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１

家で衣類の着替えや入浴が出来ておらず、デイサ

ービス来所時、朝からかなりの悪臭がするのに、

強い入浴拒否があります。

入浴後の自分の衣類が誰かに盗られるのでは？と

常に心配しています。

＊外出、散歩から帰ったとき、その続きにお風呂

　に入るなど、きっかけをつくります。

＊本人の入浴習慣に合わせて、入浴を勧めます。

＊手足などの部分浴を勧めます。

＊清拭するなど入浴に代わる方法を考えます。

第
1
部

行
動
編

－ 2 －



２

機嫌が悪くなると人にツバを吐きます。

食事も、腹が満たされたり気に入らないものだと

投げます。

＊機嫌が悪いときは、一時離れて見守るか、人が

　入れかわり対応します。

＊本人の好きな物を家族に頼んで持ってきていた

　だき、食卓に準備して食事を楽しんでもらいます。

＊食事の時間をずらし、ゆっくりと食べていただ

　きます。
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３

食べている物をこぼすことが多くなりました。

＊テーブルの高さと椅子との位置関係を調節したり、

　姿勢を整えます。

＊こぼれ止めのついた皿、大きめの茶碗、滑り止

　めマット等の工夫をします。

＊食べやすい大きさ、かたち、盛りつけ等を工夫

　します。

＊手先が器用でいろいろ作品をつくることが楽し

　みで、それを継続できるようにしました。
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４

「できるだけ自分で食事をしてもらいたい！！」

いろいろと工夫していることをご紹介します。

●白い食器に白いご飯は見分けにくいので、茶碗

　や皿を色分けして見やすいようにします。

●ご飯は、こぼれにくいように軟らかめに炊きます。

　また、一口ずつ小分けにしてお皿に並べるとと

　りやすくなります。

●おかずも箸でつまみやすいように方向を揃えて

　盛りつけます。

●麺やスパゲッティは、あらかじめ半分に切って

　ゆでると、食べる時に箸にからまりにくく食べ

　やすいです。

●おかずの切り方は、乱切りや

　三角形では箸でつまみにくい

　ので、四角や長方形になるよ

　うに切ります。

ひとくち
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５

食べることへの関心が薄れ、食事量が減ってし

まいました。

＊食前に、大きな声を出すことや口の体操を始め

　ました。

＊食事に気が向くように、静かな音楽を流すなど

　の環境づくりをします。

＊ご家族から「あんこが好き」と聞き、パン生地

　に野菜を混ぜ込み、いろいろなあんぱんを提供

　し食べてもらいました。

＊箸やスプーンを持ってもらい口に運ぶなど、食

　事動作を呼び起こします。

＊濃い味や冷たいものなど、食感の違う物を組み

　合わせて準備します。

＊食事づくりや配膳などを一緒に手伝ってもらい

　ます。
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６

歯みがきや入れ歯の手入れがひとりではできま

せん。でも、人にしてもらうのも嫌がります。

＊食後に声をかけ、洗面所で一緒に歯みがきをし

　ながら見守ります。

＊歯みがきを介助しながら、その流れで入れ歯を

　はずし、洗った後はすぐに装着します。

＊手入れは介護者がし、入れ歯の上下や向きを合

　わせて、声かけをしながら手渡して自分で装着

　してもらいます。

＊はずさない時は、食後にお茶を勧めます。

＊無理強いしないで、気分が変わった時を見はか

　らって再度声をかけてみます。
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７

夜は寝つきが悪く、眠れるまでずっと大きな声を

出しています。

＊夕食後、好きなテレビを見て楽しんでいただき、

　睡眠モードに入ったらベッドで休んでいただく

　ようにします。

＊日中は、風船バレーや体操等を行い活動量を増

　やしたり、外出で気分転換などの工夫をします。

＊不安が強い人は常夜灯をつけておきます。

＊テレビの番組・花の水やり・犬の散歩など朝の

　日課を決めて無理なく起きられる工夫をし、日

　光を浴びて体内時計をあわせます。
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８

