ねると︑ホームの中は活気と
る運動指導をしている︒彼女

けながら︑２グループで異な

が一人ひとりに熱心に声をか
東京と神奈川の県境に位置
明るい声に満ち溢れていた︒

﹁身体状況を見て３つのグル

する︑川崎市麻生区︒緑に恵

リビングでは︑入居者が２
ープに分かれ︑それぞれに合

たちは理学療法士︵ＰＴ︶と

つのグループに分かれ円陣を

った集団リハビリ運動を行っ

﹁今日は風船バレーをやって

組んでいる︒白衣を着た女性

ションを行っています︒入居

まれた丘陵地帯で︑
﹁ 東の高

る歴史色豊かな街でもある︒

を見ていく

される方には趣味を伺い︑そ

作業療法士︵ＯＴ︶だ︒

そのほぼ中央にある﹁ニチ

ことが大切

の人に合ったイベントを提供

みましょう﹂

イホーム王禅寺 ﹂
︒ある朝訪

だと考えて

できるよう工夫しています︒

みんなでお話しする機会を作

識的に作るようにしています︒

﹁フリートークの時間は︑意

林さんは常勤のＰＴだ︒

希子さんに︑話を聞けた︒桐

歓談を終えたＰＴの桐林亜

するという理念の下︑全員が

身体機能と日常生活はリンク

厚底にした方がよいのか⁝⁝

装具の付け方は︑片方の靴を

ともいう︒その人に合った補

を介護職員にアドバイスする

専門家の知見から気づいた点

人ひとりの生活をＰＴが知り︑

していくものなのだ︒

る︒健康は︑生活の中で増進

然と身体を動かす機会も増え

日々楽しく過ごす中で︑自

と思います﹂
︵杉崎さん︶

も︑会話の絶えないホームだ

入居者様とも︑スタッフ間で

ると︑お部屋にこもりがちに

連携を図っているのだ︒

入居者一

なり運動不足になるのを防ぐ

﹁リハビリだけでなく︑ほぼ

いのだ︒

います﹂

野山﹂と呼ばれる王禅寺もあ

コミュニケーションあふれる
生活が身体を健康にする

ニチイホーム王禅寺

ム﹂を訪ね︑生活に息づくリハビリの姿をつぶさに見た︒

ケア事業を長年展開するニチイ学館グループの﹁ニチイホー

あ る︒ そ の 真 の 狙 い は ど こ に あ る の か︒ 医 療︑ 特 に ヘ ル ス

体機能の維持を図る生活リハビリに特に力を注ぐホームが

身体の衰えを防ぐには︑日ごろからの運動が不可欠だ︒身

生活と一体化した
リハビリの神髄

ています︒身体機能の持続だ
けでなく︑集団活動の一環と
して︑楽しんでいただいてい
ます﹂と︑ホーム長の杉崎宏
美さんは話す︒
希望者は週２回︑このリハ
ビリ運動に参加する︒比較的
身体機能が高いグループはＰ
Ｔが︑車いすを利用するなど
介護度の高いグループはＯＴ

ことにもつながります︒健康

毎日︑何かしらのレクリエー

介護に最適な居室。
個別リハビリが行われることも
昼下がり、多目的スペースでは入居者同士の会
話が弾んでいた

が担当し︑機能別に週４回リ
ハビリを行っている︒
おやっと思ったのは︑運動
が終わった直後のこと︒ＰＴ︑
ＯＴと参加者は︑介護スタッ

集団で行うリハビリは、生活を彩る「イベント」のひとつでもある

ニチイホーム
入居者とスタッフが共同
して野菜を育てている

理学療法士・桐林亜希子さん。ス
ポーツが好きで、身体機能に携わ
る理学療法士を志したが、実習先
の病院で「生活に根差したリハビ
リ」に感動し、老人福祉の世界へ

を維持できるよう︑生活全般

ゴムひもをつかった集団リハビリ
運動（上）
。週 4 回の集団リハビ
リ運動は、身体状況ごとのグルー
プ別に行われる（下）

フも交えて雑談めいた会話を
長時間楽しんでいる︒誰も︑
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運動後すぐには帰ろうとしな
杉崎宏美さん。淑徳大学を卒業後、
知的障がい者福祉に携わっていたが、
祖父の介護をきっかけに介護の世界
へ。介護スタッフを経て、12 年４月
からニチイホーム王禅寺ホーム長に

