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【はじめに】 
 氷見は, 能登半島の付け根にあたり富山湾の西岸に位置し, 越中と呼ばれた天平の昔（746～751）, 大伴家持が万葉 

集に14首の歌を詠んだ風光明媚な景勝地である. 時代は下り, 慶長19年（1614）に記録が残るブリを代表とする定置網 

漁と中山間地の稲作農業を主な産業としてきた. 明治40年（1907）には、当時宮崎県で大漁が続いていた大規模な新型 

の定置網「日高式大敷網」が導入され, 未曾有の大豊漁を記録した. 以来, 氷見は宮崎に深い恩義を抱いてきた.  

 現在の氷見市の人口4.7万人, 高齢化率37.1% は, 全国平均 

より10年以上早く進む高齢化を示している. 氷見市地域では,  

人口減少や少子高齢化への対策, なかでも老化とともに有病 

率が高まる認知症への対応に医療・介護・福祉のみならず社 

会の様々な分野の連携が欠かせないと考えてきた. 臨床領域 

では, 近年認知症薬の効果には限界があるとする報告が相次 

ぎ, 昨年には唯一期待されていた認知症の根本治療薬が頓挫 

した. 国からは「認知症高齢者の行動心理症状BPSDへの対応 

では, まずは非薬物療法が推奨される」（2018）と厚労省通 

達が出された. 

 私どもの施設は, 従来からなるべく薬に頼らず介護ケアの 

充実で認知症の人の生活の質を高めたいと考えてきた. そこ 

で2014年から取り組んだ非薬物療法の一つが, 氷見市立博物館の貸出し民具を活用した地域回想法である.その実践の一 

端を, 五感への刺激を念頭に置いた日常ケアの様子とともに報告する.   

【倫理的配慮】   回想法の実施および本報告に関連する対象者について, 参加の任意性, 匿名性に配慮した. プライバ 

シーの保護, 守秘義務, 結果の公表について本人およびその家族に説明し同意を得た.  

 

 

【地域回想法の実施】                                

１．「ツブラの会」    2017年2月23日, 円座, １時間.                 

テーマ／山・里, 女たちの回想法. 参加者／女性4名, 男性1名, 平均年齢93歳, 平均要介護度2.4, 認知機能検査MMSE平 

均値11.2/30点. 使用した民具／ツブラ、オシメ、ツツノコ. 

参加者の言葉：ツブラ「ねね入れるもん」「下にオシメを敷いて入れた」「子どもをここに入れて山に行った.肩のとこ 

ろに紐がかかるようにして, 家に置いていった」, オシメ「こんながして, 広げて干すが」「一枚一枚手で縫った」 

「川で洗濯した」, ツツノコ「これは藁叩くもん」（持って上下に動かし藁を叩く真似）「あらー重いねー. やせうで 

（痩せ腕）に重いとも思わんとしとった」etc. ねぎらい：会の終盤, おやつにおはぎとお茶をふるまった. 会後の家族 

評：「昔の事は何でも覚えとるみたいやわ. また機会があったらお願いします」「私たちも昔の話したら楽しくなるわ. 

いいことしてもらったね」「こんなによく笑うようになって.元気になった姿を法事の時に親戚に伝えたい」. 見学者  

評（文化庁協力者会議委員ら8人とも回想法の見学は初めて）：表情もなく介助されて入場してくる寡黙な超高齢の方々. 

認知症や難聴に加えBPSDも合わせもつという会の主役達. 『本当に話が語られ, 場が成り立つのだろうか』そんな心配 

が聞こえてきそうな空気が漂った. やがて「民具を手にして活き活きと思い出を語り出し, 楽しく和やかな場に変わっ 

ていったことに驚き, 感銘を受けた」 職員評：参加者の認知症, 要介護度はともに中等度群. 参加者は順に懐かしい一 

つの民具を手にしては, 個々に思い出を語り, お互い聴き入り語り合う様子が観察された. 聞き手のある共感的・傾聴 

的な思い出語りが, 五感を通じ脳の残存機能である長期記憶, 手続き記憶, 感情機能に働きかけ, 満足感, 安心感を生 

でいる. それにより自尊心と張り合いを取り戻し情緒が安定して, 帰宅欲求, 易怒性などBPSDの改善に効果のあること 

が実感された.  

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 

                               
２．「大ザルの会」    2017年10月24日, 円座, 1時間. 

テーマ／海, 男たちの回想法. 参加者／男性6名, 平均年齢85.8歳, 平均要介護度4.3, MMSE平均値 8.7/30点. 使用した 

民具／大ザル（笊）, チャンバチ（平鉢）, バリ（網針）. 

