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スウェーデン福祉について 

平成３０年１月２３日（火） 

わらしべ園 道苗 歩 

 

はじめに 

今回の自主提案型研修では、スウェーデンの高齢者福祉視察に行きました。研修の目的は、福

祉の先進国であるといわれているスウェーデンでの高齢者ケアについて少しでも直接学んでみた

い、触れてみたいと思ったからです。研修はツアーで、３日間でスウェーデンの高齢者福祉の概

要・考え方などの講義からはじまり、デイサービスセンターやグループホームの訪問、ハプティ

ックセラピー（身体を優しく触れてマッサージをする）、音楽療法の体験などを行なってきました。  

今回の研修について、ツアー行程、研修内容などを報告します。 
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ツアー概要 

研修名：スウェーデン福祉 高齢者ケア視察（体験・交流型） 

研修日：平成２９年１２月３日（日）～１２月９日（土）の７日間 

参加料金：５０１，７００円（基本ツアー料金、航空機（国内線、国際線）、燃油、各空港諸税、

ホテル代含む） 

別途交通費（上記以外）は、後日法人へ届け出、法人負担。 

自由行動中の食費や現地での物品購入費は別途自己負担。 

      

ツアー最少催行人員１０名以上。定員１９名まで。 

ツアー参加者：男性９名、女性６名の計１５名。宮城県、東京都、神奈川県、大阪、兵庫県、島根

県の全国各地から参加している。年齢も２０代後半～６０代後半の方まで幅ひろ

く、職種は、特別養護老人ホームの理事長、施設長、生活相談員、不動産業の方が

いた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ツアー行程 

【１日目】日本→スウェーデンへ 日本との時差８時間（スウェーデンが－８時間） 

 １２月３日（日） ７：５０ 伊丹空港 発 

          ９：０５ 成田空港 着 

         １０：３０ 成田空港内でツアー添乗員、他の参加者と集合する。 

         １２：３０ 成田空港 発 

 現地時間１２月３日（日）  （日本時間１２月４日（月） ０：００） 

１６：００ コペンハーゲン 着 １８：００まで自由行動 

         １８：５５ コペンハーゲン 発 

         ２０：００ ストックホルム 着 

               現地通訳のＳＱＣ社員、エーミルさんと合流 

         ２１：００ バス移動にてホテル着 

（スカンディック・スター・ソレントゥナ） 

現地通訳：ＳＱＣ社員のエーミルさん 

６歳の時に、視覚障がいとなり現在は、視覚の５％程しか残存して

いない。 

スウェーデンの大学卒業後、日本の早稲田大学も卒業している。 

 ＳＱＣでは、スウェーデンの福祉についてツアーを通して講義して 

おり、年に数回来日し講義をおこなっている。 
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  ホテル到着後２日目の集合場所や集合時間を確認し解散（自由行動） 

  

【２日目】現地時間：１２月４日（月）am：スウェーデン福祉の概要 pm：緩和ケアの講義 

 ８：００ ホテルロビー 集合 

 ８：３０ バス移動にて ＳＱＣオフィス着 

  ～１１：００ ＳＱＣオフィスにて、自己紹介をした後、スウェーデン福祉の概要に 

ついての講義を受ける。 

（※ＳＱＣ（スウェーデンクオリティケア）今回のツアーの企画会社。） 

１１：３０ グループホームの食堂にバスで移動し、昼食 

１３：００ バス移動にて 高齢者グループリビングホーム 着 

 ～１５：３０ ホーム内見学、緩和ケアについての講義 

１６：３０ ホテル着 以降自由時間 

 

【３日目】現地時間：１２月５日（火） 

am：講義とワークショップ pm：福祉用具の活用法、介護用品ショップ見学 

 ７：１０ ホテルロビー集合 出発 

 ８：００ バスにて移動。 グループリビングホーム 着 

  ～１２：００ 言語聴覚士（ＳＴ）によるハプティックセラピーの講義・体験 

         シルヴィアシスターによる認知症ケアのケーススタディ 

 １２：４０ バス移動 ピザ屋 着 昼食 

       参加者で席（自由席）につき、それぞれ昼食をとる。 

 １３：４０ バス移動にて、高齢者施設 着  

～１６：３０ 理学療法士（ＰＴ）による福祉用具の活用の意味と意義についての講義 

スウェーデンにおける、ＰＴと介護士との連携について・実技 

 １７：００ バス移動にて、街中にある福祉用具ショップ 着 

  ～１７：３０ 自由に店内を見学 

         現地解散 以降、自由行動。現地通訳の方の案内のもとストックホルム市内

観光、夕食（１０名程参加） 

 

