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開催日 ：平成28年5月27日（金） 

場  所 ：美原記念病院1階 講堂 

参加人数 ：22名（2階：6名 3階：9名 通所リハ：7名） 

 

 

1 ．講話 「認知症ケア ～こんなときどうする？」 

 ●ぐんま認定介護福祉士 大塚 綾        

2 ．家族介護体験談 

 ●育児をしながら、3階ご利用者を介護されているお孫さんに 

  お話をしていただきました 

3 ．意見交換会 

 ●利用されている療養棟・サービス別にグループを作り、ご家族 

  同士でお互いの抱えている介護の悩みについて話し合いました 

プログラム 



 認知症ってどんなもの？と聞くと「物忘れ」と答える方も多いと思います。認知症の物忘れでは、

今言ったことを続けて言うような即時記憶は保たれていることが多いですが、近時記憶という数分

前の出来事などを覚えていることができません。 

 食べているときは「美味しいね」と話していても、食べ 

終わって少し時間が経つと「私はご飯を食べていない」 

と食べたことを忘れてしまうのです。認知症の記憶障害は 

新しいことを記憶しておくことができないので、思い出す 

こともできないのです。しかし昔の記憶はよく覚えている 

ことが多く、「昔はね～」と昔話をするとスラスラと出て 

くることが多くあります。他には近所で道に迷ったり、 

電化製品の使い方がわからなくなってしまったりすること 

があります。これも認知症の症状です。何を見てもそれが 

何なのか、ここはどこなのかを認識することができない 

失認、失行などがあります。「うちのおばあちゃん、最近 

散歩にいって迷子になるの」「おじいちゃん電話ができ 

なくなってしまった」その症状の原因は認知症かもしれ 

ません。認知症と聞くと徘徊や暴力行為、トイレの失敗 

などを思い浮かべる人も多いと思いますが、そのような 

行為は認知症そのものではなく、障害されたことにより 

起こる《周辺症状》と呼ばれるものです。 
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認知症ケア ～こんなときどうする？～ 
ぐんま認定介護福祉士 大塚 綾  

 今回、認知症について簡単な説明と、こんな時どうしたらいいか？と悩むような症状別に対応方

法の例を挙げて説明します。 

新しいことを覚えられない 
以前のことを思い出せない 

物の名前が出てこない 

服の着方や道具の使い方がわからない 

品物を見ても何だかわからない 

段取りや計画が立てられない 

 記憶障害 

 

 失  語 

 

 失  行 

 

 失  認 

 

実行機能障害 

 

 

 

物が盗まれたと言う 

昼夜が逆転する 

意欲の低下 

興味、関心の低下 

大きな声をあげる 

手をあげようとする 

見えない物が見える 

いない人の声が聞こえる 

入浴や着替えを嫌がる 

イライラしやすい 

落ち着きがない 

食品でないものを 

食べようとする 

無意識に歩き回る 

外に出ようとする 

家族がわからない。鏡に

映った自分がわからない 
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  認知症の方の行動に困って、「なぜ

