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開催日 平成28年1月27日（水） 
 

参加者 25名（男性：7名 女性：18名） 
    2階：8名 3階：11名 通所リハ：6名 
 
プログラム 
1 ．講話＆実技 「安全に食事するポイントについて」 
          言語聴覚士 上野 遙香 
 
2 ．家族介護体験談 

認知症や介護について熱心に勉強され、積極的にご自宅でお父さまの介護をされて
いる後藤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。 



- 2 - 

安全に食事するポイントについて 

リハビリテーション科 言語聴覚士 上野 遙香 

 口から『食べる』ということは単純に栄養補給というだけではありません。例えば、楽しみや 

生きがい、季節を感じさせてくれるもの・・・など人によって違いますが、これらは人生を 

豊かにしてくれるものではないでしょうか。健康な時は好きなものを好きなように食べるのは、 

当たり前ですよね。それがもし突然食べられなくなったら？・・・ 

 今回は「飲み込みが上手くいかない」「上手く食べられない」方の原因やどうやったら安全に 

食べられるかを知っていただき、ご自宅でのお食事の参考にしていただけたらと思います。 

食べるしくみ 

 食べるために必要な器官は、大きく分けると、『目、唇、舌先、 

舌奥、のど、胃』となっていて、ちょうど唇から、この順番で 

食べ物が胃に運ばれていきます。 

 のどと胃の間には食道がありますが、すぐ隣には肺に通じる気管

があります。ここに食べ物が入ってしまうと誤嚥（食べ物が気管や

肺へ入ること）を引き起こしてしまう原因になります。 

気管 

肺 

食道 

ポイント① 正しい姿勢をとる 

 食事をするときに、まず気をつけたいポイントは『正しい姿勢をとること』です。座って食べる

ときと、ベッドで介助するときの注意点を覚えておきましょう。 

 介助で行う場合、特に首の位置は大切です！食事の前に確認しましょう。 

座って食べるとき 

イスに深く
腰かける 

足裏が 
床につく 

テーブルは、
腕が楽に 
置ける高さ 

ベッドで介助するとき 

少しあご
を引く 

軽く膝を曲げる 

30度～90度 

 首の角度は飲み込みに大きく影響します。 

首は少し顎を引いた位置にしましょう。こう

することで、食道と気道に角度がついて誤嚥

しにくくなります。反対に首が後ろに倒れて

いると気管に入りやすくなって危険です。 

あごを引いて 
首の角度をつける 

気管 

気管 
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ポイント② 食事介助の方法 

①上あごに食べ物があたるようにスプーンを差し込みます 

②スプーンを引き抜く時は下唇に触れるようにします 

 【食べ物が舌に残る場合】 

     →スプーンで舌をマッサージしてみましょう 

 【うまく口が閉じられない場合】 

     →頭が後ろに反り返らないよう、片方の手で支えながら 

      もう片方の手で下顎を押し上げましょう 

ポイント③ 食事時の注意点 ～ご本人さまへ～  

・口にはスプーン一杯程度の適切な量を入れ、よく噛んで食べましょう 

・飲み込んでから次のものを口にいれましょう 

・ムセているときに次の物を食べないようにしましょう 

・ムセたら飲み込むか、咳をして外に出しましょう 

 注意！ムセたとき水を飲むのは逆効果です！！！ 
 

・食べているときに話しかけないようにしましょう 

・食事中はテレビなど、食事から本人の気をそらすものは避けましょう 

ポイント③ 食事時の注意点 ～ご家族さまへ～  

ポイント④ あ！危ない！のサインに気付く  

 食事のときに以下のサインが見られることがあります。早めに気付いて、対応することにより誤 

嚥のリスクを減らすことができます。対応としては、しっかり咳をしてもらって異物を気管から追 

い出すことが重要です。また、そのようなサインが急に見られてきた、多くなってきたときは、早 

めに利用しているサービスのスタッフに相談するようにしましょう。 

むせる 咳が出る 

痰の色や量 

が変わる 

のどが 

ゴロゴロする 

食事中に 

声が変わる 
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認知症や介護について熱心に勉強され、積極的にご自宅でお父さま（養父）の介護
をされている後藤さまにお話をしていただきました。 

家族介護体験談 

 最初に養父（後藤 加吉さま）の紹介をします。 

 1920年（大正9年）旧宮城村字大前田の農家の四男として誕生。 

 20歳のころ、高崎15連隊入隊し、東京の芝浦から船で上海、香港、 

広州、ベトナムへ移動。マラリアで苦しみ、終戦はハノイの病院で 

迎えた。26歳のころ、故郷へ戻り農業を手伝っていた。32歳で結婚。 

49歳のときに私（加吉さまの長兄の三男）と養子縁組しました。 

  

