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認知症と環境
法人本部常務理事・事務局長

村岡

裕

認知症の人の身の回りには、様ざまな環境があります。
まず、
「家族」という環境。
認知症の高齢者とともに暮らすと、家では様ざまなことが起こります。
なかなか他の人には言えないこともあります。最近、ようやく社会が、家族の大変さを
わかるようになってきました。
次に、
「地域社会」という環境。
認知症のことをわかってくれる人が増えてきました。
これまで、認知症の高齢者に直接かかわっていなかった人たちも、家の近くで、バスな
どの交通機関で、認知症の高齢者に出会う機会も増えてきました。最近は、テレビで
も、認知症のことを広報しています。
さらに、
「医療」という環境。
最近は、医療も積極的に認知症治療にかかわり始めています。
この春から、新たな認知症の薬が認可されることになりました。認知症の治癒という、
新たな可能性も今まで以上にはっきり見えるかもしれません。
「道具」という環境。
そんな中、忘れられているのが物理的な環境です。
落とし穴は、私たちの「便利な生活」です。
例えば、
「うちにはおばあちゃんがいるから」と、安全のためと買い換えた電磁調理器。
炎が出ないのになぜ熱くなるのか、理解ができなくて混乱してしまう高齢者もいます。
使い方がわからないため、今までのように、普通にお湯を沸かすことができなくなる…。
生活が便利になると、それについていけない人は、どんどん疎外されていきます。そ
のことが引き金となり、認知症の症状を悪くしてしまうこともあります。
「道具」という環境にも目を向けることが重要です。
身近にいるお年寄りが、生活の仕方、道具の使い方に不自由を感じてはいないでしょうか。
チェックのポイントは、「便利な道具」です。
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依田窪特別養護老人ホーム
私たちがつながれば、
「無縁社会」も変わるはず…
施設長

