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～横浜市中区のｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑﾊﾞﾅﾅ園横浜山手では～

日清ｵｲﾘｵｸﾞﾙｰﾌﾟ㈱と「MCT（中鎖脂肪酸油）」の研究に取り組みます!!
学会発表～「日本認知症ｹｱ学会」を目指します!!
認知症、特にｱﾙﾂﾊｲﾏｰ病は、その進行を止める有効な手立て方法が見つかっていませんが、食
生活の見直しや運動等である程度の予防が可能であることがわかってきました。 横浜市中区
の認知症ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ「ﾊﾞﾅﾅ園横浜山手」では 2016 年のｵｰﾌﾟﾝ以来、食用油でお馴染みの日清ｵｲﾘ
ｵｸﾞﾙｰﾌﾟ㈱と共にｱﾙﾂﾊｲﾏｰ病の周辺症状に効果があると言われている「MCT（中鎖脂肪酸油）
」に
ついての研究に取り組んできました。 今回は日清ｵｲﾘｵｸﾞﾙｰﾌﾟ㈱中央研究所の研究員佐々木明
子さんとﾊﾞﾅﾅ園横浜山手の江藤管理者にお話を伺いました。
Q：佐々木さん、まずは「MCT（中鎖脂肪酸油）」について簡単にご説明をお願いいたします。
佐々木：脳は体の中で最もｴﾈﾙｷﾞｰを使う臓器のひとつですが通常その栄養分はﾌﾞﾄﾞｳ糖です、
最近の研究で、ｱﾙﾂﾊｲﾏｰ病患者の脳ではそのﾌﾞﾄﾞｳ糖が栄養分として利用されにくいことがわか
ってきました。このため、ｴﾈﾙｷﾞｰが不足した脳の細胞は休眠し、最後に死滅し機能不全に陥り
ます。一方ﾌﾞﾄﾞｳ糖が不足した場合肝臓で作られる代替ｴﾈﾙｷﾞｰ源に「ｹﾄﾝ体」がありますが、こ
の「ｹﾄﾝ体」を効率よく作り出すのが「MCT」であり、ｱﾙﾂﾊｲﾏｰ病患者の脳でもｴﾈﾙｷﾞｰ源として
この「ｹﾄﾝ体」を利用できることがわかってきました。
「MCT」はｺｺﾅｯﾂ･ｵｲﾙや母乳に含まれてい
る天然成分で、医療現場では 1950 年代から未熟児の栄養補給や手術後の流動食に使われてお
り安全性の高さも確認されています。すぐにｴﾈﾙｷﾞｰになるので最近ではｱｽﾘｰﾄにも好評です!
Q：ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑの入居者様にこの「MCT」を召し上がって頂くわけですね。
江藤：そうです。ｺｺﾅｯﾂ･ｵｲﾙや母乳を召し上がってもらうﾜｹではありません（笑）
。実際は「MCT」
を食べやすく加工したｽﾃｨｯｸﾀｲﾌﾟの「MCT 含有ｾﾞﾘｰ」を毎食後に召し上がっていただきます。お
薬ではなく食品ですので安心です、ﾖｰｸﾞﾙﾄ味でﾂﾙｯと入っていくので皆さん「MCT 含有ｾﾞﾘｰ」の
大ﾌｧﾝです。また嚥下の悪い方でも大丈夫です。ご家族で定期購入されている方もいらっしゃ
います。
Q：さて、具体的にどのような研究をされるのでしょうか？
佐々木：認知症の方は症状の進行により「表情変化が乏しくなる」ことがあります。しかし、
認知症の方が「MCT」を食べたところ、表情が豊かになったというご家族の感想を伺うことが
ありました。そこで、我々は 2014 年より認知症の方の変化を「表情解析技術」で捉える研究
をｽﾀｰﾄし、昨年はﾊﾞﾅﾅ園横浜山手さんにご協力いただき「狂言教室」の参加者の表情解析をさ
せて頂きました。今回は MCT による効果を日常の「ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ」時の表情とともに研究してまい
ります。
ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ「ﾊﾞﾅﾅ園横浜山手」で行われている「ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ」風景、簡単で
Q：江藤さん「MCT」を召し上がっている皆さんの変化や反応は如何でしょうか？
は ある が筋 肉や 関節 の運 動 と 共に 巧み に脳 を刺 激す る動作 が含 まれ てい
る。手前のﾋﾞﾃﾞｵｶﾒﾗ他数台のｶﾒﾗで参加者の表情をとらえる。

