公益財団法人 在宅医療助成 勇美記念財団

２０１７年度（前期）指定公募
「市民の集い開催への助成」
完了報告書

テーマ
もの忘れがすすんでも安心して自分の家で暮らしたい
～家での看取りについても考えてみよう～

申 請 者：西田伸一
所 属 機 関：医療法人社団梟杜会 西田医院
提出年月日：平成２９年１０月１１日

日

時：平成２９年９月１０日（日） １０：００～１５：２０

内

容：１０：００ 「わたしの介護体験」
徘徊で苦労されている方、ご家族を家で看取られた方からのお話
１１：００ 少人数に分かれてみんなでお話ししましょう
１３：００ 専門職に質問しよう
１３：４０ 寸劇
１４：００ 講演「認知症についてぜひ知ってほしいこと」
講師 東京慈恵会医科大学教授 繁田雅弘先生

場

所：調布市文化会館たづくり 大会議場

対 象 者：一般の方、医療・介護福祉従事者
参加人数：66 名

【会の趣旨】 地域の認知症の方々のため、自分たちが認知症になった時のために市民として出
来ることを考える機会として、今まで３回の認知症市民セミナーを開催してきました。今回、は
じめて公益財団法人 在宅医療助成 勇美記念財団の助成をいただき、市民セミナーを開催しまし
たのでご報告いたします。

【内容について】
○「わたしの介護体験」徘徊で苦労されている方、ご家族を家で看取られた方からのお話
認知症のご家族を介護された方２名にご登壇頂き、インタビュー形式でお話を伺い、苦労され
たこと、ご自宅で看てよかったこと、参加者へのメッセージ等についてお聞きしました。ご家族
を家で看取るとは、について参加者の皆様と考える大変良い機会となりました。

○少人数に分かれてみんなでお話ししましょう
意見交換会「少人数に分かれてお話ししましょう」では、
「わたしの介護体験」からの内容を受
け、参加者に９人～１１人のグループに分かれてもらい、専門職がファシリテーターとなって自
由に発言してもらいました。話の内容については、ヘルプマーク・介護保険制度・ヤングケアラ
ーの周知をしてほしい、市民セミナーを進化させてほしい、認知症予備軍の方のセミナーやグル
ープ会を開催してほしい、デイサービスをジェンダーで分けたらどうか、ドクターのアドバイス
が聞けてよかった、発達心理学や行動学を学びたい、などが挙がりました。

○寸劇「いつまでも、家族と」
調布認知症支えあう輪の有志で寸劇「いつまでも、家族と」を行いました。認知症は少しずつ
進行していきますが、家族や周りの人の力を借りて楽しく穏やかに毎日を過ごしていただくきっ
かけとなることです。アンケートでは、認知症が風邪みたいによくある病気と皆さんが受け止め
られるようになってほしいというご意見がありました。

○講演「認知症についてぜひ知ってほしいこと」 講師 東京慈恵会医科大学教授 繁田雅弘先生
東京慈恵会医科大学教授である繁田雅弘先生をお招きし、
「認知症についてぜひ知ってほしいこ
と」と題して講演頂きました。認知症疾患の基本と認知症当事者の気持ちを重視した支援につい
て、市民目線でわかりやすい講演でした。質問として、認知症の方は同じことを何回も聞いてく
るが、本人の脳はどうなっているのか、初めは丁寧に返事を返すが、何度も質問を繰り返される
とイライラしてしまう。どうしたらいいでしょうかという質問に対し、繁田先生より、同じ回答
を 30 回する気持ちでいること、丁寧に言うことよりも同じトーンで何回も答える方がお互いのた
めになるというアドバイスをいただきました。

【考察】
認知症のこと、家で看取ること、などについて、日頃介護している方や当事者の方、専門職の方
が集まって話し合う機会を定期的に設け、受け身の勉強会でなく参加者が主体となった市民セミ
ナーを継続して開催し、介護しているご家族の方が住み慣れた地域で安心して暮らせるように活
動をしていきたいと思います。