萱津

公子

先日、新聞に『厚生労働省は、軽い認知症の
患者さんが、病院ではなく地域で生活できるよ

度が始まって10年がたっても、認知症のこと、

うにするため、市区町村や医療機関、ケアマ

介護サービスのこと、隣近所の様子など、地域

ネージャーが連携して、患者さんの退院後の治

の方々が情報不足で知らないことがたくさんあ

療計画をつくり、支援することを決めた。来年

るということです。また、
「人様の世話になるの

度から、一部地域で試験的に行い、実施地域を

はいけない」という、昔ながらの考え方も根強

拡大していく。』という記事が出ていました。

く残っているのも事実です。回覧板を回し、自

認知症について、最近は新聞やテレビなどマ

治会や隣組の活動等のつながりがある地域で

スコミで取り上げられ、今年度は、この広報誌

も、関係が薄れつつあるのでしょうか。

でも特集を組んで話題を提供してきました。

昨年夏に明らかになった高齢者の所在不明問

皆さんは、
「国が、ようやく重い腰を上げてく

題は、衝撃的でしたが、このままでは、地域か

れた。」と感じるでしょうか？

らも家族からも孤立し、存在すら忘れ去られて

2008年度に厚生労働省が実施した調査に

しまう「無縁社会」が、現実のものとなってし

よって、認知症が主な症状で入院している患者

まうのでしょうか。

さんは、全国で7万5千人。そのうち、居住場所
や支援が整えば、退院が可能な患者さんがかな

「Aさん家のおばあちゃん、最近、昼間見か

りいることが判りました。裏返せばこれは、本

けないけど、どうされた？」
「平日は、デイサー

来、入院治療が必要な人が入院できないという

ビスに行っているから留守なのよ。土日はいる

状況も引き起こしているのです。

から、お出かけくださいな。」「それなら良かっ

このようなことが起こっている理由として、

た。近所だから何かあったら、遠慮なく言って

考えられることが3つあります。1つめは、家族

ね。」・・・ある日、ある場所での会話です。

が認知症について十分な情報がないために、戸

こんな日常会話ができたら、誰もが住みやすい

惑い、不安で入院を選んでしまう。次に、地域

街になります。改めて思うのですが、地域の絆を

に網の目のような支援が整っていないから、退

結び直す様々な活動が必要ではないでしょうか。

院できない。3つめに、地域に住んでいる私た
ちも、個人主義を尊重するあまり「隣近所を知
らない」、
「認知症は他人事」とつながりを断ち
切ってしまっている。つまり、これら3つのこ
とが解決されれば、軽い認知症の患者さんは、
入院せずに可能な限り地域で暮らせるのです。
さて、今年度は1年をかけて、行政、地域包
括支援センター、依田窪福祉会武石ブロックの
事業所が連携し、上田市武石地域の公民館12か
所を廻り、認知症についての寸劇を行いなが
ら、地域の方々と話し合ってきました。
この活動を通して判ったことは、介護保険制
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「ヤワラちゃん」こと、柔道の元金メダリストで、現在は参議
院議員である谷亮子さんがともしびを訪れました。実際にお会
いすると、世界一になったとは思えないくらい小さな身体でし
たが、凛とした姿とあふれる笑顔で、待っていた利用者や地域
の柔道クラブの子供達も、その魅力に惹かれるように笑顔にな
りました。ある利用者は「一人ひとりに声を掛けてくれて、こ
んなに嬉しいことはない。」とおっしゃっていました。

谷亮子さん来訪

昨秋の武石地域文化祭に、お花紙で作った「桃太郎」の絵とフ
ラワーアレンジメントの作品を展示しました。特に「桃太郎」の
絵は、色とりどりのお花紙を小さく丸め、紙に貼り付けて絵にし
たものです。この根気のいる作業を、利用者とボランティアの
方々が1年掛けて行いました。さて、次回はどんな作品が出来ま

文化祭に出展

すでしょうか。

12月下旬、さつき会（家族の会）とボランティアの方々が主と
なり、恒例のお餅つきを行いました。昔ながらの杵と臼でお餅をつ
く様子に、利用者からも思わず「よいしょー」の声がかかります。
つきたてのやわらかいお餅には、あんこやくるみ、きな粉をまぶし
て、身体の状況で、お餅を食べていただけない利用者も同じ味付け
のおはぎなどを召し上がり、新年を迎える準備をしました。

お餅つき

今月のフラワーアレンジメントは、「お正月」をテーマに、松
や南天、葉牡丹などを花材にしています。出来上がった作品はと
もしび内に飾られ、お正月をいっそう華やかにしてくれます。
「どうだい、上手くできたでしょう。」利用者の自慢の作品です。

新年に向けて
平成9年の開所以来、毎年のように参加している「ともし
びの里駅伝」ですが、成績はいつも最下位争いという惨澹た
る結果でした。しかし、今年はともしび職員を中心とした混
成チーム「ともしびーズ」として出場し、84チーム中、なん
と22位という信じられないような大記録！毎回、沿道で応
援してくださる利用者の皆さんの期待にやっと応えること
ができました。
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ともしびーズ大躍進！

管理者

認知症であっても

浅田 淳子

ます。職員や利用者の方々とのおしゃべりも弾
み、いつも大きな声で笑っていらっしゃいます。
そして、何より、子供さんたちに感謝を忘れず、

昨年の８月より、宅老所鳥屋を利用されるよ
うになったＢさんは、その頃、自宅では夜間不
穏や被害妄想の症状がみられたので、心療内科

「息子達が良くやってくれるから」とよくおっ
しゃいます。ひとりで暮らすＢさんを、子供さ
んたちが交替で顔を出し、見守っています。ま

の先生に診ていただき、お薬を服用するように

た、
「近所へ、お茶飲みに行ってきた」というこ
とから、ご近所の方々も見守ってくださってい
ることがわかります。

なり、だんだん症状が落ち着いてきました。ヘ
ルパーと配食サービス、デイサービスを使い、
5ヵ月後の今では、ご自分から何かしようとい
う気力を取り戻されたようです。
白菜や野沢菜を漬けたからと宅老所へ持って
きてくださいます。お昼に皆さんにお出しする
と、おいしいと好評で、それがまたＢさんの励

