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1 ．講話 「救命処置を身につけましょう  

  ～もしも目の前で大切な家族が倒れたら～」 

 ●BLSチーム 看護師 五十嵐 敦子      

2 ．家族介護体験談 

 ●ご自宅でお父さまを介護されている、須藤さまにお話を 

       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7月31日（金） 

開催 場所 ：美原記念病院1階 講堂 

参加 人数 ：14名（男性：4名 女性：10名） 

 【2階：4名 3階：6名 通所リハ：4名】 
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平成28年度  ケア向上改善部会長 岡田 ゆうこ 

■救命処置を身につけましょう  
   ～ もしも大切な家族が倒れたら ～ 

BLSチーム 看護師 五十嵐 敦子  

目の前で人が倒れていたら  

 ①周囲が安全か確認 

 ②感染防御（マスク、手袋、エプロンなど） 

①両肩を軽く叩いて呼びかける 

 返事をするか？目を開けるか？ 

どうしました？ 
大丈夫ですか？ 近づいても安全か 

触っても大丈夫か 

①大声で人を集める 

②119番通報 助けて！ 
救急車を呼んでください 

①目で胸と腹部の動きをみる 

②素早く時間をかけない 

③判断に迷うなら「呼吸無し」扱い 

普通の呼吸 
ではない！ 

1.救助者自身の安全確保  

4.呼吸の確認  3.意識がなかったら  

2.意識の確認  

はじめに 

 突然目の前で人が倒れたら、あなたならばどのように対応しますか。今回は、急に倒

れた人に対して、その場に居合わせた人が行える一次救命処置（BLS）について説明し

ます。 

一次救命処置（BLS：Basic Life Support）とは 

 急に倒れた人に対して、その場に居合わせた人が救急隊や医師に引継ぐまでの間に行

う応急手当のこと。そこには「助かる命を助ける」の精神があります。 

※いちいちキューと言うと、

慌てていても混乱しないです 
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5.胸骨圧迫（心臓マッサージ）  

剣状突起の肝損傷に注意 

①手掌基部で加圧する 

②利き手が下になるように重ねる 

 肋軟骨骨折予防のため指は反らせて肋骨上に置かない 

①圧迫回数（速度）   

 ・1分間に100～120回のテンポ 

②圧迫の強さ      

 ・胸が約5㎝沈むように圧迫 

 ※圧迫と圧迫の間は、胸がしっかり 

  戻るまで十分に圧迫を解除する 

胸骨圧迫（方法） 胸骨圧迫（コツ） 

①肩を患者の胸骨の真上に持ってくる 

 ※患者の腕が真下に見えるくらいが垂直です 

②肘をまっすぐ伸ばして手の付け根部分に 

 体重をかけ、垂直に圧迫する 

胸骨圧迫（注意点）  

①仰向けでできるだけ水平な場所で、可能なら固いもの（床・背板など）の上で行う 

②胸骨圧迫の開始の遅れや中断は最小限にする 

③疲れたら交替する（交替はできるかぎり早く、絶え間なく続けることが大切） 

おわりに 

救急車が来る前に行えていると、生存率が上がり、障害の度合いが軽くなります。BLSは実際に

体を動かして訓練することが上達への第一歩です。地域で行われる講習会など、機会があれば参

加してみてはいかがでしょうか。今回の家族会での体験を基にさらに興味を持っていただければ

幸いです。 

① 

② ② 
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お母さまのことを思いながら、3階認知症棟を利用しているお父さまの介護を 
献身的にされている須藤さまにお話をお伺いしました 