時間の判断が難しくなる上に、就寝前の着替えや

歯磨きや寝床の準備といった一連の行為をするこ

とが難しくなり、自分で睡眠モードに切り替える

ことができにくくなります。

また、漠然とした不安や焦燥感が不眠につながる

こともあります。夢と現実との区別がつきにくく

なり、眠ったという満足感が得られないというこ

とも起きるようです。

睡眠モードに切り替えるためには、室温・照明・

寝具などの環境を整え、添い寝や温かい飲み物

などで安心感が得られるように

することも大切です。

散歩などで生活リズムを

つけるのもいいでしょう。

ひとくち
メモ
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９

若い頃から服薬など極力飲んでこられず、現在服

用拒否が強く、服用への準備をしている職員の行

動を観察されるなど敏感になっています。

＊薬の準備場所を変更するなど工夫して、不安に

　ならないよう配慮します。

＊無理強いせず、時間やタイミングを見計らって

　促します。

＊医師や薬剤師に相談し、錠剤を粉末にしてもらい、

　ヨーグルトなどに混ぜます。

＊一口ゼリーに薬を入れていっしょに飲み込んで

　もらいます。
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10

「帰る」と言って外に出ていくことがしばしばです。

家族が止めても強引に出ていってしまいます。

一旦外に出ていくと戻れないこともあります。

＊気持ちをくみ取り、目的に添ったことについて

　の会話をする。外出に同行し、本人の気持ちの

　整理を助けます。

＊「一緒に行くので私の用事が済むまで待ってい

　てください」といって間をおきます。

＊本人の関心のある会話や興味のあることを一緒

　にします。

＊本人の「ここは居心地が悪い」というサインと

　受け止め、要因を考え

　改善します。

＊一緒に外出し、会話等で

　本人の気持ちを落ち着かせる

　ように関わります。
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１１

汚れた下着を隠します。また、トイレに行くことや

汚れた下着を替えるのを嫌がります。

＊本人が隠すような場所を確認し、さりげなく入れ

　物を用意しておきます。

＊汚れた下着はそっと片づけます。

＊穏やかな口調でトイレに誘います。

＊食事や外出の前などタイミングを見計らってトイ

　レに誘ったり、下着を替えます。

＊介護保険サービスを利用している場合は、「入浴」

　の機会に、無理なく汚れた衣類を替えることもで

　きるでしょう。
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１２

排泄は、食事と同様、生命に関わることであり、

気持ちよい生活リズムのもとになる行為です。自

分でできるということは、本人にとって大きな意

味があり、自尊心にも大きく影響します。介護者

の気持ちに敏感に反応するので、ゆっくりわかり

やすい言葉で穏やかに介助することが大切です。

ちょっとした工夫を・・・

目と目を合わせて一緒に便座に腰掛ける動作をす

ると、まねるようにして便器に腰かけることがで

きます。座った目線の位置には「便所」と書いた

張り紙と、趣味だったお気に入りの写真が貼って

あります。写真のことを話題に話しかけ、穏やか

な表情になるのを待ってドアの外に出ます。

　しばらくすると排尿があります。

ひとくち
メモ
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１３

Ｋさん　57歳　女性　若年性アルツハイマー型認知症
　妻は40歳後半まで子育てと仕事を両立し、家族
の中心的存在でした。同居の母が施設に入所し、子
どもが結婚独立した55歳頃から、物忘れ症状が見
られるようになりました。　
　例えば、鍵の掛け忘れやテレビのリモコンなど電
化製品の使い方がわからなくなりました。私が仕事
に行くため日中一人で留守番をさせるのが不安です。
　妻は57歳ですが、介護保険は利用できるのか？
この先どうなるのかとても不安でした。

　妻ひとりでの留守番がとても不安で、その不安を
解消するために地域包括支援センターへ相談したと
ころ、介護保険のサービスを紹介され、小規模多機
能型の事業所を平日の9時から18時まで利用する
ことになりました。
　これにより、平日昼間の不安は解消しました。

