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第 37 回 備北地域認知症疾患医療連携協議会（H31.4.19） 議事録 

 

はじめに： 

今回はまず事務局より、本年度後半から当協議会を「高梁・新見地域 認知症疾患医療連携協議会」

に「衣替え」をすることのお知らせを行った。その後に、「認知症指導者育成研修」として、事例検討会

を行った。 

 

（１）当協議会の組織及び運営の変更について： 

 

当協議会は、平成 24 年 11 月に第 1 回を開催し、以後 2～3 ヶ月に 1 回の頻度で開催を続けてきた。「認

知症疾患医療連携協議会」は、厚生労働省が定める認知症疾患医療センターの運営要綱の中で、地域の

連携体制強化のためにセンターが運営するべきものとして位置づけられている。当協議会も、「いつでも

どこでも、認知症高齢者が、必要なときに、必要なところで、必要な支援を受けられる地域づくりを目

指す」を目的（スローガン）として、開催を継続してきた。その中で、地域の医療、介護、行政関係者

に協力をしていただきながら、「認知症ネットワーク研修」「認知症スキルアップ研修」「認知症指導者育

成研修」と銘打って、各機関の間の連携、地域課題の検討、関係者のスキルアップのための研修などを

行ってきた。計 37 回を積み重ねる中で、地域の認知症対応力の向上に少しは貢献しているのではないか

と考えている。 

ただし、当協議会は参加者を固定せず、関係者に広く参加を呼びかけて行う形式で実施してきた。一

方、前出の認知症疾患医療センターの運営要綱において、認知症疾患医療連携協議会は参加機関を固定

して行う会議のような形が想定されている。そのため、認知症疾患医療センターを監督する立場である

備中県民局及び、備北保健所、高梁市・新見市地域包括支援センター、高梁・新見医師会や介護関係者

と協議し、令和元年度後半より協議会の組織を変更することとした。それに伴い協議会の名称を「備北

地域認知症疾患医療連携協議会」から「高梁・新見地域認知症疾患医療連携協議会」と変更することと

した。新しい形の協議会の内容や形態は、以下のようになる。 

・現在の「備北地域」協議会は、次回 7 月の第 38 回をもって終了とする。今年度後半からは「高

梁・新見地域」協議会として開催する。 

・協議会の中に、「高梁部会」と「新見部会」を作る。それぞれの部会は、当認知症疾患医療セン

ター、備中県民局、備中保健所、各市の地域包括支援センター、各市の医師会及び岡山県介護

支援専門員協会から推薦された者をもって構成する(メンバー固定の会)。 

・協議会の目的はこれまで同様とする。 

・各部会は各地域において年に 1 回をめどに開催する。 

・協議会各部会の下部組織として協議会研修会を設ける。協議会研修会は、これまでの「備北地域」

協議会と同様にオープン参加とし、関係する医療、介護、行政機関の職員に参加を呼びかける。 

・協議会研修会は、各地域において年 2 回ずつをめどに開催する。 

また、新しい協議会事務局は、これまで通り当認知症疾患医療センターが担うが、協議会や研修会の

企画や運営に関しては、各市の地域包括支援センター及び岡山県介護支援専門員協会に協力をいただく

こととした。医療の立場からだけでなく、介護や行政の立場からの意見を併せ、より地域に貢献できる

組織や取り組みとしていくことを目指している。「いつでもどこでも、認知症高齢者が、必要なときに、

必要なところで、必要な支援を受けられる地域づくりを目指す」という当協議会のスローガンは、新し
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い組織の形となっても変わらない。 

なお、前回の第 36 回協議会にて、参加者に「協議会のあり方」についてのアンケート調査をお願いし

た。設問の中に「協議会で取り上げたいテーマ」を問うたものがあったが、その結果は以下のとおりで

ある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

その他にも、当協議会に対する意見等の設問に対し、多くのご意見やアドバイスを頂いた。回答して

いただいた方々に感謝を申し上げると共に、これからの新しい協議会の運営や企画に生かしていきたい。 

 

