第９回 NPO 法人 日本総合リハビリスト協会 学術大会

テーマ 【食行動から認知症ケアを考える】
～2025 年の姿・担い手を育てよう!!～
☆介護に関わる方なら、どなたでもご参加頂けます。
日 時：平成 28 年 5 月 15 日（日）
13:00～16:30（12:30～開場）
参加費：無 料 （申込不要）
直接会場にいらして下さい
場 所：横浜市瀬谷公会堂 ホール
＊嚥下調整食・口腔ケア用品・経口保水液

相鉄線三ツ境駅徒歩 8 分
駐車場有り

ご来場の皆様にサンプルをご提供します。

プログラム
13:00～ 開会挨拶
第Ⅰ部 13:05～14:20

【介護施設 や在宅医療での実績報告会】
座 長：船津良夫氏（ユニ・チャーム株式会社 排泄ケア研究所長）
① 訪問歯科の介護施設における摂食嚥下リハのチームアプローチ
② アセスメントの取り方の工夫～介護現場での業務の効率化～
③ 本人の夢、家族の希望～実現するためへの二人三脚～
④ 利用者様の目標に近づけるために～包括的支援プログラム～
⑤ フットケアの重要性～爪白癬から転倒予防を考える～

第Ⅱ部 14:35～16:15

【基調講演】
：『口腔・栄養・運動の複合実施の効果』
＊「なぜ、複合的なサービスが効果的なのか」 研究成果をお伝えします＊

講 師：管理栄養士 安達美佐 氏・歯科医師 川崎正仁 氏
座 長：原田 保 氏（ケアプランナーみどり

ＹＣＭ 制度対策委員長）

【特別講演】
：『食行動から認知症ケアを考える～2025 年の姿～』
＊認知症も増える 10 年後に向けて「介護現場は何をすべきか」提言します＊

講 師：平野 浩彦 氏
地方独立行政法人東京都健康長寿医療センター研究所 社会科学系専門副部長
座 長：熊谷真理子氏（ＮＰＯ法人偕老会 グループホーム偕老ホーム施設長）
16:15～16:25

【表彰式】『介護現場のヒーロー決定』（実践報告会優秀発表）
16:25～ 閉会の辞

御

挨

拶

花信相次ぐ季節、平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
医療と介護の保険制度が同時改訂され“地域包括ケアシステム”の確立を地域ぐるみで取
り組まれる昨今、私ども日本総合リハビリスト協会も介護職の社会的地位向上を目指す使命
を感じ、改めて背筋を正す思いでございます。
当協会では介護職向け e ラーニングを配信させていただいてから、多くの方々からのお問
い合わせを頂戴し、いつでも手軽にスマホで学べる環境をつくらせて頂く事が出来ました。
これも偏に、皆様御一人御一人の御理解と御協力によるものだと改めまして感謝申し上げ
ますと共に、今後も活動を通じ超高齢化社会における介護職の重要性と社会的地位の向上、
および自立支援と介護予防の周知と必要性を広域的に伝える事で、介護に携わる皆様方への
メリットとして還元いたします。
さて、本年度も恒例となりました日本総合リハビリスト協会学術大会は御蔭さまで９回目
を迎えさせて頂きました。
第１回から第６回までは、口腔・栄養・運動器・排泄・地域連携・認知症と毎年のテーマ
を関連付け介護予防と自立支援を一連の流れとして考え、また、第 7 回では介護職の職業倫
理と仕事の本質をテーマに開催して参りました。
昨年、第８回では【介護業界の現状と介護職員の労働環境】をテーマにディズニーやユニ
クロなど大手企業の教育改革者である大谷佳子氏 を講師としてお迎えし『自分らしく活き
活きと生きるために』と題して、超高齢社会の日本を担う職種の方々へ向け“元気と勇気”
を与えて頂けるご講演に深い感銘を受けました。
今回は【食行動から認知症ケアを考える～2025 年の姿～】をテーマに第Ⅱ部の基調講演
では管理栄養士の安達美佐氏と歯科医師の川崎正仁氏に『口腔・栄養・運動の複合実施効果』
と題して研究成果のお話しを頂きます。特別講演では、東京都健康長寿医療センター研究所
の平野浩彦氏をお迎えし、認知症も増える 10 年後に向けて『介護現場は何をすべきか』の
提言のお話しを頂きます。
皆様と共に介護業界の未来の担い手を育てましょう！
大会長 川﨑 正仁
≪賛助会員の募集≫
本協会は高齢者に対し尊敬と感謝の意を込めて社会に求められる介護の実践を普及し、介護職の社会的地位
確立を図り継承していくことを目的としております。つきましては、ご賛同頂けます方の募集をしております。
学術大会当日の受付にて、ご登録頂けますので何卒よろしくお願い致します。
（賛助会員の年会費 1,000 円です。後日、協会ホームページからの登録も可能です。
）

