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開催日 平成 26 年 5 月 22 日（木） 

参加者 32 名（男性：7 名 女性 25 名 

２階：1１名 3 階：８名 通所リハ：11 名 ユニット：2 名） 

プログラム 

１．講話＆実技 「あなたもできる生活リハビリ」 理学療法士 元井 光夫 

 

２．家族介護体験談 

アルボースを利用しながら在宅介護をされているご家族より、お話していただ

きました。 

３．意見交換会 

利用されているサービス別にグループを作り、ご家族同士でおたがいの抱えて

いる介護の悩みについて話し合いました。 
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理学療法士 元井 光夫 

 

 

仰向けに寝た状態から、横向きに姿勢を変えます。 

今回は、左手足の麻痺を想定しています。 

＜ご自分で動ける方の場合＞                 ＜お手伝いが必要な方の場合＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

あなたもできる生活リハビリ 

１．左手を胸の上に上げます。 

２．右足で左足をすくい、足を組みま

す。 

ポイントは頭の向きを下に向けること

です。 

 

お手伝いが必要な場合は、 

左の肩と骨盤を介助して、右側に寝返

ります。 

全介助の方は、両膝を立てて寝返りま

す。 

①寝返り動作について 

 

②起き上がり動作について 

１．右肘をつきます。 

２．右肘を伸ばしながら上体を起こし

ます。 

ポイントは頭の向きを下に向けること

と、右肘を伸ばしながらベッドを押す

ようにすることです。 

 

お手伝いが必要な場合は、 

後方に反り返らないよう頭を下に向

け、身体を丸めるように起こしていき

ます。 
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③-1 立ち上がり動作（重心移動）について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③-2 立ち上がり動作（介助方法）について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生活リハビリとは 

ご本人の協力動作（残存能力）を引き出しながら、ご家族の適度

な介助で生活をしていくことだと思います。介助する方もされる

方も、お互いに慣れるまでは邪魔をしあうような動作になってし

まいます。しかし、お互いに相手のことを考えながら「あ・う

ん」の呼吸でできた時に、在宅生活もしっくり来るのではないか

と思います。 

１．座位を安定させる。 

足を床にしっかりとつける。 

膝と足首は９０度に曲げる。 

２．前方へ重心移動する。 

身体を前に傾け、足の上に 

体重が乗った後にお尻を上げる。 

３．上方へ重心移動する。 

膝と腰を伸ばし、 

立っている状態にする。 

１．お尻を持ち上げる：脇の下から背中と、弱い方のお尻を支えます。 

           お辞儀をしながらお尻を持ち上げます。 

２．身体を伸ばす：膝とお尻と上半身を伸ばします。 

弱い方の膝を

固定します。 
お尻を伸ばし

ます。 

お辞儀をするよ

うに身体を丸め

てもらう。 
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３７年前、４３歳という若さで主人が脳出血を発症しました。３７年前の

１２月の寒い日の朝でした。 

出勤前に｢今日は１８年目の結婚記念日だけど、役所の人たちと忘年会に

行ってくるよ｣と言って家を出ていきました。その日の夕方、数台の車で忘

年会へ向かう途中、渋川の辺で、主人の運転する車がセンターラインへ寄っ

たそうです。後ろに乗っていた同僚の人たちが、「もしかしたら小倉さん、

居眠りかな」と思い、「交代するよ」と言ってくれたそうです。そして、主

人も車を道の端に停め、車から降りた時は「大丈夫だ」と手を挙げたそうで

す。しかし、後部座席に乗ろうとしたその時、「頭が痛い、どこか病院に連れて行ってくれ」と言っ

て意識が朦朧としてしまったようです。 

同僚の人も本当に迷ったそうですが、まず家族に知らせなけ

ればと思い、家まで送ってくれました。家の庭で私が声をかけ

ると、返事もなく、ただ眠っているだけのように見えました。

４３歳という若さですから、脳卒中関係の病気だとは思いもし

ませんでした。 

 

 