【４日目】現地時間：１２月６日（水）am：認知症ケアについて講義 pm：ブンネ音楽療法 

 ８：５５ ホテルロビー集合 

 ９：３０ バス移動にて、デイ・アクティビティ・センター 着 

  ～１１：００ センターの概要・認知症ケアについての講義・見学（実際に高齢者の方と接

する） 

 １２：００ バス移動にて、高齢者施設 着 食堂にて昼食。 

 １３：００ 高齢者施設内 教会にてブンネ療法の講義・実践 
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  ～１６：３０ 高齢者施設の入所者と一緒にブンネ音楽療法実践 

 １７：３０ ホテル 着 以降、自由行動。 

 

【５日目】現地時間：１２月７日（木） 

ストックホルム市内観光 夕方：ＳＱＣ社長宅付近でサヨナラ夕食会  

８：４５ ホテルロビー集合 

９：３０ ストックホルム市内 着 現地 日本語ガイドと合流 

 ～１１：３０ 市庁舎、旧市街、王宮を観光視察 以降、自由行動 

 １６：１５ シェラトンホテル 集合 

 １７：１５ バス移動にて ＳＱＣ社長宅 着 

       サヨナラ夕食会 

 ２０：００ ホテル 着 以降、自由行動 

 

【６日目～７日目】スウェーデン→日本へ移動 

現地時間１２月８日（金） 

１２：４０ ストックホルム 発 

 １３；５０ コペンハーゲン 着 搭乗時間まで自由行動 

 １５：４５ コペンハーゲン 発 

日本時間１２月９日（土） 

 １０：４０ 成田空港 着 ツアー参加者解散 ツアー全行程終了。 

 １１：３０ 成田空港 発 羽田空港 着 高速リムジンバスにて移動 

 １５：００ 羽田空港 発 

 １６：００ 伊丹空港 着 

 

 

講義・ワークショップ・実技内容 

【１日目】１２月４日（月）am ＳＱＣにてスウェーデン福祉の概要 

  

パワーポイントを使用しての講義 

 〇スウェーデンの福祉・歴史（基本） 

  現場、施設で働いている職員は 

 １．ノーマライゼーション（一般の方と同様に） 

 ２．自己決定権（自分自身で決める） 

 ３．自立支援（介助を少なく自身で行なう） 

 ４．個別ケア（一人一人の希望に合わせた支援） の４つの柱を大切にしてケアをしている。 
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 〇高負担・高福祉・高成長？ 

  スウェーデン福祉が充実しているのは、経済的に安定しているからである。 

  税率は、所得の約３０％の方が多い。高収入になると税率は５０％程にもなる。 

また、消費税は、２５％である。高負担であるが、国民からの不満はなく幸福率は高いよう

である。 

高負担であるが、福祉の方も充実している。主な税金の使い方は以下のとおりである。 

●学費が無料 

幼稚園～大学までの学費は完全無料である。また生涯学習のため、大学を開放している

ため、高齢者も積極的に学びに来ることも多くある。 

 

●医療費もほぼ無料 

２０１７年時点で２０歳以下・８５歳以上は無料である。それ以外の人も、年間 

の自己負担額は上限９００ＳＫＥ（日本円で約１万円程）しかかからないようになっ

ている。 

 

〇１９世紀に国民運動が盛んに行なわれていた 

 １００年以上前から労働組合がある。不平等なことについて一人ひとりが声をあげても無意味

であった。そのため団体を作り抗議運動を行なっていた。それによって政府が動き、お金のない

子供にも学校で教育を受けられるようにした。ただ、財政的根拠がないと実現が不可能であるた

め、政府は税金をあげることで、それを実現した。国民からの不満がないのは、現在の状況が国

民の希望であったからであった。 

 

〇スウェーデンの人口 

 スウェーデンの総人口は約１千万人。６５歳以上の人口は１９５０年代には総人口の１１％、

現在は１８％である。このことからも、早い段階で高齢化率が高いことがわかる。また、核家族

化もすすんでおり、かつ共働きのところがほとんどで、専業主婦が少ないことが特徴である。 

国自体が１９５０年代から高齢者に対しての研究をし、高齢者にどのようなサポートが必要な

のか？等を考え、実施していくことで福祉サービスが充実した。また、１９８０年代には、認知

症のグループホームが誕生した。 

 