〒246-0021 横浜市瀬谷区二ツ橋町３１８－５ NPO 法人日本総合リハビリスト協会

TEL：045-744-5402

受付時間 月～土 10：00～16：00

ホームページ npo-jtra.org

第９回 NPO 法人 日本総合リハビリスト協会 学術大会 抄録集
自立支援と介護予防に関する実践報告会
座長：船津 良夫 氏（ユニ・チャーム株式会社排泄ケア研究所所長）
①

演題名：高齢者介護施設に於ける摂食嚥下リハの施設職員とのチームアプローチ

所属名：医療法人社団カワサキ 歯科川﨑医院
発表者： 井坂栄作・奥山光子
共同演者：薄井・鈴木・奥井・森田・我妻・菊地・瀧澤小泉・佐藤・天野・田口・富永・川﨑
【目的】要介護高齢者は様々な理由で ADL の低下や認知機能低下状態となり、口腔内の衛生状態や
咀嚼や発音、摂食嚥下機能へ著しく影響し、高齢者介護施設や病院では誤嚥性肺炎の対策として口
腔機能向上などの予防策を専門職に委ねる傾向が強い。
しかし専門職が単発で介入しても継続的な実施環境にない場合は予防策として成り立たない。そこ
で我々は施設職員一人一人の認識を高め、職員全体のモチベーションを上げることで間接的に介入
し、結果として施設利用者へ有益な影響を与えることを目的とする。
【概要】高齢者介護施設への訪問診療が始まり、我々が施設に足を運ぶようになると施設職員は摂
食嚥下機能や口腔ケアについて興味が出てくる。
まず職員の日常業務に対するモチベーションを上げる方法として“食”の重要性を位置づけ、食支
援の評価を機能、環境、衛生の３本柱に後方支援した。
【結果】施設職員は利用者の身近な存在であるため、その日の体調や気分、またはその方の性格な
どを我々に情報提供していただけるようになり、何より利用者への関心が高まり体調の変化を感じ
たら我々専門職へ相談することでチーム連携が実施でき、我々もより効率的な口腔ケアや歯科治療
を行うことができた。
【考察】とかく医療者は介護職員を軽視しがちだが、共通認識をもつ姿勢が重要であり、施設職員
の努力を認めはげますことで自信がつきスキルアップにつながる。更に、利用者の出来ることが増
えた事を共に見つけ喜びを分かち合い継続する事が介護負担の軽減のもつながる事がわかった。
【結論】我々専門職も、ただ歯科治療や指導するだけでなく、施設職員から介護テクニックを学び
介護現場の苦労や努力を深く知ることで良好なコミュニケーションをとることができ、介護現場で
の後方支援の方法と重要性を再認識できた。

②

演題名：アセスメントの取り方の工夫

所属名：リハビリストホーム

～介護現場での業務の効率化～

鶴見中央

発表者： 山﨑貴大
共同演者：髙橋希代美、有馬淳子、新倉尚、野尻千恵、設楽順一、平沢むつ子、久保順子
【目的】私達は利用者様と目標を定め、維持向上をして行く為サービスを的確に提供していかなけ
ればならない。しかしアセスメント中断の漏れ、進捗の把握が出来ず専門職との連携もとれずに家
族、ケアマネへの報告が遅れることがあった。利用者の変化をとらえていく必要がある為日々の業
務の中で確実にアセスメント実施可能とすることを目的とする。

【概要】利用者増加とともに浮上してきた問題が職員による判定基準の違い。利用者様との会話を
詳しく記載することにより栄養など会話の中で評価する物に職員間での差をなくそうと図った。業
務に追われ中断することが多くなり利用者様の進捗状況管理に限界が出てきたため個人ファイルに
目印をつけ進捗状況の管理を行った。身体機能測定の際、スペースが必要となりプログラムを変更
して行った。しかし利用者様よりなるべく同じプログラムを行いたいとの意見もあった。
【結果】食事内容など生活を把握できたことにより利用者様の生活習慣が判断しやすくなりスムー
ズに進行出来る様になった。目印を付けることによって中断したアセスメントの引継ができ専門職
への報告が迅速に行われることにより連携がとりやすくなった。
【考察】現在でも遅れが出てしまう場合があるため職員のスキルアップをおこない利用者様の情報
をいち早く把握する事が必要である。