こんなことをするのか？」「なんでわか

らないのか？」と戸惑い、イライラして

しまうかもしれません。しかし、それは

認知症という病気により機能が障害され

ていることが原因です。行動を否定し怒

鳴ってしまうと本人のプライドを傷つけ、

萎縮させてしまい、本人と介護者の関係

性を壊してしまいます。イライラするこ

とがあっても、一呼吸おいてやさしく声

をかけてください。 

 認知症介護はとても大変です。わかっていてもストレスがたまり、強く当たってしまうこともあ

ると思います。その後で、後悔し、自分を責めて追い込んでしまうと本人も介護者も倒れてしまい

ます。アルボースや、在宅サービスを利用することで、適度に疲れを癒やし、介護をしてください。 

よく話を 
聞く 

やさしく 
接する 役割が果たせる 

よう支援する 

笑顔で 
うなづく 

怒らない、 
否定しない 

ゆっくりした 
ペースで 
行動する 

スキンシップを 
心がける 

寂しく 
させない 

 
●「ご飯を食べてない！」と食べた後に言い怒っている  

 正「遅くなってごめん。今用意するから、少し待っててね」 

 誤「さっき食べたでしょ。もうご飯はないよ」 

 お茶とちょっとしたお菓子などを渡して気分転換を図るとよいと思います。気持ちがご飯から

違うところにいったら、散歩にでかけたり、テレビなどを観たりして、次の食事を食べていただ

くのがいいと思います。どうしてもダメな場合は、食事量を少なくして、空腹を訴えたときに、

残りを食べてもらってもいいかもしれません。 

●「トイレはいいよ。さっき行ってきたから大丈夫」と失禁しているのに、見せてくれない 

 正「寝る前だから、一回行っておこう」 

 誤「汚れているでしょ。すぐ替えてちょうだい」 

 本人のプライドを傷つけるようなことはしないで、何かの前だから、お茶を飲んだからなど、

トイレに行くタイミングをこちらで誘導してください。 

●徘徊してしまう 

 正「どこ行くの？」 

 誤「どこ行くん。ダメだって言っただろ」 

 否定するのではなく、出かける理由を聞いて一緒に行く。夜の場合「今は夜だから」朝の場合

「まだお店が始まっていないよ」などと納得して、出かける必要がないと思えるような声かけを

してください。 
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 育児をしながら、3階ご利用者を介護されているお孫さんにお話をしていただ
きました 

家族介護体験談 

 祖父の様子がおかしいと気付いたのは平成26年の 

秋頃のことでした。出かけることが好きで、何処へ 

でも自転車を走らせていた祖父が家に籠もる日が 

増えていました。初めこそは80歳も過ぎたし疲れ 

が出やすくなったのかなと思っていたのですが、 

徐々に会話も要領の得ないものへ変わっていき、 

認知症だということが分かりました。幸い、まだ 

症状が軽かったので生活リズムを崩すこともなく 

過ごしていたのですが、平成27年3月めまいの症状を 

訴えた祖父を病院へ連れて行ったところ、脳梗塞と診断され緊急入院することになりました。 

 当初、リハビリだけでも3ヶ月はかかるだろうと言われていた祖父が5月に退院できたのは

本人の頑張りが大きかったように思います。しかし、高熱と痙攣を起こした祖父は退院して

から１週間も経たず病院へと逆戻り、家で看ることに限界を感じアルボースにお世話になる

ことを決めました。 

 毎日会いに行くものの、その日の夕方には「帰りたい」「迎えに来てくれ」という電話が

くるのは心苦しいものがありましたが、今では家に帰ると「アルボースは楽しかった」「み

んながいないと寂しいなぁ」と口にするようになり、その変わりように驚きました。家に

帰ってきた安堵感から出てきた言葉なのかも知れませんが、スタッフの皆さまの気遣いや雰

囲気作りがよいのだということが窺えました。 

 現在、祖父は認知症状も進み、妄想からくる暴言や徘徊が増え、夜全く寝られないことも

少なくありません。また、昔から我が強いこともあってか、一度スイッチが入ると手がつけ

られず１時間以上怒鳴っていることもあります。そんな時は散歩に誘ってみたり、祖父の好

きなお菓子を渡してみるのですが、なかなか上手くいかず。家族で協力して看てはいるもの

の、まだ幼い子どもを育てている私には荷が重いと感じ投げ出したくなる瞬間が何度もあり

ます。自分なりに頑張って看ているつもりでも「ここまで悪くなったのは家族の責任」そう

言われ悔しい思いをしたこともあります。それでも何とか投げ出さずにいられるのは、アル

ボースにショートステイや入所をさせてもらうことで気持ちに余裕ができるお陰だと思って

います。本当にありがとうございます。歳をとり体調を崩しやすくなった祖父ですが、周り

が驚くような回復力をみせてくれる時もあるので、まだまだ長生きしてくれそうな気がして

います。そのことが嬉しい反面、不安でもありますが、上手く付き合っていけるよう、時に

は息抜きもしつつ私なりの介護をみつけていきたいと思います。 
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アンケート集計 

性別 男性：5名  女性：17名 

住所 市内：14名 県内その他：5名 県外：2名 無回答：1名 

年齢 20代：1名 40代：1名 50代：3名 60代：10名  

   70代：1名 80代：5名 無回答：1名  

利用者との関係（ご家族の続柄） 

   夫：4名 妻：3名 息子：2名 娘：8名 その他：5名 

Ⅰ. アンケートに回答された方について 

Ⅱ. 話を聞いてのご感想をお聞かせください  

・こんなときどうするは、実際には全部「×」のことを言ってしまうだろうと思います 

・大変参考になりました 

・頭ではわかってはいるけど？ 

・頭ではわかっていても強く言ってしまう時もあるので難しいですね 

・アルボースでの実話などもお伺いできるとよかったと思う。対応の方法はわかっていますが、 

 実情では綺麗事ではいかないものです 

・行動の確認ができました 

・何となくわかっていたかな 

・大変参考になりました。認知症の介護は私も経験しました。その時は嫌になりましたが、今に 

 なるといろいろな思い出となっています 

・本人の気持ちに添った言葉かけが大切。「怒らない」「寂しさをやわらげる」「声のトーン 

 をやさしく」心掛けます。大塚さんの話し方はとても聞きやすく上手で感心しました 

・大塚さんのお話はわかりやすかったです。 

・わかりやすく説明をしていただき、ありがとうございました 

・今回は、認知症ケアのお話を聞くことができず、残念に思っております 

認知症ケア ～こんなときどうする～  ぐんま認定介護福祉士 大塚 綾 
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・家族がいつも見放さず頑張っていける様子に頭が下がる思いです。大変よかったです 

