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プログラム 

開会の挨拶 
 

● 公益社団法人群馬県老人保健施設協会理事長 矢島 祥吉 

講 演 
  ｢地域包括ケアを進めるために｣ 
～これからの医療・介護を決めるのはみんなの声～ 
 

● 座 長 介護老人保健施設アルボース施設長  美原 恵里 
 

● 講 師 所沢市消費生活センター専門相談員 
     NPO法人 こころとからだの発見塾理事長 

                       坂本 憲枝 先生 

体験企画  
｢みんなで音楽療法｣ 
 

● 美原記念病院音楽療法科 
 

   美原 淑子 今村 優子 河野 小雪紀 中園 美咲 

在宅介護体験談 
 

● 藤田 公弘さまご家族 藤田 美紀子さま  

閉会 
 

参加人数 
 

● 80名 
  

 平成28年3月26日（土）公益財団法人群馬県老人保健施設協会による 

第1回在宅介護家族支援教室がアルボース家族会を兼ねて開催されました。 

当日はアルボースを利用されているご家族の他、市内外から80名が参加する 

大規模開催となりました。 
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 講演は、アルボースの美原施設長が座長を務め、坂本先生による「地域包括ケアを進める

ために」と題しお話していただきました。質疑応答では、会場から多くの質問が聞かれ、 

とても活発な内容となりました。 

 以下に、参加の皆さまからいただいたご意見を一部掲載させていただきます。 

・地域包括ケア自体がどういう意味なのか漠然としていたことに気付きました。 
・群馬県の医療状況、伊勢崎医療圏についてなど、地域に密着した資料を 
 もとに大変わかりやすいお話で参考になりました。 
・地域包括ケアサービスの大切さを改めて感じました。 
・本当にためになるお話を聞かせて、とてもためになりました。 
・地域医療計画に伊勢崎が着手していることを知り、とても嬉しく 
 思いました。 
・医療システムについて知らないことが多いことを痛感しました。 
 私自身受け身であることを反省しました。もっと積極的に関心を持って 
 取り組んでいきたい。 

・実行できることがあればと思いますが、難しいことですね。 
・地域包括ケアシステムを知る上でまずは自分の地域の医療等の社会資源の  
 現状を知ることが大切なのだと考えさせられました。 
・一般の人の視点に立って、お話ししていただけてよかったです。人任せで  
 なく、一人ひとりが考えていかなければと思いました。 
・地域包括ケアについて、一市民として参加できなくても、知ることから 
 始められたらと思いました。よい医療が受けられるために情報を見つめて 
 いきたいです。 

在宅介護体験談 

体験企画｢みんなで音楽療法｣ 

講話 「地域包括ケアを進めるために」 

・しばらくぶりに歌を声を出したような気がします。昔に帰ったようで嬉しかったです。 
・音楽の力はすばらしいと思います。 
・みんなで歌ったり、身体を動かすのは楽しいですね。 
・音楽療法の効能について知りたいと思いまして、お話をうかがいました。 
 体験、とても楽しかったです。 
・家でもやってみようと思う。 
・会場の皆さんのほぼすべての方が楽しまれていて、講演の間の企画として 
 すばらしいと思いました。 
・気分が明るく、とても気持ちよく、.歌えました。 
・とても楽しく近所の方々とできそうです。 

・とてもよい発表でした。これからも頑張ってください。ただご自分の健康にも注意して 
 ご主人のお世話をしてください。 
・とても私にはできない大変なお話、感動しました。 
・頑張っている藤田さん、私はまだまだ頑張らなくてはと思いました。 
・貴重なお話をありがとうございました。すばらしいご家族様、スタッフ様、皆様、感謝！ 
・前向きに在宅介護を続ける藤田様。勇気をありがとうございました。私も両親の介護、 
 頑張ります。 
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♪みんなで音楽療法♪ 

 今回、家族会で体験企画として音楽療法を行わせていただきました。

簡単に内容を報告したいと思います。 

 皆さまと滝廉太郎さんの『花（♪春のうららの～）』をご一緒させ

ていただき、初春を感じたところで体験企画がスタートしました。 

 グー・チョキ・パーの手の運動に合わせ『海』を
歌うこと、“ながら動作”を行いました。 
 皆さま初めはまだ余裕のある様子でした。しかし、
グー・チョキ・パーの順番を入れ替えて“パー・
チョキ・グー”にするとなかなか難しく、参加され
た皆さまは真剣に、かつ楽しみながら取り組まれて
いるようでした。 

