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Birthday To You

今月は、桜の咲く季節ということで、紙で作った桜の花びらを模造紙に描

いた木に投げていただくゲームをしました。木には、それぞれ

20点・

不乱に花びらを投げられ、描かれた木には、華やかに満開の花を咲かせるこ

とができました。利用者様からは「楽しかったよ、ありがとう」「またしたい

な」などの感想もあり、大盛況のうちに幕を閉じました。

通所リハビリテーション
3

いるかを当てる「お絵描きクイズ」をしました。

絵を描いている職員は大慌てで絵を仕上げます。

んと、今回登場したのは、ばっちりと派手な化粧をした美川憲一さんと

す。（男性職員の仮装です。）

始まりです。１曲ずつ名曲を披露して、皆様は

きました。今回も笑顔あふれるイベントになり、大盛況で終えることができました。

 

スで行ったイベントの紹介と、

していただければ幸いかと存じます。
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3 月 20 日（金）に誕生日会を行いました。初めに、誕生日を迎えられる利用者様の紹介を行い『
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●食事の役割

食事は、生きていくために欠かせない行為です。食事には生命・健康を維持するために必要な栄

養を摂取する役割があります。また、食事をすることで根源的欲求である「食べたい」という気持

ちが満たされて大きな満足感が得られる、食べ物や飲み物を味わうことで美味しいと感じる、大切

な人たちと一緒に食事をして楽しいと感じるなど食事には人の心と暮らしを豊かにする役割もあ

るといわれています。

 

●認知症と食事

 認知症の食に関する問題は、口に入れるまでの食行動の問題

からない等

度の場合は食行動の問題が主として目立ち、重度になると咀嚼嚥下の問題が目立つようになるとい

われています。

食行動は個々の性格やこれまでの生活、置かれている状況によって大きく影響されるため介護者

は認知症の特徴を知り、行動の理由を理解した上で対応方法を考える必要があります。現在の機能

を最大限に引き出しながら、できるだけ安全に食事を継続してもらえるように支援を行っていくこ

とが大切です。

食行動の問題に対する有効な支援方法には先ず、声かけが挙

動を否定せず、できるだけシンプルに行うことです。

  

【その他の食事支援例】

 食事を始めることができない

 食事に集中できない
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【その他の食事支援例】

食事を始めることができない

➡箸やスプーン等の食具や食器を手に持ってもら

食事に集中できない

➡食卓から食事に関係のない物を片付ける、できる限り柄や模様のない食器にする
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●認知症と食事 

認知症の食に関する問題は、口に入れるまでの食行動の問題

と口に入れてからの咀嚼嚥下の問題に分けて考えられています。一般的に認知症が軽

度の場合は食行動の問題が主として目立ち、重度になると咀嚼嚥下の問題が目立つようになるとい

われています。 

食行動は個々の性格やこれまでの生活、置かれている状況によって大きく影響されるため介護者

は認知症の特徴を知り、行動の理由を理解した上で対応方法を考える必要があります。現在の機能

を最大限に引き出しながら、できるだけ安全に食事を継続してもらえるように支援を行っていくこ

とが大切です。 

食行動の問題に対する有効な支援方法には先ず、声かけが挙

動を否定せず、できるだけシンプルに行うことです。

【その他の食事支援例】

食事を始めることができない

箸やスプーン等の食具や食器を手に持ってもら

食事に集中できない 

食卓から食事に関係のない物を片付ける、できる限り柄や模様のない食器にする

〒634

Tel：0744

入所 100 床（

食事は、生きていくために欠かせない行為です。食事には生命・健康を維持するために必要な栄

養を摂取する役割があります。また、食事をすることで根源的欲求である「食べたい」という気持

ちが満たされて大きな満足感が得られる、食べ物や飲み物を味わうことで美味しいと感じる、大切

な人たちと一緒に食事をして楽しいと感じるなど食事には人の心と暮らしを豊かにする役割もあ

 

認知症の食に関する問題は、口に入れるまでの食行動の問題

と口に入れてからの咀嚼嚥下の問題に分けて考えられています。一般的に認知症が軽

度の場合は食行動の問題が主として目立ち、重度になると咀嚼嚥下の問題が目立つようになるとい

食行動は個々の性格やこれまでの生活、置かれている状況によって大きく影響されるため介護者

は認知症の特徴を知り、行動の理由を理解した上で対応方法を考える必要があります。現在の機能

を最大限に引き出しながら、できるだけ安全に食事を継続してもらえるように支援を行っていくこ

食行動の問題に対する有効な支援方法には先ず、声かけが挙

動を否定せず、できるだけシンプルに行うことです。

【その他の食事支援例】 

食事を始めることができない 

箸やスプーン等の食具や食器を手に持ってもら

 