（２）認知症指導者育成研修 

 

このところの当協議会は、事務局が提示した事例を検討する中で、アセスメント（評価）の重要性を

確認し、それを行うスキルを向上することや、的を射ていない支援に気付き修正出来るようになること

を目的として、認知症指導者育成研修を継続してきた。その中では、十分なアセスメントを行うために

は、認知症本人とそれを取り巻く家族の心情の理解が欠かせないということが明らかとなっていた。ま

た、心情の理解のためには、現在抱いている様々な考えや思いを聞いたり推測したりするだけでなく、

それぞれの個人や家族の歴史や家族間のこれまでの人間関係にも思いを馳せることが大切であるという

ことも指摘された。そこで今回の認知症指導者育成研修においては、「ケアの出発点について考える～本

人・家族の心情に焦点を当てて～」と題し、当事者の心情に焦点を当てたアセスメントの演習を、以下

のような方法で行った。 

まず、生活歴や家族との関係をやや詳細に記した模擬事例の提示を文章で行った。それを受けて＜グ

ループ討議 1＞の中で、主な当事者である本人と家族の計 4 人に対して、アセスメントのために必要な質

問を 5 つずつ選んでもらった。次に、各グループからの質問に対して、当事者役に扮した事務局職員が

答えていった。各当事者それぞれの生活歴や家族との関係、本人が認知症を発症してからの気持ちなど

は、予め事務局にて詳細に設定し、それを元に質問に対する答えが行われた。それらの答えを受けて、

＜グループ討議 2＞において、当事者それぞれの心情を踏まえた上で、問題とされた本人の行動のアセス

メントを検討し、発表してもらった。なお模擬事例は、実際のいくつかの症例を参考にはしたものの、
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大幅に修正した架空の事例を用いた。 

 

＜模擬事例の提示＞ 

妻と共に暮す認知症高齢者。おしゃれで家族思いな人であり、家族と良好な関係を築きながら人生

を送り、子供二人が独立した後は悠々自適の生活を送っていた。しかし、後期高齢者となった後に

認知症を発症。認知症としての通院と介護保険サービスの利用が始まった。ところが、次第に妻や

デイサービス職員のケアを嫌がり怒るようになった。また近くの息子の家に毎日出かけて、早くに

亡くした息子の仏壇にお参りすることが日課となっていたが、途中で道に迷うなどしたため、周囲

から問題視され引き止められるようになった。ある日、急な頭痛を本人が訴え、そのことを巡るや

り取りの中で本人が興奮し、妻は一時家を出ざるを得なくなった。困り果てた家族（妻、娘、息子

の妻）が、本人を連れて相談にやってきた。（事例の詳細は割愛） 

 

＜グループ討議１＞ 及び当事者の答え 

「この状況をアセスメントするために、各当事者に対して必要な質問を５つずつ考えてください」 

 

