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この冊子では、認知症の典型的な

症状・困りごとについて最初に解説します。

次に、症状の背景にある一人一人の心情を

周りの人が理解することの大切さを伝えます。

周囲の人たちとの良い関係性があれば

認知症は恐れるに足りません。

最後に、実際に地域で伴走者の方たちと

生き生きと暮らしている

認知症のご本人が登場します。

冊子全体を通じて

認知症の全般的な知識から、目の前のその人へと

視線がフォーカスされていく構成になっています。

ぜひご一読ください。

医療法人社団 清山会 いずみの杜診療所

松田  実

はじめに



どんなことで困っているの？
病気による生活の困りごと

認知症の原因となる病気は様々で、病気によって出やすい症状が異なります。このコー

ナーでは、認知症の人の生活のしづらさ、困りごとをイメージしてもらうために、最も頻

度の高いアルツハイマー型認知症と、次いで多いレビー小体型認知症においてよくみ

られる症状を解説します。

実際には、病気による症状の現れ方には多様性があり、高齢になるほど様々な病気によ

る脳の変化が同時に進行するケースも増えてきます。さらに、身体の病気やその人の性

格、生活習慣、現在の生活環境、周囲の人との関係性などによっても、症状の現れ方は

違ってきます。ですから、「この認知症と診断されたから、必ずこれこれの症状が出る」と

は言えません。この後の説明はあくまで目安であり、すべての例が当てはまるわけではな

いことに注意してください。

監修： 松田  実 先生  医療法人社団 清山会 いずみの杜診療所

？
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アルツハイマー型認知症の
困りごと

典型的な
アルツハイマー型認知症の代表的な困りごとは、もの忘れ（生活上の記憶障害）です。も

の忘れのために、以前は普通にできていたことができにくくなります。また、物事の段取り

が悪くなる、時間や場所があやふやになる、といった不便さも生じます。

？

具体的には、聞いたことを忘れる（だから同じこと
を何度も尋ねる）、物をしまった場所を忘れて探
す、家にある物をまた買ってくる、料理のメニュー
が同じになる、伝言ができない、といった場面が
増えていきます。

もの忘れが増える （記憶がしにくくなる）

→8～9ページの対応編もお読みください。

認知症の初期においては、今日の日付などがあい
まいになります。また、新しい場所では道順を覚え
られず、迷うことも出てきます。
病気が進行すると、夜と朝を間違えることもあり、
季節もわからなくなります。慣れた道でも迷うこと
があります。

時間や場所があやふやになる

病気がかなり進行するまで、動作や歩行などの運
動機能には障害がないことがアルツハイマー型認
知症の特徴です。

運動機能は保たれる

家事や仕事を以前のようには段取り良く行うこと
ができなくなります。複雑な趣味を続けることも難
しくなるかもしれません。

段取りが悪くなる

新しい電気製品などは使いづらくなっていくかもしれ
ません。また、電話、買い物、金銭管理などを以前のよ
うにスムーズに行えず、戸惑うことも出てくるでしょう。

その他の生活上の困りごと
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レビー小体型認知症の
困りごと

典型的な
レビー小体型認知症でも、アルツハイマー型認知症と同様に、もの忘れが増えたり段取り

が悪くなります。それに加えて、この病気に特徴的な様々な症状が出てきます。どのような

症状が現れるかは人によって違います。

？

周囲の人には見えないものが、本人にはありあり
と見えます。見えるものの多くは人や動物で、「知
らない人が部屋に座っている」「ねずみが壁をは
い回っている」など、とても具体的です。また、壁に
かけてある洋服を人と見間違うなどの「錯視」もみ
られます。

見えないはずのものが見える（幻視）

→8～9ページの対応編もお読みください。

大きな寝言を言ったり、手足をバタバタと動かし
たり、夢のままに行動してしまうことがあります。
本人に睡眠中の言動の記憶はありませんが、多く
の場合、夢の内容は覚えています。

睡眠中に不自然な言動をとる

〈パーキンソン症状〉動作が遅くなる、前かがみで小
刻みに歩く、倒れやすいなどの症状がみられます。
〈自律神経症状〉血圧や体温、内臓の働きを調整す
る自律神経がうまく機能せず、身体的に様々な不
調をきたします。よく生じるのは立ちくらみ、便秘、
異常な発汗などです。