〇行政組織について 

 行政も国会・ランスティング（県）・コミューン（市町村）で役割がしっかりと分かれている。 

 ●国会：福祉や医療など様々な法律を決める。 

   ４年に１度選挙がある。スウェーデンでは政治家が国民に近く、国民と一緒に物事を作

ろうとしているため、国民の投票率も高く８３％もある。 
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  ●ランスティング（県）：２１県ある。 

主に医療サービスについて取りまとめている。 

 

  ●コミューン（市町村）：２９０市町村ある。 

    主に高齢者、障がい者・児、児童ケアを取りまとめている。 

  

  国民は消費税２５％を国に払っており、所得税の１２％をランスティングに残り１８％をコ

ミューンに支払っている。 

  ランスティングは予算の８０％を医療に、残り２０％を公共交通・送迎サービスなどにあて

ている。コミューンは、予算の２０％を高齢者福祉、１１％を障がい者福祉に、４％を就学前

～高校の教育費へあてている。 

 

〇医療について 

  １９８５年のスウェーデンでは、大型病院が多くあり、その中に寝たきり高齢者も大勢いた

が、現在では、寝たきり高齢者も病院で過ごす高齢者もかなり減っている。 

  大腿骨頸部骨折の高齢者でも、１０日ほどの入院でその後は、地域（自宅）に戻り訪問看護

や訪問リハビリで対応することが一般的になっている。また、高齢者だけでなく、出産後の方

でも入院は長くて２日の人が多い。これは、地域での福祉が充実しているから可能なことであ

る。また、国民は、少しのことでは病院には行かない人が多い。 

→いつでも、２４時間コールセンター（医療ガイド相談窓口）に連絡ができ、そこには正看

護師が常駐している。病院に行ったほうが良いか迷ったときはそこに連絡をしアドバイスをも

らえるようになっている。 

  スウェーデンの正看護師は、日本の準ドクター（言葉を作るなら）のように判断ができ、日

本の正看護師より権限は大きいようである。 

 

〇高齢者ケアについて 

 ●送迎サービス 

  長距離の歩行が困難であったり、外出などで使用する。公共交通機関と同じ金額で使用でき

る。 

 ●自宅改修 

  市町村の専門家（ＯＴ）がどの様なリフォームが必要かみて、必要な自宅改修を行い、でき

るだけ地域（自宅）で生活ができるようにする。 

  自宅改修では、本人に対しての改修ももちろんであるが、介護者に対するものも導入するこ

とが可能である。（例：介護ベッドやリフトなどの導入） 

 ●歩行器や補助器具 

  歩行器や補助器具は県から支給される。３０万人程が歩行器を使用しており、福祉用具を使
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用することで、自分で買い物ができるようになり、機能低下の予防も出来る。 

 ●ホームヘルプサービスやデイセンターの利用 

  自立を促しているため、機能低下や認知症の予防的な支援も出来る。 

  

上記のような支援を２０年前から力を入れている。しかし、この支援を受けても地域で生活が

困難な場合は施設へ入ることとなる。ただ、ほとんどの方が入所して２年程で亡くなるケースが

多い。それは、ぎりぎりまで地域での生活ができていることでもある。 

 では、どのように地域での生活が可能か、施設に入るのかを決めているのか？ 

日本でいうところのケアマネジャーがスウェーデンではニーズ判定委員（公務員）が調査を行な

っている。 

 調査対象者が施設に入りたい！と希望しても、このニーズ判定委員がまだ早いと判断されると

施設に入ることはできない。ただし、ニーズ判定委員が施設に入らなければ・・地域での生活は

困難と判断するとすぐに施設に入ることができる。 

 

 

〇良い認知症介護とは 

 ●チームワーク 

 施設では、ＰＴ（ＯＴ）、介護職員（准看護師）、正看護師、家族でプランを作成する。 

 介護職員（准看護師）は家族から情報の聞き取りを行なうためにも家族との関係を強くしなけ

ればならない。また、ＰＴやＯＴが、補助器具が必要かを判断する。最初の数日間はＰＴやＯＴ

が介護を行ない、補助器具、移乗方法、移動方法などのプランニングを行なう。それを介護職員

に指導する。福祉機器の使い方がわからない場合は使用方法を教える。 

 正看護師は、医療ケア・オムツケアを担っている。 

→介護職員の集めた本人の情報・ＰＴやＯＴが判断した機器の導入や介助方法、正看護師がプラ

ンニングした医療的ケアやオムツケアについての資料を一つのファイルにまとめ情報の共有をし

ている。 

 このプランニングは最低６か月ごとに見直しを行うこととなっている。 

 

