
氏は「ストレスをマネジメントできるようになると
仕事にも意欲的に取り組み、職業人としても個人とし
ても成長を実感できる。ストレスを管理できるように
なるまでには経験や時間を必要とするがストレスに
向き合うことで改善策も見つかる。」と述べている。
専門性の知識技術の違い・観察力の不足については、
受け持ち制としたことで事前に情報を得ることがで
き疾患について学習する時間もとれた。また、記録
様式を記入しやすくしたことで継続した観察から記
録に対する不安も軽減した。
コミュニケーションは、受け持ち制としたことで患
者、家族と信頼関係を築くことができた。
環境については、知らない地域の運転は事務の協力
がありチーム医療のかかわりができた。個人で解決
できない問題を早めに察知し、行動しやすい環境を
提供することが必要である。また、訪問診療同行に

自信がもてるよう支援して行くことが大切と考える。

【6．まとめ】　初めて訪問診療同行の業務に対する
ストレス要因を3つのカテゴリーに分類し、ストレ
スに向き合うことで改善策を見つけることができた。
今後も継続した関わりをもちストレスを感じない職
場環境の整備に努力したい。

【概要】　東栄町は、愛知県の北東部・静岡県との
県境の四方を山々に囲まれた自然豊かな環境に位置
し、急激な人口減少と高齢化の著しく進んでいるへ
き地の地域である。

演  題

282

認知症を正しく理解してもらうために私たちが
地域で取り組んでいること
～スペシャル・ツールを携えて～

発　表　者 杉山　知実 愛知県　社会医療法人財団せせらぎ会東栄町国民健康保険東栄病院　地域包括支援センター

共同研究者 丹羽　治男、夏目　育子、伊藤　勝徳

  初めて訪問診療同行の業務に 

 対するストレス要因を3つの、 
カテゴリーに分類しストレスに向き 
合い改善策を見つけることができた。 

 今後も継続した関わりをもち、 
ストレスを感じない職場環境の整備
に努力したい。 

 

センター概要 

東栄町（平成23年4月1日現在） 
 

愛知県の北東部、静岡県との県境 
○人口      3,866名       
○高齢者人口   1,742名 
○高齢化率     ４５％ 
    
 

せせらぎ会  
  地域包括支援センター 
             （委託） 
ー平成23年度ー 
●職員 社会福祉士    1名 
    保健師      1名 
    主任ケアマネ   1名 
●下川診療所内設置 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

演題名 

「認知症を正しく理解してもらうために
私たちが地域で取り組んでいること」 

～スペシャル・ツールを携えて～ 

社会医療法人財団せせらぎ会  
東栄町国民健康保険東栄病院 地域包括支援センター 
   ○杉山知実・夏目育子・伊藤勝徳・丹羽治男 
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【はじめに】　85歳以上の3人に1人が認知症とい
われる時代、東栄町においても認知症に関する相談
や情報提供は年々増加し、認知症との関わりは地域
の大きな課題になっている。認知症対策の一つとし
てサポーター養成講座に取り組み、約440名の住民
が受講したが、受講者の大半が高齢者であり、マ
ニュアル通りの内容では悪い症状や問題行動につい
てのみが頭に残り、実際にどう対応したらよいのか
が伝わりにくい内容ではなかったかという課題が
残った。

【目的】　そこで、①認知症の正しい知識や対応に
ついて地域で共通した理解を広めること②認知症の
方や家族を支える地域のサポート力の向上を図るこ
とを目的に新たな啓発活動に取り組んだ。

【方法】　月1回、町内11か所の集会所等で行われ
る東栄病院主催の地区懇談会の中で、地域の問題と
して考えてもらうため、センターが地域に赴く形で
認知症についての講話を行った。

【ツール】　高齢者でも受け入れやすい内容にする
ため、寸劇をメインとし、①わかりやすい・正しい
理解のため、高齢者が理解しにくい単語は使用しな
い②「認知症をよく理解するための9大法則」を用
い、『あぁ、なるほど！』と感じられる解説を用い
ること③日常生活の中でありがちな場面を用いるこ
とで受け入れやすくすること、以上の3つのポイン
トに従いセンター職員が寸劇を作成、劇中に解説や
対応方法を加えていく形で進行した。