身体的な不調を伴いやすい

気分が落ち込んだり、意欲が低下するなど、うつ
状態になりがちです。もの忘れや幻視が自覚され
る場合や、身体面の不調が重なる場合には、それ
らへの不安も相まって全体的に「何となく弱々し
い」印象を与える傾向があります。

うつ的な気分になりやすいحسگو…
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症状が出たときに
どう対応すればいいの？
「もの忘れ」と「幻視」を例に

同じ症状でも、人によって性格や生活環境などが違うので、対応には個別の配慮や工夫が

必要になります。ただ共通して言えるのは、症状の背景にある「その人の心理を察する」こ

とが大切であるということです。

？

ものを忘れるようになっても、通常はそれほど間違った判断をするわけで
はありません。周囲の人がもの忘れに対して多少のサポートをすれば、基
本的にこれまでと同じ生活が送れます。

むしろ問題になるのは、もの忘れのある人に対する周囲の人の不適切な接
し方です。アルツハイマー型認知症の人の多くは、自分が以前とは違うこと
に漠然と気づいています。自己満足感が欠如し、「こんなはずではない」と
いう焦り、「どうなってしまうのだろう」という不安を募らせています。

そのような精神状態でいる時に、周囲の人からもの忘れを厳しく指摘さ
れたり、「もの忘れをしているんじゃない？」という疑いの目で見られた
ら、気分が良いはずがありません。周囲の人への反発や被害妄想的な気
分が強まり、人間関係が悪くなってしまいます。

周囲の人の対応で大切なのは、本人の自己満足感が高まる方法を考える
ことです。もの忘れを指摘しすぎてはいけません。ただし、もの忘れで特に
困ること─薬の管理、火の始末、金銭の管理、食事の管理については、
見守りをするなり、本人のプライドを傷つけないように少しずつ助けてあ
げてください。

「もの忘れ」がみられた時の対応

レビー小体型認知症の場合も、本人の多くは自分の異常を感じて不安に
なっています。ですから、幻視などの訴えをじっくりと聞いてくれる医師な
どに出会っただけで、安心する傾向があります。丁寧な病気の説明によっ
て、「見えないはずのものが見えるのは病気の症状なんだ。自分はおかし
くなったわけではない」と納得する人も少なくありません。

周囲の人も、本人から幻視の話を聞いた時に慌てたり、「何を言っている
んだ」と叱ったりしないでください。人間関係が悪化し、本人の感情が不
安定になってしまいます。感情が不安定になると症状が悪化することが多
いのは認知症全般に言えることですが、レビー小体型認知症ではその傾
向がより顕著です。本人との関係性を良好に保つように心掛けましょう。

幻視に対する本人の反応は人それぞれで、動揺する人が多い一方、この
症状に慣れて「幻だから怖くない」と落ち着いている人もいます。とはい
え、症状が治まることに越したことはないので、早めに医療機関を受診し
ましょう。幻視は薬でコントロールできることが多いです。

「幻視」がみられた時の対応
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認知症になると必ず
「BPSD」が出現するというのは
誤解です。

認知症というとすぐに、徘徊、妄想、攻撃性といった行動・精神症状（BPSD※と呼び

ます）を思い浮かべる人も多いのではないでしょうか。レビー小体型認知症の幻視

のように、病気そのものによる症状もありますが、多くのBPSDは、認知症の症状

に、周囲の人との関係性の悪化など心理的要因が加わることで生じます。

※BPSD：Behavioral and Psychological Symptoms of Dementia

たとえば、アルツハイマー型認知症に多い「物盗られ妄想」の場合を考えてみま
しょう。物盗られ妄想とは、誰かが自分のお金や物を盗んだと主張する妄想です。
もの忘れのために自分が大切にしている物をしまった場所を忘れたり、自分がし
まったことさえ忘れてしまうことがありますが、もの忘れそのものが妄想の直接の
原因ではありません。もの忘れが強くて探し物をしている人でも、物盗られ妄想を
生じない人は数多くいます。

物盗られ妄想はどのような原因で起こるのでしょう。認知症というハンディキャッ
プを背負って周囲の人や社会と向き合い、生きていくなかであつれきが生じると、
自己満足感の欠如、不安、寂しさ、被害を受けているような気分といった感情に陥
りやすくなります。日頃からそうした精神状態でいる時に、自分の物がなくなると、
身近な人に「盗られた」と思ってしまう。そうしたケースが多いと考えられます。