このＢさんのように、少しずつでも周囲の手
助けがあれば、たとえ、認知症であっても住み
慣れた家に、そして地域に暮らすことができる
のです。

みになるようです。また、
「散歩はした方がいい
から、毎日散歩しているの」と話してください

古くからある、日本の「お互いさまの心」を
生かしたいものです。

宅老所

かみほんいりだより

認知症は病気の一つ

管理者

柳澤

洋子

今まで何度かお話しさせて頂いた、依田窪福

た。しかしお腹を壊すでもなく、太るわけでも

祉会の武石ブロックと、地域包括支援セン
ター、行政による寸劇は、 朝食を食べたのに、
食べたという記憶がすっぽり抜けてしまうとい
う認知症の一場面 を演じていますが、まさに
これと同じ場面が、20年ほど前の我が家にもあ

ありませんでした。
今は、新聞でもテレビでも 認知症は病気で
す と訴えてくれています。20年ほど前の、
「あの家のおばあさんはボケたわい。」と陰口
を言われた時代を考えると、理解は進んできて

りました。各地区の方々との意見交換会の場で
も、何人かの方が経験されていたようでした。

いると思いますが、まだまだ当事者の家族は、
悩みが大きいと思われます。どうか他人事では

母の昼食の分と、家族5人分の夕食に間に合
うように炊いたはずのご飯が、仕事から帰って
みると、お釜の中は空っぽ。最初のうちは、誰
か来客があり一緒に食べたと思っていました。

なく、地域の問題として皆で支えていけたら…
と思います。

日曜日のある日、7時に朝食を済ませたのに、
10時には、
「そろそろご飯にしましょう」との
母の言葉に、単なる言葉の間違えと捉え、
「お茶
の時間でしょ」と返事をしていましたが、午後
の3時にも同じことを言われ、 あーこれでお釜
が空っぽになったのだ と、納得がいきまし
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デイサ ービスセンター 長 門
ヘルパーステーションこすもす長門

