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仕事ができる分野であるからとあ
えて自身がマッサージ業を仕事と
することはせず洋裁の仕事をやっ
ていました︒
元気な頃︑近所の方へ無償でマッ
サージしていた母ですが現在︑認
知症で山口県の老人施設へ入所し
ており︑たまに私が会いに行って
も名前すら忘れて口にすることは
ありませんが母に﹁ちょっと腕が
おちとらんか揉んでみて﹂と言う
と白く細くなった手で私の肩を揉
み始め︑まだまだって顔をして見
せてくれます︒子供の頃︑夜なべ
した母に肩をもまされて﹁そこじ
ゃなか︑ツボにしっかりあたって
なかよ﹂と怒られていた元気な母
は怖かったのに︑今は懐かしくて
たまりません︒
母や祖父が持っていた思いを引き
継ぎ︑仕事に活かしていければと
思います︒
私自身︑資格は持っておりません
ので︑ドライバー兼︑相談員とし
て有資格者のマッサージ師と一緒
に訪問している毎日です︒高齢者
の方に接して︑会話の中で教えら
れることも多く︑障害をお持ちの
方から︑私たちの方が元気をもらっ
たりする日々に感謝しております︒
在宅介護の現場で︑
﹁寝たきりにし
ない・させない・つくらない﹂健
康な毎日を送っていただけるよう
に人と人の繋がりを大切に地域に
密着し︑社会貢献と向上心を理念
とし︑健康ライフを応援していく
ことをお約束します︒

訪問リハビリマッサージ

■ ごあいさつ

福岡マッサージサービスは︑今
年２００ ８年 ４月よ り訪問 マッ
サージ業 務を スター トいた して
おります︒
﹁訪問リハビリマッサージ﹂と聞
かれても︑ご存知ない方も多く︑
福岡では︑まだあまり知られてい
ませんが︑関東・関西では︑十数
年前より 地域 に根付 いたサ ービ
スとして︑たくさんの方がご利用
なさっているサービスです︒２０
０６年に介護保険制度の基︑介護
予防が認 可と 同時に 医療法 が改
正され︑在宅医療推進の方向で入
院期間や リハ ビリ期 間が大 幅に
短縮されました︒そのため︑患者
が満足で きる リハビ リを受 けづ
らくなっ てき ている のが現 状で
す︒特に慢性期・維持期の患者の
方へのリ ハビ リが供 給でき にく
い状況で す︒﹁ 訪問マ ッサ ージ治
療﹂とは︑そんなリハビリを受け
られなくなった﹁寝たきり﹂ある
いは﹁歩行困難﹂で自立通院が困
難な方に︑医療上マッサージを必
要とする症例︵筋麻痺・関節拘縮
等︶に対して︑医師の同意があっ
たことを 証明 する同 意書を 頂い
た上で︑各種医療保険制度を利用
して在宅 で受 けられ るマッ サー
ジ治療です︒
私が開業したのには︑八〇才に
なる私の 母や 祖父の 影響か もし
れません ︒私 が小学 一年の 頃ま
で︑祖父は健在で﹁あんま針灸院﹂
を営んでいました︒母は若い頃に
師弟制度 でマ ッサー ジの資 格を
取得しておりましたが︑マッサー
ジの仕 事は 視覚 障害 の方 が唯 一
■ 利用者の声
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繋 がりを大 切 に
健 康 な毎 日
応 援 します

古賀武さん六九歳︵大野城市︶
私は平 成十 二年に 脳梗 塞で右半
身の麻痺になりましたが︑幸いな
ことに四ヶ月間のリハビリで麻痺
していた右手も全快し︑多少の足
の麻痺で日常生活や車の運転も支
障なく好きな花作りをする日々を
送っていました︒平成十七年に椅
子に座り損ね腰を打って︑痛みも
我慢できる程度でしたので気にも
せず生活しておりましたところそ
の時に腰を強打したことが原因だ
と思いますが︑二年前から足の動
きがだんだんと悪くなり４月頃か
ら足が動かなくなってきてしまい
ました︒好きな花作りも出来ない
日々一日も早く︑以前のように自
分の足で歩けるようになりたいと
ケアマネージャーさんに伝えてい
たところ︑訪問リハビリマッサー
ジを紹介していただきました︒最
初は︑半信半疑で受けてみました
が︑マッサージをやってもらうと
シビレが取れ︑身体が軽くなりま
す︒マッサージ師の蓑原さんが体