同じ病気でも認知症の症状は人それぞれと述べましたが、それよりもさらにBPSD
は個人差が大きく、経過も多様です。周囲の人が病気を理解し本人の心理を察す
ることによって、認知症になっても穏やかに暮らしている方は数多くいます。周囲の
人との良好な関係性があれば、認知症をそれほど恐れることはありません。

は物盗られ妄想 なぜ起こるのか
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認知症の一番の備えは
周囲の人と良い関係を築くこと。

専門医に聞きました

─ 松田先生は、「疾患別のケアや対応」

ではなく、「症状別・個人別のケアや

対応」であるべきと強調されています。

　たとえば、レビー小体型認知症の人

は転倒しやすい傾向があるからといっ

て、全員に転倒しない、もしくは転倒し

ても大事に至らない環境を作る、とい

う考え方にこだわりすぎるのは良くな

いと思います。レビー小体型認知症の

人でも、転倒リスクが健康な人と変わ

らないケースはたくさんありますから。

　大事なのは、その人がどういう症状

で困っているかであり、それに対して

有効なアドバイスや対策を検討する

べきです。当然、検討の際には、その人

の人生の歴史、生活環境、性格、現在の

心理状態、家族関係なども考慮しなけ

ればなりません。

取材：2019年12月9日 リッチモンドホテルプレミア仙台駅前

松田  実 先生

医療法人社団 清山会　 
いずみの杜診療所

松田先生は、その人その人の臨床的な特徴

を、詳細な問診や丁寧な診察で把握し、診

断や、治療・ケアの方針づくりに役立てる

「認知症の症候学」のエキスパートです。
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─ 個別対応でなければいけないとい

うことですね。

　ええ、その前提に立った上で基本的

なこととして、私は必ずご本人に対し、

ご家族の前でこうお話しています。

「たとえ、病気のためにもの忘れが始

まっていても、あなたの良いところや

人間性は保たれています。感情面が安

定していれば、これからも有意義な人

生が送れるはずです」

　一方でご家族には、このような説明

をします。

「もの忘れをしたくないと一番思っ

ているのはご本人なので、叱ったり

してはいけませんよ。感情面が不安

定になると、病気は必ず悪化しますし、

怒ったり物を投げたりといった症状

が出てきてしまうかもしれません。

ご本人の感情面の安定を第一の目標

にしてください。もの忘れが悪くな

らないようにしなければ、などと考

えてはいけませんよ」

　もの忘れが悪くならないようにと

考えると、認知症の進行とともにご

家族はどんどん落胆していきます。

すると合わせ鏡のように、ご本人に

も「家族にがっかりされた」というマ

イナスの感情が伝わるのです。「もの

忘れがあっても、お父さんには良い

ところがたくさんあるから、大好き」

といった思いをきちんと表明すれば、

ご本人は安心し、落ち着くことがで

きます。

　もちろん、ご家族はご本人のためだ

けに生きるわけにはいきませんので、

いずれ介護サービスを利用したり、介

護施設に入所することになるかもし

れません。でも今は、以前に比べてケ

アの概念やケアスタッフの技術がと

ても向上しているので、大半の方は穏

感情が安定していれば認知症に
なっても有意義な人生が送れる。　
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やかに生活することができます。今の

時代の認知症は、そのような病気だと

いうことです。

─ 認知症の啓発に関して何かご意見

はありますか。

　かつては認知症のことが世の中で

それほど問題にされていなかったの

で、ご家族がご本人の変化を病気と認

識せず、不適切な対応をとるケースが

目立ちました。だから、認知症ではこ

のような症状が出るということを広

く知ってもらう必要があったと思い

ます。しかし今は認知症に関する情報

が世の中にあふれており、多くの人が

認知症に関心を持っています。もっと

言えば、認知症になりたくないと恐れ

ています。こうした時代には、症状を

前面にだして不安をあおるより、むし

ろ「認知症になってもそれほど困った

ことにはならない」という情報を伝え

るべきではないでしょうか。コンセプ

トの転換が必要な時期に来ていると

思います。

─ 誰もがなり得る病気として、“ 備え ”

