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北医師会シンポジウム
地域完結型医療を支える各職種の役割
平成26年11月22日
（土）
宝ヶ池グランドプリンスホテル
にて京都北医師会主催で
「地域完結型医療を支える各職
種の役割〜地域包括ケアシステムの現状と未来〜」
と題し
て３時間にわたる研修会が行われました。
参加者は医師、歯科医師、薬剤師、看護師、歯科衛生
士、
栄養士、
理学療法士、
作業療法士、
言語聴覚士、
介護
支援専門員、
介護福祉士等多職種が参加され、
会場は一
杯になりました。

今回のシンポジウムの目的は、
今後ますます高齢化が進
み本格的な多死社会を迎える中、
どのように地域医療を進
めていけばよいのかを医療関係者を中心に多職種で多面
的に検討することにありました。
高齢者は遠くの病院に行く
のは困難です。歩いて行ける範囲で外来・在宅医療を提
供する必要があり、
そのことを医師会は
『地域完結型医
療』
と呼んでいます。
日常の医療は
『地域完結型医療』
で支え、
高度救急、
専
門的治療などが必要な時に、
地域外の専門医療機関を受
診するというイメージです。
『地域完結型医療』
を実現する
ためには、
多職種連携による地域包括ケアシステムをすす
めることが必要であると言うことから、
今回のシンポジウム
を企画しました。
研修の一部では基調講演として京都府健康福祉部高
齢者支援課 副課長 大倉和子さんが
「これからの地域包
括ケアシステムの目指すところ」
と題して講演されました。
二部では
『地域完結型医療を考える』
として北区を拠点と
して活動されている各機関が意見を述べ、
それを基に意
見交換を行いました。
主な発表内容は以下の通りです。
北医師会 小仲 良平医師 「開業医として2025年を見
通した、新たな医療・介護構想策定が必要。開業医一人
体制では重症者はもてない
（と思っている）
ので、
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にこだわり、
ライトな訪問診療を行いたい。
」
歯科医師会 岸本 知弘医師 「生きていくうえで口腔
機能の維持は大切。積極的に歯科医師会として、在宅診
療を行っている。
タブレットを活用することで、
本人や家族
に口の健康を
『見える化』
して指導や治療をしている」
訪問看護ステーション 上野 久仁子さん 「訪問看
護は医療と介護を繋ぐ要。
上手に看護師を使ってもらう事
で在宅療養を豊かにすることが出来る」
調剤薬局 西村 雅子さん 「薬剤師は在宅で薬の
管理や指導を通して、
その人らしい生活が無理なく出来る
ような助言をしている。
薬の番人として薬剤師を上手に使
ってほしい」
ケアマネジャー 近藤 和美さん 「在宅での看取り
などを進めていくためには、
ケアマネジャーが病気の理解
をしたうえでその人の望む在宅生活を描く事が必要であ
るが、
疾患の理解が弱いと思っている。
地域ケア会議や担
当者会議などで医療関係者と顔の見える関係をつくると
共に、
ケアプラン作成に必要な医学知識を持つための研
修も必要」
地域包括支援センター 小畑 智子さん 「地域から
寄せられる相談は、
一人暮らしの認知症の方や急性期病
院から退院されてくる重度者の相談が右肩上がりに増え
てきている。
『その人らしく』
をささえるためには
『医療の下
支え』
『介護の豊かさ』
『地域の見守り』
『救急時の入院体
制』
などの整備と各機関の連携が不可欠。
」
北福祉事務所 平井 潔子さん 「介護保険・福祉施
策だけでは解決できない世帯が増えてきている。
自分でＳ
ＯＳを出せず、地域から孤立している人を救う取り組みも
必要。
次年度地域ケア会議では、
医師会の先生方にも参
加頂き、
具体的な指針を出せる会議にしていきたい」
基幹型病院 能見 伸八郎医師 「基幹型病院の役割
は急性期専門医療の提供と共に、
地域の在宅療養・医療
を支える役割もある。
『総合診療部門』
『訪問看護や訪問リ
ハビリ部門』
『地域ケア病棟やレスパイト入院』
など在宅も
支える医療展開も検討していきたい」
シンポジストの発
表やフロアーとの意
見交換では、各圏域
の医療や介護等各
サービスでの課題は
何で、
どの様にささえ
る事で在宅生活を継
続していけるのか、
地
フロアーからの発言の様子
※次ページへつづく
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域包括ケアシステムの中でどんな役割を果たすべきか等
について喧々諤々と討議されました。
３時間という長丁場
であったにも関わらずあっという間に時間は過ぎて行きま
した。
今回のシンポジウムは北区の医療・介護の連携を見
据え、
まずお互いの顔のみえる関係を作る第一歩になった
ように思えます。
同時に、
今後も各機関が実践を積み重ね
ると共に、課題を解決するためには各機関の連携が必要
である事を実感する場となりました。
今後生活圏域内で地域包括支援センターが主催する
地域ケア会議の中で医師会としても積極的に参加し発言
していきたいと思います。
京都北医師会 理事 渡辺康介

