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開催日 平成 26 年 7 月 1７日（木） 

参加者 3４名（男性：９名 女性 2５名 

2 階：12 名 3 階：９名 通所リハ：11 名 ユニット：2 名） 

プログラム 

1．講話＆実技 「認知症の関わり方と受け止め方」 

認知症ケア向上部会 岡本 政子 

2．家族介護体験談 

アルボースを利用しながら在宅介護をされているご家族より、お話していただ

きました。 

3．意見交換会 

利用されているサービス別にグループを作り、ご家族同士でおたがいの抱えて

いる介護の悩みについて話し合いました。 
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認知症ケア向上部会 岡本 政子 

 

認知症とは 

いろいろな原因で脳の細胞が死んでしまい、働きが悪くなった為にさまざまな障害が起こり、 

生活するうえで 支障が出ている状態 

 

認知症高齢者数 

● 2012 年・・・約 305万人 ・・・ 65 歳以上では 10 人に 1 人  

               ・・・ 85 歳以上では 4 人に 1 人  

● 厚生労働省推計によると 

  2015 年・・・345 万人 

  2020 年・・・410 万人  

  2025 年・・・470 万人   になると言われています。 

 

関わり方の基本 

 

 

 

 

認知症の受け止め方と関わり方 
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ご家族の方へ 

1 一人で介護を抱え込まないようにしましょう 

2 認知症の人の不安感を和らげる工夫をしましょう 

3 理屈で説得することよりも、明るく、そして穏やかな気持ちを大切にしましょう 

４ 今を大切にしましょう 

5 完全主義はやめてみましょう 

 

認知症の道のりは長丁場になります。苦しみの源は病気です。冷静にそして

あきらめないで。 
頑張り過ぎず「ちょっと助けて」と言いましょう。 

ご本人とご家族を中心に専門職がチームを組み、支えます。 
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私の主人は脳幹が大きく破裂した為に、重い障害が残りました。全身の

機能の低下と麻痺で寝たきりです。動かせるのは左目だけです。2 年前の

1 月、主人は夜勤明けで帰ってきて、急に目を見開き固まりました。よく

死んだふりをしてからかわれていたので、またかと笑いながら主人に声を

かけましたが、返事がありません。救急搬送され、先生から｢今日がヤマ

です。会わせたい人を呼んで下さい｣と言われました。しかし、その後は

主人の強い生命力で奇跡的に容態は安定しました。それでも現実は厳しく

｢このままではよくても植物状態のままでしょう｣と説明がありました。主

人の親戚には｢主人のことはいいから自分の人生を歩みなさい｣と説得され

ました。 

でも私には大事な主人ですので、諦める気持ちはありませんでした。人工

呼吸器をつけベッドで寝ている主人の手足をさすり、話しかける毎日を送り

ました。ある日から話しかけると主人の左目が動くようになり絶対に聞こえ

ていると確信しました。先生は違うと言いましたが、妻の勘というか上手く

言えないけれども、間違いなく主人の耳は聞こえていると思いました。私の

声がわかる、何とかしてそばにいて悔いなく過ごそうと決心しました。 

 

美原記念病院にはリハビリ期からお世話になっています。転院当初は少しの刺激でも体が反り返り

車椅子にも乗れなかったのですが、リハビリ効果が素晴らしく意識もどんどんハッキリし、右手の親

指も自分の意思で少しだけですが上がるようになりました。いつも思うのですが、意識があり認識が

できるのに、全身が全く動かない主人はどれだけ苦しく辛いか、それでも諦めないで努力している主

人を見ていると私も頑張ろうと力がわいたものです。 

 