が大切とも言われています。

　認知症の一番の備えは、認知症にな

る前に、妻や夫がいるなら夫婦仲良く

し、周囲の人とも良い関係性を築いて

おくことでしょう。「周りの人たちの

良いところを認める習慣をつけましょ

う。周りの人が喜ぶことをしましょう」

と、私は講演会などでいつも話してい

ます。

「自分が認知症になってもならなくて

も、世の中の人みんなで認知症と一緒

に暮らそうよ」

　これが今、私が一番伝えたい、伝え

るべきだと思うメッセージです。

周りの人たちの良いところを
認める習慣をつけよう。
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たとえ実現が難しくても 
希望を聞く、大切に思う

─  認知症の人のケアでは、どのような

ことが重要になるのでしょう。

　ハードルを上げて考えずに、普通の

人付き合いがベースになると思ってく

ださい。認知症の本人はよく、「自分の

できないことや症状だけを見ている人

の目は冷たい」と話します。「チェック

する目になっている」と。

　医師の場合は、医学的な評価のため

にできないことや症状を確認すること

が必要です。でも、ケアに携わる専門職

はまず、その人が大切にしてきたことや、

「これから何がしたいのか」という希望

を聞くべきだと思います。

─  希望を聞いても、実現できない場合

もあるのではないでしょうか。

　確かにそうです。実現が無理だから

希望を尋ねないという人もいるようで

す。でも、本人だって自分が話したこと

が100％かなうとは思っていません。

ある方は言いました。

「かなえられないにしても、そんな思い

があることだけは知っておいてほしい。

それだけでうれしいんです」

その人にとっての
ささやかな楽しみが
生きる力になる。

個を大切に

取材：2019年12月8日 山の上ホテル（東京）

永田 久美子 先生
認知症介護研究・研修東京センター 研究部 部長

永田先生は、認知症になってからの生きがいづくり、行方不明にならずに外出を楽しみ

続けられる地域づくり、認知症の本人自らが声をあげて誰もが暮らしやすい社会を目

指す『日本認知症本人ワーキンググループ』などの活動を続けています。
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「共感」というとかしこまった言葉にな

りますが、もっと素朴に、本人の希望を

「ああ、いいですね」と一緒に大切に思

う瞬間が重要なのだと思います。初冬

のころ、あるご本人に、「寒くなりまし

たが、お好きな温かい食べ物は何です

か？」とお尋ねすると、「湯気が出てい

るおでんが食べたい」と言われました。

「おでんですか、考えただけで体の底か

ら温まりますよね」と言葉を返したと

ころ、何もしようとしないと言われて

いた方ですが「息子につくって食べさ

せたいな」と口にされました。

　自分の希望を聞き、一緒に話し合っ

てくれる人がいると、本人が自分を取

り戻し、見違えるように自分らしい姿

に戻ります。認知症が治ったと誤解さ

れることもあるくらいです。病気自体

が治るわけではありませんが、眠って

いた記憶、言葉や所作の力、社会的な経

験、主体性が蘇ってくるのです。

個性はディテールに宿る

─  記憶力が低下していても、古い記憶

を思い返すわけですか。

　古い記憶は今の自分そのものです。

生きてきた一瞬一瞬が自分の中にあり、

その集大成として今の自分が形づくら

れています。

　もちろん忘れている部分も多いで

しょう。私はよく “ 冷凍漬けのマンモ

ス ” と表現するのですが、何かのきっか

けでカチンコチンに固まっているおび

ただしい記憶が溶けだし、生きていく

力になることがあります。

　例を挙げましょう。認知症がかなり

進んだ80歳台の女性です。ケアスタッ

フが作成したプロフィールには「スポー

ツ好き」と書かれていました。これだけ

では漠然としていて、この方の個別性

がわかりません。

「スポーツの中で特にお好きなのは何で

すか？」「プロ野球」「どのプロ野球チー

ムがお好きですか？」「ソフトバンク」「ソ

フトバンクのどの選手のファンですか」

「○○投手」

　こうした会話を重ね、「○○投手、こ

の前、大活躍でしたね」とお伝えする

と、その方はピカッと目を光らせて、
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自分からいろいろなことを話し

