
 

 

 

 

  

～～～  介護の虹の 7K  ～～～ 

介護の仕事は、まだまだ閉ざされた世界と思われています。介護の仕事を広く知って頂くた

めに、私が副会長を務める兵庫県老人福祉事業協会では、様々な試みを兵庫県の助成を受けな

がら推めています。例えば兵庫県内の中学生へのパンフレット配布及び今後予定している県内

中学生・中学校・先生向け DVD 作成や、中学校への介護職員の出前授業等、今後日本を背負

う若者に介護を知ってもらう働きかけを行っています。介護は 3K でなく「虹の 7K」です。

「希望・期待・感謝・感動・感激・可能性・研究開発」介護士の仕事はやりがいと使命感にあ

ふれた仕事であると確信しています。 【理事長 北嶋勇志】 
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9 月は 2 つの台風が同時に発生し、豪雨の影響で茨城県の鬼怒川の堤防

が決壊、甚大な被害をもたらしました。また同じ週に関東地方や北海道で

地震が起こり、翌週には熊本県で阿蘇山が噴火したりと、短期間で自然災

害にまつわるニュースが世間を騒がせました。10月に入り、通年で一番過

ごしやすい季節になりました。冬に向けてノロウイルスが流行る季節にな

ってまいりますので、十分お気を付けください。 

古くから我が国では 10月のことを「神無月（かんなづき）」と言います。

何故、「神が無い月」と呼ぶのでしょうか。これは 10月に日本中の神様が、

出雲の国（現在の島根県）に集まり会議を開き、他の国には神様が居なく

なってしまうことからそう呼ばれています。この会議が行われるようにな

ったのは大国主神が日本の国土を開発した神様でその時自分の息子や娘を

各地に配置し、その地を管理させたことに由来します。子供たちは年に 1

度出雲の国に戻り、父親である大国主神にその年の出来事を報告し、来年

の予定を打ち合わせするようになり、後に大国主神系以外の天照大神系の

神様も出雲へ集まるようになったそうです。 

さて、9 月は敬老の日会が開催されました。今年も多くのご家族様に参

加いただき、ご入居者の皆様大変嬉しそうでした。昼食は松花堂弁当で、

赤飯や天ぷら、ステーキなど豪華なラインナップでした。また 2 階地域交

流室では、八多太鼓の演奏があり、大いに盛り上がりました。こちらの模

様は別項でお伝えします。また今回も職場体験で来春入職予定の学生が 4

名参加し、1北・3北両ブロックで、ご入居者様とお話したり、行事の準備

や食事の配膳、配茶などを頑張ってくれました。ご入居者の方々からも好

評でした。来月は各ブロックでのイベント企画となっております。ぜひお

楽しみに。 

スクナ南瓜 折紙作品「つちのこ」 



則正しくバランスのとれた食事をし、定期的  

ボランティア紹介！ 

排尿障害の症状と治療 医務課課長 黒崎志津代 

 

 

