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1 ．講話 「認知症の人への接し方と認知症予防」 

 ●群馬県認知症疾患医療センター 美原記念病院 

       認知症看護認定看護師 清水 みどり 

            精神保健福祉士    狩野 悠     

2 ．家族介護体験談 

 ●ご自宅でお母さまを介護されている、加藤さまにお話を 

       お伺いしました 

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 

介護老人保健施設アルボース  

開  催  日 ：平成29年10月18日（水） 

開催 場所 ：美原記念病院1階 講堂 

参加 人数 ：23名（男性：6名 女性：17名） 

 【2階：5名 3階：8名 通所リハ：10名】 
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平成28年度  ケア向上改善部会長 岡田 ゆうこ 

■認知症の人への接し方と認知症予防  

群馬県認知症疾患医療センター 美原記念病院 認知症看護認定看護師 清水 みどり  

 認知症は病名ではありません。認知症という状態を指す言葉です。そして認知症の状態という

のは、一度発達した知的機能が何かしらの脳の障害によって継続して低下した状態を言います。 

認知症とは  

皆さまイメージしてみましょう  

 認知症の方の困難を少しイメージしてみましょう。 

 皆さまは東京のビルの真ん中でトイレに行きたくなってしまった場合、どうなさいますか？

東京の街はきれいに洗練されておりトイレを探すのは一苦労です。通り過ぎる方も忙しそうで

声を掛けられません。その場合、どうなさいますか？パニックになってしまいませんか？偶然

にもご近所の方や、比較的のんびり歩いている優しそうな方に声を掛けませんか？ 

 認知症の方は自分がいる場所や状況がわからず不安な中におり、東京でトイレが見つからず

不安な状態と同じです。認知症の方と接する時は、声を掛けてもらいやすい優しい人になって

声を掛けてください。 

自分が「藁にもすが

る」の藁になってて

あげるとよいです 

同じように今いる場

所がわからず不安で

いる方の･･･ 

驚かさず前から･･･やさしく 

 具体的に認知症の人の住みにくさに対しての改善例をご紹介します。 

 認知症の人は日時がわからなくなり不安になります。そのような人には日めくりカレンダーが

望ましいです。余分な情報は入れず、その日だけが示せるカレンダーで、「今日がいつか」を毎

日確認できると、安心感につながります。 

 私の母も認知症があったため、電気ポットに水を入れすぎ、

ポットを2台壊してしまっていました。なぜ壊してしまうの

か、原因がわからずにいましたが、よくよく母の行動を見

守ったところ、水量の線がわからず水を入れ過ぎていること

がわかりました。 

 そこで大きく「ここまで」と線を引いたことで水を入れ過

ぎることはなくなりました。 

電気ポット 

 

生活の改善例 
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ドラム式洗濯機 

 

 自宅の洗濯機はドラム式のため、母には馴染みなく使えま

せんでした。洗剤を間違えて違う場所に入れるということが

ありました。そのため、母が洗濯機を使わないようにした

かったのですが、本人のせいにするのは自尊心を傷つけてし

まうと思いました。 

 そこで「洗濯するときに私の白衣が入っていると色移りし

ちゃうので、お母さんは洗濯はしなくていいよ」と伝えまし

た。母も「そうかい」と納得し、洗濯はあえてしないように

しました。 

 認知症になってもやはり下の世話は他人の世話になりた

くないものですね。母も排泄後の処理など、自分で一生懸

命やろうとしていました。ですが、やはり処理の仕方がわ

からず、トイレ中排泄物で汚してしまうことがありました。 

 そこでペーパーをこのように説明書きを入れて置いたと

ころ、何回かはこれで掃除をした様子がみてとれました。 

トイレ掃除 

 

認知症予防 

 認知症の予防としては、生活習慣病のコントロールが一番です。他にも、張りのある生活を心

がけ、ラジオ体操や散歩、頭と動作を同時に行うことをしたり、新しいことにチャレンジしてみ

るのもよいと言われています。 

 例えば、外来に通院されている方で、料理を始めたお父さん、孫と一緒に囲碁を始めたお母さ

ん、娘に買ってもらったとハーモニカに挑戦するといっている方もいます。 

 皆さま、認知症と診断を受け、「どっちつかずでモヤモヤしていたから、しっかり診断されて

よかった」と、毎日を生き生きと過ごされています。 

認知症予防トレーニング 

① その日の食事内容を思い出す 

② その日に会った人、場所、時間を思い出す 

③ その日にあった出来事を3つ以上思い出す 

その他にも 

数字の逆読み。100、99、98･･･と数える。

引き算する。150-7、143-7、136-7･･･ 

自分だけでもできる工夫なので、寝る前などに

いろいろ試してみてください。 

 認知症は早期に診断を受け治療を開始し、周囲の助けを上手に受けられれば、住み慣れた地域

で生き生きと暮らし続けることができます。周囲の人は認知症の人に対し、これまで通り温かく

接してあげてください。 

 認知症は、4、5人にひとりがなると言われる時代です。認知症になってもますます明るく元気

に毎日が過ごせることを願っています。 
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3階認知症棟を利用しているお母さまの介護を献身的にされている加藤さまに 
お話をお伺いしました 