●本人に対しての質問と返答● 

・今、困っていること、不安なことは？ 

妻や娘から心配されることが増えて、なんとなく毎日が不安な感じがある。身に覚えがないのに、

こんな話をしていたと言われたり、知らない人のことを家族だと紹介されることもあり、家族が全

員で自分を騙そうとしている、馬鹿にしていると思うことも多い。妻も娘も自分の味方でなくなり、

邪魔者扱いをされているようで…居場所がなくなり孤独な苦しさに押しつぶされそうになる。 

・楽しかったことは何ですか？ 

家族と過ごす時間はかけがえのないものだと思っていた。盆や正月などに息子や娘の家族が一堂に

集まることが嬉しく、子や孫の成長を見守るのが楽しみだった。 

・デイサービスを利用してどうですか？楽しいですか？ 

特に、行きたいと思ったことはないが、職員らしき人たちに「居てくれないと困る」「次も来て」

と言われ、妻からも行くように言われたので、仕方なく行っている。職員からはあれをしろ、これ

をしろと言われる。風呂に入ると、着替えや身繕いまで手を出され、自分の思うようにはさせてく

れず、情けないやら恥ずかしいやら嫌な気分になる。時に気持ちを抑えられず、気持ちをぶつける

しかない時もあった。妻にはそのことで責められ、自分の気持ちを理解してもらえないのだと悲し

かった。 

カラオケは好きだが、あそこでは周りの人があまり聴いてくれず反応もないので、家で歌っている

方がましだと感じる。 

・仏壇参りはどういう思いでしていますか。長男さんに対してはどう感じていますか？ 

息子とは何でも腹を割って話し合える関係だった。生前、「尊敬しているよ」と言ってくれたこと

がうれしく、宝物のように思っていた。そんな息子が亡くなり、本当に悲しく、辛く、苦しかった。

仏壇参りは、残された嫁の様子が心配だった為もあるが、息子に会いたくて行っていた。他の家族

に言えないような不安、辛さを息子になら語り掛ける事ができていた。家族に自分の気持ちを理解

してもらえず、すがる相手が息子しかおらず、やりきれない自分の気持ちを話しに行っていた。 

・物忘れを自覚し始めた頃の気持ちは？ 
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物を忘れることが増え、思い出すことに時間がかかるようになり、自分も歳を取ったなぁと感じて

いた。妻や娘から心配されていると感じていて、何となく不安で居心地が悪かった。また、友人と

の約束を忘れることがあり、本当に申し訳なくて落ち込んだ。 

・認知症と診断されてどう思いましたか？ 

病院は嫌いだが、妻が心配するので仕方なく受診した。「アルツハイマー」と言われ、「病気は進行

していき、治療しても元通りには治らない」と聞き、どうやって生きていけばいいのか頭が真っ白

になった。介護保険を案内されたが、年寄り扱いされるようで嫌だったし、自分としては自由にし

たかった。 

・奥さんはあなたにとってどんな存在ですか？ 

自分の事を支えてくれる、一番自分のことを理解してくれている人だった。子どもが生まれてから

は夫婦で協力し合って子育てを頑張ってきた。子どもが独立してからは、お互いが趣味を楽しみな

がらも、結婚当初の様に 2 人の時間を楽しんでいた。そんな妻だったのに、アルツハイマーと言わ

れてからは、仏壇参りを止めるように言い、行きたくもないところへ行けと厄介払いの様に言うよ

うになり、無理やり風呂へ入れたり着替えさせるので怒ると、そのことを責めるようになり、以前

とは別の人になった気がする。頭が痛くなった時は、病院嫌いを知っているはずなのに「病院へ行

くか？」と聞いてきたり、自分の苦しみを受けとめもせずに、そのまま横になれと言われたりして、

許せなかった。もう自分の知っている妻は何処かへ行ってしまった気がする。 

・病院が嫌いな理由はどうしてですか？ 

特に理由はないが、若い頃からどんな病院でも、一体何をされるのかと何となく怖くて行きたくな

かった。 

・若い頃の生活や仕事、趣味などは何でしたか？ 

地元の高校を卒業した後は、長男であるため家を守らないといけないという責任感もあり、そのま

ま地元に就職して家計を助けていた。色々仕事をした後に、運転手として 30 歳頃から 65 歳まで働

いていた。趣味はパチンコやカラオケだった。カラオケは地域の大会で賞を貰ったことがあるのが

自慢だった。 

・自分の性格は？ 

あまり社交的ではないが、それなりに人付き合いは出来ていたと思う。妻からは、神経質なところ

があるとよく言われていたが、優しく包容力があるところが好きだとも言ってくれていた。 

・認知症と診断されたことで家族関係に変化はありましたか？ 

みんな変わってしまった。変わらないのは息子だけ。みんな自分のことを邪魔者扱いしているよう

に感じる。誰も自分の苦しみを理解してくれず、あれをするな、これをしろ、ここへ行けとしか言

わない。今は息子しか自分の気持ちを聞いてくれないし、息子にしか自分の気持ちを話せない。 

 