 
【過活動膀胱】 

 排尿障害の原因は様々ですが、要因 

の一つに「過活動膀胱」があります。 

膀胱が過敏になることで、排尿のトラ 

ブルが起きるものです。 

 通常、膀胱にたまった尿が一定量に達すると、脳に信号

が送られ尿意を感じます。尿意があっても、しばらくは我

慢でき、排尿しようと思った時に初めて膀胱が収縮して、

尿が排出されます。しかし過活動膀胱になると、たまった

尿が少量であっても膀胱が勝手に収縮し、突然我慢出来な

いほどの強い尿意を感じます。これを「尿意切迫感」と言

います。 

 膀胱の勝手な収縮と尿意切迫感は繰り返し起こり、トイ

レが間に合わず、尿が漏れることがあります。このような

尿漏れを「切迫性尿失禁」と呼びます。過活動膀胱は、男

女を問わず起こります。過活動膀胱による頻尿や切迫性尿

失禁があると、外出を避けたくなるなど、生活に支障が生

じやすいため、積極的に治療を受けたほうが良いでしょ

う。 

 腎臓でつくられた尿は膀胱にたまり、尿道を通って体外

に出されます。この時、膀胱や尿道括約筋が適切な収縮と

緩みを行うことで、排尿されます。 

男性の場合、前立腺が膀胱の下にあり、尿道を囲んでい

ます。そのため、前立腺に病気があると、排尿のトラブル

が起きやすくなります。 

中高年に多いのが、前立腺肥大症。大きくなった前立腺

が尿道や膀胱の出口を圧迫して尿の通りが悪くなり、「頻 

尿」「尿が出にくい」「残尿感」などの症状が表れます。

前立腺肥大症は過活動膀胱の原因にもなり、60％が過

活動膀胱を併発します。 

 

【腹圧性尿失禁】 

 女性の尿失禁をタイプ別に見る

と、尿道括約筋障害が原因の腹圧性

尿失禁（おなかに力が入った時など

に尿が漏れる）が約5割と一番多く、

過活動膀胱による切迫性尿失禁が

約 2 割、両者を併せ持つ混合性尿失

禁が約 3 割。大半に腹圧性尿失禁が

関係しています。  

 女性の骨盤内には、膀胱や尿道、子宮や膣、直腸な

どがあります。これの臓器は、骨盤の底にあるいくつ

もの筋肉や結合組織から成る「骨盤低」に支えられて

います。 

 女性の尿道は「短くて動きやすい」「後ろ側に、動

きやすい膣がある」など、もともと腹圧性尿失禁が起

こりやすい構造になっています。 

さらに、妊娠・出産、加齢、肥満、呼吸器疾患（喘

息や気管支炎等）などによって骨盤低が緩むと、尿道

が動きやすくなる、尿道括約筋が尿道を締めるちから

が弱まるなどの状態になり、咳やくしゃみ 

で尿漏れを起こすこともあります。腹圧に 

よって膀胱の出口が開くとともに、尿道を 

閉じられず、尿が出てしまうのです。 

八 多 太 鼓        代表：中川俊彦 

「エイヤ！セイヤ！」敬老の日会の食事の後、迫力ある掛け声とと

もに、八多太鼓の演奏が始まりました。まずはじめに河内音頭「ゆき

ちゃん」という、地元の地名や身近な人の名前が入ったユニークな歌

詞で自然に体が動いてしまうような曲から始まりました。「序破急打

ち」という、約 10 分にわたって立て続けに 3 曲打ち続ける曲では、ご

入居者やご家族様、食い入るようにご覧になっていました。まさに息

つく暇もない迫力でした。太鼓演奏だけでなく歌もあり、「河内おとこ

節」「銀座カンカン娘」が披露されました。 

八多太鼓は、平成 6 年に発足し、代表の中川俊彦様を筆頭に和太鼓

のみならず、様々な音頭や歌を作曲され精力的に活動されています。

中川様は、以前「六甲八丁彦（ろっこうやてぃーひこ）」名義で、セン

トポーリア愛の郷で落語を披露されたこともあります。 

～曲目～ 

1､河内音頭「ゆきちゃん」 

2､八多太鼓 

3､序破急打ち 

4､要打ち 

5､お楽しみカラオケ 

6､八多音頭 

65 歳以上の代表的な排尿のトラブルには、夜間と昼間の頻尿、尿を出しにくい、尿漏れ、排尿に伴う

痛みなどがあります。しかし排尿トラブルの多くは、生活上の工夫、薬物療法、手術、体操などで、症

状の改善が可能です。約 7 割の人に、何らかの排尿障害があるという調査結果があるほど、尿トラブル

は多くなっています。排尿障害の症状と治療を２回に分けてお伝えします。 

お知らせ 
インフルエンザ HA ワクチンの価格上昇に伴い、 
27 年度のインフルエンザ予防接種の自己負担額が 1,500 円に変更になりました。 

 



  

 

 

 

 

 

 

  