＜施設でのKさん＞
　施設では、職員と一緒にお茶だしの手伝いやおや
つの準備をしていただいています。指編みの作品作
りにも精を出す姿が見られるようになってきています。
　Kさんにとって、当施設へ通所されることで人と
関われる「安心して過ごすことが出来る居場所」と
なっています。自宅へ帰られてからの生活リズムも
良好だと伺っています。

夫の不安（訴え）
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１４

加東市地域包括支援センター
● 介護や福祉に関する相談窓口
● ケアマネジャーへの支援とネットワークづくり
など　　　　　　　　　　　　　　　　　Ｐ23⇒

小規模多機能型居宅介護って？
● ひとつの施設で「通い」「訪問」「泊まり」など
　  の介護サービスを組み合わせて受けられます。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ｐ24⇒

「若年性認知症支援ハンドブック」があります。
※兵庫県のホームページを検索　　　　　Ｐ25⇒

「認知症の人のためのケアマネジメントセンター方式」
（略称：センター方式）
●よりよい支援を効果的に進めていくためのポイント
● これからの認知症ケアのあり方
※ホームページ「いつどこネット」を検索
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ｐ26⇒

－ 15 －



１５

Tさん　82歳　男性　アルツハイマー型認知症
　80歳になったころから、同じことを何回も聞い
たり、立ったり座ったりの落ち着きの無い行動が見
られました。
　○○病院で、アルツハイマー型認知症であると診
断を受け、介護保険を申請し、デイサービスの利用
を始めています。

　Ｔさんは、食事やお茶を飲む時間以外は10分も
落ちついて座っていられなくて、いつも道路の方を
見ながら、玄関から出て行こうとします。職員はど
のように対応すればよいのか迷いがありました。
　家族からは「デイサービスに行くことを喜んでい
る」と聞いていました。

　ご家族にＴさんのデイサービス利用中の様子をお
伝えし相談をしたところ、 Ｔさんは現役時代に長
距離トラックの運転助手をされていたと伺うことが
できました。
　いつも外を見ていたのはデイサービスのバスだっ
たのでは？と私はひらめきました。

施設でのTさん

職員のひらめき
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１６

　いつものように外が気になり始め、Ｔさんが玄関
から出て行こうとされたので私は付き添いました。
　Ｔさんにはバスの助手席側、私が運転手側に乗り
込み、私がクラクションを1回鳴らすと安堵の表情
を浮かべられました。その後、室内に戻ってからは
穏やかに過ごされました。
　Ｔさんにとって、思い出深い場所であり安心でき
る心地よい場所が助手席であることを私たち職員は
理解することができました。

　私たち職員は、デイサービスの日常のスケジュー
ル（入浴・食事・レクリエーションなど）に沿って、
利用者に１日を過ごしていただくことが「良いこと」
だと思っていました。
　Ｔさんとの関わりの中で、個々の利用者にあった
いろんな過ごし方があっていいと気づかされました。
　また、家族と話し合う場も貴重な情報源になるこ
とも新たな発見となりました。

そして次の利用日

職員の気づき
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１７

Ｍさん　85歳　女性　アルツハイマー型認知症
　Ｍさんは、ご主人が亡くなられた後、市内の自宅
に一人で暮らしていました。
　Ｍさんの娘さんは、民生委員さんから、最近元気
がなくて挨拶をしてもボーとしていることが多いと
連絡を受けました。
　その後、病院受診したところ、主治医から脱水症
状があると言われ、一人での生活は心配が多く、娘
さんの家に引き取ることにしました。
　娘さんの家にいるときも、ディサービスに行って
からも、午後になると「家に帰ります」と言って、
玄関から出ようとします。

　「今は帰れません、規則ですから」「ここが家でし
ょう」と説得してみましたが、機嫌は悪くなる一方
でした。

　施設職員は、短期記憶障害のあるＭさんには、「お
茶を飲んでからにしませんか」「次のバスが来るま
でこれを手伝ってください」と、その都度納得のい
く先送りの応諾を得ながらコミュニケーションを図
り、Ｍさんは自分の言っていたことを忘れて、有効
な対応となりました。
　説得より納得が『効果あり』です。