「Dさん、もう自宅では
無理かも…」
のだと思います。

一人暮らしの認知症高齢者の方は、いつまで

施設長

保科 美里

住み慣れた自宅で生活ができるのかが最大の課

重度の認知症の方を自宅で支えるとは、
「私た

題だと言えます。しかし、一人では何も出来な

ちはヘルパーではないので散らかっていても片

くなってしまうことも、悲しい認知症の症状で

付けません」、「デイサービスの職員だから送迎

す。ご家族がいらっしゃれば（介護が可能な方

以 外 の こ と は 何 も し ま せ ん 」、「 ケ ア マ ネ ー

に限りますが）、自宅での生活が可能ですが、

ジャーだから着替えは手伝いません」、では成

やはり一人暮らしとなるとそうはいかないのが

り立たないということを、Dさんは教えてくだ

現実です。

さったように思います。
ところが、Dさんがある時から突然食事をし

認知症高齢者のDさんは、ご主人を亡くされ
てから自宅でずっと一人で畑仕事をしながら暮

なくなってしまったのです。食べないというか、

らしていました。いつからか認知症になってし

食べ物を食べ物として認識できなくなったと

まい、かなり症状が進んでも一人暮らしを続け

言った方が正しいかもしれません。「ごはん食

ていました。食事や洗濯、身の回りのことは全

べてください」と声をかけても、「ごはん?」と

て誰かに助けてもらわないと生活できない状態

考えてしまい箸をつけようとしないのです。そ

でした。もちろん介護保険のサービスをできる

れまでは食事を用意すれば一人で食べることが

だけ多く利用していましたし、民生委員さん、

できていたのに、長い時間をかけて一緒に食べ

友人・親戚も時々訪ねてくださり、1日の中で

なければ食べられない状態になってしまいまし

誰かがDさんの顔を見るようにしていました。

た。畑や家のことを思い、自宅から離れること

それでも1人で過ごす時間もあり、お料理が好

にものすごく抵抗をされましたし、Dさんに施

きだったDさんが、ガス台に鍋以外の物を乗せ

設の生活ができるか心配でしたが、痩せたDさ

て火を付ける等危険なことも起こるようになり

んに命の危険を感じたため施設での生活をして

ました。物をしまい忘れて家中を探し、家の中

いただくことになりました。

がぐちゃぐちゃになっていることもよくありま

認知症になってもできるだけ自宅で過ごせる

した。ガスは元栓を止めてしまえば良いです

ことは大切です。そのためには多くの専門家や

し、家の中は多少ちらかっていても危険がなけ

地域の方の力が必要です。認知症の方が自宅で

れば良しとしていました。

生活ができなくなるのはいつでしょうかとよく

Dさんが一人で過ごす間に何かが起こっている

聞かれます。お一人お一人の状況が違うので一

ことが多くなり、サービスの担当者もドキドキ

概には言えませんが、やはり命の危険を感じた

しながら自宅に伺うこともありました。また、

ら「その時」なのだと思います。

伺った時に何かが起きていたらその担当者がそ

Dさんは、少しふっくらとして何事もなかっ

の場で解決しなければならないこともありまし

たかのように施設で暮らしています。あんなに

た。Dさんに係わる全ての人が何かしらの生活

施設を嫌がっていたのに、ちょうどそういうタ

のお手伝いをしていたのだということです。たぶ

イミングだったのだと思っています。

んサービスの事業の垣根も越えて支援していた
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施設長

