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開催日 平成 26 年 11 月 12 日（水） 

参加者 24 名（男性：6 名 女性 18 名 

2 階：12 名 3 階：6 名 通所リハ：5 名 ユニット：1 名） 

プログラム 

1．講話＆実技 「インフルエンザとノロウイルス―感染症予防についてー」 

 看護介護部師長  加藤 綾子 

 看護介護部副主任 中林 幸子 

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、お話をしていた

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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看護介護部師長 加藤 綾子 

看護介護部副主任 中林 幸子 

 

インフルエンザウイルスやノロウイルスは目に見えません。また感染してから症状が出るまで数

日かかります。感染する可能性はいつでもどこでもあるので、予測ができません。その症状は多種

に渡り、発熱、喉の痛み、咳、嘔吐、下痢、腹痛などの症状が急にでます。 

 

 

感染する経路は、接触感染と飛沫感染があります。 

接触感染・・・直接吐物や便にさわってしまう他に、菌やウイルスが 

ついている物（例えばトイレの手すりやドアノブ、 

便器の縁、水道の蛇口など）に触れることでも感染す 

る可能性があります。 

飛沫感染・・・感染している人の咳やしぶきが顔に飛んでくる、吸い込んでしまうことでも感染 

の可能性があります。 

 

 

 一般的なインフルエンザ対策を紹介します。まず、手洗いは 30 秒以上かけて石けんと流水で洗い

流して下さい。また手洗いができない時は速乾性のアルコールジェルなどが有効です。うがい・ワク

チン接種はぜひ行って下さい。また、かかってしまった時は新薬に抗ウイルス薬がありますので、医

療機関へ受診してください。マスクをして他人にうつさないようにすることや、マスクをしていない

時は、ハンカチや衣類の袖口などで口を覆って咳をすることがエチケットです。 

 

 

高齢者は嘔吐から始まることが多く、若年者は発熱や下痢から始まることが多いです。ノロウイル

スは接触・飛沫の両方で感染し、発症すると体内でも大量のウイルスを長期間（15 日ほど）放出し

ます。終息するまでには平均 19 日かかり、感染力が強くわずかな量のウイルスでも感染します。乾

燥してほこりと一緒に舞い上がったウイルスを吸い込むということもあります。咳・くしゃみ・吐物

や排泄物に触れなくても、付着している物に触れて感染することがあります。鼻や口・顔面に付着し

ていることも考えられますので手で触れることはできるだけ避けてください。 

ウイルスに感染すると 

 

インフルエンザとノロウイルスー感染症予防についてー 

どのように感染するのか 

 

インフルエンザ対策 

 

ノロウイルス対策 
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①自分がマスク・手袋とエプロンを着用します。 

②下記の通り嘔吐物処理用の消毒液（次亜塩素酸 0.1％）を作ります。 

 ノロウイルスは次亜塩素酸で死滅します。 

③消毒液を浸した古布・新聞紙で嘔吐物を覆い 5 分程おいてから静かに拭き取ります。 

 注意点：拭き取った古布・新聞紙はただちにゴミ袋に入れて密閉し、廃棄しましょう。 

 床はその周囲を含め消毒液に浸した古布や新聞紙で拭き取り消毒し、水拭きしましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

嘔吐物の処理方法 

 

使用する消毒液 

ハイター 

（次亜塩素酸） 

床や手すりの消毒用 

2L のペットボトルに 

キャップ 2杯の消毒液を入れ、 

水で薄めます。 

（次亜塩素酸 0.02％の消毒液に 

なります） 

嘔吐物処理用の消毒液 

500ml のペットボトルに 

キャップ 2杯の消毒液を入れ、 

水で薄めます。 

（次亜塩素酸 0.1％の消毒液に 

なります） 

 

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 

mailto:arbos@mihara-ibbv.jp
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先月、10 月 25 日に 100 歳を迎えたばかりの母について話をさせ