家や施設では
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１８

先送りの効かないこともあり、強制は不快感が募っ
ていく場合もあります。
　そのときの相談内容や思いをゆっくり聴いて、一
緒に近くを散歩程度して、程よい疲れや達成感を共
有することもお勧めします。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ｐ27⇒

「短期記憶障害」とは
● 新しい事柄が覚えられないことで、記銘力障害
　 ともいいます。日常生活のなかで、寸前の出来
　 事が思い出せず、同じことを何度も繰り返した
　 ずねたり、今日が何月何日かも覚えられず、繰
　 り返し日にちを聞いたりします。また、置き忘
　 れやしまい忘れが多くなり、いつも探し物をす
　ることがあります。

「長期記憶障害」とは
● 以前に記憶した経験や体験が思い出せないこと
　 です。卒業した学校名や以前の職業、子どもや
　 親しい友人の消息などが答えられなくなります。
　また、常識的な事柄、例えば、5月 5日が何の
　日かなどを思い出せなくなります。

効果が見られないことも

－ 19 －



１９

Ｂさん　75歳　女性　アルツハイマー型認知症
　私は妻と、2人で生活しています。
妻は、半年程前から今まで出来ていたことが急にで
きなくなってきました。ご近所との付き合いもちぐ
はぐになり、買い物や食事の支度もできなくなって
きました。
　私は娘から妻が認知症だと聞いていましたが、す
ぐには受け入れることが出来ませんでした。
　また、仕事の都合で週末しか家に帰れない状況も
あり、会う度に変わっていく妻の様子に戸惑い、今
後どうしたらいいか不安になっていきました。

　両親の相談相手となり、Ｂさんの「自宅で暮らし
たい」という希望を叶えるため、ケアマネジャーと
相談し介護保険のヘルパーやデイサービスの利用頻
度を増やしました。
　また、地域の民生委員さんの協力により、給食サ
ービスを利用しながら、見守り機能を強化し、在宅
で生活できる環境を整えていきました。

　しかし、火の管理や金銭管理など、不安がますま
す大きくなり、在宅生活にも限界がやってきました。

二人の娘さんは母の急な変化にも
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２０

　施設職員は、Ｂさんの「家で暮らしたい」希望に
出来るだけ寄り添うために、家族からＢさんの大切
にしていたことやこだわりを伺いました。
　そして、Ｂさんに施設でも役割を持っていただい
たことで、Ｂさん自身にやりがいが生まれ、自然と
笑顔が多くなってきました。
　大きく環境が変化している中で、施設に入所して
も「家族の支え」を感じながら笑顔で暮らせること
はすばらしいことです。

民生委員児童委員
● それぞれの地域において、常に住民の立場に立
　って相談に応じ、必要な援助を行い、社会福祉の
　増進に努める方々で、「児童委員」を兼ねています。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ｐ30⇒

給食サービス
● ボランティアや民生児童委員の協力を得て、加
　 東市社会福祉協議会が実施している配食サービ
　 スです。対象はひとり暮らし高齢者や高齢者夫
　 婦などで、配食と共に見守りなど安否確認を行
　 っています。　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ｐ31⇒

在宅→施設へ
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２１

Ｓさん　90歳　女性　アルツハイマー型認知症
　Sさんは85歳の時にアルツハイマー型認知症と
診断され、自宅で介護を受けていましたが、最近、
拒否や暴力が始まり、○○病院へ入院しました。
　病院では治療のために動かないようベルトをつけ、
オムツを外さないように脱ぐことのできない服を着
せられていました。この頃から自分から話すことが
少なくなってきました。
　退院後、施設に入所したＳさんは、人前でも服を
脱ぐようになりました。傍にいた職員はあわてます
が、行動は止まりません。

