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映画の日
1896（明治29）年のこの日、神戸市で初めての映画が公
開されたことにちなみ、日本映画連合会が制定しました。現
在では、映像と連動して座席が動く、風が吹くなどの演出が
追加された映画が登場するなど、次 と々進化しています。

ビフィズス菌の日
ビフィズス菌入りの食品を食べて、お腹を良い状態に保ち、
健康を維持してもらうことを目的として制定されました。ビフィ
ズス菌には整腸作用があり、感染予防や免疫力向上に効
果的ですが、年齢とともに減少するといわれています。腸内
のビフィズス菌を増やすには、ビフィズス菌入りヨーグルトや
ニンジン、バナナ、リンゴなどを食べると良いとされています。

色言葉 文化的
誕生色 亜麻色

色言葉 向上心
誕生色 ハニースイート

クリスマスツリーの日
1886（明治19）年のこの日、横浜で外国人船員のために、
日本で初めてクリスマスツリーが飾られました。クリスマスに
モミの木が使用されるのは、モミの木の形がキリスト教の「三
位一体」※を表す三角形に似ているからだといわれています。
※「父」と「子（キリスト）」と「聖霊」は一体であり、唯一の神であるとするキリス

ト教の教え

音の日
音と音楽文化の重要性を広く認識してもらうとともに、オー
ディオおよび音楽文化・産業の一層の発展に寄与すること
を目的として、1994（平成６）年に制定されました。1877（明
治10）年のこの日、アメリカの発明家・エジソンが自身の発
明した蓄音機で、音声の録音・再生に成功したことを記念し
ています。このとき、初めて録音された楽曲は、「メリーさんの
羊」でした。

アロエヨーグルトの日
1994（平成6）年のこの日、「体の内側からきれいに健康に
なってもらおう」とアロエヨーグルトが発売されたことにちな
み、森永乳業株式会社が制定しました。アロエは整腸作用
があり、便秘予防に効果があるとされています。また、葉肉の
部分は「医者いらず」といわれ、薬にも使用されています。

色言葉 才気縦横
誕生色 シトロングレイ

色言葉 外交的
誕生色 ペールライムライト

地球感謝の日
12月は１年の最後の月であることと

「ちきゅう（９）」の語呂合わせにちな
み、「あらゆる命の源である地球に感
謝し、その思いを多くの人に伝える日」
として2002（平成14）年に制定されました。地球は今から
46億年前に生まれたといわれています。

色言葉 安定
誕生色 オイルイエロー

色言葉 行動力
誕生色 ブロンズ

1日（土）

2日（日）

6日（木）

7日（金）

日本初の日刊新聞が創刊された日
1870（明治３）年のこの日（旧暦）、日本で最初の日刊新聞
が発行されました。当時は、主に貿易に関する記事が全２
ページ分掲載されていました。この新聞を創刊した会社は現
在は残っておらず、現在まで刊行が続く一番古い新聞は、

色言葉 日常
誕生色 菜種油色8日（土）

10日（月）

9日（日）

アルバムの日
アルバム作りを後回しにしないように
という願いを込め、１年の最後の月で
ある12月は写真整理がしやすいこと
と、「いつか時間ができたら」「いつか子どもが大きくなったら」と
いう「いつか（５日）」の語呂合わせにちなみ、制定されました。

色言葉 貯蓄
誕生色 黒紫5日（水）

12月

色言葉 毅然
誕生色 タウニーオリーブ4日（火）

和食がユネスコ無形文化遺産に登録
2013（平成25）年のこの日、和食の「自然や四季と調和し
た独自性のある食文化」が評価され、「和食：日本の伝統的
な食文化」としてユネスコ無形文化遺産に登録されました。

「和食」には①多様で新鮮な食材とその持ち味の尊重、②
健康的な食生活を支える栄養
バランス、③自然の美しさや季
節の移ろいの表現、④年中行
事との密接なかかわりという４つ
の特徴があるとされています。