折り紙 ：廣瀬公子 

絵手紙  ：中川孝一 

書道 ：溝口恵子 

ピアノ ：重松久代 

お誕生日会 ：北嶋庸子 

お楽しみ会 ：中南 正、中南ヒロ子、熊田俊明、 

 須貝敏子、宇都宮望 

仲良しグループ  ：西村敦子、平本弘美、平原多加子 

  仲 村枝、竹下夏子 

八多太鼓  ：中川俊彦、瓜生浜子、見取美智子、東 晴美 

バトントワリング ：「秀明バトントワリング」の皆様 

コーラス  ：「女声合唱ルピナス」の皆様 

9 月にご協力いただいたボランティアの皆様 

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。 

4日（日）秋祭り会 

7日（水）お誕生日会 

8日（木）車いすダンス 

9日（金）訪問コンサート 

（宝塚演奏家連盟 ） 

10日（土）仲良しグループ 

13日（火）ピアノ 

16日（金）お楽しみ会 

20日（火）折り紙 

21日（水）書道 

28日（水）絵手紙 

31日（土）フルートアンサンブル 

10月の行事 

1日（日）文化発表会 

4日（水）お誕生日会 

10日（火）ピアノ 

14日（土）仲良しグループ 

17日（火）折り紙 

18日（水）書道 

20日（金）お楽しみ会 

25日（水）絵手紙 

8月の「お楽しみ会」は 21日（金）でした。 

11月の行事 

管理栄養士 前田佐江子 

 生活習慣病の予防には、栄養バ

ランスのとれた食事が基本です。

バランスをとるためには、野菜を

意識的に食べることが大切です。 

「健康日本 21（第二次）」では、

野菜摂取量の目標を「1 日 350g 以

上（そのうち緑黄色野菜は 120g）」

としています。350g の根拠は、生

活習慣病予防をふまえると、カル

シウム、カリウム、食物繊維など

の栄養素について、目標量を満た

すには 350g の摂取が必要である

ことが、国民栄養調査（平成 7～9

年）などの分析・検討から明らか

になったからです。 

国立がん研究センターによる、

日本人を対象にした大規模な「生

活習慣改善によるがん予防法の開

発に関する研究」でも、野菜の摂

取は胃がんの発生を抑制する可能

性が高く、また、食道がんの発生

をほぼ確実に抑制することが明ら

かになっています。 

野菜には「機能性成分（フィト

ケミカル）」も多く含まれていま

す。機能性成分とは、主に野菜や

果物に含まれる色素・辛み・香り

の成分です。強い抗酸化作用など

が、生活習慣病の予防につながり

ます。 

野菜の鮮やかな「7 つの彩り」に含まれた機能性成分は、QOL（生活の質）を

高め、健康長寿に貢献する大きな可能性をもっています。 

色 主な野菜 代表的な機能性成分 期待される主な効果・効能 

赤系 
トマト、金時にんじん リコピン 抗酸化作用、動脈硬化予防 

パプリカ、とうがらし カプサイシン 抗酸化作用、動脈硬化予防 

橙系 かぼちゃ、にんじん プロビタミン A 抗酸化作用 

黄系 
たまねぎ、レモン フラボノイド 抗酸化作用、高血圧予防 

とうもろこし、ゴールドキウイ ルティン 抗酸化作用 

緑系 ほうれん草、ブロッコリー クロロフィル 抗酸化作用、コレステロール調整 

紫系 なす、赤しそ アントシアニン 抗酸化作用、加齢による視力低下 

黒系 

ごぼう、じゃがいも クロロゲン酸 血圧調整、血糖調整 

緑茶 カテキン 抗酸化作用、コレステロール調整 

白系 

だいこん、キャベツ イソチオシアネート 抗酸化作用、ピロリ菌対策 

ねぎ、にんにく 硫化アリル 抗酸化作用、抗菌効果 

 

