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はじめに



１）日本の高齢化と認知症

日本では、65歳以上の人のことを高齢者

と言います。
平成30年（2018年）10月1日時点

日本
高齢者人口 3,558万人
総人口のうち高齢者割合は

28.1％

約３人に1人が高齢者



認知症とは

いろいろな原因で脳の細胞が死んでしまっ

たり、働きが悪くなったりして、さまざま

な障害が起こり、生活するうえで困ったこ

とが起きる脳の病気です。

高齢になるほど、認知症になる可能性

は高くなりますが、誰にでも起こるか

もしれない病気です。



そうすると、認知症になった本人とその家族

の両方が大きな不安や負担を抱えます。

しかし･･･

認知症になると、それまで

できていたことができなく

なったり、人の顔や名前が

わからなくなったりします。

まわりの人が支え、助けあう

ことができれば、認知症の人

も家族も安心してこれまでど

おり暮らすことができます。



２）認知症サポーターとは

「なにか」特別なことをする人では

ありません。認知症の人やその家族

の「応援者（サポーター）」です。

直方市の認知症サポーター数は

7,088人
＝約８人に１人がサポーターです

（2019年6月末）



認知症になっても安心して暮らせるまちを

つくるためには、支え合いの輪をもっと

大きくしていかなければなりません。

今日は、みなさんにも、

認知症の人やその家族の

「応援者（サポーター）」になって

もらうための学びの場です。



１．認知症を正しく知ろう



１）認知症の原因となる病気

脳の細胞がゆっくりと死んでいく

「アルツハイマー病」と呼ばれる

病気と言われています。

認知症の原因となる病気で一番多いのは、

アルツハイマー型認知症の脳の状態

【特徴】

●新しいことを記憶でき
ない、忘れてしまう

●時間や場所がわからな
くなる

●もの盗られ妄想、徘徊



レビー小体型認知症の脳の状態

「レビー小体」という異常なたんぱく質

がたまることで、脳の細胞が傷つき発症

する「レビー小体型認知症」と言われ

ています。

２番目に多い病気は、

【特徴】

●実際にはないものや人
が見える（幻視）

●足が震える歩行障害
●日によって、症状が
変わりやすい



脳血管性認知症の脳の状態

細胞に栄養や酸素がいかなくなり、その

部分の細胞が死んだり、はたらきが

わるくなったりする「脳血管性認知症」

と言われています。

３番目に多い病気は、

のう けっ かん せい

【特徴】

●できることとできない
ことがはっきりとわか
れることが多い

●手足のマヒなどの症状



呼吸・睡眠・体温調節など

からだ全体の調節

生きていくために必要な
働きをコントロールしています。

覚える
思い出す

記憶
見る
聞く

感覚
理解
判断

思考
喜び
悲しみ

感情

脳

２）脳の働き



コントロール
意欲

前頭葉
体の感覚
空間の認識

頭頂葉

見る

後頭葉

記憶の保存
聞く

側頭葉覚える

海馬

脳の働きは役割分担されていますが、様々な

原因によって脳の細胞が死んでしまったり、

働きが悪くなったりするため、障害が起こり、

生活に支障が出ることを「認知症」と言います。



３）認知症の症状

認知症の症状には「中核症状」と

「行動・心理症状（BPSD)」の
大きく２つに分けられます。

中核症状

・新しいことが覚えられない
・季節や時間、場所などがわからなくなる など

治りにくい

行動・心理症状

・イライラしたり、暴力的になる
・眠れなかったり、不安になったりする など

まわりの助けで良くなる

ちゅうかくしょうじょう



中核症状①記憶障害

脳の一部がこわれ、その働きを失うと、

おぼえられない、すぐ忘れてしまう
といった症状がみられます。

き おくしょうがい



✔ ふつうのもの忘れと認知症のちがい

ふつうのもの忘れ 認知症によるもの忘れ

一部を忘れる

記憶はつながって

いる状態

全体を忘れる

記憶が抜け落ちる

記憶の流れ 記憶の流れ



ふつうのもの忘れ 認知症によるもの忘れ

「何を食べたか」思い出せない 「食べたこと自体」を忘れる

（例）

目の前の「人の名前」が出てこない 目の前の人が「誰なのか」わからない



記憶の流れ

認知症は、高齢者だけがかかる
病気ではありません！

高齢者の認知症に比べて･･･

●病気の進み方が早い

●仕事を続けることがむずかしくなり、

生活に必要な収入が得られない

などの問題が起きやすくなります。

認知症は高齢者に多い病気ですが、65歳に

なる前でも発症することがあります。

このことを若年性認知症と言います。

じゃく ねん せい



中核症状②見当識障害

見当識とは、現在の年月や時刻、

自分がどこにいるかなど、基本的

な状況を理解することを言います。

けん とう しき しょうがい

けん とう しき



●長い時間待ったり、予定に合わせて準備