参加者の言葉：大ザル「昔よくいっぱいとれた鰯入れた. 市場でつこた」「〆粕（しめかす）を入れた. 肥やしにした 

」「アカガイ入れて持ち歩いた」「アイモン入れた」（四十物, あいもの：ひと塩ものの総称）「大ザル一杯いくら 

やった, セリをした」, チャンバチ「魚のおつゆ入れた. 魚専用のもん」「命日の時は, 使わんだ. しょうじん（精進 

）やから」etc 。ねぎらい：戸外の七輪炭火で干鰯, 干イカ, ミリン干しを炙り会の半ばに窓を開け煙と匂いを扇ぎ入 

れた. 焼き上がりを全員で味わった. 見学者評：「煙と匂いにすごいと思った」「介護度の高い方も（自分で）持って 

食べられる姿に驚いた」「職員のうれしそうな姿に感動した」「ミリン干し、一つずつにちぎり、尻尾を持って食べて. 

イカは一番おいしい足の元から食べて、足は縦に、身は横に直角に割いて. 魚を知っている漁師ならではの身に付いた 

食べ方. 自然に出てくる. 覚えておられるのだ」職員評：認知症の程度や要介護度が高く, 普段は自発語や表情が殆ど 

見られない方々（4人）. 実物の民具に触れながら関連する食を組み合わせることで, 複合的に五感に働きかけ, 当時の 

思い出をより鮮明に引き出せる可能性が感じられた. 「それぞれ匂いを嗅ぎ, しゃぶりびっくりした」「煙と匂いの方 

向が気になり振り向き振り返り, ミリン干しに手伸ばし言葉を発して. 普段の彫像のような様子からは想像もつかない 

変化でびっくりした」施設職員の喜びとやりがいも引き出されていた. 参加者は認知症の中核症状である短期記憶障害 

を有しており, 文字通り筋書きのないドラマが進行する中, 随所に脳の活性化が垣間見えた. そして郷土の食が目を見 

張る嗅覚と味覚の刺激効果を示した.  

 

 

 

 

 

 

 

 
                     

                                            

３．「花嫁ノレンと大まんじゅうの会」  2018年9月18日, 円座, 2時間. 

テーマ／結婚式の思い出. 参加者／介護者家族 女性9名、男性1名、うちMCI3名、平均年齢80.6歳。使用した民具／花嫁 

ノレン. 会場設営／入口に祭礼用玄関幕, 部屋に花嫁ノレン, 鶴亀掛け軸, 水引き結納品. BGM／謡（うたい）CD（藤, 

 高砂, 四海波） 

参加者の言葉：「ほんとの結婚式に来たみたいやわ」「石川県から氷見に嫁いだ. 結婚式は夜だった. 商家やったので 

沢山の人が私を見に来て, おっこしい人や, と口々に言うやって, なんのことかわからず嫌やったあ.（皆さんより, 美 

しいいうことでないけ？ ビューティフルいうことやちゃ）」「自分の知らない間に親が決めた人と, 11月23日お見合い 

し11月28日に高岡の大仏旅館で式を挙げた」ご自身の花嫁のれんを持参され, 大切にしまわれ当時のままに色鮮やかな 

のれんが60年ぶりに取り出された. たちまち樟脳の匂いが広がった. 一同が「ああっー」と声を挙げ, 深呼吸する人が 

相次ぐ. 「縮緬地やね, 懐かしい手触りやわー」「のれんの柄のめでたい鴛鴦（おしどり）のこと知っとる？毎年相手 

変えるがいぜ（皆さんから, えーっ, そんなあ, と声が上がる）「謡いの『藤』は氷見が舞台ながいよ」「初めて会っ 

た時, お酒は？と訊くと, しょうしょう, と. 後でそれが1升2升のことだった」etc. ねぎらい：会の半ば重袱紗がめ 

くられ, かつての定番引き出物, 寿焼印付き紅白大饅頭が現れた. 切り分けお茶を入れ全員で味わった. 参加者評： 

「ああ, , 楽しかった」「また次来たいねー」「小出しにしたい, 次回もまたね」職員評：介護者家族の方々の回想法 

では, 長期記憶が呼び起こされ, 参加者同士が目を輝かせて大切な思い出を語り合い, 豊かな感情を表出しつつ楽しみ, 

コミュニケーションと相互支援が促進される機会となった. 全員参加型の語らいと傾聴により, 参加者に深い満足感と 

充実感がもたらされた. MCIの参加者（3名）も交えて, 脳活性化リハビリ, 認知症予防, 介護予防といったキーワード 

が自然に思い浮かぶ心温まる会であった. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                

                  

４．「花嫁ノレンと大鯛蒲鉾の会」      2019年7月16日, 円座, 2時間. 

