
認知症の理解と家族との対応の仕方

と き 平成28年9月27日（火）
14時40分～15時30分

ところ 鈴鹿市文化会館 けやきホール
こうし 有限会社ホワイト介護

総合施設長 北 正美

平成28年度
鈴鹿市民生委員児童委員協議会連合会研修会
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①はじめに：介護殺人・心中はなぜ起こる

なぜ事件は起こる？
「介護に疲れた」・「絶望的になった」

• 2013年2月10日 福井県 ７１歳夫、７０歳妻を絞殺
• 2013年2月9日 神奈川県 76歳夫、77歳妻と無理心中か
• 2013年2月8日 奈良県 96歳夫、91歳妻を殺害
• 2013年1月11日 神奈川県 43歳孫、96歳祖父を殺害し、

自殺未遂
• 2013年1月8日 兵庫県 ６８歳娘、93歳母を殺害
• 2013年1月4日 神奈川県 70歳母、44歳長男、42歳難病
• 長女、無理心中
• 2013年1月31日 愛知県 51歳娘、80歳母を殺

2



3

NHKスペシャル



防ぐことはできなかったか？

介護サービスは利用していた

孤立しているように見えない

しかし、

精神的に追い詰められる（精神的な孤立）

追い詰められた人は精神的に孤立する、

認知症介護の辛さは表現できない。

周囲に理解してもらえない。これは本当に辛いことです。

生活が激変する

4

認知症を、認知症ケアを正しく理解することが大事！
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ビデオ

生きようメッセージ

（認知症の人と家族の会作成のリーフレットより）
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公益社団法人認知症の人と家族の会
三重県支部
【代 表 者】 下野和子
【住 所】 〒513-0806 鈴鹿市算所5-3-38 B-1
【電話番号】 059-370-4620
【ファックス】 059-370-4620



② 認知症の理解
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認知症とは：

生後いったん正常に発達した種々の精神機能が

慢性的に減退・消失することで、日常生活・社会生活

を営めない状態

（厚生労働省ＨＰより）
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認知症高齢者（６５歳以上）の年齢別出現率
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高齢者は増える
↓

認知症を抱える人も増える
要介護者も増える



正常な老後って何だろう？

• 私たちはすべて何らかの痴呆症状（認知症）
を抱えて生きている。

• 人に責めたてられ、侮られ・・・て平気な人は
いない

• 反撃を試みる

• しかし、人から大切にされると反撃の必要は
なくなる。

• 穏やかな人生を全うできる。
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人生の 3分の1 が老後の期間
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成長過程

老いの過程
自尊心の醸成過程

自分の人格を大切にする気持ち。

また、自分の思想や言動などに自信を
もち、他からの干渉を排除する態度

死生

自分で自分を
守れない過程

自分で自分を
守れなくなる
過程

ダメージが
大きくなる



老後とは環境の変化に対応できなくなる期間

• 認知症の本当の初期とは

• 自分の身の回りの対人関係が変わる

• 自分が自分でなくなる恐怖（不安・焦り・・・）

• 変化した（人的）環境に怒りが込み上げてくる
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→何かおかしいと、まず本人が感じ、不安を抱く

→周りの人間は、この人おかしいと敬遠する

→イライラが高まり、周囲の人間に疑いをもつ

→自分の居場所がない、
自分が自分でなくなる恐怖を感じる

必死で生きようとし、もがき、苦しむ姿の現れ



認知症になっても
適切な環境・対応で

穏やかな人生を送ることができる

ＢＰＳＤはなぜ出現するか？

13

ＢＰＳＤ（問題行動・周辺症状などと言われて
きたこと）
『Behavioral and Psychological Symptoms of 
Dementiaの略で、一般的には「認知症の行
動・心理状態」と訳されています。

認知症に対する基本的理解を介護家
族・地域住民etc.
みんなで共有することが不可欠です！



何やってるの

ＢＰＳＤは不適切な環境によってつくられる

何度
同じこと言うの

違うじゃない

上田諭著「不幸な認知症 幸せな認知症」ｐ86～からイメージを作成
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結果、良いことは何もない！

困った行動は ＝ 介護負担を感じる

そして、イライラの原因にもなる

実は、介護者だけでなく
認知症を抱えてる方も
同じようにイライラしてくる
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どうすればいいの？
認知症を抱えている人は、