■家族介護体験談     須藤 博通さま  

             皆さまこんにちは。初めに自己紹介します。私は現在64歳、３年前に 

            公立小学校を定年退職し、本格的に在宅で両親の介護を始めました。 

             アルボースから車で5分のところに父と二人暮らしです。家から車で 

            3分のところに弟夫婦が住んでいます。弟は土曜、日曜、長期休業の時  

            には手伝いに来てくれます。父は89歳、アルツハイマー型認知症で要介 

            護4です。平成29年4月からアルボースのショートステイにお世話に  

            なっています。在宅介護の始まりは、平成24年６月から夫婦でデイサー

ビスに通い出したころからです。当時は、父は要介護2、母は要支援2です。私は現職の教員でした。 

 私の介護体験談はまず母の介護、介助についてお話し、次に父についてお話します。 

 母は平成29年５月３日に亡くなりました。72歳のころ脳内出血で43日間美原記念病院に入院。

危うく命を取りとめました。手術をしないで済み主治医には奇跡的に治ったと言われました。コレ

ステロールを下げる薬をこの１月まで飲んでいました。 

 7年ほど前から骨粗鬆症、脊柱間狭窄症で整形外科通院。杖や押し車を使い移動。平成28年春頃

から、夜間トイレへ行く時は、四つん這いになり畳を這い、途中から私が両手を持って体を起こさ

せ、両手をひいてトイレに行かせていました。頻尿で夜間2～3度行っていました。デイサービスは

腰痛のため朝起きられなくなり、平成28年9月を最後に行かなくなりました。母は自宅にいつもい

て、ひじ掛け椅子に座っていたので父を見てもらうことができ、自分は安心して食事の用意ができ

ました。 

 平成28年8月、私の人間ドックで、胆のうポリープが見つかり、10月のMRI検査、平成29年1

月の再度のエコー検査の結果、経過観察となり母はほっとしていました。自分のことより息子のこ

とを心配する母でした。しかしこの頃から、母の悪性リンパ腫は大きくなっていたのだろうと思い

ます。父の認知症の周辺症状に自分の注意が取られていたので、母の異変に気付きませんでした。

返す返すも残念です。 

 ５月３日12時40分頃に、父をアルボースに迎えに行き、母が亡くなる40分ぐらい前に最後の面

会。母は目を開けて父の姿を目に焼き付けようとしていたようでした。これが仲良し夫婦の最後の

お別れとなりました。父をアルボースに送っていき、13時40分頃福島病院に戻った時に呼吸が止

まり、心拍は16。まだ心臓は動いていました。私は母に顔を近づけ「お母さんは強いんだよ、お母

さんは強いんだよ」と大声で励ましていました。ありがとうと言えなかった。まさか母が死ぬと思

わなかった。油断していました。13時43分亡くなりました。あまりにあっけなかった。 「水をご

くごく飲みたい」「お風呂に入りたい」というささやかな望みを叶えてあげられなかった。こんな

ことなら、水を飲ませてあげたかったし、退院させて自宅で入浴の介護サービスを受けさせたかっ

た。まだ大丈夫という油断。生前母がよく言っていた「明日ありと思う心のあだ桜夜半に嵐の吹か

ぬものかは」という親鸞の歌が頭に浮かびました。「おまえはすぐ油断する、まだまだ大丈夫と油

断する」とよく母に言われたものです。最後の最後でその通りになってしまいました。 
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父をアルボースに連れて帰らなければよかったと長いこと悔やみました。忙しかった母の葬儀が終

わり3日ぐらいたち、夜になると、母がかわいそうなことが胸に込み上げてきて「お母さんごめん

ね、ごめんね」と口に出し、声を出して泣きました。苦しそうに荒い呼吸をする母の姿や、苦しい

と胸を自分でさする姿がフラッシュバックのように浮かんできて自分の胸が苦しくなりました。こ

れが3日ほど続きました。 

 母が亡くなり3週間以上たった5月27日、父に会いに来た帰り、自分のつらい胸の内をアルボー

スの相談員さんに30分も聞いてもらいました。相談員さんは最後まで黙って聞いてくれて、「お母

さまは感謝していると思いますよ、できなかったことはお父さまにしてあげればよいと思います

よ」と言ってくれました。この言葉は心に響きました。また家に引きこもらないで外に出た方がい

いですよとアドバイスしてくれました。そこで、母の四十九日あけの法要が終わった後、久しぶり

に京都へ旅行に行き、両親と回った三十三間堂、大覚寺、天竜寺、清水寺や錦市場を訪れました。

また、別の日には浅草で寄席を見てきました。 

 父の介護体験についてです。父は70代のころ硬膜外血腫で美原記念病院に緊急入院。200ccの

血液を抜き、1ヵ月続いていた頭痛を治していただきました。また、腎臓がんの疑いで市民病院に

て右腎臓摘出。その後は80歳の時、美原記念病院の物忘れ外来で再びお世話になり、1ヶ月後の検

査でアルツハイマー型認知症と診断されました。初期ではないと言われました。当時私は55歳。父

に音読をさせたりしていました。父は平成19年3月頃、近隣の小学校にそろばんの授業を2日間教

えに行ったこともありました。 

 82歳頃、そろばんの検定試験会場に自分の運転で着けないことがありました。車をぶつけること

が多くなり、修理代は1回に5万円かかりました。高齢者講習に行ったら指導員に運転は危険だと言

われ、渋々運転免許を返納。重大事故にならなくてよかったと思います。 

 平成26年10月13日の夜8時、父が玄関を開けたなと思ったが、自分は料理をしていたので30

秒くらいしてから後を追ったが見失った。いつもの散歩道を走って探したが見つからず、雨が降っ

てきたので母の勧めで駅前交番に8時20分に電話をしたら県警に連絡をしてくれて、10台のパト

カーが出動し20分ほど探してくれました。伊勢崎商業高校の南、コンビニ近くの路上で立ち止まっ

ていたという。パトカーから「お父さん見つけました。お風呂を沸かして待っていてください」と

いう電話が入ったときは本当にほっとしました。また、父と一緒に家の周りを散歩するとき、頭の

体操のため、かけ算九九やしりとりをしました。かけ算九九はよく言えましたが、しりとりは難し

かったようです。 

 おわりに 

アルボースや美原記念病院のスタッフ皆さまには本当に感謝しています。これからの目標は、父が

父らしく生きること。 

 “そのための課題” 

