診と並行した窓口利
用も可能に。「スタッフ同士、顔を合わせて話ができるようになり、相談案件を包括的にコーディネートする
上で、情報共有や連携が取りやすくなった」と地域療育センター村下志保子所長は話します。地域療育、
発達障害者支援、就業支援のエキスパートたちが集結したことで、地域のニーズに合わせたきめ細やかな
支援が可能になりました。

障害者総合相談支援センター

地域で生活する障害児者がいつでも安心して受診できる
総合医療施設を目指して平成26年12月にスタートした

旭川荘療育・医療センター新棟。
運営開始から丸1年が経過した「今」を紹介します。

（広報委員 村上由実子）

利便性の向上を目指し、児童院と療育園に分かれていた小児
科・小児神経科、整形外科などを2階へ集約。ところが、受付の
方法や診察場所など全てが一新されたことから、当初は混乱を
招きました。「『案内掲示が少ない』『わかりにくい』など厳しいお叱
りの言葉を受けたことも」と藤井安恵看護師長は振り返ります。そ
の度にどうすれば良くなるかをスタッフ全員で検討し、設備や対
応を見直してきました。「まだまだ完璧とは言えないが、これから
も利用者の声に耳を傾け、真摯に対応していきたい」と赤澤美枝
看護師長は話します。

外来（小児科・整形外科他）・受付

きれいに整理整頓された薬瓶、広く明るくなった調剤室。調剤台も新しくなり、清
潔感あふれる薬局になりました。病棟も増えたため、全自動散薬分包機など新しい
設備も完備。日々進化する薬の情報をいち早く提供するために、栄養サポートチー
ム（NST）専門療法士などの認定資格も積極的に取得しています。「薬の専門家」と
して丁寧かつ確実な作業で利用者の健康を支えています。

薬局

1階

2階

童画作家中山忍さんと岡山工業高校の生徒が制
作した樹木のオブジェ。中山さんによる季節ごとの
お色直し は待合スペースに華を添えています

患者情報を入力し、薬剤を投入すると自動で
袋詰めしてくれる全自動散薬分包機

旭川荘療育・
医療センター

新棟スタートから1年

特集
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その他、検査室では、最先端の骨密度測定装置（DEXA）を平成27年1月に導入。障害者歯科（口腔科学
健康センター）では摂食嚥下リハビリテーションを強化するなど、これからも機能の充実を目指します。

旭川荘フーズセンターという別の建物にあった栄養課は、新棟の3階
へ移転。厨房と病棟が近くなり、より温かい食事を提供できるようになり
ました。下処理室と調理場、洗浄室の境目には、表と裏から開けられ
る両面棚を採用。棚越しに受け渡しを行うことで、衛生面に配慮しなが
らスムーズな動線も確保しました。約350食の美味しい給食を毎日提
供しています。

給食部門（栄養課）

自閉スペクトラム症の子どもにとって、周囲の刺激が少ないことは安
心につながります。スタート当初は、受付が2階、診察は4階と別々のフ
ロアでしたが、発達障害という特性から、一度降りたエレベーターに再
び乗ることが困難な子も多く、保護者からの要望も多く寄せられ、平成
27年6月より受付を4階に変更しました。近々、処方箋の受け渡しも可
能になります。長年、専門機関として発達障害者支援を担ってきた同
センターには平成27年4月から11月までに延べ約5,400人の受診があり
ました。発達障害への関心が高まり、受診希望者も増加する中、本人
とその家族にとって、安心して受診できる環境づくりを心掛けています。

子どものこころ発達センター
（児童精神科）4階

理学療法士、作業療法士、言語聴覚士で構成されるリハビリテーシ
ョン課。入院約400人、外来約1,000人の利用者に対して療育支援を
行っています。最上階にある明るく広 と々したセラピールームには、カラ
フルな遊具（リハビリ器具）が揃い、リハビリに励む子どもたちの明るい声
が響きます。