自宅で過ごすことが難しい主人をどうしても在宅で介護したいと希望する私に、先生をはじめ看護

師さん、リハビリスタッフ、介護の皆さんが話し合ってくださり、基本的な事を細かく丁寧に私に叩

き込んでくれました。私も病院に毎日通い、看護師さん一人ひとりの知識を目で盗んだり聞いたりし

て積極的に学んでいきました。ベッドから車椅子の移動はリフターを使います。主人をリフターに乗

せてつるし上げて、車椅子に乗せます。それができるまで、完璧にできるま

で何度も何度も特訓の繰り返しで、最終的には口で説明しながら、主人を乗

せるまでできるようになりました。リハビリのスタッフからは、｢リフターの

営業ができるね｣と言われるくらいになり、在宅介護への自信に繋がりました。

色々教えてもらって在宅へ移っていったので、不安はありましたが、主人を

在宅で介護することに怖さはありませんでした。今ここに立ってお話できて

いるのは、介護の基本を教えてもらい、自信を持たせてくれた病院のスタッ

家族介護体験談 

今回は 2 階を利用しながらご主人の介護をされている、 

藤田さまにお話をうかがいました。 
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フの皆さんのおかげと感謝しております。 

 体が硬くならないように日々のストレッチは大切です。はじめの頃は教えてもらったとおり真面目

に一生懸命していましたが、毎日のことなので、本当にストレスでした。なので、楽に続けられる方

法はどうしたらいいかなと自分なりに考えて、冬場は足先が冷たくなるので、足だけを中心にストレ

ッチをしてみたり、夏場は背中や脇の下、頭の後ろが暑さで蒸れてしまうので、いくらか範囲を広げ

たり頭を上げたりしながらストレッチをしています。お互い集中して短時間でストレッチするのが一

番の効果だと私は思っています。よく肺炎や褥瘡を不安に感じる方が多いのですが、ポイントをしっ

かりやってさえいれば、そんなに大変なことではないような気がします。介護が難しいっていうイメ

ージがありますが、是非もし機会があったら自宅で介護するのもいいんじゃないかなって私は思って

います。 

 

私が頑張り過ぎると主人も疲れてしまうので、最近はのんびり笑顔でいられるようにしています。

私には主人だけでなく、主人の母も病気を持って一緒に暮らしています。主人が帰宅してしばらくは、

主人とお義母さんのことで大変でした。「私しかいないから二人をしっかり見な

ければ」という気負いに飲み込まれ、主人のこと以前に自分が安定しなくなり、

見失いそうになっていました。そのとき、アルボース、訪問リハビリ、グラー

チア、診療所の皆さんが、私の異変を心配し心のケアをとことんしてくれまし

た。在宅介護はただ介護の知識だけや実践だけではなく、介護する人の心の持

ち方が一番大事なのだと実感しました。いくらやる気満々でも、やはり心がし

っかりしていなければ、家族も全部ダメになってしまいます。人間なので、い

ろいろあります。でも、介護を代わってくれる人は誰もいません。溜めると心の病気にもなってしま

います。そうならないように、アルボースの皆さんが私たちを見守ってくれていると感じています。 

 

在宅で１つ心配な事がありました。それは、リハビリを受ける日が週に１回になった事です。せっ

かく病棟で頑張ってきたのに残念で仕方ありませんでした。しかし、その心配は全くありませんでし

た。今の主人は目を見張る程の新しい動きが出てきています。左目と右の親

指しか動かなかった主人の頭が左右・上下に動くようになりました。リハビ

リは毎日しなければならない、というものではなく、的確にすれば、結果と

なって表れるものなのだと思います。主人を見ていると、集中して頑張って

いる方が楽なようですし、主人には週に１回のリハビリが合っていたのかも

しれません。それからアルボースには音楽療法があります。主人は淑子先生

の大ファンです。熱があっても車椅子に乗って参加します。淑子先生の歌声が主人の内側にある感動

を呼び起こすように、口をパクパクさせたりしています。音楽の素晴らしさが主人にまた口の動きを

与えてくれました。 

 