野菜を 1 日 350g とるために、毎日心がけておきたいこと。 

〇１皿 70g を目安に×5 皿分の 350g の摂取をめざしましょう。 

〇緑黄色野菜を中心に彩りを意識して、いろいろな野菜の組み合わせで食べれ

ば、結果的にバランスよく栄養素や機能性成分をとることができます。 

〇1 度の食事で 5 皿ではなく、1 日の食事の中で何回かに分けて食べましょう。 

〇1 日に 7 色の野菜を食べるのが無理であれば、まず色の濃い「赤」や「黄」の

野菜を選んでみましょう。色の濃い野菜は、リコピンやルティンなどのカロテ

ノイドを含むので抗酸化作用が強く、さらに、濃い色なら食欲も高まります。 

〇レタス、きゅうり、プチトマトなど、簡単に食べられる野菜を常備しておけば、

食事のとき、その野菜を一緒に食べる機会が増えます。 

〇にんじん、だいこん、じゃがいも、たまねぎなどをざく切りにした簡単スープ

も便利です。前夜に切っておけば、あわただしい朝の手間も省けます。 

〇和食はもともと一汁三菜の、栄養バランスのとれた食事です。和食をメニュー

の中心にして、野菜の豊富な副菜を忘れず、ときには副菜をもう 1 品プラスし

ましょう。 

「野菜を忘れていないかな？」をいつも意識して彩りよく野菜を食べる習慣を身に付けましょう。 

彩りよく野菜習慣 



 

 

 

地域サポート型特養推進室から【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 

8 月 29 日、徳島文理大学より千葉さやか先生と、同大学を卒業し
た音楽療法士４名が施設見学に来られ、音楽療法セッションを見学
されました。その後のディスカッションでは「パーキンソン症状」「認

知症」に対する音楽療法でのアプローチの仕方を中心に、それぞれ
の臨床経験を基にしたアドバイスや意見を沢山頂きました。大変参
考になったと同時に、まだまだ勉強しなくてはいけないと改めて感
じさせられた一日でした。 
さて、セントポーリア愛の郷では 11 月 1 日の文化発表会で、「コ

ンサート指向型グループセッション」の参加者の皆さんと音楽療法

士による、オータムコンサートが開催されます。今回はギターを中
心にしたプログラムを計画しています。初めてギターに触るという
方が殆どでしたが、セッションを重ねるごとにどんどん上達されて
おり、コンサートに向けて練習する中で連帯感も高まっていますの
で、本番では素敵な演奏をお届け出来るのではないかと思います。
一方、パーキンソン病対象の音楽療法では、現在の運動機能をでき

るだけ維持するために下肢の動きにアプローチした集団プログラム
を進行中です。この音楽療法セッションを開始して、いつも静かに
参加していたあるご入居者は、打楽器を提供すると腕を大きく振り
上げ積極的に演奏したり、普段あまり出さない笑顔が見られたりと
ポジティブな反応がありました。下肢だけでなく、それ以外の機能
にも音楽が波及していることが実感できました。回を重ねるごとに
グループとしての一体感も増し、最初の頃は途中で「もう帰る」と
言っていたのが「次も楽しみにしてる」という言葉に変わりました。
音楽の力に改めて驚かされます。 

〒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/ 

 
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。 

～編集後記～ 

 

現在セントポーリア愛の郷のエントランスに、タイトル写真に掲載した

「スクナ南瓜」が飾られています。かなり大きく、漢字で「宿儺」と書き、

飛騨高山に伝わる伝統南瓜で、ご入居者のご家族様からいただいたもので

す。お越しの際は是非触ってみてください。また、その横には折り紙で作ら

れた「つちのこ」がいます。こちらは毎月開催される廣瀬先生の折り紙教室

で、先生が見本で作ったのをいただいたものです。なんと遊べる仕掛けにな

っていますので、こちらも併せてご覧ください。 

～ごちそうくらぶ in２階北ブロック～ 

音楽療法 経営企画室 音楽療法士 中原大輔・大坪拓未 

 
音楽療法スーパービジョン 

たこ焼きの生地を流し込みます！ 

「たこ焼きを作りました」 

mailto:info@ryokuhokai.com
http://www.ryokuhokai.com/