■家族介護体験談     加藤 善弘さま  

 母親は、昭和6年7月生まれになりますので、86歳になります。 

実際に介護を始めたのは、平成28年1月からになりますが、3年 

ほど前から認知症の心配をしていました。 

 3年ほど前に、生活費を寝室のどこにしまったかわからなくなり 

「お金がない、お金がないよ」と相談に来ましたが、「自分でしま 

ったんだからそのうち出てくるんじゃないの？」と言っていました。 

やけに心配するので、たまには母親の傍について「ここでしょ、ここ 

でしょ」と探しながら「あった、あった」ということがときどきあり 

ました。そのうち、家に誰か来た様子はなかったのですが「今、誰かが来たよ」とか、道端で話し

ている人が自分の噂をしているのではないかと心配するようになり、気になっていました。翌年も

「お金がなくなった」「泥棒が入ったんじゃないか」というので「そんなことないよ。誰も来てな

いからそのうち出てくるよ」と真剣に考えないでいました。数ヵ月後、母親の知り合いがデイサー

ビスに通っている話を聞き、「知り合いの人が2、3日くらいデイサービスに行ってよかったから、

今は3、4日行っているみたいだよ」と話しました。すごく感情的になって怒り出し「何でそんな

こと言うんだよ。そんなに家から追い出したいのか」と言ってきました。「行けとは言ってない

よ」と、それ以上何も言えませんでした。それからは、その話題をやめようと思いました。テレビ

で認知症をテーマにした番組が流れ、母親もテレビを見ていましたが、「あんな風になったら嫌だ

な」と人ごとの様でした。今度はお金ではなく、実際に着ている物が盗まれたとか、食器がなく

なったとか、この家には泥棒が入ってくるから嫌だよと言うことが増えてきました。どうしようか

と思っていましたが、特に何もしていませんでした。 

 平成28年1月、脳出血で意識が朦朧とした状態で入院しました。脳出血の診断を受け、失語症

で上手く話せないかもしれませんということと、介護が必要な身体になってしまいますと言われま

した。入院当初は、ふらふらしていて上手くしゃべれない状態でした。1週間ほどして相談員の方

がみえ、これから在宅介護を前提にして進めていくということでケアマネージャーを決めること、

次に介護認定を受けること、その2点の手続きをしました。母はナースコールも押せず、ふらふら

ベッドから落ちそうなこともありました。治療が進み、10日くらいした頃には「家に帰りたい」

と言うようになりました。治療とリハビリが、ある程度治療が終わったら、リハビリ病棟に移りま

した。そこで理学療法士さんにより懸命なリハビリをしていただき、言葉もある程度まで喋れる様

になりました。最初はふらふらしていた身体も、押し車を使えば不安定ですが、支えがあれば何と

か歩けるようにまでなりました。母親が「家に帰りたい」というので在宅介護をした方がよいと勧

められました。退院後、お風呂は自宅で入ることはできないので、デイサービスにお願いする形で

手続きをしました。平成28年1月に入院して、最初の1ヵ月は治療、その後1ヵ月はリハビリ。リ

ハビリ病棟でも落ち着きがなく、看護師さんにも迷惑をかけてしまいました。看護師さんから「家

にいてなるべく怪我をしないように、支えになってください」と言われました。 
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後は、家に危険なものがないか、理学療法士さんに見ていただきました。母親は暦を気にしていま

