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認知症に不安感や恐怖心を抱く方もいらっしゃいますが､認知症は

決して何も分からなく在る病気ではありません｡正しく理解し適切に

対応すれば､ご本人も家族も明るく穏やかに暮らすことができます｡

ちびまる3･ち帆
⑥さくらフDタクシヨン/ 8本アニメーション



認知症の人と家族が明るく生きるために
認知症の人と家族の会

代表理事　高見国生

心ならずも認知症という病に

なられたみなさん!

認知症の人を支え

ともに生きている家族のみなきん!

私は､もう30年も前に認知症の母の介護を

して､そのつらかった経験から仲間とともに｢家

族の会｣をつくり､今日まで30年にわたって｢家

族の会｣の活動を続けていまTo

かつては､認知症の人は何もできない何も

分からない人と思われ､ ｢痴呆｣という差別的

で侮辱的な呼び方をされていました｡
⊥方家族は､社会的な理解や行政の支援は

一切なく､孤立無援の思いで家族だけの力で

介護をしていました｡

私たちは､｢『ぼけ』ても心は生きている｣ ｢『ぼ

け』ても安心して暮らせる社会を｣と訴えて､

認知症の人への理解と介護の社会化を求めて

きました｡

そして今日では､認知症の人は何もできない

何も分からない人ではないということが社会の

常識になりました｡家族への支援の対策も以

前と比較すると格段に進みました｡認知症サ

ポーターは166万人を超えていまも世界的に

みても各国で理解と対策を進めようとする取り

組みが大きく動き始めています1認知症を治す

ための薬の研究も世界中で進んでいまTo　進

行を遅らせる薬は近年中に数種類に増えようと

していま7.

30年前とくらべると社会は大きく変化しま

した｡この時代を私たちは｢認知症新時代｣

呼んでいまTo

○

不安を抱えているのは

あなただけではありません｡

仲間とつながれば

生きる勇気がわいてきます｡

不安を抱えているのはあなただけではあり

ません｡困難に直面して苦労しているのはあな

ただけではありません｡

いま日本には200万人を超える認知症の人

がいるといわれていまも　ともに生きている家

族は数百万人になるでしょう｡

不安や困難は､一人だけでかかえていると

際限なく大きく膨らんでしまいまT.

まずは､仲間をつくりましょう｡

同じ思いを持つ者どうしが集まると､かなら

ず｢ああ､自分だけではないのだ｣と思えまT.

そうすると気持ちが軽くなって､生きること介

護することへの勇気がわいてきまT.他の人の

知恵や工夫を知ることができ､情報も交換で

きまTo　そうするとE]々の暮らしに役立ちまT.

仲間どうしなら遠慮なく泣くこともできます｡

そうすると不思議なことにかならず笑いあうこ

とができるようになりま丸

まずは仲間とつながること､それが明るく生



認知症になっても

人生の終わりではありません｡

あなたは何も

変わっていないはずです｡

認知症になったからといって､人生が終わ

るわけではありません｡

ご本人がいちばんわかっておられるように､

物覚えが少し悪くなっても､計算ができにくく

なっても､自分が自分であることは少しも変わっ

ていないはずです｡

家族を愛する思い､社会で働きたいという

思い､普通に暮らしたいという思いは以前と同

じはずでTo

家族もそのことを理解しています)理解して

いるから､病気の人を支えともに生きようと思っ

ているのです｡しかし人を支えるということは

簡単なことではありません｡家族自身が健康

でなければできませんし､家族の暮らしが安

定していることも必要です｡

認知症の人にとっても家族にとっても､社会

的な支えが必要です｡

｢認知症新時代｣になったとはいえ､ほんと

うに安心して暮らせる社会には､いまだ道半ば

心ならずも認知症という病に

なられたみなさん!

認知症の人を支え

ともに生きている家族のみなきん!

