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教育講演会 

「認知症をサポートする基本的理解と心構え」 
 

日時：平成２１年８月８日（土）１０：００～１１：４０ 

場所：西条市総合福祉センター ３階 研修室 

概要： 

・「認知症をサポートする基本的理解と心構え」と題し、西条市 高齢介護課 包括支援係長 近藤誠

さんの講演。参加者約７０名。 

・認知症とは、歩ける、やれる、わかる人。しかし、忘れる、覚えられない人。 

・認知症はここ１０年で倍増、６５歳以上の１０人に一人、８５歳以上の４人に一人は認知症となる

時代。ここ西条市でも、あと５年で高齢化率が３０％を超える。 

・認知症のことを正しく理解し、サポートしていただきたい。何も特別なことをサポートしていただ

きたいわけではない、近所の人、まわりの人の声かけ、笑顔を。 

・認知症の方との関わりは、自立支援、尊厳の保持、本人にとっての「快」とは、との思いで。 

 

 10：01～10：08 教育会会長あいさつ みなみ さとし  

・４０年から作り続けている蘭の名前を最近よく忘れる。キーがない、眼鏡がない、あらぬところか

ら出てくる。自分も将来認知症になるかなぁ。 

・妻からおどかされている。「教員のＯＢは認知症になりやすいそうよ」と。 

・今日の講師、近藤誠先生の略歴。昭和５８年に東予市役所に入り、平成１１年より介護行政に携わ

る。平成１５年からは全国の介護相談研修で講師を務めるなど、全国各地で講演をされている。 

・大女優 岸恵子さんの言葉に、「心の窓は、自分で開けないと、誰も開けてくれない」、「人生を前向

きに生きようとするには、心の窓を開けて、外の新鮮な大気を入れることが必要」。本日は、そん

な思いです。 

 

 10：08～11：38 「認知症をサポートする基本的理解と心構え」  

           西条市 高齢介護課 包括支援係長 近藤 誠  

・認知症認定者：認知症の症状が出て、生活に支障のある人。 

 軽度認知症(ＭＣＩ)：認知症の症状はあるが、生活の支障にまでい

たっていない人。 

・認知症認定者の急増   認知症認定者数 ６５歳以上人口 

       ２００５年  １７０万人 

       ２０１５年  ２５０万人           ← 団塊の世代が６５歳に到達 

       ２０２５年  ３２３万人  ３，５００万人  ← １０人に一人は認知症認定者 

・認知症とは：歩ける、やれる、わかる人  しかし、忘れる、覚えられない人。 

・感情はずっと残る：何があったかということは覚えていないが、感情は残っている。どうせ呆けて
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いるからと、本人に対して悪口や、けなすようなことをすると、その内容は覚えていなくても、不

快な思いをしたという「感情」は残っている。 

家族が「何が気に入らんの？」と聞いても「わからん」と答えるが、不快な思いをしたこ

とは覚えている。 → 一番身近な人へ、嫌がらせをするようになる。 

・８５歳以上の４人に一人は認知症になる。 

 

○認知症サポーター養成の取り組み 

・認知症サポーター百万人達成：今年の５月にサポーター百万人を達成。愛媛県は全国で第４位の取

り組み状況。 

・伊予銀行など企業も取り組んでいる。誰もが安心して暮らせる社会とは、認知症の人もお金を扱え

る社会。ついては、銀行の社員も、認知症を理解し関わりを持てるようになることが必要。 

・小中高校：西条高校で、キャラバンメイトの取り組みを実施。小中学校へも広められるように、子

ども向けのパンフレット（絵をふんだんに使った８ページもの）を作成し、各学校に配布する準備

が整った。 

・西条市もあと５年で高齢化率（６５歳以上人口の比率）が３０％を超える。そんな時代。 

 

○介護保険の理念 

・介護保険の理念は、「自立支援」と「尊厳の保持」。 

・「自立支援」であって「生活支援」ではない：自分のことは、自分でしたい。残っている能力で生

きていけるよう支援する。 

・呆け ← まわりの感覚で決められている：「甲子園」の言葉に「西条高校」「野球の甲子園」を思

った人は普通で、「俳句甲子園（今日明日で開催中）」を思った人は「呆けとんのか？」と西条では

言われる。しかし、松山で話したら、どちらが呆けとると言われるか。 

 

○「老いる」とは、「生きる」とは 

・「老いる」とは、あきらめること 

孫が出来、いっしょに旅行に行くのが楽しみ 

高齢となり、しだいに歩くスピードが落ちる、膝が痛くなる 

歩くのが遅く、遊園地の閉園に間に合わなくなる、孫からせっつかれる 

また旅行に誘われたが、小遣いを渡して自分は旅行に行かなくなった ← 「あきらめ」 

・「生きる」とは、可能性があること 

歩けんかね？  じゃあ、ゆっくり歩くからいっしょに行こう 

シルバーカー使うたらええがね 

車いすに乗ったらええがね、よろこんで押したげるがね ← 楽しみをあきらめない 

・関わる側は１００％自分でやってしまった方が楽。 

だが、「自分の部屋は自分で掃除してやぁ」 

   「片方の腕は動くから、自分の服は自分で着ようねぇ」 ← 自分のことは自分でしたい 
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・生活保護家庭から東大へ入った大森先生の言葉：「ほどこしだけを受ける暮らしは、生きているこ