●妻に対しての質問と返答● 

・今、困っていること、不安なことは何ですか？ 

きちんと夫の世話をしないといけないと思うが、それが出来ていないことに負い目を感じる。でも、

自分の頑張りが夫に分かってもらえない虚しさや、恨めしい気持ちで一杯。デイサービスや娘、嫁

に頼らざるをえない状況がとても苦しい。最近では、何か言えば本人が怒鳴るのではないかと不安

はぬぐえず、どれだけ言っても忘れられることが悲しく、話をするのも苦しい。頭の痛みを訴えた

日に、夫が急に激しく怒りだした時には、人が変わってしまった夫に恐怖を覚え、この先の事が考
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えられなくなった。今まで何とかつないでいた心の糸が切れてしまった感じ。 

・奥さん自身の体調は大丈夫ですか？支えてくれる人はいますか？自分の時間はありますか？ 

デイサービスの職員さんや娘、嫁など助けてくれる人はいるが、自分が全部しないといけないと感

じていまい、上手く頼れていないと思う。デイサービスへ行っている間も、問題なく過ごせている

だろうかと気になってしまうし、一緒にいると怒らないかと常に気を使うので、心休まる時間がな

い。 

・夫が認知症と診断された時にどのように感じましたか？ 

受診する前は、夫が認知症になってしまったのではないかと絶望するような気持だったが、診断後

は何故か少しホッとした感じもあった。でもやはり、事故や行方不明など大変なことが我が家でも

起こるのではないかととても不安になり、もう以前の夫には戻ってくれないのだと思うと悲しくな

った。 

・どのような夫婦関係でした？夫は元々怒りっぽい人でしたか？ 

今のように急に怒るような人ではなく、優しい、穏やかな人だった。神経質なところはあったが、

優しく包容力のある姿が大好きだった。結婚当初は、2 人で毎週のようにドライブしていたし、出

産後は、夫は仕事、自分は家庭を支えるという形で協力してきた。時に喧嘩もあったが、先に夫が

謝ってくれていた。言葉数の少ない夫だったが、時に優しく子どもたちを気遣う姿がとても印象に

残っている。家族団欒の時間をお互い大切にしていて、幸せな時間だった。子どもたちが独立して

からは、子や孫の成長を夫婦で喜び合いながら、自分たちに手伝えることなどを話し合ったりして

いた。 

・仏壇参りを続けさせてあげる事は難しかったのでしょうか？ 

出来ることなら続けさせてあげたい気持ちはある。しかし、近隣の人から心配の電話がかかってく

ることも多く、嫁からも「行方不明になったら困るから、毎日来させない方がいい」と言われると、

自分が責められているような気持になった。事故や行方不明になる前に何とかしなくちゃという思

いだった。 

・一緒に仏壇参りに行ったり、日中を過ごすことはできますか？ 

何度か一緒についていったことがあるが、「一人で大丈夫じゃ！」と嫌がるので…あまり無理強い

をすると怒るので。日中は家庭菜園を一緒にして過ごしたりもしていたが、最近では事あるごとに

怒られるのではないかと不安になり、腫れものに触るようにしか接することができなくなってしま

った。 

・デイサービスでの様子はどのような感じなのでしょうか？ 

初めのうちは、カラオケなどに参加できたと聞いていた。しかし、徐々にカラオケや活動に参加し

なくなり、お手伝いをしようとすると怒るようになってきたと聞いている。本当に申し訳なくて、

つい夫を責めてしまったりもした。 

・認知症の診断前後で家族関係に変化はありましたか？ 

 あんなに仲の良かった家族がバラバラになってしまったような感覚。娘も嫁も心配して良くして

くれるが、夫の事は自分が頑張ってどうにかしないといけないという思いから上手く頼れないし、

何をどう頼ればいいのかもわからない。 

 

