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1 ．講話 「腰痛予防 ～介護の基本は自分を守ることから～」 

 ■アルボースリハビリテーション科長 元井 光夫    

2 ．家族介護体験談 

 ■一般棟ご利用のお母さまを介護されている、廣田さまにお話を 

       お伺いしました 

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 

プログラム 

介護老人保健施設アルボース  

開催日 ：平成29年6月1日（木） 

開催場所 ：美原記念病院1階 講堂 

参加人数 ：22名（男性5名 女性17名） 

   （2階：9名 3階：6名 ユニット：1名 通所リハ：6名） 
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腰痛予防 ～介護の基本は自分を守ることから～ 

アルボース リハビリテーション科長 元井 光夫 

腰痛の原因 

①骨や関節、筋肉の障害による痛み（器質的な痛み） 

②神経の障害による痛み（神経痛） 

③精神的ストレスによる痛み（非器質的な痛み） 

④内臓の病気による痛み 

 これら4つの要因のうち、一つだけが原因となっていることも 

あれば、複数の要因によって腰痛が起きている場合もあります。 

身体（脊椎・姿勢）を知る 

 脊椎は横から見ると、緩やかなS字のカーブを描いています。脊椎は、上から少し前方に緩く曲

がった7個の頚椎、背中の反りを作り出す後方に緩やかに曲がる12個の胸椎、背中の反りとバラ

ンスをとる前方に緩やかに曲がる5個の腰椎、仙骨、尾骨で形成されています（図1）。猫背、凹

背、凹円背や平背のいずれも腰の反りが強く、腹部の筋肉の働きが悪い共通点があります。 

図1 脊椎 

下記は代表的な痛みです 

①関節痛 

 長年の腰への負担や老化によって椎間板がつぶれ、変形した骨が周囲の組織を刺激して痛みます。 

 骨や椎間板が変形した結果、椎間関節がゆがみ関節痛が起こります。 

②神経痛 

 皮膚の表面近くが「チクチク、ピリピリ」といった痛み。痛みは個人差があり、衣服がすれた 

 時の違和感、アリが走るような感覚、針を刺すような鋭い痛み、かなりの激痛などさまざまです。 

③筋・筋膜性腰痛 

 腰または腰から背中にかけての痛み、前かがみになった時に腰が痛むことが多い。腰の疲れ、 

 張り、こり、だるさ、重苦しさなどの違和感、不快感です。 

 腰の負担が大きい姿勢を続けていると、腰の筋肉が緊張して固くなります。柔軟性が低下するこ

とで損傷しやすくなるほか、血行も悪くなって痛みの元となる炎症や疲労が発生しやすくなり、痛

みにつながります。原因の1つは、腰痛の85％にあたる腰周辺の筋肉の慢性疲労です。日常生活

を送る中で、筋肉疲労は必ず起こります。睡眠不足や栄養バランスが取れていない、運動不足や座

りっぱなしの仕事を続けるなどしていると、筋肉疲労が回復することなく徐々に蓄積されていき、

やがて腰痛を招きます。  

 原因の2つめは骨格の歪みです。長時間限られた姿勢でいると、身体の柔軟性が失われていき、

同じ骨格や筋肉だけを使うことになります。使われている筋肉には負荷がかかり、使われていない

筋肉は少しずつ緩んでいきます。こうしたことが筋力のアンバランスを生み出し、骨格の歪みを招

きます。歪んだ骨格は左右のアンバランスを生み出し、その周囲の筋肉への負荷に変わります。身

体のバランスをとろうとする代わりの筋肉にも、徐々に疲労が蓄積されやがて腰痛につながります。 
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 原因の3つめは、いきなりの過負荷。高いところから飛び降りた着地の瞬間や、勢いよく振り返

った瞬間、横になっていて勢いよく起き上がった時など、止まっている状態からいきなり動いた時

や、動きの急激な切り替えの時に、腰にいきなりの過負荷がかかり、腰痛を起こします。 

 腰痛になる原因として考えられるものは、上記したものの他に、体重や筋肉のバランスや生活習

慣、または生活環境、体質なども考えられます。 

  