目的 

①認知症の正しい知識や対応について地域で 

 共通した理解を広める。  

②認知症の方や家族を支える地域のサポート力 

 の向上を図る。  

新しい啓発活動に取り組もう！ 

はじめに 
認知症に関する相談・情報提供の増加 

認知症サポーター養成 
約440名 

養成講座のマニュ
アル通りで難しく
ない？ 

高齢者でもわかり
やすい内容？ 

・土地の境やごみ出しでご近所さんとトラブルが 
 あってね。（民生委員） 
・薬がないって何度も電話がありますが（病院） 
・訪問するようになってみたら、2人ともかなりの認知症で・・・。 
 生活はかなり厳しい状況だと思う。（ヘルパー） 
・近所の人が泥棒に入るって電話がかかってきたんですが・・・。 
（遠方に住む家族） 
・部屋から寝てばっかりで出てこない。小さい子供がタンスの中に 
 いるって話したり、なんか変みたい。（同居家族）   等 
 

ツール 

寸劇：「病院へ行くのはいつ？」→センター職員が作成 

ポイント① ポイント② ポイント③ 

  

「わかりやすい」 

 
「正しい理解」 

「認知症をよく理解する 
 ための9大法則」より 
 ・記憶障害に関する法則 
 ・自己有利の法則 
 ・作用・反作用の法則 
 ・こだわりの法則 
    川崎幸クリニック院長 

      杉山 孝博著 
     「ぼけの法則」より 

実際の症状や 

トラブルを参考に 

作成。 

一通り演じた後、劇中に
解説や対応方法などを
加えていく形で進行 

方法 

◎東栄病院主催の地区懇談会に参加 
  ・月1回 19：30~20：30 
       （内20~30分程度） 
  ・町内11箇所にある集会所 
◎認知症についての講話・寸劇 

地域包括支援 
センター 

国保東栄病院 
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【ツール】　ここからは実際に使用した寸劇台本の
紹介である。

【結果】　町内11地区157名が参加。寸劇と解説の
セットで進行することにより、様々な場面を振り返
りながら学ぶことができたことや、場面ごとで区切
り理解してから次に進めたことで、参加者の認知症
への理解度アップにつなげることができた。また、
各地域で行ったことで、健康や医療に対して関心の
高い参加者に、認知症は「地域で支えていかなけ
ればならない病気」であり、地域の課題として考
えてもらうきっかけとして良い機会となった。

結果 
東栄病院地区懇談会参加者数  
          (H23年度) 

地区 参加人数 

三輪地区 26 

古戸地区 11 

中設楽地区 24 

下川地区 12 

足込地区 13 

月地区 8 

本郷地区 15 

御園地区 11 

西薗目地区 7 

東薗目地区 12 

粟代地区 18 

合計 １５７ 

①寸劇と解説のセットで進行することにより、 

 様々な場面を振り返ることができ、参加者 

 理解度アップにつなげることができた。 

 
②参加者は医療や健康に対して関心の 

 高い方が中心。「地域で支える」動機付け 

 としてとても良い機会となった。 

 

聞いたぞ！カイロが欲しいって話をしと 
っただけだ。おばあさんが嘘ついてるか 
ボケただわ！人のせいにするな！。」 
「何言ってるだか。何回も病院へ行く話 
をしとったじゃん。何回も聞いて、何回 
も忘れるおじいさんがボケだわ。人の事 
を変に言わんで！ボケ爺に「お前がボケ 
だ」なんて言われたくないわ！この 
ボケじじぃが！。」 
「うるさい！ボケボケ言うな！わしは 
絶対にボケちゃおらん！おばぁはあっち 
行け！」 
「ボケた・ボケないでとうとう2人は 
大喧嘩をしてしまいました。どうして 
こうなってしまったか解説を加えて 
いきましょう。」 