リハビリテーション5階

最新のドイツ製洗浄機を導入。放出熱を抑
えた節水型で洗浄のコストダウンも実現

カラフルな色合いの待合室

セラピールーム。ボルダリング壁
（右端）を使った作業療法もできる

地域中核病院の新生児集中治療室（NICU）長期滞在問題の解消を目的に発足したポストNICU病棟。
新規に5人を受け入れ、現在は12人（定員13人）が入院しています。昨夏、岡山大学病院のNICUから転
院してきた1歳の男児は、頚部リンパ管腫で呼吸が困難なため、医療的ケアが欠かせません。家に戻って
も同じようなケアができるように、男児の家族は病棟内の「家族室」を利用し、スタッフから吸引などの手技
を学んでいます。児童相談所とのカンファレンスも実施し、在宅での生活に向けて準備を進めています。
来年度にも1人入院予定です。

ポストNICU病棟3階

発達障害医療には欠かせない心理療育。
学校のような雰囲気で学びます



2月13日に吉備ワークホームでは初の試みとなるバレ
ンタインチョコ作りを行いました。18人の参加者のうち7人
が男性で、近年「逆チョコ」を贈る男性が増えているという
噂はどうやら本当のようです。
チョコ作りは初めてという利用者が多い中、今回挑戦し

たのは「ミニチョコクロワッサン」と「オリジナルチョコ」の2品。
まずはチョコクロワッサン。あらかじめ切っておいたパイ生
地にチョコレートを乗せ、クルクルと巻いて表面に卵黄を
塗り、オーブンに入れます。焼いている間に次のオリジナ
ルチョコへ。湯せんで溶かした2種類のチョコレートを丸
やハートの型に流し込み、ナッツやレーズン、トッピング

シュガー等でそれぞれ思
い思いのデコレーションを
施しました。
チョコクロワッサンの香

ばしい匂いが漂う中、まだ
かまだかとオーブンの前
で焼き上がりを待つ人も。
出来上がったチョコクロ
ワッサンは熱々のうちにい

ただきます。生地はサクッ、中からチョコがトロッ。自然と
笑みがこぼれます。
オリジナルチョコはラッピングの袋に入れてプレゼント用

に。渡す相手は、彼氏・いつもお世話になっているボラン
ティアの方・自分用などさまざま。男性は特に母親や娘な
ど家族へ渡すといった方が多くみられました。
グループホームから参加した広上章子さんは、「チョコ
クロワッサンを作ったのは初めて。出来立てはとてもおい
しかった。簡単に作れそうなので、またグループホームでも
作ってみたい」と話していました。（広報委員 岡本智子）

出来立てのクロワッサンを手ににっこり

チョコクロワッサンを作る参加者
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松山ワークセンターの手作りクッキー「Cotoli（コトリ）物
語」に新商品「さつまいも」と「ゆず」が加わりました。 種の
クッキーとパウンドケーキを合わせたギフトセットを3月1日
から同月末までの期間限定で販売することにしており、
「ホワイトデーのお返しにいかが」と呼びかけています。
「さつまいもクッキー」は利用者や職員が栽培したサツ
マイモを使用。ふかした後、つぶして生地に練り込んで
おり、素材の自然な甘みを生かしました。さらにクッキー
の縁に紫芋パウダーをまぶして 芋皮 を再現。表面に黒
ゴマをあしらい、一目で芋のスイーツと分かるよう、見た
目にもこだわりました。

「ゆずクッキー」
は施設内で採れた
ユズを活用。刻ん
だ皮と果汁を生地
に加えて、風味豊
かでさっぱりとした
味わいのクッキー
が完成しました。
菓子工房担当の
後藤友美支援主
任は「サツマイモ
やユズの風味を生かすよう、材料の配分を変えながら、
利用者と一緒に試作を重ねた。ぜひ味わってほしい」と話
しています。
ギフトセットは、望の丘ワークセンターの「りんごjam」を
使って焼き上げた「りんごのパウンドケーキ」か柚子ジャム
（市販品）を使った「ゆずのパウンドケーキ」のいずれか 個
と、種のクッキー（各 枚入り）を小箱に詰めて1000円（税
込）。クッキー単品は各250円（同）。ユズなどの材料に
限りがあるので、なくなり次第販売を終了します。
問い合わせは松山ワークセンター（0866-22-7101）へ。