始めてくれました。いくつもの

野球観戦の思い出。友だちと一

緒に応援歌を歌った試合。優勝

が決まった瞬間。血沸き肉躍る

よ う な 身体感覚。「 ま た 観 に 来

ようね」という友だちとの会話。

喜び。それらのすべてが結晶化

したものが記憶なのです。決し

て記憶力の有無だけで語れるもので

はありません。

　この女性の場合は「○○投手」という

ディテールがきっかけとなり、人生の

記憶があふれ出るように蘇りました。

その人その人の “ 冷凍漬けのマンモス ”

を蘇らせるディテールは何なのか。そ

れを知ることが、「その人が今を生き生

きと生きる」ためのひとつの鍵となり

ます。

自分がどう生きたいかを
楽しみながら考え、伝える

─  好きなこと、大切なことを尋ねるこ

とが、ディテールを知り、個別性を

つかむことにつながるのですね。

　ええ。さらに今後は、本人が自分から

情報を発信することが大事です。自分

にとって大切なものや好きなものは、

周りからすれば些細なものであり、気

付かれないことも多いですから。

　あそこに行く時はこの帽子をかぶり

たい。朝食はご飯よりカリカリに焼い

たトーストがいい。ゆで卵じゃなくて

目玉焼きが好み─。どれも周囲から

みると些細なことかもしれません。で

も、生活のひとコマひとコマで、「あれ、

これとは違うのだけれど」というズレ

が続くと、不快感が募り、心身の不調や

周囲とのあつれきが生じてしまいます。

認知症になるということは、そうした

体験の連続です。だから早めに、自分に

とって大切なものを周囲に伝えておく

ことが重要です。

─  エンディングノートに、終末期医療

に関する自分の意思などを記載す

る人が増えています。

　終末期医療の決め事も重要ですが、
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些細な楽しみを疎かにすると、重大な

選択にもズレが生じかねません。認知

症の本人や難病の方をみていると、日々

の生活の楽しみがあるかどうかで、生

きる意欲や力が全然違ってきます。普

段の生活を耕さないまま、いきなり重

大な決め事をしてしまうのは人生の可

能性を狭めてしまうと思います。

　私は『わたしの手帳』（14ページ参

照）を使い、元気なうちから「自分が今

までどうだったか」「これからどうし

たいか」をメモしてもらう活動を長く

続けています。意外と自分の願いを自

分が表せない方が多い。最期のことも

大事ですが、それまでの日々をどう生

きたいかを自分なりに楽しみながら

考え、伝える力をつけることが肝心で

あり、そのための道具が『わたしの手帳』

です。

家族の関わり、地域での共生

─  ささやかだけれど自分にとって重

要な楽しみを味わうためには、認知

症の人の家族の協力も重要ですね。

　協力というより、互いにいいひと時を。

私はよくご家族にこうお話します。「思

い通りにいかないこともたくさんあっ

てたいへんですが、1日1回、それが無理

なら1週間に1回でもいいですから、ご

本人とご家族が無条件に『ああ、いい時

間だった』と思える瞬間をつくりましょ

う」

　先日も何ができるかご家族と相談し

ていてアイデアが浮かびました。朝、

電子レンジで温めたタオルを認知症の

夫に渡す5分の簡単メニューです。実

際にやってみると、夫は自分で顔を拭

いて「あーっ、気持ちいい」ととても喜

び、「ありがとね」とタオルを返してく

れる。“ タオルをチン ” はすっかり朝の

習慣になったそうです。

─  家族には、本人のことをよく知って

いるという強みがあります。

　そこは注意が必要で、ただでさえ多

くのストレスを抱えるご家族に対し、

「家族だから親のことを知っていて当然」

「家族が本人の話を聞かなければいけ
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ない」と求めることはプレッシャーに

なってしまいます。それよりもむしろ、

第三者的な立場で本人の話を気軽に聞

ける人のほうが本人も希望を語りやす

い傾向があります。もう家族だけに頑

張らせる時代ではありません。

　今、地域の人たちと本人が共に過ご

す 場 が 各地 に 増 え て い ま す。あ る 方

は、認知症になってから月に1回、中学

校のソフトボール部の女の子たちと

練習をするようになりました。ある方

は、自分と同じ写真好きの仲間と出会

い、一緒に個展を開きました。ある方

は、地元の若者たちとサーフィンを楽

しんでいます。別に趣味がなくてもい

いんです。今、本人と地域の人たちと

の “ 夜飲み ” が広がっています。ある

地域で月に1回開かれている “ 夜飲み ”