腰痛予防のポイント 

 日常生活の中で“腰に負担をかけないように、正しい座位・立位姿勢を取る”ことです。それが

、筋肉の慢性疲労を防ぐこと、腰椎の歪みを取り除くこと、腰椎周囲の筋肉の柔軟性を保持するこ

と、急激な動きは避けることにつながる大切なことだと言えます。 

 下記内容の姿勢評価を行い自分の姿勢を知り、予防のために腰痛体操を継続してみましょう。痛

みが増強する場合は、無理に行わずにスタッフに相談するか中止しましょう。 

～姿勢評価～（図2） 

①壁を背にした状態で立ちます。 

②後頭部、お尻、かかとを壁にしっかりと付けます。 

③壁と腰の間に手を入れてチェックします。 

 正常な骨盤の状態であれば、猫の手（手の指の第二関節を曲げた状態）くらいの

スペースができます。骨盤が前傾している反り腰の場合は手のひら2枚以上やこぶ

しが入る状態です。逆に後傾している場合は手のひらであっても入れることが難し

い状態となります。 

図2 姿勢 

～腰痛体操～（図3） 

実際に①～③の順に腰椎を寝た状態、座位状態、立位状態で動かしてみましょう。 

①骨盤前傾位＝腰椎前弯を増強（腰を反るように持ち上げる） 

②骨盤中間位＝腰椎前弯を正中（自然な状態にする） 

図3 
腰痛体操 

③骨盤後傾位＝腰椎前弯を軽減（腰を床に押し当てる） 



- 4 - 

家族介護体験談 廣田 真理子さま  

2階一般棟をご利用しながら、お一人暮らしをされているお母さまを遠方より 
通いながら介護をされている、廣田さまにお話をお伺いしました 

 母は6年ほど前から独居で、毎日母の家に行くようになりました。その頃からアルボースの通所リ

ハビリに通ってリハビリに取り組んでいました。しかし、昨年9月に心不全で緊急入院し、やれやれ

と思っていた矢先に、今度は脳梗塞を発症。重度の脳梗塞で危篤となり、植物状態に近いものの命は

助かりました。もう奈落の底というか、一夜にして今まで一人で生活していた母が何もできない状態

になってしまいました。先生からとても状態が悪く、この先半年単位で考えていたほうがいいと言わ

れ、なんの希望も持てませんでした。 

 入院先の病院から少しでも口から食べられればと美原記念病院にリハビリ目的で転院しました。し

かし、口から食べることは諦めざるを得ませんでした。そして、次の転院先を考えなくてはいけなく

なりました。もう何の希望もなく、母の最期のことしか頭になかったです。いなくなったらどうしよ

うとそのことばかりでした。 

 今後のことを考え、介護付きの病院を候補に選び、見学に一人で行くのは不安で叔母と一緒に行き

ました。するとその病院は、誰もいないような静けさでびっくりしました。廊下の冷たさが伝わって

くるようでした。病院からの説明で面会時間は15分、厳守してくださいとのことでした。長い廊下

を歩いて病室へ行くので、母の顔を実際に何分見られるのだろうと思いました。帰ってからもそのこ

とが頭から離れなく、叔母とも相談しました。 

 母の最期のことまで全て私がしなくてはと、環境面などを考えてその病院を選択しようとしたので

すが、納得できなくなりました。今までのように毎日顔を見ることができない。それでは何のために

病院に入れるのか趣旨から外れてしまうことに気づきました。 

 発症前にアルボースを利用していたので、生活環境を極力変えずに介護生活へ入るのには、アル

ボースが一番だと思いました。もともとわかってはいたのですが否定的な考えでやめていたのです。

でも、これではいけないと、母のことを優先に考え最善のことをしてあげようと思いました。 

 そこで、アルボースの相談員さんに今の状態で入れるのか、ケアマネさんにも私の考えを伝え意見

を聞きました。叔母に相談したら「とにかく今の母親のことを考えなさい。この先は何があるかわか

らないけれど考える必要はない。もし何かがあったらそのときは私も一緒になって応援するから」と

言ってくれ、すごく気持ちが楽になりました。 

 何とかアルボースに入所することができました。リハビリスタッフや知っている方たちが、何人か

いたので私のほうが安心でした。それに回復も見られやはり施設っていうのは場所によってずいぶん

結果が違ってくるのだと実感しました。 

 しかし、3ヶ月はあっという間に過ぎます。そろそろ話があると思っている 

と案の定、相談員さんから「そろそろお母さん連れて帰りませんか」と。 

「あの母を連れて帰るのですか？動けないですよ。おむつはどうやって替える 

の？」と質問攻めでした。 相談員さんに何が不安かと聞かれたので「全てです。 

何もできないですから」「では、不安を全て取り除いたら？」と言われ、その力強い 

言葉に私もその場で「わかりました。連れて帰るように頑張ります」と準備を始めました。 
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 アルボースには毎日のようにきていたので、薬の入れ方、栄養の入れ方は看護師さんについて何