ここにこの人あり

地域の世話役さん登場

包括支援センターの専門職が地域の方にインタビューしています。

「子どもから高齢者まで見守って20年。
今までも、そしてこれからも・・・」
紫竹学区 民生児童委員協議会会長

安田 勲二さん
聞き手 苅谷 利幸
平成7年12月から民生委員をされ今年で20年。平成

22年12月からは紫竹学区民生児童委員会長の重責を
担って来られている安田勲二さん。
紫竹学区で生まれ育

ち、
年を重ね75年間この地で生活をされている安田さん

に紫竹学区の事、
委員のお仕事の事などについてお聞き

しました。

紫竹学区の地域の特徴は
『平和だと

思う』事です。紫竹学区に住む人は良い

人が多く、
住民がそれぞれの行動をわき

まえているからこそ、
大きな問題は起こら
ず、
平和に暮らせていると思います。

施し、
高齢者が集える場になるように工夫した取り組みを

しています。
また子育て支援事業として
「子育ておしゃべり
クラブバンブー」
を、
6月・10月・2月に、
それぞれ紫竹学区

社会福祉協議会や老人福祉員や紫竹児童館などの協力

を得てしています。
紫竹学区社会福祉協議会が中心にな

り平成26年9月から毎月第3水

曜日に定期運営している
「ふらっ

とカフェ紫竹」
にも協力していま
す。
赤ちゃんからお年寄りまで毎

回100名余り集う企画となって

いるのは、
皆が長年地道にこの地域で活動を続けて来た
からだと思っています。

会長任期は、
このままでいけば民生委員の任期が平成

２８年１１月までですので同時に終了予定です。
これから
の学区民生委員に伝えたいことは、
まず自分の仕事を大

事にする事。
その上で各地域の事情に応じた民生委員の

任務を担い、
自分だけで出来ないことは、
皆で助け合いチ

ームワークを尊重する事。委員だけで解決策を考えるの

ではなく、
地域包括支援センター等の機関や各種団体の
協力を得て、
問題を解決して欲しいという事です。

聞き取りを終え、
安田会長さんは地域の子供から高齢
者までを大切にしたいという思いが人一倍強い人だと感
じました。
私たち職員も住民や委員の皆様の地元愛に学
びながら、
共に地域を支えるメンバーに入れて頂きたいと
思いました。

