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1 ．講話 「アルボースの食形態を知ろう！」 

 ●管理栄養士 遠坂 夕記      

2 ．家族介護体験談 

 ●献身的にお義母さまを介護されている、茂木さまにお話を 

       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28年7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：3名 女性15名） 

（2階：5名 3階：8名 ユニット：2名 通所リハ：3名） 

介護老人保健施設アルボース  

家族会だより  
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アルボースの食形態を知ろう！ 管理栄養士 遠坂 夕記  

●アルボースの食事について 

栄養科では、安心・安全でおいしい食事の提供を目指しています。 

そのために、 

①嚥下障害があっても食べられる 

②摂食動作に問題があっても食べられる 

③家に帰っても続けられる 

④目で見て味わえる 

この4つを心がけています。 

●主食の形態について 

主食の形態は6種類あります。米

飯が基準になりますが、高齢者の

方が多いため一般よりもやや軟ら

かめに炊いています。軟飯をご自

宅で作る場合は普通に炊いたご飯

と同量のお湯を入れて混ぜ、ラッ

プをかけて電子レンジで3分温め

ます。また、粥を炊きあがったご

飯から作る場合は、ご飯の2倍の

水分量で煮ます。粥ミキサーはお

粥をミキサーにかけ、でんぷん分

解酵素（スベラカ－ゼ）を加えて

仕上げています。 

●副食の形態について 

副食の形態は常菜、軟菜、一口大、粗刻み、刻み、極刻み、ミキサー食の7種類があります。飲

み込みや咀嚼が困難な方でも食べやすいよう、これらの中から利用者さまに適切な食形態を選択

しています。それぞれの食形態を提供している方の特徴や、適する食材の選択方法、調理方法に

ついてご説明します。 

噛む力や飲み込む力に障害のない方

へ提供します。食材の大きさや硬さ

は問いません。ロース肉やごぼうな

どの硬い物を使用することもありま

す。 

入れ歯を使用している方など、噛む

力の弱い方へ提供します。常菜より

食べやすい食材を使用し、軟らかめ

に調理します。ロース肉はスライス

肉へ、ごぼうは大根などの軟らかい

食材に変更しています。 

常菜 

軟菜 

肉料理 魚料理 野菜料理 

肉料理 魚料理 野菜料理 
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粗刻み 

刻み 

軟菜を7mm角に切ったものです。

魚料理は切り身から骨なしのフィー

レへ変更し、手でほぐして提供して

います。噛む力が弱い方や手や腕の

障害、などにより、食物を口へ運ぶ

動作に障害のある方へ提供します。 

肉料理 魚料理 野菜料理 

軟菜を5mm角に切ったものです。 

肉は2度挽きを使用し、魚は骨なし

のフィーレを細かく手でほぐしてい

ます。肉や魚など、食材によってぱ

さつきがあると口の中でバラついて

しまい、咽せてしまう場合がありま

す。その際は、おかずをお粥に混ぜ

たり、とろみあんをかけて口の中で

まとまりやすいよう工夫するとよい

です。 

肉料理 魚料理 野菜料理 

お粥に混ぜる とろみあん 

《とろみあんの作り方》 
 
 水    50ml 
 
 昆布だし 0.3g 
 
 薄口醤油 1.5ml 
 
 とろみ剤 2.5g 

極刻み 

刻み食をフードプロセッサーにかけ、

1mm角に切ったものです。 

歯の欠損が多い方や、噛む力や飲み

込む力が弱い方、丸呑みしてしまう

方へ提供します。 

肉料理 魚料理 野菜料理 

ミキサー 

材料を調理した後、ミキサーにかけ、

裏ごしして、とろみ剤を加えて硬さ

を調節しています。飲み込む力が弱

い方へ提供します。 

肉料理 魚料理 野菜料理 

●まとめ 

栄養科では、嚥下摂食障害に対応し、また在宅療養を支えるための食事提供を行っています。入

所中にお食事を通して笑顔が増えるように、これからも努力していきたいと思います。入所中や

ご自宅に帰るにあたり、食事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。 

一口大 

軟菜を1cm角に切ったものです。 

片麻痺などにより非利き手で摂取さ

れる場合など、主に自己摂取する際

に切り分けることが難しい方へ提供

します。 

肉料理 魚料理 野菜料理 
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 献身的にお義母さまを介護されている、茂木さまにお話をお伺いしました 