●娘に対しての質問と返答● 

・どんなお父さんでしたか？ 
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とても優しいお父さん。進学や結婚などは母親に相談する事が多かったが、父はあまり口には出さ

ないものの見守ってくれていた。食事も家族そろって食べていたし、良い家族だった。 

・お父さんに関わっていてどう感じましたか？ 

母がしんどいだろうと思い、実家に行って話を聞くようにしていたが、父に他人の様に挨拶をされ

た時などはとても辛かった。どうしたら良いのかわからず、父は病気のせいでこうなってしまった

のだと思っていても怒ってしまう。自分が嫌になる。 

・認知症と診断されてどう感じましたか？どのような病気だと思っていますか？ 

友人の母親が認知症と話を聞いていたので、大変そうと思っていた。とにかく怖い病気というイメ

ージだった。 

・義妹との関係は？認知症と診断されてからも協力し合っていましたか？母親や義妹さん以外に相談で

きる相手はいましたか？ 

義妹との関係は良かった。認知症と診断されてからも協力しあっていた。夫は話は聞いてくれるが

仕事が忙しく、実際に何かをしてくれることはなかった。子ども（孫）は「おじいちゃんが怖い」

と言い、距離を置くようになっていた。他に相談できる相手はいなかった。 

・認知症の診断前後で家族関係に変化はありましたか？ 

以前は、皆で一緒に集まってにぎやかにご飯を食べるなど、家族団欒を絵にかいたような家族関係

だった。認知症と診断されてからは、母を守らないといけないという思いが強く、そのことばかり

を考えてきたような気がする。頼って欲しいけど、あまり助けを求めない人なので、とても母の様

子が心配だった。義妹とは、たまに話をするなど協力をしあっていたが、以前に比べるとなんとな

く距離が出来てしまったような感じがする。 

 

●息子の妻に対しての質問と返答● 

・仏壇参りは、誰かが同行するなど安全が確保されれば続けても大丈夫ですか？ 

安全が確保された状態であれば来てもらっても大丈夫。ただ…最近のお義父さんは声をかけても返

事が無かったり、仏壇に向かってもお義母さんに対する怒りを話している事が多くて…正直、お義

父さんが家に来ることを考える憂鬱だったりもしている… 

・息子の妻として何か支援できることはありますか？ 

私も仕事があったり、自分の母の世話もあるので多くは難しいと思う。週に何回か、お義父さんを

家まで送り迎えしたりとかなら出来そうだが…。ただ、認知症が“忘れる病気”ということくらいし

か知らないので、何をしてあげるのが良いのかがよくわからない。 

・仏壇参りに来ている時はどの様な様子でしたか？ 

夫が亡くなってすぐの頃は、日々の出来事を報告してくれていて夫も寂しくないだろうなぁと思っ

ていたし、私も一人の時間が多くなっていたので助かっていた。しかし、最近は変わってしまった。 

・お義父さんにどのようになって欲しいですか？ 

認知症の事はよくわからないが、以前のような家族思いの優しいお義父さんに戻ってくれればとは

思う。仏壇参りも、以前の様に出来るのであれば続けて欲しいが… 

・お義父さんとの関係はどうでしたか？ 

結婚当初は同居をしていて、自分の事をいろいろと気遣ってくれる優しい人だった。夫や子どもた

ちの事も大切に思ってくれる家族思いな人で、私が実父を早くに亡くしていたので、お義父さんの

存在が実父と重なっていたようにも感じている。夫が亡くなった時も、自身も辛いはずなのに私や
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孫の事を気遣ってくれる人だった。しかし、認知症と診断されてからは、徐々にお義父さんの来る

時間が憂鬱になり、うっとうしく感じるようになっていた。 

・認知症の診断前後で家族関係に変化はありましたか？ 

以前はお義母さん、お義姉さんとも良い関係だったと思う。今も関係が悪いわけではないが、なん

となくギクシャクしている気はする。お義父さんが認知症になり、日に日に疲れていくお義母さん

の姿を見て、お義姉さんと何かできないか話し合ったりして、協力もしていた。ただ最近は、何か

してあげたいという気持ちはあるが、何をしてあげれば良いのか分からず、どんな言葉をかけてい

いのか分からないという状態で、家を訪ねていく気持ちになれない。 

 