　職員は，Ｓさんが生活の変化に不安や戸惑いが積
み重なったのではないかと考えました。
　Sさんとコミュニケーションをとる時には、言葉
だけでなく、表情やしぐさ、何かをしようとする動
作を気にかけ、それに寄り添ってケアを行いました。
そして、脱衣行為が排泄のサインだと気づきました。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ｐ35⇒

　Ｓさんは、自分のしたいことや介助して欲しいこ
とを言葉にできなかったようです。
　ＳＯＳが何のサインなのか理解することで、その
人らしい介護を受けることが出来ます。
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２２

○さん　90歳　女性　アルツハイマー型認知症
　私の妻は、身体はとても元気で笑顔で歩き続けます。
私は一緒に歩くことに疲れて、とうとう妻を◇◇病
院へ入院させ、治療することを決めました。行動が
落ち着き始めたので退院の相談を受けましたが、妻
との二人暮らしで、家での介護は自信がなくなり施
設への入所を決めました。

　施設入所後しばらくして、再び妻は施設内で歩き
始めました。職員や家族は、何かにつまずいて転倒
しないか、夜中にベッドから起き上がろうとして転
落しないか、そのとき骨折したらどうしようと心配
しています。

　職員は、Oさんの一日の生活リズムを24時間通
して記録をとってみた結果、徘徊や暴言などは不安
からの行為だとわかりました。

　Oさんは、時間がわからないことが気に掛かり時
計を探されます。また、一人になると不安になり、
人がいる場所を探し、誰かと一緒にいると安心され
ます。明るい場所が落ち着くようです。
　Oさんが居心地良い環境、「部屋等に時計」「窓辺
の明るいところで過ごす」「一人にさせない」を整
えることで安心され、徘徊も減りました。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ｐ36⇒

施設内の様子

そこで
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２３

◇高齢者が住み慣れた地域でいつまでも安心して暮らすた
めには、介護や医療といった個々のサービスだけでなく、
地域ぐるみで高齢者一人ひとりの生活を総合的に支えてい
くことが大切です。市や地域の医療機関、サービス提供事
業者、ボランティアなどと協力しながら地域の高齢者のさ
まざまな相談に対応しています。