今回は、私たちの一番身近な楽器である、“身体
（頭・手・膝・足）”を使い、音を鳴らしました。
まず、音楽療法士が叩いた音を皆さまに聴いてい
ただき、その後に真似をして同じリズムを叩いて
いただきました。覚えて真似をするのは一見難し
そうですが、ここへ馴染みのある音やメロディー
を合わせることで取り組みやすくなるような工夫
をしました。 

「♪カモメの～」と音楽療法士が歌った後に、「♪水兵さん」 
といったように、聞こえた歌の続きを会場の皆さまに数曲 
歌っていただきました。参加されていた方はお気づきだった 
かもしれませんが、今回は、日本の四季に合うように曲の 
順番を工夫していました！！アカペラで行いましたが、 
皆さま息がぴったり！歌い始めるタイミングが合っていて、会場に一体感が生まれたよう
に感じました。そして最後の曲は、「♪うさぎ追いしかの山～」の『ふるさと』でした。 

①音楽を用いた手と頭の体操 

③聞こえた歌の続きはなに！？ 

 また、指の運動も歌に合わせて行いました。こちらは『星影のワルツ』に合わせました。
馴染みのある曲でしたので、自然と歌詞を口ずさまれながら取り組まれていました。 

②体を鳴らしてみよう 
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 先ほど皆さまと一緒に作り上げた一体感の中に、

ピアノ伴奏を入れることでさらに大合唱団のよう

な迫力のある『ふるさと』となりました。私たち

も、約80名で歌う機会は滅多にないので、このよ

うなお時間を皆さまとご一緒でき、うれしかった

です。 

ところで、音楽療法とは一体･･･？？ 

「音楽の持つ生理的、心理的、社会的働きを用いて、心身の 

障害の回復、機能の維持改善、生活の質の向上、行動の変容 

などに向けて、音楽を意図的、計画的に使用すること」と 

定義されています。 

 現在、音楽療法科は、美原記念病院4階神経難病病棟、

介護老人保健施設アルボース、特別養護老人ホームアミー

キ、介護予防教室いきいき音楽療法にて音楽療法を行って

います。歌謡曲や演歌、フォークソング、J-POP、賛美

歌などのさまざまなジャンルの音楽を一緒に歌う・聴くこ

とや、楽器演奏をする・聴くこと、音楽に合わせて体を動

かすこと、時には音楽に関して一緒に語ること、静かに一

緒に過ごすことなど、それぞれのグループの特性や個人に

合わせて音楽を使用しています。 

 音楽は生きていくためには必ずしも必要で

あるとは言えませんが、あれば心が豊かにな

り、ときには私たちの支えとなってくれると

考えます。そんな音楽を通じて今後も私たち

音楽療法士は、適切な音楽を選び、これから

もステキなひとときを皆さまとご一緒してい

きたいと思っています。 

④皆さまとご一緒に大合唱団 

（日本音楽療法学会ガイドライン１１） 

音楽療法科 今村 優子、河野 小雪紀、中園 美咲 
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在宅介護体験談 
 ● 藤田 公弘さまご家族 藤田 美紀子さま 

