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サンアビリティーズうらそえでの車椅子ラグビークラブ「ハリケーンズ」の練習を見学
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今号の表紙：青木 陽輝さん
新会員の青木陽輝さんです。2 年前に神奈川県の海での飛び込みによる頚髄損傷（C6）。今年５月に国立
リハビリテーションセンター病院（埼玉県所沢市）退院してご家族と共に沖縄に移住。陽輝さんは浦添市で
一人暮らしにチャレンジ！。これから介護サービス利用などの暮らし方を組み立てながら、車椅子ツイン
バスケットなどエンジョイした沖縄を満喫したいそうです。次ページの自己紹介投稿をご一読ください。
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しゃりん

援局機能訓練棟で 1 年 3 か月リハビリを受けてきま
した。

青 木 陽 輝

その中で病院とは量も質も違うリハビリを受けさ

こんにちは。5 月に

せていただき、それまでにまさか自分が出来るなん

東京から越してきた

て想像もしていなかった ADL 動作を獲得したり、こ

青木陽輝です。

の身体でも楽しめるスポーツに参加する事で今まで

僕は２年前 18 歳の

も大好きだったスポーツにまた熱中できる幸せを感

時に神奈川県の横須

じたり、外に出てもう一度自分の世界を広げていく

賀市で、友達と夜遊び

事で身体だけでなく気がついたら心のリハビリまで

をしていた際に海に

も出来ていたんです。この怪我を負って良かったの

飛び込み頸髄損傷

かは分かりませんが、確実に言えるのはこの怪我に

(C6)を受傷しました。

よって出逢えた沢山の素晴らしいご縁があるのと、

調子に乗った一つ

浦添市の自立マンション

の行いが招いた結果
とその影響で大好きなサーフィンができない事、そ
して何より周りの人達に大変な迷惑をかけてしまっ
た事を悔やみ、当初は自分と自分の人生をこれでも
かというほど呪いました。
しかし飛び込んだ後に命を救い、冷静かつ的確な
判断で心肺蘇生まで施し、これ以上の後遺症を防い
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でくれた親友の存在。深く傷つけ、辛い思いや死ぬ
程の心配をかけたはずなのに、僕の前では全てを押
し殺し常にポジティブでい続け、愛を持って全力で

気づかせてもらったこの世に溢れている素晴らしい

サポートしてくれた家族の存在。2 年間病院やリハ

物事から、心により一層深い感情が芽生えて人生が

ビリ施設を渡り歩いた中で、手厚いケアと適切なリ

濃ゆくなった事です。皮肉ですが頸髄損傷を通して

ハビリを施してくださった病院、施設のスタッフ方

沢山のことを学べましたし、よりディープなレベル

の存在。同じ時期に同じ怪我を受傷しそれぞれの葛

で人生を送れている気がします。

藤や夢と目標を語り合い、切磋琢磨し合った仲間達

国リハで部活動としてツインバスケをしていて、か

の存在が底なしの暗い穴を落ち続けた僕に一筋の光

なりのめり込んでいたのでフェニックスの活動が再

を射し、今までとそしてこれからも僕が前に進むた

開したら是非参加させていただきたいと思っていま

めの勇気を与えてくれました。

す。

神奈川の病院から埼玉県の国立障害者リハビリテ

話はそれま

ーションセンター(以下、国リハ)へと転院し半年間

したが、国リハ

の回復期を過ごし、その後同じ敷地内にある自立支

の機能訓練の
退所日が迫る
中で元の実家
が借家で改修
が不可能であ
り引っ越す必要があったことから、どうせ引っ越す
なら海が好きな我が家一家は夢の生活を追うような
形で沖縄移住を計画し今に至ります。
しかし計画し始めてから実際の退所日までの期間
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しゃりん

がおよそ四～五ヶ月ほどしかなく、まだ沖縄の事も

那覇市新都心にあるち
ょっと高級な鉄板焼きレ
ストランを紹介します。
投稿：仲根建作

福祉の事も知識足らずなため実際に到着してからも
色々と事足らずで正直未だに落ち着けていない状況
です。なので沖脊協と繋がれたのは大きな助け船で、
これからもしばらくお世話になると思いますのでど
うかよろしくお願い致します。

鉄板焼ステーキレストラン
碧 heki おもろまち店

また命の恩人の親友は受傷後からもずっと一番そ
ばに寄り添ってくれて、沢山を語り合い人生を共に
模索しあってきたのですが、振り返ってみると出会
いから全てが運命的に感じられ、この光に導かれて
みようと思い一緒に沖縄に引っ越して来てくれまし
た。
まだまだ未熟でなにかと至らずな僕ですが、事故自
体もまたそれからの様々な経験がそうであったよう
に一寸先は良くも悪くも全く予期出来ませんが、ど
うせ出来ないなら先で待つものにワクワクして、今
という瞬間を目一杯楽しむために何事にもチャレン
ジしていきます。
また何かのご縁でお会い出来る事がありましたら、
僕と僕の家族、親友をどうぞよろしくお願い致しま
す