ていただきます。 

母は若い頃から膝が悪く、薬を飲みながら治療を続けていました。

膝の傷みと付き合いながら日々を送り、80 歳を超えた頃から歩行には

杖をつくようにと言われました。杖を使用して歩行をすることになり

ましたので、外出をする時には私が車で一緒に出かけることが多くな

りました。 

 

ちょうど 6、7 年前のことですが、紅葉の時期に赤城へ紅葉を見にいこうということで、車で向か

っていました。その車中で、こんなことがありました。景色を見ながら話をしている時に、突然母が

歌い出したのです。定かではないんですが｢一串 5 円の焼きまんじゅうを買いに出た｣という内容の

歌を歌ってくれました。初めて聴いたものですから、｢なに？その歌｣と聴くと

｢子どもの頃兄ちゃんと一緒に歌いながら買いに行ったんだよ｣というふうな話

しをしてくれました。母が子供の頃、そんなことがあったんだとしみじみ思い

ました。 

 

ここまでだと、まぁまぁ普通の会話というふうになると思うんですが、その

頃から、｢あれ？おや？｣と思う理解ができないような言動が目立つようになり

ました。 

テレビがついているのに、ぼんやりしていたり、同じことを繰り返して言ったりするようになりま

した。結婚前には東京でちょっと生活していたことがあるので、自分が東京にいるつもりで｢群馬に

帰ろう｣と言ったり、産まれた所をさして｢家に帰ろう｣と言ったりとそんなことが続くようになりま

した。 

 

そうこうしているうちに、ある日の夕方、突然に私の職場に近所の人から電話がかかってきました。

内容は、その頃より家から自分で出たことがない母が、裏の家まで行って、私にすぐ帰って来いとい

うふうに電話をしてくれとお願いをした、ということでした。妻が買い物でちょっと家を空けた時に、

一人になった母がパニックを起こしたんだろうと思います。そんなことがあ

って、もう母を一人にできないなぁと思いまして、デイサービスを週 3 回、

受けることにしました。 

 

嫌がるかなと不安に思いながら通い始めたんですが、いつも笑顔で帰って

くるようになりました。その顔を見て｢あぁ行ってよかったんだ｣という風に

安心しました。 

家族介護体験談 

今回は 3 階をご利用中の 100 歳になるお母さまを介護されている、 

齋藤さまにお話をうかがいました。 
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しかし、98 歳の誕生日を迎える頃には歩行がずいぶん弱々しくなりました。トイレも私が時間を

見計らって、そして、抱えて連れていく。また、夜間には 1 時間置きトイレに行くという状態にな

りました。更に、膝だけでなくて肩と肘に老人性偽痛風が度々起こるようになりました。その年の暮

れ、正月にかけて、高熱と膝の偽痛風が重なってしまい、「痛い痛い」の大騒ぎで私は触ることがで

きなくなりました。仕方なく救急車で病院に連れて行っていただき、そのまま入院しました。そして、

これを機として、車椅子の生活がスタートしました。 

 

会話も今まではちょっと人のことを思いながら話ができたんですけれども、会話での気遣いを欠く

ようになり、全く自分の世界になって一人でしゃべるということもありました。入院が 3 ヶ月にわ

たっていたものですから、退院をすることになりました。ケアマネージ

ャーと相談して、アルボースでお願いをすることを決めて、そして入所

をさせていただきました。とてもよく面倒を見ていただいておりますの

で、感謝しております。私らは何もできませんので、介護についてはア

ルボースに全てお任せをしております。 

今は母がただただ我々の顔を忘れないように会いに来ている、という

ところが現状です。帰り際に、｢また来るね｣というと｢ありがとう。気

を付けてね｣と言います。それから、自分も車で帰るつもりになって、｢家は車ですぐだからね｣と言

ったりします。それを聞くと切なくなりますが、こんなことでも、長く続けばいいかなと願っていま

す。 

 

 

 

性別  男性：6 名  女性：14 名 記載なし：2名 

住所 伊勢崎佐波：12 名  その他県内：4 名  県外：4 名  記載なし：2 名 

年齢 50 代：5 名  60 代：10 名  70代：2名  80 代：3 名 90 代：1 名 

記載なし：1 名 

利用者との関係 

  夫：4 名  妻：2 名  息子：4 名 娘：10 名 姪：1名 記載なし：1 名 

 

