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理事長からのご挨拶

� 社会福祉法人　兼恵園

� 理事長　林　　美智夫

　故岡部恵次氏が創立を決意して、あっという間の30年でした。

　開設当時は寝たっきり老人の介護という主旨で、ボランティアの方々の力を借りながら、ゆっ

くりと進んでいたように感じます。

　まだ、まだ、入所する老人も少なく、運営的には赤字が続く状態でした。その間、個人の方、

日本エスエム社員、小倉ロータリークラブ、その他、色々の方々にご支援いただいたことを深く

感謝申し上げます。

　15年ぐらい前から、急激に入所老人が増え、運営的には楽になりましたが、入所老人の重度化

が目立つようになってまいりました。この頃、介護保険導入という制度の変更から、運営もきつ

くなりましたが、そのこととは別に、兼恵園として、他の施設では受入れが難しい重度の老人を

受け入れられるよう、看介護へのシフトを強めました。その最終は看取りです。私は特別養護老

人ホームの使命は、治療効果の望めない老人が最後に静かにすごす場と思っております。

その道順が、（介護支援センター）⇒（ヘルパーステーション）⇒（デイサービス）⇒（ショー

トステイ）⇒（シルバーサンホーム）です。

　そして、ご家族の方々にご理解いただきたいことがあります。

　介護の仕事は手と腰を使う仕事です。そのために、職員の大半が肩、腰を痛め、手術をする職

員もおります。ご家族の方々の少しの笑顔をいただけたら、職員は元気になります。

　そして、なにより地域に根ざして、地域の高齢の方々が、災害にあっても、頼りにできる福祉

施設として、色々の方々のご協力をお願いしながら、一歩、一歩、ゆっくりと歩んでいこうと思っ

ております。
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創立30周年によせて

� 社会福祉法人兼恵園　顧問　安　枝　守　太

　特別養護老人ホーム シルバー・サン・ホームの創立30周年を心からお慶び申し上げます。

　昭和55年に開設されました「シルバー・サン・ホーム」は、平成12年２月には、デイサービス

やショートステイといった在宅サービス事業も開始されるなど、北九州市の高齢者福祉の拠点と

して大きく発展されており、関係者の一人として誠に喜びに堪えません。これも偏に林理事長、

岡部施設長をはじめ、歴代の役員並びに職員の皆様の御尽力と熱意の賜であり、深く敬意を表し

ます。

　平成12年の介護保険制度の開始に加え、今日我が国が世界一の長寿国家になる中で、特別養護

老人ホームは高齢者介護の中核施設として、ますます重要な役割を果たすことが求められており

ます。また、高齢化の進展に伴い、介護度の高い高齢者がさらに増えており、介護施設において

は胃ろうによる経管栄養などの医療的ケアが必要な高齢者への対応が大きな課題となっていま

す。

　このような中、「シルバー・サン・ホーム」におかれては、医療的ケアが必要な高齢者を積極

的に受け入れ、看護職員、作業療法士、介護職員等の連携を密接に図ることにより、医療処置や

終末期ケア、緩和ケア等に先駆的に取り組んでおられますことは特筆に値するものです。

　今後とも、保健・医療・福祉を取り巻く環境の変化に的確に対応され、地域に根ざした高齢者

福祉の拠点としてさらに大きな役割を果たされますことを期待しています。

　社会福祉法人兼恵園並びに特別養護老人ホーム「シルバー・サン・ホーム」の今後ますますの

御発展と、関係者の皆様の御健勝と御活躍を心からお祈りし、ごあいさつといたします。

創立30周年によせて

� 元北九州市議会　議員　　　　　　　　　　　　　

� 社会福祉法人兼恵園　評議員　平　山　政　智

　特別養護老人ホーム シルバー・サン・ホームが創立30周年を迎えられましたことに心からお

祝い申し上げます。
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　また、永年にわたり高齢者の方々への愛情のこもった思いやりの精神で日々ご尽力されてきた

岡部恵次初代理事長や白石和男前理事長をはじめ、多くの関係者の皆様に心より敬意を表します。

　思い起こせば岡部初代理事長とは30歳代前半に現在シルバー・サン・ホームが建っている小倉

北区大手町地区周辺の旧陸軍小倉造幣廠跡地の米軍からの接収解除後の平和的利用について熱く

語り合った仲でもあり、30周年という節目の年にシルバー・サン・ホームとの縁をあらためて感

じております。

　また、旧制八幡中学で私の２年先輩でもある岡部初代理事長は当時からお父様のご遺志である

福祉による社会貢献を実現されました。

　「愛」「まこと」「感謝」「奉仕」というシルバー・サン・ホームの基本理念はこれらの設立当時

の精神を表したものであり、30年過ぎた今も現在運営に携わっておられる関係者の皆様に脈々と

引き継がれているものと思われます。

　創立30周年を迎えられた平成22年度は介護保険制度が創設されて10年目を迎えます。高齢者の

尊厳を保持しながら自立した日常生活を営むことを目的に平成12年に創設された介護保険制度で

すが、あれから10年、わが国の高齢化の進展に伴う核家族化の進行、介護する家族の高齢化など、

要介護高齢者を支えてきた家族をめぐる状況も大きく変わろうとしており、介護についての負担

が家族にとって益々大きくなってきております。

　北九州市においても65歳以上の高齢者の方が占める割合を示す高齢化率が年々高く推移し、平

成22年度現在24.8％が平成27年度には29.1％になるとの将来推計が市民の皆さんに先々の不安を

感じさせる結果となっています。

　このような状況の中、高齢者自身の尊厳と自立を守り、その家族の不安を払拭し、生きること

への希望を与え続けることが出来る高齢者福祉サービスの提供が求められており、福祉による社

会貢献というシルバー・サン・ホームの設立当初の尊い理念を創立30周年を迎えた今こそ思い起

こされることを願ってやみません。

　皆様のお陰で在職54年にわたる北九州市議会議員生活を平成21年２月に引退し、後進に道を

譲った身ではありますが、これからも気力・体力が続く限り、福祉による社会貢献の実現のため、

微力ながらシルバー・サン・ホームの関係者の皆様のお役に立ちたいと思っております。

　最後になりますが、社会福祉法人兼恵園シルバー・サン・ホームの益々のご発展と関係者の皆

様のより一層のご活躍をお祈り致します。
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地域に根ざして更なる発展を
30周年おめでとう

� 北九州市医師会　会長　　　　　　　　　　　　

� 社会福祉法人兼恵園　理事　合　馬　　　紘

　社会福祉法人兼恵園シルバー・サン・ホーム開設30周年を心よりお祝い申し上げます。

　高齢者福祉に対する国民の理解がまだ薄かった昭和55年の事業開始まで、初代理事長岡部恵次

氏をはじめとする皆様の御苦労はいかばかりであったかと拝察いたします。その後30年間に亘り、

あらゆる困難を乗り越えて、現在では北九州市を代表する総合介護施設に発展されたのは岡部初

代理事長の高齢者への熱い思いが現場の幾多の職員達にしっかり受け継がれたことに他なりませ

ん。“継続は力”と言う言葉の重みが伝わって来ます。

　特に平成10年に“介護の社会化”“高齢者の自立生活支援”を基本理念として創設された公的介護

保険制度は大きな試練であったと思います。それまでの措置による福祉から営利法人はじめ多く

の事業者が福祉分野に参入するようになったことは社会福祉法人のシルバー・サン・ホームにとっ

て革命的な出来事であったでしょうが、開設時からの介護の理念を堅持し続けたことが今日の高

い評価と安定的運営につながったものと思います。

　世の中には不易と流行があります。この“不易流行”は俳人松尾芭蕉の言葉です。物事にはいつ

までも変わらぬ、変えてはいけない原理原則と、時代と共に変化する流行が常に存在します。シ

ルバー・サン・ホームは基本理念を守りつつ、時代の変化を常に先取りし、高齢者のニーズに積

極的に対応してきたと思います。第三代理事長林美智夫氏は足もとをしっかり固めながら水平線

を見つめることが出来るスケールの大きな極めて魅力的な方です。そして何より“介護の心”を理

解された素晴らしいリーダーです。

　介護をめぐる状況は厳しさを増しています。現在450万人が介護サービスを利用していますが、

間もなく団塊世代を被保険者に迎え、利用者はさらに増加するなかで公的介護保険制度は給付と

負担、財源確保などの問題から制度の大幅な見直しが迫られています。介護人材の確保、養成と

キャリアパス、在宅と施設、高齢者の住むところ、医療と介護の区分と連携、そして何より介護

の質の向上などの課題が山積しています。介護の本質は何かを考えると、看取りを含め人が人を

介護することに他ならず、人間が人間たるゆえなのです。

　30周年を機にシルバー・サン・ホームがより地域に根ざし、伝統を大切にして常に明日に向っ

て前進を続けることを心から祈念し、開設30周年のお祝いの言葉とさせていただきます。
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設立30年に寄せて　〜今まで・これから〜

� 北九州市地域福祉振興協会　会長　　　　　　　

� 社会福祉法人兼恵園　理事　藤　本　新　二

　シルバー・サン・ホームが設立された1980年当時、日本の人口は１億1500万人、北九州市は

106万人、高齢化率も９％程度だったと記憶しています。その後、日本の人口は2003年の１億

2750万人をピークに減少傾向に入り、2010年の日本の人口は１億2700万人、高齢化率22％。北九

州市は人口が98万人・高齢化率24％となり、高齢化率は全国の政令都市の中で長年にわたり第一

位を続けています。まさに、高齢化先進都市であります。

　このような少子高齢化の加速的進行の中で、我々は高齢化社会がもたらす深刻な諸問題だけを

浮き彫りにしがちですが、人生50年と言われた時代から、如何にして長生きできるかが日本社会

のテーマであり、その努力の結果として日本女性の平均寿命は86歳、男性も80歳、100歳以上が

４万人を越す世界のトップクラスになったことを、先ずは喜ぶべきでありましょう。長寿化社会

は国民の願いであり、誠に喜ぶべきであります。問題は高齢者が幸せな人生を送れるような社会

体制にあるかどうかなのです。

　これからの日本の更なる高齢化と人口減少は避けがたく、2010年の１億2700万人も、20年後の

2030年には１億1500万人、2050年には9500万人台に減少し、高齢化率も40％を越すというのが、

日本社会保障・人口問題研究所の人口動態予測です。高齢者の増加に加え、親と子が同居しない

のが一般的となって一人暮らしの高齢者や、未婚で生涯を生きる人々の高齢化、高齢者を支える

人口の減少など、問題は山積していますが、フランスのパリ17区で始まった「隣人祭り」のよう

な地域住民の交流と助け合いを促進する活動も必要な事は言うまでもありません。

　シルバー・サン・ホームの活動も施設入所者や通所者などのみでなく、施設を拠点とする地域

社会の高齢者が元気で長生きでき、生きていて良かったと思える人生を全うできるよう、地域の

諸団体や病院を含む関係機関、ボランティア団体との連携協働の下に、中心的拠点としての更な

る働きが期待されています。

　太平洋戦争終戦から２年後の1947年９月、関東地方を襲った大型のキャサリン台風は2000余名

の犠牲者を出しました。その時、利根川や荒川の堤防の決壊で水没した広大な地域で２階に非難

していた人々にボートでローソクとマッチを一軒一軒配ったカトリック神父がいました。神父の

名はゼノ、戦後の混迷した社会の中でバタ屋部落の世話をしていた神父は「ヒゲのゼノさん」の

呼び名で親しまれていました。災害救援体制も何もない戦後の状況下、水害で停電した暗闇の中

で不安なときを過ごしていた人々にとって、ヒゲのゼノさんの行動がどんなにか大きな希望と勇

気を与えたことでしょう。
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　ローソクはわが身を溶かして暗闇の中に「光と希望と勇気」を与えてくれます。シルバー・サ

ン・ホームとそこで働く人々がこの地域で30年間燃やし続けたローソクの光をもっと高く明るく

掲げたいと願うものであります。

シルバーサンホーム30周年記念に寄せて

� 清水校区まちづくり協議会　会長　　　　　　　　

� 社会福祉法人兼恵園　評議員　野　村　昌　照

　創立30周年おめでとうございます。心よりお祝い申し上げます。

　急速に進む高齢化社会にあって、貴施設が果たす役割は大なるものがあると思います。

　清水校区は市内で最も高齢化率が高く、75歳以上の方々が1400名近くお住みになり、内100歳

以上の方が11名いらっしゃいます。更には、地域で大変頭を痛めておりますのが、約80名の独居

老人世帯の存在です。14名の民生委員に45名の福祉協力委員が「ふれあいネットワーク」のシス

テム作りに懸命な努力をしているところであります。

　お世話する方も高齢化が進み、ボランティアという美名のもとで積極的に活動するには限界が

あります。日常生活では、お買物のお手伝い、病院の通院、ゴミ出しのお手伝い等々「声かけ運

動」の成果はありますが、親身になればなるほどお互いのプライバシーが侵されることになりか

ねません。この事が大きな課題となっています。

　平成20年度、貴施設と校区間に災害等の協定書を交換したところでありますが、この創立記念

を機に相互の情報交換と地域の福祉活動への共助関係が今一歩進むことを期待したいと考えま

す。

　シルバー・サン・ホームが社会福祉法人として、その使命と理念の為、更なる発展と充実を迎

えます事を祈念いたします。
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これからも、地域医療・介護の発展のために

� 財団法人健和会　理事長

� 三　宅　　　昌

　貴施設の創立30周年を心よりお祝い申し上げます。長年に亘る介護分野でのご活躍に改めて敬

意を表します。

　健和会大手町病院は1984年の開院以来、地域の医療にいかに貢献すべきかを考えてきました。

急性期医療、とりわけ、救急医療の取り組みはその重要な柱です。登録医制度を整え、開放型病

院となり、地域医療支援病院になるなど、主に医療分野の連携を計って来ました。1990年代には

いり、真の意味での地域医療の充実、在宅医療の重要さが語られるようになり、いよいよ介護の

重要性や介護と医療との連携が強調されようとする時期に、貴施設と協力関係を結ぶことが出来

たのは誠に幸せでした。

　介護保険制度が開始され、医療と介護の間に切れ目の無い治療・ケアの継続が言われますが、

貴施設との連携をモデルに次々と輪が広がり、現在、数十の介護施設と協力関係を結べる様になっ

ています。

　また、当院と関係のある介護施設の間で、互いの質を高めるために開催してきた「地域医療連

携セミナー」の事務局を貴施設が中心になって運営していただける様になったことは、これから

の地域の介護の質を高めることに大きく貢献していくと思います。

　健和会大手町病院が手探りで始めた介護領域への連携の模索に、明確な解答を与えて下さった

貴施設の益々のご発展を心より祈念いたします。

創立30周年によせて

� 社団法人北九州高齢者福祉事業協会　会長

� 渡　邊　正　孝

　このたび、社会福祉法人兼恵園が創立30周年を迎えられました事を心よりお慶び申し上げます。

これもひとえに林理事長様をはじめとしまして職員の皆様のご努力の賜と存じます。

　一重に30年と申しましても、その間には社会福祉の根本法である「社会福祉事業法」の改正に

よる「社会福祉法」の制定や、また「社会保険方式」「措置から契約へ」「多様なサービス提供主
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体の導入」など、社会福祉基礎構造改革の象徴ともいえる介護保険制度の導入と大変革がありま

した。

　貴施設は1980年当時の施設立地場所としては珍しく都市部に開設され、小倉北区において初め

ての特別養護老人ホームでありました。貴施設は長年にわたる経験と努力で質の高いケアサービ

スを実施され、他の施設をリードして行くという大きな役割を果たされ、また多年にわたり地域

に根ざした運営をされ、社会的役割を十二分に果たしてこられたと拝察いたします。

　これからも貴法人の基礎理念、「愛・まこと・感謝・奉仕」を念頭に地域、利用者、家族の多様化・

高度化するニーズに答えながら利用者本位のケアの実現に取り組んでいかれることを切望いたし

ます。

　最後になりますが、社会福祉法人兼恵園が今後益々のご発展と、職員の皆様のご活躍とご健勝

を祈念いたしまして、お祝いの言葉とさせていただきます。

創立30周年によせて

� 学校法人西南女学院　理事長

� 田　中　綜　二

　社会福祉法人兼恵園の特別養護老人ホーム シルバー・サン・ホームが創立30周年をお迎えに

なり、心からお喜び申し上げ、お祝い申し上げます。

　創立同時の社会は今日程、福祉の領域に関心がなく、あまりニュースにもならなかったと思い

ます。このような時代に岡部恵次先生は高齢化社会を現実のものとしてお考えになり、実現され

ましたことは時代を読まれた方であったと存じます。

　岡部先生は熱心なクリスチャンでもありました。聖書の御言葉からその道を学ばれ、これを理

想として夢を実現されたのだと思います。実現に向け、申請までのご努力は簡単に申し上げるこ

とができない程、苦難の道であったと想像されます。

　フロンティア精神は言うに及ばず、チャレンジ精神をもってこの事業に挑戦なさり、見事成功

なさいました。現在、社会全体が高齢化社会を叫び、高齢者保健福祉問題が語られぬ日が無い程、

社会問題となっております。この時に兼恵園は北九州市のオアシスとして、恵みの園として、永

きにわたり地域に開かれ、貢献され、今日を迎えられたのです。これ程素晴らしい業はございま

せん。主イエス・キリストが示された福祉のまなざしでもあります。「受けるより与える方が幸

いである。」との真理のとおり、社会福祉事業を通じて他者の幸せのためにご自分の生命を捧げ
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られたのだと思います。

　30年の間、この事業に従事され、苦難を共にされました理事、監事、そして職員の皆様方に心

より敬意を表します。

　終わりに、社会福祉法人兼恵園の益々のご発展とご活躍を心からお祈り申し上げ、30周年をお

迎えになられましたことを共にお祝い致したいと思います。

シルバー・サン・ホームの何よりの確かな財産

� 在宅サポート　ながさきクリニック　院長

� 特養シルバー・サン・ホーム嘱託医師　　�

� 長　崎　修　二

　私が特別養護老人ホーム シルバーサンホーム（以下、シルバー・サン・ホーム）の嘱託医となっ

てはや10余年が過ぎました。シルバー・サン・ホームの30年の歴史の３分の１はわたしがその医

務室の任務を担ってきたと思うとちょっと誇らしい気持ちになります、と同時に30年のその歴史

を考えますと、「すごいな」との感嘆の念を禁じ得ません。

　介護保険が始まって10年が過ぎました。介護保険施行以後、雨後の竹の子のようにとまでは言

いませんが数多くの特別養護老人ホームが北九州で新しく開設されました。その数は現在50と

なっています。シルバー・サン・ホーム開設当時の特養の数の約３倍以上です。シルバー・サン・

ホームは老舗中の老舗、この業界の大先輩ということになります。しかし、ただ先輩だというだ

けではありません。新しい状況への取り組みが積極的なのです。今でこそ普通に見られる人工胃

瘻の患者さんを北九州の特養で最初に受け入れたのはシルバー・サン・ホームなのです。介護保

険導入の数年前のことだと言われています。

また褥瘡予防への取り組みも早く、いち早くアドバンという高機能の電動エアマットを導入して

います。最近では歯科衛生士を２人常勤採用し、口腔ケアに熱心に取り組んでいます。これで誤

嚥性肺炎が劇的に減少しました。

　これらのことは、シルバー・サン・ホーム創設者である社会福祉法人兼恵園の初代理事長、故

岡部恵次さんの進取の気風が脈々と今も受け継がれているからに違いありません。そして高齢者

へのケアを親身に支えている優秀なスタッフに恵まれ、ボランティアの人々や利用者の家族会な

どと、がっしりと結びつき、地域のなかにしっかりと根をおろしているからでしょう。そのどっ

しりとした存在感がシルバー・サン・ホームの何よりの確かな財産だと思います。
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　これらが３代目理事長林美智夫さん、現施設長の岡部多恵子さんにもしっかりと受け継がれて

おり、社会福祉法人兼恵園がこれからもますます北九州の地で発展していくであろうことを確信

しております。創立30周年、おめでとうございます。

創立30周年によせて

� 柴田しんご歯科医　院長　　　　　　　　　　　　　　　　　　

� 特養シルバー・サン・ホーム嘱託歯科医師　柴　田　新　吾

　社会福祉法人兼恵園　特別養護老人ホーム シルバー・サン・ホーム創立30周年を迎えるにあ

たり、心よりお祝い申し上げます。

　私が特別養護老人ホーム シルバー・サン・ホーム（以下、シルバー・サン・ホーム）の訪問

歯科診療をさせて頂き５年になります。勤務医時代より十数か所の老人施設等での歯科診療を

行ってきましたが、その中でシルバー・サン・ホームほど私にとって気持ちよく仕事のできる施

設はありません。スタッフ全ての方々が口腔ケアの必要性をしっかり認識されており、診療の際、

患者さんの誘導やお口についての質問に対してどんなに忙しい時でも気持ちよく対応して頂いて

おります。どのスタッフも入所されている方々の事を的確に把握されており、献身的な介護には

感心させられるばかりです。

　シルバー・サン・ホームは口腔ケア・口腔管理の重要性が訴え始められた早い時期より取り組

んでおり、非常に重点を置いておられる事はとても素晴らしいことだと思います。とても優秀な

常勤の歯科衛生士さんを二人も配置し、常に入所者の方々の口腔衛生管理にあたられております。

私が訪問歯科診療をさせて頂くにこのお二人の歯科衛生士さんからの協力や情報提供はとても重

要なものとなります。歯科衛生士さんやスタッフの皆様の協力に対して感謝しております。

　このように口腔管理だけではなく医師とのしっかりした連携、親切で優秀な看護師さんなどの

スタッフに守られて入所されていらっしゃる皆様は安心して楽しく日々の生活を過ごせることで

しょう。歯科治療に伺う度に、シルバー・サン・ホームの明るくエネルギッシュなスタッフの皆

さん、そして元気で朗らかな入所されているご高齢の皆様からいつもこちらが元気と活力を頂い

ております。今後もこのような素敵な施設の皆様のお役に立つ事ができるように日々精進してい

きたいと思います。

　シルバー・サン・ホームの一層の発展と関係者皆様、及び、ご入所されている皆様のご多幸と

ご健康を祈念してお祝いの言葉とさせていただきます。
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設立30周年を祝して

� 財団法人健康生きがい開発財団　生きがいづくりアドバイザー

� 兼恵園オンブズパーソン委員会　委員長　立　花　保　昭

　社会福祉法人兼恵園　特別養護老人ホーム シルバー・サン・ホーム開設30周年を迎えられま

したことを心よりお祝い申し上げます。

　春になると我家の庭先に所狭しと咲き誇るジャスミンの白い花は母の入所時の部屋の窓際に

（現在は駐車場）咲いていた一枝を挿木して育てたもので、今では母の記念樹のような存在です。

母が開設間もない頃から貴施設にお世話になったのがご縁で現在に至っている次第です。

　高齢化率が７％に達し、高齢化社会となったのが昭和45年でした。その10年後の昭和55年は貴

施設の開設年ですが，その当時に今日の超高齢社会の出現を想定して施設の立ち上げに関わられ

た方々の先見性にはあらためて敬意を顕したいと思っております。

　この30年の歴史の中で昭和58年の増床工事、その後の社会の急速な変化に伴うニーズの変化も

著しく、平成11年のデイサービスセンターやショートスティの新設等を経て、翌12年いよいよ介

護保険制度実施年を迎えます。平成７年の中間報告では迷走につぐ迷走と揶揄に等しい報道の中

で平成９年実施を平成12年に先延ばしにして実施され、10年経過したにも拘わらず保険有って介

護無しという導入時の危惧が続いています。こうした現状のもと、この制度が抱える数多くの課

題と団塊世代が75歳に達し、高齢者人口が3500万人とピークを迎える13年後の平成25年の課題と

併せて重要な問題であると思われます。

　そんな中に有って貴施設に於いて特筆すべきは看取り介護の導入です。人生を終える厳粛な場

に寄り添う心のやしない、そのことにより得ることの出来る三人称の生きがい、そしてそれに伴

う使命感や充実感に充ちた施設で有り続けることを願っております。

創立30周年記念によせて

� 家族会「シルバー・サン・ホームめぐみ会」会長　田　中　与曽次

　創立30周年誠におめでとうございます。社会福祉法人兼恵園、特別養護老人ホーム シルバー・

サン・ホームとして設立されました当時は私自身40歳代後半で先々のことなどあまり関心もな

かったのですが、年を老いた今、如何に特養が必要かを強く認識しております。
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　特に格家族化の現代においては二人暮らしの高齢者が多く、又、低所得家庭向きの特養の数不