 ①規則正しい生活を崩さないこと。 

 ②笑顔が多く見られること。 

 ③便秘をさせないこと。 

 ④母にできなかったことをしてやること。 

 ⑤油断しないこと。 
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回答数：12名（回答率 85％） 

性別 男性：4名  女性：8名 

住所 市内：8名 県内その他：2名 県外：1名 無回答：1名 

年齢 30代：1名 40代：2名 60代：6名 80代：3名   

利用者との関係（ご家族の続柄） 

   夫：1名 妻：2名 息子：3名 娘：5名 義母：1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  

救命処置を身につけましょう ～もしも目の前で大切な家族が倒れたら～  BLSチーム 

 
・体験できてよかったです。このような体験を身近なところでできてよかったです。やってみて 

 初めてわかることが多いです 

・とっさの場合にできるかどうか不安ですが、体験できたことで少し冷静に動けそうです。全身 

 に血液をめぐらせることが大切だと教えていただいたので、怖がらずに挑戦します 

・以前のことができてよかった。子どもとできて助かった 

・実技を交えて説明してくださったのでわかりやすかったです 

・とても勉強になりました。目の前にそんな人がいたら果たして･･･？と思いました 

・実技ができたのでとてもよかった 

・実際に胸骨圧迫の指導をしていただけてよかったです。お話も分かりやすかったです 

・初めての経験で大変勉強になりました。よい経験になりました 

・大変参考になりました 

■アンケート集計  

家族介護体験談  須藤 博通さま 

 
・話を聞いているだけで涙が出てきます。何でもやってあげたいができないこともあります 

・後悔は誰でもあるものです。真似ができないほどよくみたと思います 

・ご両親のことをよく記録されていて感心しました。お父さまにお母さまにできなかったことを 

 してあげようと前向きに生活されていること立派だと思います 

・ご両親の介護よく頑張っています。ご自分の健康に留意してください 

・お父さま、お母さまをとても大事にされていて、見習いたいと思いました 

・介護の大変さを日々感じることがありますが、須藤さまのお話を聞いて、見習って頑張りたい 

 と思いました。お父さまを大切に想う気持ちに心打たれました 

・素晴らしい介護、家族だと思います 

・ご苦労が伝わりました 

・貴重なお話ありがとうございました 
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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：10名 ・無回答：2名  

ご家族同士の意見交換会 

 
・皆さまの話を聞くと安心します。心のよりどころですね 

・自分の話を聞いてもらい楽になりました 

・いろいろなことを抱えながら、前を向いて歩こうとする皆さまに励まされました 

・皆さまいろいろ抱えていますが、頑張っている姿を見られました 

・両親を介護している方が前回発表されていましたが、身体をこわさずに続けて欲しい 

・皆さまのお話を聞いたり、聞いていただけ、アドバイスもいただけよかったです 

・いろいろなお話ありがとうございました 

・皆さまが日頃介護に向き合って悩んでいることなど、意見を交換できてよかったです。1人で 

 悩むのではなく、アルボースのスタッフさんが見守ってくれているのだと思いました 

・いろいろ体験談が聞けて勉強になりました 

Ⅴ. 介護についてのお悩み  

・3ヵ月経つと家での介護になります。今度は無事に過ごせるかやはり不安です 

・便秘しやすいこと 

・本人が望んでいることがわからないことがあります 

・制度についての講話 

    介護保険制度：4名 後期高齢者医療制度：2名 その他：1名  

・病気についての講話 

    脳血管障害：5名 認知症：5名 高血圧：3名 糖尿病：3名  

・介護方法についての講話 

    おむつ介助：4名 入浴介助：3名 食事介助：5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：6名 治療食の作り方：3名 会話の仕方：3名  

・その他、ご提案をお願いいたします 

    寝ている姿勢から、立つ時の介助の仕方 

Ⅳ. 今後の家族会についてのご意見・ご提案  
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・時間帯はいつ頃がよろしいですか（複数回答可） 

  午前：2名  午後：6名  無回答：5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） 

  日曜日：1名  月曜日：4名  火曜日：2名  水曜日：2名   

  木曜日：3名  金曜日：2名  土曜日：3名  無回答：8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  

・寝たきり状態の母を1日何度も起こし車いすに乗せてくださり、ありがとうのひとことです 

・いつも温かく接していただき、本人、家族ともに感謝しております 

・よく見ていただきとても感謝しております 

・よくしていただいて感謝しています 

・いつもお世話になり、ありがとうございました 

・本人や家族のことを大切にしてくださり感謝しています 

・アルボースに感謝しております 

工事のお知らせ  

 下記の期間におきましてアルボースの空調、照明更新工事を行います。工事による騒音、振動

などが予想されます。工事期間中、ご利用者、ご家族には大変ご迷惑をお掛けしますが、ご理解

ご協力のほど、よろしくお願いいたします。 

 

  【工事期間】 

    9月23日（土）～11月30日（木）予定 

  【大型工事車両配置日】 

    10月8日（日） 10月22日（日） 

  【アルボース停電】 

    10月28日（土）14時～16時予定 