さつまいも＆ゆず味クッキーいかが
松山ワークがギフトセット限定販売

新作クッキー（右からさつまいも、ゆず）とパウンドケーキのセット

ユズの皮を刻む利用者

バレンタインチョコ作り
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茶碗蒸し
サワラを使って春の一品に

みなさん、「岡山県高梁市」という市の名前を聞くと何を
連想されますか？その高梁で今一番の注目はやはり「備
中松山城」ではないでしょうか。
全国に現存する12天守の中で唯一の山城、最も高い

所（標高430m）に天守が現在する城であり、岐阜県の美
濃岩村城、奈良県の大和高取城と並んで日本三大山城
と言われています。雲間に浮かぶ「天空の城」として、TV
やマスコミなどにも取り上げられ、数多くの観光客が高梁
を訪れています。
その備中松山城ですが、NHK大河ドラマ「真田丸」の
オープニング映像に登場しているのをご存知でしょうか？
大手門北側の石垣、本丸の石垣と天守、ドローンを使用
し撮影されている天守の屋根を上空から撮影された場面
など、各映像にCG加工を施しているようです。
筆者自身、小学生の時以来となる備中松山城に行って

みました。ふいご峠（8合目）から700m（徒歩20分）で天

守に到着するのですが、登るのがこんなに苦しいと思うの
は年齢のせいかもしれませんが…。
平日でも県外ナンバーの自家用車が多く見られ、その
注目度や関心の高さがうかがえます。
このほか高梁には、ベンガラで有名な「吹屋ふるさと
村」や県下三大踊りのひとつ「備中たかはし松山踊り」、ま
た「天然の鮎」「インディアントマト焼きそば」「ピオーネや
桃」などの観光名所や祭り、特産品が数多くあります。こ
の機会にぜひみなさん「高梁に来てつかぁせえ」。

（広報委員 間野敏志）
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高梁に来てつかぁせえ

子どもにも大人にも人気があるのが茶碗蒸しです。かにやえび、
たけのこ、木の芽、ぎんなん、きのこなど、その時々の旬の素材を
取り入れることで季節を感じる一品になります。今回は春が旬の
サワラ（鰆）とほくほくの食感が味わえるゆり根を使いました。茶碗
蒸しに欠かせない卵にはたんぱく質が豊富に含まれ、筋力アップや
美肌効果も。冷やしたり、あんかけにしたりするのもおすすめです。