することができなくなります。

◆時間や月日がわからなくなります

見当識障害になると･･･
けん とう しき しょう がい



●夫や妻、子どもに向かって
「どちらさまですか？」と
たずねたりします。

◆人がわからなくなります

●自分がどこにいるのかわからな
くなります。

（道に迷う、部屋をまちがえるなど）

◆場所がわからなくなります



中核症状③理解・判断力の障害

ものを考えることに障害が起こります。

●ものごとをすばやく理解したり、

判断したりすることがむずかしく
なり、答えるまで長い時間がか
かったり、簡単な計算ができなく

なります。

◆考えるスピードが遅くなります

時間をかければ、答えることはでき
るので、急がせないことが大切です。



●一度に理解したり、ものごとを片づけたり
することができなくなります。

◆ ２つ以上のことが同時に理解できなく
なります

（例）

×「服を着替えて日傘を持ってでかけますよ」

〇 ➊「この服に着替えてください」

➋（服を着替えたら）「日傘を持ってください」

➌（日傘を持ったら）「さあ、でかけましょう」

必要な話は、簡単に伝えることが
ポイントです。



●自動販売機、交通機関の自動改札、
銀行のＡＴＭ（自動現金支払機）
などの前では慌てることがあります。

●全自動の洗濯機、火の見えないI H
クッキングヒーターなどもうまく使
えなくなります。

◆ 仕組みが目に見えない道具や新しい
機械を使うことがむずかしくなります

アイ エイチ

認知症になった後の買い替えなど
は混乱を招くことになります



中核症状④実行機能障害

計画を立てて、ものごとを進めることが

できなくなります。

◆日常生活に必要な作業が
うまくできなくなります

例えば･･･食事の準備では

●元気なときは、

ご飯のメニューを考えて必要な材料を用
意し、作る順番を考えて、主食、おかず
など複数の料理を同時に作ることができ
ます。

じっ こう き のう しょうがい



たとえば、だいこんと油あげの

みそ汁を作るとします。

油揚げは冷蔵庫にあるので、

大根を買うつもりでスー
パーマーケットへ行きます。

すると、油揚げのことをすっ

かりわすれてしまい、また
油揚げも買ってしまいます。

●実行機能障害が起こると、



そして、みそ汁の準備に

とりかかろうと冷蔵庫を
開けたとき、目に入った
わかめでみそ汁を作って

しまいます。

そして、冷蔵庫の中には

油揚げがたくさん残ります。



中核症状⑤その他（感情表現の変化など）

◆その場の空気が読めなくなります
例えば･･･

●だれかが発した「そんなバカなことがあ

るか」などという驚きの言葉に対して

「バカとはなんだ」と怒りだしたりする

といったことも起こったりします。

おどろ



行動・心理症状（BPSD)

行動・心理症状（BPSD）とは
認知症の中核症状が原因で、本人の
性格や周囲の環境、人間関係などが
影響して日常生活の中の行動や態度
に変化が現れる症状のことです。

ただし、まわりの助けで良くなる症状です

例えば…

●元気がなくなる
●自信を失い、すべてが面倒になる
●道に迷ってしまう など



行動・心理症状が起こると･･･

➊ 自信を失い、すべてが面倒になる

例えば、

●これまで上手にできた料理も
うまくできなくなり、家族に
「味が違う」と言われ、自信
を失ってしまいます。

本人は自信を失い、すべてが
面倒になり意欲や気力がなく
なったように見えます。



➋ 道に迷ってしまう

●認知症になると、場所や状況が
わからなくなり、道に迷ってし
まうことがあります。また、夕
暮れ時に「家に帰る」と言って
家族を驚かすこともあります。

一度、本人の気持ちを受け入れ、
一緒に家の周りを散歩するなど
すれば、気持ちが落ち着くこと
もあります。



行動・心理症状への接し方

身の回りの動作に支障がでてきます症状

① トイレの場所がわからなくなる

対応 ドアを開けて、あかりをつけるなど
トイレの場所をわかりやすくします

次のような理由でトイレに失敗したりすることが
ありますが、ちょっとした対応で解決できます。

し しょう



② 衣服を下ろすのに手間取ってしまう
対応 着慣れた服を用意します

③ 尿意や便意を感じにくくなります

対応 トイレに行く間隔（頻度）を
観察して、前もってトイレを
案内します

にょう い べん い

ひん ど



「もの盗られ妄想」が起こります症状

対応 一緒に探して、なくし物が出てく
ればおさまります。
周りの人は、疑われた人の気持ち
に寄り添って、サポートすること
が大切です。

記憶障害により財布や預金通帳などの置き場所
がわからなくなり、身近な家族などに盗まれた
と思い込んでしまいます。

と もう そう



自分のことや周囲で起こっている
ことが正しく理解できなくなります

症状

対応 その行動には、本人なりの理由が
あり、無理やり止めるのではなく、
なぜそのような行動をとるのかとい
う原因や理由を知り、接し方を工夫
すれば、症状をやわらげたり、あら
われないようにすることができます。