渡邊 善和

「地域で一緒に暮らしていくために」
Ｍさんは、デイサービスではいつも笑顔で、どなた

とについて、他で暮らす娘さんなどが良く思っておら

とでも気さくにお話されたり気を遣われたりと穏やか

ず、反対されてしまうとのことでした。

な方で、デイサービスの雰囲気までも穏やかになり、

Ｍさんは一見すると認知症だと分かりにくく、娘さ

とてもありがたい存在です。お話も相手に合わせて上

んが来た時なども、気を張ってしっかりと対応される

手に相槌を打たれたりするので、一見すると認知症だ

ため、
「こんなにしっかりしているのに何でそんなに

ということが分かりません。デイサービスに来るお年

サービスを使いたがるのか、お嫁さんが楽をしたいだ

寄りからも、
「あんたどこがわりぃだい」と言われる

けなのでは？」と、思われてしまうようです。また、

ことが度々あります。

娘さんにも自分の親が認知症だということを認めたく

そんなＭさんですが、同居されているご家族からは

ないという気持ちもあるようです。Ｍさんのご家族か

「大変困っている」というお話を度々伺います。Ｍさ

らは、介護や夜の不眠もストレスにはなるが、むしろ

んは夜になると活発になり、夜中に衣類などをタンス

Ｍさんの認知症が周囲に理解してもらえないことの方

から出したりしまったりを繰り返されたり、真冬に部

がストレスだという声が聞かれました。

屋の窓を全部開けてしまいそのまま布団の中で震えて

このように、認知症に対する周囲の無理解でご家族

いたりということなどがあるそうです。時には部屋か

の介護負担が大きくなってしまうケースはまだまだあ

ら出て違う部屋のものをどこかにやってしまうことも

ります。結果的に、家族で介護負担を抱え過ぎてしま

あり、探すのに苦労するというお話も伺いました。ご

い、介護者と介護を受ける側の関係が悪い状態になっ

家族は、Ｍさんの夜の様子が気にかかり、中々眠れな

てしまうこともあります。幸いにも、Ｍさんの場合

いことがよくあるともおしゃっていました。デイサー

は、同居する息子さんの理解が得られたことや、ケア

ビスでは、ご家族の介護疲れを心配し、送迎の時など

マネージャーの働きかけもあり、少しずつサービスを

に利用回数を増やすことや、ショートステイの利用を

増やすことができています。

お勧めしましたが、中々利用には結びつきませんでし

今後も、利用者だけでなくご家族など介護者の方へ

た。ある時、理由をお伺いしたところ、デイサービス

の支援にも努めていきたいと思いますので、いつでも

に週に何回も通うことや、泊まりのサービスを使うこ

ご相談ください。

それぞれの好きな物を食べたいと、少人数ずつに
分かれて外食に出かけました。いつもより食欲も話
も弾み、「また、行きたーい」の声も聞かれました。

クリスマス会にハーモニカボランティア「ドリー
ムハーモニー」の皆さんが素敵な演奏をプレンゼン
トしてくれました。クリスマスソングや昔なつかし
い曲で楽しい時間を過ごすことができました。
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デイサ ービスセンター 和 田
ヘルパーステーションこすもす和田

あるご利用者をとおして学んだこと③
デイサービスを利用されていた男性（Ｓ氏）の
お話の最終となります。

施設長

山崎 勝彦

前回のともしびだよりでは、Ｓ氏が徐々に体調
を崩すようになってきた様子をお話しましたが、
頻繁な発熱や食欲の低下が続くなかでも、訪問診
療、訪問看護と密に連絡を取りサポートを受けな