足のために入所待ちの重度介護を必要とする方々が多い現状では早急の施設の増設が望まれま

す。

　我が家も妻が身障者で重度の介護が必要で、運よくシルバー・サン・ホームに入所できました。

お蔭様で私方は今では週１回程度、近所の高齢者一人暮らしの皆さんの声えかけ、見守り、ふれ

あい巡回をやりながら、地域福祉のイベントなどにボランティアとして積極的に参加しておりま

す。

　最後に長年の経験を活かした高度の介護技術で利用者の余生を暖かく見守って下さいますよう

希望します。

創立30周年によせて

� 北九州市立総合療育センター　歯科衛生士

� ボランティア　　竹　邉　千恵美

　この度は、創立30周年おめでとうございます。

　私とシルバー・サン・ホームの出会いは、今から13年前に遡ります。当時、私は歯科衛生士と

して障害児の病院に勤務しつつ、歯科衛生士会の会員として様々な活動をしておりました。

　平成８年、高齢者についての研修を一年ほど行なっていた頃、歯科医師会の先生から、「シル

バー・サン・ホームで口腔ケアを・・・」というお話をいただき、平成９年１月より開始するこ

とになりました。

　その頃、歯科衛生士が高齢者施設で継続的に口腔ケアを行うことは珍らしく、言いかえれば、

口腔ケアの重要性が、さほど認識されていないのが現状でした。

　私たち歯科衛生士は、研修で学んだ知識、技術をもって口腔ケアに取り組んでいましたが、時

に思うようにいかず落ち込む日もあった事が、走馬灯のように思い出されます。しかし、スタッ

フの方に支えられ、高齢者の笑顔に励まされたことで、口腔ケアを続けていくことができ、歯科

衛生士自身が成長できたことと実感しています。

　平成21年、22年と歯科衛生士２名を雇用していただき、本当に感謝しております。同時に何よ

りも口腔ケアの重要性を認識していただいた結果だと嬉しく思います。

　施設全体で口腔ケアに取り組んでいるシルバー・サン・ホームのような施設がもっと増えるこ

とを願ってやみません。
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　最後に、もし私が特別養護老人ホームに入所することになりましたら、是非、歯科衛生士のい

るシルバー・サン・ホームに入りたいと思います。何故なら、日々をさわやかに、気持ちよく、

人間らしく過ごしたいからです。施設長はじめスタッフの皆様、その時はどうぞよろしくお願い

いたします。

創立30周年によせて

� 日本教育書道連盟書道教授　　　　　　　　

� 元特養書道クラブ講師　藤　原　冨士雄

　シルバー・サン・ホームが創立30周年を迎えられまして、おめでとうございます。

　施設の充実と介護職員の皆様のやさしい心づかいに感心いたしております。

　私事、昭和63年から平成22年３月まで23年間皆様と共に特養シルバー・サン・ホームで書道を

学んでまいりました。月に２回の書道クラブで上達されるご利用者の皆様を見まして本当に嬉し

く思いました。皆様と一緒に学ぶ日を楽しみにして来ましたが、本年３月を以ってお別れしまし

た。今でも皆様のお姿一人一人が目に浮びます。永い間、本当に有難うございました。

　シルバー・サン・ホームの発展と皆様のご健康と長寿を心より、お祈り申上げます。

創立30周年によせて

� 「ひまわり会」代表　　　　　　　

� ボランティア　藤　野　八重子

　創立30周年を心よりお祝い申し上げます。

　特養シルバー・サン・ホーム開園早々に入所させて頂いた私の母を見舞っての帰り、ふと足を

止めると、山のように積み上げられたオムツや洗濯ものを7，8名の方たちが楽しげに会話しなが

ら手早くたたみ、整理している場所に出会いました。そして仲間入りしたのが、私のボランティ

ア活動の始まりです。

　毎週月曜日にボランティア仲間に会えることが楽しみとなり、仲良しグループ「ひまわり会」
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が誕生しました。平成７年、初代岡部理事長のご推薦により、福岡県知事から表彰状を頂きまし

た。「ひまわり会」も今年で25周年を迎えました。

　20年後は国民の４割が一人暮らしの高齢者となると予想されます。北九州市では超高齢化がす

すみ、高齢化社会としては日本のトップクラスに属します。

　高齢者が心豊かに安心して暮らせる介護付き養護老人ホームに入るには100人、200人待ちと言

われる中で特養シルバー・サン・ホームに入所できた高齢者や家族は実に幸運な方たちだと思い

ます。

　シルバー・サン・ホーム運営理念のもと、活き活きと手順良く働いていらっしゃる職員の方々

には頭の下がる思いです。私たちボランティアは職員の手伝いができることに喜びを感じながら

活動させて頂いています。

創立30周年によせて

� ボランティア　淵　上　和　子

　創立30周年おめでとうございます。

　私はシルバー・サン・ホーム４階でのおむつたたみ参加をきっかけに、小倉大門の東部障害者

福祉会館（現在の生涯学習福祉センター）で聴覚障害者の手話奉仕員や要約筆記奉仕員の資格取

得講座を受け、自分なりに毎週日時を割り振ってかけずりまわっておりました。シルバー・サン・

ホームのおむつたたみの作業は私が所属するチームの８人前後と手話通訳者を含む聴覚障害者20

人余りのチーム他、月曜日から土曜日迄の数チームによる連携プレーでした。お茶やお菓子まで

準備して頂いており、皆で「私達の方がボランティアされているよね!!」と、感謝しつつも仲間

との情報交換の場とさせて頂いておりました。

　それに先立つこと６年程前、会館事務所より「下膳・配茶・見守り・シーツの交換等のボランティ

アがありますが・・・・・」との紹介があり、私は即決で下膳のお手伝いを申し入れました。12

時から２階のお手伝いを済まし、引き続き４階にあがっておむつたたみの作業をしておりました。

東部障害者福祉会館が「ウエル戸畑」へ引越してからは金曜日はシルバー・サン・ホーム、月曜

日と木曜日はウエル戸畑へと忙しくなり「私はいったい何をやっているのだろう？」とか「好き

であれば黙ってやるだけよ!!」等と自問自答の日々で20年近くが経ちました。

　年令も積み、昨今体力や視覚、聴覚等の感覚の衰えを感じ始めています。20年近く自分も家族

も唯々順調で健康だったわけではありませんが、なんとか切り抜けて今があるというところです。
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　いろいろな処をかけずり回って私なりに学び、ボランティアについて思い至ったことを述べた

いと思います。

○　「30分だけ時間があるからお手伝いします」ということはできませんでした。ボランティア

という行為を受け止めて下さる相手がいる限り、相手のペースを乱さない配慮が大切だと思う

からです。

○　例えささやかでも成果があればそれで良いと思います。「目の前の作業をこなし終えたから

それで良し」という考え方にはなれませんでした。不器用な人間の一生懸命の活動でした。こ

れも良しですね。

○　健康と元気を頂きました。自分の体力と精神力が健康であれば暗黙の応援者である家族も健

康でいられるように思えます。

○　大切な仲間づくりができました。振りかえってみれば、シルバー・サン・ホームでの仲間と

一緒のおむつたたみや下膳の作業が私の気持ちを支えてくれていたように思えます。

　体力気力が続き、元気な限りボランティアを続けたいと思っております。今後ともよろしくお

願い致します。
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基調講演

要介護高齢者の口腔ケア

� 九州歯科大学教授　柿　木　保　明

はじめに　《口腔ケアがＱＯＬを向上させる》
　従来から、看護の質は口腔ケアを見ればわかるといわれている程、口のケアは重要視されてき

ました。しかしながら、「食べたら磨く」という言葉に象徴されるように、食べなくなると口を

きれいにする必要がないと誤解されてきた感があります。そのために、全身状態の低下した患者

さんがチューブ栄養になって口から食べなくなると歯磨きや口のケアが不要と思われてきまし

た。実際には、食べなくなると唾液が減少して口の中が汚れやすくなるために肺炎などに感染し

やすくなることから全身状態の弱った人ほど口のケアが大切なのです。

　このような口腔ケアの必要な要介護高齢者の方々は全身状態によっては話すこともできなくな

るために、身体の症状を訴えることができなくなり、特に急性期病院では口のケアを後回しにし

てきた経緯がありました。

介護保険と口腔ケア
　介護保険の創設により、介護の必要性が徐々に理解されてきたことで、介護予防の考え方が導

入されてきました。介護予防には口腔機能向上サービスとも呼ばれる口腔ケアのサービスが含ま

れており、介護関連施設でもその重要性が浸透してきました。

　一方、口から食べるという行動は生きる上で基本的な行動であり、歯の形や口の状態は消化管

の機能や長さと関連があります。つまり、口から食べる刺激が消化管の機能を助ける役割も持っ

ているのです。そのため、口から食べることのできない高齢者の方々では口腔からの適度な刺激

が全身状態を保つためにも重要となります。口腔ケアはこのような消化管に対する刺激も有して

おり、それとともに、唾液分泌や嚥下機能を改善する役割もあるのです。

　誤嚥性肺炎の予防に口腔ケアが重要な役割を果たすことがいろいろな研究で認められてから各

施設での口腔ケアへの取り組みが始まりました。

効果的な口腔ケアとは
　効果的な口腔ケアは口腔の清掃だけでなく、口腔環境の正常化と口腔機能の向上に役立ちます。

その中でも、唾液は口の中の老廃物や細菌などを洗い流す作用のほかに細菌に直接働いて静菌作

用や殺菌作用の効果もあります。また、口腔ケアにより、口腔内の細菌数を減少させることは口
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腔内のみならず呼吸器系の感染症予防のためにも有効なのです。また、口腔ケアによる刺激で口

腔機能や嚥下機能が活性化され、唾液分泌量の改善や自浄作用の向上、嚥下機能の向上も図れる

のです。

　一方、不適切な口腔ケアが行われると、口腔内に傷が生じて口内炎や潰瘍などが発症しやすく

なります。したがって、要介護高齢者の方々に対する口腔ケアでは口腔粘膜や歯肉、舌等に傷を

つけないように行うことが大切です。

義歯（入れ歯）の取り扱い
　義歯の取り扱いも重要で、清掃はきちんと行う必要があります。夜間は粘膜への圧迫による血

行不良を予防するために義歯をはずすようにします。また、可能であれば食事をしないとき義歯

をできるだけはずさないことも嚥下機能を維持するためには大切なのです。そのためには歯科衛

生士や歯科医師などの専門スタッフの連携が大切になります。

唾液と口腔内感染予防
　唾液は口腔環境を決定づける重要な因子の一つで、とくに、口腔内細菌に対しては唾液の粘度

や流動性などの物理的な因子、各種イオンやpHなどの化学的因子が影響しています。唾液のpH

調整機能は虫歯の原因菌が産生する酸を中和する作用を有し、また唾液に含まれるムチンは高分

子多糖体で、口腔や消化管の上皮細胞の保護作用も有しているのです。免疫学的成分としては免

疫をつかさどる分泌型免疫グロブリン、静菌作用や殺菌作用のあるラクトフェリンやリゾチーム

などがあり、口腔内の感染予防などに役立っています。

　口腔ケアで口腔機能が向上し、減少していた唾液量が増加すると自浄作用の亢進とともに局所

の免疫力も上昇します。その結果、虫歯や歯周炎、そのほかの感染症の発症も減少します。また、

口腔ケアによる除去効果により、口腔内の細菌数そのものが減少して肺炎などの感染症発症の危

険性が低下するのです。

発熱や肺炎の予防効果
　高齢者における肺炎は死因の上位を占め、重要な課題です。唾液の分泌量が低下したまま口腔

ケアが行われないと、口腔内に長期間、食物残渣や上皮成分、唾液成分などが残留しやすくなり、

虫歯の発生や口腔内の感染症を増加させるとともに、口腔乾燥が生じて、咀嚼障害や嚥下障害に

も影響が出て、誤嚥性肺炎の発症にも関連が指摘されています。

　口腔ケアによる誤嚥性肺炎の予防効果について調査した研究において、２年間の専門的な口腔

ケアを実施した群では、発熱者、肺炎発熱者、肺炎による死亡のいずれも、有意に低下しており、

口腔ケアによる誤嚥性肺炎予防効果が示されました（表１）。
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表１：口腔ケアによる発熱、肺炎、肺炎死亡者率

� 文献３から引用改変　　　　　　

口腔ケア群（184 人） 対照群（182 人）

発熱発生者率 14.7% 29.7%

肺炎発症者率 11.4% 18.7%

肺炎死亡者率  7.6% 16.5%
専門的な口腔清掃としての口腔ケアを実施している群（口腔ケア群）と、従来行われて
いたケア以外は積極的な介入を行わない群（対照群）で比較すると、発熱発生者率、肺
炎発生者率、肺炎による死亡者率ともに、有意に口腔ケア群で低下していた。

口腔粘膜の保湿
� �口腔乾燥により、舌や口腔粘膜の痛みがある場合には、粘膜の保湿が必要です。とくに、要介

護高齢者などでは、乾燥した口腔粘膜上皮が角化することで剥がれやすくなり、剥離上皮膜とし

て痰状の物質として観察される場合が多いようです。口蓋粘膜に付着することも多く、まさに痰

と間違われやすいのですが、角化した口腔粘膜の上皮成分が多く、口腔粘膜の保湿ケアにより生

じなくなります。

　乾燥した口腔粘膜には湿潤作用のある高分子ヒアルロン酸ナトリウムを含有した洗口液「絹水」

などを用いて口腔ケアの際に粘膜保湿を行うと効果的です。口呼吸などで口腔乾燥が生じる場合

には、「絹水」などで保湿した口腔粘膜を蒸発防止効果の高いゲル状保湿剤で被うと、より効果

的です。

口腔機能障害への対応
　正常な咀嚼嚥下機能の発現には、粘膜の保湿が不可欠ですが、口腔乾燥患者では唾液による粘

膜の保湿が不十分となり、スムーズな動きが制限され、水分摂取時にむせたり誤嚥する場合が多

くなります。口腔乾燥に関連した咀嚼嚥下障害が認められる場合には、洗口剤絹水などを用いた

口腔ケアが有用なのです。口腔乾燥が重度の場合には、口腔機能や嚥下機能の防止目的での食前

の口腔ケアが効果的で、粘膜の保湿を目的とした口腔ケアを行うと臨床的効果が高いことが知ら

れています。

　口腔乾燥のために言語機能が障害されて、意思疎通が困難になる場合も多いので、スポンジブ

ラシに「絹水」などを含ませて口腔粘膜の保湿ケアを行います。

舌からわかる全身状態
　舌は身体の中で内臓や全身状態と関連が高い臓器です。そのため、古来、中医学や漢方医学で

は舌を診ることで全身状態を判断する舌診が重宝されてきました。
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　この舌診は東洋医学で視診の一つとして用いられてきた診察技術ですが、特別な機器を必要と

せず、全身状態を知るのに有用です。とくに、要介護高齢者など自分で訴えるこのできない患者

さんでは全身状態や体質の変化を捉えることが出来ることから、ケアや治療方針の決定に役立っ

てきました。たとえば、舌が胖大で腫れぼったい場合は水分が貯留しやすい体質であることがわ

かります。また舌が紅くて平滑にみえる舌の場合は、脱水傾向の場合や貧血傾向の場合が多いの

で、漢方製剤を用いたり、専門的なケアを行うと良いでしょう。

　このように、体質的な変化や全身状態を知るのに舌診が役立ちますが、舌診は舌本体と舌苔に

分けて判断します。舌本体は舌体あるいは舌質と呼ばれて、血液の状態や水分代謝の状態を知る

のに役立ちます。一方、舌苔は消化管の状態や熱の有無を知るのに役立ちます。熱がある場合は、

苔が黄色や褐色になる場合が多く、これは苔の中に住んでいる細菌の出す色素が影響しているの

です。

　このように口腔ケアを行う際に舌の観察を行うことは身体が発しているサインをとらえること

につながり、全身状態低下の予防に役立ちます。

シルバー・サン・ホームにおける口腔ケア
　九州歯科大学では歯学部５年生の介護実習として口腔ケアの体験実習を行っていますが、シル

バーサンホームも学外の教育施設として利用させていただいており、歯学部教育にも貢献してい

ただいております。

　とくに専門的な研修を積んだ歯科衛生士が２名在籍しており、口腔ケアに関しては、理論やエ

ビデンスに基づいた方法を取り入れていることで、要介護高齢者の方々の口腔の健康を通して全

身状態の改善に取り組んでいます。開口のある患者さんでは口腔が乾燥しやすく口腔ケアが難し

くなりますが、口が開けっぱなしになっている寝たきり高齢者の方々に対しては、その原因となっ

ている口腔や顎の周囲の筋肉のマッサージを取り入れて、効果を上げています。

　シルバーサンホームでは入所者の方々のために九州歯科大学と共同で調査研究も実施して、そ

の結果を口腔ケアや介護に活かしています。

　近年の調査では、全身の状態と口腔に関する調査を実施しました（表２）。
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表２：調査項目

１）食事形態
　　　主食：普通食・お粥・５分粥・３分粥
　　　副食：普通食・軟菜・刻み食・極小刻み・ソフト食・ムース
２）水分の摂取状況
　　　調整なし、トロミの付与、飲水不可
３）発熱の有無
４）口腔関連の項目
　⑴　口臭（官能的検査６段階）
　⑵　口腔清掃状態（口腔ケア指数）
　⑶　上下義歯の有無
　⑷　唾液湿潤度検査（舌上10秒）
　⑸　口腔水分計（頬・舌上）
　⑹　唾液アミラーゼ検査（ストレスの度合いと関連）
　⑺　RSST（保湿前/保湿後）
　⑻　歯式
　⑼　義歯安定剤の使用の有無
　⑽　口唇閉鎖機能検査(リップデカム使用)
　⑾　咬合力検査（オクルーザルフォースメーター使用）
５）全身状態
　⑴Ｎ式老年者用日常生活動作能力評価尺度（Ｎ−ＡＤＬ）
　⑵　Ｎ式老年者用精神状態尺度（ＮＭスケール）
� ※体調や全身状態等で診査困難な場合は、調査せず

その結果、肺炎による入院（気管支炎等を含む）に関しては、歯科衛生士がゼロであった18年度

の件数は37件だったのが、歯科衛生士が２名体制になった21年度は14件に減少しました（表３）。

表３：肺炎（気管支炎等も含む）による入院件数の変化

年度 入院件数
*１

内　　　　
誤嚥性肺炎 歯科衛生士の関わり状況

18 年度 37 18 関わりなし

19 年度 29 19 ７月から週２回（１名）

20 年度 31 20 週４回，９月からほぼ毎日（２名）*２

21 年度 14  ９ ４月から常勤１名 *２

* １：施設内資料から
* ２：20 年 9 月より胃瘻造設患者に加え経口摂取者の口腔ケアを徹底
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　また、口腔ケアによる口腔内環境の変化やストレス度の変化が明らかになってきました。口腔

ケアをすることで唾液の分泌が改善する方が多いことも認められました。さらに唾液中のアミ

ラーゼ濃度の変化では、値が低下する方と上がる方がいることがわかり、唾液中アミラーゼの値

を調べることで、日常のストレス度やその方に合った口腔ケアについて考慮できることが再認識

されました（表４）。

表４：唾液検査の変化

検 査 項 目 ケア前　
　平均値

ケア後　
　平均値 備　　　　考

唾液湿潤度
舌上 10 秒法 1.72㎜ 1.95㎜ 舌の上の唾液分布をみます

正常範囲：3㎜〜 5㎜

唾液中アミラーゼ 85.2 74.7 ストレス度と関係します。
低い方がストレスが少ない

　今後、味覚刺激による口腔内環境の改善等についても、調査研究していく予定で、要介護高齢

者の方々のＱＯＬ向上に役立つ口腔ケアについて提案していきたいと考えます。

まとめ
　口腔ケアは口腔だけでなく全身状態とも大きく関連していることから、とくに要介護状態に

なった方々には不可欠のケアです。実際に、口腔ケアでお話しできるようになった患者さんや口

が閉まるようになった患者さんを目の前にすると、よりその効果が実感できます。看護だけでな

く介護の質も口腔ケアを見ればわかる時代になってきたようです。

参考文献
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介護老人福祉施設

重度化対応、施設での生活を考える

� 特別養護老人ホーム シルバー・サン・ホーム

� 生活相談員　戸　根　佳　子

はじめに
　現在、特養の抱えている問題のひとつに、ご利用者の重度化と待機者の増加があります。重度

化は2002年（平成14年）より入所システムが変わり、緊急度の高い方（重度の方等）が優先的に

入所されるようになったことによるものです。また待機者の増加の背景には、人口の高齢化が進

み、要介護者の増加により施設利用を希望される方が増えていることが上げられます。そして、

療養型病床の減少、介護老人保健施設などで空きベッドを待っている方の増加、入院により元の

施設に戻れなくなった方やグループホーム・有料老人ホームでの生活が困難になった方などの増

加によるものです。また、マンションなどが増え、住宅事情の変化や、核家族化・少子化・共稼

ぎ世帯の増加などの社会的環境の変化などがあります。

施設入所者の申し込状況に見られる変化
　現在、施設を入所希望される方で胃ろうや経鼻栄養やインスリン注射、透析など医療ニーズの

高い方が増えています。特に北九州市にある特養では透析の方の受け入れが可能な施設はほとん

どなく、透析をしている方の介護者は受け入れ先探しに疲労困憊しています。

　介護老人福祉施設で入所申し込みをいただいた方を受け入れられないケースとしては医療ニー

ズが高いにもかかわらず特別養護老人ホームでは医療行為が出来ない為、受け入れが難しいケー

スや、経済的な理由により施設サービスの利用が困難なケース、またリスク面の問題から受け入

れを断らざるを負えないケースなどがあります。

　特別養護老人ホーム シルバー・サン・ホーム（以下、シルバー・サン・ホーム）では、他の

施設ではなかなか受け入れが出来なかった胃ろうの方の受け入れの窓口を広げ、重度化対応に取

組んでいます。平成21年度には、施設新入所者19名の内16名の方が胃ろうを造設された方でした。

平成22年度の申し込みを見ましても、まだまだ胃ろうの方の申し込みは多く、既に30名近くの胃

ろうの方が在籍している現状では、これ以上の胃ろうの方の受け入れは困難となっています。
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＜平成22度年４月入所申し込み状況＞� 　