活動展開の
ヒント

活動展開の
ヒント

1

2

机の上に物を並
べ、参加者に目を
閉じてもらう。
スタッフは物を１つ
選んで音を鳴ら
し、参加者は目を
閉じたまま、それが何の音かを当てる。

遊び方

活動展開の
ヒント

活動展開の
ヒント

「青い山脈」（1949年）（出演：原節子、池部良など）

「東京物語」（1953年）（出演：笠智衆、原節子など）

「有楽町で逢いましょう」（1958年）（出演：京マチ子、菅原謙二など）

「男はつらいよ」（1969年）（出演：渥美清、倍賞千恵子など）

「釣りバカ日誌」（1988年）（出演：西田敏行、三國連太郎など） など

今年１年の写真を季節ごとに並べ、思い出を振り返ってみましょう。

１年を振り返ってみましょう

1 牛乳、グラニュー糖を鍋に入れ、沸騰直
前まで温めて火を止める。
　にゼラチンを入れてよく混ぜ、ヨーグ
ルトを加えてさらによく混ぜる。
　を器に流し入れ、冷蔵庫で冷やし固めて完成！

ヨーグルト150ｇ、グラニュー糖30ｇ、
牛乳150cc、ゼラチン５ｇ

作り方

材料／３人分

活動展開の
ヒント

昔見た映画について話してみましょう

ひっつみの日
「ひっ（１）つ（２）み（３）」の語呂合わせにちなみ、岩手県生
めん共同組合が制定しました。「ひっつみ」は岩手県の郷土
料理で、練った小麦粉を薄く伸ばしてちぎったものを入れた
汁物を指します。「ひっつみ」とは「手で引きちぎる」という意
味の岩手県の方言「ひっつむ」に由来しています。

色言葉 本質
誕生色 栗梅3日（月）

ビフィズス菌を増やそう！
「ヨーグルトゼリー」を作りましょう

1

2

各チーム内で、新聞紙をちぎる人とちぎった新聞紙をつなげ
る人に分かれる。
スタッフの「スタート」の合図で、ちぎる人は新聞紙を長くちぎ
り、つなげる人はちぎった新聞紙をセロハンテープで貼って
つなげていき、制限時間３分間で、より長くつなげたチーム
の勝ち。

