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開催日 平成27年5月29日（金） 
 

参加者 22名（男性：6名 女性16名） 
    2階：6名 3階：11名 ユニット：1名 通所リハ：4名 
 
プログラム 
1 ．講話＆実技 「活動と参加に焦点をあてたリハビリテーション 
  ～その人らしく在宅生活を送るために～」 
   リハビリテーション科副主任 田村 敦美 
 
2 ．家族介護体験談 

今回はお孫さんの世話をしながらお母さまの介護をされているご家族に、 
お話をうかがいました。 
 

3 ．意見交換会 
利用されている療養棟・サービス別にグループを作り、ご家族同士でお互い
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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活動と参加に焦点をあてたリハビリテーション 

   ～その人らしく在宅生活を送るために～ 

リハビリテーション科副主任 田村 敦美 

 「リハビリテーション」という言葉を聞いて、みなさんはどんなことを想像しますか？ 

「運動や身体を動かすこと」「マッサージ」「歩く練習」「麻痺した手足を動くようにすると」 

などを想像される方が多いかと思われます。しかし、本来リハビリテーションとは、障害を抱えた

人の単なる機能回復ではなく「人間らしく生活に適応していくこと」や「自分らしく生きる」こと

が重要であり、そのために行われる全ての活動のことと定義されています。 

今回は活動と参加とは何かということと、なぜ、活動と参加が重要なのかについてお話をさせてい

ただきたいと思います。 

活動とは？ 

参加とは？ 

課題や行為の個人による遂行であり、個人的観点からとらえた 

生活機能と定義されています。 

これではなんのことだか、よくわかりませんね。 

具体的には、食事をする、着替えをする、排泄をする、移動を 

するなど日常生活の中で行っている動作のことです。 

生活、人生面への関わりであり、社会的観点から捉えた生活機能と

定義されています。 

ますますなんのことだかわかりませんね。 

具体的には、老人会に行く、買い物や旅行に行くなど他者と交流す

ることであり、社会参加のことです。 

なぜ、活動と参加が大切なのか？ 

障害を持ち介護を必要とする人でも持っている力（残存機能）を発揮し、その人が望む場所（在

宅）で、自立して、または、より少ない介護で、その人らしく、主体的に生活できるように、支援

させていただくことと考えています。 

生活期のリハビリテーションとは 
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老いていくということ 

 人は成長とともに、機能や能力を獲得し、老化とともにそれらを喪失していきます。 

 しかし、喪失していくのはそれだけではありません。子どもの自立（育児からの解放）、 

仕事をして社会の担い手から、退職して年金をもらう側へ、家庭内の中心的存在から、介護を受け

る側へなど、さまざまな役割も失っているのです。 

 それでも、日本の高齢者は就業意欲が高いと言われています。人には高齢になっても「誰かの役

に立ちたい」という欲求があるのです。そこで、何かしらの「役割」を担ってもらうことで、生活

に張り合いが生まれ、前向きに生活するきっかけになると思います。 

認知症を有する方の場合 

 認知症の方に「役割を担ってもらう」というと、とても難しいことのように感じます。 

しかし、「役割」というのは「何か特別なことをしてもらう」ということではありません。 

そもそも高齢者には、昔の出来事や伝統を「語り継ぐ」という「語り手」としての役割があります。

認知症の方であっても比較的昔の（若いころ）の思い出は忘れ難いという特徴もあります。 

 認知症の方と関わる際には、聞き手（ご家族）が笑顔であること、穏やかな口調であること、あ

りがとう、すごい、さすが、など肯定的な声かけを意識していただくとよいと思います。家族や周

囲の人に褒められる、感謝されるという経験は、快刺激となって脳の活性化につながります。また、

自分でもできる！役に立てる！と自己効力感の向上にもつながり、自信がついたり、不安感から解

消されたりします。このような関わり方が穏やかな生活につながるのではないかと考えています。 

ご家族にお願いしたいこと 

 以前に行っていた役割の「全て」は困難なことが多いと思います。その「一部」から役割を担っ

てもらってください。危険だから、と禁止するのではなく、付き添って見守ってあげてください。  

 役割を担うことも、活き活きと張り合いのある生活を送るためには必要なことである、というこ

とにご理解とご協力をお願いします。 

 とは言え、ご家族への負担が増え、生活が回らなくなってしまったら本末転倒です。 

「どうも時間がかかって困る」「効率が悪い」「一部って、どこまでお願いしていいのかわからな

い」などがありましたらリハビリスタッフへご相談ください。ご本人の状態に合わせてアドバイス

をさせていただきます。 
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お孫さんの世話をしながらユニット棟をご利用中のお母さまの介護をされている、
鹿沼さまにお話をしていただきました。 