●申し込み総数　　　238名

●シルバー第一希望の申し込み数　　　118名

　（現在のシステムでは、入所希望施設を第1希望から第3希望までを同時に申し込みができ

　ます。）

●介護度別内訳

　　要介護５　　要介護４　　要介護３　　要介護２　　要介護１　　　合計

　　　42名　　　　40名　　　　23名　　　　９名　　　　４名　　　 118名

　　　36％　　　　34％　　　　19％　　　　８％　　　　３％　　　 100％

●入所順位１番〜 50番中　胃ろうを造設された方が21名です。

　上記からも介護度５・４の方がほぼ７割を占めていることが解ります。寝たきりの方の入所も

多くなっています。今後増え続けるであろう重度のご利用者に対して、施設としてどう対応しな

ければならないか、特養の介護体制の見直しと環境整備が求められています。

　生活相談員として、今回は身近な問題としての環境整備を取り上げ、重度で寝たっきりの入所

者であっても、家庭に近い雰囲気の中でゆっくりと過ごして頂けるよう特養らしい穏やかな環境

つくりを考えてみました。

特養における環境整備の取り組みと成果
⑴　生活暦を尊重

取り組み：

　施設での生活はどうしても、集団生活とならざるを得ない現状ですが、できる限りそれま

で暮らしていらした環境と人とのつながりを大切にしていきたいと考えます。私たちは入所

の時点でのご利用者の様子しか知りません。新しく入所される方も当然のことですが元気で

活躍されていた時期があります。その頃のお写真を持ってきて頂き、居室に飾っています。

その方の若い頃の生活を視覚的に想像し、コミュニケーションがスムーズにとれるよう配慮

しました。

成果：

　お元気な頃の写真を居室に飾らせて頂くことで、ご利用者に対する人生の先輩を具体的に

認識することができました。乗馬姿やカラオケで熱唱している姿、またスポーツ選手の凛と
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した立ち姿など、写真からその方の人生の一番幸せだった頃が想像でき、人生の重みを実感

します。写真を目にする度に気持ちの引き締まる思いです。

⑵　外気に触れる

取り組み：

　胃瘻の方の受け入れ窓口を拡げただけにとどまらず、その後の生活を特養としてどのよう

に支援していけるのかを考えてみました。平成22年６月現在で入所者80名のうち胃ろうの方

は28名です。おそらく病院では寝たきりの生活を送られるのではないかと思われる方でも、

シルバー・サン・ホームでは可能な範囲で離床して頂き、体調や天気の良い日には散歩やド

ライブに出かけます。１日１回は離床していただき、外気に触れる機会を多く持つようにし

ています。

　シルバー・サン・ホームには毎日面会に来てくださるご家族も沢山いらっしゃいます。し

かし、面会時は居室のベッド横の狭いスペースで椅子に座って過ごされる状況です。サービ

ス担当者会議の席上のことですが、ご家族が、「施設内で散歩できる場所がないのでどこか

行けるところがあればいいんだけど・・・」と小さい声でおっしゃいました。面会時に入所

者の方やご家族が一緒にゆっくりできるスペースを何とか作ることができないかと考え、施

設内に散歩や休憩のできる場所として、屋上庭園を計画しました。

成果：

　４階屋上に散歩できるスペースが出来、気分転換の場所としてご利用いただいています。

朝は家族の方が花の水やりを手伝ってくださり、「朝の屋上は気持ちがいいです」と、言っ

てくださっています。３階のご家族の方から、「今まで母はお花が好きだったのでお花の写

真を持ってきて見せていましたが、こうやって生の花を見せてあげられるので嬉しいです」

と、嬉しい言葉も頂けています。また、あるご利用者は、「もうトマトが枯れよるね。きれ

いな花が咲いとったよ」と、話かけて下さるようになりました。

　２階に入所の男性は押し花で絵を作成する趣味を持っています。右片麻痺ですが、左手だ

けで細かい作業を黙々とされています。とても根気のいる作業ですが、居室にはもう約２,000

枚の絵が出来上がっています。屋上へ一緒に散歩へ行き、花を摘み、押し花の材料に利用し

てくださっています。
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⑶　地域との交流

取り組み：

　いったん施設入所してしまうと少なからず家族関係や近所付き合いから切り離されてしま

いがちになり寂しさを感じるご利用者も少なくありません。重度化が進む中、地域社会の一

員としてこれからも地域との交流を持ちながら存在していく位置付けも目指していきたいと

考えます。

　施設内に散歩や休憩のできる場所として、屋上庭園を計画しましたが、これは地域の方と

の交流が図れるきっかけにもなればと思ったのが始まりです。４階に地域の方の協力を得て

屋上庭園が誕生しました。

　

　　屋上庭園ができるまでの経緯

　　⑴　町内会に働きかけ、不要になったプランターや分けていただける花の苗がないか呼びか

けました。

　　⑵　４月に校区の方よりプランター・土の寄付を頂きました。

　　⑶　５月３日に打ち合わせにご来園頂き、「きれいな花を咲かせましょう」と、快くご協力

の言葉を頂きました。

　　⑷　５月７日、五月晴れの中、地域の方６名の方にご協力を頂き、４階の屋上にてプランター

に花や野菜の苗植えをしました。

成果：

清水校区かわら版にて４階の屋上庭園の誕生を紹介して頂き、地域の皆様へ配信することが

できました。今後は地域の方が気軽に施設に立ち寄ることが出来るきっかけとして屋上庭園

を活用したいと思います。
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おわりに
　施設へ入所を希望される重度の方は、今後も増えてくると思われます。

私たち施設職員は、ご利用者やご家族に、その方の人生の終末期という大事な時期を支援させて

頂けることに感謝し、その方らしい生活が送れる環境の提供に努めて行く事が大切だと考えます。

　人とのつながりを大切にし、地域の方にご協力頂いて誕生した４階の庭園を大事にし、これか

らも咲いた花を誕生日の方のプレゼントにしたり、居室・食堂に飾るなどして、特養らしい暖か

い環境をつくっていきたいと思います。

　施設内だけでなく散歩に利用させて頂いているシルバー・サン・ホームの周辺では、いつもき

れいに清掃が行き届いています。木町公園では朝の早い時間からゴミを拾っている方を見かけま

す。その方から、｢きれいな町づくりをすることで、青少年の非行の防止に繋がっていて、ゴミ

拾いも思いついた時だけしても意味がなくて、続けることに意味があるんよ」と聞かされました。

　私たちは見えない所で沢山の方に支えられ生活をしている事に気付かされます。

　今後、ますます深刻化する高齢社会を迎え、私たちは行政に頼るだけではなく地域の皆様と支

え合い、皆が安心して生活できる町にしていきたいと思います。そして、地域に頼られるシルバー・

サン・ホームとなるよう施設職員として何が出来るか今後も考えていきたいと思います。
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看取りへの対応
悔いのない最期の時を生きるために

� 特別養護老人ホーム シルバー・サン・ホーム

� 介護職員：安　武　樹　里

＜はじめに＞
　人は皆一度きりの人生を謳歌し、幸せに幕を閉じたいと願っています。死を目前にしたときに

私達が最後に望むことは何でしょうか。多くの人が慣れ親しんだ環境、親しい家族に囲まれて一

生を終えたいと望んでいます。一番の理想は家で看取られることでしょう。しかしそれが困難で

ある場合、長く生活を送ってきた施設で終末期を過ごしたいと希望するご利用者のために、特別

養護老人ホーム シルバー・サン・ホーム（以下、シルバー・サン・ホーム）では看取りを行なっ

ていきたいと考えました。

　今後、高齢化社会が進む中で避けては通れない看取りと私たちはどのように向き合っていけば

いいのでしょうか。誰しもが経験する身近な人との死に正面から向き合い、乗り越えていくため

に私たち介護職ができることは何でしょうか。ご利用者が悔いのない最期の時を生きるための最

良のケアを目指して今後も模索していきたいと思います。

　　　　　

＜看取りの推移＞
　介護職員と看護職員の連携のための人員配置とハード面の整備に取り組んできました。

�・平成１５年４月

看取りの受け入れに当たって医療依存度の高い方を見ていくためには、当初の介護現場だけで

は無理がありました。しかしシルバー・サン・ホームでの最期を望まれる方々のために、当施

設で看取りを行っていきたいとの思いが強くあり、看取りの実施に向けてターミナル委員会活

家庭的なターミナル室
看取りに関する指針

看取り介護症状別マニュアル
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動を開始しました。ご利用者の方が安心し、安全に生活していくには看護師の数、配置、施設

の建物構造からは難しい点が多くありました。

�・平成１６年１２月

「ターミナルケア実施マニュアル」が完成し、看取りの実施に向けて介護と看護の連携を強化

する必要がありました。以前は１階医務室中心に看護師がいる体制でしたが、まず居室が３階

にわかれている現状を解決しなければならないと考え、看護師と話し合い、検討を重ね、各階

看護師配置に向けた取組みを開始しました。

�・平成１８年１月

　看護師一日３人体制が整い、各階看護師配置ができるようになりました。

�・平成１８年６月

　症状別に対応法を載せた看取り介護症状別マニュアルを作成しました。

�・平成１９年５月

　看取りケアで初めてご利用者が亡くなりました。

�・平成２１年４月

　緩和ケアを導入しました。

　平成19年５月、シルバー・サン・ホームで初めての看取りを行ってから平成22年の現在までに

シルバー・サン・ホームでは10人の方の看取りを行ってきました。その内２名はご家族の希望で

最期は病院で亡くなられています。状況によりご家族の希望変更もあると思いますので、その都

度確認させていただいています。病院での看取りを希望される場合には救急車にて搬送します。

＜シルバー・サン・ホームでの看取り介護の流れ＞
①　嘱託医師より家族に現在の状態と看取り期に入ったことを説明し、終末期ケアの要点を説明

　　する。

（ポイント）

�・常勤の医師がいないので点滴はしない。

�・必要であれば在宅酸素を取り入れ、酸素の投与は可能。

�・痛みのコントロールは（内服、シール、坐薬など）可能。

�・24時間介護士はいるが、看護師は夜間オンコール体制となる。

②　相談員が看取りの同意書を家族より頂く。

③　終末期ケアを開始する。

④　介護支援専門員が担当者会議を開く。

⑤　居室を準備する。
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⑥　ミニ会議を行う。

ミニ会議は必要に応じて適時開き、２ヶ月に１回担当者会議を開き、下記話し合う。

�・食事形態や内容について　

�・口腔の状態と清潔について　　　　　　　　　

�・入浴や排泄や生活面について

�・看護や医療面について

＜緩和ケア導入＞
　平成21年４月、シルバー・サン・ホームでは始めての緩和ケアを行いました。長期に渡り施設

を利用されていたご利用者Aさんに進行性の直腸癌が見つかり、さらに肺に転移していました。

ご家族は施設での看取りを希望されたため、施設での癌性疼痛の緩和を含めた緩和ケアを行うこ

ととなりました。以下緩和ケアとは何か、また緩和ケアを通して私達が感じたことを述べていき

たいと思います。

　WHOの緩和ケアの定義（2002 年）

緩和ケアとは、生命を脅かす疾患による問題に直面している患者とその家族に対して、疾患

の早期より痛み、身体的問題、心理社会的問題、スピリチュアルな（霊的な、魂の）問題に

関してきちんとした評価を行い、それが障害にならないように予防したり対処したりするこ

とで、QOL（生活の質、生命の質）を改善する為のアプローチである。

痛みの緩和目標の段階
　＜第一目標＞痛みに妨げられず良く眠れる

　＜第二目標＞安静時の痛みの消失

　＜第三目標＞体動時の痛みの消失

　シルバー・サン・ホームでは様々な看取りを行ってきましたが、実際に麻薬を使用しての緩和

ケアはAさんの時が初めてでした。それまで看取ってきたご利用者と大きく違って痛みや苦痛の

訴えが激しく、夜間安眠することができず、日中は活気がない状態が続きました。麻薬を使用す

ることによって著しくレベルも低下し、疼痛緩和に対する知識不足やご利用者の不安を取り除く

ケアが十分にできていなかったように思います。

　＜Aさんの緩和ケアの経過＞
平成21年４月25日　看取り導入開始。以後、１か月ごとの外科受診行う。

７月13日　「お腹が痛い」と痛みの訴えが出始める。
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８月５日　夜間痛みの訴えあり。痛み止めロブ錠の服用開始。

８月31日　１階ターミナル室へ移動。食事半量となる。

９月２日　痛み止め増量。炎症を抑えるためのステロイド剤追加。

９月９日　吐き気止めと痛み止めの麻薬の錠剤服用開始

９月12日　麻薬使用のせいか意識が朦朧としており、強く全身の痛み訴えあり。食事を

　　　　　拒否するため、水分摂取のみ。

９月15日　痛み止めの錠剤が飲み込めなくなり、吐き出す。

９月17日　痛みが激しく、シールタイプの麻薬導入。72時間効果あり。

　　　　　水液の痛み止め開始。夜間介護職員も麻薬の内服管理行う。

９月21日　食事極少量。動き多く「怖い、怖い」と繰り返す。

９月22日　時折「痛い」と訴えるが、ほとんど声かけに反応は見られない。

　　　　　15時05分、大勢の職員が見守る中で永眠。

　　　　＜実際に使用した麻薬＞

　このように緩和ケアとはいえ痛みの訴えは常にあり、痛みの緩和目標の段階へと到達できてい

なかったように思われます。安眠することができず、幻覚を見た様子などがあり、夜間何度も起

き上がったり、横になったりを繰り返していました。

　看取り開始後もQOL向上のためにAさんが精神的充実度（気分がいい、精神的に安定している）

や身体の活動性（自分の行きたいところに行ける、食べたいものが自由に食べられる）等が図れ

るようなケアを心がけてきました。例えば夏祭り等の行事やレクレーションに楽しそうに参加さ

れたり、職員と共に大好きな買い物に行き、「アイスクリームを食べた」と、とても喜ばれてい

ました。また本人の意志を尊重してできるだけ最期までオムツではなくポータブルトイレを使用

しました。

塩酸モルヒネと同様の鎮痛作用をもつ薬で、その鎮痛作用はモルヒネ
に比べて数倍強いといわれます。

副作用
　↓
モルヒネと同様、呼吸の抑制作用や依存症を生じる傾向があるので注
意してください。モルヒネに似て便秘を起こす作用もあります。ねむ
気、吐き気、食欲不振、肝機能の異常などが起こることもあります。
そのため、便秘を防ぐ緩下剤や、吐き気を抑制する制吐剤を併用する
ことがあります。

アヘンアルカロイド系麻薬／モルヒネ系
／癌疼痛治療用内服液剤
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　Aさんが不安を訴えられた際、職員はできるだけ傍に寄り添い、話をしたり、見守りを行って

いましたが、夜間、介護職員一人という状況の中では限界がありました。通常の介護業務に加え、

他のご利用者の状態把握も行わなくてはいけないため、常にAさんに寄り添うことは不可能であ

り、また寝たきりではなく動きの多いAさんから離れて他の業務を行うことにも夜間職員には多

大な不安とプレッシャーが掛かっていました。

　看取りを行う中でオンコール体制を取っているとはいえ、看護師不在に不安を感じている介護

職員は多く、知識や経験のない新人職員にとっては尚更不安の種となっています。この不安の種

を解消するためにも専門的知識を身につけるための定期的な勉強会や看取りについての話し合

い、意見交換の場を設けることが必要なのではないかと思います。

＜各部署の看取りへの関わり＞
　（医務）

　�・麻薬の使用と酸素の24時間使用と管理など苦痛の緩和。また安楽の援助。

　�・身体状態の観察や対応（夜間オンコールによる対応を含む）。ご利用者・ご家族とのコミュ

ニケーションを取りながら意向の確認を行った。　

　（栄養士）

　�・食に関する面での関わり→食べたいもの・食べやすいものを提供し、状態に合わせて食形態

を変更。嚥下困難な方でもペースト状やゼリーで楽しんで頂いた。

　�・胃ろうの方でもお楽しみで口腔摂取出来た方には好きなものを食べて頂いた。

　（生活相談員）

　�・看取りの環境作り→出来るだけ寂しくないような環境作りに努めた。

　�・ご家族との連携→ご家族の意向を随時確認し、心残りがないようお見送りできるよう配慮し

た。またご利用者がご家族に会いたいと言われた際にすぐに連絡し、会いにきて頂くなどご

家族との連携をしっかりとるよう努めた。

　（歯科衛生士）

　�・口腔ケアを通し、声かけやコミュニケーションを取りながらご利用者に関わった。

　�・口腔内を常に清潔に保ち、肺炎を防ぎ、口腔内を刺激することにより、覚醒時間を長くし、

ご家族と大切な時間を過して頂けるよう支援した。

　（機能訓練士）

　�・直接的に関われることは少なかったが環境整備や歩行時の見守りの強化など気づいた点を他

職種と話し合い、できるだけ毎日ご利用者とコミュニケーションを図った。
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＜今後の課題＞
　職員は看取り期のご利用者にできるだけ長く寄り添う時間を作り、孤独や不安の解消に努めて

いかなければいけません。胃ろうの方や重度のご利用者との看取りの関わり方も今後の課題に

なってくると思います。例えばタクティールケア（手足や全身を強く刺激することなく、柔らか

く撫でるように手で触れ、興奮状態や不安感、痛みなどを緩和する）などを用いてご利用者と触

れ合う時間を持てるようにすることも大切だと思います。

　現在、重度のご利用者を施設では積極的に受け入れていますが疾患による呼吸停止など急変の

リスクが高いともいえます。看取りを希望されているご利用者に対しては、今後嘱託医の協力で

出来る限りご家族と話し合う機会を持ちたいと思います。しかしそうなると早期の同意書が必要

となるので同意書＝看取り開始ではなく、状態の変化時が看取り開始となるのではないでしょうか。

　家族がいても関わりがなく、連絡先のないご利用者については、支援体制を整備し、スムーズ

に支援できる環境作りが求められると思います。

　食事の面では嚥下機能とご本人の希望が合えばよいのですが、食事形態の判断が難しいことも

あり、また栄養をとる時期からお楽しみに移行する時期の判断が難しいともいえます。理想は本

人が食べたいものを食べたい量だけ食べたい時間に食べて頂くことです。食べる事を強要せず、

選択の自由を与えることが重要です。

　より良いケアを目指すために明日へと繋がる介護ができるよう施設全体で今後のことを考えて

いく必要があります。独りよがりな介護をしないためにも看取り開始前から見送った後まで本人

やご家族と何度も話し合いを行い、意向を聞いて取り入れていくことが大事なのではないかと思

います。その内容を職員全員が把握し、ケアの統一と充実化を図っていかなければなりません。

　終末期とは当人はもちろんのこと、それを見守る家族が悲しみを乗り越え、明日を見つめるた

めに悔いのない時間を過ごすためのものでもあります。当人とご家族が悔いのない最期の時を生

きるためのケアを私たちは今後も心がけていきたいと思います。
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重度化対応
胃瘻の方への半固形栄養剤導入について

� 特別養護老人ホーム シルバー・サン・ホーム

� 看護師　藤　井　厚　子

１　はじめに
　現在特別養護老人ホーム シルバー・サン・ホーム（以下、シルバー・サン・ホーム）では

80名の入所者の内、胃瘻の方が28名です。胃瘻の方の入所希望も多く、重度化に伴い、入所者

が胃瘻になるケースも増えてきています。胃瘻の方でも誤嚥性肺炎や嘔吐、下痢を繰り返され

る方もいます。そのようなリスクを少しでも減らせるように医学的にも検証されている半固形

栄養剤を取り入れました。

表１　特養シルバー・サン・ホームにおける要介護度と胃瘻者数の推移

Ｈ
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月
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月
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月

Ｈ
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月
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月
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月
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．４
月

Ｈ
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月

Ｈ
21
．８
月

Ｈ
21
．10
月

Ｈ
21
．12
月

Ｈ
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．２
月

Ｈ
22
．４
月

Ｈ
22
．６
月

　ここ３年間で胃瘻の方が15人から30人と２倍に増えました。胃瘻の方のほとんどが要介護度

５の為、要介護度５の推移が胃瘻の増加に伴い、増えてきています。

　胃瘻の方の数が増えていく中で、嘔吐、下痢を繰り返し、液体栄養剤から半固形栄養剤へ移

行せざるを得ない方の数も、必然と増加傾向にあります。
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２　半固形栄養剤とは
　半固形とは、液体と固体の両方の属性をもつ物

質で、液体より固体に近い半流動体と定義され、

粘性があり、自由に変化することを特徴とします。

　半固形栄養剤の種類には、半固形栄養剤として

市販され、そのまま使えるものと、液体栄養剤に

半固形化剤（とろみ剤）を添加する２種類があり

ます。

　どちらの種類を使用するにしても、胃の蠕動運

動を起こす為には、粘度が20000cP以上のもので300ml 〜 500mlを短時間で注入する必要性が

あります。その為、粘度が20000cP以上あるテルモPGソフト（写真中央）を使用しています。

更に水分補給のためにテルモPGウォーター（写真右）を使用しています。粘度は20000cPです。

粘度20000cPとはマヨネーズより少し堅い粘度です。

　現在、シルバー・サン・ホームには、半固形栄養剤の方と液体栄養剤の方がいます。液体栄

養剤使用のご利用者には基本CZ-Ｈi（写真左）を使用しています。

３　半固形栄養剤の導入が望ましい症例
　ア　嘔吐・誤嚥を繰り返す場合

逆流物を誤嚥すると、誤嚥性肺炎の原因になります。半固形化することにより、流動性を

低下して噴門部の通過を可能な限り減少させ胃食道逆流を防ぎます。

　イ　下痢を繰り返す場合

原因菌により発症する下痢症や、その他、液体経管栄養の注入速度が速い場合や経管栄養

剤の浸透圧が高い場合などの原因が考えられます。半固形にすることにより、胃の幽門部

の通過性が低くなり、結果として下痢の防止へつながります。

　ウ　胃瘻周囲の皮膚トラブルを繰り返す場合

液体栄養剤の場合、瘻孔からの胃瘻漏れ（栄養剤リーク）により、皮膚が湿潤し　発赤や

タダレ（褥創）を引き起こします。

４　半固形栄養剤を使用していく上でのメリット・デメリット
　＜メリット＞

�・栄養剤の半固形化により、胃食道逆流や瘻孔からの逆流が防止できる。
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�・注入時間の短縮が可能になり、ADLの拡大とQOLの改善、介護者の労働力の軽減が図られる。

�・生理的な摂取により、生理的な消化管運動が得られる。その為ダンピングや下痢の改善が図

　られる。

�・体位保持時間が短く褥創が予防でき、胃瘻周囲の皮膚トラブルによる褥創も予防できる。

　＜デメリット＞

�・市販の場合、理想とされる粘度20000cPをクリアしている製品が少なく、栄養剤の種類も少

　ない。

�・液体栄養剤を半固形化する場合、粘度調節が必要。

�・液体栄養剤を半固形化することで、便秘傾向になることがある為、水分量については主治医

　との相談が必要である。

�・液体栄養剤を半固形化する場合より市販の半固形化栄養剤のほうがコストがかかる。

５　経過及び考察
　平成22年６月現在、シルバー・サン・ホームにおける胃瘻者数は28名です。うち半固形栄養

剤使用者は４名です。４名中２名が嘔気、嘔吐により液体栄養剤から半固形栄養剤へ移行、１

名が下痢、嘔気により移行、１名は液体栄養剤による長時間の注入が待てず胃瘻を抜去される

為、半固形栄養剤にしています。

　平成20年12月、始めは誤嚥性肺炎を繰り返し、嘔吐も繰り返していた利用者に液体栄養剤（Ｃ

Ｚ-Ｈｉ）200mlにとろみ剤（つるりんこ）16ｇを使用し粘度、20000cP程の半固形栄養剤を作

り50ml注射器（カテーテルチップ）にて何度も詰め、注入しました。半固形にする事で嘔吐

と嘔気は軽減しました。しかし問題点も出てきました。

　半固形化の問題点

　①　品質保持

液体栄養剤にとろみをつける時、とろみ剤の量は一定だったが、混ぜるスピードや置いて

おく時間で粘度が変り、一定の硬さで提供する事が困難。

　②　スタッフの負担

半固形栄養剤にとろみをつける手間がかかる。

カテーテル・チップへの注入や使用後の洗浄の手間がかかる。

　③　衛生面

　　　開封後、職員がとろみをつける為、衛生的ではない。
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　問題の解決の為、市販の半固形栄養剤の導入を検討しました。しかし市販の半固形栄養剤の