 主人は脳幹が大きく破裂したために重い障害が残り、全介助の 

寝たきりで会話ができません。そのため、全身の機能低下と四肢 

麻痺の後遺症があります。水分も食事も胃ろうから摂取しています。 

尿管に管を入れていましたが、昨年11月に管をはずすことができ、 

今現在大変順調です。 

☆脳幹とは、脳の神経中枢部であり、呼吸や血液の循環、発汗に 

よる体温調節など動物が生きていくうえで不可欠な機能をつかさ 

どる大切な部位です。 

 4年前の冬、夜勤明けで帰ってきた主人はお風呂に入り、食事も 

食べずに布団に横になりました。私も隣にいたので、横を向き何気 

なく顔を見ると目を見開き、そのまま固まっていました。本当に 

一瞬でした。いつも死んだふりをして私をからかって笑っていたので、私も「また！?」と笑い

ながら声を掛けてみました。しかし返事をしてくれません。私は「お願い冗談でしょ？」不安を

消したくて体を揺すってみました。その瞬間、ものすごい力が体全体に入り、硬直しはじめ大き

なイビキをかき始めたのです。私はビックリするというより、夢であってほしいと必死に名前を

呼び続けました。「お願い起きて、うそと言って」顔を寄せて抱きしめました。体は硬直しなが

らも目だけは私を見ていました。助けを求めているのか、悲しいとても悲しい目をしていました。

今もそして一生、あの悲しい目は忘れることができないと思います。 

 救急搬送され、病院の先生から、今日がヤマになるでしょうから、会わせたい方がいたら呼ん

でくださいと言われました。目の前の現実が、遠い遠い夢の世界のように思えました。反面、主

人は絶対に私を残して死ぬわけがない。大丈夫必ず意識は戻ると、いろいろなことを落ち着いて

こなしている自分もいました。夜も眠れず食事も喉を通らず、病院へ向かうバスの中で大声をあ

げてしまいそうな衝動に何度も襲われたものです。ずっとずっと集中治療室で話しかけ、頭や顔

を撫でて過ごしました。 

 数日後、主人の強い生命力で奇跡的に安定してきました。これには先生も大変驚いていました

が現実は厳しいもので、このままよくて植物状態でしょうとの説明を娘と3人で聞きました。主

人の親戚の方々には、自分の人生と子どもたちの将来を考えて、別の人生を歩むように説得され

ました。心配してくださる気持ちはありがたいと思いましたが、いくら説得されても主人と別れ

る考えは全くありませんでした。大切な主人を人任せにすることは、私の選択肢にはなかったで

す。 

 人工呼吸器をつけ、たくさんの管をつけた主人の顔は、今にも起き出しそうな穏やかな顔で眠

り続けています。手足をさすり、顔を撫で普通に話しかける日を毎日おくりました。ある日から

話しかけると、左の瞳が動くようになりました。嬉しくて先生に伝えると、それは反射であって

瞳が動いているのではないと説明されましたが、私は耳が聞こえているからだと確信しました。

なぜ？根拠は？と問われると説明できないのですが妻の勘です。間違いなく私の声が聞こえ、私

を見ようと探している。大丈夫！生きる！きっと私たちのために頑張る。そばにずっといよう。

悔いがないよう一緒に生きようと深く深く誓いました。娘たちも回復を願い、学校が休みの日は

一日中主人のもとで過ごしました。 

いつも懸命に旦那さまの介護をされている、2階ご利用中の藤田さまにお話を
していただきました。 
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 順調に3ヶ月が過ぎ、リハビリ期を美原記念病院にお願いする 