らせていただく日が来てしまいました。

がら、デイサービスでの利用を連日続けていました。
平成22年3月頃からは、体力の低下が顕著にな

「早く元気になってデイに来てください」そう

り食事介助も必要となりました。Ｓ氏の好物を揃

呼びかけると、ストッレチャーから手を挙げ「分

えた特別食をお出ししても、首を振って拒否され

かった」と合図をしてくださいました。それがＳ

る事が多くなっていました。

氏と職員との最後のやり取りになり、3日後にご自
宅で永眠されました。

それまでは食事の時間でも鉛筆を握っていられ

2年半のＳ氏との時間は、職員にとても大事なこ

たのに、大切な鉛筆を持つ気力や体力も失せてし

とをたくさん教えてくれました。

まったようで、ベッドに寝たままで過ごすことが
多くなりました。そして、Ｓ氏は私たちをひっき

人と関わる時には、その人のすべてを「受け入

りなしに呼ぶのですが、具体的な介護の要求では

れる気持」をもつ。感情が不安定になるのには、

なく、側にいて欲しいと望んでいるようでした。

かならず原因がある。それが何であるかを探る。

職員がＳ氏の側に行くと、すがるような眼差しで

（対応者側に原因があることも多い）その人に

その姿に安心したようにうなずくだけでした。

とって「心地よい場所」を提供する。

午前中は入浴介助等でデイルームは慌しいた

「介護」という「現場」で、やり取りのできる

め、事務所にベッドを設置して、できるだけ寂し

人間関係を成立させるために基本なのだと、Ｓ氏

い思いをされないように全職員で対応しました。

との関わりの中で改めて実感させられました。

「オイ、オイ！」Ｓ氏に呼ばれて側に行くと、

また事業所として、ターミナルケアと向き合う

安心したようにベッドに寝たままで何度もうなず

ためには、ご家族や他の事業所の協力が必須であ

き、何か食べたい時には、飲むような手真似をし

ることもわかりました。

て介助を催促します。

①ご本人、ご家族が在宅でのターミナル期の生活
を望んでいるのか？の確認

そして最も驚いたのは、Ｓ氏が自分から手を差
し伸べてきたことです。身体に触られるのが嫌い

②ケアマネージャー、訪問看護、主治医との密な

なＳ氏は、触るなと手を振り払うことはあって

連携

も、そんな事は今までしたことがありませんでし

この事項も、看取りの時間を支えきるためには重

た。けれど、まるで温もりを求めるように職員の

要なポイントだと感じています。

手を握られるようになったのです。しばらく握っ
ていると我に返ったように、握った手を乱暴に振

Ｓ氏との時間は、努力と絶望そして希望の繰り

り払います。それでもまたしばらくすると、｢オ

返しで、職員には今も心残りのような想いもあり

イ、オイ！｣と呼んでは、手を差し伸べてくるのです。

ます。人と人との絆を創りあげることの難しさを

4月に入ると、声も出せなくなり食事の摂取も難

思い知らされた出会いでした。けれど、職員の誰

しく、主治医からは静かに見守るターミナル期に

もが、Ｓ氏の笑顔を鮮明に記憶しています。Ｓ氏

入っている事を告げられました。

との時間の思い出を「満面の笑み」として残せた
ことが、私たち職員の明日へのパワーとなってい

そしてとうとう、呼吸が弱くなり急変も心配さ

ます。

れたため、訪問看護、ケアマネージャー、ご家族
に相談して、いつもより早めの時間に、家まで送
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和田から

グループホーム
「お年寄りの力」

施設長

昨年の12月、グループホーム和田では餅つき

児島

慎二

を行いました。地域の方々にもお手伝い頂き、

でしょうか。しかし、認知症という病気を持って

利用者の皆さんにも大変喜んで頂くことができ

いても、今回の餅つきのようにお餅を丸めて下

ました。

さる方がいれば、杵を持ってお餅をついて下さ

グループホーム和田の餅つきでは、利用者の

る方もいます。認知症の色々な症状にどうして

皆さんにも、つきあがったお餅を丸めたり、あ

も注目してしまいがちですが、
「これならでき

んこをつけて頂いたりといった、お手伝いをお

る」「認知症になっても、まだまだできること

願いしています。今年は、ご自分から杵を手に

が残されている」という部分を、私たちは見つ

し、腰の入らない職員にお手本を見せて下さる

けていかなければいけないと思います。
認知症専門のグループホームとして、私たち

方もいらっしゃいました。皆さん大変お上手

は、利用者の皆さんが、それぞれ持っている

で、私たち職員もびっくりさせられます。
認知症の方は、新しい物事が覚えにくかったり、

「輝ける部分」を見つけ出し、それらを気持ち

色々な事を忘れてしまうという症状や、徘徊、

よく発揮して頂けるようなお手伝いを、これか

誰かが物を盗ると思い込んでしまうといった症

らも心がけていきたいと思います。

状がある方もいらっしゃいます。一般的には、
認知症になったら何もできなくなってしま
う

と考えていらっしゃる方も多いのではない

日記
外食遠足へ行ってきました
上田の「楽食レストラン」に外食に出かけました。和やかな
ひと時を楽しみ、帰りには、上田駅や上田市街、生島足島神社
などをドライブしながら戻ってきました。利用者の方々からは
「久しぶりの外食で美味しかった」と喜んでいただきました。
またこの様な行事を予定しております。お楽しみに！

１年間ありがとうございました
１年間の感謝を込め、忘年会を行いました。昼食は一緒に鍋
を囲み、余興はサンタに扮した職員の出し物、ボランティアの
方々によるフラダンスや三味線などを楽しんでいただきまし
た。お腹を抱えて笑う利用者の方々もいらっしゃり、喜んでい
ただきました。
平成23年も「行って楽しいデイサービス」を目指していき
たいと思っております。
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デイサービスセンター

