６５歳を超えると３⼈に１⼈

が︑年に１回以上転倒するという
統計があります １︒)グラフ１に⽰
すように転倒は特に７５歳から急
激に上昇し︑この転倒が増加する
７５歳後ろより︑⾜の付け根の⾻
折︵⼤腿⾻頚部⾻折︶も急激に増
えてきます︒
転倒は︑コ ドや段差につまず
くなどの﹁ 偶発の環境要因﹂が
３０％ほど関係していますが︑
１７％ほどは﹁ 歩⾏やバランス障
害︑筋⼒低下﹂といった⾝体虚弱
が原因となっています︒したがっ
て︑転倒は﹁ ⾻折﹂や﹁ 外傷性脳
出⾎﹂などの原因にもなりますが︑
﹁ 筋⼒低下﹂や﹁ バランス障害﹂
などの結果︑転倒が⽣じるとも⾔
えます︒

記事 ⽵越 久泰︵介護サポート部⾨部⻑補佐・社会福祉⼠

グラフ2:年齢別・性別の握⼒の推移

いいえ︑⾝体機能低下の結果です︕

加齢に伴い︑誰でも筋⼒が落ちてき

加齢に伴う筋⼒の低下

て︑⾜腰のだるさを経験します︒
グラフ２は握⼒の低下を⽰しています
が︑下肢の筋⼒も同様に加齢とともに低
下し︑握⼒と相関すると⾔われます︒
５０歳を超えた頃から︑男性では年平均
０ ．４３Ｋｇ︑⼥性では０ ．２３Ｋｇず
つ低下し︑通常の低下以上に筋⼒が低下
してしまう状態をサルコペニア︵加齢性
筋⾁減弱症︶と⾔います︒

サルコペニアとはどんな状態か︖

サルコペニアとは﹁ 加齢に伴って⽣

単なる﹁ 筋⾁量﹂の低下だけのプレサルコペニア︑﹁筋
⾁量﹂の低下に﹁ 筋⼒﹂または歩⾏速度などの﹁⾝体能
⼒﹂の低下がみられるサルコペニア︑そして︑﹁筋⾁
量﹂も﹁ 筋⼒﹂も﹁⾝体能⼒﹂も低下した重症サルコペ
ニアになります︒
後編︵ 来⽉号︶に続く
※

じる⾻格筋量と⾻格筋⼒の低下﹂と定義
されています︒さらに︑﹁⾝体能⼒﹂の
低下を含めて３段階に区分すると︑

グラフ1:⼥性の年齢別の⼤腿⾻頚部⾻折数と転倒率2,3)

転倒とサルコペニア︵前編︶ 転倒は事故ですか︖
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しののめ⽣涯学習
2020年
12⽉号

カルチャーレストラン

「カルチャーレストラン」とは、⾃分でパソコンを操作し、様々な講座から楽しく
学ぶことができ、パソコンを触ったことがない⽅でも⼀から学ぶ事ができる講座で
す。これからの時代、パソコンのスキルがますます重要（必須）になってくると思
いますので、是⾮学んでみてはいかがでしょうか︖
【営業時間】10:00〜18:00（定休⽇なし）
【場
所】2階カフェ パルミラ内
【受 講 料】5,500円（⽉額）
【講座内容】パソコン初級・中級Word/Excel/PowerPoint、脳トレ、デコクラフト、
ペーパークラフト、⽔彩画、⼭の幸染め、ライフケアカラー、デジカメ・写真講座、

アルバム作成、⼤⼈塾（英語・数学・理科・社会）、旅⾏会話（英語・中国語）、他30講座以上

東雲の丘 配⾷サービス事業
⾼齢者福祉施設のこころ配りを念頭に、管理栄養⼠による献⽴で安全で美味しい⾷
事を朝⾷、昼⾷、⼣⾷と⼀年365⽇ご⾃宅へ配達致します。
朝⾷・・・470円（07:15〜08:30)
昼⾷・・・600円（11:15〜12:30)
⼣⾷・・・600円（16:15〜17:45)
流動⾷
キザミ⾷
普通⾷
※ 特別⾷を利⽤される場合は別途100円加算されます。
※ 特別⾷・・・柔菜⾷・キザミ⾷・ミキサー⾷・腎⾷・糖尿病・⾷物アレルギー、制限⾷

【サービス提供範囲】 南城市及び⼀部近隣市町村
※ 離れて暮らすご家族様にもご安⼼して頂けますよう配達時に安否確認サービスを実施し
ております。
※ 南城市 ⾷の⾃⽴⽀援事業については、南城市からの助成があります。