ことができました。私がこちらの病院ではないと転院しないと 

言い張りました。願いが叶い転院できて本当に嬉しかったです。 

転院当初は、少しの刺激にも体が反り返り、車イスに乗ること 

さえできませんでした。 

 リハビリの効果は奇跡を見ているように素晴らしく、意識も 

どんどん霧が晴れるようにはっきりとし、右手の親指も自分の 

意志で挙げられるようになりました。また、話しかけると 

左目のまばたきで意思の疎通もできるようになりました。何かにつけ主人の立場になり考えるの

ですが、意識があり、認識もできるのに全身が全く動かない。思うように意思表示ができないこ

とは、どれだけ絶望的で苦しく、辛くストレスになるのだろう。それでもよくなりたい一心で努

力する主人を見ていると、もっと私も頑張らなければと、自分を奮い立たせていました。 

 ある日病院の方に、いつもどうしてそんなにテンションを上げて明るくいられるの?あなたを

見ていると胸が締め付けられると言われたことがありました。その言葉は私の心も締め付けまし

た。明るく元気でいないと悲しくて、膝から崩れて立ち上がれなくなってしまいそうで、無理に

でも明るく元気でいました。その方に主人と2人の写真を撮ってもらいました。その方は自宅で

写真を見ながら、あなたの気持ちが痛いほどわかると泣いたそうです。私も自宅で写真を見るた

びに、その方のことを思い出し、私の1番大好きな写真でもあります。その時から少し肩の力が

抜ける日が、時々つくれるようになりました。 

 命にかかわる危険がなくなり安定していましたが、絶対に大丈夫だという保証はありません。

呼吸がとても弱く、常に吸引をして窒息させない心配。脳からの伝達が体に伝わらず、体温調整

ができないので常に体温が上がらないよう、下がらないように気を配り、排尿も管を入れてなけ

れば自分では尿が出せません。てんかんの発作もあり、入院中は3度も大騒ぎをしました。この

状態では、誰もが恐くて在宅を考えられないと思います。こんな時でも、今一緒に暮らさなけれ

ば絶対に後悔するし、独りになってしまったときも、そのことを引きずり先に進めないような気

がしました。短い時間でも、1分でも1秒でも多く一緒にいたい願いは変わることはありませんで

した。娘たちの考えも揺るがないものがあり、「パパを家に連れて帰ること、一緒に暮らすこと

は当たり前でしょ」その思いもまた、私の信念に重みを持たせてくれました。その反面、娘たち

の人生に絶対迷惑をかけないようにしなければと決心しました。 

 在宅を望んでいた私に、ある日看護師さんから厳しい話をされる出来事がありました。「ご主

人の身体は大変な介護になるんだよ。並大抵では無理なんだよ。帰宅してすぐに亡くなる可能性

もあるし、私たちは看護師だからできるけれど、奥さんは看護師ではないし本当に大丈夫なの？

腹をくくれているの？」と私の意志を直球で問われました。いつも優しく応援してくださる看護

師さんから厳しく問われると、さすがに本当に大丈夫なのか?1人でできるのか?怖さと不安があ

りました。あんなに主人と一緒に帰ると決めているのに言葉が出ないほど、大きな選択なんだと

涙が溢れ、看護師さんの心配や重さもわかるが、でも恐くて不安で仕方ないけど、一緒にいたい 

            気持ちが勝つ。だから家に連れて帰りたいと泣きながら話しました。 

            後にも先にもこんなに泣いたことはないです。絶対泣かないと決めて 

            いたのに、泣いてしまいなぜか悔しく思いました。主人を介護すると 

            決めたのに、気持ちが揺れた自分を許せないのだと思いました。話が 

            終わった後、看護師さんはニッコリ笑って、覚悟はよくわかったから、 

            私たちも本気で全力で協力するからと言ってくださいました。 

             このことも私の気持ちを揺るがないものにした、忘れることのない 

            転機になりました。 



- 8 - 

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 
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 先生をはじめ病棟のスタッフの皆さまが何度も話し 

合いをしてくださり、私の希望を現実化するために 

基本的なことを細かく細かく丁寧にたたき込んでくだ 

さいました。自分も毎日病院に通い、看護師さん一人 

ひとりの話や知識を耳や目で盗み、積極的に学び必死に 

覚えていきました。今の生活一つひとつが看護師さんから 

の知識であり、皆さま一人ひとりの顔も思い出されます。 

１日を通して介護ができるように流れを自分にたたき 

込みました。週末は2泊3日で泊まり、2ヶ月以上看護師さんと一緒に、主人のことに参加して 

在宅で困らないように仕上げていただきました。病棟に住んでいた感じでした。一番の課題は身

体の大きな主人の車イスへの移動です。ベッドから車イスへ、車イスからベッドへはリフターを

使用して移動する方法です。背中にシートを敷き、吊し上げて車イスに乗せます。完璧にできる

まで、毎日、リハビリスタッフと何度も繰り返し、口で説明しながら移動ができるまで特訓して

いただきました。一つひとつ課題をクリアしながら、在宅介護生活の自信になっていきました。

特に褒めていただけると嬉しくてより頑張れました。どれをとっても全て私の武器になります。

同室のご家族の方々との交流も気安めでなく元気の素になり、看護師さん、介護士さん、ケアマ

ネージャーさんに励まされ、応援していただいたことがより自信を持たせてくれました。今でも

病棟生活を懐かしく思いますし、病院でバッタリ会えば、相変わらず仲良くお話してくだされま

す。主人のことを気に掛けてくれ心強い支えであります。 

 主人が家に帰ってくるまで、ケアマネージャーさんや皆さまにいろいろ考えていただき、ベッ

ドの配置から、何から何まで不安がなくなるよう、一つ一つ打ち消し解決してもらい帰宅の日を

迎えました。お盆前の暑い日でした。主人と一緒に介護タクシーに乗り、帰れる嬉しさと不安の

入り交じった気持ちは、新たな主人との一生のスタートのようで、同じ家なのに違った家に帰る

気分でした。 

 主人が帰宅してからは主人だけでなく、要介護の義母もいたので2人のお世話で本当に辛く苦

しい日々がしばらく続きました。主人の帰りが楽しみだったはずなのに、2人を看なければなら

いストレスに飲み込まれ、次第に自分で安定しなくなってしまいました。そんな私を素早く察知

して支えてくれたのが、アルボースの相談員さんです。人には言えない悩みや些細なこと何でも

しっかり聞いてくれ励まされ、娘の心配までしてくださいました。親身になって身内のように考

えてくれるので本当に心強いし、１人で家族を背負う私には、頼もしくて仕方がない存在です。

連携してサポートしてくださるので、アルボースの皆さまやグラーチアの皆さま、診療所の皆さ

まがいなければ、絶対頑張れなかったと思います。 

 私の大好きな言葉「そこそこ頑張る。何でも楽しむ」 私たちにはアルボースがついているの

で安心して毎日暮らしています。ただただそれだけです。 
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