テーマ／結婚式の思い出. 参加者／介護者家族 女性16名, 男性1名, うちMCI名, 平均年齢79.5歳. 使用した民具／花 

嫁ノレン. 会場設営／入り口に祭礼用玄関幕, 部屋に花嫁ノレン・花婿ノレン計8本, 結納品一式, 三献の儀品（三三九 

度盃）. BGM／CD「サウンド・オブ・サイレンス」, 謡い「千秋楽」 

参加者の言葉：「まあ, 青いのは花婿ノレンやね, めずらっしい」 ご主人を毎日見舞う方が短歌「お父さん 今年金婚 

式やよとの話しかけに ただニッコリと笑うだけの貴方」を披露され「でも今しあわせです」「婿取りやもんですから, 

式のときは2階にばっかおって. 親戚一同2晩ほど飲んどってやった」「60年前, 朝までの時間短くなるから, なるべく 

遅く行きましょうと婚家へ入ったのは夜10時過ぎ. 私のマツイ（親戚）はお酒が全然飲めない, 主人の側は呑める. 呑 

める方と飲めん方で朝6時まで呑んで, ようやく終わって父母が帰っていったこと覚えてます」「誰ももらい手のないブ 

スの私と来てのない主人と, まっ, どうなる仕方ない一緒にならんかいいうことでなったような訳で. 皆さん方のよう 

に恋焦がれて貰われて来たがでないもんでね. 結婚式を挙げませず, 新婚旅行にも行かず, そんながで61年が経ちます. 

でもお陰様で他の方の媒酌人をさせて頂いたりしとって, 結婚式ちゃなんといいもんやなと, そう思うております. た 

まにも変わった話でいいかなと大変恥ずかしい話いたしました」（笑, 拍手） ねぎらい：中盤、縮緬地の重袱紗がめく 

られ富山の定番引き出物大鯛蒲鉾が現れた. 切り分けそのままで, 次いで七輪炭火で醤油をつけて焼き堪能した.  

1)   1) 2) 3) 

