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1 ．講話 「おうちでつくる介護食」 

 ●美原記念病院 栄養科主任 管理栄養士 星野 郁子 

     

2 ．家族介護体験談 

 ●実父と義母の介護をされている、下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 

開 催 日 ：平成29年12月7日（木） 

開 催 場 所 ：美原記念病院1階 講堂 

参 加 人 数 ：18名（男性：2名 女性：16名） 

【2階：4名 3階：8名 ユニット：1名 通所リハ：1名 病院：4名】 

美原記念病院と介護老人保健施設アルボースの家族会 

公益財団法人 脳血管研究所 
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平成28年度  ケア向上改善部会長 岡田 ゆうこ 

「おうちでつくる介護食」  
美原記念病院 栄養科主任 管理栄養士 星野 郁子  

 介護食とは、噛む・飲み込む機能が低下した人のために、不足している機能にあわせて食

材や調理の工夫によって食べやすく作られた食事です。しかし、噛む・飲み込む機能によっ

て適した食事の形状（形やかたさなど）は異なるため 「介護食」といっても人それぞれです。

どんな食事の形が適しているのか、まずは医師や言語聴覚士のアドバイスを受けてください。 

介護食について  

 栄養科では、安心、安全でおいしい食事提供を目指しています。そのため、家に帰っても

続けられる食事。噛む・飲み込むことに問題があっても食べられる食事。目で見ても味わえ

るおいしい食事の提供を心がけています。 

食事提供 ②食形態  

 当院、当施設で提供している主食の形

態は6種類。副食の形態は9種類ありま

す。食事の内容（形態）は、医師、看護

師、言語聴覚士、管理栄養士など多職種

で検討しています。 

食事提供 ①基本方針  

 ご飯とお粥の中間にあたる「軟飯」の作り方をご説明します。まず、ご飯を計量し、ご飯

の重さの半分のお湯を加えます。電子レンジで４分加熱し、よくかきまぜればできあがりま

す。炊飯器で作る場合は、「おかゆモード」で水は1.5倍（米２合→水加減は３合のライン）

にしてください。 

介護食の作り方 ②軟菜食  

 野菜の繊維は断ち切るようにカットしたり、軟らかく加熱すると食べやすくなります。 

ただし、加熱しても軟らかくならない食材（ごぼう・こんにゃく・たけのこ・れんこん・ 

いか・たこ・かまぼこなど）は使用を避けましょう。 

介護食の作り方 ③きざみ食  

 「軟菜」を包丁などでこまかくきざんで作ります。

大きさはできるだけ均一にしましょう。また、かた

くて細かいものは口の中でまとまらず、むせやすく

なります。特に魚などパサパサしたものは、とろみ

のついた「あん」を使うとまとまりがよくなるので、

食べやすくなります。 

とろみのついただしを使う 

介護食の作り方 ①軟飯  
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介護食の作り方 ④ミキサー食  

 ミキサー食は、つぶがなくなめらかで、

適度なとろみがあることが大切です。 

またミキサー食は水分を加えることが多い

ので、やや濃いめの味付けにしましょう。

できあがりがベタベタしたり、水っぽいと

窒息や誤嚥のリスクがあるため注意してく

ださい。 

 適度なとろみをつけるためには、とろみ

剤の使用をオススメします。 

市販品の活用について  

 介護食を作る時間がない場合も

あるかもしれません。そんなとき

は、市販の介護食を活用してみま

しょう。市販品を購入する時は、

ユニバーサル・デザインフードの

区分を目安にしてみましょう。 

栄養不足にならないために  

 最近少食になった・食事を簡単に済ませてしまうなど、栄養の不足はありませんか？毎食、

主食・主菜・副菜がそろった食事をこころがけましょう。１回に食べる食事の量や品数が少

なく、体重減少などがみられる場合にはエネルギーが不足していることが考えられます。 

エネルギーを増やす方法 

①油脂類を活用しエネルギーをUPする 

（例：マヨネーズや練りゴマ・生クリーム・オリーブ油を 

   料理に取り入れる） 

②補助食品を利用する 

（エネルギーとタンパク質が補えるものがオススメ。ドラッグ 

 ストアなどで購入できます） 

③食事の回数を増やす 

（10時や15時などに果物・乳製品・補助食品など食べやすい 

 ものを摂る） 

 「食べる」ことは生きる楽しみのひとつです。毎日の食事を安全においしく召し上がって

いただけるような食事作りを心がけていきます。またご自宅におきましては、毎日の食事作

りが負担にならないように、無理をしないことも大切です。食事作りについてご心配な点が

ありましたら、いつでもお声掛けください。 

 体重は食事がしっかり食べられているかのバロメーターになります。月に１回は体重を測

定し、体重の大きな変化がないか確認しましょう。 
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上手に息抜きをしながら、実父と義母、お二人の介護をされている下田さまに
お話をお伺いしました 

