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在宅生活で思ったこと・・・ 

 

９か月もの入院中に、もう少し「あれこれ」想像しておけば良かったです 

あの頃は、ただ漠然と毎日を過ごしていました 

「病院」と「家」とでは、いくら住み慣れていた「我が家」であっても、大きな違いがあります 

「違い」はわかっていても、何をどうしたら、誰に頼んだら・・・と、戸惑うことばかりですが 

３年間、という「生活」の中で、「こうしていれば、ああしていれば…」と思ったところを、 

少しずつ書き出してみました 

もちろん費用は掛かります 

それでも、動けない不自由さの中での「安らぎ」と「生きる希望」だけは、持ち続けていたいと、

思います 

自治体の補助の対象に該当する改修や備品購入は、規定がたくさんありますので、事前に確認 

すると良いと思います（初めはレンタルして、使い勝手を見てから購入するなど） 

＊我が家の住宅改修は、フランスベッドメディカルサービスさんにトータルでお願いしました 

  

「移乗に欠かせないリフト」         「リコライト/LikoLight」 
(株)竹虎  天井走行タイプ              折りたたみ式リフト 

ヘルパーさんが１人で                住宅改修時や病院で利用 

車いすに乗せる時には便利              どの部屋でも乗れて便利ですが 

寝室と浴室で兼用しています            介助者一人での移乗に苦戦しました(^^;) 

       
＊パソコンで「リフト」、「スリングシート」などで検索すると情報が得られます 

 

私は、外出用のネットとお風呂用で２枚持っています 

病院では、ネットを共有で使用していたので、その都度、敶き込んだりが、手間でしたが、 

自宅では、ネットを着けたまま座っています 

但し、褥そうの出来やすい方は、取り外すことをお勧めします 
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「入浴用車いす・シャワーチェア」    「車いす対応洗髪洗面化粧台」 

MIKUNI                               TOTO   

入浴は週２回、訪問看護師さんが入れてくれます  汗ばむ季節、ヘルパーさんにシャンプーを 

車いすに座ったまま浴槽に入れます        お願いしています 

既存の浴室（１坪バリアフリータイプ）に、    私は前屈姿勢で洗うのですが、車いすが 

レールを取り付けるだけで、自宅のお風呂に    リクライニングすると、少し楽に洗えます 

入ることが出来ました              夏は本当に有り難いです 

  

     
 

「介護ベッドで、子供達との添い寝を叶えてくれました」 

バルーンカテーテルが入った状態で、幼い子供達との添い寝は諦めていました 

ベッドを低くすると、高低差が無いので膀胱炎になる危険。逆に高くては、子供が転落して危険。 

そこで思いついた、「床下収納！！」   

これなら、高低差も転落の危険も回避出来て good でした 「押してダメなら引いてみる」です

   
＊子供達は折りたたみベッドを使っています 
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「初代・魔法のリモコン台」 
 

養生テープでとめたリモコン 

これのおかげで、左手１本で電話・電気・エアコン・テレビが操作することができ 

動けないお母さんと、幼い子供達との３人暮らしが実現しました 

一緒にいるだけでシアワセです(^・^) 

     
 

 

 

「２代目・魔法のリモコン台」 
 

東京天使病院 リハビリ科の先生が、特殊樹脂で加工してくれました 

全く動かなかった左手が、ＤＶＤのリモコンや、もう１台のエアコンまで操作できるまでになり

ました 

パソコンも、 

先生特製のアルミのペンで、かなりの速さで打てるまでになりました 

こうした 支えて下さるたくさんの方々への感謝の気持ちをこのペンに託しています 
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「私の玄関」 
 

UNI 昇降機 

事故で車いすの生活となって、一番先に浮かんだ出入り口の改修工事 

元の玄関までのアプローチを壊さずに出入りが可能になりました 

子供達は、昇降機が上にあると「お母さんがいる」と、するどい観察力です(^-^) 
 

      
 