家族介護体験談 茂木 美代子さま  

 やがて孫も成長して手がかからなくなってくると、父と温泉旅行を楽しんだり、海外旅行に行く

ほど、元気で働きものの母でした。なかでもグアムの海で水着姿になって、父と泳いでいる写真は、

とても元気はつらつとして印象深いです。私も夫が退職したら、母同様、旅行してみたいと願って

いました。それもつかの間でした。今から12年前、母が80歳の時、脳梗塞で倒れ美原記念病院に

搬送されました。幸い、1ヶ月位で退院できましたが、2回3回と再発し、その度に美原記念病院に

救急搬送されました。それでも、後遺症は軽く右手で箸が持ちづらいのと、手押し車を頼りに散歩

していました。しかし、右眼の視力が弱くなってしまい、市内の眼科に通院していましたが、視力

が戻らず群大の眼科を受診するように紹介され、特別な治療を受けることになりました。私と母は、

朝7時に家を出て通勤ラッシュの中、群大まで1年半通院しました。あと2ヶ月位通院しなければと

言う時に、私が体調を崩して入院してしまいました。もう母を群大に連れて行くことはできません。

義理の妹、つまり母の長女に頼みました。私は自分の病気治療に専念することになりました。夫も

勤めながら母と私の介護を一生懸命してくれました。私もやがて元気になり、退院してきたその日

に、しばらく炊事から遠のいていた母が私の為に「お昼のおかずまでは作ってやれなかったけど、

味噌汁だけ作れたよ」と言って、食べずに私の退院を待っていてくれました。そして一緒に食事を

しようと言う母のやさしさに大変心を打たれました。私は自分の病気をきっかけに母のありがたさ

を改めて思いしらされました。ホッとしていた時、元気だった父が気持ち悪いと言って、その日の

内に急死してしまいました。母はあまりのショックで食欲がなくなり体が痩せ細ってしまい、市内

の病院へ入院していまいました。その間、夫と私で昼夜となく母の介護をしているうちに、夫まで

体調を崩してしまいました。やがて、母の主治医から説明があり、点滴だけでは栄養が不足してし

まい元気になれないから、食事を与えたいが母は一人で食べられないため、家の人が朝昼夕と食べ

させてくれと言われました。とても無理かと思いましたが、母の体がベッドに固定されて、上を向

いたまま寝ている母の姿を見ると、嫁である私のこの手で固定具を外し、食事をさせてあげたいと

思いました。恩返しするつもりで3食養うことにしました。 

夫は、もうこれ以上無理をすることはできず、母の所へは通えま 

せん。義理の妹にお願いすると快く引き受けてくれました。義妹 

は家族の朝食やお弁当作りを済ませてから母の朝食を養ってくれ 

ました。私は昼夕を養いました母は歯が１本もない状態で入れ歯 

も外してあります。トロミ食ですが飲み込みがよくできなくて、 

１回の食事に費やす時間が１時間はゆっくりとかかってしまいます。 

 アルボース3階でお世話になっておりますのは、義理の母の 

茂木ひろ子です。92歳になります。入所させていただいてか

ら2年が経ちます。 

 私が茂木家の長男の嫁として嫁いだ時は、母が46歳の若さ

でした。父は47歳で勤めていました。私たち夫婦も勤めてい

ました。 

 私の2人の子供を養蚕や畑仕事をしながら、母親である私以

上に子供の面倒をみてくれました。和裁、編み物、手芸となん

でもこなし、孫には洋服やセーターを作って着させたりして成

長を楽しんでいました。私が夕方会社から帰ってくると、母が

あぜかきを持って畑に向って歩いていく姿を昨日のように思い

出します。 
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              食事がやっと食べきって口に中を磨いて、また、体を固定して両手 