③

演題名：本人の夢、家族の希望～実現するためへの二人三脚～

所属名：リハビリストホーム
発表者： 田川

瀬谷

共同演者：

波多

濵本 田邊 曽根原 松本 今井

【目的】日常生活動作や生活意欲が低下しているご利用者に対し、当施設のプログラムが身体機能
維持向上にどの様な効果をもたらすかをご本人とご家族にご理解いただく事を目的とし、我々が真
剣に向き合い、しっかりとしたアセスメント、綿密なプログラムを計画、考えられたサービスを実
践した事例を報告する。
【概要】人は日常生活に於いて移動、食事、更衣、整容、トイレ、入浴などは毎日繰り返される基
本的な身辺動作が少しでも不自由になると介護が必要となり、支えるご家族の介護負担も多くなる。
今回の事例では、他施設で機械浴に対する不安があるため入浴事態が億劫になり、風呂場までの車
椅子移動も介助が必要であった。またトイレ動作でも介助が必要であったため、なるべく排泄回数
を少なくしていた。また、別の事例として、最近退院された方の ADL が低下し入院に伴い排泄はお
むつを使用しており排泄の感覚がなく寝たきりの状態だったため歩行は介助が必要で家族の負担も
増加した。そこで、我々はご利用者と向き合い、出来ることと出来ないことをアセスメントし介護
計画を立案した。
【結果】当施設では個別浴槽で必要最低限の介助と見守りを行った結果、更衣動作も殆んど自分で
出来るようになり、自ら率先して車椅子を自走し風呂場に行くまで入浴を好きになられた。更衣が
出来るようになることで、トイレ動作も介助なしで行えるようになることがきっかけで生活意欲が
高まり、自ら歩行訓練の願望がでてきたためプログラム内容もステップアップできた。退院後間も
ないご利用者に関してはご家族、ＣＭ含め介護計画を立案し進捗状況を継続経過中。
【考察】『元気になってもらいたい！』『また一緒にお出かけしたい！』などご家族の要望をかなえ
るためには、ご利用者ご自身のモチベーションを上げる必要がある。
今回、入浴やトイレの動作がきっかけで生活意欲が向上し、相乗効果として歩行訓練など他のプロ
グラム参加意欲も出てくることが考察出来た。
今後も御利用者とご家族と共に二人三脚三人四脚となってサービスの向上に努めていく所存である。

④

演題名：利用者様の目標に近づけるために～包括的支援プログラムの質向上へ～

所属名：リハビリストホーム

王子神谷

発表者： 中尾、樋口、鈴木

共同演者： 小川、将田、木村、立石、唐沢、二宮

【背景】多くの施設では受動的に提供されるプログラムであるが、当施設では自主的に取り組まれ
るご利用者様が多い。しかし、リハビリに対する意識や意欲の違いから、取り組み方も様々であり、
アセスメント等の結果に大きな影響を与えている。
【目的】利用日だけではなく日々の生活の中のリハビリの大切さをご理解いただき、ご利用者様お
一人お一人のモチベーション向上が何より重要になってくる。その為、スタッフ間での連携・情報
共有等をする事で、ご利用者様個々人の能力を見極めるアセスメント能力の拡大を図り効果的な声
かけ等により、ご利用者様のモチベーションを継続・維持向上できるように努める。
【概要】疾病・疾患に対してのリハビリだけではなく、日常生活を送る上で必要な歩行・食事・入
浴・排泄等の基本動作の維持・回復といった身体面の自立のほか、リハビリによる自信の回復から
精神面において自立する事で心身機能の維持・拡大を目的とし、スタッフとご利用者様が目標を一
緒に考え、自主的リハビリに繋げる事も重要になる。
【結果】ご利用者様自身がプログラムを選択できる環境を整え、楽しみながら自主トレに取り組ん
で頂く事でアセスメント等により効果を実感して頂く事が出来た。また、他者との交流の面におい
ても相乗効果に繋がるような関係作りが出来ている。
【考察】現在、当施設に通所されている方は在宅生活者であり、生活の大部分をご自宅で過ごされ、
多くの方が引き続き自宅での生活を継続する事を願っている方たちである事を踏まえ、常に自立支
援と介護予防の視点を忘れずにサービスを提供する。その為には、ご利用者様の残存能力を見極め、
可能な限り、ご本人の希望を考慮し尊重する事で、ご利用者様中心のケアが出来ると考える。包括
的支援プログラムにより幅広く捉えた先駆施設になるべく、私たちの介護・デイサービス事業は本
来あるべき介護の姿でありたい。