「みんなの玄関」            「センサーライト」 
 

新築の時、                  朝、７時から 夜、８時までをサポートして 

このアプローチが気に入っていたので      下さるヘルパーさんが、暗がりで帰り仕度が 

温存の道を選びました             出来るように後から取り付けました 
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「屋根の補強」              「昇降機の改善」 
 

暖冬だったり、大雪だったり・・・        我が家の駐車場には傾斜があります 

雪の重みで歪んだ部分を補強しました       上半身を支える力のない私には、とても 

フランスベッドさんが気配りしてくれました    酷な傾斜でしたが、これも、担当の方が 

                        実際車いすに乗って、「怖さ」を体験 

                        コンクリートを掘り下げて、傾斜を緩和 
                        

       
 

「しゃべる・インターホン」          「いざ！外へ」          

 
ベッドサイドから、インターホンに出ることが    午後、子供のお迎えに 

でき、子供達が学校や保育園に行く時、       「お母さん、お迎えね」「わ～～～い！」 

「いってらっしゃーい」と元気に言えて       身体が少々痛くても、喜んでくれる 

外遊び中も、見守ることが出来る優れものです    笑顔見たさに、「気合」が入ります 
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「ただいま！！」 

 
外から戻ると、サッシに板をはめ込んで室内へ（外へ出る時も） 

使わないバスタオルを敶いて、タイヤをアルコールで拭いてもらいます 

 

     
 

ウッドデッキの材料を加工しました       サッシ幅、６９ｃｍ 車いす ６６ｃｍ 

                       ギリギリです＾＾； 

     
 

本人がポーズするには恥ずかしいので      四季を身近に感じられるデッキ 

クマさん。にお願いしました^^;         本当に有り難いです     
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「感謝」 

 
日光浴                   デッドスペースも 

以前は芝生だった庭             シャワーチェアを置いたりすれば 

玄関・洗濯・憩いの場所へと         便利な場所に 

生まれ変わりました 

    
 

「車いす用段差解消スロープ」 
 

子供の学校行事や保育園行事に参加するために購入しました 

学校では、２ｍと、７０ｃｍ、保育園では７０ｃｍのみ。と、my スロープを置かせて頂きました 

７０ｃｍは、４ｋｇでも、その都度、持参するのには女性ヘルパーさんの負担になるので 

ご協力いただきました 

＊６５歳以上の方は 公的介護保険 レンタル対象です 

 障害者手帳をお持ちの方は 日常生活用品の歩行支援用具 

「ダンスロープ」 2 つ折り 

    「デクパック」3 つ折り 

     
 
＊路線バスや鉄道会社では、デクパックを見かけることが多いです 
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「動かなかった左手に、たくさんの想いを込めて」 
 

入院中、退院後 

子供たちや、支えて下さるたくさんの方々への感謝の気持ちを伝えたくて 

左手に思いを込めて描きました 

 

  
 

お世話になった先生に・・・          パソコンで子供達の大好きなものを・・・ 

      
ヘルパーさんからのプレゼントを…       子供の遠足のお弁当を・・・ 
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「お母さんのありったけの気持ちです p(^-^)q」 

 
字や絵を描く時、手が震えないように，息を止めて描いていました 

それでも、「お弁当」作ってあげたかった… 

私に出来る、精一杯の「想い」を伝えたかった 

朝早くからのお弁当づくり、ヘルパーさんにいつも「感謝」です 

お母さんに出来ることは本当に少ないです 

「出来ない」ことを泣いていても、どうにもなりません 

泣いているくらいなら、ほんの少しでも、「何か」してあげたかった 

私にできる最大の「愛情弁当」です♪ 
ふたを開けたとき、「わーっ！おいしそう！」と、喜ぶ顔が見たくて…(^-^) 

 

    
 

「愛車です♪」 

 
時速６ｋｍ                  上肢を支えることが出来ない私には 

成長する子供達に追いつくために改良      当初、厳しい車いすでしたが 

車輪は、指を挟まないようにカバーを。     子供達がみっちり鍛えてくれました(^^;) 