「母の認知症介護奮闘中に、民生委員就任」
待鳳学区 民生委員

川口 武一さん
聞き手

藤田 光里

17年間、
待鳳学区を守ってこられた川口さん。

来年迎えられる定年を前に、
これまでの活動を振り返

又、
町内会や各種団体が、
それぞれの活動を適切にし

って頂きました。

しかし、
今まで平和と思っていたこの紫竹学区でもこの

肩をたたかれたのが、平成10年の11月。
その頃、認知症

ていることも強みです。

「来月から、民生委員頼むで」
と、地域の役員仲間から

10年間に、私が知っているだけで2名の孤立死がありま

である母の介護生活の最中でした。
正

孤立死を０にしたい。
そのために地域役員、地域住民で

とがあるからこそ頑張ってみようと決

した。把握できていない人もいると思います。
この地域の
支えあえる地域を作っていきたいです。

紫竹学区では、
老人福祉員が一人暮らし高齢者訪問

にしっかり取り組んでくれています。2カ月に1度は、民生

委員との合同会議で情報交換をして、
お互い仲良く、
良い

コミュニケーションが取れていると思っています。
この取り
組みをしっかりすることは、
孤立死を防ぐ事になると思い
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康すこやか学級「ほっとホットふれあいサロン」
を毎月実