したので、3月上旬の大安に退院することにしました。 

 翌日デイサービスに行ったのですが、最初は訳がわからなくなり怒り出してしまいました。しか

し、デイサービスの方はそういう方を多く見ているのでなだめてくれました。それでも「家に帰り

たい。家に帰りたい」と言いながら帰っていました。3日目、血圧が異常に高く、送迎の方が心配

して電話をくれました。「ちょっと血圧が高いので、場合によっては病院で見てもらったほうがい

い」と。送迎途中で苦しみ出し、自宅に着いた頃には身震いをするくらい苦しみ、これは緊急だと

いうことで救急車を呼び、病院で診ていただきました。診断の結果、2回目の脳出血を発症してい

ました。血管も弱くなっているのでそういうこともたまにはあるとのことでした。最初にお世話に

なった病院で治療していただいたのですが、その時に「右手と右足に麻痺が残ります。だから今度

は車椅子でないと生活できません」と言われました。。そんな状況を聞きながらあんまり真剣に考

えないうちに治療とリハビリを行っていただきました。1ヵ月後、在宅介護に向けて、車椅子への

乗せ方、降ろし方を親切丁寧に教えていただきました。退院するころには、ある程度安心できるよ

うな形までになりました。退院間近には看護師さんから、オムツ交換の仕方を教えていただきまし

た。退院後の不安もありましたが、5月の上旬に退院しました。約2ヶ月入院、右手右足が麻痺し

ていて車椅子生活になってしまいました。ケアマネージャーさんは、在宅介護できるかとかなり心

配してくれました。ショートステイの提案をいただきましたが、2度にわたる脳出血なので、最初

はデイサービスをうまく使いましょうとなりました。母の日と大安とでいい暦なので、平成28年

5月８日に退院しました。退院後、週3回のデイサービスを利用しましたが、「行きたくない」と

言ったり、自宅にいても落ち着かず、様子を見ていました。 

 退院1週間後の朝の７時、突然ベッドの上で痛みを訴え大騒ぎし、救急車で病院に搬送されまし

た。結果、心筋梗塞でした。手術自体は簡単ですが、血液をサラサラにする薬を飲んでいるので、

手術後に脳出血を発症した場合、助からない可能性があると言われました。しかし、心臓が止まっ

ても困るので、翌日手術をすることになりました。しかし、手術前の検査結果により無理な手術は

やめようと、薬で当面様子を見ることになりました。 

 入院5日目、退院となりました。家族としてはもっと入院させたかったのですが、「仮に手術し

ていても1週間から10日ですよ」と言われ仕方なく承諾しました。発作を抑える薬を処方され退

院しました。痛みを訴えて数回薬を使ったことがありました。あまりに痛みを訴える時は、 

救急車で病院に行きましたが、点滴を受けるころには治まっていました。デイサービスの送迎車の

中で苦しみ始め、薬を使ってもよくならず、救急車で運ばれたこともありました。薬の処方をいろ

いろ変え、ようやく薬が合ってきたのか痛みを訴えなくなってきました。朝起きて入れ歯を入れ、

顔を拭いて食事の用意。オムツ交換の仕方も教えてもらいましたので母親の負担の掛からない程度 

             に行っていました。軟便で困っていたので、訪問看護を週2回、手配 

             をしてもらいました。徐々にデイサービスを待ち望む様子が見られて 

             きました。行きたくないと言う時もありますが、1年近く経つと前向 

             きで行く時もありました。トイレに行く時の体の支え方や、パットの 

             替え方を教えていただきました。 

              平成29年1月、朝5時くらいに意識不明になり救急車で搬送しまし 

             た。病院に着いても意識がなく、検査をしている間に除々に意識が戻 

             りました。 
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回答数：16名（回答率 85％） 

性別 男性：4名  女性：12名 

住所 市内：9名 県内その他：3名 県外：3名 無回答：1名 

年齢 50代：2名 60代：12名 80代：2名   

利用者との関係（ご家族の続柄） 

   妻：7名 姉：1名 息子：3名 娘：3名 義母：2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  

「認知症の人への接し方と認知症予防」  群馬県認知症疾患医療センター 美原記念病院 

 