平成19年11月 

・イスから転落し、首の頸椎損傷。翌年1月まで入院し、寝たきりの状態になる 

平成23年11月頃 

・姪より様子がおかしいと連絡があった。この頃から鍋を焦がす、食べ物を腐らせるなど認知症 

 の症状が出始める。また、ズボンのファスナーが動かなく見るとズボン下を6枚着ていたこと 

 もあった 

平成24年3月27日 

・自宅にて転倒。全治2週間。1ヶ月間は寝たきりになる ※「一緒に暮らすことを考える」 

4月27日 

・同居を開始する。（夕食のおかず以外は、私が担当）同居を始めたが、家族の名前がわから 

 ない、トイレの場所もわからず、うろうろしていることがあった。紙おむつを使用している 

 が、自分でトイレに行こうとしていた。レストランに入ったときも帰るときには出口が分から 

 なくなっていた 

7月4日 

・施設に通い、入浴サービスを受ける 

平成26年4月26日 

・朝、部屋に入ってみると、畳でうんちを拭いたような形跡が 

 あった。この頃からうんちが認識できなくなる。ビニール 

 シーツを購入し対応する 

5月2日 

・ドライブ先の駐車場で崩れるように倒れる。病院に入院する。医師からは、軽い脳出血がある 

 が、今回の転倒によるものではないと説明を受ける 

 ※倒れる前の状況 

 □ベッドからすぐに立つことができず、廊下などは伝い歩き 

 □話す言葉がはっきりせず、言われたこと（ご飯だよなど）も理解できない 

 □以前と違い、ベッドの上で横になっていることが増えた 

 □自分から話しかけることはないが、何を言っても頷く 
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5月8日 

・リハビリを開始したが、医師から自主歩行は困難だと説明を受ける 

6月9日 

・病院を退院後、アルボースに初入所する 

8月22日 

・アルボース退所。これ以降はショートステイを利用する 

11月26日 

・デイサービスにて椅子に座った姿勢で脱力状態。入れ歯が外れて意識が無くなる。医師より 

 低血圧と診断を受ける 

11月27日 

・美原記念病院を受診。江熊先生より、血圧を下げる薬が2つあるので、当分その1つを中止 

 するよう指示を受ける 

平成27年2月 

・現状報告 

 □食事は5分粥や具なしの味噌汁とお茶。ほとんど自力摂取できる 

 □とろみのある物は好まない。お粥などはよく噛んでから飲み込ませるようにしている 

 □トイレまで、10歩ほど手引きで歩く練習をしている 

9月24日 

・整形受診。みぞおち5㎝位上の胸骨骨折。医師から2～3週間の安静と診断を受ける 

平成28年2月 

・現状報告 

 □薬は服用していない 

 □食欲はあり、家族と同じものを細かくしている。以前は自主摂取であったが、今は全介助 

  で行っている 

 □以前は時間を決めトイレに行かせていたが、今は朝晩にパットを替えている 

 □食事以外はイスに座っている 

・健康状態はよくなることはないと思い、本人の寿命だと考えられるようになった 

 

私が考える“らくらく介護” 

・介護保険制度を活用する 

・介護のコツを覚える 

・遊び心を忘れず、車イスでいろいろなところへ連れて行く 

 

 

 

 私が介護を続けられるのは、アルボースや他の施設を利用して、 

その間に、私がリフレッシュができるからです。施設、スタッフの皆さまに感謝いたします。 
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・まじめに向き合っている話が聞けてよかった 

・よく勉強をしてがんばっているので感心しました 

・苦労しているのが理解できました 

・積極的な介護、リハビリ、がんばっていらっしゃるなあと頭下がる思いでした 

・記録がすばらしいと思いました。バイブルを持ち安心して介護されているのはほんとうに 

 すばらしいと思います 

・男性なのに熱心、誠実で素晴らしい。自宅介護体験談に感心しきりです。健康に心掛け幸せな 

 時間を過ごしていただきたい思いです。穏やかで温かい実践型の立派な人柄ですね 

・細かい生活の様子を話していただき参考になりました 

・認知症とわかったときの対応、個人でやれること。老老介護での公的支援はなにがある？ 

 （家族ではみられない） 

・認知症のことがより身近に感じました 

【家族介護体験談】 

Ⅱ ．話を聞いてのご感想 

 