ます。
又、
訪問に加え、
集う場も必要だと思っています。
健

直、
困ったなぁと思いましたが、
母のこ
意し、17年間できることを取り組んで

きました。

当時は、
まだ
「認知症」
という言葉もなく、今のような介

護支援がほとんどない時代でした。昼夜逆転生活で、夜

になると徘徊を繰り返したり、
同じ物を何度も買ってきた

り、
いろんなことが起きました。昼は仕事があるので妻に

任せていましたが、
夜は見守るためにほとんど眠れない日

を過ごしたこともあります。
生活の大変さだけでなく、
先の

きています。
この間嵐山の水害や広島の土砂崩れなど大き

からこそ、
活動のなかで伝えられることがたくさんありまし

きており、
土砂崩れなどの風水害を想定した避難訓練を今

当時、
地域のみんなに支えられました。
「お母さん、
あそ

その他毎年一回北消防署の方に来て頂いて、
救命救急

みえない辛さがありました。
でも、
その時の経験があった

な災害が続いています。
大宮学区でも山手の住宅も増えて

た。
私の活動の源は、
母の介護にあるのかなと思います。

年も行っていきたいと考えています。

こで歩いていたよ」
と言いに来てくれたり、
馴染みのスーパ

やAEDの操作についての講習会を行っています。
最近は小

ーの方が
「お母さん、
おつり忘れて行ったよ」
と持ってきて

中学校にもAEDが設置されていますが、
いざという時に使

皆さんが見守ってくれていることが、
どんなに温かく、
力に

また、
大宮学区では一人暮らしや身体の不自由な方
（＝

くれたり、
何度も助けられました。
家族だけでなく、
地域の

用できるよう継続していくことが大切だと思っています。

なるものか感じました。

災害時要配慮者）
などに事前に登録頂き、
いざという時に

は夜が中心。
仕事帰りや、
年に二回

組んでいます。
現在、
災害時要配慮者の登録と地図落とし

昼間は仕事なので、
活動できるの

助け合いの仕組みをつくる
「ほっとかへんで運動」
にも取り

ほど、
一ヶ月間まわってくる火の用心

の作業までは終わっていますが、
近隣支援者を探すところ

で苦戦しています。
これは私の考えですが、
支援者はいざと

の当番が、大事な活動の時！独居

の方の家を中心に、電気がついているかな？変わった様

いう時に責任持って助けるという役割ではなく、
「この人は

子がないかな？と、気にかけてまわります。仕事に行く朝

自分で助けが呼べないかもしれない」
とその人の状況を把

回りして通学路を通ります。
自分の担当地域以外の子供

かと思っています。
いわゆる
「向こう三軒両隣」
の顔の見える

時間は限られていますが、
自分の出来る時に取り組んで

的にそういった関係を作っていくことが大切なのではない

は、
健康体は自分の宝だと思い、
少しでも多く歩くように遠

握している人、
程度にハードルを下げることも必要ではない

達にも会うことができ、
元気をもらえます。
仕事があるので

関係ですね。
町内会の回覧板や配布物のやりとりで、
日常

います。
どんなに気をつけても、見守りには限界がありま

でしょうか。

ことが起きる前に気付けるように努力しています。

増えていますが、町内会加入はなかな

す。
日々の関わりのなかで、常にアンテナをはって、大きな
現在は103歳になる妻の母（右半身不随で車椅子生

活の要介護４）
を引き取り、
面倒をみているところです。

民生委員という役割以外にも、現役でのお仕事、体振

大宮学区は北区内で一番大きな学区です。若い世代も

か増えず、高齢者の一人暮らしが増え

ているという根本的な課題も抱えてい

ます。
やはり世代交代が一番の課題で

しょうか。
私自身町内の副会長を受けた

の副会長、
少年補導や自主防災の活動など・
・皆から“頼

きっかけで、
自主防災の会長を引き受

れるそうです。
「よろず相談所みたい。
聞いてしまうとほっと

かなくてはとも思っています。
同時に、
大宮学区は町内会長

られる存在”である川口さん。
たくさんの方が相談に来ら

けましたが、
あっという間に五年。
そろそろ後任を探してい

けないのだよね」
と笑顔で話される川口さんの優しさ、素

や副会長が自主防災も兼任する仕組みになっているため、

た。

題もあります。今後はぜひ若い世代に経験を引き継ぎ、災

晴らしいです。私も頑張ろう、
と大きなパワーを頂きまし

害に強い大宮学区を一緒に作っていけたらと思っていま

「災害に強い大宮学区を目指して」
大宮学区自主防災会 会長

毎年メンバーが変わって経験が蓄積していかないという課

小島 明さん
聞き手 山田 沙希

今回は大宮学区自主防災会の会長、小島明さんにお

話を伺いました。

す。

昨年大宮学区の避難所運営訓練に参加させて頂き、
そ

のレベルの高さにとても驚きました。
これも日頃の関係があ

ってこそなんですね。私もまずは隣の家に一声かけて回覧
板を届けることから始めてみようと思います。

自主防災会は簡単に言ったら、
地域の中で災害をなく

していきましょうという取組みを行っています。
大宮学区で

は43町を8つのブロックに分けブロック長を配置、
各ブロ

ックで災害時の一時避難場所や避難経路の策定を行っ

ほっとかへんで
運動のすすめ

たりしています。
一番大きな取組みは、
大宮小学校を会場

に行う秋の総合防災訓練です。最近は単に消火や非難
訓練だけではなく、
いざ非難してきた後どのように避難所

を運営していくのかという、
避難所運営訓練が主になって

発行元

大宮社会福祉協議会・紫野カルチャー亭運営協議会
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日常生活圏域

サービス事業所の取り組み
「紫竹まつり」に圏域事業所で参加しました！
デイサービスセンター虹管理者 白井 和樹
平成26年9月6日
（土）
、
日常生活圏域のサービス事業
所で
「紫竹まつり」
に参加をさせて頂きました。
社会福祉
協議会のスペースの一部をお借りし、
各事業所にて企画
した個性的な3種類のレクリエーションをはじめ、
運動機
能の測定なども実施しました。
午後からはあいにくのお天
気でしたが、子供たちをはじめ非常にたくさんの方にお
越し頂き、
改めて地域交流の大切さやその必要性を肌で
感じることができました。
大盛況の中で終えた
「紫竹まつり」
ですが、
その後のア
ンケートで
「良かった」
という意見をたくさん頂いた一方
で、
「景品をもっと用意しておく必要があった」
「
、設営やレ
クリエーションの配置において事前にシミュレーションし
ておくなどの準備が必要と感じた」
「
、レクリエーションの
難易度の調整が必要と感じた」、
「参加者の年齢層も幅
広く、
取り組み自体を色々アレンジしていく必要があった」
など反省点や改善点なども頂いております。
また開催側での反省会でも
「福祉用具などの体験コ
ーナーといった実際に肌で感じて頂く企画なども今後実
施していきたい」
「
、運動機能の測定自体は好評を得てい
たが、
スペースの関係で柔軟に実施ができなかったこと
もあり、
次にその点を活かしたい」
など様々な意見があり
ましたので、
次回の
「紫竹まつり」
には是非引き続き参加
させて頂き、
今回の反省点を踏まえて、
より
「地域に根ざ
したテーマ」
で
「高齢者と子供たちがふれあえる企画」
の
もと
「地域交流」
に繋げたいと感じております。