アンケート
① 性別、職種、年齢、お住まい（市区町村）を教えてください
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⑤「私の介護体験」について参考になりましたか？
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⑨講演「認知症についてぜひ知ってほしいこと」はいかがでしたか
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⑩市民セミナーのご意見・ご感想
・大変参考になりました。
・一日の会でしたので、終日参加される方が少ないように感じました。
・年齢も 86 才で現在は元気でやっているが、今後もこの様なセミナーの機会を設けてほしい。
・色々な形の介護があるということが学べたのでよかったです。
・色々な家族等がいて、大変よく話をさせてもらいました。苦しかった、辛かった、やばかっ
た。もっと話しを聞きたいと思いました。
・自分の地域でこのようなセミナーがあることを有り難いと思った。
・誰にとっても避けられない症状のようなので、状況や当事者の種類に応じた適切なセミナーが
重要と思う。
・ご家族のお話はなかなか聞く機会がないので貴重な時間でした。先生の講演も当事者目線とい
う視点で聞くことで自分と同じという感覚で聞くことができました。
・認知症も個人差があり、色々なタイプがあることを知りました。
・色々な地域・国の政策で「最期まで住み慣れた地域で暮らす」とか、今日の寸劇で「いつまで
も・・・」とありますが、私のようにやむをえず家族と離れ、遠く一人暮らしの親を支え介護
する事もあり得るので、排除しないで遠方の介護も問題として取り上げてほしいです。呼び寄
せ介護や遠距離介護だと、罪悪感を覚えてしまいます。
・お話ししましょうでは積極的に声掛けしてほしかった。
・このような場があってとてもよいと思う。参考になった。
・昼休みが短すぎる。高齢者であれば１時間３０分位必要です。

・私は嫁の立場で介護しているので、寸劇は心にぐっときました。うちは逆で私は本人のやりた
い事を尊重してサポートするようにしていますが、実子達は「言っただろう」「こうしろ」と命
令口調。私は本人にとって都合のいい人なのでお手伝いさん扱いです。仕方がないと思えたり
思えなかったり。その立場の人を寸劇で見ただけでもちょっとほっとしました。ありがとうご
ざいました。認知症が、風邪みたいによくある病気と皆さんが受け止められるようになってほ
しいと思います。
・
「専門職に質問しよう」で中核症状とＰＢＳＤの区別がついていない人の質問が出ていました
が、ＰＢＳＤは個別ケアにより減らす事ができ、どうすればいいのかという勉強会やセミナー
をもっと回数を増やしてほしい。繁田先生のセミナーも大変よかった。
・認知症の患者に対する家族の対応の仕方はどのようにするか（話し方や接し方）
。具体的に教え
てくださる機関を知りたい。
・今回も関心のある方がいてよかったです。
・実際の家族の介護体験や地域でそれを支えている医師、連携についてもわかりやすくとても参
考になりました。ますます増えていくであろう認知症、自分もいつかなるかもしれない認知症
の理解を深めています。実際に何か手助けできるような具体的なセミナーの企画も興味ありま
す。今後もそのような企画をよろしくお願いします。
・姑を看病し、実母を看取って夫を見送って考えてみると通算 20 年の日々でした。さて身軽にな
って自分のことを考えると家族は誰もいないし、一人残った心細さを日々感じている。

⑪今後、「調布認知症支えあう輪」にどのような事を期待されるか教えてください
・介護の体験談に加え、介護者の制度や今後の介護のあり方について意見交換し、まとめ、市や
国に意見書・要望書として提出し「よりよい介護」を計画していく。介護に関わる様々な立場
の人とのワークショップ、意見交換会、それぞれの立場を分かち合いより多くの人がよりよい
介護現場で従事していけるようになることを目指す。
・もっと体験をした方、色々なバージョンがあると思います。第三者より本人の生の声が聞きた
いと思いました。支える側もおかしくなっています。支える側の精神的なサポートを教えてほ
しい。
・ありがとうございます。なにもできないので御礼だけ申し上げます。
・上記に沿って、輪の皆さんがご活躍されるよう期待しています。
・これからもセミナーを開催してください。ありがとうございました。
・認知症について、高齢者の問題について、家族ケアラ―・市役所・包括の方・専門職の方・地
域の皆さんが集まって話し合うのが定期的にあれば良いと思います。一昨年春こちらのセミナ
ーに参加し、この語る場がとても興味深く、他の内容もためになり良かったのでまた来たいと
思います。テーマで看取り・終末期の介護について聞いてみたいです。