＜グループ討議２＞ 

「本人の BPSD が強くなり、家族が困っているこの状況を、本人と家族の心情に焦点を当てながら、

下記のポイントを踏まえてＡ～Ｃについてアセスメントを行なって下さい。」 

 

ポイント 

 ①本人は、自分の状態や家族に対してどのような気持ちを抱いているのでしょうか。 

 ②家族は、本人や他の家族に対してどのような気持ちを抱いているのでしょうか。 

 

アセスメント項目 

 A. 本人が妻やデイサービス職員の介護に対して怒るようになったのは何故でしょうか。 

 B. 家族が引き止めるのに本人は何故仏壇参りに行こうとするのでしょうか。 

 C. 頭痛が起こったときに何故本人は興奮したのでしょうか。 

 

●ポイント① 本人の気持ち● 

・もともと家族思いで、家族と過ごす時間を大切に思っていた。 

・物忘れが増え、認知症と言われたことで、不安や情けない思いを感じていた。 

・最近は、身に覚えのないことを色々言われたり、自分のいないところでヒソヒソ話をされたりし

て、家族の自分を見る目が変わり、邪魔者扱いをされているようにも感じていた。妻についても、

自分のことを一番理解してくれていたはずなのに、今は無理にあれこれさせたり、逆に息子の家

には行くなと言ったりして、別人になってしまったと感じるようになった。 

・家族の態度が変わっていく中で、変わっていないのは元々仲の良かった息子だけと感じるように

なった。息子の仏壇の前で、やりきれない自分の思いを語っていた。 

 

●ポイント② 家族の気持ち● 

・元々は家族思いの優しい人であった本人が、最近は機嫌が悪くすぐに怒ったりすることが増えて

いた。認知症と診断されたが、どのような病気か詳しくは知らず、本人の変化にどう接すれば良

いのかわからない不安な感じを抱いていた。 

・妻は、他の家族やデイサービス職員、近所の人に迷惑をかけないよう、自分が頑張って何とか本

人の世話をしないといけないという気持ちが強かった。絶えず本人のことを気にしながら時間を

過ごし、本人から怒られることも増え、気の休まる時がなくなっていた。 

・娘には、母を心配し、助けになろうという気持ちが強かった。その結果つい、本人に強く接した
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り、義理の妹に少しわだかまりを持つようになっていった。 

・息子の妻も、本人の変化に戸惑っていた。有難いと思っていた本人の仏壇参りも、次第に負担に

感じるようになっていた。 

・本人の認知症化に伴い、仲の良かった家族の間にも遠慮やすれ違いが生じるようになっていた。 

 

●項目Ａ：本人が妻やデイサービス職員の介護に対して怒るようになったのは何故か● 

 

・突然、家を追い出されるような形でデイサービスへ行くようになり、自分がしたいこともさせて

もらえず、自分でできることさえも他人や妻から口や手を出され、常日頃からイライラしていた

のではないか。 

・仏壇参りなど自分のやりたいと思っていることを止められるのに、着替えやトイレの介助などし

て欲しくないことを無理やりさせられるためではないか。 

・物忘れなど認知症として扱われることで、プライドが傷ついてしまうのではないか。 

 

●項目Ｂ：家族が引き止めるのに本人が仏壇参りに行こうとするのは何故か● 

 

・どうして引きとめられるのか理由がわからないと考えられる。 

・息子の妻や孫が心配で、様子を見たかったという思いがあったのではないか。 

・息子とは良い関係のまま別れており、本人にとっては良いイメージであり続けた唯一の存在であ

った。 

・自分が話すことにも反論されることなく、本音を吐き出せるホッと安心できる心の拠り所であり、

逃げ場でもあった。唯一、ありのままの自分、父親としての自分で居られる時間であり、今の自

分にとっての大切な居場所である為、止められても行こうとしたのではないか。 

 