第1回紫竹学区地域ケア会議

「地域で認知症と生きる人を支えよう！」
おおみや葵の郷 小林圭太
（作業療法士）
平成26年11月18日、紫竹会館において平成26年度
第1回紫竹学区地域ケア会議が開催されました。
今回は
「認知症」
をテーマに、
認知症のワンポイント学習、
モデル
事例を通じて地域で支える方法を考えるグループワーク
をしました。
地域の民生委員、女性会、社協、福祉事務所、学区の
介護保険事業所など、
多くの方に参加して頂きました。
はじめに参加者全員で
「好きな言葉」
を挙げながら、
自
己紹介、
みなさん準備していない
「好きな言葉」
に戸惑い
ながらもエピソードを交えて話されていました。
次に、私の方から認知症のワンポイント学習のお話を
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しました。
認知症は、
「年のせい」
や
「自然な老化」
ではなく、
『病気である』
ということを学び、
様々な症状によって引き起
こされる生活の難しさをどのように地域や周囲の人が支え
ていけばよいか、
考えました。
その後、
モデル事例「ハマ子さん」
のDVDを鑑賞しまし
た。
認知症が進行した75歳のハマ子さんは生活のあらゆる
面で困難を抱えており、介護保険サービス関係者や地域
の方、
家族も十分に支えられないまま、
不本意にもグループ
ホームへの入所が決まってしまいます。
どのタイミングで、
な
ぜそのようになったのか、
70歳で認知症の初期症状がみら
れるハマ子さんの映像を通して、
進行するまでにどのような
支援ができるのか、
5年後に著しい生活のしづらさが起こら
ないためにはどういった関わりが必要なのかを学びました。

やっぱり絆とふれあい
そして認知症への理解
と家族への応援よね

ハマ子さんのDVDを通して、支援のあり方を3つのグル
ープに分かれて話し合いました。
「かかりつけ医だけでなく、
専門的な診断や治療が必要」
「地域での交流の場にもっと
誘ってあげればよい」
「家族への支援」
「地域で認知症の方
を見守れる環境を整えていく」
「本人が周囲の支えを受け
入れられる状況をつくっていく」
など非常に多くの意見が出
されました。
またそれぞれのグループで出し合った意見をひ
とつのテーマにまとめたものも発表されました。
『絆』
『地域
と家族』
『ふれあい』
どれも、
今の地域生活に欠かせないキ
ーワードであると感じました。
最後に紫竹包括支援センター小畑センター長よりまと
めとして、
「地域の力・家族の力・医療の力で支えていくこと
が大事だと、
みなさんの発表を通して感じました。
認知症は
進行していく病気なので、
地域の中で支えていけるように本
日参加のみなさんで一緒にがんばっていきましょう。」
と結
ばれました。
私も初めて地域ケア会議に参加し、
参加されているみな
さんの熱意を感じ、
多くのことを学びました。
また会議全体
を通して、紫竹包括支援センターのみなさんの練りに練ら
れた演出にもとても感心させられました。