今の私は以前に比べて、すごく肩の力が抜けて介護生活が楽になりました。きっかけは、アルボー

スを利用している介護の先輩から贈られた言葉です。｢今を楽しむんだよ｣、｢ソコソコ頑張るんだよ｣

と頑張り過ぎてしまう私を心配し、救ってくれたとても深い言葉です。介護で苦しみ、経験した人で

ないと言えない言葉だと思います。誰もが経験したくてするわけでもない介護生活を楽しみに変えて

自己流に素敵な人生を主人の為にも家族の為にも、ソコソコ頑張って楽しんで参りたいと思います。
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性別 男性：8 名 女性：23名  無回答：1名 

住所 伊勢崎佐波：20 名 その他県内：6 名 県外：3 名 記載なし：3名 

年齢 40 代：3 名 50代：3 名 60 代：14名 70 代：7 名 80代：5 名  

アルボースをご利用されている方はどなたですか？ 

 夫：14 名 妻：3 名 母：7 名 姉：1 名  

 義父：1 名 義母：3 名 両親：1 名 

 

 

講話 「認知症の受け止め方と関わり方」について   認知症ケア向上部会 岡本政子 

・介護士として、体験を元にした資料にてお話をしていただきました。大変参考になり、 

介護をしております私として、教養が広まりました。 

・介護する側は、いつも穏やかな気持ちをもって接することは大変でなりません。 

・介護 2 年目で経験不足のため、大変勉強になりました。 

・穏やかな語りかけ、優しい対応が大切ということを心がけたいと思いました。 

・大変勉強になりました。毎日毎日同じことの繰り返しの中でも、気持ちに余裕をもって、 

明るく接していきたいと思いました。 

・とてもすっきりと受け止めました。改めて学び直しました。 

・分かっているようで、分かってないので自然に任せてやっていこうと思います。 

・しっかりしていた両親、特に母がだんだん認知度が低くなってきたので他人事ではありません。 

特に受け止め方は参考になりました。 

・家族会はとても良いことだと思います。 

・「完全主義はやめよう」その通りだと思いました。 

・親族で話し合う資料にさせていただきます。 

・受け止めることは本当に難しいです。 

・認知症の症状が出てきたので、今日のお話は大変参考になりました。 

・再認識することができ、とても参考になりました。 

 

家族介護体験談 

・体験の発表は、毎回の家族会において、妻を介護している自分に勇気と元気と、また、私の心を和

ませてくれます。今日の藤田さまの発表は、私と重ねてしまい涙無しでは聞けませんでした。あり

がとうございました。 

・藤田さん、随分介護に一生懸命なのには感動しました。私はそこまで尽くせない状態です。 

・介護とは、長い付き合いになるのだなと実感しました。 

・大変な時期を乗り越えてこられた体験を聞いて、母が倒れた頃を思い出しました。初心に戻って、

無理しない程度に頑張ろうと思います。 

Ⅱ．話を聞いてのご感想 

Ⅰ．アンケートに回答された方について 

 

 

アンケート集計   アンケート回答数 32 名（回答率 94.1％） 
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・ご主人への接し方、心がけ素晴らしいと思いました。大変な状況の中、奥さまもお体に気をつけて

いただきたいと思います。 

・涙が出てしまいました。素晴らしく、またお手本だと思いました。私もできるかしらと…。 

・若いのにしっかりして看病しておられるので、ただただ感心しておるばかりです。 

・世の中には大変な介護を実行している人がいるんだと感心しました。自分のレベルは軽い方だと実

感しました。 

・患者さまに対して愛情が感じられて、前向きに生活していてよかった。 

・とても大変な介護をされていて頭が下がる思いです。 

・ご主人を思う気持ち（愛情）が奇跡を起こすのですね。 

・頭が下がります。頑張って下さい。きっと良いこともあります。 

・実際に身内に患者をもってみて、介護の大変さを知りました。 

・藤田さんの体験を聞いて大変だと思いました。 

・素晴らしいまとめ。ご苦労さまです。とても勉強になりました。 

・大変な介護をされていること、頭が下がります。頑張って下さい。 

・ご主人の看病は大変なこととお察しします。 

・大変な介護を頑張ってやられているので、スゴイと思いました。自分も頑張ろうと思いました。 

 

