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開催日 平成27年11月11日（水） 
 

参加者 21名 
    2階：5名 3階：8名 通所リハ：8名 
 
プログラム 
1 ．講話 「介護者のためのメンタルケア ～介護ストレスと上手につきあう～」 
         群馬大学大学院老人看護専門看護師コース  福田 未来さん 
                             小板橋 梨香さん   
 
2 ．家族介護体験談 
   いつも懸命に奥さまの介護をされている、2階ご利用中の本木さまにお話 
   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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介護者のためのメンタルケア 

   ～介護ストレスと上手につきあう～ 
群馬大学大学院老人看護専門看護師コース  福田 未来さん・小板橋 梨香さん  

「こころ」も「からだ」もリフレッシュ  ～触れ合うことの効果～ 

①心地良い刺激によりストレスが減る  

②触れ合うことで信頼関係が高まり、こころが通じ合う 

といった効果があります。その結果、認知症の人の不安や孤

独感が和らぎ、徘徊・興奮などといった症状が落ち着いたり、

それに伴って介護をする人の疲れや嫌な気持ちも自然と和ら

いできます。 

＜マッサージを行う上での注意点＞ 

・出血や腫れている部位、骨折や傷がある部位は行わない 

・妊娠の可能性がある。妊娠中の方へは腹部の施術やうつ伏せでの強い圧迫は行わない 

・骨粗鬆症の方への強い圧迫は避ける 

・空腹時、腹満時はめまいや吐き気が生じやすいので避ける 

・苦痛が生じた場合には中止する 

・摩擦を減らし保湿効果を高めるため、ハンドクリームや乳液などを使用する（アレルギーに注意） 

・楽で落ち着ける姿勢で行う 

・マッサージはゆっくりと流れを止めずに行い、手はしっかりと密着させるようにする 

①言葉によるもの（話し言葉、書き言葉、手話など） 

②言葉以外によるもの（身体接触、表情、身振り、香りなど） 

今回は、身体接触のマッサージについてとりあげたいと思います。 

 皆さまは、毎日をどのようにお過ごしでしょうか？ 

 ご家庭により事情は異なると思いますが、介護であったり、 

仕事であったり、自分自身の生活であったりと毎日大変な思いを 

されながらお過ごしなのではないでしょうか。 

 特に介護は、徘徊（はいかい）や排泄の問題など、きれいごと 

では済まされない壮絶なものであると思います。  

 そのような日々が続くと、介護を行うご家族は「こころ」も 

「からだ」もとても疲れてしまいますよね。その結果、介護を 

する人にどんなに深い愛情があったとしても、介護を受ける人の目を見なくなったり、からだに触

れなくなったりと、無意識に避けるようになってしまうと言われています。これは家庭だけの問題

ではなく、病院や施設のスタッフでもみられている傾向です。この影響により、介護を受けている

人は寂しさや孤独感を感じ、特に認知症の人は徘徊や興奮が強くなる可能性があり、介護をする側

も受ける側もどんどん辛い状況になってしまうのです。  

 そこで今回は、この辛い状況を少しでも改善するために「こころ」と「からだ」をリフレッシュ

する「触れ合うことの効果」についてお話をさせていただきたいと思います。 
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最後に手の甲を両手で軽く押さえ、マッサージが終わったことを伝える。 
手を離すときはゆっくり離す。 

 簡単で、時間をかけず誰にでもできるマッサージを紹介しました。 

 日々の介護にマッサージを取り入れ触れ合うことで、認知症の人に気持ちよさとともに言葉を使

わずして気持ちを伝えていけることでしょう。また、日々疲れているご家族同士がお互いをマッ

サージし触れ合うことで、会話が生まれ日々のできごとや苦悩を語り合う機会となっていただける

と幸いです。 

＜マッサージ方法＞ 

対象者の手の甲を両手で
軽く押さえ、マッサージ
を始めることを伝える。 
（こころとからだに安心
感を与えます！） 

手首→肘の方向に、手の
甲から肘までをさすり、
圧は徐々に強くする。 
（安心感やリラックスを
促します！） 

肘の外側を円を描くよ
うにマッサージする。 

親指と薬指で腕を挟みチュー
ブをしぼるように手首→肘の
方向にマッサージする。（筋
肉の緊張を緩和し、血のめぐ
りを促します。また、リンパ
液の流れをよくし、溜まった
老廃物を体外への排泄を助け
ます！） 