人はだれもいつかかならず死にまもそのこ

とは避けることができません｡

大切なことは寿命いっぱい生きることですも

生きていることが大切なのでTo

母がなくなったあと､私は思いました｡失禁

などで苦労して､ ｢いつまで続くのか｣と恨み

に思ったこともあったけど､その苦労は私が生

きる力にもなっていたのだと｡そして親がなく

なってみると､ ｢次に死ぬのは自分の番だ｣と

気づきました｡親は生きてし､て子どもを死から

遠ざけてくれているのだと思いました｡

病気になって家族に支えられるようになって

も､子どもにとっては親としての､妻にとって

は夫としての､夫にとっては妻としての存在価

値は少しも軽くなるものではありません｡

支える立場になったとしても､かなしくて苦

しいだけではありません｡これまでの人生でさ

まざまなことがあったとしても大切な人との新

しい関係､新しい場面への挑戦で~れ

仲間は大勢いまT.認知症の人も家族も､

仲間とつながり工夫や知恵や情報を交流すれ

ば､新しい場面での生きがいや希望も見えて

きて､明るく生きるための第二歩に進めまT.

さあ､立ち止まら坑　仲間の中へ一歩をふ

みだしましょう｡

公益社団法人認知症の人と家族の会

代表理事

希風貌jL
○



話し始めた
認知症の人たち

出来ることは､まだたくさんあるし､病気や治療法に

ついてももっと知りたい｡だから忙しくしています｡
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広島県在住竹内裕さん(60歳)

正直言って､病気を告知されたときはショックでした｡しかし､今

思い返してみると､会議などでも全体のことは理解できていても､う

まく議事録がまとめられないということがありました｡営業の第一線

で頑張っていた私は､帰宅も遅く､家族とおちついて話す時間も十分

ではなく､家人に変化を悟られることはなかったのですが､勤務先の

社長にそんな私の変化にいち早く気付いて頂き､今日に至るまで公私

にわたってサポートして頂き､深く感謝しています｡

告知された後に自信を失ったことは事実ですが､今は3カ所の団体に登録してボランティア

に精を出す一方､脳の活性化を考え､市民のための生涯学習講座を受講するなど､多忙な日々

を送っています｡自分の病気を何とかしたいという願いと､情報を求める営業マンの習性もあり､

新聞等も隅から隅まで目をとおし､病気に関する情報をチェックしています｡参考になりそう

な記事があれば詳しい話を聞きに自ら出向きます｡そんななかで｢家族の会｣を知りましたが､

今もっとも強く祈念することは､この病気に対するもっと深く真剣に取り組む社会の実現です.
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病気のことは受け入れているも

のの､できるだけいろいろなこ

とにチャレンジしたいと考え､

大学などが市民に学習機会を提

供する種々のカレッジ公開講座

にも積極的に参加されています｡

写真上:｢らしっく｣ (まちづくり･生涯学習情報

読/広島市ひと･まちネットワーク発行)掲載の

公開講座案内に印を付けて受講を検討しています｡

写真下:直近の温暖化対策講座の受講修了証

○

学生時代に競泳選手と

して培った経験と神伝

流四段の技量を活かし､

伝統ある日本泳法を若い人たちに受け継いでもらう

ために自らもトレーニングを重ねながらコーチ役を

買って出るなど､ボランティアや市民講座受講の傍

ら､神伝流同志会の発展にも力を注いでいます｡

多方面にお元気で活躍される竹内さんのすてきな笑

顔は､認知症の人とご家族をとりまくすべての人々

に多くのメッセージを送っています｡



｢何かしたい｡私達も参加できる社会を!｣と願い

デイサービスでボランティアをしています｡

富山県在住山本きみ子さん(60歳)