ほとんどは液体栄養剤にとろみをつけるよりコストが倍ほどかかりました。それに期待する粘

度（20000cP）が付いている半固形栄養剤は数種類しかありませんでした。ただスタッフの負

担や品質保持、衛生面、胃瘻の増加に伴い、注射器や接続チューブの廃棄が増加する事を考え

ると、採算面でもそこまで変わりがない為、平成22年２月に導入に踏み切りました。

　

　導入後も、様々な問題点が出ました。

　①　半固形栄養剤の注入にはかなり力が必要です。看護職員は殆どが女性の為、注入に戸惑う

こともありましたが、加圧バックを使用する事で殆ど力を使わず注入することが出来るよ

うになりました。しかし、手動で注入する場合は５分ほどで終了しますが、加圧バックを

使用した場合は15分ほどかかります。この問題も一時的なものですぐに手動での注入に慣

れました。

　②　半固形栄養剤の注入時間が液体栄養剤をつなぐ時間より一時的に時間がかかりますが液体

栄養剤の準備、後片付けの時間を考えると半固形栄養剤の方が時間短縮になりました。

６　今後の課題
　シルバー・サン・ホームではほとんどの方がカンガルーボタンを使用していますが、バルン

型（24Fr）の方がチューブが太く、栄養剤を入れやすい為、半固形栄養剤には適しています。

今後はバルン型への移行を検討していますので更に作業の効率を上げられるものと期待してい

ます。今後も色々な問題が出るとは思いますが一つ一つ検討し解決していきます。
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重度化対応、介護職員の取り組み

� 特別養護老人ホーム シルバー・サン・ホーム �　　　

� 介護職員　住田　幸子、鶴我　舞子、橘　　恭平

１．はじめに
　現在、特別養護老人ホーム シルバー・サン・ホーム（以下、シルバー・サン・ホーム）入

所希望者は常時200名ほどです。入所待機者中上位は胃ろう（＊１）の方や認知症重度の方、

或は、医療ニーズが高い方です。概して介護老人福祉施設では人員基準やハードの問題でそう

した方々の受け入れが困難でした。そこでシルバー・サン・ホームでは他の施設では受け入れ

困難とされる胃ろうの方を受け入れ出来るよう、他施設に先駆け、様々な取り組みを行ないま

した。

*１：口から食事のとれない方や、食べてもむせ込んで誤嚥性肺炎などを起こしやすい方に、
　　 体外から管を通して直接胃に栄養を入れて栄養投与する医療処置

　

　表１は入所者食事介助状況から見た重度化の推移を平成19年と平成22年で比較したもので

す。重度化に伴い入所者数に占める胃ろうの方の割合が３年程で２倍以上（14名から29名）に

増えています。反対に食事を経口摂取するご利用者も減っている事から重度化が急激に進んで

いる事が分かります。経口摂取の方でも、食べている時にムセ込むなどして誤嚥性肺炎を繰り

返し、経口摂取に高いリスクを伴うようになりました。そのため、経口摂取で栄養が摂れなく

なってしまい、胃ろうになるケースも増え、胃ろうの方へのケアの見直しが必要になって来ま

した。

表１　入所者食事介助状況から見た重度化の推移

平成19年４月　　　　　　　　　　　　　　平成22年４月

■ 胃ろう者
■ 自立
■ 一部介助
■ 全介助

　　
■ 胃ろう者
■ 自立
■ 一部介助
■ 全介助
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２．これまでの取り組み
　平成20年10月末までは、１階16名、２階27名、３階37名、合計80名の利用者をＡＤＬの段階

別に均等に分けていた為、利用者人数が違うだけで業務内容は各階共通で、職員配置を検討し

て対応していました。そのため、ご利用者の重度化に伴い、ケアの質も、ケアに要する時間も

増えていき、職員の人数も不足しがちでした。

　平成20年11月１日よりご利用者の居室配置をＡＤＬ（日常生活動作）別に分けました。１階

を胃ろうの方とターミナルケア（＊２）の方、２階に経口自力摂取が可能な方（＊３）と一部介助

が必要な方（＊４）、３階に胃ろう・経口摂取全介助を要する方に分け、居室移動を行いました。

利用者の居室をＡＤＬ別に階分けすることにより、各階の介護に要する時間差が生じ、各階協

力しながら介護ができるようになりました。

　平成21年４月23日、誤嚥性肺炎のリスクが高い経口摂取の方や吸引を頻回に必要とする方の

増加に伴い、看護師による吸引回数も多くなったため、ナースステーションがある１階を誤嚥

性肺炎のリスクが高く全介助を要する経口摂取の方、吸引を頻回に必要とする方専用としまし

た。

*２:�治癒の可能性のない末期利用者に対する身体的・心理的・社会的・宗教的側面を包括したケアで、延命のた
　　めの治療よりも、身体的苦痛や死への恐怖をやわらげ、残された人生を充実させることを重視したケア
* ３:�食事を自分の力で食べられる方
* ４:�食事を食べられる際、軽介助で食べられる方

３．居室変更後の胃ろうの方に対するケア
　１）離床時間の増加

　入所前の病院や前施設ではほぼ寝たきりの生活をしていた方でも、入所後はOT（作業療

法士）にポジショニングを相談・確認した上で、またその日の体調などを見て１日最低２時

間の離床を行っています。離床時間の増加によって活気ある表情が出てきたり、コミュニケー

ションも以前より取れるようになりました。天気の良い日には園外まで散歩に行き、園内以

外でも楽しみを味わって頂いています。

　離床時間の増加によるメリットとしては、胃ろう注入もベッド上ではなく、車イスに離床

して行っているため、覚醒した状態での摂取が行え、安全面も配慮できるようになりました。

　

　２）褥瘡・拘縮の予防

　褥瘡・拘縮の予防の為にエアマットを導入し、寝たきりによる皮膚トラブルが軽減しまし

た。エアマットの導入だけでは十分な予防が行なえず、OTなどの専門職とピースを使った
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ポジショニングを検討しました。それを写真に撮り、誰にでも目に入るところに貼り、ご利

用者に合った正しいポジショニングを徹底できるようにしていきました。その結果、拘縮の

悪化も見られず、褥瘡ゼロという嬉しい結果も出ました。

　３）清潔面・不快感に対するケア

　　①　タダレへのケア

今までは、手・足の指や脇などに拘縮が原因によるタダレがよく発生していたため、こ

れまで以上に手浴・足浴・洗浄・清拭を実施しました。それでも効果の出ない場合は、

入浴回数を週２回から週４回に増やしました。入浴後もタダレ部分に薬を塗布し、通気

性を良くするために、ガーゼを挟むなどして改善していきました。

　　②　オムツ交換時の陰部洗浄の実施

尿路感染症による入院の増加に伴い、以前は排便時にしか行なっていなかった陰部洗浄

を今では日中おむつ交換時に排便・排尿に関係なく徹底して2回実施しています。その

結果、尿路感染症も徐々に減少し、陰部洗浄を行なったことで、陰部のただれも改善し

てきました。

　　③　パット・オムツの検討

重度化に伴い、オムツ着用者が増加してきた為、パット・オムツの検討を行いました。

職員全員で、いろんなパットを取り寄せて試用し、通気性・吸収性の良いもの、そして

なにより不快に感じることの少ないパットを模索しました。これがきっかけで試した

パットの中でよりよいものを使用することで不快感を軽減出来ることを実感できまし

た。

　　④　オムツ交換時間の検討

不快感を減らす為に離床前、就寝前にオムツ交換を実施し、そして夜はゆっくり休んで

頂く為に、真夜中のオムツ交換は避け、早朝にオムツ交換をするなど、オムツ交換時間

の見直しを行いました。

　４）口腔ケアの重要性の理解

　専門の歯科衛生士が口腔ケアを実施することにより表情にも活気が出てきました。口腔内

も乾燥し、口臭の強かったご利用者も口腔内は常に唾液で潤い、口臭も消え、本人はもちろ

んご家族からも表情が穏やかになり時々発語も聞けるようになったと喜びと感謝の声を頂い

ています。

介護職員の口腔ケアに対する意識も高くなり、夜間も口腔乾燥予防の為、絹水スプレー（人

工唾液）を噴霧し、必要時には介護職員が口腔ケアも行っています。
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　５）レクリエーション・行事への参加

　レクリエーションへの参加意識も高まり、次のような行事にも参加しています。

　・音楽鑑賞　　　　　　　・アロマテラピー　　　　　　・園外・園内散歩

　・映画鑑賞　　　　　　　・誕生会　　　　　　　　　　・花見

　・初詣　　　　　　　　　・夏まつり　　　　　　　　　・玉入れ

　・風船バレー　　　　　　・ぬりえ　　　　　　　　　　・豆まき

　・運動会　　　　　　　　・クリスマス会　　　　　　　・敬老会

　・幼稚園児との交流会

　

　６）豊富な胃ろうメニュー

　嘱託医の指示のもと、各個人の栄養状態をチェックしながら、胃ろう内容を決定し、栄養

面のケアも行っています。現在ではＣＺ−Hi，ＭＡ−8，ペムベスト等の液状栄養剤とPGソ

フトのような半固形栄養剤も使用しています。

また、胃ろうを造設していても嘱託医の診察時にはアイスクリーム、ゼリーなどをお楽しみ

程度ですが、経口摂取して頂いてます。

　

　

４．おわりに
　胃ろうのご利用者へのケアの充実度が増した為、利用者の表情や健康状態などが良くなって

きています。今まで胃ろうのご利用者との関わりの時間が少なかったのですが、居室移動や業

務の改善によりご利用者との関わりの時間が増え、信頼関係を持つことができました。しかし、

余裕あるコミュニケーションの取り方やベッド上での過ごし方の検討など、まだまだ課題が出

ており、胃ろうのご利用者に対するケアが十分に行なえているとは言えません。今後、さらに

充実したケアを行えるように介護職員だけではなく他の専門職などと話し合いを持ち、よりよ

いケアを行う必要があります。そして、何よりも職員がご利用者に愛情を持って接する事がご

利用者にとって何よりの喜びに繋がると思っています。
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骨折後のリハビリによるアプローチ
意欲低下と活動性の低下した症例から

� 特別養護老人ホーム シルバー・サン・ホーム

� 作業療法士　徳　光　歩　美

はじめに
　特別養護老人ホーム シルバー・サン・ホーム（以下、シルバー・サン・ホーム）に入所のＡ

さんと出会った頃は、日中の大半を居室で臥床して過ごし、日中の活動性の低下が目立っていま

した。右大腿骨骨折よりすでに１年以上が経過していましたが、トイレでの排泄動作も困難な状

態であり、強い疼痛による活動意欲の低下から、介助への依存もみられていました。

　機能訓練を通して作業療法士（以下、機能訓練士）が１年半継続的に関わる中で、機能訓練士

に疼痛の苦しみやいらだちをぶつけながらも少しずつ離床時間が増え、様々な変化がみられるよ

うになりました。その結果、自ら生活スタイルの要望が出てくるようになり、現在も疼痛は続い

ているものの、意欲をもってリハビリに取り組んでいらっしゃいます。

　Ａさんとの長期的な関わりの中で得られた効果について報告し、今後のシルバー・サン・ホー

ムにおける機能訓練のあり方を探っていきたいと思います。

■事例紹介
Ａさん　80代　女性　左利き

現病歴：

　認知症、右大腿骨転子部骨折（H19. ９）

　リハビリ開始から現在までに途中３回入院

　脳梗塞　未破裂脳動脈瘤（H21. ４）

　脳梗塞　右橋梗塞（H21.11）

　誤嚥性肺炎（H22. ６）

関節可動域：特に右股関節、膝関節に関節可動域制限あり、自動運動は困難

筋力：両下肢に筋力低下あり　（左）３＋（右）２

疼痛：右股関節

既往歴：高血圧症、逆流性食道炎、右とう骨骨折

　Aさんは施設内で転倒、右大腿骨頸部骨折にて入院。保存的療法（患部の切除などの外科的治

療でなく、患部を保存したまま治療を進めること）にて退院。退院後は、安静時、運動時ともに
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右股関節に強い疼痛の訴えがあり、日中の大半は臥床していました。寝返り、起き上がりは一部

介助を要し、職員に対して「起こして！」とはじめから手を差し出す場面が多くみられました。

　立ち上がりや移乗の際は介助量が多く、手すりを用いながら上肢と殿部を支える介助なしでは

立位保持が困難でした。疼痛の為、右下肢に荷重をかける事ができず、両脇を２人でかかえて一

歩出すのがやっとの状態でした。

　離床の声かけや促しにおいても「まだ起きない。もうちょっと寝かせて！」と、生活に対する

意欲の低下や拒否が目立っていました。時間をあけて何度か訪室し、声をかけなければ離床しな

いなどでした。

■目標設定
ａ．長期目標

移乗動作やトイレでの排泄動作をスムーズに行う事ができる。

臥床時間の減少により日中の活動性を維持できる。

ｂ．短期目標

起立動作、立位保持を軽介助にて行う事ができる。

リハビリへの参加により、離床の機会が増える。

■機能訓練プログラム
�・両下肢の関節可動域訓練

�・両下肢の筋力トレーニング

�・起立訓練（平行棒内にて10回）

�・歩行訓練（歩行器、平行棒内歩行）

�・体幹の前屈運動

�・日常生活リハビリとして、起居移乗動作訓練とトイレでの排泄動作訓練

■経　過
１．リハビリ開始初期（H20.9.1 〜 H20.10.27）

　当初、介護実習生を引き連れてAさんがリハビリ室に顔を出されました。機能訓練士の赴任

に興味をもたれたようで、「右足の付け根が痛いのよ。」と何度も訴えられていました。話好き

なＡさんは世間話が上手く、笑顔で話をされていました。気が向いた時に顔を出すと言われ、

リハビリ室に来られた時は平行棒内にて起立訓練を行いました。起立においては上肢と殿部を

支持する介助が必要です。骨折部の疼痛により体重をかけたがらず立位保持も困難な状態で両



− 50 −

脇を２人で支持する事で何とか取り組まれました。立位保持時間は10秒を３回〜５回程実施し

た後で「やめよう」を合図に中止しましたが、いつも笑顔でリハビリ室に通われ始めました。

２．訓練場所の変更とリハビリ回数を変更した時期（H20.10.28 〜 11.29）

　もともとリハビリを行っていた場所は１つ上の３階の一番端の部屋だった事もあり、私が１

人１人誘導しなければいけない時間のロスと、ご利用者の訓練の様子が職員の目に触れにくい

という難点がありました。その為、一部介助にて生活されているご利用者の２階に平行棒を移

動することにしました。Ａさんの居室も２階にあります。その他の階のご利用者は、四肢の拘

縮を防止する為、関節可動域訓練をベッドサイドにて実施し、少しでも生活に密着したリハビ

リが行なえるように訓練場所を変更しました。

　常にリビングや居室のどこかでリハビリをしていく中で、Ａさんの１日の生活ぶりも以前に

比べ更によく見えるようになりました。食事直前に離床し、あとは居室で臥床しながらTVを

見たり、眠って過ごされます。施設ではご利用者やご家族の希望に沿った生活を送っていただ

く事を心がけています。その方のペースや楽しみを守りながら、その目的に必要であれば訓練

も必要かもしれません。しかし、Ａさんは年齢が若い事と、骨折から１年以上が経過している

にも関わらず、いまだに起立が自立できていない事で様々な動作に介助を要していました。こ

のままの生活を続けていけば、いつまでも寝たきりのままであると思われました。その為、今

まで本人の気が向く時に行っていたリハビリを毎日行う事に決め、Ａさんの部屋を訪室し、毎

日声かけを行う事にしました。

３．強い拒否や攻撃的な言動が目立ち始め、関わり方に悩んだ時期（H20.11.29 〜Ｈ21.2.18）

　Ａさんの居室に通う日々が続きました。骨折から日数が経ってしまっている為、下肢の筋力

をつける事は容易な事ではありません。起き上がり、排泄動作における小さな変化を見ていく

事と、リハビリの時間だけでも離床してもらう事で臥床時間の軽減ができればと、寝ているＡ

さんを起こす事から訓練は始まりました。

　その後、平行棒内での起立訓練が定着し、起立は見守り、立位保持も介助なしで10秒×５回

から20秒×５回まで可能になりました。「起こして！」「おしりをあげて！」と依存的な場面も

多くみられましたが、起居動作や移乗動作も見守りでできはじめていた為、担当者会議を通じ

て、できるだけご本人にしていただくように職員に協力してもらうようにしました。

　しかし、機能訓練が日課になるにつれ、今までは笑顔で話をされていたＡさんも私に対して

様々ないらだちをぶつけ始め、「この鬼！」など強い口調でののしったりする事が多くなりま

した。どれだけ時間を要し、騒いでも、寄り添って何とか取り組んでもらおうとしましたが、

お互いに譲らない中で私はＡさんの機能訓練に悩んでいました。無理に離床をしても「お茶を
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もってきて」「お菓子をもってきて」「あれを先にしてくれなきゃ嫌だ」など無理難題な要求が

増える事が多くなった為、訪室の声かけだけは欠かさず行うようにし、後はご本人の意思に任

せる事で少し距離をおいてみる事にしました。

４．気分の変動は大きいものの、職員に励まされる時期（H21.2.18 〜 H21.4.6）

　私は訪室を続ける中、Ａさんが内心「歩けるようになりたい」との希望があり、「その目標

が不可能な事ではない」とご本人自身が確信し始めた事が分かりました。本音で意見をぶつけ

合う中で、Ａさんも少しずつ私を信頼し始めたように感じました。

　下肢の筋力が少しずつ向上し始め、移乗動作や排泄動作はスムーズに行えるようになり、下

衣操作を除いては見守りにて可能になりました。歩行訓練は、平行棒では疼痛からご自分で足

を出したがらない為、歩行器を使用する事にしました。私は片方の手で歩行器の操作を手伝い

ながら、もう片方の手で車椅子を引っ張っていき、少しずつ休憩しながらでも歩く距離が伸ば

せるように関わって行きました。歩行器にて廊下をねり歩く先々で他の職員から「頑張って！」

「すごいね、そんなに歩けるんだ！」など賞賛を受ける機会が増えました。介護職員からも「最

近、お風呂でも立ちが良くなったね」と訓練効果が生活場面でもはっきりと見えるようになっ

てきました。

５．発言の変化と歩行距離の増加（H21.4.7 〜 H21.4.23）

　発言に大きな変化がみられるようになりました。リハビリ終了後も「もういっちょ歩こうか」

「あそこまで行かなきゃやった事にならない」「足が痛いよ。でも自分の為やけね」「あなた、

今日はしないの？」など食堂で私を見かけると、Ａさんの方から声をかけてこられるようにな

りました。「自分の為にやるしかない」と思い始め、それを実際に言葉に出して言われるよう

になりました。また職員による励ましや応援の一言が、Ａさんにとっても私にとっても何より

も支えになっていきました。この期間において、拒否や攻撃的な言葉は一切聞かれなくなり、「あ

なたの思うままに従いますわ」とまで言われるようになりました。歩行器の操作も見守りにて

可能になり、廊下0.5往復から1.5往復まで伸びました。

６．入院の繰り返しとリハビリへの取り組み（H21.4.23 〜 H22.6.30）

　右下肢への荷重がずいぶんとかけられるようになりました。数歩でもいいから杖歩行をした

いという本人の希望も、軽介助であれば可能になると思われて始めた頃、Ａさんは脳梗塞にて

入院となりました。

　退院後、機能の低下と大幅な体重増加がみられ、また一から地道な訓練が始まりました。退

院後、数日経つと以前のような拒否がみられ始めました。しかし、私はまたきっと意欲が戻っ
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てくると自信をもっていた為、前回のように悩む事はなく、訪室作戦から始める事で見事克服

しました。下肢の筋力がつき、また痛くても自分で足を出そうと努力できるようになったので、

平行棒での練習に切り替える事ができました。歩行器はある程度上肢で体重をかければ、自然

と動くので比較的足を出しやすいのですが、平行棒のような固定された手すりでは、自分で下

肢を振り出さない限りは歩く事ができないのです。

　その後、現在に至るまで２回目の脳梗塞と肺炎にて入退院を繰り返しました。軽度の麻痺と

バランス不良はあるものの、Ａさんは平行棒の手すりを掴みながら、一歩一歩一生懸命に歩い

ています。離床も一度の声かけでスムーズにして下さるようになりました。驚く事に「他の人

のリハビリが詰まっているんだったら、私はこれで終わってもいいよ」と気を遣って下さった

り、「頑張らなきゃ、痛くても自分でするしかないのよ」と他のご利用者に対して励ましの声

かけまでされるようになったのです。「ありがとうござんした、また明日も宜しくね」との言

葉を本当に嬉しく感じます。

■結　果（表１参照）
　現在は起居動作は自立、移乗動作と排泄動作も下衣操作を除いては見守りにて可能です。３回

目の入院後も、平行棒内10往復の歩行訓練は何とか継続できています。ご自分でできる事が増え

た反面、一人で移乗されようとするなど転倒、転落のリスクは高く、観察の強化は必要です。身

体状況の変化、ADLの比較（表１）を下記に示します。

関節可動域： 初期 最終 初期 最終

股関節 屈曲（左） 90° → 115° （右） 40°P →  90°

膝関節 屈曲（左） 20° → 140° （右） 80°　 → 140°

筋力：下肢 　　 （左） ３＋ → ４− （右） ２ → ３

疼痛：現在も右股関節に強い疼痛あるものの、自動運動に努力みられる。

３回の入院にて、脳梗塞を発症。左手に軽度の痺れあるものの左右に顕著な

麻痺症状はなし。
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表１　ADLの比較
自立 見守り 一部介助 全介助 非実施 使用用具 介助内容

日
　
常
　
生
　
活
　
・
　
社
　
会
　
活
　
動

トイレへの
移動

初期 ○
車椅子 他者へ依存傾向

最終 ○

階段昇降
初期 ○
最終 ○

屋内移動
初期 ○

標準型車椅子 他者へ依存傾向
最終 ○

屋外移動
初期 ○

車椅子
最終 ○

食事
初期 ○

箸、スプーン
最終 ○

排泄�（昼）
初期 ○

普通トイレ
移乗、立位保持と
下衣操作

最終 ○ 下衣操作のみ

排泄�（夜）
初期 ○

オムツ
最終 ○

整容
初期 ○

爪切り
最終 ○

更衣
初期 ○

主に下衣
最終 ○

入浴
初期 ○

介助浴
最終 ○

コミュニ
ケーション

初期 ○
最終 ○

歩行
初期 ○
最終 ○ 平行棒内

外出
初期 ○

標準型車椅子
最終 ○

起
　
居
　
移
　
乗
　
動
　
作

寝返り
初期 ○

手すり
下肢の誘導

最終 ○

起き上がり
初期 ○

手すり
最終 ○

座位
初期 ○ 手すり
最終 ○

立ち上がり
初期 ○

手すり
上肢、殿部の支え

最終 ○

立位
初期 ○

手すり
右上肢の支え

最終 ○

移乗
初期 ○

手すり
上肢、殿部の支え

最終 ○ セッティングのみ

■考　察
　病院や老人保健施設とは違い、特別養護老人ホーム（以下、特養）ではほとんどのご利用者が

終の棲家として生活されています。その中でご本人の生活スタイルや要望、またはご家族の希望

を尊重しながら、この方にとって生活の質の維持、向上を図るにはどうするべきか、という点で

特養のような施設は特に慎重になるべきだと考えます。その為に様々な視点からご利用者を見る

事が重要であり、必要であればご本人の希望ではなくても、機能訓練に取り組んでいく事も必要
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です。