回も練習しました。「夜中、全部やれますか？」と言われ、看護師さんがついて 

できても、家に帰ったらどうなるのか不安な気持ちも残っていました。 

それでも帰る日が近づくと、母に「この日に家に帰るんだよ」と言葉をかけてあげる 

のが、自分のことのように嬉しかったです。倒れてから、初めて家に帰るわけです 

から。やはり家に帰ると、何となくリラックスしているようでした。私もこれから、 

大変な日々が始まるけれど、よかったと思えました。 

 私は口のケアがとても下手ですが、ある日、少しは口の中を潤わさなければと「ちょっとやらせ

てね」と言うと、大きい口を開けていた母が、ぎゅっと口を結んで嫌がる表情をしました。その表

情を見て笑ってしまいました。それを見ていた母も、私と一緒になって声を出して笑ったんです。

倒れてから初めてだったんです。笑い声を聞いたのが。これも、家に帰ってきたリラックス効果な

のかなぁと思い、私もすごく喜びました。 

 訪問看護などが入って、私はなるべく手を出さなくて夕方から夜にか

けては私がおむつの交換をしなくてはいけないのですが、母は意思疎通

がハッキリしていて、力はないですが右手だけが動くので、私の手を

握って「するな」と目で訴えます。それでもさせて欲しいといい、その

手を払いながら交換するのはとても大変でした。すごくストレスになっ

ていました。訪問看護さんに相談すると、他の方法をいろいろ考えても

らいました。私のやっているのをみて、「いや！これだけやってくれれ

ば、できなくて当たり前なことをこれだけするんですから、後は私たち

に任せてください」と、私にとっては、とても救いの言葉でした。「し

なくてもいいんだ。ある程度できなくてもしょうがないんだ」と自分を 

納得させる材料にはなりました。10日間つきっきりでしたが、注意されたことを一つ二つと結構

忘れてしまいます。でも、最終的には訪問看護さんが、「身体がもたないから、手抜きをするのも

大事ですよ」とよく話をしてくれます。 

 2度目の在宅の時は、私の姿をみて、例え数時間でも仕事をして、帰ってきてから母を見られる

ようスケジュールを考えてくださいました。80歳を過ぎた叔母も協力を申し出てくれたので、そ

んなに甘えていいのかと思いましたが、せっかくの申し出でしたので、お願いしました。10日間、

叔母と母と私の3人でなんとかやれましたが、とても楽でした。初めての時と比べたら嘘みたいで

す。今回は、おむつ交換をもっと上手にできるかと少し自信もありましたが、そんなことはありま

せんでした。今日もダメだったと思う日が多かったです。基本プロの方がしてくださり、私が少し

だけするというのはすごく楽でした。気持ちに余裕が持てるのも、いろいろな方のサポートとアド

バイスです。患者だけでなく、私たち家族にも目を向けてくれます。いろいろなことを言っていた

だき、おかげでなんとか乗り越えてきたように思います。これがあと何回続くかわからないですが、

とにかく、これからもやっていこうと思う気持ちにはなりました。  

 何するにも最初にとにかく言葉をかける。それが大事だとよくわかりました。でも、アルボース

で見ていたことが、家に帰ってくると、同じようにはできません。皆さまの仕事を見て、自分で

やってみて、初めて大変だと気づきました。それを皆さまは大変だとは思わず、患者さんのことを

一番に思っていてくれることがすごく伝わってきました。本当にありがたく感謝しています。あり

がとうございました。 
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アンケート集計結果 

回答数：19名（回答率 86％） 

性別 男性：4名  女性：15名  無回答：0名 

住所 市内：11名 県内その他：5名 県外：1名 無回答：2名 

年齢 40代：1名 50代：1名 60代：11名 70代：1名 80代：4名   

利用者との関係（ご家族の続柄） 

   夫：3名 妻：5名 息子：1名 娘：8名 義母：2名 

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をお聞かせください  

腰痛予防 ～介護の基本は自分を守ることから～   

家族介護体験談  廣田 真理子 さま 

・わかりやすく聞けました 介護する人が弱いとできないので健康でいたいと思いました 

・お話も棒体操も、とても参考になりました 

・とても参考になりました。体操も家でやってみたいと思いました 

・今はあまり問題ないですが、悪くならないようにします 

・腰痛予防体操を実技でやりたかった 棒体操をやっていただけてよかった 腰を守る介護の 

 やり方のポイントを身振り手振り交えて教えていただいてよかった 

・腰痛予防の運動がよかったです 

・腰痛予防のポイントをふまえて行動することで、自身を、また母を守りたいと思いました 

・最初の自己紹介、以前に伺いましたがいいですね 親近感が湧きます 信頼感が増します 