とではない」。「生活保護家庭」という、限られている生活を与えられているだけでは、自分の可能

性は見つけられない。 

 

○「尊厳の保持」 

・その人一人ひとりを大切にしよう。 

・認知症 その方の世界観を中心に関わってあげる。関わる側の理屈だけで関わってしまうことがあ

る。 

・自分のおやじの話 認知症になり、癌で亡くなった。男性の平均寿命以上に生きたのだからと、入

院せず在宅看護を希望した。在宅看護中の食事の話 

自分は、体力を付けさせたく、食事をさせたいので、口をこじ開けてでも食べさせたい。が、

食べさす時間は、私達の食事の時間に食べさせている。本人が食べたいときに食事をしてい

るのではない。食べさせたいから、「食べな、病院行って点滴うってもらわないかんように

なるよ」「家にいたい言うたんやけん、食べな！」 ← 脅し、虐待行為 

母親は、「こなにして食べさせられる食事は美味しくないわなぁ」とスプーンを置いた。「元気

になったら、自分で食事できるように、右手の練習はしとこか」とジャンケンをし始めた。

それまで「ウン」と言うことがなかったおやじがジャンケンの練習をした。死ぬ間際まで、

じゃんけんの練習を布団の中でしていた。 

母親は、生きることの支援をした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・不快の感情の表れとして、徘徊、暴言、暴力 

                 ↑ 

              「問題行動」との呼び方も、本人中心の呼び方でない。 

・「混乱」を押さえつけるのではなく、「不安」となっている原因を、本人の環境に基づいて解消する

環境 
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ことが必要。 

・「介護」から「快護」へ：快 い
こころよい

感情が残る介護をしよう 

 

○「物忘れ」と「認知症による記憶障害」の違いは？ 

昨日の晩御飯のメニューは、思い出せる。 

では、1週間前の晩御飯のメニューは？ 

普通は思い出せない。 ← これは「物忘れ」。覚えておく必要のないことを忘れていく。 

しかし、友人と特別な食事をしていたら、思い出せる。 ← 「エピソード記憶」 

認知症による記憶障害は、エピソード記憶があっても思い出せない。 

・認知症の人の特徴 自分に不利なことは認めない。自己防衛本能が強くなる。怒るのも、その一つ

の現れ。 

・「呆けるが勝ちよ」は違う！ 本人は、一番自分のことがわかっていて、自分の不甲斐なさに不安

になっている。 

・いつ認知症になるか、いつから何を忘れるようになるかわからないから、大変。 

 

○「物忘れ」から「物盗られ」 

日常、一番身の回りの世話をし、関わりを持っているので、物盗られの対象は妻や嫁に向き

やすい。 

 自分で置き忘れている物を、人が見つけてくれた段階で、それは「失敗体験」となり、本

人にとって不都合。自己防衛反応として、「財布が無いはずや! あいつが盗っていた」となる。 

財布のありかを見つけたら、「あそこは探してみたぁ？」と助言して、本人に見つけさせ、「成

功体験」とさせる。 → まだまだ自分もやれる → 自身 → 生きる力 

「あれ？ 昨日までしよったがね」は、失敗体験。 

 

○資料４ページ 

・認知症の原因の５０～６０％はアルツハイマー病、次に多いのは脳血管性認知症で２０％。アルツ

ハイマー病は直せないが、進行を遅らせられる。脳血管性認知症は脳梗塞などが原因となるので、

防ぐことが可能。 

・認知症への政府の予算、平成２０年が１５億円、平成２１年が３０億円と倍増。 

・若年性アルツハイマーの患者は県内に５００人。 

・脳トレ 難しい問題はダメ！ 出来たという喜び、凄いねと褒められる快適さが脳を活性化する。

「楽しい、褒められる」ことが予防になる。 

・３歳児までに３千語の言葉を覚えさせておけば、アルツハイマーが発症しても、認知機能の低下は

起こりにくい。柔軟な頭は、予防につながる。 

・教員の方は、６０歳で退官したとたん、脳を使うこと、楽しいこと、褒められることが無くなり、

認知症になる？ 

・有酸素運動が効果的 誰でも出来る「散歩」がよい。ただ、「楽しく」有酸素運動を行うことが必
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要なので、部屋の中をつまらなく歩くとか、喧嘩しながら散歩するのはダメ。仲間と共に、自然を

堪能しながら歩くことが効果的。 

・魚や野菜 血をサラサラにし、脳血管性認知症の予防につながる。 

・適量のお酒は○ 特に赤ワインは、ポリフェノールが脳内物質のアセチルコリンを活性化させる。 

 