　特に一部介助のご利用者の急激な機能低下は、大きく生活状況を変えてしまい、介助量の増加

となり、職員にとっても大きな負担となります。起立や立位保持がとれない事で移乗やトイレで

の排泄動作が困難になってしまいます。その生活を維持する為にできるだけ早期に、そして継続

的に訓練を実施する必要があります。

　しかし、Ａさんのように骨折の受傷からしばらく時間が経過し、生活に対する意欲が低下した

方に対しても長期的に関わりを続けていけば、身体機能、心身機能の向上は可能である事を実感

しました。また、移動ひとつをとっても以前のＡさんは居室から食堂、食堂からトイレまで「ちょっ

と車椅子を押して行って！」とすぐに職員を頼っていましたが、今ではご自分で自走しています。

一つ一つを自分でしようと努力される場面が増えました。

　骨折後の臥床傾向により急激な体重の増加あり、右下肢への負担と疼痛の増大になっていると

考えられました。その為、体重管理においてはリハビリの経過を報告し、栄養士に細かく相談に

のってもらいました。その結果、食事制限とリハビリへの参加により８kgの減量に成功しました。

（表２）

　美容に関して意識の高いご利用者であり、体重の減少が身体への負担の軽減だけでなく、ご本

人の自信となっているようで、職員に自慢気に話すなど、いきいきとした表情が印象的です。

　今回の取り組みを通じて、ご利用者の気持ちの変化を助けたのは何より職員の声かけです。歩

行中にすれ違うたびに、応援や励ましの声かけを様々な職種の職員がして下さいました。また、

カンファレンスの場で経過や問題点について報告し合う中で、共通の情報を共有でき、たくさん

のサポートを受ける事ができました。

　Ａさんと少し関係ができた時点において依存や不満、攻撃的な言動に訓練のあり方を悩みまし

たが、障害を受け入れ、自分の力で訓練に取り組む為には必要な過程であったと言えます。自分

の中に抱えている思いを素直に話すのはなかなか難しい事ですし、どういう生活を送りたいの

か、これから自分がどうなっていきたいのかという明確なものは障害を負った後にすぐに考える

事は、もしかしたら見当もつかないかも知れないし、とても苦しい事です。その中で私は機能訓

練を通じて、決して本人を焦らさず、長期的な関わりをもちながら少しでもきっかけを引き出し

ていきたいと思います。

　シルバーサンホームにはとても良い習慣があります。体調が悪い時、または排泄コントロール

にて浣腸やテレミンなど薬を入れている場合以外は、どんなに重度のご利用者であっても毎日必

ず1回以上の車椅子、椅子離床をしています。これはとても画期的な事であり、他の施設と比べ

ても自慢しても良い取り組みではないでしょうか。
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　高齢者の筋力低下において簡単な説明をすると、例えば120日間の寝たきりで25パーセントの

筋力低下を引き起こし、その25パーセントを回復しようとすれば250日という倍以上の日数を必

要とします。筋力が30パーセントまで低下した場合では、一般的に筋力の回復は困難とされてい

ます。その中で、毎日座る機会を設け、声かけを実施するという事がどれだけの機能維持につな

がっている事でしょう。

　私は個別的な機能訓練においては、どんな時でもご利用者に支持的な関わりを忘れず、ご本人

の意思を尊重しながら、機能の維持、または向上まで図れる施設にできるように努めていきたい

と考えます。

　　　　　　　表２

　　　　　　　　BMI：理想の値　22　初期　26.3　最終　22.5
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「ミキサー食」から「ムース食」へ
ミキサー食改善の取り組み

� 特別養護老人ホーム シルバー・サン・ホーム

� 管理栄養士　生　田　朋　子

目　的
　高齢になるとさまざまな要因で摂食・嚥下機能の低下を引き起こしてしまうことが多いのです

が、最期の日までどの食事形態のご利用者にも食事の楽しみを味わっていただきたいと思ってい

ます。

　しかし、現在のミキサー食は食事の原型をとどめているとはいい難いものです。せめて、ご自

身が何を食べているのか、食事介助を行う家族や職員も認識できるよう普通食と変わらない食事

を提供したいという思いからミキサー食の改善に取り組むこととしました。

取り組み
１．増粘剤の検討

異なる４社の増粘剤を使用し、素材ごとの触感を比較しました。その中からムース状とゼリー

状になるもの２種類を選択し、食材によって使いわけることとしました。

粥・果物→ムース　　おかず・汁→ゼリー

２．固さの統一

毎日１〜２品程度の試作を行い、全ての人に合う固さの増粘剤の量のデータをとりました。

できる限り添加率の変動が少ないよう使用量を統一し、マニュアル化しました。

３．名前の変更

　　給食委員会にて職員・専門職に試食を行い、形態名を『ムース食』と決めました。

４．常食に近づける成形

魚はムースを切り身状にカットして、焼魚風に焦目をつける、里芋はスプーンで形を整える

等、できるだけ常食の形態に近づけました。

５．盛り付けの指導

　　切り方・盛り付け方を常食とムースを比べ写真で表示しました。

６．調理員への指導

全ての調理員が新しい調理方法を習得できるよう、一緒に栄養士が厨房に入り、指導を行い

ました。



− 57 −

７．献立の見直し

できるだけ献立の変更を行なわず、常食と見た目が同じものを提供できるようにバリエー

ションを増やしていきました。

８．発注業務の見直し

　　人参・青物はペースト状のものを発注し、作業の手間を省きました。

９．作業工程の見直し

　　固める時間を考慮して作業工程を変更しました。

10．作業場所の検討

　　ミキサー食専用の場所を確保しました。

11．調理器具の準備

　　0.1ｇ計りスプーン、バット、バーナーを購入しました。

12．試食会の実施

主食・汁・果物・主菜のムース食をそれぞれ１週間ずつ試食してもらい、ほぼ全ての職員が

周知できました。また、介助にこられるご家族にも試食を行いました。

ムース食の給食開始
　平成22年３月22日より、ご飯と果物� 常　食　 　　　　　　　

　　　　　３月26日より、汁

　　　　　３月30日より、主菜

　　　　　　　 ミキサー食

ムース食 　　　　　　　
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ムース食開始直後の評価と改善点
　評価�� � 　　改善点

　温度が全て冷たい� →　溶けない程度に配膳直前まで温めました。

　彩りが少ない　� →　グリンピースやインゲンなどの青物を始めました。

　朝食のムース粥を開始しました。

　厨房内の増粘剤を統一しました。

　小鉢のムース食も始めました。

ムース開始前後の身体的変化
●喫食量

全介助のご利用者は職員が全量摂取をこころがけています。全介助の方の多くはミキサー食で

すが、ムース食に変更しても摂取量は変わらず、ほぼ全量摂取できています。

●体重・栄養状態

氏名
体　　　　　重 アルブミン値

開始前 ３月 開始後 ４月 ５月 ６月 開始前 開始後

Ｍ･Ｓ�（88） 27.3 28.4 28.4 25.7 3.2 −

Ｙ･Ｔ�（84） 52.9 52.9 53.8 53.9 3.5 −

Ｋ･Ｍ�（97） 35.0 35.2 35.3 34.8 　− −

Ｅ･Ｓ�（86） 55.8 56.1 55.5 56.4 3.0 3.2

Ｔ･Ｈ�（92） 38.4 37.8 39.2 38.0 3.0 3.4

Ｉ･Ｔ�（97） 40.9 41.2 40.4 41.0 3.2 3.1

Ｎ･Ｓ�（90） 39.8 41.2 42.3 42.2 3.9 3.9

Ｙ･Ｆ�（84） 34.2 33.1 33.9 35.1 2.8 −

Ｎ･Ａ�（80） 44.6 44.3 44.0 45.0 3.8 3.5

Ｇ･Ｓ�（93） 34.9 35.0 35.1 34.8 3.9 −

N･Ａ�（74） 47.3 47.0 47.4 47.1 2.6 2.6

Ｙ･Ａ�（97） 37.8 37.0 38.4 37.9 3.6 −

Ａ･Ｙ�（85） 31.0 32.0 31.9 30.3 3.0 −

体重の増加、栄養状態の改善が見られた方もいます。全体的には大きな変化はみられず、体重と

栄養状態の維持ができています。
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ミキサー食からムース食への人数の推移

　新入所や退院後の方で、ムース食から始める方が増えています。半年前の平成22年１月に比べ

ると人数は２倍になっています。

増粘剤の金額と使用量の推移

　　　　　　　※個数…つるりんこ１袋（２Ｋｇ）を１個とする。

　　　　　　　
　金額…厨房にて使用した増粘剤の使用金額も含む。

　特別なコストをかけることなくムース食に移行できました。ムース食に移行した人数は増加し

たもののコストに大きな変化は見られていません。

ムース食への反響
　実際、ご利用者の意見を直接聞くことは難しいですが、食事介助にきてくださるご家族の方や

介助する職員より好評の声を聞き、改めて５感で食事を楽しむ大切さを感じています。

　ご利用者　　「発語できる方が少ないため、直接的には意見を聞くことができていません。」

　ご家族　　　「何を食べているか、形態を認識できます。」

　　　　　　　「咀嚼する回数が増えました。」

　　　　　　　「おいしいです。」
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　職員　　　　「食事中のむせが少なくなりました。」

　　　　　　　「何を食べさせているか形態がわかります。」

　　　　　　　「口の中で散らばっていません。」

　　　　　　　「スプーンからこぼれにくく、食事介助がしやすいです。」

　　　　　　　「口腔内残渣が減少しています。」

　　　　　　　「とろみ剤の入れ過ぎが減少しているように感じます。」

　　　　　　　「それぞれ素材の味がします。」

今後の改善点
●適温での提供

●個人対応により、ものによってはムース状にしないものも検討

●メニューのバリエーションの増加

●汁物の種類ごとに増粘剤の添加率の変更

●朝食の汁物の形態変更

終わりに
　特別養護老人ホーム シルバー・サン・ホームでは今日、重度化が進み、咀嚼・嚥下機能の低

下された方も増え、入院するとさらにレベルが落ち、退院後はムース食から開始するという方が

増えています。そんな中、ムース食の必要性を感じ、試行錯誤をしながら始めてなんとか形にし

て提供することができるようになりました。現在ムース食は特養全体の給食の30％を占めていま

す。

　回数を重ねるごとに、新しい課題も増えていますが、今後も改善を重ね、より一層喜ばれる食

事の提供に努めていきたいと思っています。

� 平成22年６月30日現在

形態 常食 刻み食 超刻み食 ムース食

人数 28人 5人 10人 19人
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ムース食例（左：常食、右：ムース食）

　　野菜炒め

　　　

　　オムレツ

　　　

　　ハンバーグ
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学習療法
コミュニケーションによる気づきと発見

� 特別養護老人ホーム シルバー・サン・ホーム

� 施設長　　岡　部　多恵子　　　　　　　　
� 介護職員　髙　倉　加奈子、古　木　絢　子
� 橘　　　恭　平、秦　　　恵美子
� 大　津　未　希　　　　　　　　

「学習療法」とは
　「学習療法」は東北大学の川島隆太教授が開発した認知症の症状を改善する療法です。音読と

計算を中心とする教材を用いて、学習者と指導者がコミュニケーションをとりながら学習を行う

ことにより、学習者の認知機能やコミュニケーション機能、身辺自立機能など前頭前野機能の維

持と改善を図るものです。（詳しくは別紙ご参照下さい。）

「学習療法」導入に至る経緯
　特別養護老人ホーム シルバー・サン・ホーム（以下、シルバー・サン・ホーム）の現在の介

護度別利用者数を１年前と比較すると、この１年間で重度化が進み、特に介護度１から介護度３

は利用者数の減少傾向にある反面、介護度５は13ポイントの増加となりました。これは平成21年

度のシルバー・サン・ホームの施設方針により胃ろうの入所希望者を積極的に受けいれることが

決まり、平成20年度末は20名だった胃ろうの方が現在30名になったからです。

介護度 １ ２ ３ ４ ５ 合計

平成20年度末 ２　 ４　 18　 22　 38　 84　

２% ５% 21% 26% 45% 100%

平成21年度末 １　 ３　 13　 21　 43　 81　

１% ３% 16% 26% 58% 100%

　重度のご利用者がこれ以上悪くならないようにするために、そして比較的軽度なご利用者に機

能低下を抑え、現状のＡＤＬ（日常生活動作）を少しでも長く保つ行き届いたケアができるよう

に、科学的に脳の活性化が実証された「学習療法」の導入を模索するものであります。
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「学習療法」導入の目的
１．心のケアを中心に考え、ご利用者に寄り添う。

�・�コミュニケーションにより、ご利用者と嬉しい、哀しい、楽しい、苦しいを共感し、共有する。

�・施設の中でご利用者の居場所を見つける。

�・ご利用者の孤独感や不安を軽減する。

２．ご利用者を知り、ケアに生かす。

�・１対１の時間の中でご利用者の人となりを知り、理解する。

�・ご利用者に向き合って得られた情報を職員全員で共有し、ご利用者の思いをケアに生かす。

３．ご利用者の変化に対する職員の気づきの目を養う。

�・「学習療法」中の会話を記録し、ご利用者の言葉や行動から職員全員で変化を感じ取る。

�・ご利用者の変化に対する目を養い、他のご利用者の観察に役立てる。

「学習療法」のテスト導入の経緯
2008年６月　　施設長他４名の介護職員が学習療法指導者２級・１級研修を受講し、計５名が１

級資格を取得

2009年11月　　ご利用者５名の学習療法をテスト導入

　　　　　　　学習者２名が入退院の繰り返しのため、本人の意向により２名とも学習療法を中

止。３名は継続

2010年２月　　学習療法指導者２級資格を介護職員2名と看護職員１名が取得

　　　５月　　学習療法指導者２級資格を介護職員９名が取得

　　　６月　　学習者１名が永眠。残る２名は「学習療法」を継続。

　　　７月　　学習療法指導者2級資格を介護職員７名が取得

　　　８月　　学習療法指導者１級資格を介護職員２名が取得

　　　８月　　学習者の人選を検討

「学習療法」テストケース
�・学 習 時 間�：週４日　20分/回

�・学 習 対 象 者�：特養ご利用者５名中、現在継続中の２名を対象に実施

� 　・男性　Ａさん（94歳）

� 　・女性　Ｂさん（90歳）

�・学 習 指 導 者�：施設長、介護職員６名

�・学習療法の時間�：Ａさん� 16時30分〜 16時50分

　　　　　　　　　Ｂさん� 11時〜 11時20分
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�・学習療法の場所�：３階機能訓練室

�・教 材 費 用�：テストケースにつき施設負担（１人2100円）

�・テストケースの評価方法：

　＊２名の学習者の記録と介護ソフト「ほのぼの」に入力された介護・看護の記録を時系列に評

　　価し、身体機能・情緒・行動への「学習療法」の影響を探る。

　＊ご家族からの報告を分析する。

男性Ａさん（94 歳）のケース

　Ａさんは報道写真のカメラマン記者として定年まで活躍されていたため、94歳の現在も頭脳明

晰で状況把握がきちんとできています。

　例えば、

�・学習療法のテストケースに選ばれ、しかも男性は一人。

�・３階の一番奥の部屋でやっている。見学も多い。

�・明日の16時30分から勉強がある。

�・勉強を１年間は続け、だんだん難しくなるらしい。

�・ストップウォッチで時間を計っている。

　学習療法の「読み書き」のテーマが「仕事」のときなども、『新聞社は毎日が締め切りです。』

『一旦仕事にでたら、いつ家に帰れるか分りません。』『人が寝ている時に働きます。』と、いきい

きと話して下さいました。

　しかし、「学習療法」を開始して２週目頃からご自分の名前を書けなくなり、本人にとって、

名前を書けないことが心の負担に感じられるようになってきました。名前を書けない為、先へ進

めず、悶々とした状況が続きました。名前の箇所を白抜きにコピーした教材を用意し、鉛筆を持

たせないようにして、名前に関心が向かないような工夫をあれこれ試みました。

　そうこうする内に体力・知力の衰えが目立ちはじめ、レクリエーションでも将棋などやる気は

あるようですが、やり方を忘れたり、自力で立てなくなったりで、異食も始めました。ご家族に

も受診をすすめ、CT検査もしましたが全く異常は発見できませんでした。そしてベッドからの

転落事故が起こったのです。「学習療法」の担当職員はＡさんが突然名前を書けなくなったこと

がずっと気にかかり、その間、注意して見守りながら医務にも報告し、受診を薦めていました。

字を書けなくなったことが異変の兆候だったようです。認知症も進行し、認知症予防の為の「学

習療法」に逆効果が生まれたような印象を職員にも与えました。
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　体力も回復し、落ち着き始めた頃、久しぶりの学習に、Ａさんから『勉強はもうなくなってし

まったかと思った』と言われ、学習の意欲が健在なのにはほっとしました。不調の訴えもありま

したが、名前もカタカナで何とか書ける程度にまで回復し、以前に比べ、少し自信を取り戻した

様子でした。

女性Ｂさん（90 歳）のケース

　Ｂさんは日常、パンツの中にペーパータオルを詰めたり、便器を詰まらせたり、ゴミ箱からゴ

ム手袋を漁るなどの問題行動が多く、何かしようとすると職員から注意を受けるため、職員に対

して不信感を持っています。毎日学習療法を行っている担当者でさえ、学習療法の誘いに行くと、

その度に『どこに行くの？』と警戒されます。毎回『勉強に行きましょう』と誘って初めて笑顔

が出て、嬉しそうにされます。

　Bさんは「学習療法」開始以前には無かった行為が開始後、見られるようになりました。Bさ

んの居室のある２階から学習室のある３階に行くにはいつもエレベーターを利用しています。B

さんが「一人でエレベーターに乗って勉強室へ行ったり、エレベーターの前をうろうろしたりす

る」ようになったのです。普通、これは問題行動とみなされますが、別の角度から見ると、学習

意欲が強く、早く勉強したいとの気持ちの表れであることは容易に理解できます。

「学習療法」テスト導入後の現況
　2009年11月からの試験的な導入後、テストケースのご利用者５名の内、４名までが入院、事故、

逝去のため「学習療法」の効果が視覚化されないまま現在に至っています。学習療法を継続中の

２名のご利用者は大変意欲的に学習に取り組んでいるため、脳を含む身体機能の現状維持、若し

くは、若干の改善点が見受けられます。

Ａさんのケース

　最初の１ヶ月間は状態変化が激しく、「学習療法」の是非論まで噴出しましたが、以後、体調

に波はあるものの、何とか「学習療法」を続けています。もう１年早く「学習療法」を始めてい

たらもっと良い段階でＡさんの知的世界をキープできたであろうに、大変悔やまれますが、今で

は「学習療法」の数字盤が終わると『終わりました』『片付けていいの？』など、発語も増え、

笑顔が見られるようになりました。

　94歳の年齢を考えると、学習の意欲を持ち続けていることこそが、脳の活性化に役立ち、精神

的な励みとなっているのが「学習療法」の時間ではないかと思います。



− 66 −

Ｂさんのケース
　「学習療法」開始前後のBさんには職員も「トイレに行きます」「お風呂に入ります」「ご飯を

食べます」などの声かけしかできない程、Ｂさんはだんまりを決め込んでいましたが、最近では

職員の「おはよう」という声かけに笑顔で答えて下さるようになりました。表情も穏やかに柔ら

かくなってきました。エプロンたたみを進んで手伝い、テーブルにまとめて置いてあるお茶を他

のご利用者に配るなど、他人を気遣う心も表れてきました。「学習療法」の教材が終わるたびに

授与される修了証を大事に抱えて嬉しそうにしている様子やエプロンたたみをお願いした時、「ニ

コニコと畳んでくださいました。笑顔も多く見られています。歌も歌ってくださいました。」な

どの記録を読むと少しずつ「学習療法」の効果が現れているのかなと推測されますが、定かでは

ありません。

　まだまだ気難しい印象の強いＢさんですが、「学習療法」中は勉強の前に『よろしくお願い致

します』と頭を下げ、『先生の教えのおかげです』と感謝し、笑顔を見せて下さいます。Ｂさん

の本来の姿を垣間見ることができるのも１対１で向き合える「学習療法」の時間のおかげだと思

います。

担当職員からのコメント：「学習療法」を担当して感じたこと
　「学習療法」で得られた情報なども日常のケアに生かしきれていない現状ですが、担当職員の

意識には「学習療法」担当前と後では明らかな変化が見られます。「職員の気づきの目を養う」

という「学習療法」の３番目の目的の成果は下記担当職員の思いの中に見て頂きたいと思います。

■介護職員　秦　恵美子（入職歴25年）

「学習療法」を担当することになり、良かった事は、今までの介護の現場では、見る事の出来

ないご利用者の表情や行動を見ることが出来たことです。それが、新しい事なのか、もともと

持っていらした事なのか分かりませんが、私にとっては発見でした。たとえば、声かけしても、

ぼそぼそとしか答えられず笑顔も見られない方がにっこりと微笑まれ、挨拶されたり、上手に

文章を読まれたり、計算では指を使う事なく暗算された事です。

「学習療法」を現場にもっと生かす事が出来ればいいのですが、なかなか難しいようです。こ

れから、担当職員や「学習療法」を受けるご利用者も増えてくることにより、普段の生活が良

い方向に向いてくれれば良いと願っています。
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■介護職員　髙倉加奈子（入職歴４年）

学習療法開始時、通常日課業務もままならない中の実施となりました。学習療法がご利用者に

良いということは、研修で理解していましたが、実際、現実に目で見ていなかったので不安で

した。忙しく、周りの批判もありながら現場を学習の為に抜けることが心苦しかったからです。

現在では担当の職員人数も増え、また、職員全員が研修参加になったことにより理解者も増え、

学習しやすい環境となりました。

学習療法の対象になっているご利用者にも変化が出てきました。発語や笑顔が増えてきたので

す。私自身も学習を通して、そのご利用者について様々な情報を知ることができる為、日常ケ

アの中でもよくコミュニケーションをとるようになりました。

学習療法は私にとってご利用者との信頼関係を高める道具の一つでありますが、今後は、「学

習療法」を通してコミュニケーション力を高め、もっと多くのご利用者と話し相手になりたい

と思います。

■介護職員　古木　絢子（入職歴４年）

私は学習療法開始時から担当しています。始めは「学習による改善が傍目に気付きやすいご利

用者」を選抜しましたが、指導側である私たちがまだ慣れていなくてスムーズにいかなかった

り、ご利用者の入院などが続いたりして、なかなか成果が見えるところまで進めませんでした。

また、あまりにも入院が重なるので「学習のせいでは？」と周囲からの不信感もあり、肩身の

狭い思いで学習療法をしていました。

しかしAさんの例のように「だんだん体動が激しくなり、ベッドより転落」する事故が起きて

しまいました。事故の何日か前の学習療法中に、「突然名前が書けなくなった」ことがずっと

気になっていましたが、それが事故の起きるサインの一つだったと思います。

目に見えて「問題行動がなくなる」ということは難しいと思いますが、普段のご利用者と違っ

た面を見ることが出来、小さな変化に気付くことが出来ると思います。今は現場との連携がう

まく出来ていませんが、学習療法での気付きを現場で活かして行けたらと思っています。

■介護職員　橘　　恭平（入職歴３年）

何も分からない状態から「学習療法」を導入して、マンツーマンでゆっくりと接する時間が増

え、ご利用者に今まで見られなかった表情を見ることができました。また、いろんな話をする

ことによっていつもと違った発語を聞くことができ、学習に対する意欲を感じ、こちらがびっ

くりすることもありました。

しかし、このままで良いのかと思うときもあるのです。このテストケースを行って来て、「学

習療法」の良さは分かったつもりですが、今回の発表で見てきた通り、効果はまだ見えていま
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せん。そのため、私たち学習担当者のモチベーションも次第に下がりはじめ、他の職員の関心