遊び方

活動展開の
ヒント

「新聞紙ちぎってつなげてリレー」を
行いましょう

【窓ふき】

2

3

1

2

新聞紙…たくさん、セロハンテープ準備物

音が鳴るもの（コップ・鈴など）準備物

「和食のマナー○×クイズ」をしましょう
活動展開の
ヒント

Q１．
Q２．
Q３．

小皿などの器は、箸を手に持ってから持ち上げる
右側にある器を左手で取ることは、マナー違反とされる
盛り合わせ料理は、右から順に食べる

次の３つの問題に、○か×で答えましょう。

Q１．×（器を持ち上げてから箸を持つ）　Q２．〇（「袖越し」と呼ばれる）
Q３．×（左から右へ味が濃くなるように盛り付けてあるため、左から食べる）

答え

「アロエクイズ」をしましょう
活動展開の
ヒント

Q１．
Q２．
Q３．

アロエは摂れば摂るほど体によい
アロエには美肌効果がある
アロエという名前は「甘味」を意味する言葉が由来となっている

次の３つの問題に〇か×で答えましょう。

Q１．×答え

Q２．〇　Q３．×（「苦味」）

「音当てゲーム」をしましょう

「古新聞の活用法」を話し合いましょう

90℃以下のお湯を耐熱性ペットボトルに入れ、タオルなどで包
んで完成！
※非耐熱性ペットボトルを使用する場合は、50℃以下のお湯が望まし

いといわれています。

水で濡らした新
聞紙と乾いた
新聞紙で交互
に窓を拭くと、
きれいになる。

【洗濯物】
部屋干しした洗濯
物の下に、くしゃく
しゃに丸めた新聞
紙を置いておくと、
乾きが早くなる。

【湿気とり】
タンスの引き
出しの底に新
聞紙を敷いて
おくと、カビ防
止になる。

【注意点】
ペットボトルが溶ける恐れがあるため、90℃を超える熱湯を
入れないようにする
低温やけどに注意して使用する

作り方

活動展開の
ヒント

耐熱性のペットボトル（蓋がオレンジ色のものなど）、
ペットボトルを包むもの（タオル、靴下など）

準備物

1

2

紙コップの底面と机を合わ
せるようにセロハンテープを
貼り、紙コップの飲み口が
参加者に向くように倒す。
参加者は、ボールを転がして紙コップの中に入れる（紙コッ
プの中にボールが入ると、紙コップが直立する）。
先に紙コップを３個立てた人の勝ち！

遊び方

活動展開の
ヒント

クリスマスツリーの絵を描いた紙コップ…３個、
ボール…３個

準備物

「ツリー立てゲーム」を行いましょう

過剰摂取は、下痢や腎臓障害を引き起こす場合も
あるといわれている（ ）

簡単エコであったか！
「ペットボトル湯たんぽ」を作りましょう

東京都で初めて発行された「東京日日新聞」（現：毎日新聞）
といわれています。
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ミニツリー
クリスマスリース
アロマストーン・オーナメント
オリジナル年賀状
ツバキのブローチ
縁起物の箸置き
亥の置物
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長谷川病院リハビリテーション部

長澤康弘（理学療法士）
膝痛がある方への
認知行動療法の活用

認知行動療法による疼痛管理

先進的なリハビリのテクニックを紹介！

第９回

　運動器疼痛の中でも膝痛、腰痛を訴える高齢者は
多く、その対策には運動が有効とされていますが、
痛みを抱えながら運動を継続することは容易ではあ
りません。認知行動療法は、出来事に対する認知
（考え方、構えなど）や行動（対応、反応など）に
注目して、ネガティブな感情、不適切な認知や行動
を修正していく治療法で、痛みの改善、身体機能向
上、うつ・不安の軽減など、多くの症状に対して長

期的な効果が証明されています。
　運動器疼痛に対しても、ご利用者が痛みをどのよ
うに考え、どのように振る舞い、身体にどのような
影響が出ているのかを整理して、日常生活を送る上
での対処法を身につけるために活用できます。今回
は介護現場で認知行動療法を活用する際の技法とポ
イントについて紹介します。

認知行動療法の技法
　認知行動療法の技法には数多くの種類が存在します。その中から今回は、膝痛のある高齢者を対象に多く
活用されている技法を中心に紹介します。

１. 認知再構成  ～痛みを感じたときの考え・行動・結果を記録し、修正～

　 疼痛などの不快な経験は、瞬時に頭に浮かぶ考え
やイメージによってネガティブな感情となり、不適
切な行動（必要以上の安静、服薬・通院に頼る、急
激な運動を始めるなど）を選択しやすくなります
（図１）。高齢者は痛みに対して、願望思考（早く痛
みがなくなるようにと願う）、破滅思考（自分の痛み
に絶望感やあきらめを持つ）、医薬行動（必要以上

に服薬や病院の通院に頼る）といった悪循環に陥り
やすい考え方や行動を取る傾向にあります。
　これに対し、痛みを経験したときの考えや感情、
その後の行動を記録して、選択した行動が身体にど
のような影響を及ぼすのかを整理していき（図２）、
その行動が身体に悪い影響を与える場合には、考え
方や行動を修正していく「認知再構成」を行います。

図２　認知再構成では痛みを感じたときの行動と感情を整理

　　月　　日　（　　曜日）　　　午前　・　午後　　時頃

痛みが出たときの状況 考え 行動

感情 身体への影響
痛みの増悪

急激な運動
必要以上の通院や
服薬に頼る

なんでこんなことに！
何もできない！
どうしよう？

不安、こわい
無関心

必要以上の安静

考え 感情

行動

図１　ネガティブな感情と不適切な行動の悪循環

とう つう
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IADL（手段的日常生活動作）の例
１. 家事