○資料５ページ 

・サポーター 特別なことをサポートしてもらおうというのではない。認知症を理解し、ちゃんと「見

守る」ことをしてほしい。 

ちょっとした見守り 

おやじが町内会の旅行に行くにあたって、「トイレに行ったら帰り道がわからなくなる」、「銭

湯でどれが自分の脱いだ服かわからなくなる」ので、私は行かせないと考えた。 

が、母親は「楽しみにしとるから行かせたい」と、いっしょに旅行に行く友人に、「おやじ

がトイレに行くとき、銭湯に行くとき、ちょっと気にかけてね」とお願いした。 

おやじにも「しげやんといっしょじゃけん、安心やね」と、おやじに安心を与えた。 

 

○資料６ページ 

・「記憶の壺」 

若いとき：イソギンチャクの腕のようなものがいっぱい出ていて、たくさんの情報を捕まえて

くる ← 好奇心旺盛 

正常な老化：イソギンチャクの腕が減る 

認知症：イソギンチャクの腕がない ← 覚えられない 

進行すると：壺の縁が溶けていき、壺の中に貯めておける記憶の量が減っていく。上のもの（新

しい記憶）ほど、溢れる（わすれる）。壺の下に溜まっている古い記憶は溢れない。 

 

○資料７ページ 

・見当識障害 まず時間や季節感の感覚が薄れる。次に場所や方向がわからなくなり、暗くなるだけ

で「見慣れた風景と違う」と、迷子になってしまう。 

 

○資料８ページ 

・接し方 

①まず、視線を合わせて ← 不安がっている人に、後ろから声をかけると驚かれる 

②ゆっくりと 

③短い言葉で      ← 念を押すために長々とたくさん話しては逆効果 

④わかりやすく 話す 

・些細なことにも敏感 ベッドの位置、向きの違いだけで不安になる。 

 

○資料９ページ 
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・実行機能障害 

・○○を作ろうと計画し、食材を買って帰るが、いざ作り出すと、別の物を作ってしまう。考えがつ

ながらない。 

・料理をするという慣れ親しんだ、習慣になったことはことは出来るのです。 

・車の運転も慣れているので出来るが、標識の意味を忘れ、場所や方向の認識が不十分となることで

危険な運転となる。 

 

○資料１１ページ 

・認知症の初期は、自分のダメさを理解できるため、うつになりやすい。 

 

○資料１３ページ 

・周辺の人が疲弊する精神症状  物盗られ行動は、長く続かない。２～３年まで。 

・しかし、「うちの嫁に物を盗られた、食事もさせへん」と近所に言いふらす。 ← 家族は辛い 

・家族へのまわり近所の方の声かけで、安心感を持てる。 

「お年寄りの面倒で苦労も多いよね。辛いことがあったら、言うておいでよ」との声かけ。 

声がかけられなくても笑顔だけで良い。笑顔とは、相手に安心感を与えること。 

「あんたの面倒の見方が悪いから、あんなになったんよ」と、言われたのでは辛い。 

 

○資料１５ページ 

・治る認知症がある 早期診断、早期治療が大事 

・水分不足、ビタミン不足などでも症状が出る。原因を早く突き止める。 

・専門家と早く関係を持ち信頼関係を築く。家族を信用せず、話を聞くのは医者だけと言うことが多

い。なのに、医者についても「ヤブ医者」と信用しないのでは、やりようが無くなる。 

 

○資料２２ページ 

・感情で関わるので、理屈ではやれない。しかし、本人にとっての「快」のことを考え、関わってい

けばいい。 

 

○資料３０ページ 

・「腹を立てないで、顔を立ててあげて下さい」 

 

・３っつの「さ」 

さわやかにかかわる 相手がさわやかになるよう、笑顔で関わる 

さらりとかかわる  「ごめん、ごめん」と安心してもらうことが大事 →「説得」でなく「納

得」させる関わりを 

さりげなくかかわる 財布を発見させてあげる 
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・コミュニケーションを深める５つの「あ」 

あせらず  ゆっくり 

あわてず  本人の目の前でバタバタしたら不安になる。ドッシリ構えて。 

あきらめず  

あかるく  笑顔で、明るさが大事 テンションが上がると、話すスピードが上がってしまう 

あたたかく            テンションが上がると、声のトーンがあがり聞きづらく

なる 

・「助け上手」だけではダメ その方の残っている能力を発揮させる → 「助けられ上手」になる

ことが、相手の残っている能力を活かしてもらえる。 

・誰でも安心して暮らせる地域、まちを。 

・西条は愛媛県のサポーターの発祥の地。 

 

 11：38～11：40 閉会挨拶 永井敬則先生  

・近藤先生の基本には「まちづくり」、「地域づくり」があります。 

・我々は、これを受けとめ、今日は認知症の視点からの話でしたが、良いまちづくりを共にやってい

きましょう。 

－ 以上 － 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

認知症サポーター養成講座標準教材 

「認知症を学び 地域で支えよう」 

と 

認知症サポーター・リストバンド 


