
 

 

 

 

  

 さる 11 月 2 日（日）、セントポーリア愛の郷では秋の文化発表会があり、

恒例の音楽療法（コンサート型）発表会を開催致しました。前日から徳島文

理大学音楽学部音楽学科音楽療法コース主任講師井村幸子様にお越し頂き

ました。井村先生には米国音楽療法の最新情報をお聞かせ頂きました。米国

と日本との最大の相違点は、音楽療法士がヘルスケアの職業人としてチーム

医療の一員たる立場を確立しているのに対し、日本では未だ福祉施設にいる

レク担当の“歌のお兄さんお姉さん“的存在の傾向があります。もちろん日

本の音楽療法の現状にも問題がある訳で、その点を井村先生は、「米国に見

習い、治験データを集積し、例えばアルツハイマー型認知症に対し、未だ効

果的な治療法が確立されていないなか、音楽療法が認知症にともなう症状に

働きかける、そして認知症そのものの進行を遅らせることができるという効

能を持つことを実証していく必要がある」と強調されます。また、音楽療法

がまずは健康な人に対して認知症予防教室等の段階で実践され、病気、障が

いの予防としての役割を果たすことにより、高齢化社会の急速な進行に伴う

医療費の増大に歯止めをかけうる効果を持つことを実感させることが肝要

ですと指摘されます。因みに韓国における音楽療法は日本より後発であった

にもかかわらず、米国流を取り込み、現在では日本よりも進んでいると井村

先生は嘆息されます。 
 さて、発表会当日、ご出演されたご入居者の方々は最初こそ緊張されたご

様子でしたが、曲が進むにつれ、大坪療法士の指揮に合わせて、トーンチャ

イムを見事に演奏されました。演奏の後は合唱です。秋の定番叙情歌を中心

に感動の歌声を披露して頂きました。 
セントポーリア愛の郷の音楽療法は徳島文理大学の手厚いご支援を受け

ながら、同大学他、武庫川女子大学、また来年入職予定の相愛大学ならびに

四国短期大学出身の音楽療法士が集まる、日本では稀有な音楽療法実践特養

としての存在をアピールしていきたいと考えております。 

平成 26 年 12 月 1 日号

 社会福祉法人 緑峯会 特別養護老人ホーム セントポーリア愛の郷

愛の郷だより  VOL.92 

～～～介護を取り巻く問題点『介護離職』～～～ 

家族の認知症の進行等のために、止むを得ず仕事を退職する人が増えています。平成 25 年

の介護による離職者は前年比 41％増の 9 万 3,000 人となりました。特に、働き盛りの 40 歳

から 50 歳代の女性が目立っています。女性の離職者は 7 万人で全体の 76％となっています。

安倍首相の成長戦略スピーチにあった『女性が輝ける日本』を実現するためにも何らかの方

策を打ち出す必要があると思います。 
又、介護をしながら働いている人は全国で 291 万人いると言われています。このような働

く人の中から介護離職をどうすれば防げるかが日本の人口減の中での大きな課題となってい

ます。介護休業制度の拡大による『仕事と介護の両立』を可能とする企業の取り組み、とり

わけ介護休暇終了後の現場復帰への定着、要介護者の受入れ施設を増加させる自治体の取り

組みなどが求められています。

【理事長 北嶋勇志】 
 

◎面会制限のお知らせ◎ 平成26年12月 1日～平成27年3月 31日までの期間中、感染症予防のための高校生以下の面会をご遠慮頂きます。



  