・唾液腺マッサージ参考になりました 

・個人に応じて対応しています 

・話を聞くだけではなく、実際に実演することで納得できてよかったです 

・知らないことが多くてよかったです 

・大変参考になりました 

・できる限り自分で食事ができるよう、補助、介護を考えていきたいと思いました 

・体操が進むほど、のみ込みがさらにスムーズになっていくのがわかりました 

・専門職の実演を交えた講話をいただき、のどの機能や口腔ケアなどとても勉強になりました 

・今のところ支障はなし、朝昼夕食間と時間あける。楽しく笑いながら食べる 

・具体的な体験例をあげての話が聞きたかった 

・食事のときの姿勢が大事と聞き、母のときもよくみてやりたいと思いました。噛むことは、 

 大事なのでおかずも多少歯ごたえのあるものも用意したいと思いました 

・よくわかりました 

・すぐ活用できることをたくさん聞けて嬉しかったです 

・食事をさせるときは注意が必要だと思いました 

【安全に食事するポイントについて】           言語聴覚士 上野 遙香 

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：5名  女性：15名  無回答：2名 

住所 市内：9名 県内その他：6名 県外：2名 無回答：5名 

年齢 20代：1名 40代：1名 50代：8名 60代：7名 70代：3名 80代：2名 

利用者との関係 

   夫：4名 息子：3名 娘：10名 姉：1名 その他：4名 
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・制度についての講話 

    介護保険制度：7名  後期高齢者制度：4名  

・病気についての講話 

    脳血管障害：5名  認知症：10名  高血圧：5名  糖尿病6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：2名 

・リハビリについての講話 

    自宅でできるリハビリ：10名  その他：1名  

・実技をともなう講話 

    介護教室：2名  治療食の作り方：3名  会話の仕方：5名  

Ⅳ ．今後の家族会についてのご意見・ご感想 

 

Ⅲ ．家族会に参加されてのご感想 

 
 とても参考になった：15名  少し参考になった：4名  無回答：3名 

【ご家族同士の意見交換会】 

・体験が参考になりました 

・皆さまの話を聞いたり、自分も話したりできて心が少しすっきりしました 

・いろいろな話を聞かせていただいて勉強になりました 

・皆さまの多様な話を聞くと私のことなど些細なことと心も穏やかになります 

・やさしく会話することができない 

・いろいろな話が聞けて参考になりました 

・皆さまの家の様子がわかり有意義でした 

・とても参考になりました 

・皆さま、いろいろな事情がおありなのがよくわかりました 

・皆さまの意見を聞かせていただき、とても参考になりました 

・皆さまの話を聞くと、また頑張ろうという気持ちになりました 

・同じ通所リハビリに通うご家族とお話ができて心和みました。担当の方から、ひとり一人の 

 様子を率直に話していただき、アドバイスをいただけました。他の利用者さまの様子も知る 

 ことができ大変参考になりました 

・淡々と話す親子関係とてもわかりました。父親の様子も手に取るように理解でき、60歳 

 過ぎてから介護の勉強をし、いろいろしてやれることはすばらしいです 

・参考になりありがとうございました 

・大変なことをやさしく話していただき少し見習いたいと思いました。私はこのころまるっきり 

 やさしくないです 

・皆さまそれぞれ大変な思いで生活させていると思いました 

・息抜きは大切だと思いました 

・体験談の後藤さん見習うべきところ多い話しでした 

・話が長すぎる 
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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 

 

※複数回答可 

・曜日について 

  日曜日：1名 月曜日：2名 水曜日：6名 木曜日：2名 金曜日：4名  

  土曜日：3名 いつでもよい：1名 無回答：6名 

・時間について 

  午前：2名 午後：12名 無回答：3名 

・いつもありがとうございます、感謝しております 

・感謝しています 

・よくしていただいているので安心しています 

・フレンドリーになってしまってごめんなさい 

・各部署の専門スタッフの方々温かい介護支援に感謝。皆さまも健康安全に心掛け、さらに 

 よりよい職責を全うなさってください。ありがとうございます 

・長期間お願いしたいと思いました 

・個別にリハビリ目標を定めてがんばる。結果、開示し報告する。夫婦（障害者）そろって 

 診療所、病院にお世話になっています。各々の病気情報が共有されていて安心です 

・親切に対応していただき大変ありがたく思っています 

・リハビリを重視していただいてるので、いまの本人がいると思います。感謝しています 

・よくしていただき感謝の気持ちでいっぱいです。ありがとうございます 

・大変満足しています。もっともっとアルボースとかかわって向上していきたいと常に思って 

 います 

・親切にしていただきありがとうございます 

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 

Ⅴ ．介護についてのお悩み 

 
・その都度ケアマネ、または介護専門職、行政などに相談しています 

・夜はオムツにしているが、パット交換で何回も起こされ大変です 

・いろいろな面で希望を述べますが、１つ１つ希望もかなえるようにしますが、やはり大変です 
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