たまたま私がかかった病気が認知症だったんです｡病気に優劣はな

いし､病気のためにできないことがあれば､助けてもらえばいい｡病

気を隠し､外出も控えるといったことは病気のためにもよくないと思

う｡病気のことを隠していて､隠し通せない事態になって他人に知ら

れることになれば､その時深く傷付くのは自分だと思うので､それで,A__ー

あれば､自分から率先して名前も顔も公表してしまおうと考えていま

す｡私の病気を嫌がる人がいることも事実で､それは仕方ないですね0

私はもともと人の役に立ちたいという思いが強かったので看護師になったんです｡大病院に勤

務していた頃は認知症についてよく知らなかったのですが､転勤後認知症の勉強を始め『家族の

会』にも協力していたという経緯も大きく影響しているのかもしれません｡でも､この病気の難

しいところは､病院で治療を受けるだけでは十分ではなく､家族のサポート､病気を知ること､

仲間と話し合うことが重要です｡この病気のために苦労されている方々がその人らしい日々を過

ごせる社会の実現を強く望んでいます｡最近では､私の体験や考え方を多くの人に聞いてもらう

ことがその一助になればと考え､講演会や｢つどい｣の講師役も積極的に引き受けています｡

丁　　週2回､デイサービス施設で通所される方々の

｢ cT=義婚されていることもあ｡､年2回の海外

J　旅行をご夫婦で楽しんでおられます｡

山本さんの笑顔は､仕事と家庭を両立させつつ

暖かく見守るご主人のおかげかもしれません｡

お世話をする山本さん｡

看護師の経験を活かし､血圧を測定して利用者

さんの健康状態をチェックすることも山本さん

の日課のひとつです｡こうした仕事をとおし､

人の役に立てていることが実感でき､それが励

みにもなると話す笑顔は万人を勇気付けます｡

山本さんの病気を契機に｢家族の会｣の世話人

となって奥様を後押ししているご主人｡今でも

ご夫婦の出会いをもたらした社交ダンスを週1

回続けておられます｡

また､病気がわかってからは､お子様方がすで

○



｢単なるもの忘れ｣と｢認知症｣はどうちがう?

歳をとると誰でも忘れっ

ぽくなりますが､たとえば､

食べたメニューを思い出せ

ないのは､単なるもの忘れ

です｡

しかし､もし､食べたこと

自体を覚えていなければ､

認知症の疑いがあります｡

空く≡
単なる
もの忘れ

認知症?

｢認知症｣って､どんな病気?

認知症とは､ ｢脳や身体の病気が原因で記憶･判断力などの障害がおこり､普

通の社会生活が困難になる状態｣をいいますが､いくつかのタイプがあります｡

【アルツハイマー型認知症】

脳の神経細胞が減って脳が小さく萎縮してしま

うために症状が出るタイプ

【脳血管性認知症】

脳の血管が詰まったり破れたりして､その部分

の脳の働きが悪くなるために症状が出るタイプ

【その他の認知症】

レビー小体(異常な構造物)が大脳皮質にたまっ

てしまうことによる｢レビー小体型認知症｣など

正常な人の脳MRl

○

アルツハイマー型

認知症の人の脳MRl

アルツ
その他　　ハイマー型

脳血管性型

アルツハイマー型
+脳血管障害

アルツ
ハイマー型

脳血管性認知症の人の
脳MRl (T2強調画像)
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なお､脳腫癌やビタミン不足などに

よる病気で認知症の症状がみられるこ

とがあります(認知症の約1割程度)0

この場合は原因となる病気を治療す

れば､治る､あるいは症状が軽くなる

ことがあります｡これを見分けるため

にも､早めにかかりつけ医に相談する

ことが大切です｡

○

｢おや?｣と思ったら相談を

認知症は徐々に進行する病気ですが､

早めに症状にあった｢治療と介護｣を始

めれば､進行がゆるやかになることがあ

り､認知症とともに穏やかに暮らしてい

くことができます｡

｢ひょっとしたら-?日と思ったら､ま

ずは医療機関もしくはその他の相談窓口

(9-10ページ)に相談しましょう｡



家族が作った｢認知症｣早期発見のめやす(認知症の人と家

これは日常の暮らしの中で､認知症の始まりではないかと思われる言動を｢家族の会｣ 0:

診断基準ではありませんが､暮らしの中での目安として参考にしてください｡

いくつか思いあたることがあれば､一応専門家に相談してみることがよいでしょう｡その

が見つかればそれはそれで対応できます｡

どんな病気でもそうですが､認知症も早く見つけて早く対応すれは､本人にとっても家族にと

｢家族の会｣の会員の経験が､みなさんの役に立てば幸いです｡

■もの忘れがひどい

■今切ったばかりなのに電話の相手の名

前を忘れる

■同じことを何度も言う･問う･する

{しまい忘れ置き忘れが増えいつも探し

物をしている

■財布･通帳･衣類などを盗まれたと人

を疑う　//

○

■判断･理解力が衰える

■料理･片付け･計算･運転などのミス

が多くなった

『新しいことが覚えられない

}話のつじつまが合わない

■テレビ番組の内容が理解できなく

なった



の会作成)