出勤で毎日のように通る「新都心おもろまち」。
新しい街と言えるココにはバリアフリースポットが
多数。
今回は、県産和牛しゃぶ
しゃぶを筆頭に、こだわり
の沖縄県産和牛と旬の野菜
を目の前の鉄板で焼いてく

会員＠三代達也さんが一人暮
ら し居 住している「あがりテラ
ス」のオーナーさんから陽輝さ
んの一人暮らし応援として洗濯
機を寄贈していただきました。
感謝いたします。
ありがとうございました。

れる高級な鉄板焼レストラ
ンを紹介します。
店内は広く、車椅子ユー
ザー多数でもいけます。バリアフリートイレ完備で
すが手すりが片方ないのでご注意。また、入口スロ
ープがありますが、私は一人では難しく介助が必要
でした。
店舗目の前は新都
心公園があり場合に
寄っては公園内の車
いす用駐車場利用も
良いかもしれません。
メニューも豊富で
おいしかったのですが、4,000 円～8,000 円とお高め
でした。
〒900-0006

那覇市おもろまち 3-6-15

TEL098-867-4129
FAX098-867-0429
営業時間 11:30-23:00(L.O/21:30)
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脊髄損傷の健康管理Ⅰ

利用時間は午前９時～午後９時 30 分（プールのみ
団体利用：午前９時～午後 12 時、個人利用：午後１

皆さんこんにちは。皆さんは

時～午後８時 30 分）※行事・教室等の場合には変更

日頃の体重測定はどうされてい

あり。休館日は毎週月曜日（国民の休日に当たる場

ますか？定期通院している病院

合は、その翌日）と年末年始 12 月 29 日～１月３日

にある体重計で測定している方

です。

も多いと思います。車いすごと
乗れて測れる体重計ってなかなか無いんですよね。
私は、年齢とともに少しづつ体重が増えてきていわ

今回は体重測定についてでしたが、脊損者の健康管
理Ⅱでは低血糖について書こうと思います。
報告者：大城昌彦

ゆる中年太りですかね。これ以上増えるとトランス
ファーもままならないという危機感から少しでも体
重を減らそうと奮闘中です。
測定は、定期通院しているハートライフ病院か宜
野湾記念病院で月に一度測定しています。また、不
定期に浦添市宮城にあるサン・アビリティーズうら
そえで測ることもあります。
サン・アビリティーズうらそえはトレーニング室
に常設されており電源も常に ON のままなのですぐ
に測ることができます。自分の車いすの重量を把握
していない方は施設内のイスとかソファーなどに自

4

分で移れれば職員にお願いして車いすのみの重量を
測ってくれます。職員に確認したところ必要であれ
ば気軽に声をかけて下さいとのことでした。
サン・アビリティーズうらそえを知らない方のため
に一応書いておきますが、同施設は浦添市宮城 4 丁
目 11-1 にあり電話番号は 098-876-3477 です。
施設の内容はスポーツや文化活動を通じ、機能回
復・健康増進にくわえ、教養文化の向上及びスポー
ツ・レクレーションの場として設置したものです。
また、一般市民の方にもご利用いただき、障がい者
との交流、スポーツ・教養文化・コミュニティー活
動がより一層盛んになる事を目的とした沖縄県で唯
一の障がい者教養文化体育施設です。
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令和４年度定期総会の報告

について、保健所等に対応相談しても明確な返事が

去った 5/21 土 15:00～令和４年度定期総会をオン

をしたようですが当たり前のようにヘルパーさんも

ラインで開催しました。会員 78 名のうち 60 名（委

感染し、人材がいないことで仕方なく陽陽介護の状

任 45、参加 15）の参加でした。特に学び企画などな

況もあったようです。

かったこともあり Zoom での 15 名は少なく残念でし
たが、滞りなく審議事項全て、全会一致承認でした。
総会後の意見交換のテーマは「ちゃーすが！脊損
がコロナ感染したとき」

なく、難しいと思い、ヘルパーと自宅で過ごす判断

他にも多々意見がありましたので、次の機会に報
告します。
お疲れさ
までした。

常時介護が必要なメンバーの体験談では、入院等
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令和 3 年度障害福祉サービス（就労支援事業）の活動報告
就労支援事業（A 型及び B 型）の事業経営報告で
す。全体としてはコロナの影響がありながらも、A 型

傾向。B 型の工賃は、全国の平均工賃上回る 20,150

は 7 名の利用者体制で昨年度からはじまったスコア

円でした。一昨年 10 月開始にもかかわらず予想以上

評価方式による点数は最高報酬単価で順調に推移。

に利用者登録があったことと、生産力の記帳代行の

特にアクセシビリティ検査事業の生産力は年々増加

受注力が高まったことが功を奏しました。
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車いすソフトボール始動！ 県内初チーム
琉球ワイルドキャッツ