日常生活圏域

サービス事業所の取り組み
生活圏域居宅介護支援事業所学習会

「難病支援について」
〜ＡＬＳの事例をとおして〜
生活圏域居宅介護支援事業所学習会を１２月１７日に
開催しました。
今回は難病の３事例の発表を坦当ケアマネジャーが行
いました。
その後、
難病施策については、
難病支援センター
の瀬津看護師に講義していただきました。
たくさんの方の
出席があり、
圏域の開業医の先生も出席してくださいまし
た。
事例については、
筋萎縮性側索硬化症
（ＡＬＳ）
を発症
された方の、初期、
中期、後期の事例を発表していただき
ました。
どの段階でもケアマネジャーは悩みがあり、
ご本人
にどのようなサービスや情報を提供していけば、
ご自宅で
の生活を支えていけるのか、
と考えています。
ご本人の生活を支えるのに、
介護保険制度のサービス
利用だけではまかないきれない課題がたくさんあり、
とまど
いを感じました。援助に関わるたくさんのサービス事業所
の連携は大切で、
ケアマネはそれぞれの思いや考えをまと
めていかないとなりません。
一人ではできない事であり、
関
係機関の方の助けをたくさんお借りしています。
一人ではできない事も、
いろいろな方の知識、
考えを教
えていただいて解決していければいいなと思っています。
これからも、
いろいろな講義や研修を圏域の勉強会で
開催し、
受講していきたいと思います。
京都福祉サービス協会北事務所

ちょっと寄れるところ…

「ひばりサロン」
北区地域介護予防推進センター

最近、
ちょっと立ち寄れるサロンがよくありますね。
紫竹下緑町に京都市北区地域介護予防推進センタ
ーの
「待鳳教室」
に併設して、
どなたでも利用していただけ
る
「ひばりサロン」
があります。
「待鳳教室」
では京都市の事業として、
主に運動教室を
実施し、
介護予防に役立つ様々な教室の案内やチラシを
置いています。
「ひばりサロン」
は
月曜日13：00〜15：00、
火〜木曜日9：30〜15：00、
の運
営となっています。
本を読んだりお茶
（無料）
を飲んでゆったり過ごしていた
だけます。
また、
毎月１回程度、
小物作りやお菓子作り、
ミ
ニ講座等様々なイベントを開催しています。

清水

当日の学習
会の様子

1月は精神科医小林一之先生による
「認知症予防のた
めにできること〜身体を動かすことの大切さ〜」
のお話が
ありました。
ひばりサロン前に、
イベントの案内を掲示しますので、
ぜひお立ち寄りください。
＜お問合せ＞京都市北区地域介護予防推進センター
電話 075-494-0323

筋萎縮性側索硬化症（ＡＬＳ）
って？
「ＡＬＳ」
という病名を聞いて、
どんな病気か思いあた
る人は少ないでしょう。
ＡＬＳは、
脳や末梢神経からの
命令を筋肉に伝える運動ニューロン
（運動神経細胞）
が侵される病気で、
難病の一つに指定されています。
現在、
日本に約8,300人前後の患者さんがいると考え
られており、
原因究明の研究が多くの研究者によって
進められています。
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みんなが集うカフェ

「ふらっと紫竹」
大盛況です！！
近年、
地域のつながりの希薄化などにより、
社会的孤立
など住民が抱える生活課題が深刻・多様化しています。
紫竹学区では、
このような課題解決の取り組みの一環と
して、
学区内の福祉関係団体が集まり、
話し合いを積み重
ね、
平成２６年９月にカフェ
「ふらっと紫竹」
をオープンしま
した。
月１回オープンしているこのカフェは、地域の児童館を
会場としており、
子育て世帯から高齢者まで毎回１００名
近くの方が利用され、大変なにぎわいを見せています。
オ
ープンから半年、気軽に立ち寄ることのできるまちのつど
いの場として、
地域の方々に親しまれています。
また、
カフェの中には相談コーナーもあり、
ちょっとした
困りごと相談も受けています
（もちろん秘密は厳守いたし
ます）
。
まだ来られたことのない方も、
一度“ふらっと”のぞいてみ
てください。
【開催日】 毎月第３水曜日 午前１０時〜正午
【会 場】 紫竹児童館
（市バス
「下岸町」
下車 徒歩３分）
【利用条件】 おおむね紫竹学区在住の方
子どもからお年寄りまで
【問合せ】 北区社会福祉協議会 電話441−1900
E-Mail info@kitaku-syakyo-kyoto.jp