ロコモティブシンドロームを予防して健康寿命を伸ばそう！ 管理栄養士 前田佐江子

認知症を予防する  No.5 『ダンスを踊ろう！』 医務課課長 黒崎志津代

ロコモティブシンドロームとは？ 

筋肉、骨、関節、軟骨、椎間板などは、立つ、歩く、走る、上

がるといった移動に関わる運動器です。高齢になると関節や脊髄

の病気で膝や腰の痛みが生じたり、骨がもろくなって骨折するこ

とがあります。このように運動器のいずれか、または複数か所に

障害が起き、歩行や日常生活に支障をきたして要介護になるリス

クの高い状態になることを、ロコモティブシンドローム（ロコモ）

といいます。 

ロコモ予防は筋力アップが重要 

骨に対して、関節を動かし、体を支える役割をしている筋肉が

骨格筋です。この骨格筋は自分の意思で動かすことができ、運動

や栄養によって高齢になっても増やすことが可能です。骨の周り

の筋肉を鍛えることで、骨や関節が筋肉で守られ安定し、バラン

スを崩しての転倒、骨折、関節痛や腰痛などの回避につながりま

す。ロコモ予防として筋力をアップすることを考えましょう。 

筋力アップに必要なものは・・・ 

筋肉は運動だけでは消耗して筋力が低下し、栄養だけでは霜降

り肉のような状態になってしまいます。つまり、運動、睡眠休息、

栄養が大切なのです。毎日の食事では、筋肉に効果的な動物性た

んぱく質をしっかり摂ることを心がけましょう。 

たんぱく質の中でも注目したいのが食べ物から摂取する必要のあ

る必須アミノ酸の働きです。 

必須アミノ酸の摂取により、高齢者でも筋たんぱく合成が促進

され、筋力アップにつながることが明らかになっています。さら

に、9種類の必須アミノ酸の中でも特にロイシンは筋たんぱく合成

を促す司令塔の働きがあり、ロコモ予防に注目の栄養成分です。

＜頭と体を活発に動かして脳の神経細胞を刺激＞ 

適度な運動習慣は体力や筋力を維持し、 
生活習慣病や認知症の予防に効果的です。 
認知症の予防効果が特に高く、初心者で 
も無理なく始められる運動として、ダン 
スが注目されています。 

音楽に合わせて全身を動かし、表情や指先の動きを意

識したり、仲間の動きに合わせるなど、楽しみながら脳

の働きを活性化させる要素がたくさんあります。 

＜自分の楽しめる範囲でリズムに乗って動く＞ 

ダンスと言っても、多人数で踊る盆踊りやフォークダ

ンスから、日本舞踊やフラメンコなどの民族舞踊、ジャ

ズダンス、創作ダンスと種類は豊富です。 
なかでも中高年の愛好者が多いのは、特別な道具が要

らず、激しい動きやステップの無いダンスです。 
ダンスには運動の強弱を自分で調整しやすいというメ

リットもあります。体力に自信のない人は、椅子に座っ

たままリズムに乗って手足を動かしたり、体を左右に揺

らすだけでも楽しい気分になれます。 
認知症の予防には、この”楽しむ“こと 

が重要です。 

認知症予防効果アップのポイント 

①パートナーや仲間とコミュニケーションを楽しむ。

②ダンスを通して異性を意識する。 
③自分のレベルに合わせて、運動の強弱を調整する。

④振り付けを自分で考えてみる。 
⑤それぞれのダンスの背景にある伝統や文化に目を

向ける。 
⑥踊るのが楽しみになる目標をつくる。 
⑦日時を決めて継続する。 

次回は「頭の体操をしよう」をお届けします。

①たんぱく質を効率よく摂ることが大切 
食事量が少なくなりがちな高齢者にとってたんぱ

く質の量を増やすことは難しい問題です。ロイシンな

ど必須アミノ酸を多く含んだ食品（肉、魚、卵、大豆

製品、乳製品）を選び、同じ量でも質を上げて効率よ

くたんぱく質を摂取することが大切です。 
 

②一緒ならもっとパワーアップ 
さらに、一緒に摂取することで、栄養バランスが良

くなり、栄養機能をより高める効果がある栄養素があ

ります。 

[ビタミン B6]  （レバー、さけ、かつお、鶏ささみ） 
たんぱく質を分解して吸収を高めたり、合成を促進する

働きがあります。 

[カルシウム]  （牛乳、乳製品、大豆製品、桜えび） 
加齢と共に、もろくなりがちな骨を丈夫にします。 

[ビタミン D]  （しらす干し、さけ、かれい） 
小腸や腎臓でのカルシウム吸収を促進し、血液中のカル

シウム濃度を保って骨を丈夫にします。 

[ビタミン K]  （納豆、春菊、ほうれん草） 
骨にあるたんぱく質を活性化して、骨の形成を促します。

天日干しの威力 
 乾物は古くから日本人の食生活に多用さ

れてきた食品です。天日に干すことでビタミ

ン D、カルシウムなどのミネラルが濃縮され

栄養価が高まります。保存性も高く、少量使うことも

でき、高齢者の家庭では使い勝手のよい食品です。太

陽に干すことが重要なので、乾物は必ず「天日干し」

であることを確かめましょう。 

【高齢者に人気のダンス】 

・社交ダンス     ・フラダンス 

・フォークダンス   ・盆踊りがあります。 

 どれも無理なく動けるダンスです 



  

 

 

 

 

 

 

  