会の中盤、テーブルを出しねぎら
いの饅頭とお茶をいただく 

昭和37年参加者自身の結婚式. 
内仏詣り. 居間と広間の境に掛 
けられた花嫁ノレン 

上段：玄関幕, 縮緬地花嫁ノレン 
下段：嫁風呂敷, 大饅頭 

花嫁ノレンの会で五感を刺激  
する品目 

「蒲鉾はあとで腹がふくれる」と皆さん言いつつ一匹を完食した. 参加者評：「ノレンの美しさ, 華やかさにほっこり, 

結婚にまつわる思い出にほっこり」「和気あいあいと楽しく懐かしい時間を過ごしました」職員評：参加者17人中, 結 

婚から60余年の方が6人, 式のなかった方が2人, 今幸せですと述べた方が4人あり, 印象的だった. どなたの思い出話も 

めでたさと華やかさの中にどこか哀感も伴い, 昔から節義を重んじてきた土地柄が偲ばれる一編の物語であった. 聴き 

手である若い世代のスタッフが, 同じ日本, 氷見とは思えないと洩らす世界と文化が次々披露された. 民具に囲まれ長 

期記憶と五感で楽しみながら大切な思い出を語り, 聴き入り, どの方も人生を肯定的にその人らしさに溢れて振り返り 

今これからを生きる力にしておられる姿に感銘を受けた. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【ケア中の五感の刺激】 
 普段のケアに携わる中で, 五感に働きかける刺激を思い描くようスタッフ間で心に留めてきた. これまで五感の刺激
と言えば, 視覚と聴覚が主役であったように思える. そこで触覚（皮膚感覚）, 味覚, 嗅覚, が楽しみよろこぶ刺激を
求めた. 以下は, 鄙びた地の利を生かし, 触覚, 味覚, 嗅覚がときめくと確信できた刺激のラインナップである.  
・触覚―［爪切り］白癬菌が入り変形・肥厚した足爪が多数見られる. ニッパーで切削し整える. 大モノでは1人1時間 
     近く要する. 本人は心地よく決まって眠りに落ちる. 長期臥床・屈曲拘縮位の場合では術者が体勢を工夫す 
     る必要もある. （102歳男性, 指腹を被うまで曲がり伸びた例etc） 
    〔耳垢とり］誰にもある遠く幼い日の温もりに満ちた触覚の思い出, 耳かき. 高齢者では, 長年に綿棒や補聴 
     器で軟骨性外耳道の最深部を越えて押し込まれ, 塞栓状の耳垢がよく見られる. 慎重に剥離しとり出すと2.0 
     cm大も稀ではない. とられる方, とる方, 取り囲むスタッフ三方の満足感, 達成感は大きく, 大モノでは必 
     ず拍手と歓声が湧く. 医師, 看護師, 介護士の守備範囲のすき間に大モノが眠っている. 新規入所者が待ち 
     遠しくなる.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・味覚―［アケビ］山に自生する秋の果物. 薄紫色の実の裂け目から白く見えるほんのり甘い果肉. 菓子類のなかった 
     昔には高級なおやつだった. 種から育てた自家製あけびを毎秋半ばに供する. 「めずらっしー」「甘い」 
     「懐かしい」と男女とも目を細め大好評. 102歳女性「最高, タネも食べるんじゃあ」. 栽培地の立て札は 
          ア（A）, ケ（K）, ビ（B）で「AKBファーム」.  
・嗅覚―［焼芋］能登の珪藻土でできた七輪で炭をおこしサツマ イモを焼く. 七輪本体からも遠赤外線が出る. 皮が焦 
          げ中はホクホクの仕上げに. 晩秋から冬季の楽しみ. 嗅覚をくすぐる炭火と焼芋の匂い. 藁葺き家を想い出 
          すという人が多い。これまで他に焼いたもの［ぎんなん］［じゃがいも］［田楽豆腐］［かきもち黒糖かけ 
          流し］. ［干鰯, 干イカ, みりん干し］氷見のソウルフード（郷土食）. 炭火で炙り立ち昇るインパクトの 
          ある煙と匂い. 振り返らない人はない. とくに男性陣の目が輝く. 味わいながら昔の食事風景や漁師時代の 
          回想話に華が咲く.  
・ターミナル期の嗅覚と味覚―家族と相談して浮かび上がった本人“生涯一番の好物”. 持参してもらい口唇に触れ舌に 
          のせる. 口元が動き目元が緩む. 明らかに両感覚は残存している. 自分らしい人生の総仕上げに心が通い関 
          われたと家族の喜び, 満足感は大きい. これまで持参され家族の絆が生かされた好物は［日本酒（男性一番 
          人気, 勿論銘柄は厳守）］［ウイスキー（ストレート）］［まぐろ刺身（小さく刻み）］［もみじこ］［ト 
          マトジュース］［甘酒］［冷えたビール］〔あんころ〕 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【考察】 
１．地域回想法で活性化される脳部位 

 外界の情報は, 五感を通して生体に入力される. 興味深いのは嗅覚であり, 末梢から中枢に至る経路のシナプス（神

経の接合部）数が五感の中で最少の 2つ（聴覚6, 視覚4, 触覚3, 味覚3）, その中枢は側頭葉内側部に位置して記憶の

形成に中心的に関わる海馬に隣接している. 「大ザルの会」の魚の煙・匂い, 「花嫁ノレンの会」の樟脳香のように, 

「懐かしいこの匂い・・・」として, ときに匂いや香りが瞬時に経験や記憶の深い部分を呼び起こす嗅覚と記憶の近縁

性は, こうした神経基盤によるとも考えられる.  

 民具を用いた地域回想法において, 情報の入力と出力に直接関連して働くと考えられる脳部位を大まかに整理点検し

てみると,  

・「懐かしい民具の実物がもつ質感, 重量感, 手触り感や会のテーマに沿って用意した食が五感を刺激し」→ 大脳皮 

    質で, 視覚中枢は後頭葉（①）, 聴覚中枢は側頭葉（②）, 触覚（体性感覚）中枢は頭頂葉（③）, 味覚中枢は 

    側頭葉（④）, 嗅覚中枢は側頭葉（⑤） 

・「かつて慣れ親しんだ民具と手続き記憶で手や体を動かし」→ 小脳（⑥）, 前頭葉の運動前野（⑦）, 脳深部の基 

    底核（⑧）, 前頭葉後部の運動中枢（⑨） 

・「郷土の食を楽しみ」→ 摂食と情動に関わる視床下部（⑩）, 運動中枢（⑨） 

    , 特定の匂いに対し学習行動的に関わる前頭葉の眼窩面皮質(⑪） 

・「聴き手が存在し他者と語り合い」→ 言語理解に関わる側頭葉後部の感覚言 

    語中枢（Wernicke野, ⑫）, 思考に関わる前頭前野（⑬）,  発話に関わる 

    前頭葉後下部の運動言語中枢（Broca野, ⑭） 

・「懐かしい思い出話に華を咲かせ, 他者と心地よく楽しい時間を過ごす」→ 

    記憶の形成に関わる海馬（⑮）と喜怒哀楽（情動）に関わる扁桃体（⑯） 

    などの大脳辺縁系, 長期記憶に関わる前頭前野（⑬） 

  このように, 脳全域にわたり表面・深部の多数の部位が同時的に刺激され活 

性化されているものと思われる。地域回想法を認知症ケアや認知症予防, 介護 

予防に活かすことの理由はここにあると考えられる. 