公益財団法人 在宅医療助成 勇美記念財団の助成による

第４回ちょうふ認知症市民セミナー
参加無料、申込み不要
午前・午後のみ参加もＯＫ！

もの忘れがすすんでも

安心して自分の家で暮らしたい
～家での看取りについても考えてみよう～
平成２９年９月１０日（日）
たづくり 12 階 大会議場

定員 200 名

午前の部

９：３０

受付開始

１０：００－１１：００「わたしの介護体験」
徘徊で苦労されている方、ご家族を家で看取られた方からのお話

１１：００－１２：３０
少人数に分かれてみんなでお話ししましょう
（昼休み１２：３０～１３：００）

午後の部
１３：００－１３：３０
１３：４０－１４：００
１４：００－１５：２０

専門職に質問しよう
寸劇
講演

「認知症についてぜひ知ってほしいこと」
東京慈恵会医科大学教授

繁田雅弘先生

１０：００～１５：００
お茶飲みスペース（１２０１会議室）
骨の健康チェックなど測定コーナー（１２０２会議室）
※骨の健康チェックなどの機器は各々１台です。混雑状況によってはお断りさせていただくこともありますので、ご了承ください。

＊介護事業所の案内や認知症関連資料の無料配布もあります
休憩時間には大会議場を開放致します、昼食をお持ちになればお召し上がり頂けます。

お問い合わせ

０４２－４８３－１３５０（担当

庄司）

主催：調布認知症支えあう輪
後援：調布介護者支援ネットワーク、調布市、調布市医師会、エーザイ㈱
助成：公益財団法人在宅医療助成勇美記念財団
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第４回ちょうふ認知症市民セミナー アンケート
本日はセミナーにご参加くださいまして誠にありがとうございました。
今後の参考にさせていただきたく、アンケートのご協力をお願いいたします。
①性別、職種、年齢、お住まい(市区町村)を教えてください
・性別
・職種

□男性
□女性
□一般
□専門職 1.介護支援専門員 2.介護職 3.医師 4.歯科医師 5.薬剤師
6.看護師 7.相談員 8.その他（
）
・年齢
□10 代
□20 代
□30 代
□40 代
□50 代
□60 代
□70 代
□80 代
□90 代以上
・お住い □調布市
□狛江市
□三鷹市
□府中市
□世田谷区
□その他（
）
②この催しを何で知りましたか？
□市報
□掲示板
□医療・介護関係者より

□チラシ
□その他（

□インターネット

□家族・知人より
）

③参加された動機を教えてください
□自分が認知症の診断を受けている
□認知症や認知症介護に関心がある
□その他（

□認知症の方の介護をしている
）

④どのプログラムに参加されましたか
□10:00～ わたしの介護体験
□11:00～ 少人数に分かれてみんなでお話ししましょう □13:00～ 専門職に質問しよう
□13:40～ 寸劇
□14:00～ 講演「認知症についてぜひ知ってほしいこと」
⑤「私の介護体験」について 参考になりましたか
□とても参考になった
□あまり参考にならなかった

□まあまあ参考になった
□全く参考にならなかった

⑥「少人数に分かれてみんなでお話ししましょう」では積極的に参加できましたか
□大いに参加できた
□まあまあ参加できた
□あまり参加できなかった
□全くできなかった
⑦「専門職に質問しよう」は参考になりましたか
□とても参考になった
□まあまあ参考になった
□あまり参考にならなかった
□全く参考にならなかった

⑧「寸劇」はいかがでしたか
□とても参考になった
□あまり参考にならなかった

□まあまあ参考になった
□全く参考にならなかった

⑨講演「認知症についてぜひ知ってほしいこと」はいかがでしたか
□とても参考になった
□まあまあ参考になった
□あまり参考にならなかった
□全く参考にならなかった
⑩市民セミナーのご意見・ご感想

⑪今後、
「調布認知症支えあう輪」にどのような事を期待されるか教えてください。

「調布認知症支えあう輪」では、今後も市民セミナーを開催したいと考えております。
市民セミナーのご案内をお送りさせていただきますので、お差支えのない範囲でご連絡先をお
知らせください。
お名前
〒
ご住所

ＴＥＬ

ＦＡＸ

ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ
ご協力ありがとうございました。
出口にアンケート回収箱がありますので、ご投函ください。
どうぞお気をつけてお帰りください。
助成：公益財団法人 在宅医療助成 勇美記念財団