江藤：「MCT」の効果や因果関係は別として、私が職員として勤務してきたｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑの中で、
入居者様が最も落ち着き平穏な日々を過ごされているのがここ「ﾊﾞﾅﾅ園横浜山手」です。1
年半前のｵｰﾌﾟﾝ時、ご入居の際「ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ」に馴染んでいただけるか心配だった方がすっか
り施設に馴染んだり、朝から晩まで落ち着かず徘徊を繰り返していた方が落ち着きﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ
を楽しまれるようになったり･･･、また、昨年の「狂言教室」での皆さんの集中力や笑顔は普
段の生活からは想像できないことで、これまでの介護職の経験ではなかった事です。私の「感
覚」や「･･･気がする」が検証されることが今から楽しみです。
Q：さて、研究のｽｹｼﾞｭｰﾙは？
佐々木：既に施設のﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ担当の方とは何度もﾘﾊｰｻﾙも済ませ、またご本人、ご家族、主治
医の先生との打合せもすませています。10 月から来年 2 月までの間、
「MCT」の摂取前後のご
様子を撮影させていただき、解析を進めてまいります。2018 年 6 月に新潟市で開催される「日
本認知症ｹｱ学会」に「ﾊﾞﾅﾅ園横浜山手」さんとの共同研究という形で学会発表ができればと
考えています。

← 一昨年当ﾊﾞﾅﾅ園ｸﾞﾙｰﾌﾟの「ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑのんび
りーす等々力」にての研究結果
※今回の研究は本人及びご家族の同意、主治医
の了承のもとに行われます。

当グループ「のんびりーす等々力」での取り組みを昨
年の日本認知症予防学会で発表しました。表情解析に
より、狂言師の方の登場時と教室終了時に笑顔が増え
ていることがわかりました。皆さん、狂言教室を楽し
んでいるようです。

今回お話を伺った 日清ｵｲﾘｵｸﾞﾙｰﾌﾟ㈱ 中央研究所の研究員
佐々木明子さんとﾊﾞﾅﾅ園横浜山手の江藤管理者

～川崎区のｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ「川崎大師ﾊﾞﾅﾅ園」より～

～中原区のｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ「ﾊﾞﾅﾅ園武蔵小杉」より～

行く夏惜しむ四谷義田稲荷祭

秋祭り!!子供神輿がやってきた

川崎市川崎区のｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ「大師ﾊﾞﾅﾅ園」の町内、四谷上町町内会では、今
年も 8 月 19 日、20 日と四谷義田稲荷＜よつやぎでんいなり＞祭礼が開催さ
れました。毎年町内会と神社が主になり、町内の発展と融和を目指しお年
寄りから町の中学生や子供達まで沢山の住民が参加する楽しく賑やかなお
祭りです。私たち「川崎大師ﾊﾞﾅﾅ園」の入居者様、ｽﾀｯﾌも、毎年このお祭
りの子供はやし連やお神輿を見学するのを心待ちにしています。でも、今
年は前日が大雨注意報が出るほどの土砂降り、天気も不安定。朝から入居
者様たちは「お祭り大丈夫かなぁ？」
「また雨雲がでてきたじゃない？」と
朝から心配そうにｿﾜｿﾜしています。お昼過ぎ、窓を開けて待っていると遠
くから笛と太鼓の音が「ﾋﾟｰﾋｬﾗ･ﾋﾟｰﾋｬﾗ･ﾃﾞ･ﾃﾞ･ﾃﾞﾝ･ﾃﾞﾝ」と聞こえてきまし
た。
「おや!!始まったね！」誰からともなく声があがり運動靴を取り出して
準備が始まりました。
「さあ、出掛けようね！」玄関で集まっていると町内
のお隣さんがお迎えに来て下さいました。丁度お神輿の休憩で、施設近く
の路地が休憩所となり、配って下さったｱｲｽを美味しそうに皆で頂きます、
「皆で食べると美味しいわ」と楽しいひと時。そして、婦人部の方々が中
心になり、十字路でお昼の盆踊りが始まりました。さあ「踊って、踊って！
ｵﾄﾞｰﾚ！ｵﾄﾞｰﾚ！」と手招きして下さります、恥ずかしがりながら私たちも
円の中へ混ざり真似をしながら一生懸命踊ります。町内の方々からも温か
いお言葉を掛けていただき、気分も絶好調！そして神主様から、大麻（お
おぬさ）も振って頂き厄払いも完了。中学生たちが勢いよく担ぐ御神輿を
見送りながら夏のお祭りを楽しみました。
「今年も楽しかったね」と話もは
ずみ名残惜しそうに帰り支度を。近隣の方と一緒に施設に戻ってからも笑
い声が絶えず、この日は楽しい気分が一日中続き、残りわずかの夏の一日
を楽しみました。