家族介護体験談 

 私の母は、入院前離れで一人寝起きし、私が 

食事を運んで何とか生活していました。 

ところが、昨年1月24日の朝、ベッドから降りる 

際に足を滑らせて左大腿骨を骨折してしまいました 

手術は成功しましたが、残念ながら歩行困難となり 

車椅子生活になってしまいました。 

 入院中はほとんど食事が摂れない状態が2ヶ月以上 

続きました。その間、私たち家族はできる限り付き 

添いました。 

そして、お医者さんから「食べられそうな物があったら、 

何でも持ってきてあげてください」と言われましたので、 

母の好物を届けました。 

 4月のある日、「今朝、お粥を全部食べられたよ。そうしたら声が少し出るようになったので、

これからはもっと食べようと思う」と言いました。「今までは体中が痛くて、何が何だかよくわ

からなくてもうだめかと思った」とも言いました。 

 私は早速家に帰って、鮭の入った小さいおにぎりを2つ作り届けました。母は美味しそうに全

部食べてくれました。それから少しずつ食べられるようになりましたが、薬の影響もあって退院

後、家で介護できる状態ではありませんでした。この時、家族の意向で延命治療はしないという

ことで点滴は外されていました。一歩間違えば、または、あと2・3日入所が遅れていたら現在

の母はなかったかもしれません。アルボースに命を救っていただきました。 

 

 入所当時の母は、意識朦朧としていて昼間もベッドの中で眠っている時間が多かったです。妹

と私は、何があった時に後悔しないように、できるだけのことをしようと毎日のように通いまし

た。私が来られないときは、妹が来て必ず報告をしてくれました。 

 そんな中、私は妹からの電話で、母に幻覚症状が現れたことを知りました。抗精神病薬の副作

用であると確信しました。そこで、すぐに投薬をやめていただくようにお願いしました。 

             そして施設長さんより「入院前薬を飲んでいなかったようですので、 

            この薬はやめにしましょう」と言っていただけました。案の定、服薬 

            をやめた後は、症状は全くなくなりました。私は、薬を飲むとき、 

            もっと副作用を重視する必要があると強く感じました。誤解のない 

            ように申し上げますが、この薬は病院から引き継いだものです。 

             今は、アルボースの皆さまの温かい介護のおかげで、以前の母に近                   

            い元気を取り戻しつつあります。約1年前の様子が嘘のようです。 

            改めて、アルボースの行き届いた介護に感謝いたします。     
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さて、私の本格的な介護はこれからです。入所して約3ヶ月後、母の 

1回目の帰宅となりました。トイレ介助と夜のオムツ交換が主な介護 

です。私にとってそれらは初めてのことで、失敗の連続と試行錯誤の 

繰り返しでした。 

私は1回目のトイレ介助で音をあげ、すぐにヘルパーさんをお願いし、 

1日4回訪問していただくことになりました。4回目は、就寝の支度も 

お願いしました。母にとって知らない人に下の世話をしていただくのは 

苦痛のようで、次第に拒否をするようになりました。 

また、尿意を催す時間とヘルパーさんに来ていただく時間が合わず、 

私の負担は期待したほど軽減されませんでした。 

ヘルパーさんが帰るや否や「トイレに行きたい」と言われることが多くなり、私のストレスも溜

まってきました。また、私も母もポータブルトイレの使用に慣れていないことが原因の一つでも

ありました。そして、2回目の入所の時にリハビリの一環として指導していただき、解決するこ

とができました。 

5日間の帰宅でしたので、無我夢中で時は過ぎましたが、母をアルボースに送った後は、全身筋

肉痛のようになってしまい、疲労困憊でした。母の帰宅も回を増やすごとに日数が増え、帰宅4

回目の11月末には、私が熱を出してしまいました。38度代の熱で、今までの私なら、だるくて

起きられない状態でしたが、介護しなければならないという強い気持ちで丸2日間は何とか乗り

切れました。そして3日目にはとうとう倒れてしまいました。見かねたヘルパーさんがアルボー

スへの再入所の手続きをとってくださり、とても助かりました。 

しかし私は、この病後の回復が優れず体力を消耗し、その後もこちらの施設に多大なご迷惑をお

掛けすることとなってしまいました。 

母の帰宅中には、妹が度々おかずを届けてくれたり、介護の世話を手伝ってくれたりしました。

私が母の介護ができない状態のときは、娘たちが手伝ってくれたりしました。時々愚痴も聞いて

くれたので、ストレスを発散できました。夫は母の送り迎えをしてくれました。 

 介護は一人で抱え込まないことが大事であるとよく言われていますが、まさにその通りです。

私は身をもって経験しましたので、声を大にして言いたいと思います。 

そして私は、恵まれた環境にあるとも思います。母がこちらの施設にお世話になってから、今日

で1年2ヶ月足らずとなります。いろいろなことがありましたが、現在、母は3ヶ月ほどお世話 

なっていますので、私の体力や気力も元に戻りつつありまして、野菜作りや孫の世話などができ

るようになりました。母の介護があるときは、一歩も外に出ることができず、束縛されることが

多いのですが、今は解放されて自由な時間を過ごすことができています。 

 

                 まだまだ母の介護が続くと思いますが、母が元気で100歳 

                 を迎えられるように頑張っていきたいと思います。 

                 アルボースの皆さまやヘルパーさんをはじめ、周りの多く 

                 の方に支えられての介護です。 

                 これからも助けをいただきながら、後悔のない日々を 

                 過ごしたいと思います。 
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アンケート集計 

Ⅰ．アンケートに回答された方について 

 