【１日目】１２月４日（月）pm 認知症グループホーム（ルイサゴーレ）にて 

  

 

 

 

 

 

 

講師：施設長として働いている。元々は正看護師。 

シルヴィアシスターの認知症専門教育を受けた。 

   看取りケアと認知症ケアは連携しているため、看取りケア・

緩和ケアについての勉強も大学でした。 
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ルイサゴーレでは、１ユニット１０名以下の利用者が生活しているユニットが４つある。合計

３６名の方が生活している。そこに、施設長１名・正看護師２名（平日のみ）８：００～１６：０

０勤務。正看護師がいない時は訪問看護を利用できる。現在は各ユニット９名で、午前・午後と

もに最低２名の介護職員を配置。夜勤は１名で計４名である。新規入所や終末期ケアの必要な方、

不安定な方が増えた時は、人員を一時的に増やし、しっかりとしたケアができるようにしている。 

 

 認知症ケアを行うために、認知症に対する正しい知識が必要である。認知症の諸症状やそれに

対してどのように対応するのかなど、知識は利用者を理解するための基本的なことである。 

また、認知症であっても、一人ひとりの必要性を考え意見などを尊重し接することが大切であ

る。その人にとって「言われたくないこと、触れられたくないなどタブーもあれば、毎日散歩し

ていた、〇〇が好きである。」などの家族でしか知りえない情報を聞き取ることも支援をするうえ

でとても重要な事になってくる。 

 

良いケアとは、認知症は治すものではなく、うまく付き合っていくものととらえ、認知症の症

状に対応しているのではなくて、人間に対応していることを思い出し、個別ケアを考えることが

必要である。同じ“認知症”と診断されても症状などは一人ひとり違うので、それぞれに合わせ

た支援を行う。バタバタと時間に追われた支援をすると入所者が不安になる。“不安”は伝染して

しまうため、一人の方が不安になると他の方も不安定になってしまう。 

認知症高齢者は、なぜ急いでいる？などの理解が困難な方が多いため、急げば急ぐほど不安定

になってしまう。そのため、説明や支援はじっくり時間をかけて行うことが必要である。不安が

続いた結果、粗暴行為を行なってしまうのも、何が起きているかわからないため自己防衛のため

にしている。そうなった時は「ゆっくり、言葉を少なく優しく話しをすること」が必要である。 

 

〇緩和ケアについて 

 「ルイサゴーレ」では、重度の方が多いがまずはＱＯＬをあげることを考える。 

その次に、症状を和らげるための支援を行うが、スウェーデンでは延命治療などはほとんどし

ていない。終末期では、栄養が取りこみにくい、食べたくない、飲み込みにくいなどがあるとそ

の時は、好きなものを出す。この時点で日本の場合は、胃ろうを設置することが多いが、ドクタ

ーがそれを推奨していない。家族が望んでも、本人が拒否すれば認知症の患者であっても設置す

ることはできない。そのため、終末期のケアでは、本人に対してのケアも大切だが、家族がその

事を受け入れられる様、静かに看取るための環境を作っていくことが必要である。 

 

【２日目】１２月５日（火）amハプティックセラピー 講義・実技 

               認知症のＢＰＳＤ症状についてとケース事例 
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●ハプティックセラピーとは 

ハプティックセラピーは「手で触れることによって皮膚と皮膚とを通じて行われるコミュニケ

ーション」に重点を置いたスウェーデンで確立された認知症緩和ケアの手法。スウェーデンの多

くの医療機関や介護施設で効果が認められている認知症緩和ケアである。ハプティックセラピー

では、マッサージ以外にも、直接認知症の方への対応を行なうため、認知症の方への対応の仕方

なども学ぶ必要性がある。 

 

 この施設では、全ての方に行なっているわけではなく、必要に応じて個別に行なっている。ま

たこれを行なうことで、利用者が安心感を持ち支援や対応、関係性がよくなる。直接、肌に触れ

ることや目を見ることはとても大事なことである。 

 言葉を話せない方が多く、肌を触れ合っている時にリラックスしているかなどは体温や表情、

呼吸の状態などで判断をするためにしっかりと見ることが必要である。 

 