施術者の両手の小指を、
対象者の母指と小指に
かける。施術者の両手
の母指を使い、手のひ
らをもみほぐす。 

片手で対象者の手の甲
を支え、片手は握りこ
ぶしを作り円を描き、
圧を加える。         

対象者の指を、施術者
の母指と人差指で挟む。 
指の付け根→指先方向
へ移動させ、指を１本
ずつマッサージする。 

②と同様に手首→肘ま
でをさする。圧は徐々
に緩めていく。 
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いつも懸命に奥さまの介護をされている、2階ご利用中の本木さまにお話をして
いただきました。 

家族介護体験談 

 私の体験談は妻の介護についてです。 

妻は昭和13年生まれの今年で77歳になります。まだまだ若い

のですが、平成22年頃、病に倒れてしまいました。現在はア

ルボースの2階でお世話になっております。 

 介護スタッフ皆さまよい人たちで親切な介護をしていただい

て過ごしており、ありがたいと思っております。 

 妻とは昭和37年1月に結婚をいたしました。農業の経験も

ない女5人姉妹の末っ子が農業の長男の所に嫁いでくれました。 

 米、麦、養蚕、野菜も少し取り入れて農作業に従事をしておりました。当時は機械もなく、人

間の手間で畑仕事をしなければなりませんでした。体も疲れる作業でありましたが、妻は一生懸

命働いてくれました。そうした中でも農閑期には、生け花を習い、短歌にも親しみ書道も達者で

賞をいただいたこともありました。趣味は多様でありました。そうして元気に幸せに過ごしてい

ましたが、人間の人生一歩先はわからぬものです。 急に平成22年頃から忘れごとが多くなり、

買い物なども衝動買いをするようになりました。1年から2年の間に身体的に腰が弱くなり、歩行

が大変になってきて、食欲もなくなってしまいました。また、車の運転も方向性が安定しなく、

事故が心配になってきたことから免許も返納しました。このことが大変ショックであったようで

す。デイサービスで、皆さまと話をしたりすれば、病気の進行も遅くなると思い、介護認定を受

けました。宮郷の施設でデイサービスを利用していました。その頃の家庭での介護を振り返ると、

食事、トイレ、風呂などよく私も頑張ったなと思います。大変でした。デイサービスを1～2年利

用していましたが、食欲がなくなり、6ヶ月で体重が10キロも減ってしまいました。心配になり、

美原記念病院の先生に週1回ほど診ていただいていましたので相談をしました。先生は年齢も若

いから、入院をして鼻から管を入れるか、胃に直接に食事を入れるか、どちらかを考えた方がよ

いとのことでした。結果、入院することにしました。鼻から管を入れるか、胃に直接入れるか大

変悩みましたが、先生から、お口から食べられるようになれば、外すことができるということで、

子供たちと相談をし、胃に直接入れる方法を選びました。平成25年の6月のことでした。入院中、

妻の病気について歌を聞かせることもよいのでは 

ないかと思いました。看護師さんもよいと言って 

くださり、携帯用プレイヤーのイヤホン2人分を 

買い面会ができる日は聞かせてやりました。効果 

があると信じて一生懸命やりました。歌は童謡、 

唱歌が多く、演歌も聞きました。 
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 退院は8月3日でした。家庭に帰りましたが介護が大変なこともあり、パテーラのヘルパーさん

