
～正しい理解が
偏見や差別のない社会をつくる～

大野城市 認知症地域支援推進員



1、認知症について学ぶ

2、認知症の人への接し方

3、認知症の人の意思決定支援

4、権利擁護について





いろいろな で
脳の細胞が死ぬことによって、
動きが悪くなり
様々な が起こること

認知症とは？

「原因」

「障害」
『生活する上で支障がある状態』



アルツハイマー型

レビー小体型

前頭側頭型

その他 脳血管性など

いろいろな原因（疾患）



アルツハイマー型認知症

 認知症の中で最も多く占め
る

 比較的社会性が保たれ、話
を合わせたり、取り繕うこ
とができる

 麻痺などの身体症状はあま
りない

 昔の記憶は残っているが、
最近のことを忘れる



レビー小体型認知症

 実際には無いものが見え
る「幻視」、壁のシミが
虫に見える「錯視（さく
し）」などが見られる

 手足の震え、身体や表情
が硬くなる症状などが現
れる

 薬に過剰に反応する



前頭側頭型認知症

 感情のコントロールがで
きず、他者への配慮がで
きなくなる

 万引きや無銭飲食など、
以前の本人では考えられ
ない、反社会的な行動が
出る

 記憶や方向感覚は比較的
保たれる為、認知症とわ
かりにくい



脳血管性認知症

 脳梗塞や脳出血が原因と
なって起きる

 脳血管障害が起こった場
所によって、症状がさま
ざまである

 麻痺を伴いやすい

 もの忘れは強いが、判断
力や理解力は保たれる



抑うつ
気持ちが落ち込む
無関心、無気力

徘徊
本人なりの
目的で
歩き回る

幻覚
実際にない
ものが見える、
聞こえる

帰宅願望
自宅にいるのに
「家に帰りたい」

と言う

暴力・暴言
感情やストレスを

コントロール出来ない

介護への抵抗
入浴や着替えの手
伝いを嫌がる

不潔行為
便や尿をなすり
つける等の
不衛生な行為

睡眠障害
昼夜逆転
不眠

不安・焦燥
落ち着かない
あせり
イライラ

妄想
現実にないことを
思い込む

行動・心理症状
人によって表れ方が違う

記憶障害
新しいことを
覚えられない、
覚えていたことを

忘れる

理解・
判断力低下
考えるスピードが

遅くなる

見当識障害
時間、日付、
場所、人物が
分からなくなる

実行機能障害
計画を立て

手順どおりにする
ことができない

中核症状
誰にでも起こる



記憶障害（もの忘れ）

加齢によるもの忘れ 認知症の記憶障害

経験したことが部分的に
思い出せない 経験したこと自体を忘れる

目の前の人の名前が思い出せない 目の前の人が誰なのかわからない

物の置き場所を
思い出せないことがある 置き忘れ、紛失が頻繁になる

何を食べたか思い出せない 食べたこと自体を忘れる

物覚えが悪くなったように感じる 数分前の記憶が残らない

人柄に大きな変化はない 人柄が変わることがある



「大切なこと」 「関心のあること」 「関係のないこと」



早期受診・早期発見・早期対応
・早期ほど、薬で進行を遅らせる事ができる
・初期は専門の医療機関でないと診断が難しい
・軽度認知症害（MCI）は適切な対応ができれば健常な状態
に戻ることができる

ストレスを減らす
・環境を整えることで症状の悪化を防ぎ、緩やかにできる
・周りの方の関わりあい方でストレスは軽減できる

認知症の進行を遅らせるポイント





認知症の人の心

認知症の疑いは本人が最初にわかる

もの忘れによる
失敗

家事や仕事が
うまくいかない

なんだかおかしいわ？！



・失敗したことを
知られたくない

・我慢力の低下
・不自由さに苦しんでいる
・忘れる、できないという不安

認知症の人の心

誰よりも一番心配なのも、
苦しいのも、悲しいのも



感情に寄り添う

最後まで残るのは

思い出思い出

好み好み

楽しみなもの

習慣習慣

価値観価値観

大切なもの



①驚かせ “ない”
『4つの “ない” 』

認知症の人へ対応の心得

②急がせ “ない”
③自尊心を傷つけ “ない”
④否定し “ない” そっと寄り添う

人間杖



①まずは見守る
②余裕を持って対応する
③声をかける時は一人で
④後ろから声をかけない
⑤相手に目線を合わせて、やさしい口調で
⑥おだやかに、はっきりした話し方で
⑦相手の言葉に耳を傾けてゆっくり対応する

具体的な7つのポイント

認知症の人への接し方



強い不安

感情面は保たれている

認知症の症状を理解し接する

身近な人に強く出る





認知症の人の意思決定支援

・自分の暮らしはどこでどのようにしたいか

・財産の処分はどうするか

・胃ろうや延命治療はどうするか

生涯にわたり自分らしく生きる



※認知症の人の日常生活・社会生活における意思決定支援ガイドライン 読み方と活かし方より抜粋



認知症の人の日常生活・社会生活における意思決定ガイドライン

・認知症や認知機能の低下が疑わ
れる人に対して、日常生活や社会
生活における意思決定支援をする
際の基本的な考え方やその方法、
配慮する事項をまとめ、認知症の
人の意思決定をプロセスとして支
援することを目指すためのガイド
ライン。