会員の経験からまとめたものです｡医学的な

結果､何でもなければ安心ですし､他の病気

っても､それ以後の生活は大きく変わります｡

認知症と間違えられやすい

症状には注意が必要です｡

単なるもの忘れのほか､気分が落ち込

むうつ状態､意識障害(せん妄)､病気

治療のためにのんでいるお薬による影

響でも似た症状がみられます｡

これらを認知症と正しく区別すること

は非常に重要です｡



介護の方法が
わからない

(墨壷荘r重態基

介護施設を
利用したい

介護に疲れた 仲間が欲しい

1 980年に京都で発足した全国的な民間団体で､国際アルツハイマー病協会に加盟していま

す｡認知症の本人および介護している家族､介護にたずさわっている専門職の人､ボランティ

アなど約1万人の会員がいます｡全国45の支部で､つどい､電話相談､会報の発行などを

行っています｡相談は無料です｡

■ ｢認知症の人と家族の会｣の電話相談一覧(2810年12月現在) ★印は呼び出しです｡ ｢家族の会を｣とお伝えくだ乱1｡

本部電話相談:フリーダイヤル0120-294-456 (受付時間/月～金10時～ 15時､土･日･祝日は休み)

〒 602-8143京都市上京区堀川通丸太町下ル　京都福祉会館2階　電話075-811-8195

FAX O751811-8188　ホームページwww.alzheimer.or.jp Eメールo廿ice@alzheimer.or.jp
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茨城(つくば市) ��#蔦ピ蔦�����第1.3金13時～15時 ��#蔦ピ蔦�����
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干葉(千葉市) ��C2ﾓ#3ふss3��月.火.木.土10時～16時(コールセンター) ��C2ﾓ#3ふss3��

東京(新宿区) ��2ﾓS3crﾓ#33��火.金10時～16時 ��2ﾓS3crﾓャS2�

太l(横浜市) ��CRﾓcc"ﾓs�32�火.木.金10時～16時(コールセンター) ��CBﾓS#"ﾓc����
神奈川l(川崎市) ��CBﾓSC2ﾓc�s��月.水.土10時～20時(土曜日のみ16時まで) ��CBﾓS#"ﾓc����
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富山(富山市) ��sbﾓCC�ﾓ�SC��月.木13時30分～15時30分 (右記FAX番号で夜間電話相談を毎日受付) ��sbﾓCC�ﾓン唐�

石川(金沢市) ��sbﾓ#3rﾓsCs��月～土9時～17時 ��sbﾓ#3rﾓ#ャ��

山梨(甲府市) ��SRﾓ##rﾓc�C��火.木10時～15時 ��SRﾓ##rﾓc�C��

長野(飯田市) ��#cRﾓ#蔦ss湯�月～金9時～12時(電話相談) ��#cRﾓ#蔦ss湯�

福井(小浜市) ��ss�ﾓS2ﾓ33S��(不在の時もあります) ��ss�ﾓS2ﾓ33S��

岐阜(岐阜市) ��Sふ#sふs�c��｢�(不在の時もあります) ��Sふ#sふs�c��

静岡(菖士市) ��SCRﾓcBﾓ��C"�月.木.土10時～15時(コールセンター) ��SCRﾓc"ﾓ�3���

愛知(東海市) ��Sc"ﾓ3�ﾓ�����月～金10時～16時 ��Sc"ﾓ32ﾓs��"�

三重(伊賀市) ��S蔦#3RﾓC�cR�月～金9時30分～17時30分(コールセンター) ��S迭ﾓ#BﾓCSCR�

滋賀(草津市) ���#�ﾓ#釘ﾓCs2�月.水.金10時～15時(電話相談) ��srﾓScrﾓCScR�

京都(上京区) ���#�ﾓ#釘ﾓCSb�月～金10時～15時 ��sRﾓ��6s��モ�

大阪(阿倍野区) ��bﾓcc#bﾓC�3b�月.水.金11時～15時(電話相談) ��bﾓcc#bﾓC�3b�

兵庫(神戸市) ���#�ﾓ�6ss�3��月.火.金10時～16時(コールセンター) ��sふsC�ﾓss�r�

奈良(奈良市) ��sC"ﾓC�ﾓ��#b�火.金10時～15時､±12時～15時 ��sC"ﾓH6s��#b�

和歌山(和歌山市) ��s2ﾓC3"ﾓscc��月～±10時～15時 ��s2ﾓC3"ﾓsS�2�

鳥取(米子市) ��ゴ蔦3rﾓcc���月～金10時～18時(コールセンター) ��ゴ蔦3�ﾓ#塔��

島根(出雲市) ��ゴ2ﾓ#Rﾓ�s�r�月.水.金13時～16時30分 ��ゴ2ﾓ3�ﾓピ�r�

○



認知症の人と家毅の合　理愈

認知症になったとしても､介護するB,Jになったとしても､人としての尊厳が守られ日々の

暴らしが安穏に続けられなければならない｡

認知症の人と家毅の合は､ともに励ましあ-助けあって､人として実.)ある人生を送るとと

もに､認知症になっても安心して怠らせる社会の実現を希求する｡
一　一一　　　一二_一　　　　　　　　二ナ

軸肺在地) �?�蓼�ﾘｶx�ﾘ皦尨���･三p;,亨誘き≡臣淀詔別送晒■m=臆監)) ����窺Hﾘb�

岡山(岡山市) ��ッﾓ#3"ﾓcc#r�月～金10時～15時 ��ッﾓ#3"ﾓcc#��

広島(広島市) ���"ﾓ#C�ﾓSc�R�事務所.相談(月.水10時～16時) ���"ﾓ#C蔦3#�"�

徳島(徳島市) ��モﾓcsふ��#��(不在の時もあります) ��モﾓcsふ�����

愛媛(松山市) ��ヲﾓ�#2ﾓ3sc��月.水.金9時～16時 ��ヲﾓ�#bﾓs�#R�

高知(高知市) ��モﾓ�(6s#����月～金10時～16時(コールセンター) ��モﾓ�(6s#c釘�

香川(高松市) ��ビﾓ�#2ﾓ3S���24時間 ��ビﾓイBﾓゴ3��

福岡(福岡市) ���"ﾓss�ﾓゴ迭�火.木.金10時30分～15時30分(第3火除く) ���"ﾓss�ﾓゴ迭�

佐賀(佐賀市) ��鉄"ﾓ#蔦��38�｢�月～金10時～14時 ��鉄"ﾓ#2ﾓS#���

長崎(長崎市) ��迭ﾓイ"ﾓ3S���火.金10時～16時 ��迭ﾓイ"ﾓ3S���

大分(大分市) ��途ﾓSS"ﾓcンr�火～金10時～15時 ��途ﾓSS"ﾓcンr�

宮崎(宮崎市) ��塔Rﾓ#"ﾓ3��2�月～金10時～16時 ��塔Rﾓ#"ﾓ3��2�

熊本(熊本市) ��澱ﾓ3SRﾓ�sSR�9時～18時､水曜日を除く毎日(コールセンター) ��澱ﾓ3SRﾓ�sSR�

鹿児島(鹿児島市) ��湯ﾓ#Srﾓ3ャr�火.水.金10時～16時 ��湯ﾓ#Srﾓ3ャr�

支部未結成の県(山口県､沖縄県)は下記に 凾ｲ連絡くださいo 

山口県:下関市認知症を支える会TEL ･ FAX 083-252-4533

沖縄県:なごみの会TEL ･ FAX 0980-53-7772 (宮里病院) ★

■その他の相談窓口

●介護支え合い電話相談(社会福祉法入浴風会) (独立行政法人福祉医療機構助成事業)

介護経験があり､専門的スキルを積んだ相談員が介護の情報提供や悩みの糸口を探す手助けをします｡

電話: 0120-070-608 (土日祝を除く10時～ 15時､通話料無料)

●保健所

相談会､講習会などを行っています｡実施日などは最寄りの保健所にお問い合せください｡

●地域包括支援センター

保健師､社会福祉士､ケアマネージャー等が中心になって高齢者への総合的な支援を行うセンターで

すo市区町村の介護保険の窓口で連絡先などをお問い合せください｡ (相談は無料です)

●若年性認知症コールセンター

若年性認知症(65歳未満発症)について､専門教育を受けた相談員が相談に応じてくれます｡

電話: 0800-100-2707 (日祝を除く10時～ 15時､通話料無料)

●在宅介護支援センター

行政にかわって在宅介護に関するあらゆる相談を24時間体制で受け付ける機関です｡

市区町村の福祉相談窓口か高齢者総合相談センターにお問い合せください｡ (相談は無料です)

■認知症を知るホームページ

+ e-65.net lhttp://www.el65.net]
認知症に関する基礎知識をはじめ､さまざまな情報をわかりやすく入手できる実用的サイトです｡
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Bなぜ､医師の診断が必要なの?