長 久 保

みんなで支える力

管理者

今井 圭輔

「物忘れ」や「ついうっかり」などは、日常
の中で珍しいことではありません。誰でも経験

『頑張ってね』の励ましにも、
「これ以上、何を

されていることではないでしょうか。

頑張ればいいの」とイラついてしまい、救いに
はならなかったそうです。

しかし、日常の生活を不便で困難にしてしま
うのが「認知症」の症状として現れてくる物忘

この方は、どうにもならない状態に追い詰め

れです。ご本人にとっては、ちゃんと理由や目

られた時、時間を決めてご主人に介護を代わっ

的のある行動であっても、途中でその理由や目

てもらうという選択をされました。そこでよう

的をすっかり忘れてしまうために、時として大

やく

きな混乱を招くことにもなってしまいます。

やっと気持ちの切り換えができて楽になったと

自分のための時間

を持つことができ、

話されていました。

認知症の研修会で、24時間片時も目を離すこ

この講演を聴いて、当事者だけで

とができない、認知症の親の介護を40年間され

認知症の

た方の講演を聴くことがありました。一生懸命

介護

を孤独に、抱え込まないように、社会・

に介護をしてあげようと、努力すればするほ

地域・福祉サービスで、負担を分け合う仕組み

ど、心身共に追い詰められて、うつ状態になっ

を充実させる事の大切さを改めて実感しました。
支える力のひとつとして、私たちが努力する

てしまい、美しい桜を見ても、きれいな青空を

意義を示していただけた思いがしています。

見ても、ただ涙がこぼれるだけで、周囲の人の

武石地域
配食サービス担当

食材をどこで買いますか？

甲田

伸子

元旦の朝、NHKのニュースで長野県の「フー

を買うのか、買えるのか、は重要な問題です。

ドデザートマップ」について報じていました。

食材が手に入らないのにバランスもなにもあっ

「デザート」というのは「砂漠」のことです。

たものではないですね。
365日、昼・夕配達の配食サービスは、少な

つまり、
「生鮮食料品を購入することが難しく

からずお役に立てているでしょうか。

なっている地域（フードデザート＝食の砂漠）

「果物と乳製品がお弁当には足りないな…」

を示した地図」ということになります。このよ

などと、今日も栄養士は気をもんでおります。

うな地図を作成し、遠いところまで買い物に行
けないお年寄りへの支援策に活用しようという
取り組みは、全国の自治体でも初めてだという
ことです。
依田窪地区がこの「フードデザート（食の砂
漠）」に該当しているかはわかりませんが、買
い物がかなり不便なのは確かですね。
栄養士はすぐ安易に「バランスのとれた食事
をしましょう。」などと言うのですが、どこで食料

9

居宅介護支援事業

管理者

柳沢 裕美

「Ａさんとその家族の戸惑い…」
Ａさんは週3回のデイサービスを利用しなが

家族は、認知症対応の病院の受診を考えまし

ら、長男夫婦と暮らしていました。デイサービ

た。受診によりＡさんは、筋肉がこわばった

スへ行く日を忘れたり、同じことを何回も話す

り、歩行障害が起きるパーキンソン症状と、幻

ことはありましたが、長男がデイサービスへ行

視、妄想も出てくるレビー小体型認知症と診断

く日を知らせたり、聞き役になることで、Ａさ

されました。病名がわかれば薬での対応や関わ

んは不安もなく生活していました。ところが、

り方もわかってきます。完治はしなくても家族

家の中でよく転んだり、幻視や見間違いによっ

の戸惑いは和らぎ、Ａさんの笑顔が戻りまし

て起きる妄想が出てきたことで、Ａさんの戸惑

た。認知症の原因疾患はいろいろあります。高

いと訴えが頻繁になりました。ケアマネー

齢者や家族の戸惑いを和らげるためにも、早め

ジャーが訪問した時に、家族も困っていると、

の受診は行いたいですね。

長男の奥さんが話してくれました。

の こ
れは

介護ショップ

商品名

「折りたたみ
シャワーベンチ」

便利！

製品サイズ幅52×奥行50×高さ67〜77（ｃｍ）

移乗や介護に便利な、跳ね上
げひじ掛け式で座面までの
高さは6段階調節できます。
従来販売価格18,900円ですが
今回特別価格11,000円です。
（1台限りです）