ポイント④ 

自己有利の法則 

ポイント⑤ 

作用・反作用の法則 

この法則は自分にとって不利になるよ
うなことは、認知症の方は絶対に認め
ないということです。常識的に考えれ
ば、素直に謝るべき事柄であるのに、
「平然と嘘をつく」態度に介護者は悪
い感情が頭をもたげてきます。認知症
の方は記憶が確かでない事から、そ
の場しのぎに自分を守るため、自分に
有利な言動をとることしかできないこと
を理解してあげることが大切です。説
教をしたり諭してみたりしてもほとんど
無駄な努力にすぎません。無意味な
やり取りや押し問答を繰り返さないこと
が大切です。 

 

これは介護者が強く言うと言っただけ、
相手もそれに対して強く反応するという
特徴です。怒れば起こっただけ怒り返
してくるわけです。これを続けていると、
介護者は「いつも怒っている人」「自分
にとっていい人ではない」というイメージ
が残ってしまいます。（感情残像の法
則）介護を行う上では避けなければい
けないことです。 

 
のはいつだったかん？病院へ 
行ったついでにカーマに寄ってカイロを 
買ってきたいんじゃ。」 
「はぁ？あれまぁ、おじいさん！さっき 
も、その前も何回も言ったじゃん。病院 
へ行くのは明日じゃん。あ・し・た！ 
もう忘れたの？同じこと何回も聞かんで 
よ。さっきも5時に起きんと間に合わん 
って言ってたじゃん。あぁ！もしかして 
おじいさん、ボケたんじゃない？ボケた 
からすぐに忘れて同じことを何回も聞く 
んだわ。しっかりしてよ！おじいさんが 
ボケたら私が困るんだで。」 
「はぁ？わしがボケたぁ？わしゃボケ 
ちゃおらん。病院へ行く日は今初めて 
 
 

ポイント③ 

こだわりの法則 

ポイント① 

記憶に関する法則 

全体記憶の障害の特徴 

認知症の方は物事を感じる視野が非
常に小さくなっています。そのため、あ
る事に集中するとそこから抜け出すこ
とができず、説明したり説得したりする
ほどこだわり続ける特徴があります。そ
のような時は、本人さんの関心を他へ
向けさせる場面転換が有効です。ま
た、認知症の方はいつも介護している
人が言ってもだめな事でも、第三者の
言うことなら聞くという特徴もあるた
め、地域の信頼されている人に登場し
てもらうと落ち着くことができます。 

 
「でも寒くて寒くて仕方がないんじゃ。特に 
頭がスースーする。」 
「頭が寒い？そりゃぁ仕方ないわ、髪の毛 
ないだで。カイロを頭に乗せるだかん？」 
「髪の毛があると暖かいのになぁ。それに 
髪の毛があったら昔みたいによくモテるの 
になぁ。昔はあんなことも、こんなことも。 
よくモテてたなぁ。」 
「昔はよくモテてたぁ？おじいさん、鏡 
見たことある？髪の毛生えてきてもモテん 
と思うよ。昔もモテんかったし。」 
「そうだったかぁ？だもんでおばあさん 
なんかと結婚したのか。それより、寒くて 
仕方がない。おばあさん、今度病院へ行く 
 
 
 

ポイント② 

記憶に関する法則 

記憶の逆行性の特徴 

頭の中の記憶が現在から過去に向
かってどんどん逆のぼって失われていく
のも重要な特徴です。                
今のことは全く思い出せないのに、昔の
ことはありとあらゆる細かいところまで、
まるで今現実に起きていることにように
お話することができます。なので、たま
に出会う子供たちは、まだまだしっかり
していると思ってしまいます。一番近く
でお世話をする方が認知症であること
を分かってほしくても、なかなか理解し
てもらえないということが起きてしまいま
す。 
 

「カーマで何買うの？くだらん物買わん 
でよ。そうでなくでもお金がないだで。」 
「カイロが欲しい。寒くてかなわん。寒く 
て外にもでれん。どうしてもカイロが欲し 
い。」 
「はぁ？カイロ？カイロなんて一昨日 
買ってきたじゃん。買ってきたカイロは 
どうしちゃったん？。」 
「一昨日買ってきたぁ？そうだったか？ 
しかしもうないぞ。おばあさん、全部 
つかっちゃっただかん？」 
「あんなにたくさん使っちゃえるわけない 
じゃん。どこかにあるらぁ、ちゃんと探し 
てみりん。それに毎回毎回カーマに寄って 
る暇なんかないよ。私だって忙しいだで。」 
 

