
　多くの市町村で療育相談事業に携わる中心となっているのは保育士である。その理由と
しては、遊びのレパートリーが広いこと、就学前の児童を幅広く見ているので子どもの実
態を熟知していること、保護者との関係の取り方も慣れていること等があげられる。しか
し、保育士の養成課程で障害児の理解と支援にかかわる科目は少なく、療育における遊び
の目標や方法について詳しく学んでいるわけではない。
　県や全国レベルでの療育担当者（ほとんどが保育士や児童指導員）の研修会講師を担当
した際に筆者の実施したアンケートによれば、参加者の 66％が気になる子どもの行動に
対してどのように対応したらよいか悩んでおり、保護者への説明にも困っていた。彼らの
困り感や悩みの具体的内容は、落ち着きのない子や衝動的な子、不器用な子、集団に入れ
ない（外れてしまう）子に対してどのように指導・対応すればよいのか、ということであっ
た。また、こうした子どもたちの指導に利用する遊びの内容や提供する方法についても学
びたい、という声も寄せられていた。筆者が以前から関わっている市町村の療育担当者も
ほとんど同じ意見であり、子どもの発達を促すために良い知恵はないか、という問題意識
が強く表されていた。
　筆者の勤務していた大学の所在市には市立児童発達支援センターが設置されており、30
年以上前から発達の気になる児童に対する指導や家族支援を行ってきた。最近対象児童に
上記のような傾向を示す者が著しく増えるとともに、以前から指導方法として用いてきた
行動分析だけでは対応しきれなくなっており、子どもの発達を促す遊びや日常生活指導の
理論的根拠を求める必要性が感じられていた。
　筆者はこの施設の療育プログラムに関する園内研究担当者から協力依頼の相談を受ける
中で、感覚統合理論の導入が適切ではないかと提案し、検討の結果、当該年度から開始さ
れていた研究テーマ「衣服の着脱指導」に感覚統合療法の考え方を取り入れることになっ
た。担当者の訴えによれば、衣服の着脱に落ち着いて取り組めない、着脱を教えても定着
しない、特定の衣服へのこだわりが強い、気候に適した衣服が着られない、等の問題が挙
げられた。筆者は感覚統合療法の考え方を学ぶ職員研修会に講師として招かれ、衣服の着
脱には感覚調整の問題（触覚過敏など）が関連するとともに、不器用等の問題（身体図式
の形成や運動企画）とも深い関係があると指摘した。
　1 年目は子どもに見られる感覚調整障害のサインや身体図式の現状についてアセスメン
トを行い、年齢や発達段階によって様々な問題が見られるものの、半数以上の子どもに身
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体の使い方がよくわかっていない、身体のパーツに関する意識が弱い、等身体図式に関す
る問題が見られた。またおよそ 1 ／ 3 の子どもに何らかの感覚調整障害の兆候が見られた。
2 年目にかけて、このアセスメントを元に職員と筆者は療育プログラムで利用する遊びの
内容や提供方法を検討し、研修 3 年目には研修報告書が作成された。その遊びには触覚や
固有受容覚が多く導入され、子どもの発達段階に合わせた感覚－運動遊びや変身ごっこ遊
び（例：TV 番組のヒーローやヒロインになりきる）を通して、それぞれの指導目標が的
確に達成された様子が述べられていた。また、更衣動作が的確にできるようになるにつれ、
子どもたちの中に達成感や有能感が形成され、保護者からは「子どもが変わった」「叱る
頻度が減った」等の反応も見られた。
　この成果を踏まえて、次年度からは園内研究のテーマとして「感覚統合を取り入れた遊
び」が取り上げられ、療育の主要なプログラムである「遊び」を感覚統合理論に基づいて
見直す作業が開始された。実際には、新しい遊びを開発すると言うよりも、これまで療育
の中で実施されてきた遊びを感覚統合理論を通して再評価し、子どもの実態や保護者の訴
えに応じて配置し直すことが主体であった。例えば、それまで重力不安の強い児童にも前
庭覚のニーズが高い子どもにも一律にスイングホースを提供してきたことを見直し、前者
にはスイングホースの高さを下げて足底が床につくようにして自分の怖くない範囲で揺ら
すように、後者には高く揺らすように、それぞれ分離したことなどである。この園内研究
の結果は「感覚統合を取り入れた遊び実践集」としてまとめられた。この実践集では、プ
ログラム導入前の子どもの実態から、導入中の子どもの変化、最終的な子どもの反応、と
時系列を追った記述がなされ、子どもの変化と療育プログラムの効果が関連付けられてい
る。漠然と「よくなった」とするのではなく、いくつかの指標を設定してその変化を追跡
した点が優れていると感じられた。
　感覚統合療法を個別の児童を対象として提供する場合とは異なり、療育相談事業では感
覚統合理論に基づく遊びが集団プログラムとして実施されることが多い。その場合、子ど
ものニーズを優先するよりも集団を動かすことがメインになってしまい、必ずしも子ども
の実態にそぐわない遊びを提供してしまうことが危惧される。今回紹介した事例では、施
設の保育士の方々が熱心に感覚統合について学ばれるとともに、個別の子どもたちのニー
ズに合わせた遊びを提供することでこのリスクを回避し、結果として発達を促して社会的
な生活に適応していく基本的なスキルを子どもが獲得していくことを支援できたのではな
いか、と考えられる。
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近 況 報 告
　昨年新潟医療福祉大学を退職して現在はフリーランスです
が、大学の非常勤講師、県内３市町の療育相談教室講師、保
育園・放デイのコンサルテーション、新潟県作業療法士会顧
問等として働いております。さらに、パートタイム農夫とし
て 15 種類の野菜を作り、親戚や孫に出荷（？）しています。
健康維持のためにロードレーサーに乗って走り回っています