 

     現在                初代・3 人乗り 

      
砂利道、でこぼこ、坂道 

行けるところはどこまでも・・・ 
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           「お出かけ・おやすみ必需品」 

 

 

        冬用                  夏用 

 

    
 

体温調整が出来ないので、           除湿機能があるマットレスでも 

外出は色々工夫が要ります           15時間近く仰向けなので、夏は暑いです 

電子レンジで何度も使える湯たんぽなど、    ペット用冷却シートやアイスノン 

肩が痛むので、襟巻タイプも重宝しました    冷えピタなしでは乗り切れませんでした>_< 

 

 

「飲料水」 

 
かろうじて動いた左手に医療用チューブをはめて、水分を摂っています 

チューブもフランスベッドさんから１０ｍ単位で購入して、養生テープで大きさを 

合わせて使っています 

 

      
 

 

 

 

My Pictures
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「たくさん思い出ができました」 

 
退院して半年                   親子 3人で初めて観に行った映画 

ぐるぐる巻きで公園に♪              うれしかったです♪ 

 

      
 

電車大好きの子供達、201系・233 系と本当にだいすきです(^-^) 

     
 

☆泳げなくても、一緒に季節を楽しめる幸せ☆ 
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ベビーカー用の部品を取り付けて、       暑い夏、少しでも日差しをよけるための 

3 人乗りに改良(^-^)v             車いす用サンシェードを発見(^^;) 

 

    
 
新幹線にも乗りました♪            中央線が一番だいすきです(^0^) 

 

    
 
クリスマスの夜景も楽しんできました♪      念願の鉄道博物館、楽しかったです♪ 

 

    
 
こうして外出できるのも、たくさんの方々のおかげです  

心から感謝しています u_u 
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怪我をして一番つらかったことは、料理が作れないこと 

子供達に何も作ってあげられない… 

そんな自暴自棄から救ってくれたのは、ほかでもない子供たちでした 

泣いていても何も始まらない 

それなら「笑顔」で「何か」やってみよう！ 

    
 

たった 3年でしたが、子供達の心に、お母さんの「想い」は伝わっていました 

手は動かなくても、その想いと、目や耳、言葉で一緒に、「これから」を大事にしていきます 
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「ありがとう」 

 
いつも、たくさんの人たちが支えてくれたおかげです 

 

   
 

♪諦めていたガーデニング…  一株のいちごの苗が、新しい喜びを運んでくれました♪ 

 

     
 

♪たくさんの人に見守られて、心安らぐ素敵な春になりました♪ 
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「住まいのあれこれとホームエレベーター」 

 
2003 年に購入した建売住宅でしたが、「子供達と 3人で暮らす」と、決めたので 

思い切ってエレベーターを取り付けることにしました 

大幅な間取りの変更、出費… 悩みに悩んだ末の決断でした 

何より、悔いを残さないために 

子供達との思い出の我が家で、これから新たなスタートです 

 

２階 EVホール（元クローゼット部分）       多目的ルーム （６畳間が３帖に^^;） 

 

    
 

 玄関                    １階 EV ホール（かまぼこ型の転落防止付き） 
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♪「ありがとう」と「こだわり」のキッチン♪ 

 
料理が出来なくても、「大好きな場所」には変わりがなく、 

自分自身も「楽しくて」、ヘルパーさんにも「使いやすい」を考えて工夫しました(^-^) 

気に入ったデザインのごみ箱… それでも、分別となれば場所もとるし掃除の時不便 

もともと、インテリアが好きだったので、フランスベッドの担当の方に伝えると 

イメージを形に変えて下さり、とても使いやすく、すてきなものが出来ました☆ 

 

       最初の案             キャスター付きで移動がラクラク♪ 

 

         
        すっきり、シャープに、背面には紙袋ホルダー付き♪ 

        
     １００円ショップのＢＯＸがサイズピッタリ納まって、使いやすく♪
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♪「Gallery」♪ 
 