（掃除、洗濯、ゴミ出し、
食事の準備・片付けなど）

２. 電話 ３. 買い物

４. 金銭管理 ５. 服薬 ６. 趣味活動

第9回

年間テーマ一覧

介護サービスは、自立支援の視点でサービスを提供することが
要です。この連載では、自立支援につながる介護方法について
具体例を挙げながら紹介します。

「IADLの自立」の支援

１月号
２月号
３月号

 IＡＤＬの自立（２）
家庭・社会での役割の自立
セルフマネジメントの自立

※内容は変更となる場合があります

かなめ

ＩADLの自立のために

　IADL（Instrumental Activities of Daily Living：
手段的日常生活動作）とは、日常的な動作の中で
も、ADLより記憶や判断が求められる動作になり
ます。具体的には、食事の準備、家事、買い物、服
薬管理、電話、公共交通機関の利用、金銭管理や趣

味活動などがあります。人によって動作の優先度が
異なるため、一人ひとりの状態や希望に応じて、そ
の課題や行為を遂行するための支援をすることが大
切です。
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　足の浮腫はなぜ起きるかご存知ですか？ 例えば、
立ちっぱなしや座りっぱなしの状態が続いたとき
や、きつい靴や靴下を履いたことにより毛細血管内
圧が上昇することで起こります。これは、足にある
毛細血管の圧力が異常に高くなり、血管中の水分が
組織内にあふれ出てしまうことが原因です。
　また、さまざまな病気により、血管から組織へ水
分がもれ出したり、リンパ管が詰まり流れなくなっ
てしまうことでも起こります。例えば、心不全、腎
不全、肝不全、甲状腺機能低下、深部静脈血栓症、
下肢静脈瘤、薬剤性、リンパ浮腫などが原因で起き
る場合があります。

　浮腫のケアとして弾性包帯を使用する場合があ
ります。弾性包帯を巻くことにより、足先から心
臓への血液の戻りを助け、下肢のうっ血症状※を改
善します。
　弾性包帯は、浮腫の状態に合わせて圧迫の具合
を調節できます。巻く範囲も調節しやすく、下肢
の形状や左右差にも対応可能です。材質や厚みに
よって弾力性が異なるため、使用の際は、目的に
よって巻き方を変える必要があります。リンパ浮
腫など、強い圧迫と特殊な巻き方が必要な場合

は、講習を受けた医師、看護師、理学療法士など
が行います。
　しかし、高齢者の筋力低下による浮腫の場合
は、入院中や在宅で着用を継続している軽い圧迫
力のショートストレッチタイプの弾性包帯を使
い、医師や看護師の指導の下で家族が圧迫包帯の
巻き直しを行っているご利用者であれば、介護者
も巻き方の指導を受けて行うことが可能です。

【資格】
WOCナース
日本フットケア学会認定フットケア指導士

この連載では、「浮腫ケア」「疼痛ケア」など、ご利用者
の身体的な悩みに一歩踏み込んだケアをお伝えします。

浮腫（むくみ）ケア

医療法人社団青泉会 下北沢病院 外来診療部
西出 薫

第９回

ワンランク　　  の介護を目指す上

ふ しゅ

りゅう

１. 足の浮腫の原因

２. 正しい弾性包帯の巻き方

※うっ血症状…心臓のポンプ機能が不十分なことにより血液の流れが悪
くなり、血液が異常に多くたまった状態

116　月刊デイ　Vol.228



医療法人珪山会 鵜飼病院 通所リハ ウカイ

 作業療法士  野村成美

医療との連携や維持期リハの受け皿として通所リハに求められる
役割と運営の工夫をご紹介します。

ジョブコーチとの密な連携で、
就労支援を行う

第９回

医療法人珪山会
鵜飼病院 通所リハ ウカイ

利用者定員：50名
１日平均利用者数：46名
平均介護度：2.1（要支援を含まない）

営業日：月～金曜日
サービス提供時間：１ｰ２、３ｰ４

医師
看護師

理学療法士
作業療法士
言語聴覚士

介護職
運転手

合計

常勤

２人
1人
５人
２人
２人
1人
0人

13人

１人（0.4）
０人
０人
０人
０人
０人
０人
１人

非常勤
（常勤換算）職種

【人員配置】施設の概要

　当事業所のある名古屋市中村区は、高齢化率が高
く、名古屋市内で常に上位３位に入っています。ま
た、高齢単体世帯および高齢夫婦世帯数も多く、高
齢者世帯であっても自立した生活ができるように支