⑤

演題名：フットケアの重要性～爪白癬から転倒予防を考える～

所属名：リフレクソロジーサロン リヴァー上溝
発表者： 牧野吉泰 眞喜屋安美
共同演者：山本 井川 澤

佐久山

嶋田

高橋 加藤 井上 戸津川 田京 花摘

【背景】高齢になると体内に水分を蓄える能力が減るため必然とトイレの回数が多くなる。日常生
活の中でトイレに行く間に転倒することは多く、転倒骨折等がきっかけで廃用症候群に陥り日常生
活動作や生活意欲が低下し悪循環となる。
【目的】転倒予防として全身の筋力向上を進めると同時に下肢筋力強化やバランス歩行訓練の視点
からだけではなく、足の爪や足底筋の状態を改善できるフットケアの重要性を啓蒙し、転倒リスク
を最小限に抑える。
【概要】巻爪や爪白癬などで足の爪の状態が悪い方の姿勢を観察してみると、踵重心・膝屈曲・猫
背、他の観察では歩幅が短い・靴下や靴が上手く履けない・足底筋の緊張が無い・寝不足などが共
通する。
今まで我々が経験した事例では、会話の中で聞き出した事項とアセスメントの結果を比較し、リフ
レによる足底感覚の改善、足底筋体操や外部連携による爪の整形を立案した。

【結果】内部的には、転倒予防の重要性や知識を深めることで職員ひとり一人が、毎日の業務の中
でご利用者に対する声掛けや目標設定をより責任感を持って具体的に計画できるようになった。
外部的には、車椅子での移動を余儀なくされていた方が自立歩行可能となることで、転倒予防に関
して歩行訓練や筋トレだけではない取組み方をご家族やケアマネージャにアピールでき、共に改善
の喜びを分かち合えた。
【考察】日常業務の中でプログラムやアセスメントを作業としてこなすだけでは、職員もご利用者
もお互いのモチベーションは上がらないため、会話から多くのヒントを得られるように日々努力し
なければならないと考察する。学んできた知識や技術をより深め、関わり方を追求することで職員
の観察力が増し、ご利用者との信頼も厚くなることを期待していく。

基 調 講 演
座 長：原田 保 氏（ケアプランナーみどり

ＹＣＭ 制度対策委員長）

タイトル【口腔・栄養・運動の複合実施の効果】
講 師: 安達美佐 氏（管理栄養士）・川﨑正仁 氏（歯科医師）

＊「なぜ複合的なサービスが効果的なのか」研究成果をお伝えします。
65歳以上の方
2980万人（2011年9月） 総人口の23.3%

口腔・栄養・運動 の
複合実施の効果
～なぜ、複合的なサービスが効果的なのか～

平成２２年度厚生労働省老人保健健康増進等事業
13%

（日本歯科大学生命歯学部：菊谷班）

栄養状態

在宅療養高齢者の口腔機能および
良好
35%
おそれ
食支援に関する調査研究
52%
低栄養

座長： 原田保（介護支援専門員）
安達美佐（管理栄養士）・川﨑正仁（歯科医師）

別々に提供されるプログラムの問題点
口腔機能向上
プログラム

栄養改善
プログラム
運動器機能向上
プログラム

全部やったほうが良いのは
解かっているけど・・・
お金かかるんだよな～

• 在宅介護の高齢者の6割以上が栄養不足のおそれ
• 奥歯残ってない方は、低栄養傾向の割合が３倍

特 別 講 演
座 長：熊谷 真理子 氏（ＮＰＯ法人偕老会 グループホーム偕老ホーム施設長）

タイトル【食行動から認知症ケアを考える～2025 年の姿～】
講 師：平野 浩彦 先生 地方独立行政法人 東京都健康長寿医療センター研究所 社会科学系 専門副部長

＊認知症も増える 10 年後に向けて「介護現場は何をすべきか」提言します。

食行動から
認知症ケアを考える
2025年の姿
東京都健康長寿医療センター
平野 浩彦

認知症の経時的推移

変性性認知症
血管性認知症

アルツハイマー病

＋
レビー小体型認知症
前頭側頭葉変性症

3

6

認知症の方と
お付き合いさせていただくために

「木を見て森を見ず」的な視点に
ならないような心掛けが必要
さらにその「森」が
どんな季節なのかも視野に入れて
8

御 礼
本日は、お忙しい中の御参加と当協会に対する賛助の御協力をいただき誠に有難うございました。
この資料や模様は、当協会ホームページにも掲載いたしますのでお時間のある時にご覧いただければ幸いです。
皆様からのご意見を基に、この大会をより良いものにしていく所存ですので今後も宜しくお願い致します。

展示協力業者（５０音順）


アサヒグループ食品株式会社



株式会社大塚製薬工場



株式会社フードケア



イーエヌ大塚製薬株式会社



株式会社オーラルケア



ユニ・チャーム株式会社



ユリケア株式会社