⾼齢者介護に関することは、お気軽にご相談下さい
1

特別養護⽼⼈ホーム 東雲の丘

（定員100名）

完全個室ユニットケアが特徴です

2

東雲の丘 グループホーム

（定員9名×2棟）

完全個室の認知症ケアが特徴です

3

住宅型有料⽼⼈ホーム マチュピチュ

（定員24名）

要⽀援から要介護の⽅まで⼊居できる施設です

4

東雲の丘 デイサービスセンター

（通常規模）

リハビリ、レク等を⾏い在宅⽣活継続を⽀援

5

東雲の丘 ショートステイ

（12床）完全個室

年中無休で「泊り」と介護ができる事業所です

6

サービス付き⾼齢者住宅 ハナミズキ

（定員18名）

60歳以上の虚弱な⽅から利⽤できます

7

しののめ⼩規模多機能型居宅介護事業所

（定員25名）

「通い」を中⼼に「⾃宅訪問」「事業所泊り」のサービスです

8

居宅⽀援事業所 東雲の丘

介護保険に関することを利⽤者の⽴場でケアプランを作成し在宅⽣活を⽀援

9

東雲の丘 配⾷サービス事業

管理栄養⼠の献⽴のもと朝・昼・⼣と毎⾷弁当をお届け致します

10 東雲の丘式⽣涯学習カルチャーレストラン

パソコンを利⽤した⾼齢者向けの⾃⽴学習型⽣涯学習教室です

11 東雲の丘学習クラブ

⼩学⽣・中学⽣・⾼校⽣の授業と受験をサポートする学習塾

12 しののめnursery school （Ⅰ・Ⅱ）保育園

（Ⅰ事業所内保育所19名）（Ⅱ企業主導型保育所︓地域枠15名︓企業枠15名）

編集後記

求⼈募集
県内唯⼀のユニットリーダー実地研修
受⼊施設です。福祉を共に学び共に働
きませんか♪

第108号
令和2年
12⽉15⽇発⾏

就労時間の希望承ります。
○介護職
○看護職 ○配達員
職種 ○デイ運転⼿ ○調理員 ○保育⼠
○保育補助員

ここ沖縄も本格的に寒さ到来ですね。クリスマスにお正⽉とイベントも盛りだくさんやって
きます。新型コロナウイルスの影響でこの世は様変わりとなりました。⾼齢者福祉施設は
特に激変の令和２年となったことを振り返ります。閉塞感は否めませんが、楽しいことや
声を出して⼤笑いし、吹き⾶ばしてやりましょう♪
Fortune comes to the laughing gate（笑う⾨には福来る）です♪
住所︓〒901-1203 沖縄県南城市⼤⾥字⼤城1392番地
電話︓098-946-2051
HP︓https://www.kenshoukai.or.jp/

編集者︓前⿊島 智司（介護福祉⼠）

拘縮について
〜拘縮予防は⽇々の積み重ねが⼤切〜
今回は拘縮についてご紹介していきたいと思います︒寝たきりの
状態などで⻑い間⾝体を動かしていない⽅の関節が︑徐々に動かし
づらくなっていく経験をした⽅は多いと思います︒こうした拘縮は︑
筋緊張によるものとはまた異なるしくみで⽣じています︒

拘縮とは主に３つに分類されます︒
①筋性によるもの ②軟部組織性のもの ③関節性のもの

右記に挙げた３点の要因から︑⾝体
対策として⽇頃から同⼀姿勢のま
︵ 関節︶を動かさない＝筋⾁を動かさ まにさせない事︑毎⽇の離床・臥床︑
ないでいると︑筋⾁の細胞内にコラ
排泄︑⼊浴︑更⾐介助に⼊る際に２
ゲンが増えることがわかっています︒ 〜３分程度でいいので⼿⾜を動かし
コラ ゲン︵ 繊維︶は弾⼒をもち︑構 てあげる︑寝たきりの場合のポジ
造の維持や保湿などに寄与しています︒ シ ニング位置︑ク シ ンの位置
⼀⽅︑コラ ゲンは筋⾁等に蓄積して 確認が必要になります︒
量が増えると質的に変化し︑そのもの
これから寒い季節になります︒イ
をより硬く強靱にする特徴をもってい ンフルエンザや胃腸炎︑新型コロナ
ます︒ 強靱になった筋⾁からは柔軟性 ウイルス等︑体調管理には気を付け
が失われ︑動かすのが困難になる︑つ て良いお年を迎えまし う︕︕︕
まり拘縮の原因になるのです︒ 動かし
づらくなってきたからといってそのま
までいると︑よりコラ ゲンが溜まり
訓練開始
拘縮を悪化させてしまう悪循環に陥っ
直後
てしまいます︒
訓練開始
５⽇経過