家族介護体験談 下田 栄子さま  

 主人の母は、100歳になりました。アルボースには、 

13～14年程お世話になっております。 

 私の父は、87歳になります。今はアルボースの一般棟で 

お世話になっております。 

 

 父は、平成28年10月に脳出血で倒れ、群馬大学病院へ 

入院しました。その年の11月には、リハビリ目的で美原記念 

病院へ転院しました。その時は、家に帰れるか心配して 

いましたが、リハビリスタッフや皆さまのおかげでしょうか、 

なんとか家に帰ることができました。しかし、母と二人暮らし 

のため、老老介護になることを私は非常に心配していました。 

 退院後、他の老健施設に入所しましたが、主人の母がアルボースを利用していたため、両方の行

き来が大変になったので、父もアルボースを利用することで、主人の母、父を一緒に介護できるよ

う配慮していただきました。 

 父は、なるべく家にいたいと言うので、長い入所はせず、私が母のサポートをしながら介護をし

ています。ただ、昭和一桁生まれの典型的な亭主関白で、それまでの生活環境が、父が一言声をあ

げれば、母が飛んできて何でもやってくれるという状態でした。そこで、自分が動けなくなると、

途端にそれを発揮し、母を呼んでは身の回りのことをさせていました。最初の頃は、食事の時も母

が付きっきりで看ていましたが、それではリハビリにならないということで、食事の時は同席しな

いようにしました。 

 以前は、母は朝から晩まで父のところにいました。アルボースでお世話になっているときは、そ

れではリハビリもできないので、午後の3、4時間だけ話し相手になるようにと、毎日母をアル

ボースまで送っていきます。それでも、手伝ってしまうようで、皆さまにご迷惑をかけていると思

いますが、父の方はそのような感じで今に至っています。 

 

 主人の母は、ほとんど寝たきりの状態です。アルボースの利用は、3ヵ月入所して、3ヵ月の在

宅生活をしています。在宅の時は、1～2週間のショートステイをお願いしています。 

 この間、友達から「ストレスはないの？」と聞かれ、「ない」と答えました。“ない”ことはな

いですが、いつもしていることで、だんだん当たり前になってきて、ストレスと感じなくなってき

たのかと思います。ここに至るまでは葛藤がありました。最初の頃は、介護のために自分の生活ス

タイルを全部乱されて、どうにも眠れない、何もできない、もうできないできない、できないこと

ばかりで、どんどん落ち込んでいきました。 
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 自分が暗いトンネルに入ってしまうような状態で、先が見えなくて、どんどん落ち込んでいく

んです。しかし、このままではいけない、何か見つけなければと思い、今できることをやってみ

ようと思いました。最初は、友達とランチに出かけることにしました。そこから、友達がどこへ

出かけるときも、私の都合に合わせ、いろいろ誘ってくれるので、最近はどんどん出かけるよう

にしています。あとは、映画を観に行ったりしています。午前中の早い時間で観に行くと、母を

送る時間にちょうど間に合うので有効に使っています。私は仕事は美容師ですが、友達のところ

にお手伝いに行き、仕事も続けています。 

 在宅生活の時も、私の都合に合わせ、どこかに出かけたいと思った時は、アルボースにお願い

しています。少し無理を言って、この期間だけはどうしてもお願いしたいと頼み込み、ストレス

解消のため出かけています。そうすると、自然と介護する時も明るい気分で取り組んでいけます。 

 最初の頃は、できないことばかり考えていましたが、だんだん今の状況で、できることを見つ

けてやっていこうと思いました。そうしないと、自分が自由になった時、何かをやろうと思って

も、きっと何もできなくなってしまうと思ったからです。 

介護のことで何もできなかったと感じないように、自分で 

楽しみを見つけて取り組むようにしています。 

 食事はミキサー食です。最初の頃は私が作った介護食を 

「結構美味しい」と言って、食べてくれました。 

 昔の人なので、お茶碗を横にして全部きれいに食べて 

くれました。しかし最近は、介助してあげないとあまり 

食べられなくなりました。夏場は、痛んでしまうといけ 

ないので、市販の物を食べさせています。 

 