●ハプティックセラピーの効果 

 ハプティックセラピーは、マッサージを行なうことで体の認知を促す効果もあり、不安・鬱的

症状を軽減する効果もある。マッサージによって血液循環がよくなり傷の治りもはやくなり、少

しではあるが免疫力もあがる。数分だけでも多少の効果もある。 

 また、ゆったりとした空間で行なうことでマッサージを行なう側にも落ち着くことができる。 

 

●ハプティックセラピーを行なう上での留意点 

・基本は１対１で行なう。 

・ゆったりとした音楽を流してリラックスできる空間で行なう。 

・突然触れる、離れるなどをせずゆっくりと話しかけて了承を得てから行なう。 

・身体に傷がある時は、患部を直接触らず周辺１０ｃｍにしておく。 

・一般的なマッサージ（筋肉などへのアプローチ）ではなく、優しく身体を撫でる。 

いつも完璧なマッサージを行なわなくてもよいが、マッサージを行なうときは、その方だけの

ことを考えて行なう。 

講師：クリスさん（ＯＴ）現在の施設では４年間働いている。ハプティック

セラピーの資格を持っている。ここでは、ＯＴとしてではなく、最重度の方

へのアクティビティを考えており、様々な感覚を刺激する内容を考えてい

る。元々は正看護師。１９６０年代には、病院で子供に対する看護を行なっ

ていた。 



10 

 

 

 

。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●認知症のＢＰＳＤ症状とケース事例について 

 

  

 

 

 

 

 

 

認知症には、加齢による脳の病的な変化や病気などによる脳の障害により脳の細胞が壊れる。

その脳の細胞が担っていた役割が失われることで起こる症状を「中核症状」という。一方、中核

症状によって引き起こされる二次症状を「行動・心理症状」や「周辺症状」といわれ、ＢＰＳＤ症

状ともいわれている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

←ハプティックセラピーの一部（背

中）を実践しているところ。 

  

実際に体験してみて、ゆっくりと

落ち着いて行なう難しさを感じた。 

また、私自身もしてもらった時は、背

中がポカポカしてきてすごくリラッ

クスできた 

〇中核症状 

 

・記憶障害 

・見当識障害 

・理解判断力の障害 

・実行機能障害 

・失語、失認識、失行 

〇ＢＰＳＤ症状 

 

・不安、抑うつ     ・睡眠障害 

・徘徊         ・せん妄 

・幻覚         ・妄想（被害妄想含む） 

・暴力、暴言      ・帰宅願望 

・異食         ・介護拒否 

・失禁、弄便 

講師：ヴィエラさん 

   元准看護師（介護職員）として働いていたが、認知症ケアの専門的な勉

強をして、現在は、シルビアシスターとして３０年間認知症の方に対し

ての介護を行なっている。 

   職員一人一人へ認知症に関する知識を指導している。 

   認知症の方がより良い生活ができるように考えることが仕事である。 
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 今までできていたことが出来なくなることで、不安感が強くなり落ち着きがなくなり徘徊をし

たり、暴力や暴言で表現したりすることが症状として出てくることがある。 

 

ＢＰＳＤ症状は認知症患者の約９０％の方が表れる。ただ、その表れ方は人それぞれで、ＢＰ

ＳＤ症状の中の１つのみが症状として表れる方もいるが、中には全て表れる方もいる。ＢＰＳＤ

症状が表れても、正しい対応での介護を行なうことで安定した生活を送ることができる。 

 

 

【ケース事例】 

マーヤさん ７３歳 女性 ６３歳の時にアルツハイマー型認知症を発症。 

 〇生活歴 

フィンランド生まれでスウェーデンには仕事を探してきた。 

３人の子供を女手一つで育てたシングルマザー。自立しており性格も強い方。 

自然やダンス、タンゴなどが好きでバイオリンのような弦楽器などが好き。 

また、アクティブな人で乗馬などもしていた。毎日１０ｋｍ以上歩いている程散歩が好き。 

   

 〇症状 

  落ち着かない（じっと座れない）、興奮しやすい、睡眠障害もあり、夜間は３時間ほどしか寝

ない。落ち着かない時は、歩き回っている（徘徊している）。 

  普段は、社交的であり、他の方を見たり、ニコニコとしていることが多い。ハグなどのスキ

ンシップなども好きである。洋服の着脱はできるが、前後を迷ったり、身体を洗うのを忘れて

しまったりすることもあるが、自身では“何でもできる”と思っている。元々はスウェーデン

語も話しできていたが、現在はほとんど話せず、母国のフィンランド語を少し話す程度である。 

  彼女は落ち着かない時は、洋服ダンスから服の出し入れを繰り返したり、服を脱ぐ、カバン

に入れるなどの行動を行なう。 

 