援する施設が必要だったため、平成19年６月に、
「通所リハ ウカイ」を開設しました。現在、１-２
時間、３-４時間のサービスを提供しています。

医師もチームアプローチに参加し、協同を習慣化

　当事業所は、多種多様な専門性を生かしたサー
ビスを提供しています。専門性の必要な業務は、
専門職種が対応しますが、経験を積めば可能な業
務は平成29年度からチームアプローチで実施して
います。医師も例外ではなく、機能的体力テスト
や自主運動の介助、ご利用者の誘導および集団運
動の指導などを、ほかのスタッフと協同で行って
います。そのため、医師自身がご利用者に接する
機会が多く、「評価したことがある、知っているご
利用者」のリハ会議を行うことになるため、以前
より会議での医師の発言が多くなり、医師の能力

を生かした会議となっています。
　また、往々にしてリハ会議では、意見交換不足な
どから主治医と通所リハの医師間での方向性の不一
致が発生し、通所リハの医師が主治医に遠慮して
サービス計画が後手に回ることがあります。この点
は当事業所においても長年の課題でしたが、現在、
ICTなどの活用や、後に紹介する地域の医療・介護
サービスとの連携により、当施設契約者の約６割の
主治医と意見交換が行える仕組みができ、通所リハ
の医師も生活場面の工夫やご利用者の評価などの提
案が積極的にできるようになってきています。
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　冬はインフルエンザなどの感染症が流行します。室内の乾燥を防いだり、手洗いを行いましょう。

　水で濡らしたタオルを室内に
干すことで、加湿器を使わなく
ても、室内を加湿する効果があ
ります。室内の湿度は50％程度
に保つと効果的です。

冬の過ごし方に注意しましょう

感染症を予防しましょう

ご利用者・ご家族の皆さまへ

簡単にできる室内の加湿 食事前、トイレ後に手を洗いましょう

　年末年始は、ご自宅の中で過ごす時間が多くなりがちですが、毎日時間を決めて体操を行うなど、積極的に
体を動かしましょう。

　何時間も座りっぱなしで足（下肢）の運動量が減ると、筋力が低下
し、足の動きや血行が悪くなったり、むくみやすくなります。
　デイで行っている運動やトレーニングをご自宅でも行いましょう。

運動不足を解消しましょう

足の運動をしましょう

　冬はのどが渇きにくいため、夏よりも水分を取りにくくなります。水分が少ないと便秘になりやすいため、
意識して水分を取るようにしましょう。

　大人は、１日に1.5リットルの水分摂取が必要と言われています。一度に飲む
のは大変なので、こまめに飲むようにしましょう。
　「テレビを見る前」「テレビを見た後」「トイレに行った後」「食事の後」「運動
する前」「運動した後」「夜寝る前」「朝起きた後」など、何かをする前後にコッ
プ１杯の飲み物を飲むとよいでしょう。

水分を取りましょう

「○○をする前」「○○をした後」にコップ１杯飲みましょう

　ウイルスは手に付いている
ことがあります。食事前やト
イレ後に手を洗って、食べ物
や食器、手すりなどにウイル
スが付くのを防ぎましょう。
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全国から寄せられた事業所での取り組みやレク・クラフトを中心に毎月紹介しています。 