折り紙 ：廣瀬公子 

絵手紙  ：中川孝一 

ピアノ ：重松久代 

書道 ：溝口恵子 

お誕生日会 ：北嶋庸子 

お楽しみ会 ：河合陽子、伊藤晴康、小林加代子、中南正、

 中南ヒロ子、小谷文子 

なかよしグループ ：西村敦子、竹下夏子、仲 村枝、 

  平本弘美、山田明子、鎌倉光子、 

  平原多加子、辻下清一 

ピアノコンサート ：轟木裕子、中田潔子、高野貴久子 

三味線  芙蓉の会の皆様   

ウクレレ＆ハワイアンダンス ：増田典子、末原章子、野田洋子、島崎康子

（ﾜｲｵﾘ＆ｴ･ﾏﾏ･ｳｸﾚﾚ）  

音楽療法  秋の音楽発表会 11 月 2 日（日） 

11 月 2 日（日）、音楽発表会が開催され、セントポーリア愛の郷には澄んだ音色が響き渡りました。半年間の音楽療

法セッションでの練習の成果を披露してくださるこのコンサートは、毎年鑑賞された出演者のご家族より好評を博して

おります。必ずリーダーを決めることから始めますが、今回のリーダーは、グループ名を【スマイル】と名付けてくれ

ました。本番を迎えるまで、「先生、うまく弾けるかしら」と皆さん同じ言葉を口にし、不安そうにされていましたが、

蓋を開けてみれば、堂々とした演奏をして頂きました。 

療法におけるコンサート指向型のセッションの目的は《成功体験を重ね、自尊心を修復する》です。初めは知らない

者同士で、とても息が合っているとは言えませんでした。しかし、セッション回数が増えるに連れ、互いの顔も覚え、

練習後には、「また会いましょう」と自然に手を振り会う光景が見られるようになり、少しずつ指揮のもとで楽器を鳴

らせるようになっていきました。出演者の中には、初めて触れる楽器にも関わらず、演奏方法を探りながら「自分の音」

を出すことが出来ていた方もおられます。まさに≪成功体験≫を感じて頂けた瞬間ではなかったでしょうか。 

今回発表したのは①「カノン」（パッヘルベル作曲）、②歌唱「里の秋」「旅愁」、アンコール①歌唱「紅葉」②「情熱

大陸」でした。特に「情熱大陸」はギターやキーボードに加えサックスとエレキベースが登場し、原曲とは違った雰囲

気になったのではないかと思います。コンサートの終盤に出演ご入居者お一人お一人に感想を述べてもらいましたが、

リーダーが、「皆で演奏出来たことが本当に嬉しかった」と仰られたことがとても印象的でした。来年 4 月の【若葉の

会】で再びスマイルの皆さんによる音楽発表会を予定しております。 

11 月にご協力いただいたボランティアの皆様
（ご協力ありがとうございました。） 

（敬称は省略させていただきます） 

※予定は変更になる場合があります。 

お楽しみ会 10 月 17 日（金） 

研修報告  医務課主催 “ノロウイルス対策”  10 月 27 日（月）～29 日（水） 

10 月 27 日（月）～29 日（水）の３日間、施設に従事する全職員を対象に医務課主催の【ノロウイルス対策】研修が

実施されました。冬場はインフルエンザとともにノロウイルスが流行する季節となりますので、セントポーリア愛の郷で

は毎年この時期に大規模な内部研修を実施しております。特にノロウイルスはアルコール消毒が効かないこともあり、万

が一最初の罹患者が出た場合、それ以上の感染拡大を如何にして防ぐかが鍵となります。研修では嘔吐物の処理方法から

処理後の手洗いの仕方までシミュレーション形式で行われました。特に処理後の手洗いが不十分だと手にウイルスが残存

した状態となり、それが感染拡大の要因となります。参加者は丁寧に手洗いをしたつもりでも専用のセンサーに映し出さ

れた洗い残しを見て認識を新たにしておりました。 

音楽療法士 中原大輔

  
2 日 （火）フィーリングアーツ 

3 日 （水）お誕生日会 

10 日 （水）もちつき大会 

13 日 （土）仲良しグループ 

16 日 （火）折り紙 

17 日 （水）書道 

18 日 （木）ピアノ 

19 日 （金）お楽しみ会 

22 日  （月）マンドリン 

24 日  （水）絵手紙 

25 日  （木）クリスマス会 

12 月の行事 1 月の行事  
7 日 （水）お誕生日会 

10 日 （土）新年祝賀会 

16 日 （金）お楽しみ会 

20 日 （火）折り紙 

21 日 （水）書道 

24 日 （土）仲良しグループ 

28 日 （水）絵手紙 

29 日  （木）ピアノ 

 



 

 