◆歩行困難や寝たきりの方などが対象です。
・脳卒中後遺症、慢性関節リウマチ、パーキンソン病、廃用性症候群、大腿骨頸部
骨折後遺症、変形性膝関節症など、その他医師によってマッサージ・リハビリが
必要な疾患・症状を持つ方が対象です。
◆医師の同意書が発行された場合に保険が適応されます。
・ 手足の筋肉にマヒや関節の拘縮などの症状があり、医療上治療が必要と認められ
た方が対象です。
◆医療保険（健康保険）適応で費用負担が軽減されます。
・ 後期高齢者医療の方は一部負担金(１割）のみの費用です。
１回３００円〜５００円（障害者二級以上の方は金助成も適応自己負担０円)
ッサージを 受けなが ら日々少 しず

にシビレが 来て逆効 果ですの でマ

念したい気持ちで無理すると︑坐骨

なるばかり﹂自分でもリハビリに専
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の活力も沸いてきます︒﹁動かない

談義できるのも楽しみですし︑毎日

ークスや相 撲の話題 などいろ いろ

問してもらった時︑大ファンのフォ

担も少なく有難いサービスです︒訪

向くことの 出来ない 私には自 己負

日に来ていただいており︑自分で出

回から３回 ディーケ アに行か ない

く坐骨の痛みも治まります︒週に２

をしてくださり︑受けた日は足が軽

調に合わせ たリハビ リマッサ ージ

ご自身で施術所へ通院が困難な方に在宅にて（特別養護老人ホーム等生活の場も可）
リハビリマッサージを定期的に受けていただけるサービスです。
つ改善していっております︒

お問い合わせ・お申し込み０９２−５４２−６２２９
訪問リハビリマッサージ 福岡マッサージサービス

◆介護保険との併用ができます。
・ 要介護認定を受けた方も併用して医療保険が適応され、介護保険の枠とは違いま
すのでケアプランを圧迫することなく併用できます。
◆ 国家資格を持つ技術者です。
・あんま･マッサージ指圧師･東洋医学の厚生労働大臣免許所持者です。
・利用者の症状に合わせたリハビリマッサージを行います。
・ 経験豊富な技術者は様々な事例･症例を把握しています。
◆ 訪問範囲
・福岡市南区・中央区・博多区・城南区・東区
・春日市・大野城市・那珂川町・太宰府市・志免町
(その他の地区はお問い合わせください。）

安心してサービス開始していただくために、訪問リハ
ビリマッサージを無料体験していただけます。
相談員が同行いたしますのでお気軽にお申し込みください。
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福岡マッサージサービス ０９２−５４２−６２２９まで

毎健新聞・訪問マッサージについてのお問い合わせは

こだわり生きていこう
繋がっていることに感謝して
今日の幸せ感じて眠りにつこう
明日も幸せいっぱいだから
坂田

・・・・・・・・・・・・・・・・
福 岡市 の地 域包 括支 援セ ンタ ーの 愛称 募
集に利用者の方々と応募してみました ︒
﹁げんきライフ﹂
﹁ライフらくセンター﹂
﹁こんぺいとうセンター﹂
﹁好朗門﹂
﹁地域老人支援センター﹂
﹁ニコニコセンター﹂
﹁よかぽーと﹂
﹁福岡市地域住民支援センター﹂
﹁老建生活センター﹂
この中から愛称が採用されたらいいですね︒
毎健広場では川柳や俳句・詩など皆様の投稿掲載
いたします︒
︵電話・ファックス０９２︲５４２︲６２２９まで︶

「むくみと寒さ対策」

■ 障害を克服して
マッサ ージ 師の 蓑 原孝一 さん
は︑十四年くらい前から糖尿病が
悪化し︑弱視の障害者です︒
すりガラ スを 通して 見てい る状
態で︑人の顔は識別できないが明
るさは感 じら れるく らいの 視力
です︒障害者になったご自身のこ
とを語ってくれました︒
﹃失明する以前は︑サラリーマ
ンで家内と子供二人︑普通の生活
を送っていました︒まさか糖尿病
で視力を 無く すなん て思っ てみ
ないことでしたね︒視力が無くな
っていく こと が受け 入れら れず
絶望感い っぱ いなり ︑気が つけ
ば︑包丁を片手にしているところ
を家族か ら押 さえら れとめ られ
た日もありましたね︒子供たちに
とっても︑父親の目が見えなくな
ることは 受け 入れが たい事 実で
つらい思いをさせましたよ︒私自
身はうつ状態で︑生きる気力を持
てない日々を送る中︑障害センタ
ーで同じ よう な中途 失明の 方と
交わっていくうちに︑国立視力障
害センタ ーが 福岡市 西区に ある
ことを知り﹁あん摩マッサージ指圧
師・針灸 師﹂の 資格所 得す ること
を決心し︑三年間寄宿舎に入り過
ごしました︒当時を振り返ってみ
ると家内が﹁大丈夫よ︒私がなん
とかするから ﹂と言ってくれた