このコーナーで毎号
「介護なんでも相談室」
の
お勧め用品を紹介します！

ーステーション
ヘルパ
サービス提供責任者

松崎

住み慣れた家、地域で暮らし続けたいということは、私たちの訪問を待ってくれている利用者の誰で
も思うところだと感じています。自分の存在を確立し凛として生活されている場面に良く出会います。
利用者さんとの話の中で、一生懸命畑仕事をしたこと、朝早くから桑摘みに出掛け蚕に桑をくれたこ
と、飼育していた蚕が病気になってしまい切ない思いをしたことや川から水を汲み上げ風呂を沸かした
こと、隣近所にもらい湯をしたこと、その当時の風景が思い浮かぶように話をしてくださいました。
Ｂさんは今日誰が尋ねて来たのか忘れても、今の季節がいつなのかわからなくても昔の生活はしっか
り覚えています。Ｂさんは住み慣れた地域で暮らすことはその方にとっての財産です。そのような場所
で仕事をさせてもらう私たちは利用者の思いに寄り添いながら必要なお手伝いをさせていただいています。
利用者との関わり方も、職員同士話し合いを行い、住み慣れた家・地域で暮らし続ける事が出来るよ
うに援助して行きたいと思っています。
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君子

平成22年度

報告及び議案

理事会・評議員会報告

（理事会のみ）
○理事長専決事項の報告について
○平成22年度社会福祉法人依田窪福祉会一般会計
第２次補正予算書について
○平成22年度社会福祉法人依田窪福祉会特別会計

平成22年12月17日開催

第1次補正予算書について

ご寄附
ありがとうございました。

氏
宮下

賢様

／

名

長野県連合青果株式会社 様

依田窪福祉会の
第三者委員を
ご紹介します。

事業報告会が行われました
12月1日、長和町町民センターにおいて事業報告会を行いました。

（敬称略）

上半期の概要報告、職員表彰、和田ブロックからの事例発表や、みま
き福祉会からのデンマーク海外研修報告が発表され、質疑応答では活

宮下

賢吾

発に意見が交わされました。

滝沢

光美

※平成22年度上半期実績（法人全体）

児玉

一子

目標利益率2.0％に対し、実績値2.99％

上條

倫子

職員表彰
所属事業所

氏名

賞名

ヘルパーステーションこすもす武石

松崎

君子

笑顔で受け入れてくれたで賞

デイサービスセンター長門

竹内

善二

環境ピカピカ大賞

高齢者生活福祉センター

羽毛田賢次

オールマイティ賞

社会福祉法人
●法人本部

依田窪福祉会 事業別連絡先一覧
☎85-2202

ともしびホットライン：090-4531-8523（苦情受付窓口）
［E-mail］tomosibi@janis.or.jp
［U R L］http://www.janis.or.jp/users/tomosibi/

●介護老人福祉施設 ともしび
●短期入所生活介護事業

●デイサービスセンター 長門
●こすもす長門

●デイサービスセンター 和田
●こすもす和田

☎41-2123
●デイサービスセンター 上本入（宅老所） ☎85-2115
●デイサービスセンター 大門
●居宅介護支援事業

●介護なんでも相談室

☎85-2218

☎85-2047

☎85-0098
●高齢者生活福祉センター
☎88-0077
●配食サービス事業 あやちゃん弁当 ☎85-0052
●こすもす武石

☎68-0226

●グループホーム和田

☎88-0077

●デイサービスセンター 橋場なごみや

☎88-0088

●デイサービスセンター 長久保（宅老所） ☎68-3374

●デイサービスセンター 鳥屋（宅老所） ☎85-0010

＊再生紙を使用しています。
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●一部

100円