  

２．よい聴き手, 傾聴, “かたがる” 

 充実したグループ回想法の実践には, よい聴き手の存在が欠かせない. 参加者に寄り 

添い, 一人一人誰もが思い出を語りやすく聴きやすい会の流れを援助し, 全体への目配 

り心配りを忘れず, 参加者の生活背景や地域の歴史・地理・文化の下調べを苦とせず,  

人生の大先輩から受ける貴重な教え・知恵・文化の伝承を楽しく思う人. 話力も隠し持 

った聴き上手への道は, 期せずして自分自身を形成する生涯の学びに通じている. 施設 

において回想法の活動を継続的に進め, 地域に回想法の輪を広めていくために, そんな 

聴き上手, 傾聴にすぐれた人の育成がわれわれの今後の課題である.  

  よい傾聴は体現され, 文字通り傾いて聴いている. 氷見地方では「傾く」こ 

とを「かたがる」と言う. 自家用辞書には「かたがる【傾がる】」に, ①傾く, 

傾斜している. ②傾聴する, 地域回想法で体が傾いている様子. ③広く回想法 

や受容的・共感的理解が基本となる活動に参加すること, 例えば「ほっこり回 

想クラブひみ」や「地域回想法サミットin 宮崎」に参加すること, と書いて 

ある. 演者は広義の③を好んで使いる. 昨日は「宮崎でちょっこ“かたがって” 

くるちゃ」と言い残し家を出てきた. 普段, 回想法の同好の士を募る際は「い 

っしょに“かたがって”みんまいけ」と声を掛けている.  

 これを読んでおられる貴方は, すでに“かたがって”いる. 

 

 

 

 

 
☤ 地域回想法は, NPOシルバー総合研究所（下山久之氏, 来島修志氏）および氷見市立博物館（小境卓治氏, 大野究氏, 
  廣瀬直樹氏）の指導と助言の下に行いました. ここに記して感謝いたします. 
 
参考文献 
1. 遠藤英俊監修, NPOシルバー総合研究所編 「地域回想法ハンドブック」河出書房新社, 2007.1 
2. 梅本充子著「グループ回想法実践マニュアル」すぴか書房, 2011.8 
3. 鈴木正典著「認知症予防のための回想法」日本看護協会出版, 2013.12 
4. 氷見市立博物館編「思い出をつむぐ くらしを知る 特別展－博物館と地域回想法－」2016.3 
5. 氷見市教育委員会編「図説 氷見の歴史・民族」（小境卓治著, 嫁のれん他）2003.1 
 
 
 
 

花嫁ノレンに囲まれてグループ
回想話に華が咲く 

会の中盤, 定番引き出物の大 
鯛蒲鉾を切り分け,  いただく 

蒲鉾を焼く, 醤油が焦げる, 嗅
覚と味覚の刺激は最高潮に 

参加者とスタッフ一同 

変形・肥厚爪の爪切り 102歳、屈曲拘縮位で指腹部
まで伸びた爪切り 

除去された大きな耳垢例 1.8cm長の耳垢塞栓が除去される瞬
間. 表情に浮かぶ触覚の心地よさ 

アケビを楽しむ入所の皆さん 七輪で焼いた, 上段：焼芋, ぎんな
ん, 下段：かきもち黒糖かけ流し, 
田楽豆腐 

ターミナル期に生涯一番の好物,  
冷たいビールが刺激する嗅覚と 
味覚 

医師, 看護師, 介護士領域 

の隙間に大モノ耳垢が眠っ
ている 

左脳側面図, 本文中に番号 

傾聴するリーダー、コ・リーダー 
の様子. かたがっている 

＋ 
 味覚 

参加者の平均認知症重症度  11.2
と平均要介護度2.4 

参加者の平均認知症重症度 8.7 
と平均要介護度4.3 

ひな 

大伴家持像 

ツブラについて語り合う様子 オシメについて語り合う様子  ツツノコを手に語り合う様子 

大ザルに触れ話す様子 干イカを味わう様子 七輪で干鰯を炙り窓を開ける 

海越しに  3000m級 
の立山連峰の眺め 

氷見の地勢と高齢化率 