に初めて参加した息子さんは、「“ 介護

がたいへんな父 ” という関係ではなく、

久しぶりに普通に楽しく親父と飲め

ました」と晴ればれした顔で話してい

ました。

─  今のお話の認知症の人たちは、認知

症ではないけれど内にこもりがち

な人に比べ、むしろ地域での生活を

楽しんでいる印象です。

　現代社会では多くの人が、人目を気

にしたり、立場や関係性に縛られ、自

分を出せないでいます。その延長で歳

を重ね、認知症になると、“ 自分を生き

られない ” つらさがより前面に出てき

ます。でもそこで、できなくなること

にとらわれず、まだできることで楽し

んだり、好物のおでんを食べてホッと

したり、「これが生きている瞬間だ」と

思える体験を一緒につくっていくと、

本人が解放され穏やかに、そして生き

生きされます。「今、人生で一番自分ら

しく生きている」と言われた方もいま

す。鎧 ( よろい ) を脱ぎ、弱みも

含めてありのままの自分の思い

や希望を伝えられる、たいへん

にみえる時ほど希望を語り合い、

いい時を一緒に創る、それこそ

が「共生」ではないでしょうか。

「共にあれる」社会への大きな転

換のきっかけを、認知症の人が

投げかけているように感じます。
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認知症をオープンに

春原さん　私は認知症の診断を受け

る前から、以前の自分とは違うことに

気づいていました。カレンダーに書い

た予定を見ても、ほかのことをすると

すぐに忘れてしまうんです。だからま

たカレンダーを見て、「ああそうか、今

認知症の勉強をしていたから
受け入れられた。

認知症とともに暮らす

春
すのはら

原 治
はるこ

子 さん
長野県上田市在住、75歳（取材時）。

『「安心」の地域づくりセミナー』同窓会の
前会長。現在、豊殿地域（上田市）オレンジ
サロン『hinata bocco（ひなたぼっこ）の会』
代表として、地域で認知症の理解を進める
活動を行っています。

地域の伴走者

神林 芳久 さん
『ふれあいサロン hinata 

bocco とよさと』を運営
する『豊殿ふれあいサロ
ン委員会』委員長。

2018年にアルツハイマー型認知症と診断された春原治子さん。一人暮らしですが、地域
の仲間たちに囲まれ、住民主体で運営するカフェ『ふれあいサロンhinata boccoとよさ
と』で接客係のボランティアをしたり、多彩な趣味を楽しんだりと、活動的な日々を送っ
ています。

取材：2019年7月3日　ふれあいサロンhinata bocco とよさと（長野県上田市）
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日はここに行かなきゃいけないんだ」っ