阪神ブロック職員交換研修 11 月 5 日（金） 

「健康寿命を伸ばすには？ 健康寿命日本一の事例から」   

此の度、私は社会福祉法人としては県内 2 番目の老舗

の施設である特別養護老人ホーム【甲寿園】さんで研修

させて頂きました。まず驚いたのは施設内に陶芸用の電

気窯があったことです。また事務所前では、マスコット

ロボット“甲（こう）ちゃん”が愛くるしい表情で出迎

えてくれました。 
研修では私が音楽療法士ということもあり、楽器を拝

借して歌のレクリエーションを担当、初対面にもかかわ

らず、皆さんが温かく応じてくれました。また昼食には

煮込みハンバーグをご馳走になりました。副園長の川内

様、援助員の一色様にはお世話になりました。お礼申し上

げます。 

〒651－1421 西宮市山口町上山口1584-1  TEL：078－907－1165 FAX：078－907－1166 E－mail：info@ryokuhokai.com  URL：http://www.ryokuhokai.com/

今回は「健康寿命を伸ばすには」どうすればよいかを
考えたいと思います。 

健康寿命の都道府県別ランクで日本一の静岡県の取
り組みを見てみましょう。 

【24 時間見守りサービスの概要】 
■対象者：65 歳以上のご高齢者で一人暮らし、高齢世帯、家族同居世帯の方 

＊介護認定がある方も、介護認定がない方もご利用できます。 
■対象地域：西宮市すみれ台、北六甲台、山口町上山口・下山口・名来・中野・金仙寺・船坂
■利用料：月額 606 円（みまもりケータイ貸与費） 
■お届けする３つの安心サービス(追加料金はかかりません) 
 ○訪問見守りサービス ○相談支援サービス ○緊急援助サービス 

10 月 31 日（金）3 階テラスにて恒例の秋の芋掘りが行

われました。この日の収穫は全部で大小 30 個。蔓をたよ

って深く掘った先に大きな芋が出てくるや、あちこちで歓

声が上がっておりました。セントポーリア愛の郷では春は

玉葱、秋には薩摩芋の収穫をし、ご入居者・ご利用者の食

事に提供されます。 
よく、「戦時中はお米が無く、代わりによく薩摩芋を食

べた」という話を耳にします。「芋が食べられればまだマ

シな方。私は薩摩芋の蔓を食べた」という方もおられます。

この日芋掘りに参加されたご入居者の中にもやはり戦時

中に薩摩芋の蔓を食べたという方がおられました。 

 苦情相談窓口の注意事項 

苦情相談は苦情受付担当者を窓口とし
て苦情相談受付ボックスにて受け付け
ております。ユニットの介護・看護職
員でなく、苦情受付担当者にお申し出
下さいますようお願い申し上げます。
ご協力の程よろしくお願い致します。 

～～～年の瀬の風物詩は『忠臣蔵』～～～ 

年の瀬となります。平成 27 年がご入居者ご利用者にとって健康で穏や

かな日々を過ごせる一年になることを切に願います。 
≪年の瀬や水の流れと人の身は≫≪明日待たるるその宝船≫ 史実で

はありませんが、江戸両国橋で俳人宝井
たからい

其
き
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と門人で俳号「子葉
し よ う

」こと赤

穂浪士大
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高源
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ご

が前句付
ま え く づ け

でやりとりします。翌日に悲願の討ち入りを予定

していた大高が何も知らない師匠にそっとお別れを告げる名場面です。 

中原大輔

この中で注目に値するのは、「社会参加」という行動メニュ

ーがあることです。「社会参加」というとボランティア活動な

どを連想するかもしれませんが、静岡県の説明によると、決し

てそんな難しいことではなく、何かを 3 人一組でやるなどでも

よいのです。重要なことは 1 人ではなくできるだけ仲間と一緒

にやることです。 
 
それでも、1 人暮らしのかたにとって「3 人一組」でもハー

ドルが高いかもしれません。そこで、「3 人一組」をゆるやかに

考えて、「2 人一組」でもよいし、「2 人一組」の相手が普段合

わない友人でも、ネット上の仲間でもそのことを話題にできる

ということだけでもよいと考えてもいいでしょう。前回ご紹介

した「いきいき体操」に参加することも立派な社会参加です。

 
たとえどんな意味でも仲間がいて応援し合えると、長続きす

るものです。健康寿命を延ばすプログラムは継続することが最

も大切です。ぜひ仲間とともに散歩したり体操したりする機会

を作って頂きたいと思います。 

芋掘り  10 月 31 日（金） 

地域サポート型特養推進室 室長 北原宏造

(静岡県ホームページから引用；詳細は「ふじ３３プログラムガイ

ドブック」で検索してください。) 

静岡県では「ふじ３３プログラム」を開発し、望ましい

生活習慣の獲得を目指しています。 

「

・社会福祉法人甲山福祉センター

特別養護老人ホーム 

『甲寿園』 
〒662-0001 西宮市甲山町 53 

 

～編集後記～ 

泉岳寺にむかう赤穂浪士