ひとり歩きや食べ物ではないものを
食べる異食などの行動がみられるよ
うになります。



「大丈夫だよ」

理解する

「また失敗！」と

とがめる

症状の改善が

緩やかに進む

ますます

元気がなくなる

認知症になり、失敗ばかりが続いたとき

症状の悪化が

急速に進む

行動・心理症状は、接し方次第で
改善することもあります

ゆる



４）大切な早期発見、
早期診断、早期治療

認知症の早期発見、早期診断、早期治療
が早いほど、今まで通りの生活を取り戻
せる可能性があります。

■アルツハイマー型認知症
早期ほど、薬で進行を遅らせる
ことができます。

■脳血管性認知症
脳血管の病気の再発を防げば、
進行を止める可能性があります。

のう けっ かん せい



５）認知症の予防

認知症の予防とは、認知症が
発症するリスクを少なくする
ことです

◎有効な認知症対策

●アルツハイマー病の予防には･･･

➜ 運動・食事をはじめとする生活習慣病対策

※生活習慣病･･･食生活・喫煙・飲酒などの生活習慣が関係して起こる病気

※高血圧症･･･血圧が正常の状態より高い状態

せいかつしゅうかんびょう

●脳血管性認知症の予防には･･･

➜ 高血圧症、脂質異常症、肥満などの対策

のう けっかん せい

こうけつあつしょう し しつ い じょうしょう ひ まん



➜ 心地よい刺激や笑うことにより、意欲をもたらす
脳内物質（ドパミン）を放出

病気の予防以外にも

◆ 快刺激で笑顔に
かい し げき

◎脳の活性化を図ることが大切です

➜ 友人や家族などと楽しく過ごす

◆ コミュニケーションで安心

➜ 人の役に立つことを日課に取り入れ、生活
の質と心の充実により、認知機能を高める

◆ 役割・日課をもつ

➜ 学習や活動を行い、ほめて、やる気を起こす

◆ ほめる、ほめられる



２．認知症の人との接し方



１）認知症の人と接するときの心がまえ
心がまえ➊

「認知症の本人に自覚がない」は
大きな間違い

認知症の人は何もわからないのではな
く、誰よりも心配なのも、苦しいのも、

悲しいのも「認知症」という病気を
抱えた本人です。

私たちは「認知症」という病気になった人が

抱える生活の障害を補いながら、さりげなく、
自然に、かかわることが一番の支援です。



心がまえ➋

認知症の人の感情は残っています

認知症の人は、言ったり見たり行動したこと

をすぐに忘れることがあります。

しかし、本人の感情の世界はしっかり残って

いて、その時に抱いた嬉しさや喜びの感情も、

反対に嫌な感情も残り続けます。

私たちは、認知症の人の心と感情の世界

に寄り添い、よい感情が本人に残るよう

に接することが大切です。



２）認知症の人との接し方

● 基本姿勢 ●

認知症の人への対応の心得

“３つの「ない」”