Ⅱ ．話を聞いてのご感想 

 

性別 男性：5名  女性：15名  無回答：1名 

住所 市内：10名 県内その他：7名 県外：1名 無回答：3名 

年齢 50代：3名 60代：9名 70代：6名 80代：2名 無回答：1名 

利用者との関係 

   夫：2名 妻：4名 母：1名 息子：1名 娘：10名 姉：1名 無回答：2名 

・「認知症になっても感情は記憶に残る」この言葉は脳に残りました。役割について考えること

が多い、とても参考になりました 

・リハビリについて大変わかりやすいお話をありがとうございました。田村さんには学生さんの

実習時代から存じ上げております。立派になられて嬉しいです。ご活躍をお祈りします 

・リハビリテーションの奥の深さを初めて知り、その通りだと思いました 

・続けることが大切。重要と言うことがよく分かりました。認知症の方でも残る一心しなければ

ならないことだと思います 

・気を楽にして介護をしてみたいと思います 

・わかりやすくとても勉強になりました 

・大変よかった 

・大変参考になりました 

・勉強になりました 

・ご本人様はどんな状態であり、家族にとってはなくては「ならない人で」という思いが伝わっ

てきました。私も後悔しない介護をしたいと思います 

・鹿沼さんのお母さんへの愛をひしひしと感じました。介護サービスをうまく使い、無理をなさ

らないようにしてください 

・大変ですねと思います 

・介護は一人ではない、周りの人の協力あってのことだということに痛感しました 

・一人で介護を抱え込まず、助けていただける時、助けていただくことが必要なことだと感じま

した 

・ご苦労されている様子がうかがえました、先々もお体を大切にし、頑張りすぎないことです。 

・頑張らなくてもよいと思いました 

・家族への愛情が感じられて、感動しました 

【活動と参加に焦点をあてたリハビリテーション～その人らしく在宅生活を送るために～】 

      リハビリテーション科副主任 田村 敦美 

【家族介護体験談】 
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・制度についての講話 

    介護保険制度：6名 後期高齢者制度：1名 その他：1名 

・病気についての講話 

    脳血管障害：4名 認知症：7名 高血圧：2名 糖尿病：2名 その他：2名 

・介護方法についての講話 

    オムツ介助：4名 入浴介助：2名 食事介助：5名 その他：2名 

・リハビリについての講話 

    自宅でできるリハビリ：7名 その他：3名 

・実技をともなう講話 

    介護教室：1名・治療食の作り方：4名 会話の仕方：4名 その他：1名 

Ⅳ ．今後の家族会についてのご意見・ご感想 

 

【ご家族同士の意見交換会】 

・他の方々の介護状況を伺って、私の介護などほんの手助けだとしみじみ思った。主人の努力 

 を有り難いものと改めて認識した 

・楽しみにしていた日です。顔なじみな人に会い、いろいろな話を聞くことができ同感して 

 帰ります 

・それぞれの方のご苦労話共感できます。皆さんのお話大変参考になりました 

・介護をしている者同士の交換会ですので、介護者として元気をもらえます 

・皆さんの意見が聞けてとても参考になり、少し不安な気持ちが解消されました 

・他人事とは思いませんでした 

・自分もいつ認知症になるか、その時がいつ来るか心構えをもとうと思いました 

・介護されている人はほとんど中年～高齢者が多いなか、共感がもてました。辛いのは自分だけ 

 ではなく、このような会合がありますと元気をもらえます 

・各ご家族もいろいろ大変しながら、介護に関わってきていることを知り、私だけの問題では 

 ないことにホットしました 

・いろいろな体験を聞けてよかったです 

・皆さんの気持ちと同じです 

・大変参考になりました 

 

Ⅲ ．家族会に参加されてのご感想 

 
 とても参考になった：12名  少し参考になった：2名  無回答：7名 



- 8 - 

Ⅴ ．介護についてのお悩み 

 

Ⅵ ．開催時期についてご意見・ご提案 

 

Ⅶ ．アルボースに対するご意見・ご要望 

 

・食事についても｢何でも良い｣という本心は何でも良くないと思うが、何々思うように作って 

 あげられない 

・これからできるか心配です 

・これから自宅での生活をどうしたらよいか 

・3階スタッフの方にその都度聞いています 

・食事の作り方 

・曜日について 

  月曜日：1名 火曜日：3名 水曜日：2名 木曜日：3名 金曜日：7名  

  無回答：5名 

・時間について 

  午後：13名 無回答：8名 

・本人は通所の日を心待ちにしています。リハビリが今の母を支えていると思っています。 

 ありがとうございます 

・本人に大勢の方がかわってよい方向へ導いてくださるのでありがたいです。どんなに助けて 

 いただいているかわかりません。感謝しております 

・色々なアドバイスがほしいです 

・ありがとうございます 

・お世話になります、よろしくお願いします 

・母に合った所に入所できて大変助かっています 

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：地域交流広報部会 
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