 最後に体を動かす時間を設けてもらったのもよかったです 

・体を動かさなくてはいけないと思いました 

・日頃ラジオ体操をしています。歩行（散歩）も毎日行っています 

・腰痛予防をしっかりして、これからも元気に介護を続けたいと思います 

・自分の身体、気をつけます 

・初めて介護するといろいろ不安もありますが、いろいろなサービスを使い、そして、訪問看護師 

 さんがよい人にあたってよかったですね。何でも相談した方がよかったですね 

・お母さまを大切に思う気持ちが、大変な介護に挑戦していく勇気になっているのだと思いました 

・心の持ちようなど尊敬いたします。見習いたいと思いました 

・今の目の前の患者のことだけ考えればよい。声をあげて笑ったこと。家に帰ったリラックス、 

 などの言葉が心に残った。訪問看護師さんがありがたい。手抜きも大切など 
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Ⅲ. 家族会に参加されて、ご自身の介護に参考になりましたか  

・とても参考になった：15名 ・少し参考になった：1名 ・無回答：3名  

ご家族同士の意見交換会 

 

・制度についての講話 

    介護保険制度：6名 後期高齢者医療制度：3名  

・病気についての講話 

    脳血管障害：6名 認知症：7名 高血圧：5名 糖尿病：6名  

・介護方法についての講話 

    おむつ介助：6名 入浴介助：5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：6名   

・実技をともなう講話 

    介護教室：6名 治療食の作り方：5名 会話の仕方：5名  

・その他、ご提案をお願いいたします 

    ・介護教室をしてほしい 

Ⅳ. 今後の家族会についてのご意見・ご提案  

・皆さまの話を聞いたり、話を聞いていただき、ありがたかったです 

・いろいろお聞きして参考になりました 

・それぞれの悩みが聞けてよかった。師長さんからリセットの話が聞けて、そうかなと思った  

 笑いが出て久しぶりに楽しかった。楽しい時間を過ごせた 

・皆さまの大変さに自分の身の上は足元にも及ばない。幸せな方だと思いました 

・いろいろな事情を抱えていらっしゃることがわかり、また頑張ろうという気持ちになりました 

・いろいろな悩みがあり、周りに相談や話ができることが一番よいのではと思いました 

・いろいろな方々のお話をしてくださり自分も頑張らなくてはと思っています 

・不安だらけですが参考な意見が聞けました 

・同感できるお話で心から救われる思いがありました 

・アルボースへ移られてよかったですね。お母さまが家に帰って笑い声を出したお話は、本当に 

 家が一番なのだと思います。穏やかな笑顔が出るのはいいですよね 

・ご苦労がよくわかります 

・自分の母親の介護の件でしたが、わかりやすく説明してくださりとてもよかったです 

・これから起こりうる事例として勉強になりました 

・まだまだこれから頑張ります 
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時間帯はいつがよろしいですか（複数回答可） 

午前：1名  午後：12名  

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：0270-21-2700 

 FAX：0270-21-2704 

 Email：arbos@mihara-ibbv.jp 

 URL：http://mihara-ibbv.jp/arbos 
発行：広報部会 

曜日はいつがよろしいですか（複数回答可） 

月曜日：1名  火曜日：1名  水曜日：2名   

木曜日：6名  金曜日：3名  土曜日：2名  

Ⅶ. アルボースに対するご意見・ご要望  

Ⅵ. 開催時期についてご意見・ご提案  

・短期入所利用が自由な日を選べるとよいのですが 

・夏になるとエアコンだけでなく空気の入れ換えで流れもよくなるとよいと思います 

・いつもお世話になり、ありがとうございます 

・今のところは満足しています。これからもよろしくお願いします 

・スタッフの皆さま礼儀正しく好感が持てます 

・いつもありがとうございます。助かります 

・いつも親身になってお世話いただき、ありがとうございます 

・いつも感謝しております。ありがとうございます 

Ⅴ. 介護についてのお悩み  

・家では自分一人では無理と感じておりますが、近所の皆さま方に助けられております 

・父母共に歳を取ってきて、2人暮らしをいつまで続けられるか心配です 

・どのように母と関わるとよいのか？ 

・家庭に一時帰宅するときの心配 

・自分の自由な時間があまりないのでストレスが溜まります 

・介護生活が大変になってきました 

・全てに不安です 
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