高齢者ホーム最前線
館内に飾られた過去のイベン
トの写真。約 20人のスタッ
フは、それぞれ自分の特技を
活かしてイベントを企画する

ニチイホーム

ニチイホーム柿生
グエクステンション﹂と呼ば

マシンにまたがった︒
﹁ レッ
合わせた運動を行っています

﹁それぞれの方の身体状況に

専属のＰＴ︑二瓶晃輔さん
これらの機械を使うため︑
元気になっていく入居者を

が︑無理をさせすぎないよう

の指導の下︑介護スタッフも
週１回︑ニチイホーム王禅寺
見ることが︑最高の励みにな

れるこの機械は︑ひざの周囲

ニチイホーム王禅寺から徒

一緒に運動している︒和気あ
の居住者も訪ねてくる︒好評
るという二瓶さん︒様々な機

心掛けています︒やる前には

歩 分ほど離れた場所に︑﹁ニ

いあいとした雰囲気だが︑ゴ
を博しているそうだ︒

を鍛えてひざの負担を軽減し︑

広々としたエントランスホ
ムボールを跳ねたり︑ボール

トレーニングマシンを用いた
アクティブなリハビリ

ールの奥に︑スポーツジムを
を足に挟んで持ち上げたり

必ず血圧を測り︑終了後も絶

思わせるようなマシンが４台︑
⁝⁝と︑傍目に見ても結構

歩幅を広げるためのものだと

鎮座している︒この﹁介護予
ハードな内容に思えた︒

えず健康状態をチェックする

防マシンコーナー﹂において︑
﹁今日参加されている方は︑

いう︒

ＰＴによる集団リハビリが行
比較的身体機能が高い人で

チイホーム柿生﹂がある︒

ロ 南 北 線︑ 都 電 荒 川 線 な ど

ＪＲ京浜東北線︑東京メト

介護スタッフと看護師の連携

ニチイホームならではの︑

とっても通いやすい場所だ︒

さ そ う だ︒ 訪 問 す る 家 族 に

ワーから荒川を隔ててすぐの

ム 江 戸 川 ﹂ は︑ そ の 巨 大 タ

京スカイツリー︒﹁ニチイホー

オープンし話題を集めた︑東

東京の下町に２０１２年に

いホーム
﹁ニチイホーム王子﹂

的なリハビリがここにはある︒

器と人間味が調和した︑理想

ようにしています﹂

われていた︒
す︒皆さんいつも一生懸命︑
運動されています︒皆さん
が一緒に運動されることで︑
競争心が生まれるのかもし
れません﹂と︑二瓶さんは
話す︒
集団リハビリが終わった
後︑一人の参加者が一台の

２０１２年 月オープン予定
ニチイホーム江戸川

２０１２年 月オープン予定
ニチイホーム王子

が 運 行 す る︑ 東 京 北 区 の 王

による見守り体制︑および︑

下町地域に 年 月︑オープ

つつ︑豊かな緑も残されてい

都心からのアクセスに優れ

ンを備えた介護予防フィット

れる︒設備面でも︑各種マシ

す生活リハビリも取り入れら

気に満ちている︒

は人々が活発に行き交い︑活

景観もさることながら︑周囲

ンする︒スカイツリーを望む

がオープンする︒

るのがこの街の魅力︒近くに

ネススペースが備えられ︑最

居室は全 室︑うち２室は

は桜の名所・飛鳥山公園もあ

10

新鋭のリハビリ体制が整えら

12

り︑出歩く場所には事欠かな

れる︒
他のニチイホームと同様に︑
イベント︑および外出レクリ
エーションも頻繁に行われる
予定だ︒
緑にも恵まれた環境で︑健
康的な毎日を過ごせそうだ︒

レッグエクステンションを使用した
マシンリハビリ

63

人のぬくもりを感じられる街、
下町の「ニチイホーム江戸川」

日が待っていることだろう︒

で︑人々と語らい︑暮らす毎

情緒あふれる下町風情の中

用意するという︒

かに︑
﹁選べるメニュー﹂も

を考慮した通常メニューのほ

充実︒食事は︑栄養バランス

介護︑医療︑看護の体制も

そうな場所がたくさんある︒

る︒交流や︑イベントに使え

ファミリールームも設置され

問した家族などが利用できる

たルーフデッキが︑また︑訪

屋上階には屋上庭園を備え

こで頻繁に行われそうだ︒

あり︑フロアごとの交流はこ

は︑リビング＆ダイニングが

夫婦入居が可能︒各階中央に

新名所・スカイツリーを望む
﹁下町のホーム﹂

子︒ 年 月︑この街に新し

身体機能の維持・改善を目指

介護予防用マシンを備え
健康的な生活を創造する

10

都心からのアクセスが便利な、
「ニチイホーム王子」
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☜Ｐ174に詳細データ

理学療法士・二瓶晃輔さん。過去、自らの足
をリハビリで治した経験から、リハビリの
世界へ。ニチイホームに常勤になるまで
は、自宅訪問による療法を行っていた

10

10

左から、肩甲骨を鍛え猫背を治すラットプル、レッグエク
ステンション、開脚運動で骨盤の安定性を高めるアダクショ
ン、立ち上がりのための筋力をつけるレッグプレス

131

ゴムボールを握り、握力の維持を
図る

10

12