加東市社25番社庁舎東隣（ラポートやしろ内）
TEL 43－0431

滝野庁舎内相談窓口
TEL 48-3016

東条庁舎内相談窓口
TEL 47-1302

総合的な介護や福祉
に関する相談への対応・
支援

介護予防ケアプランの
作成、介護予防事業
のマネジメント

ケアマネジャーへの
支援やネットワーク
づくり

高齢者に対する虐待
の防止やその他の権
利擁護事業

業務内容

第
3
部

豆
知
識
編
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２４

「デイサービス」「ヘルパー」「ショートステイ」などの介護サー

ビスをそれぞれ別の施設で受けることは、それぞれの場面で利用

者に対応するスタッフが異なるために馴染みの関係やケアの連続

性が保てません。特に認知症高齢者の場合、自分のいる場所がわ

からなくなったり周囲の環境の変化に対応ができなくなるなど、

不安や混乱から症状の悪化を引き起こすことがあります。

認知症になっても、住み慣れた地域で安心して
自分の望む暮らしを続けられるように・・・

介護が必要となった高齢者（主に認知症高齢者）

が、今までの人間関係や生活環境をできるだ

け維持できるよう、「通い」を中心に「訪問」「泊

まり」などを組み合わせて、24時間切れ間な

くサービスをうけることができます。
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２５

若年性認知症とは、18～39歳に発症する若年期認知症と、

40～64歳に発症する初老期認知症の両方を含んだ名称です。

働き盛りの世代にも起こり、本人だけでなく、家族の生活

への影響が高齢者に比べて大きく、生活が困難な状況にな

りやすいことが指摘されています。

兵庫県では、窓口での相談対応や地域で支援する方々の若

年性認知症に対する正しい知識の理解と、役割や視点を整

理するために、「若年性認知症支援ハンドブック」を作成し

ています。

若年性認知症支援ハンドブック
～若年性認知症を理解し、支援するために～

このハンドブックは、地域包括支援センターにも

おいていますのでご覧ください。
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２６

今、それぞれが知っていること、気づいていること、ケアの工夫や

アイデアが埋もれていませんか・・？　

互いに対話をしてみましょう。

言葉や気づきをシートに書き込んでいきましょう。

一つの記入が、本人と関係者の今とこれからの可能性を開いていく

一歩です。

認知症の人のためのケアマネジメントセンター方式

「認知症の初期から最期まで、どこに住んでいても

自分らしく暮らし続けたい」そんな本人・家族の願

いを実現するためにつくられたのがセンター方式です。

本人と家族を中心に、ケア関係者が共通シートを使

って、互いの思いや実情、アイデアを出しあいなが

ら、「本人と家族のよりよい暮らし」

を一緒にめざしていく方法です。
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２７

①自分の口を閉ざす練習をしましょう。

 （傾聴はいつも相手が主人公）

　　　「聴き上手は話さない」が原則です。相手が話し、　　
　　     自分は少なく返します。

②相手の人格を尊重しましょう。そのコツは？
・アドバイスをしない
・結論を出さない
　相手本人が出した結論が一番納得できる
・お説教をしない
・自分の考えを押しつけない

③相手の話を相手の身になって素直に聴く「共感」　

　を身につけましょう。

　　　共感で大切なことは、「自分の気持ち」ではなく
　　　「相手の気持ち」です。

　（共感に似て非なるもの）
・同意…安易な「分かる、分かる」は禁物
・同情…お気の毒に、可哀そうに、なんとかして
　　　　あげたい、と思う気持ち
　　　　→私がなんとかしてあげますから何でも
　　　　　言ってください（上から目線へ）

いい聴き手になるために・・・
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２８

④相手を評価しないでありのままを受け入れる

受容とはその人の「あるがまま」を受け入れること。

受容で大切なことは相手を評価しないこと。

→「もう少し人のことを悪く言わなければ、
　　 Cさんはいい人なのに」
　「Ｋさんの暗いところが、苦手なのよねえ」

良いところも悪いところも含めてその人。

自分の価値観・好き嫌いで相手をはからな

い、自分の尺度で相手をみない。

どんな人でも、自分の人生の主人公であり、

侵されることのない尊厳があることを忘れ

ない。

受　　容
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２９

相手を理解すること（3つあります）

① 相手の情報（年齢や職業等から）

　　　　→表面的理解になりやすい

② 自分の関心や経験、感情や知識から

　　　　→思い込みや決めつけになりやすい

③ 相手とともに

　 理解していくこと

・相手の感情や、葛藤など内面を理解しようとする。

・相手がどう感じているか、まわりの世界をどう　
　みているか、相手を内面から理解する。

傾　聴

傾聴とは、生きている、

　　　　　　存在している、

　　　　　　　　　感じている、

その人そのものを　聴くことである
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３０

加東市では、地域の高齢者を支援し福祉の向

上のために、相談協力員としてご協力いただ

いています。

地域での活動の見守り・安否確認の中から、

生活や介護等に関して相談を受けたり知り得

た場合、本人や家族の同意を得たうえで、地

域包括支援センターに連絡いただきます。こ

れにより、地域包括支援センターが訪問等に

より必要な支援をいたします。
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 社協は、「住民主体による地域福祉の推進を図ることを目的と
する団体」（社会福祉法第109条）と規定する社会福祉法人です。
各市町村に１ヶ所設置されています。
 社協活動の原則は「住民主体」であり、地域の中にある様々な
生活課題への気づきや共感を促進すると共に、課題解決に向けて
住民主体の取り組みを推進しています。