を1日2回、他施設のヘルパーさんを夕方1回と、1日3回の訪問介護をお願いしました。その他

にもグラーチアさんの訪問看護を火曜と金曜にお願いをしていました。自分自身で体温調整が難

しく、体調管理も看ていただきました。体温の上下は私の神経を悩ませました。アイスノンの使

用、氷のペットボトルを両足の間に挟むなど大変でした。また、排便も順調ではありません。心

配しました。看護師さんは、排便についてもよく看てくれて、訪問の日が待ち遠しかったです。

便が腸の下にあれば出してもらえますので有り難かったです。便が出れば私の気持ちも楽になり、

神経も休まります。看護師さんには大変お世話になりました。 

 昨年の２月１４日大雪の前の晩のことです。妻が３８℃の熱を出し困って 

しまい、グラーチアさんに電話をしました。夜の７時ごろでしたが電話が 

つながり、状況を伝えたところ、吸入器をもって訪問してくれました。あり 

がたかったです。看護師さんの落ち着いた行動の一つひとつは、心配をして 

いた家族にとって安心感を与えてくれます。信頼によるものだと思いました。解熱剤を４時間お

きに服用ということで、解熱剤を与えると熱も下がりことなきを得ました。次の朝があの記録的

な大雪で忘れられません。熱が下がらなかったらと心配になり、訪問看護の有り難さが身にしみ

ました。一生忘れることはできないでしょう。 

 その後、アルボースの入所、アミーキのデイサービス、ショートステイなどを利用させていた

だき、今に至っております。アルボース入所中には、毎日面会に来て音楽を聞かせてやりました。

少しでもよくなればと思い一生懸命です。現在、音楽は休んでいますが機会を見てと思っており

ます。 

 こうした介護施設があってくれるので大変ありがたいです。介護人の共倒れが防げます。本当

に助かります。介護施設、特別養護老人ホームなどの増設を大いに望みます。本当にそう考えて

います。私はできる限り面会に来ています。妻も元気の時には一生懸命働いてくれましたので、

恩返しのつもりです。また、妻の顔を見ますと元気をもらいます。「お母さん来たよ」と声をか

けますと、目を開けてくれます。目を開けない時もありますが、顔にほころびがあるような気が

します。毎回、午後４時半ころの面会ですが、家でのできごとを全部話しています。スキンシッ

プとでもいうのでしょうか、体を撫でてやります。それが私の面会での仕事です。また、２階の

看護師さんは気さくな方たちばかりです。あいさつはもちろん、話しかけてもくれます。私もス

トレスの解消になります。 

 人間1人は弱いものです。妻と顔を合わせ、スタッフの方とも話が

でき、ありがたいと思っています。こうして家族会を開催してくだ

さり、交流ができることで元気をもらい、勇気も湧いてきます。 

頑張らなければと思います。妻も皆さまの親切な介護をいただきな

がら、まだ頑張ると思います。私の介護もまだまだ続くと思います

が、皆さまのご協力をいただきながら頑張りたいと思います。どう

ぞよろしくお願いいたします。 

  

 長々とお話をさせていただきましたが、何か皆さまに得とすると

ころがあれば幸いです。 
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・触れ合い効果の大切さを痛感しました。マッサージは勉強になりました 