（写真参照）。
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社会福祉法人　北海道療育園
美幌療育病院　リハビリテーション科

作業療法士　中山　雄介
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　施設紹介第２回は、社会福祉法人北海道療育園　美幌療育病院の中山雄介が担当させていた
だきます。
　はじめに簡単な自己紹介をさせていただきます。私は東京都小金井市（小金井公園やスタジ
オジブリで有名ですね）の出身です。15 年前に妻と北海道美幌町に移り住み、以降当院で作
業療法士として、発達にさまざまな特性を持つ子ども達とそのご家族への支援をさせていただ
いております。
　感覚統合療法との出会いは養成校の学生の時でした。東京で行われた感覚統合学会研究大会
に参加し、小西紀一先生の公開セッションを見学した時の衝撃が忘れられず、発達領域への進
路と感覚統合療法を深く学んでいくことを決意しました。その後、認定講習はＣコース（治療）
まで修了しましたが、20 年ほど前の決意は経験とともに変遷してゆき、現在は認定セラピス
トへの道が壁のように高く感じてしまう自分がいます・・・。
　当院がある美幌町は、北海道の東部、オホーツク海から 30 キロほど内陸に位置しており、
海や山にも近い自然の豊かな所です。美幌（ビホロ）は、清流が合わさる水の豊かな地域にア
イヌ語で ｢ピ ･ ポロ＝水多く ･ 大いなる所｣ と名付けられることが語源となりました（美幌町
HP より）。本州にお住まいの方々には解りにくいかと思いますが、網走（監獄や流氷で有名で
すね！）や北見（カーリングやハッカで有名！）の近く、と言えば何となくイメージしやすい
のではないでしょうか。
　当院は、重症心身障害児・者施設をベースにしながら、発達外来・外部支援を行っている施
設です。特徴としては、広大な北海道の地域特性に基づくもので、発達外来の開設以降、地域
からのニーズに応えていく形で、アウトリーチ型の支援に力を入れるようになったことです。
現在は近隣の 13 市町村との契約に基づき、各種健診とそのフォロー事業、子育て支援センター、
幼稚園・保育園訪問、発達支援センター（近隣のセンターには心理職やリハ職がいないところ
がほとんどです）、小中学校に訪問し、お子さんやそのご家族への支援や関係職員に対する助
言指導を行っています。
　移動時間は車で片道最長で３時間（最短で５分の時もあります）、広大なエリアにあって発
達領域を専門とする機関や専門職が少ないのが
現状です。しかし移動中は、オホーツクの美し
い景色に癒されたり、途中美味しいソフトクリー
ムを食べる寄り道をしたり、同僚との支援であ
れば車中熱い議論を交わしたりと、充実した時
間となっています。
　外部に出向いて支援を行う際、私たちが大切
にしていることは、「セラピストであってもスペ
シャリストではなく、ジェネラリストであれ」と
いうことです。というのも、地域に出向むいて出
会う子ども達とその家族、また支援に携わる人た
ちにとっては、その場だけのセラピーではなく、
私たちが支援から帰った後にセラピーがどのよ

施設紹介【美幌療育病院】

写真1注）外部支援の楽しみのひとつ。
休憩中のおやつ。
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うに生活につながっていくか
という視点が大切です。また、
地域支援で求められるニーズ
は多種多様なので、「SI で」「OT
として」という視点だけでは、
どうしてもニーズに応えられ
にくいということもあります。
このため「ジェネラリストモ
デル」（多様な専門性を活かし
総合的に判断する）を重視し、
OT だけの専門性に留まらず
様々な支援方法・支援の視点
を大切にしています。
　地域特性を活かし地域に根
差した支援を目指しています
が、まだまだ道半ばというと
ころです。全国にいる SI を通じた仲間たちとのつながりや励ましを糧に、がんばっていきた
いと思います。
　お近くにお越しの際は、いつでも連絡してください (^^)/

〒092-0030 北海道網走郡美幌町字美富9番地
　社会福祉法人　北海道療育園　美幌療育病院　リハビリテーション科
　　中　山　雄　介
　　TEL : 0152 -73 -3145