訓練開始
１０⽇経過

記事 ⾦城 正⻯
︵ 特 養 機 能 訓 練 員 ・ 柔 道 整 復師 ︶

﹁鯖⽸﹂を使った簡単レシピ︕︕
Ｐａｒｔ２

早 期 に対 応 で き れ ば 改 善 は 可 能 で
すが︑ガチガチに固まった関節をほぼ
無理に動かしながらの訓練となり︑痛
みが伴うため本⼈の負担はとても⼤き
いものになります︒ 私も実際に拘縮改
善の訓練中︑無理に実施して⼊居者の
⽅にご迷惑をかけてしまったこともあ
ります︒
で す が そ のま ま 放 置 し て お く と
排泄︑⼊浴︑更⾐介助などが困難
になり無理に介助に⼊ると⾻折の
原因にも繋がります︒

栄養⼠のひと⼝メモ
加⼯⾷品を上⼿に利⽤しましょう︒
鯖⽸を使った﹁加⼯⾷品﹂を上⼿に活⽤しましょう︒
⼀般的な⿂⾁ソーセージ︑⽵輪︑かまぼこ等は塩分が多く含まれ
るので︑⽇常的に⾷べるのは避けましょう︒鯖⽸にも塩分が⼊っ
ているので︑使⽤する際には︑⿂の塩分を利⽤し調味料を加減し
ながら上⼿に活⽤しましょう︒
●鯖⽸・・・１⽸︵汁を含む︶
︻鯖カレー︼
●⽟葱・・・１個
●⼈参・・・１本
︿⾷材・調味料﹀
●しめじ・・・１株
●油・⽔・・・適量
●カレールー・・・適量

︿作り⽅﹀

１︑鯖をフライパンで焼いて取り出します︒
２︑１に油を⼊れ︑⼀⼝⼤に切った野菜を炒めます︒
３︑適量の⽔を⼊れ煮込み︑柔らかくなればカレールを⼊れ最後

ヒラヤーチー作り体験♪

拘縮改善訓練の様⼦
可動域訓練、ストレッチ実施
（約２０〜２５分程度）

に鯖を戻し⽕を⽌めて盛り付けます︒

野 菜 スタ ン プ

ナイシ

だよ♡

みんな全集中︕
うさぎ組★全員集合♪

記事 井村 李奈 （保育園事務員・⼦育て⽀援員）

今年も残り1か⽉となりました。この1年間を振り返ると、⼦どもたちの成⻑がとても頼もしく感じます。
新型コロナウイルス対策や、季節性の感染症へのご協⼒をお願いする中ではありますが、引き続き⼦どもたちの成
⻑を⾒守っていきたいと思います。

しののめ学習クラブ 「県⽴⾼校⼊試まで100⽇!!

しののめナーサリースクール便り

⾜の変化に注⽬

記事 諸⾒⾥ ︵栄養⼠︶

⼊居者募集
お気軽に相談下さい。

令和3年度県⽴⾼等学校⼊学者選抜、通称「県⽴⾼校⼊試」が2021年3⽉3⽇より実
施されるため、残すところ100⽇を切ってきました。今の時期にやるべき対策を、私がまとめ
てみました。そのポイントも説明します。
記事 ⼤城 功也 学習クラブ講師
⼀、中1、中2の対策をするべし︕
⾼校⼊試に出題される問題の3分の2は中1と中2の内容です(中学3年間の内容が均等に
出題されるため)。⽐較的最近に学習した中3の内容は覚えている⽣徒が多いはずです。早め
に中1と中2の復習を⾏い、点数アップに繋げましょう。
⼆、模擬試験を受けるべし︕
お近くの塾で、「模擬試験」を実施しているかと思われます。受験⽣のレベルと志望校のレベル
の差を早めに把握して、どの程度学習が必要かを早めに把握しましょう。12⽉、1⽉、2⽉に模
擬試験を実施している塾が多いです(当塾では1⽉と2⽉に実施予定)。
三、得意科⽬を作るべし︕
⼊試は1⽇⽬に国語、理科、英語を⾏い、2⽇⽬に数学、社会、そして⾯接が⾏われます。ま
た、⼊試は本⼈の内申点(通知表の数字)と試験の合計点を主に判断されます。そのため、得意
科⽬があれば、いずれかの科⽬で失敗したとしても「私にはまだ得意な科⽬があるから⼤丈夫︕」
や「得意な科⽬で苦⼿な科⽬を補おう︕」といった戦略を⽴てることが出来ます。得意科⽬を基に、
科⽬ごとの点数の⽬標を決めて、⼊試に挑みましょう︕（当塾では無料の⼊試対策相談も承り
ます。
おおきくなーれ♪
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