子供達との思い出を、生まれ変わった玄関に・・・ 

 

     
 

 

保育園や学校で、一生懸命作った作品です 

子供達の成長を、生きる喜びに変えてくれる、温かな空間です♪ 

 

       
 
 

これからも、たくさんの思い出を・・・ 
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お気に入りです♪                狭くなってしまった２階洋室 

１日の大半を過ごすベッドからの眺め       改築前のシーリングを使い、遊び心を♪ 

元々使っていたプラスティックの引出しを 

ﾌﾗﾝｽﾍﾞｯﾄﾞさんに木版で加工して頂きました♪ 

      
 

 

 

 

 

２階子供部屋 

子供部屋と言うことで、なるべく出っ張らずに収納できるように工夫してもらいました 
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今回の改築で、２帖のウォークインクローゼットと、１間分のクローゼットが無くなったので 

少しでも収納を…と言うことで、２階 EVホール前に吊り棚を付けました 

床までタイプでは、車椅子の取り回しが大変なので、使い勝手も考えた吊り棚です 

       
見えない… わからない… 何がどこにあるのか… 

片付けられないジレンマの毎日でしたが、エレベーターのおかげで、部屋の有効利用が 

実現しました 

 

    
          ↑↑↑ いくら何でも酷いです(T_T)  ↑↑↑ 

 

 

入れる場所さえ決まれば、何とかなるものです(^-^;) 

見違えるように片付きました 

    
いずれは２階に学習机を運びます 

成長に合わせて２階が見れることは本当に有り難いです 
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子供部屋も、 

遊んだ後は元の場所へ、と決めると、整理整頓が進みます(^-^)v 

      
 

唯一、残ったウォークインクローゼットも、青い引き出し、オレンジ、黒…等々 

「何色の何段目…と」色で説明すると、割と探しやすいようでした 

シールを取り換えれば、何度でも使えて便利です♪ 

          
 

 

部屋の移動も、 

元々ウォークインクローゼットで、通り抜けが可能だったので、すっきり収納できたことで 

行ったり来たりが楽になりました♪ 
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 「必殺！養生テープ」 
我が家では、プラスチックや木版製品に必ず「養生テープ」なるものを使います 

ガムテープでは、剝がれてしまうものでも、楽にはがせて重宝しています 

「養生テープ」は、新築や引っ越しの時に使う保護テープです 

引き出しも、誰が見てもわかり易いように「題目」が貼ってあります 
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「急性期病院とリハビリ」 

 

東京医科大学病院付属 八王子医療センター 

ＩＣＵ・整形外科病棟・リハビリテーション科 
 

事故後運ばれた、救急病院。一命は取り留めたものの、１週間も意識がなく生死の境を彷徨って

いました。それでも、ＩＣＵやリハビリのスタッフの皆さんは、意識のない私に話しかけ、リハ

ビリをしてくれました。意識が戻ってからも、リハビリの先生は毎日、いらしてくれました。気

管切開していて、手足がまったく動かない私のための、専用ナースコールにと、ボイスコールを

用意して下さったのも、リハビリの先生です。 

首の固定手術を受けて、一般病棟へと移っても、気切カニューレイは苦しく、ハローベストを装

着した身体はひどく傷み、とてもリハビリどころではありませんでした。しかし、その苦しさを

超えなければ、自宅へ戻ることは不可能で、いつも涙をこぼし、起立性低血圧で気を失いながら

リハビリに臨みました。当時の主治医の先生も、「全身麻痺」という現実を受け入れながらも、決

して諦めることなく、「イメージを大切に」と、リハビリの指示をして下さいました。 

動かない腕を持ち上げると、激しい痛みが襲います。そこで止めれば、肩は硬いままとなり、気

絶を恐れていては、車いすに乗って自宅へ帰ることは難しく、時には病室まで「起立台」を運ん

で下さったのも、後々のリハビリで、「伝説」と言ってもいいくらい、有り難いことでした。 

そして、たくさんの管につながれ、苦しくて、逃げ出したいとき、いつも話を聞いてくださった

のも、リハビリの先生方や病棟の看護師さんでした。 

主治医の先生にも、看護師さんにも、リハビリの先生にも恵まれたおかげで、次のステップに踏

み出すことができました。感謝・感謝に尽きます。 

 