最初に、かかりつけの内科の先生の所に行きました。しかし先生から「車から降りられない人は診

られないよ」と言われてしまいました。土曜日の午後だったので転々と病院を探しながら、ある病院

へと辿り着きました。そこでの診断は脳梗塞でした。点滴治療が始まりましたが、時間が経つにつれ

て主人は苦しみだし、痛みも強くなりました。家族と兄弟が交代で手を押さえ、足を押さえ一夜を過

ごしました。朝を迎え「ここではもうダメだ」と思い、主人の弟と二人で先代の美原先生のお宅へお

邪魔しました。先生の膝元に泣きつき、美原記念病院へ入院させていただきました。 

検査の結果、診断は脳出血（初めの病院では脳梗塞の診断で治療）でした。

美原先生のお話では、頭の中に大きな血の塊があり、破裂寸前とのことでし

た。先生から「手術をしても９９%よくなる保証はないよ」と私たち家族に

伝えられました。そこで私は「９９％、１００％ではない。１%に光がある

のなら、その望みにかけたい」と先生にすがりました。そんな家族の熱い思

いがあるのなら、先生も保証はできないが手術に入ってみようという決心を

してくださいました。 

家族介護体験談 

今回は通所リハビリをご利用中のご主人を介護されている 

小倉サワ子さまにお話をうかがいました。 
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手術が始まり、長い長い時間がかかりましたが、無事に手術が終わり、先生に呼ばれました。 

「手術は成功しましたが、右半身不随と言語障害の後遺症が残ります。もしよくなっても車いす程

度でしょう」と言われました。うちの主人の場合、失語症といって言葉を全部忘れてしまっていまし

た。術後、数日間は生死を彷徨う苦しい日々が続きました。それでも１ヶ月ほどすると徐々に回復へ

と向かいました。 

 

マッサージやリハビリなど、ここでいろんな訓練をしていただき、

回復への兆しが見えてきました。「一人で立てた」と嬉し泣き、「一

足歩けた」と嬉し泣き、「言葉が言えた」と嬉し泣き、まるで生まれ

た子供を育てているような思いでした。思い起こせば、失敗の悔し

さや美原先生に助けていただいたありがたさは、決して忘れること

ができません。 

 

そして、月日の流れは早いもので、発症から１０ヶ月が経過していました。

その間、主人はトイレに連れていけば、「この窓から飛び降りて死にたい」と

言い、車いすで庭を散歩すれば「一緒に死んでくれ」と何回誘われたかわか

りません。 

でも、私も心を鬼にして「あなたとそんな気持ちで楽な道を選んでも、残

された子どもや家族はどうするの？私たち以上に苦しい思いをしなければな

らないんですよ」と説得をしました。「これから二人で頑張っていこうよ」と

励まし、思いとどまらせる。そんなやりとりを繰り返す日々を過ごしました。 

 

 

そんな主人も、杖を使って一人で歩けるようになり、退院の日を迎えることができました。そして、

まだまだ訓練が必要だと思い、平日はリハビリセンターへ１年半ほどお世話になりました。その後、

リハビリ病院へ何度かお世話になりました。 

そして、今日があるような気がしています。主人も今は、好きな植木の手入れをしながら、自分の

ことはできるだけ自分でやるようにしています。言葉も日常生活には困らない程度に話せるようにな

りました。 

 

 

今は、先代の先生にすがった診療所で月１回の診察を受

けております。３７年間再発もなく、薬害もなく、美原記

念病院一筋にお世話になり感謝感謝の一言です。本当にあ

りがとうございました。またアルボースにもお世話になり、

皆さまによくしていただき、楽しんでおります。 

 

主人は雨が降ってもカッパを着てまで散歩しているような頑張り屋です。人知れずつらく苦しい体

験をしましたが、今は私たちなりの幸せを感じています。 
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性別 男性：7 名 女性：20名  

住所 伊勢崎佐波：13 名 その他県内：6 名 県外：4 名 記載なし：4名 

年齢 40 代：1 名 50代：５名 60 代：10 名 70 代：4 名  

  80 代：6 名 記載なし：1 名  

アルボースをご利用されている方はどなたですか？ 

  夫：５名 妻：5名 父：５名 母：12 名 

 

 

講話＆実技 「あなたにもできる生活リハビリ」について 

・リハビリの実技は本当に参考になりました。実際に自宅でもやっ

てみようと思います。 

・とても基本的で大切なリハビリのコツを教えていただきました。

まだ大きなことはできませんが、とても参考になりました。 

・とても勉強になりました。 

・介助の仕方を工夫することで、もう少し楽に介助ができるのだなと思いました。装具の意味も改め

て勉強になりました。自分の介助の仕方を見直してみたいと思います。 

・大変参考になりました。 

・わかりやすい説明と実技講習でとても勉強になりました。 

・無意識でやっている動作でも先生の話で理解できました。また、何が必要なのか、ポイントのとら

え方などよいお話でした。 

・「お辞儀をするように」がわかりやすく実行しやすい形式と納得しています。 

 