  この意味のないような、行動も意味のある行動と認識し、彼女にとって良い１日（安定した

生活）を送れるようになるにはどのような支援が必要かを考えることが大切である。 

 

〇支援内容 

 ・ホームの中で、仕事を頼んだりする。 

  →テーブルを拭く。野菜の皮むきをするなど。 

   集中力が短いので短時間でできるものだけを頼むようにする。 

 ・１日１時間の散歩を行なう。朝の７:３０に職員が一人付き添い散歩をする。 

  →朝の散歩をしなかったら落ち着かないことが多くある。他の方にも影響が出ることがある。 
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⇒准看護師（介護士）の対応を統一すること、一つ一つ丁寧に記録をとることが支援には必要で

ある。 

 

 

【２日目】１２月５日（火）pm ワークショップ：ＰＴ、ＯＴによる福祉用具の活用法について 

     講習と実技、福祉用具を実際に触りながら研修をする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

スウェーデンではリハビリ職員は必ずＰＴ・ＯＴのチームで働いている。日本のような施設の

人員配置のような決まりはないが、ある程度のガイドラインはある。 

 スウェーデンでは、『労働環境法』があり、移乗方法など様々な身体的介助、利用者にとってリ

ハビリ的な介護方法を准看護師（介護者）が勉強することは施設長の責任でしなければならない。 

 施設として必要なものは、施設長に相談の上施設が借りる。しかし、借りたり購入するには、

どの様な必要性があるのかをしっかりと説明しなければならない。 

 

 介護職の方々は福祉用具をたくさん使い介護職にとって楽な介助をしていきたいと考える人が

講師：スフィアさん ＰＴ  

４８人に対してリハビリや福祉用具の選定などを行なっている。 

  現在は認知症の方のみではなく、身体障がい者の方も対象として

いる。 

講師：アスピリンさん ＯＴ  

６５名に対してリハビリや福祉用具の選定などを行なってい

る。ケア付き住宅に住んでいる方々を担当している。比較的に

軽度の方に福祉用具などを選定するが年月が経つと、障害度も

進行するため、そのことも見越して選定する必要がある。と話

されていた。 

講師：カロッツさん ＳＴ 

   スフィアさんと同じ４８人の方を担当している。 

今回の講習では、主に利用者役をしてくれていた。 
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多いが、ＰＴは福祉用具は必要最小限で利用者の残存機能を活かし自立を促していくことが必要

という考えから必要最低限にとどめている。そのため、介助方法などはＰＴやＯＴが指導するこ

とになっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇介助ベルト 

腰回りにまいて、歩行時など転倒のリスクがある方に装着

する。ベルトについている紐部分を持つ。 

スウェーデンでは、高齢者の脇の下をもって介助は行って

はいけない。（肩が弱かったり、脱臼の可能性があるため） 

〇歩行器 

比較的足の力が弱い方を対象に使用している。 

歩行器にリモコンが付いており歩行器が上下に動く。 

そのため、座っている状態でグリップを持ちリモコン操

作で上に上がると同時に足に力を入れて立位をとる。立

つ際に体を前後に反動をつけることなく立つことが出来

るので楽ではあった 

。 

〇リターナ（移動器具） 

立位は可能であるが歩行ができない方に使用している。 

簡単な説明で立位が可能な方に対してのみ使える。 

この器具をみて、わらしべ園で使用している、スマイルを思い浮かべた。しかし、スマ

イルのような器具ではあるが、身体を固定するベルトなどは全くない。 
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〇リフト（移乗器具） 

ベッドから車いす、車椅子からベッドへの移乗。基本的に２人で介助を行なう。 

また、腰痛予防のため抱える介助はほとんど行わないように、福祉器具を使用する。 

 

リフトなども在宅でも使用しているケースが多い。また、施設でも使用しているケー

スが多い。スウェーデンの施設は廊下も広く居室も広い。また、ベッドでの生活のため

リフトなども使用しやすいのではないか。日本では在宅でも畳上での生活の方もおら

れ、またスペースも狭いことが多くあるため、全員が使用できるかといえば難しいのか

もしれない。 

除圧クッション 

空気を入れ、車椅子に設置した後に、空気を少し抜くと、個人に合わせたクッションの形に

なる。褥瘡になっている方に使用している。 

以前、アビリティーズの方が、利用者体験のために、持ってきてくださっていたので、見た

ことがあった。 
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【３日目】１２月６日（水）am デイアクティビティセンター 講義 