１ 驚かせない

２ 急がせない

３ 自尊心を傷つけない
↪プライド・自分を誇りに思う心

じ そん しん

こころ え



● 具体的な対応の７つのポイント ●

➊ まずは見守る

認知症と思われる人に気づいたら、ある

程度の距離を保ち、さりげなく様子を見

守りましょう。

➋ 余裕をもって対応する

こちらが対応に困っていたり、いら立ち

を感じていると、相手にも伝わって動揺

させてしまいます。相手の話を

よく聞き、笑顔で対応しましょう。

どう よう



➌ 声をかけるときは１人で

複数人で取り囲むと恐いと感じやすいので、

できるだけ１人で声をかけます。

➍ 後ろから声をかけない

認知症になると見える世界

が狭くなります。

認知症の人が認識している視野に正面から

入り、目線を合わせ、相手のペースでゆっ

くりはっきりと話しましょう。



❺ やさしい口調で

小柄な方の場合は、体を低くして

目線を同じ高さにして対応しま

しょう。

➏ おだやかに、はっきりした話し方で

高齢者の場合、耳が聞こえにくい人が

多いので、ゆっくり、はっきりと話すよ

うに心がけましょう。

その土地の方言で話すことも

大切です。

こ がら



❼相手の言葉に耳を傾けてゆっくり対応

急かされたり、同時に質問されると、

答えることが苦手なので、相手の反応

を待って会話をしましょう。



３．認知症の人や家族の気持ち



１）認知症の人の家族の気持ちを理解する

● 家族のたどる心理ステップ ●

ステップ１

とまどい・
否定

●今までにな
い言葉や行動
にとまどい
否定

●他の家族に
も打ち明けら
れず、悩む

ステップ２

混乱・怒り

・拒絶

●どうしてよい
か対応がわか
らず混乱し、
腹を立てたり
叱ったりする

最も辛い
時期

ステップ３

割り切り

●怒ったりいら
立っても何も
良いことはな
いと思いはじ
め、受け入れ
るようになる

ステップ４

受 容

●認知症への理
解が深まる

●認知症の人の
家族として、
ありのままを
受け入れられ
るようになる

認知症の人を介護する家族が経験する
心の変化を理解することが大切です。

つら

じゅ よう



２）認知症の人や家族とつながる

認知症になったり、認知症の家族で
あることは、決して恥ずかしいこと
ではありません。

地域の人や同じ悩みを抱える人など、
話がしやすい相手を見つけて、「苦
しいのは私だけではなかった」と知
ることで、気持ちが楽になります。



直方市では、認知症の人や家族同士の交流、
学習会、介護体験の講演などを行っています。

●認知症カフェ
↪ 認知症の人や家族、地域の人など

誰もが参加し、気軽に話や交流が
できる場

●認知症の人と家族の会 直方
↪ 認知症の人や家族同士の交流会、学習会、介護体験

の講演、認知症相談、啓発活動を行う団体

●認知症サポーターを広める会
↪ 認知症サポーター養成講座の開催や認知症カフェの

支援など、認知症サポートのネットワークづくりを
行う団体



４. 認知症の人を支える仕組み



１）地域による見守りの仕組み

直方市では、認知症の方が行方不明になった
時に、より多くの人が行方不明者を探し、
早期発見・保護ができる仕組みがあります。

「高齢者等SOSネットワーク見守り登録事業」

➜ 認知症の方の特徴、写真などの情報を登録

「つながるのおがた」

➜ メールで行方不明者情報を配信し、
地域で早期発見



自分たちだけでの捜索だけに頼らず、まず

は警察に連絡することが重要です。

通報時間が早ければ早いほど、捜す範囲も

狭くなり、早期発見・早期保護につなが

ります。

２）警察による早期発見・早期保護



５．認知症サポーターとして

できること



１）認知症サポーターとは

認知症の人やその家族を応援

（サポート）する人たちです。

認知症サポーターには「認知症の

人を応援します」という意思を表

す「目印」であるオレンジリング
が渡されます。



２）認知症サポーターになるには

「認知症サポーター養成講座」
を受けることが必要です。

●直方市では

小学校・中学校・高校・大学の生徒や

先生、病院関係者、福祉施設従業者、

民間企業・団体の従業員、市職員など、

多くの人々が認知症サポーター養成講座

を受講し、サポーターとなっています



３）認知症サポーターの基本姿勢

① 認知症は誰でもなる可能性のある病気

です。他人ごととしてではなく、「自

分たちの問題だ」と考え、自分たちに

何ができるか考えることが大切です。

② 認知症の人やその家族に対して「温

かい目で見守ること」から、安心し

て生活できるように支援するという

心構えが大切です。



４）認知症の人やその家族への対応

認知症の人が困っている様子が見え

たら「何かお手伝いすることがあり

ますか？」と声をかけてみましょう。

具体的に何かしてあげることができ

なくても、認知症の人やその家族を

理解していることを示すことが大切

です。



最後に･･･
もし、あなたのおじいさんやおばあ
さんが認知症になったら？

認知症になってしまっても、今までの

おじいさんとおばあさんとは、何も変

わりはありません。

病気によるいろいろな障害が本当の姿

や気持ちを見えにくくしてしまってい

るだけです。



けれど、おじいさんやおばあさんが認

知症になったら、病気が原因で起こる

いろいろな行動に介護する人たちの心

と体はとても疲れてしまうかもしれま

せん。



もし、そういう時がきたら、今日学ん

だことを思い出して、あなたができる

ことを考え、協力してあげてください。

そして、

「認知症になってもその人の心は
生きている」ということを忘れない

でください。



おわり

ご清聴ありがとうございました。
せい ちょう