（フーズセンター 石原美江）

卵 3個
サワラ（刺身用） 4切れ
生しいたけ 4枚
ささみ肉（鶏もも肉も可）1本
かまぼこ 4切れ
ゆり根 小1個

ASAHIGAWASOU DAYORI 2016.3.1 212号

具材を薄く切ったり、細かく
刻んだりすると、飲み込みにく
い方にも食べやすくなります。
まいたけを使う場合は卵が固ま
りにくいため、茹でてから使いま
しょう。

ワン
ONEPOINT

ポイント

○材料（4個分）

栄養量：1個分
………………………
エネルギー：118kcal
たんぱく質：10g
塩分：0.7g

みつ葉 4本
イクラ（飾り用） 適量
出し汁 360cc
みりん 小さじ1
しょうゆ 大さじ1/2
塩 小さじ1/3

☆

兼
献
牽
献
験

〈作り方〉
①☆を鍋に入れ、ひと煮立ちさせてから冷ましておく。
②ゆり根は食べやすい大きさにほぐし、生しいたけは半分に切る。
ささみ肉は筋を取り、4等分にする。

③①に割りほぐしてザルでこした卵を入れ、よく混ぜ合わせて卵
液を作る。

④器にすべての具材を4等分ずつ入れ、卵液を注ぐ。

湯気のたった蒸し器に器を入れ、濡れ布巾をかけてから、強
火で2分加熱し、弱火で約15〜20分蒸す。蒸しあがる直
前に三つ葉を入れる。

⑥ 蒸し器から出して、イクラを飾る。

大河ドラマにも登場。注目を集める備中松山城



療育･医療センターで
2月8日、「ロボットスーツ
HAL」（以下「HAL」）
に関する講演会が開催
され、職員や利用者の
家族ら約70人が参加し
ました。
筑波大学大学院の
山海嘉之教授が昨年
10月、厚生専門学院
で講演を行いましたが
（208号で紹介）、旭川
荘のケア現場への導入
の可能性を探るべく、
開発会社の担当者から
具体的な説明を聞くこと
となったものです。
講演会には、障害者が脚に装着するリハビリ用のスーツと、
介助者が腰に装着する介護支援用のスーツの2つのタイプが
用意され、センターの職員が装着して動きなどを確認。「脊
髄損傷の患者への効果はどうか」「センサーはどのように貼り
付けるのか」など、活発な質疑が行われました。また介護支
援用を装着した職員は「ベッドからの起き上がり介助など腰の
負担が軽減されそう。リフトのない病棟で役立つかもしれな
い」と語りました。講演の終了後も周りには多くの職員が集まり、
装着感や操作方法などを確かめていました。
1月の安倍晋三首相の施政方針演説でも、日本のイノ

ベーションの代表例として紹介された「HAL」。旭川荘として
も、教育現場や障害･高齢者ケア現場への導入の検討を進
めています。
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ロボットスーツHAL
療育･医療センターでも実演
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厳しい医療環境の中で地域住民の健康づくりや予防・治
療などに長年取り組み、功績をあげている医療関係者に贈
られる「医療功労賞」の都道府県受賞者に、川上診療所の
菅原英次所長が選ばれ、1月21日に授賞式が行われました。
医療功労賞は、読売新聞社が主催し厚生労働省などが
後援しているもので、今年で第44回目。岡山県では菅原
所長を含め2人が受賞しました。
ピュアリティまきび（岡山市北区下石井）で開催された授
賞式には、読売新聞岡山支局の山本徹支局長のほか、岡
山県の荒木裕人保健福祉部長らが出席。山本支局長が、
看護師とともに中山間地域の高齢の住民らの課題を把握し、
自らも積極的に訪問診療にも出かける「川上方式」の地域包
括ケアシステムを構築した菅原所長の功績をたたえ、表彰
状と記念品を贈呈しました。また荒木部長は「菅原所長は
地域包括ケア、中でも在宅の緩和ケアなどに積極的に尽力
されてきた。今後ますます高齢化が進む中でモデルとなる
功績を上げられた」と祝辞を述べました。
菅原所長は、「支えてくれたスタッフや地域の方々、きっか
けを与えてくれた江草安彦先生に感謝したい。地域包括ケ
アとは、地域のすべての方 に々関わっていく医療だと理解し
ており、病気を治すだけでなく、その人の生活を支え、生き
方をも支えるつもりで取り組んできた。それが評価されたな
ら本当に嬉しい」と受賞の喜びを語りました。

川上診療所
菅原英次所長に医療功労賞

旭川荘ごよみ
SCHEDULECALENDAR

3月
1～5月27日 常設展・春…………………………旭川荘アートギャラリー

4日 第44回卒業証書授与式 …………旭川荘厚生専門学院
10日 第33回つばさコンサート……………旭川児童院
18日 旭川荘評議員会・理事会…………旭川荘

☆ひな祭り行事
卒業・卒園行事 各施設

1日 辞令交付式 ………………………旭川荘
5日 入学宣誓式 ………………………旭川荘厚生専門学院
29日 第33回旭川荘子どもまつり ………旭川荘

☆ 花見行事
入学・入園行事 各施設

4月

券
犬
鹸

職員や利用者の家族ら約 人が参加した講演会

券
犬
鹸

表彰状を
受け取る
菅原所長
（右）

今号の特集（4、5面）の中で紹介した子どものこころ発達
センターには、自閉スペクトラム症の子どもとその家族が
多く来院しますが、中には不安な顔で訪れる人もいます。
センターで働くスタッフとして、「ここに来て良かった」と安
心してもらえるような病院づくりを心掛けたいと改めて感じ
ています。 （広報委員 村上由実子）

編集後記

介護支援用を装着体験する職員