・お孫さんの介護で頑張られているとのこと勇気づけられました 

・介護されている家族の方々の、親御さんに対する愛情、優しさがよく伝わってきました 

・とても頑張って介護してらっしゃることが伝わりました。一番大変で手がかかる時期ですね。 

 頑張ってください 

・幼いお子さんをみながらの介護、本当にご立派だと思います。気分転換をしながら、頑張り 

 すぎず、自分の時間も大切に（かわいいお子さんのためにも） 

・大変な中、頑張っている様子がわかりました 

・自分なりにまた頑張ろうと思いました 

・ご苦労の様子がよく伝わり参考になりました 

・とてもいい話でした 

家族介護体験談  認知症棟利用者ご家族 

 

・皆さま同じような苦労をされている話を聞き、少し気持ちが楽になった気がしました 

・皆さまも大変だと思いました 

・いろいろな介護のやり方がわかり、とても為になりました 

・それぞれ工夫をしながらの介護。人間として、試されているのかなと思いました 

・いろいろ話を聞いていただき、ありがとうございました 

・いろいろな話が聞けて参考になりました 

・皆さまのお話、参考になりました 

・ご苦労なさっている方々もいらっしゃる。共に頑張ろうと思いました 

・いろいろな考え方もあるのだと感じました 

・いろいろなご意見が聞けてよかったです 

・今回は顔見知りの方々がいらっしゃらなかったので、なんだか自分も初めてのような感じに 

 なりました 

・大切な家族を入所させる心配な気持ちをお聞きし、家族に愛されてきた幸せな方だと思い 

 ました。１人ひとり入所者には家族の形があることを再認識しました 

・楽しかったです 

 

ご家族同士の意見交換会 
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・制度についての講話 

    介護保険制度：3名 後期高齢者制度：1名 その他：1名 

・病気についての講話 

    脳血管障害：5名 認知症：4名 高血圧：1名 糖尿病：2名 その他：3名 

・介護方法についての講話 

    オムツ介助：2名 入浴介助：1名 食事介助：4名 その他：2名 

・リハビリについての講話 

    自宅でできるリハビリ：3名 その他：3名 

・実技をともなう講話 

    介護教室：4名 治療食の作り方：2名 会話の仕方：4名 その他：1名 

とても参考になった：17名  少し参考になった：2名  無回答：3名 

Ⅲ. 家族会に参加されて、ご自身の介護に参考になりましたか  

Ⅳ. 今後の家族会についてのご意見・ご提案  

・夜出てしまうこと 

・水分の取り方 

・独居なので一人でいる時間が長くなる日があるので、何とかしなくてはと思いつつ何も 

 できず、なるべく早く行くようにしてる 

・寝たきりの人の介護 

・奥深く、つきない 

Ⅴ. 介護についてのお悩み  
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午前：1名 午後：15名 夜：1名  

・いつも親切、気を使っていただき本当にありがとうございます 

・いつも笑顔で、ありがとうございます 

・Thank you very much 

・親身にお世話いただき、感謝しております 

・いつもお世話になり、ありがとうございます 

・いつも親切にしていただいて、喜んでいます 

・人にやさしい対応をしてくれます 

・毎回リハビリの内容や食事に出たものなど話してくれます。そのたび感謝の気持ちで 

 いっぱいです 

・いつも親切な対応に感謝しております。これからもよろしくお願いします 

・スタッフの皆さま、とても努力してお世話していただいています。ありがとうございます。 

 風邪が流行している季節、入所者で咳のでる方、マスク着用可能な方には着けていただく 

 ことはできるでしょうか？無理にではありません 

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：0270-21-2700 

 FAX：0270-21-2704 

 Email：arbos@mihara-ibbv.jp 

 URL：http://mihara-ibbv.jp/arbos 
発行：地域交流広報部会 

Ⅵ. 開催時期についてご意見・ご提案  

時間帯はいつ頃がよろしいですか（複数回答可） 

曜日はいつがよろしいですか（複数回答可） 

 
火曜日：3名 水曜日：2名 木曜日：3名 金曜日：11名  

Ⅶ. アルボースに対するご意見・ご要望  

mailto:arbos@mihara-ibbv.jp
mailto:arbos@mihara-ibbv.jp
mailto:arbos@mihara-ibbv.jp