家族介護体験談 小倉さま 

・「１％の可能性にかける」という熱意がご主人の命と救われたのだと思いました。 

・長い間のご苦労がとても感動的に語られていて感動しました。 

・夫婦愛に感動しました。 

・４０年間大変だったと思います。今もなお続けて介護していることに感動しました。 

・リハビリの重要さを実感しました。 

・お話を聞きながら私も３０年以上も前の母のことを思

い出しました。いくつも同じ思いや体験を通し、私だ

けでは無かったとの思いです。お元気で何よりです。 

・介護は大変ですが、長く続けられるのも幸せだと思い

ます。 

・若い時の試練といいますか、よく頑張れてここまでこ  

られて、感動しました。 

Ⅱ．話を聞いてのご感想 

Ⅰ．アンケートに回答された方について 

 

 

アンケート集計   アンケート回答数 27 名（回答率 84．4％） 
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・長い間の介護で大変だったとお察しします。自分も頑張ってやろうと思います。 

・長期介護の大変さがわかりました。 

・３７年間の病、大変参考になりました。 

 

ご家族同士の意見交換会 

・皆さんの意見を聞き大変参考になりました。 

・スタッフの皆さんのアドバイスありがとうございました。また頑張れそうです。 

・デイサービスに来ている方もそれぞれの理由や動機もあり、その話を聞いているだけで勉強になる

ことが多いです。話を聞くのも楽しみでもあります。 

・皆さまのご苦労が自分にもよくわかるので、大変なのは私一人ではないと思いもう少し頑張れる気

がしました。 

・皆さんのお話を聞くと、自分ばかりが大変なんじゃないなと思えます。介護で工夫していることも

勉強になります。 

・皆さん個々に大変なのだなと自分も頑張って介護しようと思います。 

・参考になる点が多くあります。 

・他の人々の介護状況を知ることができました。 

・大変な思いをしている方々がいらっしゃることを知り、「頑張らね

ば！」との思いを新たにしました。 

・良い意見をありがとうございます。 

・オムツの当て方などを教わり大変参考になりました。 

 

 

「家族会でやってほしいこと」 

○制度 介護保険制度：5名 後期高齢者制度：2名 

○病気のこと 認知症：8名    脳血管障害：4 名  糖尿病：1 名    

○介助方法 オムツ介助：5 名  食事介助：3名   入浴介助：2 名  会話の仕方：4 名 

○リハビリ 自宅でできるリハビリ：2 名 

○実技 治療食の作り方：2 名  介護教室：4 名 徘徊の予防について：1 名 

 

「介護における悩み」 

・介護する側の体力、時間等の問題がある。 

・自分一人でできる範囲の限界の見極めが難しいと感じます。無理せずできることをやって行きたい

と思うのですが・・・。 

・精神的に不安定なことが気になります。 

・わかっていてもいつも笑顔でいられない。 

・本人の今抱えている不安を私がわからず、不安を解消してやれない。本人が思っていることを口に

しない。 

・夜中に一人でトイレに行く（転ぶので危ない）。 

・嚥下障害のためメニューの工夫など教えていただきたいです。（ミキサー・ムース食です。） 

Ⅲ．今後の家族会についてご意見・ご感想 
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・痰の吸引が増えたので目が離せないです。 

・リフォームの件と介護力。 

・会話についてこれでよいのか悩んでいます。特に自宅に戻ってきた時です。 

・一応アルボースにいる限り安心です。自宅だと危険だなあ。 

 

 

「曜日はいつがよろしいですか」 

月曜日：0名   火曜日：3名   水曜日：3 名   木曜日：9 名  

金曜日：3名   土曜日：1名   日曜日：0 名   現状の日程でよい：１名 

「時間帯はいつごろがよろしいですか」 

午前：0名    午後：13 名 

 

 

・いつも大変よくやってくださっているので、十分と思います。 

・あたたかい雰囲気の中で親身に介護をしていただき、感謝しています。 

・スタッフの向上が目に見えてわかります。本当にみなさん、いい人たちですね。3 階は明るくてと

てもいい雰囲気ですね。 

・一番信頼している施設です。家で父の面倒を見られなくなったとき、縁が切れてしまうのではと今

から不安です。他の施設には移る気がしません。 

・いつもお茶の時間のおやつを楽しみにしています。よろしくお願いします。 

・今のところとても満足しています。 

・大変お世話になっており、感謝しています。 

・あたたかく対応していただき、感謝しています。 

 

 

Ⅴ．アルボースに対するご意見・ご要望 

Ⅳ．家族会開催時期についてご意見・ご感想 

公益財団法人脳血管研究所 

介護老人保健施設アルボース 

 住所：群馬県伊勢崎市太田町 427-3 

 TEL/FAX：0270-21-2700/0270-21-2704 

 Email：arbos@mihara-ibbv.jp 

 URL：http://mihara-ibbv.jp/arbos 

発行： 広報部会 
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