認知症の症状がみられる場合でも､その原因やタイプに

よって､その後の生活上の注意点や治療方法も変わってき

ますので､その見極めのために医師の診断が大切です｡

何かの病気が原因で認知症の症状がみられるのであれば､

その病気の治療が必要となります｡

El何科に行けばいいの?

一般的には神経内科､精神科､心療内科､脳外科､

あるいは､ ｢もの忘れ外来｣というような専門外

来で診てもらえます｡

何科を受診したらよいか迷ったときは､ふだんか

ら診ていただいているかかりつけ医に相談して､

紹介してもらってもよいでしょう｡

また､地域の保健所の高齢者相談などで相談する

のも良い方法です｡

･ JlpJr･JrJrJrJr･JpJr JpJpJrJrJr･JrJpJr JpJpJrJrA･1■･JriJ rJTI Jr･Jrj･JrJrJrJ･JrJ･ Jr,Jr･J

受診するときの家族の心構え

医師の診断には､ふだんの本人の様子を知っている家族の話が役立ちます｡

付き添う家族は､右ページにまとめたことがらをあらかじめ紙や手帳に書いて

整理しておくとよいでしょう｡これらは､認知症の原因や進行を診断するとき

の参考になります｡

○



Elどのようにして検査するの?

一般的には､医師と対面して問診で診断します｡

そのほか､記憶や認知機能の程度を調べる検査や､脳の状態を視る画像検査が行わ

れることもあります｡

【認知機能検査】

日時や物の形の認識､簡単な計算､数分前に見た

物の記憶などを調べる検査です｡

【画像検査】

CTやMRlなどで脳の萎縮､梗塞や出血の有無

などをみる検査です｡

また､他の病気が原因の場合と鑑別するため､血

液検査や心電図検査などの一般的な身体検査や､

運動機能や神経の働きを調べる神経学的検査が行

われることもあります｡

LrJr'Jr-JpJr ･ Jr.JrJr,Jr.JJr.JrJrJfJr Jr.Jr.Jr,Jr.▲rJr.･If.JT･ Jr.Jr.Jr.JrJrJ･JriJ･ JrJpJrJr.Jr'JpJl

【受診に先だって整理しておきたい項目】

●もの忘れは､日常生活に支障をきたすほどのものか

●最初の異変は､いつとはなしに出てきたのか､

突然に出てきたのか

●この半年の間に症状は進行したか

●本人のこれまでの病気や服用中のお薬について



介護環境･ケア･治療が認知症支援の三要素

認知症は年単位でゆっくり進行する病気ですが､早い段階から認知症をよく理解

し､家族や周囲の人々が適切な対応を行えば､進行を和らげることができることが

わかっています｡

アルツハイマー型認知症の人の生活を支援するには､ ①よりよい介護環境､ ②

暖かい気持ちでの適切なケア､ ③薬による治療が重要な柱となります｡

&1 ■ ゝ一･大切なことは､認知症を正しく理解し､認知症の人の気持ちを十分に

華くみとり､適切に対応し続けることです｡
､一

◎



いま認知症の薬は-･

アルツハイマー型認知症には､進行をゆるやかにすることができる薬注)があ

C)ます.ア)L'ツハイマー型認知症の薬は病気の進行の程度によって飲む量が違う

ので､医師の処方にしたがって正しく飲み続けることが重要です｡また､薬を飲

んで､軽い吐き気や食欲不振､便がやわらかくなる､活発になりすぎるなどの症

状がみられたり､いつもと違う状態が続く場合は､主治医に相談してください｡

注)医師の処方せんが必要な薬です

もの忘れの度合い

i

アルツハイマー型認知症の薬には､錠剤のほか､ロの中で崩れるタイプの錠剤､

細粒剤､服用しやすいゼリ-タイプなどの剤形があり､飲む人の便宜が考えられて

います｡また､異なる作用の薬や異なる剤形の薬も発売される見込みであり､アル

ツハイマー型認知症の根本的な治療薬の研究･開発も国内外でさかんに行われてい

ます｡

よりよい介護環境で適切な治療･ケアを行った場合､

このように症状が良くなることがあります｡

&･%',. Ill:.雌," ,ri･. ･:過

表情がよくなり､

亀僅叫J j

挨拶もできるようになる
意欲がみられるようになる　　　　落ち着いてくる
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15