・毎日の生活、日常生活から、本人の生
活に大きな影響を及ぼすような住まいの
場の問題、ケアサービスの選定、財産の
問題などの社会生活に関わるような場面
で、本人の意思をいかにすれば最大限尊
重し、活かす事ができるかを大事にして
いる。



意思決定支援の基本原則

本人の意思が尊重される

※自宅での生活を続けることで、基本的な日常生活すら維持できない場合など

認知症の人が
意思決定しながら尊厳をもって暮らす

これらに該当しない限りは

・他者を害する場合・他者を害する場合

・本人にとって見過ごすことができない、
重要な障害が生ずる場合
・本人にとって見過ごすことができない、
重要な障害が生ずる場合



認知症の人の意思決定支援のプロセス

人的・物的環境の整備

本人が何を望むか決める
（意思形成支援）

本人が何をしたいか、周りに伝える
（意思表明支援）
本人が何をしたいか、周りに伝える
（意思表明支援）

本人が望むことを実現する
（意思実現支援）
本人が望むことを実現する
（意思実現支援）

家
族
や
親
類
、
医
療
・
介
護
の
専
門
職

近
隣
地
域
の
関
係
者
、
後
見
人
な
ど

意思決定支援のプロセスの記録、確認、振り返り意思決定支援のプロセスの記録、確認、振り返り



本人を中心とした話し合いの場



誰もが自ら望む生活を送るために





高齢者を取り巻く問題

・一人暮らしの母親が、悪徳商法にだまされて業者と
契約をしてしまった

・身寄りがいないので、もしもの
時は信頼できる人にお願いしたい

・もの忘れがひどく、預貯金の出し入れなど金銭の
管理に自信がない

・将来、自分が認知症になったときに
誰が支えてくれるのか不安



あなたの暮らしを守る制度があります認知症に
なっても

認知症・知的障がい・精神障がいなどによって判
断能力が不十分になった人が、社会で不利益や被害
を受けることがないよう支援する制度

日常生活自立支援事業

成年後見制度



あなたの暮らしを守る制度があります認知症に
なっても

日常生活自立支援事業
社会福祉法に基づいて、福祉サービスの利用や、日常的な金銭
の管理などに不安がある方がたが、住み慣れた地域で安心して暮
らせるようお手伝いする事業

福祉サービスの利用援助
福祉サービスの情報提供、助言
利用の手続きなどの援助
日常的な金銭の管理
お金の出し入れ、年金や福祉手当等の受取のお手伝い
利用料・医療費・公共料金・家賃などの支払いの手伝い
書類等のお預かり
通帳や印鑑などの保管



あなたの暮らしを守る制度があります認知症に
なっても

法定後見制度
判断能力が衰えている方のために、
家庭裁判所が適切な支援者を選ぶ制度

・本人の希望を尊重しながら、財産管理や
身のまわりのお手伝い
・本人の判断能力の程度により、「後見」
「保佐」「補助」の３つのタイプがある

詳しくお知りになりたい方は、地域包括支援センターまでご相談ください。

成年後見制度
判断能力が不十分なために、財産侵害を受けたり、人間とし
ての尊厳が損なわれたりすることがないように、法律面や生活
面で支援する

任意後見制度
判断能力が衰える前に支援者を選び、
具体的な自分の希望を支援者に頼んでおく
ことができる制度

・一人暮らしの老後について
・老人ホームの入所の支払いの手続き
・判断能力が衰える前に自分で決める



基幹型地域包括支援センター 092-501-2306
大野城市曙町2丁目2-1
大野城市役所 すこやか長寿課（大野城市役所 2階）

基幹型地域包括支援センター 092-501-2306
大野城市曙町2丁目2-1
大野城市役所 すこやか長寿課（大野城市役所 2階）

北地区地域包括支援センター 092-501-3838
大野城市仲畑3丁目10-21
担当地区：上筒井区、下筒井区、山田区、雑餉隈町区、栄町区、仲島区、畑詰区

北地区地域包括支援センター 092-501-3838
大野城市仲畑3丁目10-21
担当地区：上筒井区、下筒井区、山田区、雑餉隈町区、栄町区、仲島区、畑詰区

東地区地域包括支援センター 092-504-5858
大野城市中2丁目3-1
担当地区：釜蓋区、井の口区、中区、乙金区、乙金台区、乙金東区、大池区

東地区地域包括支援センター 092-504-5858
大野城市中2丁目3-1
担当地区：釜蓋区、井の口区、中区、乙金区、乙金台区、乙金東区、大池区

中央地区地域包括支援センター092-595-6802
大野城市上大利１丁目3-9
担当地区：上大利区、下大利区、東大利区、下大利団地区、白木原区、瓦田区

中央地区地域包括支援センター092-595-6802
大野城市上大利１丁目3-9
担当地区：上大利区、下大利区、東大利区、下大利団地区、白木原区、瓦田区

南地区地域包括支援センター 092-589-2632
大野城市つつじケ丘3丁目1-31
担当地区：牛頸区、若草区、平野台区、月の浦区、南ケ丘1区、南ケ丘2区、つつじケ丘区

南地区地域包括支援センター 092-589-2632
大野城市つつじケ丘3丁目1-31
担当地区：牛頸区、若草区、平野台区、月の浦区、南ケ丘1区、南ケ丘2区、つつじケ丘区

お問い合わせ先



ご清聴ありがとうございました