●項目Ｃ：頭痛が起こったときに本人が興奮したのは何故か●  

 

・日頃の居心地の悪さや苛立ちなど、色々な部分の積み重ねがこういう形で出てしまった。「どうし

てくれるんだ！」との言葉の裏には、もっと心配してほしい、自分の病院嫌いは知っているはず

なのに…妻はそんな風に言わないなどの思いがあるのではないか。 

・認知症という病気の不安がある中、大好きだった家族の態度が変わってしまい、厄介払いのよう

にデイサービスへ連れていかれ、自分の味方は居なくなり、居場所が無くなってしまったという

思いが蓄積していた状況で、心配されずにおざなりの対応をされたと感じたことで爆発してしま

ったのではないか。 

・以前の妻なら自分の事を心配して優しい言葉や対応をしてくれていたはずとの思いがあり、今回

もそういう言葉や対応を求めていたのではないか。 

 

まとめ： 

今回の協議会は、アセスメントを行う中で、本人や家族の心情の部分を主に取り上げたものであった。

問題を抱えて我々支援者の前に現れる本人や家族は、今現在起こっている出来事への対処で精一杯であ

ることが多い。それに対する我々自身もつい、現在の「問題」に対する手当に終始してしまうことは、
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ありがちなことであると思われる。そこから一歩進むためには、「問題」ではなく「状況」に対するアセ

スメントを意識しながら、本人の認知症の程度や家族・周囲の状況の確認を行っていくことになる。し

かしそこで、本人や家族の心情にまで踏み込んでアセスメントを行うのは難しいことが多い。心情の評

価にはまず、ある程度の時間的余裕と、本人や家族との信頼関係の構築が必要となることが多いためで

ある。しかしまず、何より支援者自身が「アセスメントのためには心情の理解が不可欠である」という

認識を持ち続けることが必要となる。更には、心情の理解のためには「適切な問い」を行わなければな

らない。この度の協議会は、「適切な問い」とはどのようなものか、また、そこから得られる本人や家族

の答えを元にどのようにアセスメントを行っていくかを、考えていくものであった。 

そのために今回は、事例を文章で提示するだけでなく、事務局職員が当事者役に扮し、グループ討議

の中で選んだ質問に対して答えていくという形をとった。そのために、各当事者についての生活史や家

族に対する思いの変遷などを詳細に設定した。当初の予想では、質問内容が不十分なために必要な情報

についての答えが得られず、それを元にしたアセスメントが事務局が想定したものとは異なるという結

果もありうると考えていた。しかし、グループ討議で選ばれた質問には隙きがなく、想定した各当事者

の心情をほぼ明らかにすることができた。心情がかなり明らかになると、そこからアセスメントを導き

出すのは平易であり、参加者全員が共有するのは容易であることが、グループ討議の中では明らかとな

った。 

ただし、今回のような設定において当事者の心情を引き出す事ができるということは、現実のケース

においてはかなり稀なことである。実際は、プライベートな心情を支援者や他の家族に知られることへ

の抵抗感が強かったり、自分の感情が整理できず言葉に表せなかったりすることが普通である。また認

知症患者自身がこれほどまでに自分の心情を語れることは珍しく、多くは現在の言動やこれまでの経緯、

家族の言葉などから推測していかねばならない。それでも多くの困難さの中から得られた心情に関する

情報は、現在の状況をできるだけ正確に、また多面的に理解をしていく上で貴重なものであり、支援を

考えていく上で欠かせないものである。そのことの重要性が改めて認識され、日々の業務の質を向上さ

せることに資すれば、今回の協議会の意味があったということになろう。 

次回の第 38 回協議会では、今回の事例において得られたアセスメントを元に、的を射た支援とは何か

を考えていく予定である。 