             も固定して家に帰ろうとすると、体力がなく声が出しづらくなってい 

             る母が手首をわずかに動かし、蚊の鳴くような声で「手を縛らないで 

             くれ」と言いました。母を縛らないで家に帰るわけにはいきません。 

             母の身の回りを整えたりしているうちに、母はお腹がいっぱいになり、 

             うとうとし始めます。その隙を見て手を固定しようとすると、また目 

             を覚まして手を振って嫌がります。夕食後の夜７時半頃は、いつも固 

             定するのを嫌がる母とのやりとりでした。昼は周りに人がいるせいか 

             食後すぐにうとうとしてしまい、固定しやすいのですが、夜は淋しい 

             せいか特に嫌がりました。私は時間が経てば経つほど早く家に帰って、 

             食事をしなければと思いながらも、ぐっと心を押さえ母のベッドの横 

             にいると、母はまたうとうとしてきます。そっと音を立てないように

体と両手を固定して帰ります。私はこの時、涙で固定具がよく見えなくなっていることが度々あり

ました。そして靴音を立てないようにして病室を後にします。そのころになると廊下はもう薄暗く

なっています。こんな生活を１日も欠かさず３ヶ月通いました。心も体も疲れて、母を養いに行く

のを休みたいと思ったこともありました。しかし義理の妹が頑張っているのに、嫁の私が弱音を吐

いてしまったら申し訳ないと思い、自分の体にムチ打ちながら通いました。それ以上に固定された

ままの母のことを一番に考えると、病院に行って早く体をほどいて楽にしてあげたい思いでいっぱ

いでした。 

 やがて３ヶ月経ち、母も病状が安定してきて、出された食事を養ってやれば完食できるようにな

りました。退院できると許可が出ましたが、すでに要介護５になってしまった母は、ベッドから１

人で起き上がることもできず、もう家に帰って介護するわけにはいきません。私の体がもっと丈夫

だったらと思うと、自分を責めてしまう毎日でした。 

 そしてアルボースで受け入れてくださるとわかった時は、これでやっと母も縛られていた体が自

由に動かせる。母の気持ちを考えると、義妹と家族全員で喜び、母もホっとしていました。病院か

らアルボースへ直行して入所させていただきました。しかし先に入所している方々を拝見すると、

みんな元気に見えて、母だけが具合が悪そうに思えてしましました。1週間位経った時かと思います

が、アルボースへ行くと、母が自分でスプーンを持ち、食事を口に少しずつ持っていけるようにリ

ハビリをしてくれた姿を見た時は、手の動かなかった母を、こんなに早くリハビリしてくださった

と思うと、思わず目頭があつくなりました。また、母には「どんな時でも強く生きなさい」と教え

られたような気がします。 

 やがてアルボースでの３ヶ月が経ち、家で介護してみると、いろいろ難しさを知らされました。

例えば、食事の世話や車イスの移乗、トイレやオムツ交換、着替え、夜中の介護などがよくできま

せんでした。そしてアルボースへ行く時は、孫が来たり、友人に会ったりしたせいかとても大変で

した。アルボースの玄関に車を停めて、母を車イスに乗せようとすると、母は助手席に乗ったまま

ハンドルに手をのばして、降りるのを嫌がりました。私は、母がお風呂好きで毎日２回ずつ欠かさ

ず入っていたことを、とっさに思い出し母に言いました。「おばあちゃん、家にいたのではお風呂

に入れないよ。アルボースにいればお風呂にいれてもらえるよ」と言うと、母はハンドルから手を

離し降りる気になってくれました。私が一番心配していたことが現実のこととなってしまいました。

しかし、何事もなかったような顔をしてアルボースの玄関に入りました。もうそこには、介護士さ

んが待ち受けてくれていて、先程の母の姿ではありませんでした。入所したてはそういう母でした

が、アルボースの方々のお陰で、今では介護士さんと会話をしていたり、私を見つけると、にこに

こして「ここだよ」と手を振ってくれるようになりました。時には家に帰って来ると「周りの人に

黙って帰って来てしまったから、早くみんなの所へ帰らなくては」と言うようになりました。つい

先日のことです、母に「おばあちゃん、もう慣れた？」と聞きましたら「うん。もう慣れた」と

言ってくれました。そして、「夜眠くなった時は、いつも布団をしいてくれてあるんだよ」と嬉し

そうに私に話してくれたので、ホっとしました。 
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アンケート集計 

性別 男性：2名  女性：13名  無回答：1名 

住所 市内：9名 県内その他：4名 県外：1名 無回答：2名 

年齢 30代：1名 50代：3名 60代：6名  

   70代：2名 80代：2名 無回答：2名  

利用者との関係（ご家族の続柄） 

   夫：2名 妻：3名 息子：1名 娘：7名 義娘：3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  

アルボースの食形態を知ろう！  管理栄養士 遠坂 夕記 

 