「加東市ボランティアセンター」
 ボランティアセンターは、地域福祉推進のために“心
とこころ”を結ぶボランティア活動を支援しネットワー
クづくりをすすめています。
内 容：ボランティアの育成、ボランティア活動に関す
    る相談、ボランティア活動の場・設備の提供、
    災害時のボランティア活動拠点整備など
その他：福祉施設でのボランティア活動（歌やレクリエ
    ーションなど）をニーズ調整
    いたしますので
    ご相談ください。
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「移送サービス事業」
 車いすを使用されている方が通院などに行かれる時に、
家族の支援を受けるのが困難な世帯に対し、福祉車両を
貸し出し、運転ボランティアをご紹介いたします。
対 象：加東市在住で身体に障害を負うなどして、自力
    での外出が困難な高齢者並びに障害者など。
    ※車いすなどでの移動が必要な方
利用料：無料
範 囲：原則北播磨管内とする

「福祉車両貸出事業」
 家族などの支援者が、車いすなどを使用されている移
動困難な方を通院等へお出かけされる場合に、
福祉車両を貸し出しいたします。
対 象：加東市在住の者
利用料：無料

「福祉機器貸与事業」
 急に病院から退院することになって、家には介護用ベ
ッドや車いすがないなど、福祉機器が緊急に必要になっ
た方へ貸し出しを行っています。
貸出物品：車椅子、介護用ベッド、ベビーベッド
利 用 料：無料
※ 福祉機器の貸出は、一時的に福祉機器を使用する方を
  主な対象にしています。長期の貸出が必要な方は、介 
 護保険のご利用をお勧めしています。
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「福祉サービス利用援助事業」（権利擁護事業）

対象者：判断能力に不安のある高齢者や知的障害者、精
    神障害者などの方で、利用意思が確認できる方
内 容：社協生活支援員が下記のお手伝いをします
    ● 福祉サービス利用のお手伝い
    ● 生活に必要なお金の管理
    ● 通帳や書類などの管理
利用料：1時間1,000円
    ※生活保護世帯は免除

「給食サービス事業」
 ひとり暮らし高齢者等の見守りが必要な世帯に対し、
ボランティアさんの真心のこもったお弁当をお届けして
います。
※民生委員さんやボランティアさんによる見守り重視の
事業です。
対 象：加東市在住の65歳以上のひとり暮らし高齢者並
    びに高齢者世帯
利用料：300円（生活保護世帯は免除）
配食日：（昼）社 地 域･･･毎週木曜日と第2・4月曜日
    （昼）滝野地域･･･毎週火曜日
    （昼）東条地域･･･毎週木曜日
    （夕）滝野地域･･･第2・4金曜日
    （夕）東条地域･･･毎週月曜日

　介護保険等福祉サービスを利用する手続方法がわからない。
預貯金の出し入れや日常生活に必要な公共料金などの支払いに
ついて相談したい。
　日々の暮らしの中には様々な不安や疑問、判断に迷うことが
あります。このような場合に、福祉サービスの利用手続きや金銭
管理のお手伝いをし、安心して暮らせるようにサポートします。
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地域福祉に関することやボランティア活動に
関することは何でもご相談ください！

〒673-1431 加東市社26 社福祉センター内
社会福祉法人 加東市社会福祉協議会
   TEL 42-2006  FAX 42-9039

滝野支部 加東市下滝野1283-1 はぴねす滝野内
   TEL 48-0800  FAX  40-5188

東条支部 加東市岡本1571-1 とどろき荘内
   TEL 46-0911  FAX 46-0924

「認知症高齢者家族介護教室」
 認知症高齢者の家族に対し、介護者教室や医師による
相談会を開催しています。介護者同士がお互いの経験な
どを話すことで、介護への不安・悩みなどを解消する機
会となっています。
 また、そこに参加する認知症高齢者は趣味活動を通し
てボランティアさんと交流を深め、楽しい一時を過ごさ
れます。
対象者：認知症高齢者及びその家族
利用料：無料（外出事業の時は実費）
開催日：毎月第1火曜日 10:00～12:00
場 所：東条デイサービスセンター
その他：年4回、医師による個別相談会を実施しています。
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３５