ポイント① 

記憶に関する法則 

全体記憶の障害の特徴 

認知症のお年寄りは、記憶の節目となる
ような大きな出来事ですら、記憶全体を
ごっそり忘れてしまいます。思い出させよ
うとしても思い出すことはできません。そ
んな時に無理に思い出させようとせず、
この場合は「まあ、余分に買ってもいい
か。」というように割り切る方が、本人だ
けでなく家族も混乱を避けられると思い
ます。 

「2人暮らしのおじいさん、おばあさん 
がいました。居間で話をしているよう 
です。何を話しているか聞いてみま 
しょう。」 
「おばあさん、今度病院へ行くのはいつ 
だったかん？」 
「何いっとるの。明日よ、あ・し・た。 
さっきも言ったじゃん。忘れちゃっただ 
かん？」 
「そうだったかな？明日か。明日は早く 
起きんといかんな。」 
「明日は5時に起きていかんと間に合わ 
んよ。」 
「そうだな、5時に起きんと間に合わん 
な。病院に行った帰りにカーマによって 
行きたいな。」 
 

実際はこのような
感じで進行してい
ます。 
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【今後の課題】　近い将来、両隣が認知症の方と考え
られるほど高齢者の多い地域であり、さらに地域での
支え合いが重要となると考える。地域の中で一人でも

多くの支え合いの人材を確保していくためには、現在
認知症について関心の低い住民を、今後の活動にどの
ような方法で取り込んでいくかが大きな課題である。
また、包括支援センターのみの啓発活動では限界があ
るため、認知症ケアのリーダーシップが取れる地域の
事業の専門職に、住民に対し適切にアドバイスできる
力を身につけてもらい、認知症について正しい理解の
もとでの支え合いを普及してもらうよう、専門職への
働きかけを行う必要があることも課題となった。
　認知症になってしまったために、自分の住みなれた
地域を離れなければならないことがないよう、認知症
に優しい町づくりを目指して、今後も関係機関や住民
と一緒に課題に取り組んでいきたい。

今後の課題 

認知症にやさしい町づくりを目指して 

①地域全体のサポート力 

向上のために、現在関心 

の低い住民を今後の活動 

にどのような方法で取り 

込んでいくか。 

②町内の専門職が共通した 

理解のもと、住民に対し 

適切なアドバイスができる 

力をつけ、共通した理解が 

広まるよう環境作りに取り 

組んでいく必要がある。 

演  題

283

ベッドサイドでのリハビリカンファレンスの有効性

発　表　者 西村　美里 滋賀県　公立甲賀病院

共同研究者 藤本　雅子、八田　有佳子、山崎　恵理

【研究目的】当病棟ではリハビリが必要な患者に対
し、理学・作業・言語療法士と看護師が2週間に1
回、紙面上でのカンファレンスを行っています。し
かし、従来の方法では医療者と患者家族、また患
者・家族間でも思いにズレが生じ、現状を理解でき
ないまま退院となることで、退院後の生活に不安を
抱えているケースがありました。そこで、今回患
者・家族を主体とし、療養の場であるベッドサイド
で実際の患者の動きを見ながらリハビリカンファレ
ンスを行うことで医療者と共通した現状の理解と退
院時の不安の軽減を図ることを目的としました。

研究目的 

 今回、患者・家族を主体とし、実際の療養の場で
あるベットサイドでカンファレンスを行うことで医療
者と共通した現状の理解と退院時の不安の軽減
を図ることを目的とした。 

 
公立甲賀病院   

八田有佳子  西村美里  山崎恵理  藤本雅子 
 
 
 

研究方法 
１．対象 
 脳梗塞でリハビリが必要な患者１５名 
 ２．期間 
 平成２３年５月～平成２４年５月 
３．方法 
 １）患者家族に入院後にアンケート実施 
 ２）ベットサイドでのカンファレンスの開催 

  ・１回目は看護師、理学・作業・言語療法士、 

   患者、家族が参加して、リハビリオーダー 
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