  

 

 

 

昔は、施設は４人部屋であり、生活をしていくうちに、身体が悪くなり、病院に入院すると回

復することなく亡くなってしまうという時代があった。 

１９６０年代７０年代は『監査』をする機関がなく、高齢者たちが過ごす場所などの環境もあ

まり良くなかった。居室にはベッドと写真一つがあればよかった時代であった。 

 １９８０年代には、『監査』をする機関ができ、高齢者のための医療サービスのことが中心であ

ったが、社会福祉法が少しずつ良くなってきた。今後は、高齢者に対しての医療だけでなく良い

介護が必要と考えた。９２年にはエーデル改革があり、４人部屋が禁止され、個室になった。２

０１４年には法律で、個別ケアを提供しなければならないと決められた。またただケアをするだ

けではなく、利用者の健康維持のためリハビリ的な介護をするようにと制定された。 

 

 このデイセンターは、建物内に４つのユニットがある。各センターに３～４人の介護職が配置

されている。平日９：３０～１４：３０の開所である。 

 出来るだけ長く、在宅で過ごせるよう支援をしている。その中で体操など身体を動かすアクテ

ィビティを提供している。デイセンターを利用することで、利用者にとって意味のある１日にな

るようにしている。また、他の人と交流することで、孤立を防ぐ意味もある。 

その他、車椅子や自助具など様々なものを見せて頂いた。 

車椅子は、日本のものとほとんど変わらない。ただ、日本との違いは規制品でも、規格が少し大

きめであった。（体の大きい方が多いので、スウェーデンではこれが普通の大きさとのこと） 

講師：マイテンさん 

    デイセンター、短期入所の施設長である。介護経験は５０年している。 

    スウェーデンの高齢者福祉がどの様に変化しているか身をもって体験している。 
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←すわり体操 

かなりテンポの速い音楽で行なっており、カウントもはやく一

曲をやり終えるころには、研修に参加した私も含め、他のメン

バーも息が上がってしまうほどであった。しかし、ここで参加

している利用者の方々はニコニコと笑顔で難なく終えていて驚

いた！ 

皆さん、９０歳代の方々ばかりであったが、すごく元気でおしゃべり好きであった。右側の写

真の女性はこの日の１週間後には在宅生活からグループホーム（施設）に入るため、ここのデイ

センターを利用できなくなることを悲しんでおられた。しかし、また皆さんに会いに遊びに来よ

うと思うともいわれていた。それだけここの利用が楽しかったようでした。 
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【３日目】１２月６日（水）pm ブンネ音楽療法について 講義、実技 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 〇音楽と高齢者福祉について 

 歴史的には、高齢者福祉や児童福祉はまだ新しい方である。スウェーデンでは共働きの世帯が

多く、１９７０年代には高齢者・児童福祉が必要となってきた経緯がある。それまでは、働きな

がら家族の介護を行なっていた。高齢者の支援には、基本的な支援が出来ればよかった（清潔を

保つ・暖かい家がある・栄養のことを考える）が、年数がたつにつれて、一人ひとりのＱＯＬを

高めるためにも基本的な事だけでなく、他の事（余暇やリハビリなど）も必要と考えられるよう

になってきた。その中でブンネさんは音楽や絵を描くなど文化的なことを中心に支援を進めてき

た。 

 

音楽で３つの大きな影響を与えることが出来る。 

 

１． 身体的な影響：音楽を聴いたら自然と身体が動く。演奏をすると動く必要が出てくる。 

音楽を聴いても、自身でしても振動が身体に伝わってくる。音にはエネルギーが入っており

人の体や建物などが振動する。 

 

２． 精神的な影響：いろいろなストラクチャー（構造）でできている。 

 

３． 感情的な影響：音楽を聴くと笑ったり、泣いたり、言葉が伝わらなくても音楽で伝え合った

り出来る。脳が気持ちのプロセスを覚えており、場面や音楽の雰囲気で感情が変化する。 

 

 音楽を一緒にすることで、お互いの気持ちや感情をあげたり、受け入れたりすることが可能で

ある。そのことで他の人との関係づくりが出来たり、交流が出来る。また、一つの音楽を奏でる

ことは他人とテンポを合わせる必要があるため、他の人のことを気にすることが出来るようにな

る。 

 