「国立身体障害者リハビリテーションセンター」 

 
急性期病院で４カ月を過ごし、「在宅」へ戻るために再度入院した施設。 

ただ、今までの対応と正反対の場所でした。 

「第４，５番頚椎損傷は何をしても無駄」これが、私を担当した主治医の先生の見解でした。た

だ、唯一の救いは、やはり担当して下さった、リハビリの先生。いつも、話を聞いてくれて、一

刻も早く、子供たちの待つ家に帰りたい。その想いを汲み取ってくれたのが、リハビリの先生で

す。「国リハ」での生活は、とにかく我慢。我慢。我慢。でした。 

「我慢」は生きるために必要不可欠なこと。悲観的ではなく、ピンチをチャンスに変えるための

訓練だと思えば、少々理不尽と思える対応にも慣れてくるものです。それに何より、国立のため

か、頚椎損傷者に用意されたリハビリは、週４回。本来４５分間のリハビリが、一人の先生が何

人も受け持つため、実質は１５分程度のストレッチ。後はベッドで待つだけ。作業療法も、スト

レッチ１０分に、「食事訓練」や「お絵描き」を、バランサーと言う器械をつけて２０分。 

水曜日はカンファレンスでリハは無し。入院中の検査がリハの時間に重なると振り替えなし。 

土・日はもちろん？リハはお休みで、家族の面会が無ければ、車いすにすら乗れない。 

病棟スタッフお昼休みの都合で、毎日、１１時に車いすに移り、１６時にベッドに戻る。 

それ以外も規則・規則・規則のがんじがらめの生活で、床ずれ予防の「体位交換」さえ、２時間

おきの時刻表通りで、身体の痛みを訴えても、「あと、１時間あるでしょ！」と、無視される。 

そんな生活の中での支えは、病院の方針に疑問を抱く一部の看護師さんと、母として、一刻も早

く自宅に戻れるようにと、優しく、厳しく支えて下さったリハビリの先生。本当に、先生方に巡

り合えたおかげでの「今」だと思っています。 
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「在宅での主治医の先生とリハビリ」 

 

主治医の先生 

かわさきクリニック 院長 川崎主税医師  
（前・東京天使病院 脳神経外科 部長） 

 

退院後、自宅から車で２０分ほどの東京天使病院を掛り付け院とし、体調管理とリハビリで 

お世話になっています。 

その後主治医の先生が、自宅から１５分の距離に開院され、受診と投薬のみ移りました。 

現在は、２か月に１度、バルーン交換に行っています。 

緊急時には往診もして下さり、体調だけでなく、家庭状況や精神的な部分まで優しく温かく、 

本当にきめ細やかな応対をして下さいます。 

敶地内にある調剤薬局では、「薬の配達」なるサービスもあり、薬剤師さんが必要に応じて 

お薬や、必要な備品（グリセリン、シリンジなど）を届けてくれて助かっています。 

幸いなことに、川崎先生の弟さんは整形外科を担当していて、鬼に金棒とはこのことです。 

また、自宅の改修や入院が必要な時、東京天使病院では、「リコライト」を用意して、備えて下さ

るなど、たくさんの方の配慮があって、安心した生活が送れています。 

 

 

リハビリの先生 

東京天使病院 リハビリ科 科長 佐々木 良先生 
（担当の先生が、偶然一文字違いで親しみが持て、技術も人としても、とても頼りになる方です） 

 

リハビリは主に、手足のストレッチと、起立台です。 

血圧が９０／７０（低い時は ６０/４０と）普段から低いため、起立性の低血圧を多発します 

血圧のためにも、内臓のためにも、起立台に乗ることは大切でした。 

 