残暑厳しい 8 月 20 日、この日は川崎市中原区のｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ「ﾊﾞﾅﾅ園武蔵
小杉」のある苅宿町内会の秋祭りの日です。毎年子供神輿は苅宿神社を出
発し約 1 時間半をかけ町内を一周、
「ﾊﾞﾅﾅ園武蔵小杉」も途中の休憩所にな
っており、施設の玄関先までやってきて子供たちが掛け声をかけてくれる
のです。この日は朝食時から「声が聞こえてくるよ？そろそろやって来る
頃じゃないかな？早くお出迎えに行かないと」
「空耳ですよ(笑)」入居者様
はｿﾜｿﾜ･ﾜｸﾜｸです。午後 2 時、子供神輿の出発時間が過ぎ、「ﾋﾟｰﾋｬﾗ･ﾋﾟｰﾋｬ
ﾗ･ﾄﾞﾝ･ﾄﾞﾝ･ﾄﾞﾝ」笛や太鼓の音が遠くのほうから聞こえてきました、入居者
様たちは揃いの豆絞りの手ぬぐいを巻き玄関先までお出向かえです。玄関
で子供たちをもてなす準備をしていると、笛や太鼓の音と共に「ﾜｯｼｮｲ･ﾜｯ
ｼｮｲ」の掛け声が聞こえてきました。20 人ほどの青い法被をまとった子供
たちが威勢の良い掛け声とともに道路の向こう側から見えてきました。入
居者様もうちわを片手に持ち、一緒になって「ﾜｯｼｮｲ･ﾜｯｼｮｲ」
「ｾｲﾔ･ｾｲﾔ」と
大きな掛け声を出されています。子供神輿が施設の前に到着すると入居者
様から「ここでゆっくり休んでね、疲れたでしょう、暑いから水分補給も
しなくいっちゃ!!」ご自分の孫のように大喜び、お菓子やｼﾞｭｰｽを一人一人
に手渡します、子供達とお話をしたり記念撮影をしたり。出発の時間にな
ると、「いつでもまた遊びに来てね」
「来年も待っているよ」と入居者様か
ら子供たちへ声をかけられ、子供神輿を送り出しました。
ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ「ﾊﾞﾅﾅ園武蔵小杉」では、地域に根差した介護事業所を目指して
様々な取り組みをしています。今後のｲヴｪﾝﾄとして、10 月にはﾊﾛｳｨﾝのお
祭り、11 月には庭の畑のｻﾂﾏｲﾓ掘りを計画しています。また、施設の見学・
認知症や介護の相談等も行っていますのでお気軽に管理者（大井）までご
連絡ください。
施設の前
でこれか
ら三三七
拍子!!

私たちは後ろ
の方で小さな
振りで踊りま
した (笑)

お揃いの豆絞りの手ぬぐいが粋です !!

ﾜｯｼｮｲ･ﾜｯｼｮｲ!!中学生が担ぐ神輿が町内を周ります

バナナ園ｸﾞﾙｰﾌﾟで働きｽﾃｯﾌﾟ・アップをしませんか？

介護スタッフ募集中
★介護はｱｲﾃﾞｨｱ～未経験だからこそのｱｲﾃﾞｨｱが必要です!
■募集要項
★職種：ｹｱ･ｽﾀｯﾌ<①正社員/②非常勤職員>★無資格･未経験からｽﾀｰﾄ/年齢不問

★給与：① 月給：193,000 円～<夜勤 5 日含む>
②時給 970～1,120 円<介護福祉士>夜勤 1 回 15,000～16,000 円
※ 別途処遇改善加算交付金あり

★時間：9：00～17：00 17：00～翌 9：00
★待遇：社保・有休・交通費規定内支給：月額 50,000 円迄
★勤務場所：当社各施設 10 箇所の中から通勤し易い
場所を選べます。
●問合せ：㈱ｱｲ･ﾃﾞｨ･ｴｽ 採用担当まで

ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ入居相談会実施中!!
■高齢者グループホームとは：認知高齢者 5～9 人を 1 グループとした共同住居の形
態で、リハビリテーションの一環として食事支度や洗濯、掃除などをスタッフが利用者と
共同で行うことをとりいれ、家庭的な雰囲気の中で生活することにより認知症状の進
行を穏やかにし、又、家庭介護の負担を軽くします。
■ﾊﾞﾅﾅ園ｸﾞﾙｰﾌﾟの各ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑでは随時認知症介護･入居相談を実施中。川崎
市、横浜市に合わせて 10 事業所、14 ﾕﾆｯﾄを展開！さまざまなお客様のﾆｰｽﾞにお応
え致します。
■経験豊富なｽﾀｯﾌが認知症介護のﾎﾟｲﾝﾄを分かり易く説明します
■認知症介護でお困りの方、将来の入居をお考えのご家族様この機会に是非！
■下記の各施設、もしくは入居総合案内までお電話でどうぞ!!

ﾊﾞﾅﾅ園生田の杜/泉
川崎市宮前区菅生 2-20-3

☎044-455-6117

＜入居総合案内/空室情報＞

バナナ園グループ
【グループホーム】
●川崎大師ﾊﾞﾅﾅ園 ☎ 044-280-2386
●第 2 ﾊﾞﾅﾅ園 ☎044-587-1773
●ﾊﾞﾅﾅ園武蔵小杉 ☎044-863-7101
●ﾊﾞﾅﾅ園ほりうち家 ☎044-722-5361
●のんびりーす等々力 ☎044-750-9203
●のんびりーす ☎044-422-2295
●ﾊﾞﾅﾅ園生田ﾋﾙｽﾞ ☎044-911-1599 ●バナナ園生田の杜 ☎044-789-5691/5692
●ﾊﾞﾅﾅ園生田の泉 ☎044-789-5693 ●ﾊﾞﾅﾅ園横浜山手 ☎ 045-264-9634
【居宅介護支援事業所】
●ばなな会ｹｱﾌﾟﾗ ﾝｾﾝﾀｰ☎044-712-5945

044-455-6119
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