活動に生かせるヒントが盛りだくさん！

Recreation&Craft

大集合
全国から寄せられた事業所での取り組みやレク・クラフトを中心に毎月紹介しています。

Recreatio

大

自慢の

優秀賞

評

準優秀賞 

評

千葉県習志野市

三橋病院 様

丸めた新聞紙の砂利道

新聞紙で形を作り、
絵の具で色を

塗ったお稲荷さま

手作りの門松

段ボールと
赤いガムテープで
作った鳥居

【置物】三橋神社
段ボールを使って、お社、鳥居、賽銭箱を作り、新聞紙のお稲荷さまも祭りました。

部屋を神社の境内に見立て、みんなで参拝しました。

千葉県君津市

特別養護老人ホーム 上総園 様
【置物】新年のごちそう
みんなが制作に参加できるような作り方を考え、フェルトや紙粘

土を使って原寸大のおせち料理を作りました。お正月の華やかな

雰囲気を出せるように、鮮やかな色で仕上げています。

新年の寿ぎの場にぴったりな彩りで、飾り切りの丁寧さや高級感あふれる照
りまで感じられます。料理の一つひとつに心が込もり、見とれるほど華やか
で美しいです。

本物の神社さながらの動線で参拝できる配置と造りに驚きました。参拝の雰囲気を味わいながら、楽しく歩行練習ができますね。
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応募総数  約 550通

（来年の干支）（来年の干支）

月刊DAY主催 第１５回 絵手紙コンクール

絵手紙コンクール絵手紙コンクール

年年 賀賀 状状

審査の結果、以下の賞を
選出いたしました

金 賞 1点
銀 賞

銅 賞

猪突猛進賞

審査員イチオシ賞

ユニーク賞

月刊デイ賞

４点

４点

５点

４点

４点

８点

「絵手紙コンクール」第15弾の今回は、2019年の干支である「イノシシ」を

テーマにした年賀状を募集しました。受け取る相手を思って描いた絵はがきは、

どれも温かい愛情が伝わり、楽しいアイデアに審査員も笑顔になりました。

すてきな力作を応募してくださった皆さま、本当にありがとうございました。

入賞者発表

天満 千枝子さん（88歳）

色鮮やかなイノシシのデザインが華やかで、

審査員の目を引き付けました。

思わず何度も見返したくなる年賀状です。

金賞、おめでとうございます！

審査結果は当社

ホームページでも

紹介しています。

月刊デイ 検索

金 賞金 賞

156　月刊デイ　Vol.228



答えは205ページにあります

かくれんぼ

３食べる「ちゃんこ」はちゃんこ鍋。
では、着る「ちゃんこ」は？

答え

１顔にアンテナがあり、高いところから落ちても
けがをしない、関節がやわらかい生き物は？

答え

ヒント ねずみを追いかける生き物です。

２地面に打ち込む「くい」は杭。
では、壁に塗る「くい」は？

答え

ヒント 塗料のことです。

●コピーしてお使いください

なぞなぞぬり絵
名前（　　　　　   　　　　　　 　　　　　）実施日　　　　年　　　　月　　　　日

ぬり絵をした後、なぞなぞに答えましょう。答えは、ぬり絵の中に隠れています

脳トレ／思考力・記憶力

ヒント 還暦を迎えると、赤いものを着る習わしがあります。

ヒント 答えはすべて絵の中にあります

くい

答えは205ページにあります

●コピーしてお使いください

クイズぬり絵
脳トレ／思考力・記憶力

名前（　　　　　   　　　　　　 　　　　　）実施日　　　　年　　　　月　　　　日

大掃除

ヒント ワラやイグサで作っているため新しくても
ほこりが出ることから、人を見かけだけで
判断してはならないというたとえ

２

３ 次の物を別の呼び方に言い換えましょう次の□に言葉を入れましょう

次の□に言葉を入れましょう

ヒント 相手に不義理や面目のないことをしてしまい、
家へ訪ねて行きにくいこと

例 シューズ→  くつ
が高い

かべ

新しい　　　　　　でも

たたけばほこりが出る

割烹着 →

→

①

→三角巾②

飼い犬③

1

ぬり絵をしたあと、クイズに答えましょう。答えは、ぬり絵の中に隠れています

かっぽう ぎ
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購入はこちらから

https://dayshop.biz/products/detail/210
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