て確認し、それを3回ぐらい繰り返さ

ないと覚えられません。おかしいと思

い、病院とクリニックを4カ所受診し

ましたが、どこでも同じように「認知

症の初期」と言われました。それで「あ

あ、そうなんだ」と納得できたんです。

神林さん　自分が認知症だと素直に

受け入れられたっていうのはすごい

よな。ふつうは怖いと思うよ。

春原さん　それは勉強していたから

だと思いますよ。この地域では毎年、

『「安心」の地域づくりセミナー』※を開

いていて、その中で認知症の勉強もし

てきました。認知症になっても地域で

自分らしく暮らしていけるようにって。

だから認知症のことも知っていて、自

分がそうなってきているかもしれな

いとわかっていたので、認知症と言わ

れて驚いたり、「嫌だ」と否定したりと

いうことは全くなかったんです。

神林さん　『「安心」の地域づくりセミ

ナー』は20年近い歴史があって（2001

年開始）、卒業生が600人ぐらいいる

んだよね。認知症の予備知識を持って

いる人がそれだけ多く地域にいると

いうことも大きいのかもしれない。

認知症とともに暮らす

春原さん　私はセミナーの同窓会や

ここ（ふれあいサロン hinata bocco 

とよさと）で認知症のことをオープン

にしていますが、もし周りの人が認知

症について全く知らなかったら、「私

は認知症だよ」と言っても……

神林さん　言えないよ。言えない。

春原さん　言えないだろうし、言った

としても、「あの人ちょっと頭がおか

しくなったんじゃない」ぐらいにしか

理解してもらえないと思います。勉

強してきたみなさんだからこそ、安心

して話すことができたし、すんなり受

け入れてもらえました。この『hinata 

bocco』では、「いつでも治子さんが来

られる時に来ればいいよ」と言っても

らっているし、私がスローモーになっ

ていることもわかってもらえている

ので、本当にありがたいです。

神林さん　ここで働いているボラン

ティアのみなさんも、治子さんと一緒

に活動させてもらうことで、「認知症

は全然怖くない」と思えるわけだよ。

春原さん　お客さんにも知っている

人がたくさんいて、その方々とおしゃ

べりするのが私の仕事だよね、なんて

自分で言ってます（笑）。

※人にやさしい地域づくりを目指し、地域住民が医療や介護保険制度、認知症などについて学ぶセミナー
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神林さん　大事、大事。お客さんも喜

んでるんだから。

認知症の人と家族の相談役に

春原 さ ん　ここの2階で月2回、認知

症の本人や家族を対象にした相談会

を開いていて、私もスタッフとして参

加しています。先日は、認知症の旦那

さんと奥さんがみえて、旦那さんが大

事な持ち物をなくすと困るから、奥さ

んが全部取り上げてしまっていると

言うんです。私は、「お父さんはそれを

持っていることがとても楽しいし、必

要なんだと思います。使える、使えな

いは別として、そういうものを取り上

げてしまうのは本人にとってとても

切ないことだから、やめたほうがいい

んじゃないでしょうか」とお話させて

いただきました。すると奥さんも納得

されて、旦那さんが好きな物を持たせ

るようになったそうです。それからは

旦那さんがとても元気になり、ここに

ボランティアで来てコーヒーを出し

てくださったりしているんですよ。

神林さん　奥さんの方は厨房を手伝っ

てくれましてね。その旦那さんは認知

症と診断されたことがとてもショック

で、家にこもり、ほとんど話をしなくなっ

ていたそうです。すっかり変わってし

まった旦那さんのことを奥さんがすご

く心配して相談に来られたんです。そ

の後、旦那さんがここでお客さん対応

を3、4回経験すると、家の中で話はす

るし、外にも出るようになったそうで、

奥さんがとても喜んでいました。認知

症になっても自分の生活ができるし、

『hinata bocco』に行けばまた仲間が

いる。そういう地域にしていきたいなあ、

というのがわれわれの願いです。

地域に伴走者がいれば安心

神林さん　治子さんは学校の先生を

定年退職後、小学校の授業支援のボラ

ンティアをしたり、放課後児童広場を

立ち上げたり、地域との関わりをたく

さん持っているんですよ。だから今も

家にはほとんどいない。

春原さん　だって家にいてもつまら

ないから。大正琴やハーモニカ、カラ

オケ教室など趣味がいっぱいあるし、

旅行も好きなんです。

神林さん　以前と全然変わらない生
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活ができるっていうのはすごいよ。

春原さん　今のところはねえ。ただ、

介護予防体操のサポーターを5年ほど

前から月1回務めていて、手話ダンス

などを教えているのですが、最近それ

が重荷になってきています。自分がな

かなか覚えられず、間違えたらどうし

ようというプレッシャーがあるんです。

だからもうじきやめようと思って。

神林さん　最近は「朝早く出かけるの

が嫌だなあ」と言ったりするよな。

春原さん　私は一人暮らしだから、気

が進まない時に「今は嫌だ」と話す家

族がいません。でもそんな時に神林さ

んたちが電話でよく話を聞いてくれ

るんですよ。「行かなくたっていいよ」

と言われると逆に「やっぱり行かな

きゃ」と元気が出たりして。

神林さん　伴走者が大事。電話で具合

いが悪そうだったら、ちょっと覗いて

みるとかね。地域に伴走者の環境がで

きれば認知症になったって安心だよ。

認知症とともに暮らす

地域住民が気軽に集える『hinata bocco』は、ランチが完売する日も多いという盛況ぶり。取材当日も春原
さんのお友達が来店し、おしゃべりタイムになりました。

誰もが安心して暮らし続けられる地域づくりの拠点として
2018年7月にオープン。春原さんたちボランティアが中心
になって運営しています。

ふれあいサロン
hinata bocco（ひなたぼっこ） とよさと
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