・触れ合い効果、言葉、スキンシップなど、いろいろあること再認識いたしました。マッサージﾞ 

 の仕方は参考になりました 

・3階でお世話になっています。早速、母にさせていただきます 

・マッサージをすぐに始めたいと思います 

・触れ合うことの大切さも、マッサージの実技を体験してよく分かりました。両者ともやさしい 

 気持ちになれると思います 

・看護する人と介護される人が、リラックスする方法としてマッサージをして過ごすことはいい 

 と思います 

・家族とゆっくり時間がとれるケアだと思います。母、夫にもマッサージをしてあげたいと思い 

 ました 

・マッサージがとても気持ちよかったので、ぜひ母にやってあげたいと思います。マッサージを 

 することで、お互いの心がリフレッシュされると思います 

・大変参考になりました。施設などのお見舞いにも活用できます 

・手と手の触れ合いで気持ちがほっこりします。気持ちがスッーと楽になりました。主人に教え 

 て私もやってもらいたいと思いました。マッサージは気持ちよいですよね 

・マッサージについて、やってみてお互いの交流の安心感が持てます 

・時すでに遅しの感じこんな生やさしいものではありません。きれいごと過ぎて聞いていて、何も 

 わかってない。涙が出そう。私たちはもっともっと大変な日々を過ごしています。マッサージは 

 とてもよかったです。癒されました 

・大変参考になりました 

・よかった。ためになった 

【介護者のためのメンタルケア ～介護ストレスと上手につきあう～】 

群馬大学大学院老人看護専門看護師コース 福田 未来さん 

 小板橋 梨香さん           

【家族介護体験談】 

アンケート集計 

Ⅰ．アンケートに回答された方について 

 
性別 男性：7名  女性：11名  無回答：2名 

住所 市内：13名 県内その他：3名 無回答：4名 

年齢 50代：1名 60代：7名 70代：9名 80代：3名 

利用者との関係 

   夫：3名 妻：6名 息子：2名 娘：3名 兄：1名 弟：1名 その他：4名 

・老老介護の共倒れを防いでくれる介護スタッフのご苦労、本当にありがたいことと実感もして 
 おります 
・70歳過ぎでの発症、数年で胃ろう処置。早い進み方のほうなのでしょうか。介護している 
 ご主人もさることながら奥さまも苦しい思いをなさったことをお察しします 
・本木さんの愛情が感じられます。自分と似た様なことが多くあるので参考になりました 
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・制度についての講話 

    介護保険制度：1名 後期高齢者制度：2名 

・病気についての講話 

    脳血管障害：3名 認知症：6名 高血圧：2名 糖尿病：2名 

・介護方法についての講話 

    オムツ介助：4名 入浴介助：1名 食事介助：4名 

・リハビリについての講話 

    自宅でできるリハビリ：4名 

・実技をともなう講話 

    介護教室：2名 治療食の作り方：2名 会話の仕方：4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】 

・他施設のスタッフ参加もあり、地域によってずいぶんと事情が違うことに驚きました 

・施設の選び方など参考になりました 

・それぞれ大変であることを実感しました 

・自分と同じようなことを考え思っていると思うと心強く、次回、顔を合わせるのを楽しみして 

 います 

・自分の行動範囲も趣味も広げてストレスを解消します 

・他施設のスタッフ参加で少し緊張しました。若い方も含めて、もう少しお話を続けたかったです 

・いろいろな体験談を聞いてこれからの生活の励みになりました 

・とても役に立ついい話し合いができて、今日からの自分のあり方を反省すると共に、少しずつ 

 いい自分になりたいと思いました 

・いつでも不安に感じていることを相談できるのだと教えていただきました。皆さまの夫婦愛の 

 強さを感じました 

・この意見交換会は必要だと思います。お互いの苦労を聞きますと自分の勇気が沸きます 

Ⅲ ．家族会に参加されてのご感想 

 
 とても参考になった：17名  無回答：3名 

・感動いたしました 

・家族愛に包まれ、病気にはなりましたが幸せだと思います。ストレスを上手に発散されている 

 ようで、安心な気持ちです 

・介護する人も高齢なので、なかなか思う様に見られないこともよく分かります 

・自分も本木さんのような介護ができるだろうか？やさしさが伝わってきました。頑張って欲しい 

 と思いました 

・奥さまへの愛情の深さを感じました 

・よいお話で感心しました 

・重い、重いお話ありがとうございました。感動です。頑張ってください 

・皆さまのそれぞれの苦労話を聞いて、自分だけが大変だと思わずに頑張れるかなと思っています。 

 実際に家庭で介護されていた話大変そうでした 

・ためになった 
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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 

 

・家族の健康状態が心配です 

・1人でできるトイレについてです 

・車椅子生活なので家に帰ると、寝起き、トイレなどで背中、腰が苦しくなります 

・自分の体が不調な時にどこまで手を抜いてよいものか、本人にも話して早く帰るのですが、後ろ 

 めたく感じます 

・話が通じなくなって、どうやって介護をしたらよいか困っています 

・もう無理はできない、やさしくできない自分がつらいです 

・いろいろ細かいことがありすぎますが、今回、皆さまからお聞きできて勉強になりました 

・悩みは解決されつつあります 

①曜日について（複数回答可） 

  日曜日：1名 月曜日：2名 火曜日：2名 水曜日：7名  

  木曜日：3名 金曜日：2名  

②時間について（複数回答可） 

  午前：2名 午後：14名 夕方：1名  

・介護スタッフの方が親切なのでありがたく思います 

・脳トレのようなこともしてくださっていると思いますが、「考える力」をもっとしていただけた 

 らと思います。リハビリに力を入れてくださるのでとてもありがたく思います。ありがとうござ 

 います 

・とても気持ちよくマッサージができました。ありがとうございました。家族会旅行楽しみにして 

 います 

・大変お世話になりありがたく思います 

・感謝しています。本当にありがとうございます 

・本人にたくさん話しかけてもらいたいです。お世話になりますが、よろしくお願いします 

・ただ、ただ、感謝です 

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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