講師：ブンネさん 音楽療法士。 

ブンネミュージックという会社を経営しており、楽器を作ったり

ブンネ療法をひろめている。 

日本でも数年しており、東京の原町ホームでも行っている。（研修

参加者が働いている施設） 
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 ブンネ楽器のような使いやすい楽器があれば、音楽をしたことがない方や認知症の方にも簡単

に参加することが出来ると考え、楽器を作った。練習が必要だから高齢者・障害者には難しいで

はなく、工夫をすることでどんな方でも出来るように考える必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ブンネメソッドには５つのポイントがある。 

１． 安心感をつくる。 

始まりと終わりがわかるようになっている。 

 

２． 身体を動かす。 

手拍子や足ふみが自然とおこるようにする。 

 

３． 歌を歌ったり、話をする。 

歌ったり、話をすることで、しっかりと呼吸が出来る。また呼吸をすることの訓練になり、

脳梗塞の方に効果がある。 

 

４． 自分でひいたりすること。 

 

５． 記憶の訓練になる。 

レバーの動かし方。動かす方法を覚える必要がある。 

〇左上がスイングバーギター。写真中央のレバーを左右にたおすこ

とで、コードが変わり音が変わる。弦は４本。 

〇右上がチャイムバー。一つの音につきチャイムバーは１つで単

体。 

〇左下がミニベース。弦は１本で弦をおさえるところでコードが変

わり音が変わる。 

写真の楽器は一人でも演奏が可能であるが、２人で使用することも

出来る。（介護者がコードを変えて、高齢者が弦をはじくなど） 
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まとめ 

 今回、スウェーデンで研修を受け、実際の介護現場の視察や少しではあったが、高齢者の方々

との交流を持ててとても有意義なものであった。 

 日本との違いは、まずグループホームなどの施設が、街中にあることである。日本にもまちな

かにあるが『福祉施設』という感じが概観から見てもわかるようになっているが、スウェーデン

では街中に溶け込んでいる。ホーム（居室）で猫を飼っている方もいるようであった。また、社

会全体が福祉に関して理解があり税制や福祉制度を見ても関心が高いことがわかった。 

 また、高齢者の在宅率が高いのも、福祉制度がしっかりとしているからであり、必要な支援は

必要なだけ提供する。施設でも在宅でも一人ひとりのＱＯＬをしっかり考えており、出来る限り

の個別ケアをしている。食事一つとっても、朝の６：００～１０：００の間の好きな時間に食べ

てよいなど、日本のようにみんなで食べなければならないなどはないようである。これは、生活

実際に、１時間程このホームに入所している方とペアになり、音楽療法を体験した。 

私のペアの方は、あまり話をする方ではなく、表情も少なかった。しかし、音楽が始まる

と身体を揺らしており、スイングバーギターも楽しそうにひいておられた。 

 

音楽療法が終わった後にそれぞれのペアの方がどの様な変化が見られたか話をした。 

山田さんのペアの方は、ブンネさんがお話をしている時でもずっとしゃべっておられた。

しかし内容が次第に変わってきたとのことであった。はじめは、まったく意味のない内容

を話していたが、音楽が始まると、その音楽について話をしていたとのこと。 

後ろの方に座っていた方は、「自分は絶対に楽器とかはしない。できない」と拒否していた

が、「出来るよ。試してみて」と実際に触ると楽しそうに楽器を演奏した。反対に演奏を止

めるのに声をかける必要が出てしまったという。 

 

この施設の入所者も職員もブンネ療法は初めてであったが、誰一人としてできなかった人

はいなかった。それほど簡単に演奏が出来る楽器だということである。 
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習慣が日本とは違うからであった。もちろん日本でも、みんなと食べたくない方もいるが、個別

での対応を行なっているところは少ないのではないか・・・。みんなで食べてもらった方が見守

りなどもしやすいなど介護者都合がまだまだ多いようにも思った。すぐに変えることは難しいが、

そのような個別ケアをもっと進めていく必要があると感じた。 

 

 日本との違いを感じることもあったが、根本的に同じことは、「誰のための支援なのか」「自己

決定の実現」「自立支援をする」という利用者のことを中心に支援を考えることは、種別（障害者

支援）が違っても共通していると感じた。また、福祉機器の導入などの考えも共通しており、多

少違いがあっても国が違っても思いが同じなのだと実感できた。 

 