 最初の頃は、何でも完璧にやらないとと思い一所懸命やっていました。それで疲れてしまった

ので、最近は、なるべくさぼることを覚え、楽しみながらやっています。とは言っても、毎日介

護のことでいろいろ葛藤はあります。あまり先のことは考えず、今できることをとりあえずやっ

て、一歩でも少しでも前に進めればいいかなと思い続けています。 

 在宅での実践的な介護は、私がやらなくてはいけないのですが、主人が労いの言葉をかけてく

れるので、それだけでだいぶ解消され介護ができています。「できることは協力するから、自分                  

                の親なんだから。しっかり2人で協力してやっていこう」と 

                言ってくれたのでよかったなあと思っています。 

 

                 なるべく明るくやろうと思っていますが、時々挫折すると 

                いうか、あぁ～と思う時がありますが、そこは切り換えて 

                毎日頑張っていこうと思っています。 
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回答数：14名（回答率 78％） 

性別 男性：2名  女性：12名 

住所 市内：8名 県内その他：3名 県外：1名 無回答：2名 

年齢 30代：1名 40代：1名 50代：1名 60代：4名 

   70代：2名 80代：2名 90代：2 無回答：1名  

利用者との関係（ご家族の続柄） 

   夫：2名 妻：2名 息子：1名 娘：7名 嫁：3名 ※複数回答あり 

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  

「おうちでつくる介護食」   栄養科主任 管理栄養士 星野 郁子 

 

 
・試食させていただきよくわかりました。エネルギーのこと、ユバーサルデザインフードなど、 

 よくわかりました 

・ご丁寧な説明、資料ありがとうございました。今現在、歯は丈夫ですが、近い将来必要になる 

 と思います。参考にさせていただきます 

・とろみ剤という物を知ることができよかったです 

・病院で出る食事（ミキサー食含む）が、とても美味しくてビックリしました 

・大変興味のある内容で、面白く勉強になりました。以前から感心していましたが、安全な食材 

 で丁寧に作られているお料理です。大変美味しいです 

・初めて介護食を食べました。想像していたよりも美味でした 

・これからの介護食作りに大変参考になりました 

・参考になりました 

アンケート結果  

家族介護体験談  下田 栄子さま 

 
・介護が終わってからではなく、今の状態でできることをしておられる様子。仕事も遊びもされ 

 ている様子、すばらしいなと思いました 

・老老介護は大変ですよね。お母さま、お父さまのお世話、頭が下がります。お仕事もなさり、 

 前向きに考えていらっしゃるのがすばらしいです。「できないではなく、できることを」 

 「完璧を目指さない」心にしみるお言葉でした 

・共感することばかりでした。自分の生活を大切にする介護が大事だということを改めて感じ 

 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：12名 ・少し参考になった：1名 ・無回答：1名  

ご家族同士の意見交換会 

 
・皆さま大変だと思いました 

・皆さまの意見がとても参考になりました 

・思っていた以上に楽しかったです 

・十人十色の悩みがあり、それが普通であることに安心しました 

・勉強になることばかりでした。皆さまの思いに涙が出ました 

・いろいろな立場の話が聞けたことがよかったです 

・いろいろな話が聞けて気持ちが楽になりました 

・お家での短い期間でも、家での介護の経験はよいと思いました 

・「家族で見ていると小さな異変に気づきにくい」というお話、その通りだと思いました。やっ 

 てみて、心配していても始まらない。「家族との生活と施設での刺激とは違う」とてもありが 

 たい言葉でした 

・制度についての講話 

    介護保険制度：1名   

・病気についての講話 

    脳血管障害：3名 認知症：2名 高血圧：2名 糖尿病：3名  

・介護方法についての講話 

    おむつ介助：3名 入浴介助：2名 食事介助：3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：3名  

Ⅳ. 今後の家族会についてのご意見・ご提案  

・大変な介護を上手にされているなと思いました 

・気持ちの持ち方が聞けてよかったです 

・一生懸命さが伝わりました 

・参考になりました 
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・時間帯はいつ頃がよろしいですか（複数回答可） 

  午後：9名  夜：1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：1名  水曜日：2名   

  木曜日：5名  金曜日：2名  土曜日：2名 無回答：9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  

・これからもよろしくお願いいたします 

・本当によくしていただいて感謝しております。ありがとうございます 

・よろしくお願いいたします 

・アルボースの皆さまの温かい対応に常に頭が下がります。介護を本格的に始め、まだまだ 

 勉強中ですが、心穏やかに介護できる今、本当にありがたく感謝しかありません 

・ありがとうございます 

Ⅴ. 介護についてのお悩み  

・目も耳も使えない母の楽しみについて（楽しませ方を教えてください） 

・老老介護の父が心配です 

・トイレの回数が多いです 

・仕事との時間のやりくり 

・退院して介護できるか心配です 

・お金のこと 