 

講話 「インフルエンザとノロウイルス－感染症予防について－」  

看護介護部師長  加藤 綾子 

看護介護部副主任 中林 幸子 

・特別に深い関心を持たなかったのでこれからは注意しなければならないと反省しています。 

・普段では、あまりそこまではしない手洗いが重要だとわかりました。 

・強力でやっかいな相手だということがよくわかりました。 

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 22 名（回答率 91.6％） 
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・それほど手強く、舞い上がるウイルスとは知りませんでした。ハイターでの消毒など大変参考にな

りました。 

・洗い残しの無いように専用のたわしやブラシを使って、爪の根を一本一本よく洗うということを守

りたいと思います。 

・インフルエンザやノロウイルスはウイルスによる感染であり、また、ノロウイルスは感染力が強く、 

特効薬がないという話でしたが十分に気を付けたいと思います。とても勉強になりました。 

・感染症の予防の手洗いがこんなに大変だとは！かからないのが一番ですね、生活に十分注意したい

と思います。 

・手洗いが重要なことがよくわかりました。これからは丁寧な手洗いを実行しようと思います。 

・手洗いの体験をさせていただきました。よく洗ったつもりでしたがだいぶ残っていました。 

・手洗いを体験しましたが汚れは落ちづらいものです。特に爪まわりが大変でした。何でも 

そうですが自分で体験して初めてわかることが多いですね。 

・随分と丁寧に洗ったつもりでも爪に汚れが残っているのがわかり、驚きました。これから

はもっと気を付けて今日教えていただいたように洗いたいと思いました。 

 

家族介護体験談 

・80～100 歳の 20年間温かい家族ですね。 

・思いやりのある介護をさていることへの感動を覚えました。 

涙ながらに聞きました。 

・お互いに苦労しているのだと思い、元気をもらいました。 

・お母さまを思いやる気持ちがよく伝わってきました。 

・まさに老老介護、これからこんなケースがどんどん増えるのでしょ 

うね。 

・皆さんストレスの多い中で頑張っておられるので励まされました。何よりも家族の愛情が大切です。

少ない日々を振り返ることも大切。 

・アルボースに入所できたことの幸せを皆さん喜んでいます。また、そこまでにたどりついた、さま

ざまな思いは同じ思いです。私もいまの状態が長く続くことを祈っています。 

・100 歳のお母さまのことをお話しされていましたが、とてもやさしくあたたかく見守られている

ご家族さまの様子を感じました。 

・98 歳までご自宅で介護されていたということに感動とご苦労を覚えました。そこまで介護される

のは本当に大変なことと思います。 

 

ご家族同士の意見交換会 

・いつも参考になる話。自分の取り組み方への反省も感じております。 

・皆さまの現状をお聞きしまして勉強になりました。 

・いろいろな経験談が大変参考になりました。 

・それぞれの苦労があるようですね。 

・介護に対して意欲がわきました。 

・皆さんそれぞれご苦労があるのによくがんばっていらっしゃるなと思います。 

皆さんのお話をうかがっていると元気が出ました。 
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・顔見知りができたり、同じ話題で時間を過ごせたりすることは、

意味のある大切な時間だと切に思います。 

・研修にみえていた理学療法士の方の専門的なお話もとても参考に

なりました。ご家族のご苦労など皆さんの話し合いの中でまたが

んばりますと元気をいただきました。 

・ご主人の介護をなさる方々にお話が聞けてとてもよかったです。 

・同居の方のご苦労がわかりました。別居の親を介護されている方

のお話もきいてみたいと思いました。 

 

 

とても参考になった 18 名、少し参考になった 2 名、記載なし 2 名 

 

 