ご家族同士の意見交換会 

・家族の方が頑張っておられることを聞き、勇気が出ました。 

・介護生活 12 年の人には驚きました。知識も豊富でした。 

・お互いに苦労しているのが分かりました。 

・参考になる話を聞かせてもらい良かったと思います。 

・いろいろな体験談を聞いて参考になることがありました。 

・話し合い（雑談？）により気が楽になりました。 

・受容できた方が参加する余裕があるのかな？ 

・皆さんのお話を聞いて、在宅介護の大変さをあじわいました。 

・私のところなど、まだまだ軽い。 

・意見交換会は、私はどうも参加が大変です。家族会を経験することによって、私は患者である妻へ

の接し方、また心の持ち方を学びます。 

・同じような境遇の人たちと話ができ、よかったです。 

・良かったです。さまざまな方の様子を聞き、まだ私は楽な方かと考えを新たに、頑張っていきます。 

・介護に携わる方々のお話はとても参考になるし、自分一人が大変ではないのだと思えます。 

・毎会楽しみにしています。元気がもらえます。 

・安心してそれぞれの方が、しゃべり合っていました。デイのスタッフさんも、それぞれの方に真剣

に答えてくださいました。 

・きれい事ですまされない思いをしている人たちの話に、いつも自分を反省するいい機会です。 

・皆さんの話を聞き、大変苦労されている様子で、家だけではないなあと安心し、頑張らずに続けた

いと思います。 

・自分の今の気持ちをお話できて、気持ちが少し楽になりました。皆さん大変な思いをしてやってら

っしゃるので感心いたしました。 
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とても参考になった：27 名  少し参考になった：2 名  無回答：3名 

 

 

「家族会でやって欲しいこと」 

制度について（介護保険制度：8 名 医療制度：3 名 その他：3 名 介護認定：1名） 

病気について（脳血管性障害：7 名 認知症：7名 高血圧：2 名 糖尿病：4 名 

       その他：2 名） 

介護方法について（オムツ介助：8名 入浴介助：3 名 食事介助：6 名 その他：2 名） 

実技（自宅でできるリハビリについて：10名 その他：2名 介護教室：8 名  

   治療食の作り方：8 名 会話の仕方：9 名 その他：3 名） 

※会話の仕方にチェックした方からのご意見「発声できない」 

 

 

・排便の介護の仕方。        ・悩みはいっぱいあります。 

・本人の気持ちを大切に、オムツやお風呂を手助けすること。 

・やさしい対応ができません。 

 

 

曜日 ： 火曜 4名 水曜 4 名 木曜 13 名 金曜 2 名 いつでも 1 名 

時間 ： 午後 19名 ※本日の時間くらいがいい 1 名 

 

 

・やさしいスタッフがたくさんいて頼もしいです。 

・スタッフの方々が、とても親切で不安もなくなりました。 

・もう少しリハビリの時間を多くとってもらいたい。 

・よくしていただいて感謝の気持ちでいっぱいです。アルボース無しではやっていけません。 

どうぞよろしくお願いします。 

 

 

 

 

 

Ⅲ．家族会に参加されてのご感想 

Ⅳ．今後の家族会に対するご意見・ご感想 

Ⅴ．介護における悩み 

Ⅵ．家族会開催時期について 

 

Ⅶ．アルボースに対するご意見・ご要望 

公益財団法人脳血管研究所 

介護老人保健施設アルボース 

 住所：群馬県伊勢崎市太田町 427-3 

 TEL/FAX：0270-21-2700/0270-21-2704 

 Email：arbos@mihara-ibbv.jp 

 URL：http://mihara-ibbv.jp/arbos 
発行： 広報部会 

mailto:arbos@mihara-ibbv.jp