も下がり始めているのではないかと感じています。研修などを行い、職員の関心を集めようと

していますが、なかなか上手くいきません。ならば、全職員で行う前に一部の職員で確実にコ

ツコツと続けて行き、「学習療法」を行っている空間と時間が違和感なく、ごく普通に受け入

れられて行えたらいいのではないかと思います。そうしていくうちに、「学習療法」が効果の

ある良いものであれば「学習療法」をやっていく時間、及び、学習者と担当者の双方が自然と

増えてくるのではないだろうかと考えます。

慌てずみんなで話し合い、利用者のために充実したケアとコミュニケーションが出来るように

なればと思っています。

■介護職員　大津　未希（入職歴１年）

特養での日常生活を送るなかで、もっと多く楽しみがあるべきだと私は思います。Bさんを見

ていると学習療法を実施する前と現在とでは、表情が大きく変わってきていると思います。以

前に比べて明るくなっていると思います。食堂で声をかけたとき、笑顔を返して下さったのに

は、私も感動しました。もしかしたら本当に人の心を動かせることができるかもしれないと思

いました。教材の「計算」や「読み書き」は「コミュニケーションを取るためのあくまでも一

つの手段ですので、「計算」や「読み書き」をやること自体はそこまで重要なのではなくて一

対一のコミュニケーションこそが大事なのだと考えさせられました。日ごろ、仕事をしていて

一対一のコミュニケーションをとる事を私はどれほど出来ているのかと考えました。ご利用者

がただ時間をもて余す生活ではいけないと思います。私はご利用者一人一人に合った方法で毎

日の生活をもっと楽しんでいただきたいと考えます。

■施設長　岡部多恵子（入職歴２年）

「学習療法」は計算能力や読書力を高めることが目的ではありません。「学習療法」のわずか20

分間はご利用者にとって職員が自分だけに向き合って自分の話しに耳を傾けてくれる時間、職

員に100％ほめてもらえる時間です。だからこそ、ご利用者が本来の自分を少しづつ出せるよ

うになると思われます。

ご利用者本来の姿、或は、ご利用者の変化を職員が発見でき、新しい発見を職員全員で共有し、

得られた情報が日々のケアに生かされること、更に「学習療法」を行っていない重度のご利用

者に対しても「学習療法」で養われた目で職員が個々の変化に気づき、敏速な対応ができるよ

うになること、強いて言えば、この２つが最終目的なのです。そして新しい気づきや発見、ご

利用者の笑顔が職員の励みになることを願っています。
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「学習療法」の本格的導入のタイムスケジュール
2010年12月　　学習療法指導者２級資格を特養介護職員全員が取得

2011年１月　　学習療法指導者２級資格取得者による実習指導開始

　　　３月　　理事会・評議員会で学習療法の本格導入の発表と承認

　　　４月　　学習療法指導者１級資格を特養介護職員全員が取得

　　　５月　　家族会で学習療法の本格導入の発表

　　　６月　　希望者に学習療法開始

今後の展望
　将来的には「学習療法」の有効性を実証でき、ご家族の了承のもと、特養の学習対象者を広げ

て行くようになればと願っています。更にはショートステイ、デイサービスセンターのご利用者

にまで「学習療法」を広げ、社会福祉法人兼恵園の重度化防止と認知症予防への取り組みの柱と

して育てていきたいと思います。

最後に
　人間の知力・体力など身体機能は高齢になると若い時のように回復することは非常に難しく、

何とか維持できてもやがては衰えるのが自然の成り行きだと思います。介護老人福祉施設の職員

は日々ご利用者のマイナスの変化に向き合っていかなければなりません。人間として辛いことで

あり、その変化に耐えうる精神力が要求されます。その中でご利用者の内面の新たな発見とそれ

に伴い職員の心に湧き上がる嬉しいという気持ちは職員に勇気を与え、ご利用者のために頑張ろ

うという意欲、もっと何かできるのではないかという前向きの姿勢を与えてくれるものではない

かと思います。「学習療法」は実は介護職員にとって、喜びの源泉になり得るものではないでしょ

うか？
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短期入所生活介護
ショートステイ利用希望者のニーズへの対応

ご家族・要介護者・施設の現状

� シルバー・サン・ホーム　ショートステイ

� 生活相談員　山　口　義　純
� 看　護　師　藪　田　律　子
　

はじめに
　10年前、様々な課題を抱える高齢者の介護を社会全体で支えるという趣旨で制定された介護保

険制度がスタートしました。10年経った今、在宅サービスの一つであるショートステイにはどの

ようなことが求められているのでしょうか。その答えの一つがケアマネージャーが作成するケア

プランの中にあります。それは、「介護負担の軽減」という言葉です。ほとんどのケアプランに

この言葉が記載されています。むしろこの言葉のないケアプランを探すことが困難なほどです。

そこで今回、ご家族や要介護者のニーズ、さらに自宅や施設での介護現場の現状を改めて知って

いただくことを通して、どのようにすれば今以上に介護負担の軽減を図れるようになるのかを一

緒に考えていただくきっかけとなればと思います。

在宅サービスの中のショートステイ
　在宅サービスにはショートステイの他に、ヘルパーによる訪問介護やデイサービスといったも

のがあります。このようなサービスを利用することも、もちろん「介護負担の軽減」につながり

ます。では、これらのサービスとショートステイとの大きな違いは何でしょうか。それは、宿泊

するかしないかです。ショートステイでは施設に宿泊します。ですから介護者は夜間の介護を気

にかけずにゆっくりと休むことが出来るのです。介護からの数時間の開放であるヘルパーによる

訪問介護やデイサービスと違い、少なくとも24時間は介護から開放されるのです。実際、ショー

トステイを利用する前と後とでは、介護者の表情がまるで別人のように変わることが少なくあり

ません。初めて利用される場合などは、利用前のことを振り返り、涙ぐむ方もおられます。それ

だけ介護者は心身ともに疲れているのです。

追い詰められる介護者
　このように介護者が疲れ果てる要因の一つに特定の方に介護負担が集中するということが挙げ

られます。例えば、要介護者の配偶者や子、あるいは子の配偶者といった方々です。表１や図１

を見ると、65歳以上の高齢者のいる世帯のうち、単独世帯や夫婦のみ世帯、親と未婚の子のみの
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世帯が増加しており、三世代世帯が減少しているのが分かります。要介護者と同居しているごく

限られた方々に介護が集中する世帯が増加しているわけです。

　また、介護負担の増加の要因には、要介護者の重度化といったことも挙げられます。図２と図

３をご覧いただけばお分かりいただけますが、当施設のショートステイをご利用いただいている

方々だけを見ても、重度化は確実に進んでいます。それに伴い、介護負担も増加していきます。

介護するのは自分ひとり、しかも介護量は年々増えていくとなれば、介護者は精神的にも追い詰

められていきます。

表１　世帯構造別にみた65歳以上の者のいる世帯数及び構成割合の年次推移

年　次
65歳以上
の 者 の
いる世帯

単独世帯 夫婦のみ
の 世 帯

親と未婚
の子のみ
の 世 帯

三 世 代
世 帯

その他の
世 帯

（ 再 掲 ）
65歳以上
の者のみ
の 世 帯

全世帯に
占 め る
割合�（％）

推　　　　　計　　　　　数　　　　（単位：千世帯）

昭和61年  9,769 （26.0） 1,281 1,782 1,086 4,375 1,245 2,339

平成元年 10,774 （27.3） 1,592 2,257 1,260 4,385 1,280 3,035

　４ 11,884 （28.8） 1,865 2,706 1,439 4,348 1,527 3,666

　７ 12,695 （31.1） 2,199 3,075 1,636 4,232 1,553 4,370

　10 14,822 （33.3） 2,724 3,956 2,025 4,401 1,715 5,597

　13 16,367 （35.8） 3,179 4,545 2,563 4,179 1,902 6,636

　16 17,864 （38.6） 3,730 5,252 2,931 3,919 2,031 7,855

　17 18,532 （39.4） 4,069 5,420 3,010 3,947 2,088 8,337

　18 18,285 （38.5） 4,102 5,397 2,944 3,751 2,091 8,434

　19 19,263 （40.1） 4,326 5,732 3,418 3,528 2,260 8,986

　20 19,777 （41.2） 4,352 5,883 3,634 3,667 2,241 9,237

注：平成７年の数値は、兵庫県を除いたものである。

� （資料）厚生労働省「平成20年国民生活基礎調査の概況」
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図１　世帯構造別にみた65歳以上の者のいる世帯数の構成割合の年次推移

� （資料）厚生労働省「平成20年国民生活基礎調査の概況」

図２　シルバー・サン・ホーム　ショートステイ利用者　平均介護度の推移

介
護
度
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図３　シルバー・サン・ホーム　ショートステイ利用者　介護度の推移

平成20年２月〜平成22年６月

％

医療的処置の必要な利用者の増加
　ここ数年の傾向として、医療的処置の必要な方のショートステイ利用希望の声が挙げられます。

具体的には、糖尿病でインスリン注射の必要な方や胃ろうの方です。全体から見ればまだまだ数

は少ないのですが、今後このような方々も必ず増えてくると思われます。

１．インスリン注射
　インスリン注射の必要な方の場合、四つのポイントがあります。①１日に何回注射をしてい

るか。②注射の時間は何時なのか。③自己注射が出来るかどうか。④血糖検査がどの程度必要

か。この四つのポイントのそれぞれの程度の違いによっていくつかのパターンに分かれます。

例えば①のインスリン注射の回数の場合、朝食前に１回だけでよい方と、１日３回毎食前に必

要な方がいます。④の血糖検査にしても、朝食前のインスリン注射の前だけ血糖検査を行えば

よい方もいらっしゃれば、１日３回毎食前に血糖検査とインシュリン注射を行い、さらには、

食後２時間後の血糖検査が必要となってくる方もいらっしゃいます。１日１回の方よりも、３

回必要な方のほうが受け入れは難しくなります。なぜなら、１日のうちにインスリン注射と血

糖値の管理を看護職員がカバーしなければならない時間帯が長くなるからです。１日１回の方

も、連続でご利用いただける日数に制限が発生します。また、これまで１日１回でよかった方

が、３回必要になったら・・・。あるいは１日３回必要でも自己注射出来ていた方が、出来な

くなってしまったら・・・。残念ながら、受け入れについて検討せざるを得なくなります。イ

ンスリン注射の必要な方における大きな問題点は、インスリン注射や血糖検査を、看護職員し
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かカバーできないことです。

　①　自己注射できていた利用者が、出来なくなってしまったケース。

　インスリン注射が必要となった方は、初期の段階ではほとんどの方がご自分で注射出来て

います。ところが、期間が長くなるほど糖尿病の合併症の影響が出てきます。目はかすみ、

指先が思うように動かなくなります。そのため、血糖検査キットのセッティングや注射針の

取り付け、単位数のメモリの調整などが出来なくなります。握力が弱くなり、注射器で注入

することが出来なくなります。高齢であれば、物忘れの影響も出てきます。血糖検査やイン

スリン注射の手順を忘れたり、単位数を忘れたりします。

　②　１日１回でよかった利用者が、３回必要になってしまったケース。

　病気の進行や生活環境の変化等により、血糖値が安定せずにインスリン注射の回数が増え

るケースがあります。最初は１日１回のインスリン注射のまま、単位数を増やして調整する

こともあります。しかし、次第にそれだけでは安定しなくなり、回数を増やす必要が出てき

ます。逆に言うと、１日３回必要な方は、１日１回の方よりも血糖値が安定していないとい

うことが出来ます。それだけ低血糖症等のリスクも高くなります。

２．胃ろう
　胃ろうの方も、大きく二つに分けられます。一つは、チューブをつないで流すだけの方。も

う一つは、看護職員が付いて、注射器で時間を掛けて注入しなければならない方です。やはり、

前者よりも後者の方が受け入れは難しくなります。チューブをつないで流すだけの方も、やは

り連続でご利用いただける日数に制限が発生します。

　①　チューブで流す方法

　胃ろうチューブをつないで、90分〜 120分かけて流します。看護師が付きっきりになる必

要は有りませんが、最初と最後、更に途中の調整は必ず看護師が処置しなければなりません。

注意が必要なのは、本人が胃ろうボタンを引き抜いてしまう事故です。そのような危険性の

ある方の場合、見守りを強化する必要があります。

　②　注射器で注入する方法

　チューブをつないで流す場合と違い、看護師が付きっ切りにならなければなりません。時

間は、その方の状態や胃ろうの内容により異なりますが、10分〜 30分程度かかります。
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　上記のように、インスリン注射の必要な方や胃ろうの方の受入については、十分に検討する必

要があります。なぜなら、現状の制度では看護職員の配置に限界があるからです。また、介護職

員のサービス提供の範囲に制限があるからです。

介護職員に出来ること
　特養併設のショートステイに24時間看護職員がいたら・・・。夢のような話です。実現すれば、

医療的処置が必要な方々の受入の幅は今よりも広がるでしょう。しかし、夜勤の介護職員の人数

を1人増やすことも難しいのが現状ですから、24時間看護職員配置のことを考えるのはひとまず

止めておきましょう。

　さて、それではインスリン注射の必要な方や胃ろうの方に対して、介護職員に出来ることはど

のようなことでしょうか。結論から言うと、見守りと声かけだけです。例えばインスリン注射が

必要な方の場合、準備の段階で注射針を注射器に取り付けることはもちろん出来ませんが、一つ

一つ個別に密封されている針を開封することも出来ません。開封した瞬間から針の劣化が始まる

ため、注射の直前にご本人かご家族、あるいは看護職員が開封し、取り付けなければならないの

です。注射の後に、使用済みの針を取り外すことも出来ません。また、単位数のメモリを合わせ

ることも介護職員には出来ません。メモリの数字は小さく、目の不自由な方の場合読み取れない

ため、必ず職員が確認しなければなりませんが、介護職員自らがメモリを合わせる事は出来ませ

ん。実際に注射を打つ時はどうでしょうか。ご本人が注射器を手にし、打とうとしているその手

に介護職員が手を添えることは出来ません。握力が弱くなっている方はしっかりと注入すること

が難しいのですが、介護職員が力を貸すことは出来ません。もちろん、血糖値の測定も出来ません。

　胃ろうの場合も同じです。胃ろうボタンにチューブを繋ぐ、あるいは取り外すことは出来ませ

んし、薬の注入も出来ません。また、途中でスピードを調整することも出来ません。出来るのは、

見守りと声かけだけです。

　もし、研修等のある一定の手順を踏み、上記の内容の一部だけでも介護職員が行ってもよいと

いうことになれば、多少とも受入の幅は広がるのではないでしょうか。そのためには、法律の整

備や各専門職団体との調整など、大変な労力を伴うのかもしれませんが・・・。

老人保健施設のショートの方が望ましいのだけれど・・・
　ですから、このように医療的処置の必要な方々は、24時間看護職員が配置されている老人保健

施設のショートステイの方が本来望ましいのでしょう。しかしながら、小倉北区に７つある老人

保健施設が提供できるショートステイのベッド数は、７施設合わせても15床程度です（平成21年

度）。必要なときに必要な日数を利用可能とするベッド数とは言いにくい数だと思われます。そ

の限られたベッドを利用できなかった方々が、特養併設のショートステイへと流れるのは自然な
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ことでしょう。

　ところが、特養併設のショートステイでは、受け入れの際に前述のようにいろいろと制限があ

ります。こちらはこちらで利用が難しい。このような方々を受け持たれているケアマネージャー

の方々が、ショートステイ利用希望の電話を掛けてこられた際の第一声が「インスリン注射が必

要なのですが、受け入れていただけますか？」あるいは、「胃ろうの方なのですが、受け入れて

いただけますか？」といった言葉です。つまり、あちこちのショートステイで受け入れが難しかっ

たということです。

ご家族の素直な疑問
　ここに至って、ご家族の方に素直な疑問が浮かんできます。「家で自分たちが行っていることが、

どうして介護職員の方には出来ないのですか？」。ご自宅でご家族が行っている胃ろうの注入や

インスリン注射、経鼻からの吸引などは、残念ながら現在の介護職員の業務範囲として認められ

ていません。したがって、ご家族が思うようにショートステイの利用が出来ず、ご自宅で介護し

なければならない。介護負担を軽減し難いのが現状です。この方々も、同じように介護に疲れて

いるのです。

おわりに
　シルバー・サン・ホームとしては、現状の制度下で出来得る限りの手を尽くし、介護に疲れて

いる方々のお力になりたいと考えています。そのことが、結果として要介護者ご本人にとってプ

ラスとなると考えるからです。１泊２日でもいいので介護負担軽減の力となりたい。介護者は疲

れています。近い将来、必ず増えてくると思われる医療的処置の必要な方々も含めて介護負担の

軽減が図れるような制度へと、少しずつでも改善されていくことを大いに期待したいと思います。
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シルバーサンホーム　デイサービスセンター
在宅利用者の重度化による通所介護事業

� シルバーサンホーム　デイサービスセンター　

� 生活相談員　小　林　　　雄

１　研究発表の主旨
　高齢化社会が問題となっている今、療養型廃止に伴い、高齢者の在宅復帰による在宅系サー

ビス利用者の重度化が進んでいます。重度化に比例してリスクマネージメント・医療ニーズが

高まる現状において、通所介護事業所の役割と連携をどのように果たせば利用者が不安なく在

宅生活を送れるかを考えて行きたいと思います。

２　シルバーサンホームのご利用者状況と重度化の動向
　送迎、入浴、食事など日常の様々な分野の中で、困難事例が多数発生しています。送迎は�

“Door-to-door”ならぬ“Bed-to-bed”のベッドに迎えに行き、ベッドまでお送りするという流れの

方が増えています。入浴も認知症により、入浴中目が離せない方が大多数を占めています。食

事も重度化が進み減塩食やカロリー制限食、ムース食など食事形態の種類も増えています。ま

た嚥下力が低下している方や食事介助が必要な方も増えてきています。

　デイサービスを利用するに当たってのニーズとして、社会的交流を求めてご利用されていた

方が従来はほとんどでしたが、現在は家族の介護負担の軽減を目的に利用される方が大多数を

占めるようになりました。

ご利用者状況

送迎 入浴 食事 ニーズ

平成12年
開設時
初期

大多数が玄関で
待機

大多数が
見守りのみ

ほとんどの利用者
が自力摂取

生活リズムの調整
と社会的交流を目
的に利用

中期
送迎に行ってから
の身支度の援助が
増加

介助の必要な方が
増え、特浴開始

要食事介助者の
増加

入浴や食事目的で
の利用

現在 ベッドからの移乗
介助が増加

特浴希望者の増
加。見守りのみの
対応が激減

胃ろうの方と要食
事介助者の増加

認知症や重度利用
者の家族の介護負
担の軽減目的での
利用
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シルバーサンホームのご利用者の重度化：

　平成12年開業当初の要介護度は平均1.7でした。現在、2.4と重度化が進んでいます。それに

伴い、介護現場では急変リスクの高いご利用者の増加や認知症利用者への対応が問題になる

ケースが多くなっています。ターミナル期にある利用者が徐々に増加してきている事がその要

因に挙げられます。シルバーサンホームのデイサービスでも悪性腫瘍（末期癌）や進行性の難

病で末期にある方の受け入れを行っています。

ご家族との迅速で密な連携はもちろんの事、急変が起きた場合の職員の対応力や医療と看護分

野の知識の獲得が今後、必要になってくると考えられます。

また認知症利用者の対応で難しいのは認知症レベルにもよりますが、利用者間のトラブルです。

自分の思いをストレートに発言することが多い為、トラブルが発生しやすい傾向が見られます。

楽しく過ごして頂けないと利用中止に繋がり、家族の介護負担の増加にも繋がっていく為、徹

底したトラブルの予防が重要になっています。

３　ご利用者の重度化対応における事例報告
＜ケース１＞　独居の生活保護受給者の事例

【ご利用者情報】

�・ＩＫさん、65歳、女性、要介護５

�・既往歴

　①　アルツハイマー型認知症　　　　②　脳梗塞後遺症

�・ＡＤＬ

　①　食事：一部介助　　　　　　　　②　移動：車椅子（自走不可）

　③　入浴：一般浴　　　　　　　　　④　排泄：オムツ使用

【事例概要】

自宅がアパートの３階にあり、エレベーターが設置されていません。車椅子使用のため、送

迎では職員２名での上げ下ろしが必要です。ＩＫさんは以前使用していたデイケアを身体的

事故を理由に辞めた経緯があった為、シルバーサンホームではおんぶして階段を昇降するこ

とは避け、車椅子のまま上げ下ろしする方法を実施しています。

朝のお迎え、夕方のお送り時も家族が不在の為、本人から帰宅時に排泄の訴えがあった場合

は、自宅でおむつ交換も行っています。

【問題点】

送迎に関しては職員２名が必要になり、車内を空にしてしまう為、一番最初に迎えに行き、
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一番最後にお送りしています。そのため、車内にいる時間が長くなり、排尿の訴えも頻回と

なり、ご利用者の負担になっています。エレベーターがない為、職員２名で３階までの上げ

下げを行っていますが、職員にかかる負担が大きく、腰痛の原因や疲労の原因になっていま

す。

送迎時にほぼ毎回排尿の訴えがあり、送迎後の自宅でおむつ交換を行っています。本来デイ

サービスの業務ではありませんが、独居で頻回にご家族が来られないという事で介助を断る

ことが出来ない現状です。

【ケアマネージャーや家族への要望】

生活保護受給者ですので、利用単位数や支払い可能金額に限界があるのは承知していますが、

送迎のスムーズ化やご利用者の不安の解消の為にも、帰宅時の訪問介護の利用を検討して頂

きたいと思います。

＜ケース２＞　医療ニーズ対応の事例

【ご利用者情報】

�・Ｋ・Ｋさん、69歳、男性、要介護５、妻と二人暮らし

�・�既往歴

　①　胃ろう造設　　②　進行性核上性麻痺　　③　前立腺癌

�・ＡＤＬ

①　食事：胃ろう

②　移動：車椅子使用（介助により歩行可能）

③　入浴：普通浴、要介助

④　排泄：自宅での導尿、紙パンツ使用、トイレ誘導

【事例概要】

�・胃ろうの為、周りの方と違う対応になってしまいます。リクライニング車椅子を使用して

　いない為、胃ろうを注入の際は、マッサージ機で行っています。その為、周りの方の視線

　を集めてしまいがちです。

�・痰が溜まりやすく、排出しにくい為、適時吸引が必要です。

�・進行性の疾患である核上麻痺（注）の為、他の高齢者に比べるとレベル低下が早く、低下

　時の対応が困難です。
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【対応と経過】

■利用初期

　利用開始時は要介護３の認定を受けていました。歩行は職員１名での介助で歩行すること

が出来ていました。食事は胃ろうです。職員の声掛けに対しても反応が明確にあり、タオル

たたみなどの作業訓練やレクリエーションにも参加されていました。

■利用中期

　痰の絡み、尿失禁の増加が見られるようになりました。歩行は職員２名で介助を行わない

と対応できないレベルになりました。声掛けに対しての反応は日によって差があり、悪い時

は返答がない時もあります。きつそうにしている事が増え、レクリエーションへ参加するの

も難しい日が増えました。痰の絡みが増え、ご家族の要望もあり、利用中に１回吸引を行う

ようになりました。それに伴い、吸引機を購入し対応を行いました。このころ要介護５の認

定を受けました。

■利用後期

　痰の絡みが格段に増え、頻回に吸引を行なうようになった為、ベッドで過ごす時間が増え

ました。状態が悪い時は看護師が付きっきりで対応せざるを得ない状況にも多く見られるよ

うになりました。尿失禁も頻回に見られるようになり、ご家族から導尿の要望がありました

が、男性の導尿はリスクが高い為お断りし、トイレ誘導の回数を増やして対応しました。ケ

アマネより通所系のサービスは難しくなってきたとの事で利用中止となりました。

【問題点】

デイサービスは看護師の数に限りがありますので、ご利用時の医療行為に関しては、受入れ

時に話し合う場を持ち、検討しています。

浣腸やインスリン注射などの医療行為は看護師が全て対応することになります。インスリン

注射などには介護職員が一切関わることが出来ません。注射をする際にその方の体や器具に

触れることも出来ません。以前腹膜透析をされている方の受入の要望がありましたが、看護

師体制の問題や勤務時間の問題、衛生面の管理の問題などから受け入れる事が出来ませんで

した。
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（注）進行性核上麻痺という病気の概要

進行性核上麻痺はパーキンソン病よりもずっとまれで、基底核と脳幹の一部が破壊されます。
基底核は筋肉の動きをスムーズにし、姿勢の変化を調整しています。脳幹は呼吸、心拍、嚥下
など生命の中枢機能の調節を担っており、姿勢制御も補助しています。これらの脳領域が傷害
される原因は不明です。この病気は中高年に発症し、異常な姿勢、眼球の下方向への運動障害
を伴います。静止しているものを注視できない、動いているものを目で終えない、視野がぼや
ける、物が二重に見えたり、上まぶたが奥に引っ込んでびっくりしたような表情が現れます。
歩行は不安定になり、後ろ向きに転倒しやすくなります。発語や嚥下が困難になり、動作が遅
くなります。そのほかに不眠、興奮、短期、無感情、感情の急激な変動などの症状も現れます。
病気後期にはうつ病と痴呆が現れます。パーキンソン病と同様に進行性核上性麻痺でも３〜５
年以内に、重度の筋肉硬直と身体障害が起こります。通常は発症後１０年以内に感染症によっ
て死亡します。診断は症状に基づいて行われます。有効な治療法はありませんですが、パーキ
ンソン病の治療薬が症状の軽減に役立ちます。