①人の表情は理解できる

不快な表情は不快として受け取られる

怒りの表情、無視する表情など

②人の語気は理解できる

不快な言い方、言い回し、見下げた

ものの言いよう、子ども扱いする

言い方などは不快として受け取られる

※言語によるコミュニケーションは成立しないが、

介護者の不快な感情は、不快な感情として受け取る

やがて、介護者にとって困った行動へと変貌する
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だから、

一番の薬は、

⇒ あなたのやさしい笑顔

認知症は病気ということにこだわらない！

あるがままを受け入れること
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孤立感、疎外感、不安感、
立場の逆転による自尊心が
傷つけられる悔しさ

理解
すること



認知症の不可解な行動は
記憶力と認知機能が低下した人の
必死で生きようとする姿そのもの
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僅かな光に向
かって必死で
目を伸ばす

ジャガイモの芽は

もがき苦しむ人の姿
と重なって見える

適切な環境
では美味し
そうに育つ



③ 家族との対応の仕方
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認知症介護家族との援助関係

• 相談にのる・相談を受ける場合

• どのような態度をとればよいか？

• 重要なのは、援助者の「態度」
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人の話を聴いて、とる態度の分析

ひとは、それぞれ特有の態度を示す

自分は、他人から見てどのような態度で

人と接しているか自覚する必要がある

評価的態度

解釈的態度

診断的態度

指示的態度
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意図的に使
い分けること
が肝心

初めて相談を受け
るときは
理解的態度で

相手の気持ちに寄
り添うことが大切



はじめが肝心！

• 共感的態度を示すこと！

• 自分で抱え込まない！

• 地域包括支援センターにつなげよう！
（中部、北部、南部、西部）

• 認知症初期集中支援チームにつなげよう！
（鈴鹿市社会福祉協議会）
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声かけの工夫を試みる

「困りましたね」、「どうしましょう」

答えを、できるだけ本人から引き出すように

声かけのタイミング

「何かお困りですか？」
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それでも対応は難しい

何が問題か？
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地域の力がなくなった

原因の一つは

個人情報保護法の成立だ！
（平成15年成立、平成17年全面施行）

息苦しい世の中になった！

「個人情報は隠すべきだ」との誤解がまん延し、

社会活動のあらゆる分野において、深刻な委縮現象や

混乱が目立っている。（新聞協会より）
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ビデオ

老老介護の現実

孤立する介護家族
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④おわりに：認知症予防は可能か？

認知症予防の10ヶ条

①塩分と動物性脂肪を控えたバランスの
よい食事を

②適度に運動を行い足腰を丈夫に
③深酒とタバコはやめて規則正しい生活を
④生活習慣病（高血圧、肥満など）の予防・
早期発見・治療を

⑤転倒に気をつけよう 頭の打撲は認知症
招く

⑥興味と好奇心をもつように
⑦考えをまとめて表現する習慣を
⑧こまやかな気配りをしたよい付き合いを
⑨いつも若々しくおしゃれ心を忘れずに
⑩くよくよしないで明るい気分で生活を

生活習慣改善10ヵ条

① 適度な運動を毎日続けよう

② 今すぐ、禁煙を！

③ 塩分は控えめに

④ 油っぽい食事は避ける

⑤ 主菜は“肉より魚”を心がける

⑥ 野菜をたっぷりとる

⑦ お酒はほどほどに

⑧ 毎食後歯を磨こう

⑨ 自分に合った方法でストレス解消

⑩ 規則正しい睡眠で十分な休養を
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公益財団法人 認知症予防財団 全国健康保険協会



認知症になりにくい生活習慣

認知症の原因の約６割を占めるアルツハイマー型認知症の発
症に、生活を取り巻く環境の影響が大きく関わっていると分かっ
てきました。
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1.食習慣 野菜・果物（ビタミンＣ、Ｅ、βカロチン）を
よく食べる
魚（ＤＨＡ、ＥＰＡ）をよく食べる
赤ワイン（ポリフェノール）を飲む

2.運動習慣 週3日以上の有酸素運動をする

3.対人接触 人とよくお付き合いをしている

4.知的行動習慣 文章を書く・読む、ゲームをする、博物館に行
く など

5.睡眠習慣 30分未満の昼寝 起床後2時間以内に太陽の光
を浴びる

WEBサイト：認知症ネットより引用



認知症予防情報の注意

しかし、本当でしょうか？

→ 赤ワインを飲むと認知症になるリスクは

5分の1になるって本当？

皆さんは「赤ワイン」を習慣的に飲んでますか？

認知症予防は生活習慣改善と関連する

どうも、確からしい！
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認知症予防は生活習慣改善と関連する？

どうも、確からしい！

じゃあ、生活習慣を改善するためには？

個人ではなかなかできませんよ！

地域ぐるみで取り組みませんか？
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最後に、いいニュース

民生委員を経験した人で

認知症になった人には会ったことがない！

ご静聴ありがとうございました
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