食卓から食事に関係のない物を片付ける、できる限り柄や模様のない食器にする

634-0832 

0744-26-2288

床（全床認知症専門棟）

食事支援

食事は、生きていくために欠かせない行為です。食事には生命・健康を維持するために必要な栄

養を摂取する役割があります。また、食事をすることで根源的欲求である「食べたい」という気持

ちが満たされて大きな満足感が得られる、食べ物や飲み物を味わうことで美味しいと感じる、大切

な人たちと一緒に食事をして楽しいと感じるなど食事には人の心と暮らしを豊かにする役割もあ

認知症の食に関する問題は、口に入れるまでの食行動の問題

と口に入れてからの咀嚼嚥下の問題に分けて考えられています。一般的に認知症が軽

度の場合は食行動の問題が主として目立ち、重度になると咀嚼嚥下の問題が目立つようになるとい

食行動は個々の性格やこれまでの生活、置かれている状況によって大きく影響されるため介護者

は認知症の特徴を知り、行動の理由を理解した上で対応方法を考える必要があります。現在の機能

を最大限に引き出しながら、できるだけ安全に食事を継続してもらえるように支援を行っていくこ

食行動の問題に対する有効な支援方法には先ず、声かけが挙

動を否定せず、できるだけシンプルに行うことです。

箸やスプーン等の食具や食器を手に持ってもら

食卓から食事に関係のない物を片付ける、できる限り柄や模様のない食器にする

 奈良県橿原

2288  Fax

認知症専門棟）

食事支援

食事は、生きていくために欠かせない行為です。食事には生命・健康を維持するために必要な栄

養を摂取する役割があります。また、食事をすることで根源的欲求である「食べたい」という気持

ちが満たされて大きな満足感が得られる、食べ物や飲み物を味わうことで美味しいと感じる、大切

な人たちと一緒に食事をして楽しいと感じるなど食事には人の心と暮らしを豊かにする役割もあ

認知症の食に関する問題は、口に入れるまでの食行動の問題

と口に入れてからの咀嚼嚥下の問題に分けて考えられています。一般的に認知症が軽

度の場合は食行動の問題が主として目立ち、重度になると咀嚼嚥下の問題が目立つようになるとい

食行動は個々の性格やこれまでの生活、置かれている状況によって大きく影響されるため介護者

は認知症の特徴を知り、行動の理由を理解した上で対応方法を考える必要があります。現在の機能

を最大限に引き出しながら、できるだけ安全に食事を継続してもらえるように支援を行っていくこ

食行動の問題に対する有効な支援方法には先ず、声かけが挙

動を否定せず、できるだけシンプルに行うことです。

箸やスプーン等の食具や食器を手に持ってもら

食卓から食事に関係のない物を片付ける、できる限り柄や模様のない食器にする

リハビリ室

言語聴覚士

奈良県橿原市五井町

Fax：0744-26

認知症専門棟） 通所ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ

食事支援 

食事は、生きていくために欠かせない行為です。食事には生命・健康を維持するために必要な栄

養を摂取する役割があります。また、食事をすることで根源的欲求である「食べたい」という気持

ちが満たされて大きな満足感が得られる、食べ物や飲み物を味わうことで美味しいと感じる、大切

な人たちと一緒に食事をして楽しいと感じるなど食事には人の心と暮らしを豊かにする役割もあ

認知症の食に関する問題は、口に入れるまでの食行動の問題(

と口に入れてからの咀嚼嚥下の問題に分けて考えられています。一般的に認知症が軽

度の場合は食行動の問題が主として目立ち、重度になると咀嚼嚥下の問題が目立つようになるとい

食行動は個々の性格やこれまでの生活、置かれている状況によって大きく影響されるため介護者

は認知症の特徴を知り、行動の理由を理解した上で対応方法を考える必要があります。現在の機能

を最大限に引き出しながら、できるだけ安全に食事を継続してもらえるように支援を行っていくこ

食行動の問題に対する有効な支援方法には先ず、声かけが挙げられます。声かけのポイントは行

動を否定せず、できるだけシンプルに行うことです。 

箸やスプーン等の食具や食器を手に持ってもらう、介助者の手を添える

食卓から食事に関係のない物を片付ける、できる限り柄や模様のない食器にする

リハビリ室 

言語聴覚士 森

市五井町 247 

26-2277 

ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ 40

食事は、生きていくために欠かせない行為です。食事には生命・健康を維持するために必要な栄

養を摂取する役割があります。また、食事をすることで根源的欲求である「食べたい」という気持

ちが満たされて大きな満足感が得られる、食べ物や飲み物を味わうことで美味しいと感じる、大切

な人たちと一緒に食事をして楽しいと感じるなど食事には人の心と暮らしを豊かにする役割もあ

(食べ始めない、食具の使い方がわ

と口に入れてからの咀嚼嚥下の問題に分けて考えられています。一般的に認知症が軽

度の場合は食行動の問題が主として目立ち、重度になると咀嚼嚥下の問題が目立つようになるとい

食行動は個々の性格やこれまでの生活、置かれている状況によって大きく影響されるため介護者

は認知症の特徴を知り、行動の理由を理解した上で対応方法を考える必要があります。現在の機能

を最大限に引き出しながら、できるだけ安全に食事を継続してもらえるように支援を行っていくこ

げられます。声かけのポイントは行

う、介助者の手を添える

食卓から食事に関係のない物を片付ける、できる限り柄や模様のない食器にする

森 里枝 

40 名 

食事は、生きていくために欠かせない行為です。食事には生命・健康を維持するために必要な栄

養を摂取する役割があります。また、食事をすることで根源的欲求である「食べたい」という気持

ちが満たされて大きな満足感が得られる、食べ物や飲み物を味わうことで美味しいと感じる、大切

な人たちと一緒に食事をして楽しいと感じるなど食事には人の心と暮らしを豊かにする役割もあ

食べ始めない、食具の使い方がわ

と口に入れてからの咀嚼嚥下の問題に分けて考えられています。一般的に認知症が軽

度の場合は食行動の問題が主として目立ち、重度になると咀嚼嚥下の問題が目立つようになるとい

食行動は個々の性格やこれまでの生活、置かれている状況によって大きく影響されるため介護者

は認知症の特徴を知り、行動の理由を理解した上で対応方法を考える必要があります。現在の機能

を最大限に引き出しながら、できるだけ安全に食事を継続してもらえるように支援を行っていくこ

げられます。声かけのポイントは行

う、介助者の手を添える 

食卓から食事に関係のない物を片付ける、できる限り柄や模様のない食器にする

食事は、生きていくために欠かせない行為です。食事には生命・健康を維持するために必要な栄

養を摂取する役割があります。また、食事をすることで根源的欲求である「食べたい」という気持

ちが満たされて大きな満足感が得られる、食べ物や飲み物を味わうことで美味しいと感じる、大切

な人たちと一緒に食事をして楽しいと感じるなど食事には人の心と暮らしを豊かにする役割もあ

食べ始めない、食具の使い方がわ

と口に入れてからの咀嚼嚥下の問題に分けて考えられています。一般的に認知症が軽

度の場合は食行動の問題が主として目立ち、重度になると咀嚼嚥下の問題が目立つようになるとい

食行動は個々の性格やこれまでの生活、置かれている状況によって大きく影響されるため介護者

は認知症の特徴を知り、行動の理由を理解した上で対応方法を考える必要があります。現在の機能

を最大限に引き出しながら、できるだけ安全に食事を継続してもらえるように支援を行っていくこ

げられます。声かけのポイントは行

食卓から食事に関係のない物を片付ける、できる限り柄や模様のない食器にする 

食事は、生きていくために欠かせない行為です。食事には生命・健康を維持するために必要な栄

養を摂取する役割があります。また、食事をすることで根源的欲求である「食べたい」という気持

ちが満たされて大きな満足感が得られる、食べ物や飲み物を味わうことで美味しいと感じる、大切

な人たちと一緒に食事をして楽しいと感じるなど食事には人の心と暮らしを豊かにする役割もあ

食べ始めない、食具の使い方がわ

と口に入れてからの咀嚼嚥下の問題に分けて考えられています。一般的に認知症が軽

度の場合は食行動の問題が主として目立ち、重度になると咀嚼嚥下の問題が目立つようになるとい

食行動は個々の性格やこれまでの生活、置かれている状況によって大きく影響されるため介護者

は認知症の特徴を知り、行動の理由を理解した上で対応方法を考える必要があります。現在の機能

を最大限に引き出しながら、できるだけ安全に食事を継続してもらえるように支援を行っていくこ

げられます。声かけのポイントは行