ポイント

言ったこと､聞いたことを覚え

ていないので､責めずに何度でも

初めてのように対応しましょう｡

幽 

蔓夏雲,-.蚕､瀧 

鮎`〆々.轡 
■■■■ヽ 

じ食そえそまそ 
やベ､つろだう 

琴猫､- リ●′ 'Ltt:tli-il 凾ｻいい ろたえ ､一1食だば '.(.≒完¥おT 喜'Q精等 

Tal｢ 

■■■■- 

ちお食そ第冗だ待もます 

圭等軒琶tBL準,.蔓鞘 

●.●ヽl 

㌶㌔ヽ 

ヽ:I_:..;_イ一一.一一一一ノ 

弓髭吉富fL粥は歪 

篭真書′5.,.bi雲量腔 

針目責づT"o歪 
ポイント

食べたことを忘れるようなら､

少量のおやつを出す､小さい容

器に盛りつけておかわりに応じ

るなども､ひとつの手です｡



ポイント

否定したり､おこったりせずに､
一緒に探し､お年寄りが自分で

見つけた形にもっていきましょう｡
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ポイント
ひとつずつ実行すると混乱や間

違いを防ぐことができます｡

また､失敗を自覚させないよう

な機転も重要です｡



付録

｢認知症｣の上手なケアのために知っておきたいこと

認知症で記憶などに障害が出ても､人としての感情の働きがなくなってしま

うわけではありません｡認知症の人の気持ちを知って､暖かい気持ちで介護する

ことが大切です｡

■ブライドは失っていません｡

認知症の症状があっても自尊心や蓋恥心は

失われているわけではありません｡

認知症の人のプライドを尊重して介護しま
しょう｡

■過去と現実を混同しています｡

過去を順序立てて思い出せず､過去と現実の

区別がつかなくなっているため､本人は混乱

しています｡この点も理解してあげましょう｡

』介護する人の気持ちが伝わり､

それが病状にも反映されます｡

介護する人が認知症の人の気持ちを理解し､

やさしく接していると､認知症の人も安心し､

落ち着きます｡

逆に､介護する人が不安だった

り嫌悪の気持ちを持っていると

敏感に反応し､さらに興奮した

りします｡
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■感情がストレートに出ます｡

感情の抑制がきかなくなり､些細なことで

怒ったU､泣き出したり､落ち込んだり､相

手を一方的に拒否することもありますが､こ

れは認知症という病気の症状のひとつである

ということを理解しましょう｡

■自分をもどかしく思い､心理的にも

不安定です｡

状況がのみ込めなかったり､失敗をしてしまう

自分をもどかしく思い､もの忘れなどが多くな

る自分に自信をなくしています｡

このため､心理的には非常に不安定で､意志

の疎通がさらに難しくなることもあります｡



認知症の人と家族への応援者:認知症サポーター

認知症サポーターとは-

認知症の人とその家族の｢応援者(サポーター)｣が認知症サポーターです｡

何か特別なことをするのではなく､ ｢認知症サポーター養成講座｣を受けて､認

知症を正しく理解し､認知症の人や家族を暖かい目で見守る人のことです｡

そのうえで､できる範囲で手助けする､例えば友人や家族に認知症の知識を正し

く伝える､認知症になった人や家族の気持ちを理解するなど､活動内容は人それ

ぞれです｡

⊂:=~二二コ

認知症サポーターの印

オレンジリング

認知症サポーターの印
<オレンジリング>
認知症を知り地域をつくる活動の一環として認知

症サポーターに<オレンジリング>を手首に付

けてもらい､認知症の人や家族を暖かい目で見守

る活動が全国で展開されています｡

平成22年(201 0年)3月末には

サボづ~の数は回,画画直,B]5]画人にまで｡ぼ｡ています｡

【サポーター活動の例-サポーターの体験談より】

)
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｢家族の会｣は､励ましあい助けあう

認知症の本人と家族の組織です

いざ｢認知症です｣と診断されると大きな不安や恐怖におそわ

れることが少なくありません｡そんなとき､同じ立場の仲間が

｢あなたの苦労を変わってあげることはできないけど､みん

なであなた達を支えてあげるよ｣と言ってくれる｢家族の会｣

は､経過を見守る家族にとっての強い心の支えになります｡

不安なこと､困ったことがありましたら､ ｢家族の会｣にご相談

ください.力になります｡相談窓口は､ I.9-10をご覧ください｡
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