＜ケース３＞　認知症利用者に対する対応の事例

【ご利用者情報】

�・МＫさん、88歳、女性、要介護２、息子と二人暮らし

�・既往歴

　①　アルツハイマー型認知症　　②　変形性膝関節症　　③　躁うつ病

�・社会暦

　元小学校教諭

�・性格：穏やかでしっかり者

【事例概要】

息子との２人暮らしで息子にも介護疲れが見られますが、在宅生活を強く希望しています。

デイサービス利用中は突然怒り出すことがあり、他者とのトラブルもたびたび見られました。

昔小学校の教諭をしていたという事で、子供の姿を見ると笑顔も見られますが、せん妄もあ

り、いるはずのない子供を探したり、息子を自分の子どもだと認識出来ていない様子が見ら

れます。

アルツハイマー型認知症の影響で性格が激しく、入浴の拒否や、帰宅願望により職員の制止

を振りほどき外に出て行こうとされる様子も見受けられました。自宅では家族が知らない間

に昔住んでいた故郷に一人でバスに乗って行こうとしましたが、途中で警察に保護され、帰

宅したこともありました。

またお迎え時の車への乗車拒否もあります。デイサービスの利用自体を拒否されることもあ

り、送迎に行った際に長時間かけて説得を強いられる事も度々です。単独の送迎ではないの

で他の利用者を待たせるような状況が起こっています。
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【対応】

デイサービスの利用日を増やして欲しいとケアマネからの要望があり、家族のレスパイト（介

護負担の軽減）を考慮し、受入れを了承しました。

帰宅願望が見られ、外へ出て行こうとする様子が見られます。その時は職員が付き添い、建

物の周りを散歩します。膝関節症がありますので、疲れてきたときは送迎車で迎えに行くな

どの対応を行っています。

激しい入浴の拒否がありますが、家族が入浴を強く希望している為、担当職員がご利用者の

話に傾聴しながら声掛けをし、入浴を辛抱強く促し続けています。

４　通所介護サービスにおける今後の課題
　今後、団塊の世代の利用者の増加が考えられます。また重度化も進み、現在の職員体制では

対応困難な方の増加も考えられます。医療ニーズの高まりに伴い、看護職員の充実、幅広いケ

アに対応できる介護技術が必要になってきます。

　デイサービスでは記録やケアプランの作成、送迎対応など、業務が詳細を極めています。利

用者に対するケアがおろそかにならないよう、業務の質を保とうとすれば、職員の残業時間も

増え、職員の疲労がピークに来ています。

　シルバーサンホームでは、デイサービスの送迎時の対応として、チャイムを鳴らし、ご利用

者の声や音がするなど生存確認が出来てからドアを開けるようにしています。地域包括支援セ

ンターやケアマネージャーからは応答が無い場合は中の様子を確認して、安否を知らせるなど

の対応をもとめられています。身体異常の早期発見ができる場合は良いのですが、亡くなって

いた場合は、警察からの事情聴取を受けなくてはなりません。今後、重度化が進み、自宅に独

居で過ごされている方が増えると、こういう場面に出くわす機会が増えてくると予想されます。

今後の課題として考えていかなければなりません。
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エスエム　ヘルパーステーション
地域福祉における訪問介護事業

� 主任　髙　橋　　　進

１　研究発表の主旨
　これまでの訪問介護（ホームヘルプサービス）事業は、高齢者に介護が必要となっても、安

心して自分らしく暮らせるよう支援するために、通所介護（デイサービス）や短期入所生活介

護（ショートステイ）などの他事業所や関連機関等との連携に重点が置かれてきました。最近

では、変化する社会状況の中において地域での働きと役割が重要視されるようになってきてい

ます。

　地域の高齢者が、「いつまでもいきいきとその人らしく、安心して暮らしていける」をテー

マに、その必要な制度やサービスが受けられるよう、住民と行政が協同で行う「地域福祉の面

からの地域づくり」において、訪問介護事業がどのような働きと可能性があるか、また、在宅

生活の維持と充実にどのような意義があるかを考えたいと思います。

２　社会状況の変化と訪問介護事業
　⑴　少子高齢化の進展

　北九州市の少子高齢化は全国平均を上回るスピードで進展しており、今後もこの傾向が続

くものと予想されています。主な要因としては、産業構造の転換による若年労働層の転出や、

出生数の減少などがあげられます。出生数は昭和47年のピーク時には19,995人でしたが、平

成19年には8,533人と、約４割までに減少しました。同様に人口1,000人当たりの出生数を表

す出生率も、昭和47年の19.1をピークに減少し、平成19年には8.6となっています。

北九州市と全国の高齢化率（％）の推移及び推計

昭和60年 平成２年 平成７年 平成12年 平成17年 平成22年 平成27年

全　国 10.3 12.0 14.5 17.3 20.1 23.1 26.9

北九州 10.3 12.7 15.7 19.2 22.2 25.3 29.1

　その結果、平成27年には約3.4人に１人が65歳以上という超高齢社会を迎えることが予測

されており、益々少子高齢化社会の中での、訪問介護事業の働きが求められるようになると

思われます。
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出生数と出生率

昭和 47 年 平成 19 年

出　生　数 　１９，９９５人 ８，５３３人

出　生　率 １９．１％ ８．６％

　これまでの親の介護では、当たり前と考えられていたような、子沢山の家庭内で、多人数

の子供が親の介護者として介護負担を分担することが出来なくなったり、少ない子供の家庭

では少人数で多くの高齢者を介護しなければならない現状となってきています。

　都市化の進展や核家族化により、親戚やとなり近所の方からの支援のもとに、介護をする

ことなどが難しくなってきています。

　即ち外部からの支援として、他人の手を借りなければ高齢者の生活、また介護は維持でな

い状況となってきており、外部からの確実な支援者として契約に基づく、訪問介護事業の必

要性が増してきています。

（平成21 〜 23年度）訪問介護（介護予防）サービス利用量の見込み

単位 平成 21 年 平成 22 年 平成 23 年
訪 問 介 護 利 用 回 数 回 /月 157,145 160,483 164,973

介護予防訪問介護利用人数 人 /月 5,889 5,895 5,943
訪 問 介 護 利 用 人 数 人 /月 9,443 9,678 9,980

　⑵　独居高齢者の増加

　北九州市の世帯状況は、単独世帯が増加するとともに、一世帯当たり人員が年々減少して

います。平成12年以降、65歳以上の高齢者のいる世帯では、５割以上の世帯が高齢者だけで

生活しており、高齢者の単独世帯も増加しています。この傾向は、家庭における支え合い機

能の低下や、地域における孤立に結びついていると考えられます。

高齢者のいる世帯の家族類型別世帯の割合の推移

平成７年 平成 12 年 平成 17 年

高 齢 者 単 身 ２５．１％ ２９．０％ ３０．４％

夫婦のみ（夫婦とも高齢者） １９．９％ ２２．３％ ２３．９％

その他の高齢者のみ世帯 　１．２％ 　１．４％ 　１．６％

若 年 者 と 同 居 ５３．８％ ４７．３％ ４４．２％
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　老人クラブや子供会などの地域団体数や自治会加入者は年々減少するなど、地域住民相互

の社会的なつながりも希薄化しており、地域社会は変容しています。特に、北九州市におい

て発生した「いのち」に関わる事例は象徴的とも言えるものだと思います。

北九州市の自治会加入率と地域団体数の推移

平成 11 年度 平成 17 年度 平成 20 年度

自 治 会 加 入 率 88.2％ 78.2％ 75.9％

子 ど も 会 数 ４０５ ２５３ １８１

老 人 ク ラ ブ 数 １，０９３ ９９６ ９２８

　このような単独世帯の増加や地域の高齢化の中でも、多くの人々は住みなれた地域や自宅

で生活したいと思っています。その為には、福祉や介護を直接サポートする役割としての訪

問介護員（ヘルパー）や、また地域の社会資源をつなぐ役割としての訪問介護事業が必要と

なってきていると考えます。

　⑶　生活保護受給者の増加

　経済状況の悪化に伴い、生活保護世帯が増加しており、「北九州方式」といわれるような

セ−フテイーネットが検討されています。保健・福祉サービスを適切に利用できる環境を整

備するとともに、医療提供体制・健康機器管理体制などの「いのち」を尊重した適切なセー

フティネットを構築し、「安心な暮らし」を目指す政策も進められています。

生活保護受給者世帯数の推移

平成16年 平成17年 平成18年 平成19年 平成20年 平成21年

非 保 護 人 員 13,122 12,761 12,711 13,533 15,336 18,365

保　　 護　　 率 13.1％ 12.8％ 12.8％ 13.7％ 15.6％ 18.7％

　高齢者の生活に直結する年金問題や、家族の生活を直撃する雇用問題などに代表される経

済状況の悪化は、生活保護受給者の増加という問題だけに留まるものではなく、介護サービ

スの利用を躊躇する事態も生み出しているのです。何がしかの支援を必要として介護保険を

利用しようとする際に、その１回のサービスを利用するために百円、千円単位のお金が惜し

くてサービスを利用できないという現実もあります。ぎりぎりの利用回数と時間の制約の中

での訪問介護事業は、事業所とヘルパーの犠牲的とも言える働きのもとに、まさに在宅高齢

者の生命線となってきているのです。
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３　ご利用者の介護度の重度化における訪問介護事業
　⑴　関係者間の連携

　介護サービス内容については、事業所やホームヘルパーが独自で決められるものではあり

ません。ケアマネジャーが作成するケアプランの内容に沿ったサービス提供となります。最

近では、ご利用者の介護度の重度化に伴い、介護サービスの内容として医療的ニーズなどが

増加し、これまで以上に関係者間の連携の重要性が増してきています。このため、サービス

担当者会などでの以下の項目を中心として、ケアマネジャーや関係者との連携・調整は訪問

介護事業所の重要な業務となっています。

　　①　ケアマネジャーとの連携について

　　　・利用者やその家族の生活全体および課題の共通理解

　　　・利用者の能力や潜在的な意欲の把握

　　　・利用者の課題、生活機能向上の目標、支援の方針等の協議

　　　・サービス事業者間の役割の相互理解、連携

　　②　関係者との連携について

　　　・地域の公的サービス・インフォーマルサービス等の共通理解

　　　・かかりつけ医や関係医療機関との連携

　⑵　リスクマネージメント

　訪問介護では、ご利用者の有する能力に応じて自立した日常生活を営むことができるよう

に支援することが求められていますが、ご利用者の重度化の中で、自立度を高めればリスク

が高くなる恐れがあります。まして、訪問介護においては施設介護に比べて、以下の状況か

らもリスクは多く大きいように思われます。

●訪問介護におけるリスク（危険）要因

　・職場の閉鎖性

　・１対１の関係性

　・住宅を含めた環境の制限　など

　エスエム ヘルパーステーションとしては、当然防がなければならないリスクを認知（予知）

し、評価し、事前の対策を講じ、万が一事故が起きた時には損害を最小限に防ぎ、事故処理

を適切・迅速に行う一連の流れが重要と考え対処しています。
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　⑶　職員のメンタルフォロー

　エスエム ヘルパーステーションとしては、サービス内容の医療的ニーズの増加や、終末

期ケアに近い環境における活動などによる、業務の深刻化により、従業者のメンタルフォロー

の必要性も感じられるようになりました。

　それは、訪問の際に、緊急事態に遭遇することや亡くなられたご利用者の第一発見者にな

ることもあるからです。そこで、そのメンタルフォローの実施方法としては、以下の方法が

考えられます。

●メンタルフォロー

　・セルフケア

　・管理監督者によるケア

　・事業所内のスタッフ等によるケア

　・事業所外資源によるケア

４　ニーズを関係機関につなぐ訪問介護事業
　⑴　生活関連分野におけるニーズとの連携

　地域における全ての生活課題やニーズは地域の支え合いだけで解決できるものではありま

せん。特に、介護保険のご利用者においては、介護保険外の支援が必要な時に保健・医療・

福祉サービスを適切に、また安心して利用できる環境整備が必要となっています。

　とりわけ、介護保険制度と地域サービスとの狭間で、そのご利用者のニーズを保健・医療・

福祉サービスにつなぐ役割を担うのが、現実的には一番身近な存在である、訪問介護事業所

ではないかと感じています。

●地域ニーズ　　 　　●ご利用者のニーズ　　　　　●関係機関

　【保健サービス】⇒　各種サービス利用など　　⇒　保健福祉局

　【医療サービス】⇒　緊急時対応など　　　　　⇒　総合保健福祉センター

　【福祉サービス】⇒　権利擁護・金銭管理など　⇒　ウェルとばた

５　地域福祉の面からの地域づくりにおける訪問介護事業
　⑴　ふれあいネットワークにおける働き

　地域の住民が力を合わせて、「見守り」、「助け合い」、「話しあい」の３つのしくみを作り、

「みんなが安心して暮らせる支え合いのまちづくり」が進められています。これまで以上に、

地域との連携が必要な訪問介護事業所としては、このネットワークとの連携・協力を以下の

項目を中心に検討していく必要があると考えます。
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　　①　「見守りのしくみ」において

　見守りのしくみとしては、50 〜 100世帯に１人の「福祉協力員」が委嘱されます。福祉

協力員の活動は、民生委員児童委員と連携して、援助を必要としている人に対し、ときど

き訪問を行い、安否確認や生活上で困っている問題などをいち早く発見し、ニーズ対応チー

ム（ボランティア班）につないだり、関係機関に連絡したり、役立つ情報を提供していき

ます。

　まさに、この福祉協力員としては介護の専門的知識と経験を持つ人材として、訪問介護

事業所の関係者が、役割を担うことができると考えます。

　現在、当法人では地域との連携と協力の方針のもと、実際にヘルパーステーションのス

タッフが地域の福祉協力員として登録し、各種の地域活動や行事に参加しています。

【事例】

　昨年、地域の100歳を越える独居高齢者の方が、食事の確保を含め、自立生活が困難な

状態となり、民生委員の方から支援の相談がありました。

　まずは、ケアマネジャーと共にスタッフが福祉協力員として関わり、介護サービスの利

用及びライフラインの確保に結び付けました。

　このことは、北九州市の「社協だより」にも地域ネットワークの事例として紹介されま

した。

　　②　「助け合いのしくみ」において

　福祉協力員等からの要請により、援助を必要としている人を訪問して、日常生活上の手

助けを行うため、福祉協力員１人につき５〜６人のニーズ対応チーム（ボランテイア班）

が作られています。

　このしくみにおいて、訪問介護事業所の関係者が住民が自分でできる範囲での援助と専

門的な知識・経験が必要な援助の見極めを行うことにより、援助対象者のニーズをネット

ワークにつなぐ役割を果たすことが可能だと思います。

　　③　「話し合いのしくみ」において

　何がしかの援助を必要としている人への援助方法を検討し、問題解決に結びつけるため、

連絡調整会議が定期的に開催されています。会議のメンバーは、校区社協役員、民生委員

児童委員、福祉協力員、ニーズ対応チーム等で、必要があれば、区社協や保健福祉センター

の職員等も加わって話し合いや情報交換などが行われています。

　やはり、この話し合いのしくみにおいても、何がしかの在宅生活の援助を必要とする高

齢者であれば、他の２つのしくみ同様に、訪問介護事業所の関係者が話し合いに加わるこ
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とにより、具体的な援助につながる可能性が高くなると考えます。つまり、「ふれあいネッ

トワーク」の対象者の中心者は高齢者であり、その高齢者の一番身近にいて、生活や心情

を良く知るのが、在宅では、訪問介護員（ヘルパー）だと思うからです。

　⑵　「いのちをつなぐネットワーク」における訪問介護事業所の役割

　北九州市では、市民が地域から孤立し、必要な各種制度やサービスが受けられないまま死

に至ることがないよう、みんなで「見つける」、「つなげる」、「見守る」ためのネットワーク

（取り組み）作りを促進しています。

　このネットワークの以下の３つの役割についても、訪問介護事業所としての働きと役割を

果たすことができるのではないかと考えます。

　　　①　見つける　⇒　訪問介護員は活動や訪問の際に情報収集を行います。

ご近所に支援や見守りが必要と思われる人がいないか、気を配り見つけます。

　　　②　つなげる　⇒　訪問介護員は的確な連絡先を選択することができます。

ご近所に支援や見守りが必要と思われる人がいた場合、民生委員などに相談するか、

担当部署に連絡します。

　　　③　見守る　　⇒　訪問介護員は定期的に訪問することにより、安否確認を行います。

見守りが必要な人には、本人を中心とした見守り体制を編成します。

　このネットワークにおいて、定期的に、高齢者宅を訪問する訪問介護員（ヘルパー）には、

地域における情報収集や発見の機会があることや、専門的な視点と判断での担当部署への的

確な連絡が行えること、そして日々の活動を通じての見守りを行えることなどにより、総合

的にネットワークをつなぐことが可能であり、「地域福祉の面からの地域づくり」において、

複数の訪問介護員をかかえる訪問介護事業所は十分に貢献する働きができると考えます。

６　在宅生活の維持と充実の意義
　本文では、「地域福祉の面からの地域づくり」において、訪問介護事業所がどのような働き

と可能性を持ち、在宅生活の維持と充実にどのような意義があるかを考えましたが、まとめと

して、エスエム ヘルパーステーションに９年余り在籍し、この８月から施設介護に移られた、

ヘルパーAさんが退職の際に残してくれた文章を紹介します。
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『在宅ヘルパーを経験して』

約９年在宅を経験し、人とのふれ合いがこんなにも温かく熱いものだと体で覚えました。

両親が60代で亡くなった時、私は30代、甘えて育った私には、親の気持ちなどわかるはずが

ありません。

仕事をしていると親と重なりますが、しかし、いろいろな方がおられる。

ひとりひとり育った環境が違い、個性豊です。

そんな、利用者の心を開くのがヘルパーの仕事なのかと思っています。

掃除が下手でも、調理が下手でも、ほどほどに出来れば問題はありません。元気な利用者な

らば、逆に下手な方がよく、手伝ってもらいます。

利用者をうまく動かすのです。

そうする事で、生活に活気が出て段々と表情も変化します。

しかし、全てがうまくいくはずがありません。

相性もありますから・・・・・。

怒鳴られ、追い払らわれ、落ち込んだ事を力にかえて強くなります。

利用者がヘルパーに一番求めているのは「心を許せる人」だと思います。

子供のいない90代の利用者を入浴介助した時、「娘が出来た」とうれしそうに、それは満面

のほほ笑みで言われました。

又、ある亡くなった利用者には「あなたの顔を見るとなぜかほっとする」と、よく言われた

事が、忘れられません。

忘れられない言葉を胸に刻み、今後の人生に役立てられればと思っています。

在宅では、怒ったり、笑ったり、泣いたりできる環境であり、許せる限り自宅で過ごしてい

ただきたい。

今回、有料老人ホーム、グループホームを体験しました。

老人ホームでは、在宅のような我がままは言えません。

集団生活です。

身の回りはとてもきれいですが、表情は淋しそうです。

自分が年老いた時、在宅で許せるかぎり過ごし、その後、認知症を患い、グループホームで

過ごせれば・・・・・と思うところです。

ただし、お金を貯めなくては・・・・・入れません。

在宅が一番だと思います。
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エスエム介護支援センター
「もうすぐ、102歳」

� エスエム介護支援センター

� 介護支援専門員　溝　上　　　純

　はじめに、シルバーサンホームの周辺地域に認知症を有する独居高齢者が多く存在します。そ

の方々の在り方、生き方をどのようにサポートすれば良いか、非常に悩むケースのため、事例と

して一緒にお考え頂きたいと思います。

女性　Ｓ・Ｓさん　　101歳　　　要介護度　１

自立度　　Ｊ2　　隣近所へなら外出する程度

認知症度　Ⅲａ　日中を中心として、日常生活に支障を来たすような症状・行動や意思疎通の困

　　　　　　　　難さが時々見られ、介護を必要とする。

地域包括支援センターからの相談内容

自宅近くのコンビニ前で倒れこんだのか、転倒したのか不明。

倒れこんだ状態で近隣住民に発見され荷台のカートに乗せられ自宅へ搬送。

搬送した際に、自宅の冷蔵庫内を確認すると食材が全く入っておらず、本人との会話も成立しな

い状況から物忘れありと判断。食の確保困難なため生命の危険性が高くサービス導入が必要とな

る。本人の状態から区分変更申請を行う事が望ましく、担当依頼あり。

生活歴

小倉で育ち、今から数十年前に上京。デパートで勤めた事もある。

東京より小倉へ帰郷。一人暮らしを始め、現在に至る。

生活状況

要支援２の認定を受け、地域包括支援センターが担当。サービス利用希望せず、利用しないまま

現在に至る。

収入は老齢福祉年金需給３ヶ月で約12万円程度。

サービス導入後に老齢福祉年金が一年半ほど前から支給中止発覚。原因は現況届け未提出のため。
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家族状況
結婚歴なし。

親族である弟さんが数年前に亡くなり唯一の親族は、亡くなった弟の嫁氏のみ。

本人に何かあっても親族から援助を受けられない状況。

弟嫁氏も88歳と高齢で要介護３の認定を受ける。

健康状態

日常から病院にかかる事なく、介護認定更新時に病院受診する。

その際に、高齢に伴う心臓、腎臓機能低下があると診断を受ける。本人の認知能力低下により内

服薬自己管理困難である事から処方なし。

ＡＤＬ

全て動作的には、ほぼ自立しているが見守りや一部介助を行った方が望ましい状況にある。

食　事　：摂取動作自立している。摂取量少量、残飯をそのまま放置。

入　浴　：シャワー浴もしくは、浴槽に入り入浴していると本人談。実際の状況把握困難。

　　　　　体や頭皮の臭いなく、清潔に保たれているが、両下肢は、常に汚れが目立つ。

更　衣　：動作可能であるが、衣類汚染が目立つ、ボタンなども外れた物を着用。

　　　　　排泄動作自立している。尿、便臭なし。

歩行・移動　：下肢筋力低下あり歩行時にふらつく。杖もしくは、押し車を使用して屋内外

　　　　　　　を歩行移動。時折、転倒され腰部打撲にて腰痛が生じることもしばしばあり。

ＩＡＤＬ

全て自身で行っていると主張するが現状困難な状態にある。

掃　除　：居宅内を確認すると全く掃除できておらず、害虫も大量に発生している。

洗　濯　：洗濯機周りや居室内に洗濯物が散乱。物干し竿は、ひどくさび付いており使用困

　　　　　難な状態。浴室ドアに一本の紐が結び付けられており、その紐に数枚の下着など

　　　　　を干す。

買い物　：腰痛著明にあり屋外歩行困難な状況。冷蔵庫内に食材全くなし。

調　理　：管理員の買い物支援や冷蔵庫内の食材がない事から自身での調理が困難であると

判断。鍋とやかんの焦がしが目立つ。火の着け忘れがあると予想。

金銭管理　：タンス貯金を数百万円ほどあり。管理員の支援にて郵便局へ貯金。茶封筒に数

十万円を入れ自己管理。時折、現金の入った茶封筒が紛失するも数日経過する

と本人の手元に。公共料金の未払いや重複払いあり。全て現金払いで引き落と
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しになっていない。介護保険料も１年近く滞納。