○笑いは万病の薬！！

　楽しい話は自然と笑顔が生まれます

○表情や目線、ジェスチャーも豊かに話しましょう

○はっきりと話しましょう。早口は禁物

○高すぎる声の調子は聞こえにくい場合があります

○聞く時は、ちゃんと目を見てうなずきながら

○繰り返しの話にも、何か発見があるはず。

　ちゃんと耳を傾けましょう

高齢者に伝わるジェスチャーとは
○頭・手足など「体の一部をさわ　
　りながら」示しましょう
○「何かをする動作」で示しまし　
　ょう
○誘導する方向を「手や腕の動き」　
　で示しましょう

スキンシップの効果とは
○安心感を与える
○体調や気分、意思がわかる
○信頼関係が築きやすい
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コミュニケーションに回想法を

　回想法は、高齢者の過去の思い出に働きかける
心理療法のひとつで、楽しい時間を過ごすことで
さまざまな効果がみられます。
　脳が活性化したり、高齢者の残存機能（記憶や
感情）を引き出すことで表情が豊かになり情緒が
安定します。情緒が安定することで意欲が高まり、
生活の中での役割を持つことができ、自信がつい
てきます。
　また、高齢者と接する職員や家族への効果にも
注目されています。回想を聞くことにより、その
人らしさが理解できます。楽しかった時代や懐か
しい思い出をゆっくりと聴き、教えていただく時
間をとりましょう。

子どもの頃の遊び　　（たずね方の例）
●大好きだった遊びはなんですか？遊びのルールを教え
てください。お手玉、まりつき、縄跳び。その時歌っ
た歌を教えてください。
●自然の中での遊びー川、山、田んぼ。いつ、どこで、
だれとどんなことして遊びましたか？
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回想を促すテーマ

回想を促すテーマと道具例

わらぞうり 洗濯板とたらい

成長発達段階に関わるもの 成長発達段階に関わらないもの

こどもの頃の遊びの思い出
（お手玉、べったん、竹とんぼ、こま）

小学校の思い出
（小学校の教科書、ランドセル）

青春時代の思い出
（ラブレターなどの手紙、当時の雑誌、ブロマイド）

結婚式の思い出
（結婚式の写真、着物、嫁入り道具の下駄）

仕事の思い出
（そろばん、はた織り機、ミシン）

子育ての思い出
（おんぶ紐）

季節の風物
（季節の草花、蚊帳、火鉢、花見弁当）

季節の行事
（正月、節分、ひな祭り、お盆、祭り）

歌や音楽の思い出
（レコード、歌詞、アコーディオン、ハーモニカ）

懐かしい味、料理の思い出
（ラムネ、芋ご飯、サツマイモのつる、すいとん、かき氷）

昔の作業
（縄なえ、お手玉つくり）

旅の思い出
（写真、古いカメラ）
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３６

ご家族の方へ
●最近、物忘れが多くなっていませんか？
　高齢になると、記憶力・判断力が低下する方や、道に迷ったり、
　自分の家がわからなくなったりする方もいます。
●もしも、行方がわからなくなった時は、親戚・友人・近所等の思
　いあたる所への確認をしてください。また、本人を発見した時に
　は連絡をもらえるようにお願いしましょう。
●それでもわからない時は、すみやかに警察へ連絡をしてください。
　夜間になると探しづらくなりますし、連絡が遅れるに従って捜す
　時間も長くかかります。

一般の方へのお願い
●道に迷って困っているような高齢者や同じ場所で立ち止まってい
　る高齢者を見かけた時は、やさしく言葉をかけてください。
●名前や住所が答えられなかったり、行き先がわからない場合には、
　警察に連絡し、警察が来るまでそばについているか、最寄りの交
　番へ案内してください。
●汗をかいていたり、のどが渇いている場合には、水分を補給して
　あげてください。

加東市では、個人票による事前登録の制度があります。
ご相談は、地域包括支援センター　または
担当の介護支援専門員（ケアマネージャー）へ！！！
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３７

Memo
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発　行

（平成 24年 3 月）

〒673 -1493 加東市社25番地
TEL　0795-43-0440
FAX　0795-42-1735

加東市福祉部高齢介護課
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