写真 2注）　現在のリハビリテーション室の様子。コロナウ
イルスの感染状況により外来機能を一部休止し
ているため、倉庫状態で休業中です。

職 員
紹 介

右上で手を振っているが筆者です。
OTは私を含めて 5人いますが、現在は「院内チーム」と「外来・外勤チー
ム」に分かれて活動しています。ミーティング等では ZOOMを用い
て近況を報告し、情報共有しています。1年以上前から 5人で顔を合
わせてはいませんが、心はつながっています（と信じたい）。



A・ジーン・エアーズ 著　pediatric Therapy Network 改訂
古賀祥子 訳　岩永竜一郎 監訳

金子書房

キャロル・ストック・クラノウィッツ 著
高松綾子 訳　土田玲子 監訳

金子書房
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　本書は、絶版になっていた 1979 年発行のエアーズ博士の著書（邦
題；子どもの発達と感覚統合）に、アメリカの作業療法士達が新た
に加筆、編集をし直し、2005 年に再度アメリカで出版されたもので
す。感覚統合の研究に関する最近の考え方を取り入れて作り直され
ており、写真やコラム、付録等も付け加わって、旧書より一般の読
者に分かりやすく読みやすいものになっています。
　まえがきには、クラーク博士が初めてエアーズ博士に出会ったエピ

ソードなども書かれており、アメリカでのエアーズ博士の仕事ぶりや人となりも垣間見えます。
　内容は、感覚統合の概念の説明や用語の説明、感覚統合の発達、感覚統合不全のいくつかの
特性に関する説明、感覚統合の評価と介入、保護者支援等、多岐にわたり、感覚統合理論の概
要を紹介する入門書として、保護者、教師のみならず、多くのセラピストにしっかり読み込ん
でほしい本の一つです。（土田玲子）

本の紹介

感覚統合の発達と支援

　本書の原著（The Out-of-Sync-Child）は、アメリカでは感
覚統合の問題を理解するために、保護者が読むことを勧めら
れる必読書の一つとして広く知られています。
　著者は保育士としての経験のみならず、エアーズ博士の後
継者の一人とも言われるルーシー・ミラー博士と出会うこと
で感覚統合理論に出会い、現在は感覚統合の問題についての
正しい知識や情報を普及するための活動に従事されています。

この本でも、特に理論の部分はミラー博士の貢献が大きな位置を占めています。
　訳者の高松さんはアメリカ在住で、お子さんが感覚統合療法による支援を受けた経験から、
この本をぜひ日本の保護者さんにも読んでほしいとの思いで翻訳が実現したものです。事例の
話が多く入っている点も読者の理解と共感を助ける力になっていると思います。
　日本版では、お子さんの発達に不安を抱える保護者さんが読まれることを意識し、見やすい
ように赤字や、可愛いイラスト、注釈等を多く入れ、言葉の表現にも注意を払っています。
　また、巻末に感覚統合発達チェックリスト（幼児・児童用）も入れてありますので、受診の
際やセラピストに役立つ情報を提供する一助になると思います。（土田玲子）

でこぼこした発達の子どもたち



令和 1 年 6 月承認

　　認定 161 号 飛田　孝行さん 東京小児療育病院 関東　東京

令和 1 年 9 月承認

　　認定 162 号 徳原　祐子さん 神奈川県立総合教育センター
特別支援教育推進課

関東　神奈川

　　認定 163 号 中瀬　弘士さん 米原市地域包括医療福祉センター
ふくしあ（近江診療所）

関西　滋賀

令和 2 年 2 月承認

　　認定 164 号 岩瀬佐保里さん 佐賀整肢学園からつ
医療福祉センター

九州　佐賀

令和 2 年 10 月承認

　　認定 165 号 辰野　雅彦さん 西多摩療育支援センター
上代継診療所

関東　東京
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令和1年度、令和2年度（令和１年6月～令和2年12月まで）
SI 認定セラピストになられた方々です。



編 集 後 記
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　会報は紙ベースで会員に郵送していたものが、ホームページ上に掲載することとな
り、次回会報の発行は、今までのように紙ベースでの会報を PDF 化して掲載していた
ものから、ホームページ上に会報のページを作り、順次新しい情報を掲載することに
なります。
　ホームページも大々的にリニューアルすることとなり、現在準備中です。
　常に新しい情報を掲載する予定です。
　広報では、会報原稿締め切りを、4 月 9 月 12 月とし、その 2 ヶ月前に会議をもって、
会報の内容を検討しています。これからは新しい内容も随時お送りすることができる
と思います。　また、皆さんからのご意見などもありましたら、遠慮なくいただき、
会報に反映していきたいと思います。
　情報化社会は常に目まぐるしく変化していますが、追いつけない自分がいることを
自覚しています。あえてゆっくりと生きることも大切なのではないかと思う今日この
頃です。「携帯電話を持たない日」なんて作ったらいかがでしょうか。