服　薬　：処方薬なし。

電　話　：難聴あり、数十回電話の呼び鈴を鳴らして出る時と出ない時がある。

認　知

平成19年　認知症の診断を受ける。

記憶障害、見当識障害あり。亡くなった弟さんが、今も健在など事実と異なる内容。

コミュニケーション

日常会話支障なく可能、事実と異なる内容が多い。昔の話は、鮮明に覚えており、はっきりと話

す。最近の話になると曖昧になり、先ほど話した内容を忘れる。

社会との交流

外出機会がない。住まいの管理員や福祉協力員の定期的な訪問あり。カーテンを締め切り、電気

も点けず、ベッドに横になりテレビを見る。時折、うとうと居眠りして過ごす。

褥瘡・皮膚・清潔

褥　瘡　：確認困難なため、把握できず。

皮　膚　：上半身は、乾燥なく清潔を保つ。下半身、特に両下肢の乾燥著明。

清　潔　：トイレットペーパーが切れており、使用の確認困難。便器内に排泄物の汚染が目

　　　　　立つ。眼脂多量に付着あり、眼科受診が望ましい。

口腔衛生　：ほぼ総義歯、義歯洗浄自立。使用不明、常に義歯を外した状態。

介護力

数年前に弟が亡くなる。その弟嫁が健在、市内に在住。

居住環境

集合住宅の一室に在住、家賃約４万円、エレベーター使用可能。交通の便良好。周辺にコンビニ

あり体調良好時に活用。居宅内にゴキブリやハエが大量に発生。

お風呂場の浴槽内や寝室など至る所で発見、卵や糞の散乱も目立つ。靴下で居室内を歩くと音が

聞こえてきそうな酷い汚染の状況。悪臭も強く、トイレは、大量の便が付着した状態。
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経　過
食の確保や環境整備などヘルパーを導入するにも大掃除が必要不可欠な状態。

害虫駆除やゴミ捨てなど有料サービスで４〜５名がかり数時間かけて行うほどの掃除内容のた

め、ご本人に料金負担や掃除の必要性の理解が物忘れの状態では、非常に理解困難なため、エス

エムヘルパーステーションと話し合い、命の危険性が高い事から今回のみ特別にボランティアに

て大掃除を提供。

ご本人へ前日、当日と説明を繰り返しなんとか同意を得て大掃除。

サービス提供責任者３名、ヘルパーステーション管理者１名、そして私も参加、合計５名の大掃除。

５名とも完全防御体制で、ゴキブリやハエに対抗するため、雨ガッパや手袋、マスクを着用。見

えているのは目元のみ。

大掃除を行う数ヶ月前に福祉協力員の支援で大掃除を行い、ゴミ大袋を40 〜 50個分のゴミを出

したにもかかわらず、当日のゴミ大袋の数は、20 〜 30個ほどのゴミが発生。掃除の最中にゴキ

ブリやハエと格闘、自宅にあった殺虫剤も底をつく。本人から害虫駆除用品等の購入代金を預か

り、新たに購入。いつ炊いたか不明な炊飯ジャーに入ったご飯がお酒になっている。入念に洗う

が臭い取れず使用困難な状態。トイレには、トイレットペーパーがなく空の箱ティッシュや少量

のキッチンペーパーあり。便器には、大量の便付着、除去するのも一苦労、５名で奮闘して大掃

除終了。

大掃除最後まで寝室である和室の掃除は、同意を得られず簡単にゴミ収集。

ヘルパーによる通常の介護保険サービス導入準備が整い週２回のヘルパーサービス開始。

食事確保は買い物代行にて対応。調理器具不足。賞味期限の把握困難や保存状況不明などの理由

から食品を新たに購入する。

大掃除の際に掃除道具や日常生活用品の不足により、一万円近い出費あり。本人に調理器具など

の購入代金を請求する事に抵抗を感じる。

本人とお会いしてまだ１、２回のため、お金を何度も請求すると不信感を抱かれるのではないか

との器具あり。ご本人の気持ちを考えると調理器具を揃えるに至らず。こちらの心配とは関係な

くサービス導入して数週間が経過すると悪臭のしていた炊飯ジャーを使用してご飯を炊飯してい

る。

週２回のヘルパーサービス以外は、何も利用されず、火も取り扱っている形跡あり。自宅訪問を

一月に10回以上訪問を重ね安否確認を実施。

ライフラインの確保

公共料金等の支払い未払いが多く、止められる寸前のものもあり、支払いを早急に行う。現金支

払いになっているため、請求書がポストに届く。本人、ポストの鍵を紛失しており、書類を取り
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出すのも一苦労。本人、フラツキ歩行のため、ポストへ行く事ができず、代わりにポスト内を点検。

支払いが終了してから、郵便局通帳引き落とし、作業を管理員の協力を得ながら取り組み引き落

とし手続きを完了。

通帳内を管理員と確認すると年金が１年近く前から支給停止になっている事に気づき、年金支給

再開の手続きを実施。確認後、年金の現況届け未提出が判明。死亡していた事になっている。他

にも水道料金の重複払いもあり、返金手続きを行い定額給付金も同時に申請。年金等の支給によ

り50万円近い収入を得る。本人様に説明すると大喜びされ、お金がもらえる事に関しては一度の

説明でスムーズに理解する。収入の手続きをした結果、担当ケアマネジャーを覚える。

要介護認定新規申請の結果

要介護１の認定を受け、すぐに週２回から週３回のヘルパーサービス提供の準備を整え、食の確

保を強化した計画でサービスを提供。

本人に説明して同意を得てから施行、渋々な面もあったがヘルパーの名前も覚え、導入した当初

に比べいくらか受け入れが改善する。

増やした週１回のヘルパーサービスは、食事の買い物代行を提供。環境整備は、週２回のサービ

ス提供時に整備され週２回のまま継続とした。

和室のみ本人の許可を得る事ができず、環境整備困難な状況。

一冊のアルバム

食事や寝室として使用している和室の汚染が酷く、害虫の発生原因となっている事から、何とか

環境整備が出来ないか模索中、自宅の簡易式折りたたみベッドの台が破損して崩れ落ちそうに

なっている事に気づき、ベッドからの転落が予想される。ご本人に、ベッドの購入を勧めてみた

が同意を得られず、他の方法を検討。偶然にも中古のベッドが手に入る。ベッドの入れ替え作業

を実施、同時に和室掃除を検討。ベッドを使用できるように天日干しなど準備を整え自宅へ持参。

ご本人に何とか了承を得てベッドを入れ替え、その際、和室掃除を行う。今まで使用していたベッ

ドからゴキブリの卵やつぶされたゴキブリの死骸など多数発見。和室の畳も汚れ酷く雑巾がけを

施行、軽度ではあるが整備する。その時、一冊のアルバムを発見。ご本人とアルバムの写真を見

ながら身の上話に花が咲き、本人の生活歴も少し聞く事ができた。

101歳の病院受診

介護認定更新のため、病院受診が必要になる。

日頃、病院受診されず、受診をどちらの病院にするか、受診方法をどのようになど、地域包括支

援センターや管理員と相談。結果、ケアマネが受診同席する。
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受診する数日前から本人に説明して同意を得る。

当日、自宅訪問する。綺麗な衣類を着用され準備万端に整っている。若干、シースルーの肌が透

けたブラウスを着用。

病院受診のため、事前にＦＡＸにて情報提供を行う。担当医に必要な内容のご理解を頂く。

受診結果、高齢による心臓、腎臓機能低下から下肢の浮腫が見られる。内服処方も可能だが、本

人の認知能力から自己管理困難により処方せず。前回の受診と比べ、認知能力がかなり低下して

いる。水分不足もあり、こまめに補給するようにアドバイスを受ける。

現　在

今も健在で一人暮らしを続けている。

しかし、火の不始末から鍋、やかんを黒焦げにしながら調理を行う。食材も自身で近くのコンビ

ニに買い物に出かけている様子。もちろん転倒のリスクも高く、火災の心配もあり自身で行う事

に無理がある。料理は自分で行いたいと言う意思で行っている。

火災の危険は日常生活用具給付により電磁調理器の支給を受け、自分で行う調理を継続できるよ

うに試みている。

日に日に体力低下があり、ベッド臥床の頻度も増えているが体調不良なく過ごす。

Ｓさんは、自分で出来る、他人に迷惑をかけたくないと言う強い希望からサービス導入に難色を

示しました。また、認知症もあり、こちらからの説明をすぐに忘れてしまい、何度も自宅訪問し

て理解を得るように努めました。Ｓさんは、居宅内が散らかっていてもご自分の体調が悪くても

自己責任として生活されているため、Ｓさんにとってこうあるべき、こうした方が良いと言う考

えは押し付けになっていないか、Ｓさんの生活を邪魔しているのではないか、と自問自答を繰り

返しています。

火災の心配や金銭管理の不十分から生活困窮に陥る事が予測できるため、関係機関と相談しなが

ら検討していますが、ご本人から悩みの声や相談がなければ、社会制度活用も出来ない現状です。

唯一の弟さんの嫁の方に相談しましたが、弟さんの嫁の方も高齢なため、「全て市にお任せします」

との返事で、制度利用の申請も対応が難しく、今のところ何も手が出せない状態です。何か起こっ

てからでないと関係機関も対応できないようです。

電磁調理器支給の了承をご本人に得るため、何度も説明を行い、支給を受けるまで半年以上が経

過してしまいました。この間、運よく火災が発生しませんでしたが、プラスチック容器などをガ
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スコンロの火にかけている事もあり、いつ火災が発生してもおかしくない状況にありました。在

住の集合住宅管理員へその都度、生活状況の報告をしていましたが、利用者の事故は担当ケアマ

ネジャーの責任と追求されるのではないかと考え込んでしまい、ケアマネジャーとして勤務する

事が恐いと感じた事もあります。

Ｓさんのような超高齢者の場合、医療面や生活面の問題の他、金銭管理や施設入所の際の保証人

の問題などが必ず訪れます。その時、本人の意思をどこまで尊重しながら在宅生活を支える事が

出来るかが、今後の大きな課題になると考えています。
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エスエム介護支援センター
認知症・独居高齢者への支援

� エスエム支援センター　

� 介護支援専門員　小　林　優　香

　北九州市の高齢化率は24.8％。その内、独居高齢者は30.4％。認知症高齢者自立度Ⅱ以上の認

定者数は29.444人、12.4％を占めています。（北九州市ホームページより参照）

　今回挙げる事例も認知症の独居高齢者です。一人暮らしのため、金銭管理や病院受診もせず、

民生委員の方からの連絡がなければ、孤独死される事も有り得ましたので、事例報告として挙げ

ました。

【事例紹介】

　Tさん　　79歳　男性

　要介護度：要介護２

　疾患名　：アルツハイマー型認知症・高血圧・肺気腫・腰椎圧迫骨折

ＡＤＬ

歩行：杖歩行・一部介助

食事：自立

排泄：リハビリパンツ使用　失禁あり

入浴：一部介助　（洗身・洗髪等、声掛け・支えが必要）

更衣：一部介助　（衣類の準備・ズボンなど足を通す時に、支える）

整容：一部介助　（声掛けが必要）

【家族構成】

独居。結婚後、二人の子供を授かるも、妻と離婚。

現在は、音信不通　　

妹夫婦は、関わりを拒否。

経済状況

年金　10万／月

家賃・光熱費等に滞納があり。
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生活保護、介護扶助のみ

医療扶助は、一割負担金あり

生活歴

大分県出身。運輸業に勤務　定年を迎える

趣味　模型作り

　

居住環境

２DK。トイレ・浴室あり。

周囲には、スーパーもあり、交通量も多い

事例概要

平成19年　民生委員より、「買い物中、転倒を繰り返している方がいる。高齢で身寄りもない為、

ヘルパーに来てもらう事はできないだろうか・・」と、地域包括支援センターに相談がある。

介護保険の申請を行い、暫定プランで週１回　生活援助のサービスを利用していたが、要介護

１認定がおり、地域包括支援センターよりプランの依頼あり。

平成20年１月末訪問。

年金受給日まであと一ヶ月残金は全くなく、食材もラーメンが４食分あるのみ

家賃・光熱費も延滞料・未払い分を支払っている状態

通院もされておらず、室内の移動時も息切れが見られる。

緊急でショートステイ利用。年金受給日に合わせ、退所の日程を調整する。しかし、自宅にお

送りした際、電気が止められていたので、一日退所を延期。その間に電気代の未納金、一ヶ月

分のみ支払いを代行する。

後日、地域包括支援センターより、「そのようなショートステイ利用は、介護保険上ふさわし

くない」との助言がある。

２月　

日常生活自立支援事業に相談

金銭管理・財産保全サービスを利用手続き申請　

３月より利用
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権利擁護センター「金銭管理サービス」契約成立。

公共料金・家賃等の支払い、日常生活に必要な預貯金の出し入れと本人が必要な現金の受け渡

しを依頼する。

ヘルパー・ステーションのサービス提供責任者に出納帳にて管理を依頼、毎月確認後生活費

２万円の受け渡しを行う。

４月

ヘルパーステーション事業所より連絡があり。

意識レベルの低下・声掛けに反応

訪問。救急搬送。同行する。

脱水症状とのこと。ヘルパーステーションに水分補給を依頼する。

５・６月

月に１回のペースで熱発あり。主治医と相談をしながら、対応していく。

訪問介護サービスを週３回から毎日に変更。

鍋を焦がしたり、焼きそば・鶏のミンチなど火を通さなければならない食品をオーブントース

ターで焼き、半生状態で食べている。

食べる量も多く、ご飯三合・食パン一斤・ヘルパーが調理したおかずを一晩で食べるため、訪

問介護事業所と対応について検討。食事は一日分購入で様子を見る。

火災予防として、訪室した際にガスが開いていない事を確認し、元栓を開く。退出時には元栓

を閉める手順を徹底する。デイサービスの利用をプランに追加する。

10月

一人で外出し、自宅に戻れなくなる。

管轄の交番にアセスメント表・写真を持参。認知症がある為、自宅に戻れない可能性がある事

を伝え、捜索をお願いする。しかし、捜索願は警察署の方が対応は早い、警察署で相談するよ

うに薦められる。

警察署に行き、届出の相談をする。しかし、身内ではない為、届出は出せないと説明を受け、

捜索方法を相談中に電話が入り、座り込んでいる所を近所のデイサービスの方が発見、自宅に

誘導してくださったとの報告あり。

後日、今後の対応方法を統括支援センター・地域包括支援センターに相談。

高齢者徘徊ネットワークに登録。徘徊探知機の申請のアドバイスを頂き、代行申請を行う。し

かし、探知機は破損した場合に、弁償しなければならない事や、独居であること、保証人がケ
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アマネと言うこともあり、申請を却下される。

自治会長に、相談に伺う。ご本人の状態を報告。いのちをつなぐネットワークに連絡を入れて

くださる。

11月

認知症が悪化、一人での生活に不安を持ち、施設入所を希望

施設をケースワーカーと相談。施設を当たるが、「介護度が軽い」「保証人がいない」「金額の面」

などが問題となり入所できる施設が見つからず、入所までの期間、在宅を支援する方向で対応

する

平成21年１月

自宅内で放尿・転倒が見られる。

かかりつけ医に相談。レントゲン検査にて、大腿骨骨折した後があり、左右のバランスが悪い。

「後遺症が残っているのかもしれない」との診断。

失禁の回数が増え、オムツ給付の手続を代行・ベストポジションバーのレンタルの手配を行う。

紙パンツ交換時、「殺すぞ！」等、暴言が見られる

平成21年３月

発熱・嘔吐あり。レントゲン検査により、肺炎の疑い、主治医は、毎日点滴が必要な為、往診

の相談がある。しかし、点滴を行っている時間、付き添いが出来ないこと、オムツ交換の対応

が限度額内では出来ない事などもあり、入院を相談。入院となる。

平成21年４月

２週間後、入院先にお見舞いに伺う。

気管切開術後、抑制されていた為、抑制帯を外そうと、もがいている姿が眼に入り、変わり果

てた姿に自分の判断が間違っていたのでは・・、と胸が詰まり、声も掛けられずに退室する。

同年10月に他界される。

考察及び今後の課題
　今回の事例で、アルツハイマー型認知症で独居の方に関わり、認知症の進行、問題行動が増え、

支援していく中で一番困難を感じたのは徘徊時の対応です。

徘徊探知機・捜索願の申請が身内ではない事で、利用や手続ができず、徘徊を未然に防ぐことも

難しい為、対応方法に試行錯誤しました。
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その後、ご本人も独居の生活に不安を抱き、入所できる施設を探しましたが、介護度が軽い事、

金銭面や保証人がいない事で施設を探すことが出来ませんでした。

　認知症の進行を抑える薬（アリセプト等）の処方がされても、内服できない環境では進行を抑

えられるわけがなく、初期の段階から確実な内服ができる環境調整が大切と考えます。内服や生

活状況の把握等では介護サービスでは補えられない部分も多く、インフォーマル・サポートの関

わりがどれくらいあるかで、認知症の進行が変わってくると思われます。

今後も認知症で独居の方が増えてくる為、Aさんとの関わりを生かし、今後の認知症の方との関

わりに生かしていきたいと思います。
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沿　　　　革
� 社会福祉法人　兼　恵　園

昭和53年６月１日� 発起人会設立

� 発起人：力丸良之助、鮎川武雄、大迫正富、田中丸重雄、

� 黒河隼人、鶴原六郎、深江京輔、真山茂、横佐古重徳、

� 尾畑實男、吉田守、岡部恵次、岡部千鶴子

昭和54年11月９日� 社会福祉法人兼恵園設立認可（厚生省社第976号）

� 理事長　岡部恵次

昭和55年３月21日� 国有地取得　面積1472.49㎡

昭和55年９月13日� 特別養護老人ホーム シルバー・サン・ホーム医務室開設許可

昭和55年10月１日� 特別養護老人ホーム シルバー・サン・ホーム設置認可

� 入所定員50名　面積1499.08㎡

昭和55年10月２日� 特別養護老人ホーム シルバー・サン・ホーム開業

昭和58年２月15日� 日本自転車振興会補助金を受け、30床増床。入所定員80名となる

昭和58年８月23日� 寝たきり老人等短期保護事業開始　定員２名

平成２年６月12日� 老人家庭奉仕員派遣事業開始（約５年）

平成２年10月２日� 施設開設10周年記念行事実施

平成８年12月２日� 九州馬主協会の助成金を受け、ベッド等購入

平成11年３月31日� 国有地150坪取得（大手町102-2）面積500.10㎡

平成11年７月８日� デイサービスセンター及びショートステイ居室増築工事着手

� 鉄筋コンクリート３階建　面積　810.18㎡

平成11年10月１日� エスエム 介護支援センター開業

平成11年11月１日� エスエム ヘルパーステーション開業

平成12年２月１日� シルバーサンホーム デイサービスセンターＢ型・Ｅ型、ショートス�

� テイ開業

平成12年４月１日� 介護保険の指定介護老人福祉施設・短期入所生活介護施設・訪問介�

� 護事業所・通所介護事業所・居宅介護支援事業所となる

平成14年８月９日� 岡部初代理事長が退任し、白石和男理事が第２代理事長に就任

平成15年５月29日� 定款を変更し、法人の行う第二種社会福祉事業に、「身体障害者居�

� 宅介護等事業（エスエムヘルパーステーション）の経営」を加える

平成17年８月11日� 白石第２代理事長が退任し、林美智夫理事が第３代理事長に就任

平成19年５月25日� 特養における最初の看取りケアの利用者がご逝去
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平成21年１月１日� 介護ソフト「ほのぼの」導入。記録をすべて電子化

平成21年３月31日� 中央競馬馬主社会福祉財団助成金による特別養護老人ホームの２階�

� ３階トイレ改修工事完了

平成21年４月１日� 特別養護老人ホームの終末期ケアに緩和ケアを導入

平成22年10月１日� 特別養護老人ホーム シルバー・サン・ホーム創立30周年記念祝賀�

� 会開催

社会福祉法人兼恵園（平成22年10月１日現在）

理事会

理事長：� 林美智夫

理　事（６名）:� 林美智夫、合馬紘、田畑實、藤本新二、村上充生、橋本久子

監　事（２名）：� 濱根勝幸、清水隆人

顧　問:　� 安枝守太

評議員会

評議員（13名）：� 林美智夫、合馬紘、田畑實、藤本新二、村上充生、平山政智、立花保昭、

� 加藤汎、松本篤、菅原志典、野村昌照、橋本久子、岡部多恵子

オンブズパーソン委員会

委員長：� 立花保昭

委　員（５名）：� 立花保昭、長崎修二、正野眞宏、加藤汎、建山悦子

シルバー・サン・ホームめぐみ会（家族会）

会　長：� 田中与曽次

役　員（３名）：� 田中与曽次、建山悦子、萩野清美

親和会（職員会）

会　長：� 橘恭平

会　員（88名）:� 法人職員
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編集後記
　

　「創立30周年記念誌」発行にあたり、ご執筆いただきました皆様に改めてお礼申し上げます。

　特別養護老人ホーム シルバー・サン・ホーム発起人の大半の方々は既に鬼籍に入っていらっ

しゃいます。発起人の皆様並びに、今日まで施設運営に関わって下さった役員の方々のご苦労が

あって初めて創立30周年を迎えることができると思いますと、誠に感謝の念に耐えません。

　元財務大臣の藤井裕久先生は元YMCA総主事の藤本新二様とのご縁から、わざわざ小倉まで

お越し下さり、福祉の将来のためにご尽力下さったと伺っております。株式会社ゼンリンの元会

長の故大迫忍様には社会福祉法人兼恵園の経営面で一方ならぬご貢献を頂きました。元北九州市

議会議員の平山政智先生が旧造幣局跡地の開放に働きかけて下さったことが今日の大手町の発展

に繋がり、図らずもその中心にシルバー・サン・ホームが位置しています。

　先生方を初めとして行政諸機関の関係者の方々、そして多くのボランティアや地域の皆様のご

支援に感謝を忘れることなく、社会福祉法人兼恵園が地域のお役に立てるよう、職員一同、ご利

用者の支援に誠意を尽くして、精進する所存でございます。

　今後ともご指導ご鞭撻の程、宜しくお願い申し上げます。

� 特別養護老人ホーム シルバー・サン・ホーム

� 施設長　岡部　多恵子

お問い合せ
社会福祉法人　兼恵園
住所：〒803-0814 北九州市小倉北区大手町17-15
フリーダイアル：0120-837-554
FAX：093-583-5588
Eメール：sshomu55@rose.ocn.ne.jp
HP：� http://www7.ocn.ne.jp/~sshome/

特別養護老人ホーム シルバー・サン・ホーム、
短期入所生活介護
　　Tel（共通）：093-582-0100
　　医務直通：　093-582-1201

シルバーサンホーム　デイサービスセンター
Tel（直通）：　　093-561-0106

エスエム　ヘルパー・ステーション
エスエム　介護支援センター
Tel（共通）：　　093-583-1212

交通アクセス
小倉駅バスセンター発　いずれも徒歩４分
　小倉都心周遊バス　大手町下車。
　22番、25番、43番、　木町２丁目下車。
　27番、28番、45番、　木町下車。

発行者
社会福祉法人　兼恵園
〒803-0814 北九州市小倉北区大手町17-15

発行日
平成22年10月１日