「家族会でやって欲しいこと」 

・制度についての講話（介護保険制度・後期高齢者制度・その他）：6 名 

・病気についての講話（脳血管障害・認知症・高血圧・糖尿病・その他）：7 名 

・介護方法についての講話（オムツ介助・入浴介助・食事介助・その他）：5 名 

・リハビリについての講話（自宅でできるリハビリについて・その他）：3 名 

・実技をともなう講話（介護教室・治療食の作り方・会話の仕方・その他）：9 名 

・記載なし：7 名 

 

 

・体も心もおつかれ状態です。 

・一人で介護をしてきた時間が長いので（10 年）最近燃え尽き症候群という感じで母には申し訳な

いかなと思っています。 

・介護をする私の方の体力に不安が増してきています。いまの生活形態をどうしようか考えている状

況です。 

・食事、話し合い、すべて一人で（私）ですので先が心配です。 

・盛夏、厳冬時の空調が施設入所時の際にはなかなかできず苦慮しています。 

・悩みばかりです。 

・本人が将来どのように過ごせるのか不安になるようです。 

・夜の床から離れて、「～がくるから」と起きようとすること。 

・夜間の（家の中ですが）うろつき、タンスや棚手のかきまわしなど。 

 

 

 

 

Ⅲ．家族会に参加されてのご感想 

Ⅳ．今後の家族会に対するご意見・ご感想 

Ⅴ．介護における悩み 
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曜 日 ： 月曜 4 名、火曜 2 名、水曜 11名、木曜 2名、金曜 4名、土曜 0名、日曜 1名 

時間帯 ： 午前 1 名、午後 13 名、夕方 0名、夜 0 名、記載なし 8 名 

 

 

・本人も気に入っています。 

・アルボースのおかげで今の私があります。今後ともよろしくお願いします。 

・リハビリにも力を入れてくださってとてもありがたく思っています。 

とてもよい状態だと思っています。 

・大変やさしく面倒をみてもらい助かります。母も喜んでいます。 

 

 

いつもアンケートへのご協力、ありがとうございます。ご質問をいただい

たので、回答させていただきます。 

Q．入れ歯をどのように扱ったらいいか、外し方、歯医者に連れて行くのはどのタイミングかを教え

て欲しい。 

A．一般的な入れ歯の扱い方についてご紹介します。詳しいことは、かかりつけの歯医者さんへ相談 

してみてください。また、施設でも歯科医が診察をしていますので、スタッフに声をかけてくだ 

さい。 

●入れ歯を外す時：下の歯を外してから、上の歯を外します。 

●入れ歯を装着する時：上の歯をつけてから、下の歯をつけます。 

●扱い方の注意点：口の中を傷つけないように、金具部に注意して扱いましょう。夜間は外し、 

入れ歯洗浄剤で洗浄しましょう。 

●歯科医に行くタイミング：痛みがあるとき、合わなくなってしまったとき、食事が食べづらい 

ときなどです。特に症状がなくても半年に 1 回、定期的に診ても 

らうことが望ましいです。 

 

Q．3 ヶ月以上入所がお願いできればありがたいのですが、何か法律があるのでしょうか。 

A．入所期間は 3 ヶ月に限らず、利用者の方やご家族の状況に応じて、柔軟に対応させていただいて

います。ただし、平成 24 年に介護老人保健施設は「在宅強化型」という基準が設けられました。

「在宅強化型」には、①在宅復帰率 50％以上（退所者の 50％以上の退所先が在宅）、②要介護

４・5 が 35％以上（全入所者の内、要介護 4・5 が 35％以上）③回転率 10％以上（1 月に

退所者 10 名）という要件が求められています。アルボースは平成 24 年 4 月より「在宅強化

型」となっています。①③にあるように、そもそも老健施設は在宅復帰支援を目的として設立さ

れており、「在宅強化型」は入所期間が長期化する老健施設の現状を受けて、在宅復帰を推進す

るために設けられました。アルボースは利用者の在宅生活を支援するために、今後とも質の高い

サービスを提供させていただきます。 

ご質問に対する回答 

Ⅵ．家族会開催時期について 

 

Ⅶ．アルボースに対するご意見・ご要望 