 
・まだ主人が認知症ではないのですが、認知症のことを少しでも理解したく参加させていただき 

 ました。これからいろいろなことが起きた時のために覚えたいと思います 

・今は周りに認知症の人がいないので真剣に考えたこともなかったのですが、もっと身近に考え 

 ていかなくてはいけないですね 

・特に会話の仕方など、身近な話で大変参考になりました 

・認知症について概活的につかめた。自分自身の予防についても参考になりました 

・認知症のことが少しわかりました 

・認知症の方の接し方がよくわかりました。しかし、自分が対応する立場になると大きな声を 

 出して怒るのではと思いました 

■アンケート集計  

病院からは意識消失と言われ、高齢者には起こりうることだと説明がありました。その時は3日く

らいで退院しました。 

 自宅での介護が大変だなぁと思うのは、薬を飲ませる時でした。時には吐き出してしまったり、

誤魔化しながら機嫌のよいときに、なるべく口から出さないように気を遣いました。怪我をしない

ように、近くの見えるところにいてもらって介護していました。ベッド上でぐらぐら揺らしたり、

独り言を言ったり、落ち着きがないことの大変さがありました。また、寒くて乾燥している時期は、

風邪を引かないように気をつけました。ケアマネージャーさんから、なるべく負担を減らすため、

ショートステイを上手く利用しましょうと言われました。母親が徐々に体調を崩し心配していまし

た。デイサービスの方が「4日前に見た加藤さんとは違う」と異常を察知し、訪問看護さんと連絡

を取り合っていたら、急速に意識が朦朧しはじめて救急搬送になりました。検査の結果、慢性脳内

出血との診断でした。翌日、血を抜く手術をしました。手術後1週間で退院しました。 

 やっぱり在宅介護は本当に大変だなぁと。今は、突然、入院するような心配がないんですが、 

ケアマネージャーさんが心配してくれて深刻に受け取らず安心してお任せできるようになりました。 
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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  

・とても参考になった：10名 ・少し参考になった：3名 ・無回答：2名  

ご家族同士の意見交換会 

 
・皆さまの体験を聞けてよかったです 

・何度も脳出血などで入院治療や介護をされて、ご苦労されているのだなと思いました 

・オムツ交換中の放尿対策などオムツ交換のコツを伝授していただきました。自宅に戻ったら 

 やってみます 

・介護の苦労がわかった 

・毎回出席していると皆さまの意見を聞くことの方が多いです。皆さま大変だと痛感しました 

・皆さまのお話が聞けてよかったです。心強いです 

・楽しく皆さまの様子をうかがうことができました。次回もまた出席してみたいと思いました 

・出席させていただきとても参考になりました 

・自分だけではないという思いで参加してよかったです 

・体験談を聞くと自分はまだまだ勉強不足だと思いました。皆さま前向きで自然に頑張っている 

 ところに感銘を受けました 

家族介護体験談  加藤 善弘さま 

 
・これでもか、これでもかといろいろな病気になり、病人も大変だけど介護する人も大変なこと 

 が理解できました。いろいろな人の手を借り1人で抱えこまないようにしたいと思いました 

・他の病気もそうですが、早期発見が大事ですよね。予防できることはしていきたいと思います 

・大変な状況のなかで冷静に対応をして介護をされていてりっぱだと思いました 

・大変な介護をしていらっしゃると思った 

・認知症の方の介護も親子の関係がためされているのか、「我慢」だけではやっていけません。 

 どこかで息抜きが必要ですね 

・入院の繰り返しとても大変な日々がよくわかりました。ご自分の身体をいたわりながら介護 

 していただきたいと思いました 

・大変な日々を送っていらっしゃるんだなと思い、自分の置かれている場所を見直し考えること 

 ができよかったです 

・話を聞くといろいろなことが何度も何度も繰り返しがあるのですね 

・目の前にぶらさがっているいろいろなことを改めて前向きに立ち向かおうと思いました 

・実の母が認知症のため参加しました。参考になりました 

・認知症にもいろいろあるようで、接し方などよい勉強になりました 

・とても具体的でわかりやすかったです 

・大変勉強になりました 
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・時間帯はいつ頃がよろしいですか（複数回答可） 

  午後：9名  無回答：5名  

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：広報部会 

・曜日はいつがよろしいですか（複数回答可） 

  火曜日：1名  水曜日：6名  木曜日：2名  金曜日：1名  無回答：10名   

Ⅶ. アルボースに対するご意見・ご要望  

Ⅵ. 開催時期についてご意見・ご提案  

・いつもお世話になります。ありがたく思っています 

・よくしていただいて感謝しています。お風呂が週3回になるとうれしいです 

・細やかな対応で私どもの要求を嫌な顔をせず、すぐに行動していただきありがたいです 

・明るく、落ち着いていてとても頼りになります。ありがとうございます 

・いつもありがとうございます 

・スタッフの方の笑顔や声掛けに助かっています。これからもよろしくお願いいたします 

Ⅴ. 介護についてのお悩み  

・夜中、早朝のオムツ交換が負担です 

・次回家に帰れるのか？帰ってもうまくやれるか？必要のない心配をしています 

・仕事と介護の両立。主人の今後について 

・制度についての講話 

    介護保険制度：1名 後期高齢者医療制度：2名  

・病気についての講話 

    脳血管障害：2名 認知症：1名 糖尿病：2名 その他：3名  

・介護方法についての講話 

    おむつ介助：3名 入浴介助：1名 食事介助：1名   

・リハビリについての講話 

    自宅でできるリハビリ：7名   

・実技をともなう講話 

    治療食の作り方：1名 会話の仕方：2名  

Ⅳ. 今後の家族会についてのご意見・ご提案  