一言が浮かびますね︒家族の支え
があった ので 乗り越 えられ てき
ました︒家族には感謝してもしき
れませんね︒
そして︑もうひとつ私の心に活力
を与えてくれたのが植物です︒健
常者の頃 はま ったく 興味が なか
ったのですが︑植物を育てること
で心が癒されていきました︒
国立視力センター卒業後︑資格を
取得と同時に︑整形外科へマッサ
ージ師と して 十年間 勤務し てお
りましたが︑その間︑ありがたい
ことに患 者さ んから 分けて いた
だいた植物は︑数えきれないほど
で今では 庭中 ところ 狭しと 育っ
ています︒植物たちは︑ものは言
いません が新 しい芽 をつけ たり
花をさか せた りと触 った感 覚や
香りを楽しむことができ︑育てる
ことが楽しみですね︒過ぎてみる
と︑障害を受け入れて自分で克服
するのに十年はかかりました
ね︒﹄と 穏やか な顔で 話し てくだ
さる蓑原さんです︒
勤 め て いた 病 院が 不 運に も 閉
鎖となり︑自宅から当院が徒歩で
三十分と 近い ことも あり縁 あっ
て福岡マ ッサ ージサ ービス に今
年五月より勤めています︒
朝５時半に起床︑朝の散歩をし︑
日刊紙と 日経 新聞の 見出し をル
ーペで見 て気 になる 記事は 奥様
に読んでもらうのが日課です︒政
治・経済を始め︑いろんなことに
精通しており健常者顔負けです︒
もちろん 以前 は病院 勤務で した
し身体のことも人一倍詳しく︑持
ち前の勉 強熱 心さで 東洋医 学を
しっかり学んでおり︑当院の心強
いマッサージ師です︒
蓑原さんは︑患った糖尿病の治療
でインシュリンを一日一度︑打っ
て仕事をしておりますが︑今の自
分を﹃社会の一員として働けるこ
とが嬉しい﹄と言われます︒中途
失明という障害を克服して︑一人
の社会人 とし て日々 前向き でい
る彼は輝いています︒

の地区の担当センターは市町村へお問い合わせさ
れると教えてもらえます。

むくみとは、一般には「腫れ」で日常私たちが体験するのはふくらはぎに疲労
で伴う膨張感です。
原因は過剰な水分が皮下に溜まる為です。脱水症の逆をイメージしていただく
と、わかりやすいかと思います。
１日の中で、午後４時から６時頃に体温の日内変動が生じ足がむくみます。
それゆえ「夕方靴は買うな」と昔から言われているのです。
ふくらはぎのむくみ対策は新陳代謝を促進するために、仰向けに寝て自転車のペ
ダル漕ぎの動作の運動をされると効果があり少しずつ解消されます。
身体にマヒのある方も介助してもらい、足首の上下運動だけでも動かすことによ
り改善されます。
寒さ対策には、今でも幼稚園などで行われている乾布摩擦が効果的です。
皮膚を摩擦する事により表皮下の静脈の流れを促進して「免疫力」と「自然治癒
力」が高まり風邪の予防にもなります。
また、厚手の洋服を一枚着るよりは薄手の洋服を何枚か重ね着する方が、空気の
層が沢山できて断熱効果により体温消失が防げます。
体温の多くは首の付け根から奪われるので、首にマフラー（スカーフ等）をする
と洋服一枚分の暖かさがえられます。
就寝時にタオル一枚首に巻いて寝ることもよいでしょう。
風邪に対して、外出先から帰宅したら菌を受け付けないように口からと指からの
菌をシャットアウトとしてあげることも大切です。
毎日の「うがいと手洗い」の習慣をつけましょう。
手洗いに関しては最近では、薬局にジェル状や霧吹きタイプの殺菌・消毒剤があ
りますので、それを用いるのがよいでしょう。
寒さと風邪対策をしっかりやってこれかの季節過ごしましょう。

地域包括支援センターは，高齢者が住み慣れた地
域で，安心してその人らしく暮らし続けることができる
ように，健康や福祉，介護などに関する相談を受け
たり，その人の身体状況に最も適したアドバイスを行
なうなど，高齢者が自立した生活を続けていくことが
できるよう応援してくれる行政の総合窓口です。
福岡市は各小学校区別２８箇所、春日市は２箇所、
大野城市１箇所太宰府市２箇所、筑紫野市４箇所那
珂川町１箇所粕屋町１箇所・・・開設時間は月曜日〜
金曜日 午前９時〜午後５時まで緊急の場合は時間
外で電話での相談で受け付けてくれるそうです。
主任ケアマネジャー・社会福祉士・保健士など専門
のスタッフが連携し支援してくれるので安心です。
高齢者のいろんな悩み事や心配な事があったら地
域包括支援センター相談してみてはいかがでしょう。
高齢者ご本人、ご家族の方の相談も可能でお住まい

マッサージ師 蓑原孝一
東洋医学の健康にいいことコラム

地域包括支援センターとは
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