 母は元気な時、草むしりが日課でしたので、今でもアルボースに私が行くと、草むしりをしてく

れているかと言われます。そんな時は「おばあちゃん、草むしりはもう私に任せて安心してくださ

い、そしていつまでもその笑顔でいてください」と声をかけています。また、介護士さんが母の生

活ぶりを話してくださり、介護の方法を手に取ってよく教えていただき、安心することができまし

た。そして私たちが健康を害して、母を家に受け入れられない時など、心配かけ大変お世話になり、

今でも感謝しております。これからもいろいろお世話になったことを忘れず、今後の介護生活に活

かしていきたいと思います。 

・大変参考になりました 

・まだ常食なので、今後の参考になりました 

・いろいろ工夫されていてよかったです 

・わりやすくてありがとうございました 

・食事を大変美味しく、人によってできています 

・きめ細やかな対応を知り、また、勉強になりました 

・美味しい食事でした。デザートも美味、ありがとうございます 

・知りたいと思っていたので大変勉強になりました。ありがとうございました 

・利用者さまの状態に合う食事ができるので安心しています。プロですね 

・一人ひとりに合わせて、考えられた食事ができていて安心できました。大変参考になりました 

・実際に食べてみて違いが分りました。今後の食事作りにとても参考になりました。トロミの 

 作り方が分ってよかったです 

・とても工夫されていると思い参考になりました。ただ、トロミをかけると味が変わるのでビッ 

 クリしました 

・刻みが細かくなるほど味が変わってしまうことを体験しました。こんなに心配りされた献立を 

 していただいていることに感謝いたします 

・栄養士さんのこういうお話は初めて伺いました。こんなに多くの形態を作ってくださっている 

 のを知り感激しました。ありがたいです。いろいろ工夫していただき試食も味わっていただき 

 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 ・少し参考になった：1名 ・無回答：5名  

ご家族同士の意見交換会 

 
・とても励まされました 

・いろいろ参考になりました 

・とても楽しく意見交換できました 

・それぞれに悩みがあり、参考になりました 

・皆さま介護に苦労しているのだと思いました 

・同志という感じがして、いろいろな体験の話が聞けてよかった 

・いろいろな問題や疑問点があるようだったら、すぐに介護士さんに伝える 

・いろいろなお話が聞けてよかったです。面白いお話もあって笑えました 

・自分の今の気持ち、迷いを話すことができ、また方向性を見出すことができました 

・それぞれ大変な思いをされている方のお話を伺い、自分も前向きに頑張ろうと思いました 

・毎回参加される方が少なくなったようです。以前のように自分の話す時間が少なくなったら 

 よいと思います 

・皆さまが親に感謝して介護している姿に、はっとさせられました。自分は大変だとしか思って 

 いなかった 

家族介護体験談  茂木 美代子さま 

 
・参考になりました 

・介護される側も大変だし、介護する人も大変で、健康に年を重ねるのはむずかしいことだと 

 強く思いました 

・頭が下がる思いがしました 

・お義母さまへの愛情が“ひしひし”と伝わってきました。いろいろなことを経験されたのに、 

 気丈に支えていらっしゃり、立派だと思いました 

・大変感動しました。自分なりに頑張ろうと勇気づけられました 

・家族の温かい愛情を感じよかったです 

・さまざまな想い、体験から介護への考えがわかったりして、自分も今までのことを思い出し 

 心が熱くなりました 

・家族愛の結果だと思います。見守る人の健康も考えなくてはならないですね 

・それぞれのご苦労がありますが、この施設に出会いよかったと思います 

・皆さま大変なご苦労をされていて、自分たちだけではないことを感じました 

・勇気づけられました。家族の素晴らしさを聴くことができました 

・お母さまの状況がとてもよくわかり、その時の気持ちが伝わってきました。また共感できる 

 ことがたくさんありました 

・介護する人の身体が健康でないと大変です。よい施設に巡り合えて安心したということでした 

・介護の苦労がわかりました 
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時間帯はいつ頃がよろしいですか（複数回答可） 

午前：1名（夏季は午前中がよい）  午後：12名  無回答：3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：地域交流広報部会 

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：3名  水曜日：2名   

木曜日：4名  金曜日：5名  土曜日：4名  無回答：4名  

Ⅶ. アルボースに対するご意見・ご要望  

・日頃の親身なお世話に感謝しております 

・これからもよろしくお願いします 

・リハビリを重視してくださるので、とてもうれしくありがたいと思っています 

・一人ひとりに気づかってくださり改めて感謝です 

・今後ともよろしくお願いします 

Ⅴ. 介護についてのお悩み  

・父がアルボースを退所した時、家でどんなことがあるのか少し心配です 

Ⅵ. 開催時期についてご意見・ご提案  

・制度についての講話 

    介護保険制度：5名 後期高齢者医療制度：3名 その他：3名  

・病気についての講話 

    脳血管障害：4名 認知症：6名 高血圧：2名 糖尿病：2名 その他：2名 

・介護方法についての講話 

    オムツ介助：6名 入浴介助：2名 食事介助：4名 その他：2名  

・リハビリについての講話 

    自宅でできるリハビリ：4名 その他：1名  

・実技をともなう講話 

    介護教室：4名 治療食の作り方：4名 会話の仕方：5名 その他：2名 

Ⅳ. 今後の家族会についてのご意見・ご提案  
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