色分けやピクトグラムで分かりやすく 与那
原町がバリアフリーマップ、障がい者や高齢
者に活用呼び掛け
与那原町はこのほど、障がい者や高齢者向けのバリ

沖縄初の車いすソフトボールチームが誕生した。

アフリーマップを発行した。多目的トイレやエレベ

その名も「琉球ワイルドキャッツ」。競技の知名度

ーターなどを設置した施設を、ピクトグラムなどを

はまだ全国的にも低いが、障がいの有無に関係なく

使って分かりやすく記している。

楽しめる競技性が魅力だ。2 月から練習を始め、毎回

バリアフリーマップは B2 サイズの紙で折り畳まれ、
町のキャラクター「つなひきかちゃん」などを入れ
たデザインになっている。町内の主要施設を公共施
設、公園、病院で色分けしているほか、階段や勾配
のある道路なども一目で分かるように記されている。
路線バスのルートが書かれた地図や「はい」「いい
え」「トイレ」など、イラストを指さしして相手と
の意思疎通を図る「コミュニケーション指さし表記」

20 人ほどが集まる。今月 23 日には県外からチーム
を招いて初の強化試合も予定しており、年内の公式

なども記載した。
町の担当者は「今後も当事者の方々からさまざま
なアドバイスをもらいながらマップを更新していき

戦出場を目指している。
結成の中心を担ったのは会員の伊波朝一さん（52）。

たい」と話した。

1987 年に沖縄で開催された第 42 回国民体育大会（海

町はグーグルマップのマイプレイスという機能を

邦国体）のソフトボール少年男子のメンバーだった

使ったスマートフォン向けのバリアフリーマップサ

ようです。22 歳の時

イトも開設している。同サイトは https://showy-

にバイク事故で車い

smell-4674.glideapp.io/で見ることができる。

す生活となり、競技
から長らく離れてい
たこともあり、ワク
ワク感いっぱいで仲
間集めをしたとのこ
とです。
練習 は毎 週日曜

笑顔の伊波朝一さん

日 18 時から浦添市
の「サン・アビリティーズうらそえ」。興味のある
方は足を運んでください。
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褥瘡予防！
体圧分散ベッドマットレス
脊髄損傷者にとって褥瘡予防は大変大きな問題で
す。一度褥瘡が出来てしまうと簡単には治らないの
で、作らない、もしくはすぐに治療を始める事が大事
です。(個人で出来る範囲だと、出来るだけ毎日石鹸で
洗いガーゼなどで覆い清潔を保つ。)
そこで大事なのが体圧分散ベッドマットレスです。
私はベッドでは寝返りも出来ないので、ほぼ仰向け
です。そこで紹介したいのがディンプルベッドマット
レスです。

私は 1 日の半分以上をベッドの上で仰向けで過ごし
ていますが赤くなったり傷ができたりは、ほぼありま
せん。(長時間の座位は赤くなりますので注意です。)
車いすに自分で移乗する方もマットレスの端は少し
固めなので安定します。価格は 9 万円ぐらいです。役
所に補助申請で 17,600 円は補助があります。
値段が高めですが褥瘡が出来にくくなりますので、
使用者としてはかなりお勧めです。購入を検討される
方は四輪舎または車いす屋おぎどうまで相談して下
さい。マットレスについて詳しく知りたい方は事務局
の具志まで連絡下さい。

このマットレスはウレタンスポンジで、とても体圧
分散に優れていて頭部、胸部、腰部、下肢部、踵部に
それぞれ形の違うスポンジで体圧分散します。

理事長コラム
8
最近のピアサポートで県外のリハビリテーション病
院退院後に沖縄に帰ってくる支援例が立て続けにあっ
た。脊損病棟のある有名なリハ病院でしたので医療ソ
ーシャルワーカー等による在宅化のマネジメントがあ
ったと思われるが、沖脊協に直接相談依頼や問い合わ

梅雨も明けようやく晴れの日が続いておりますが、
相変わらずコロナ感染者は減らずまたまた増え始
めている状況になっております。(執筆時 2241 名)
世間はだんだんコロナになあな

せはなかった。残念な思いとともに事前に県外の主な

あになってきてますが、会員の

脊損対応病院へは情報提供すべきであったと反省。

皆さんは気を引き締めて自分

県内のリハ病院からも繋ぎ依頼が減っている。コロ
ナの影響もあると思うが、常日頃から連携姿勢を伝え
る努力は必要である。
ピアサポート広報のポスター配りを実行しよう!

の出来る範囲の感染対策(手洗
い、うがい、外出時のマスク)頑
張りましょう。
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