私は事故後に運ばれた急性期の病院でも、主治医の先生とリハビリの先生、看護士さんにとても

恵まれていました。 

第４・５頚椎を損傷したとわかっても、「イメージは忘れないで」と、ICU からずっと、リハビリ

を続けてくれました。 

おかげで、その後の入院先である国リハでも、素晴らしいリハの先生に恵まれ、無事に在宅生活

に戻ることができました。 

 

そして現在、週に１度のリハビリを受けています。 

リハビリは保険が適用され、回数を増やすことも可能ですが、病院までの通院手段に介護タクシ

ーを利用していて、１回３，０００円ほど掛るのと、子供達がまだ幼いため、時間的都合を考慮

して１度にしています。 

後は、子供達の学校や保育園、食事のメニューや買い物、家事の手配、アルバイトさんの人の手

配や給与などなど、雑務も多く、日々、「生活リハ」だと思って励んでいます。 

 

子供達と生活することで、外出に耐えられる身体となり、必要に迫られてパソコンが鍛えられ 

膀胱炎や風邪など、自分の体調にも気を配るようになりました。 
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「訪問看護(^-^)」 

 
退院後、月・金の週２回、訪問看護を受けています（夏場は水曜にシャワー浴あり） 

時間は１０：００～１２：００（排泄１時間、入浴１時間） 

バイタル（血圧、体温、酸素、その他の状態）チェック、２週に１度バルーン交換 

訪問看護料は、保険適用のため、交通費のみ負担ですが、バルーンが詰まったり、急な排泄が 

夜間・早朝・休日となった場合は、別途 5,000 円が掛ります） 

 

入院中は常に看護師さんがいて、ナースコールが出来ますが、「在宅」では、そうはいきません。 

もちろん、２４時間体制で連絡は可能ですが、連絡から到着まで早くても３０分は掛かります。 

完全に…は無理でも、ある程度の排泄のコントロールが必要です。 

とは言え、思った通りに行かないのが人間の身体… 

事故後４ヶ月後から５ヶ月間お世話になった国リハでも、排泄のコントロールが一番の 

課題でした。 

次に食事ですが、一時装具をつけて頑張りましたが、今はヘルパーさんに介助してもらって 

います←(^^;) ほかの用事で疲れきってしまい、食事は完全に他力です。。。 

食事の量も、訪問日に合わせて調整したり、食物繊維は控えたりと、若干無理はありますが 

訪問日以外の排泄も、精神的、経済的負担が大きいので我慢の範疇です(^^;) 

 

私がお世話になっている元八訪問看護ステーションの方々は、とても親身な対応をして下さり、 

全身麻痺のお母さんと、幼い息子たちとの 3人暮らしをサポートして下さいます。 

退院直後、主人が家を出て、頼れる家族もいない中、私たちを支えて下さった看護師さんたち 

不安いっぱいで、身体も痛みばかりで、「このまま死んだ方が楽…」と、マイナス志向ばかりが 

優先した時も、時に厳しく、温かく見守って下さいました。 

きっと、こうした出会いがなければ、今の生活はなかったと思っています。 

 

怪我をして３年半… 

一命を取りとめて以来、数え切れないほどの方たちに支えられて生きてきました。 

これからも、たくさんの方々の手を借りて生きていきます。 

 

だからこそ、私にできることを精一杯頑張ることで、皆さんへの恩返しが出来ればと思います 

出来ることは数少ないけれど、せっかく与えられた第 2の人生を、決して無駄にすることなく 

これからの生き方で「何か」できることを探していくつもりです。 

みなさん 

本当に ありがとうございます。 

私がこうして怪我と現状に向き合えて、与えられた試練を受け入れられたことは、無意味なこと

ではなかったと信じています。 

 

2010年２月 28 日 再作成 

佐々木 良子 

                 メール s-ryouko@aqua.plala.or.jp 
ブログ http://jibundenai.exblog.jp/ 
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