「おれんじサロン
てんきにな〜れ」
認知症の方やそのご家族が想いを
語り合い、
交流する場ができました。
「物忘れが気になる」
「道に迷うようになった」
「仕事のミ
スが多くなった」
「料理をするのが難しくなった」
…とお悩み
の方やご家族などが集まって、
想いを語り合う場
「おれんじ
サロン てんきにな〜れ」
がオープンしました。
同じ悩みを持つ方が集まって楽しく話をすることで、
そう
いった不安が解消されたり、悩みごとの解決へのヒントが
見つかったりするかもしれません。
平成２７年度からは定期開催します。
２７年度の開催日
程は決まり次第、
北区社協ホームページ等でお伝えいたし
ます。
認知症の方やそのご家族、
また、
もの忘れなどが気になる
方もお気軽にお越しいただければと思います。
【会 場】 てんきにな〜れ
（北区紫野門前町３９）
【主 催】 北区地域福祉推進委員会／てんきにな〜れ／
鳳徳社会福祉協議会
【問合せ】 北区社会福祉協議会 電話441−1900
E-Mail info@kitaku-syakyo-kyoto.jp
北区社協ホームページ

紫竹包括ホームページ
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インターネットで

紫竹包括

で検索してください。

http://shitiku.aoikai.net
京都市紫竹地域包括支援センターでは、ホームページを開
設しています。広報誌「しちくほうかつ」をはじめ、日頃
の活動を紹介しています。

高齢サポート・紫竹

京都市紫竹地域包括支援センター

ご長寿さん特集

第2回

グループホーム安らぎ入所中のＥさん（９０歳）
グループホーム安らぎには現在９０歳の方が３人いらっ
しゃいます。
そのうちの一人Ｅさんにお話しを伺ってきまし
た。

葵会北診療所

溝谷 正己

老人保健施設
「おおみや葵の郷」
の併設施設に、
認知
症外来と訪問リハビリだけを行っている
「葵会北診療所」
があります。
当認知症外来の歴史は
「ものわすれ外来」
と
して10年以上になります。現在も完全予約性で週1回だ
けの外来で、
認知症診断から、
家族指導を含めた治療を
行っています。
認知症は年をとると誰でもなりうる、
ありふれた病気で
すが、
誰もがなりたくない病気です。
そして認知症は本人
も家族の方も、
まず
「病気である」
という認識が必要です。
病気である以上、診断治療が必要になります。認知症に
は様々な症状が見られます。
その中心は病的な記憶障害
であり、
このため日常生活がこれまでのようにしづらくな
り、失敗も多くなり、
そのために疲れやすく、不安やストレ
スが大きくなります。
進行すると言葉の障害も伴ってきて、
意思疎通のトラブルに発展することもあります。
認知症患者の関わり方としては、明らかに出来ないこ
とは要求せず、
いま持っている能力を奪わない、
出来るだ
け保つように働きかけることが、失われていく自信を少し
でもつなぎとめるために重要です。
そして介護者としては
認知症を生きる一人ひとりの心に寄り添うような関わり
をしていく。
また現在の暮らしぶりを知り、
彼らが誇りを持
って生きてきた軌跡を折に触れて語れるような関わり方
をしてゆくことも有効です。
認知症の人はかなり進行していても、
健常な人と同様
に感情反応性は保持されています。
ある意味では健常者
以上に感情はストレートに受け取りやすく、
自分もストレ
ートに表出します。
あくまでもその人の人格、
自尊心を尊
重し、
人格を損なわない対応が、
心が傷つきやすくなって
いる認知症の人にとりわけ重要と考えます。
生きている意
義と今の価値を損なわない対応、
お互いにありがとうと
言える関係が重要です。
2015年2月6日

京都市版認知症ケアパス

Ｅさんは１９２４年（大正１３年）、大宮鞍馬口で５人兄
弟の長女としてお生まれになりました。実のお父さんは警
察官で厳しく育てられたとのことです。女学校を卒業後、
YMCAで和式タイプライターを習い、
それを活かして大丸
に就職されました。大丸の売り場（お宮参りの衣装コーナ
ー・レコード・和洋楽器・電気製品・その他等）
の仕事を５
５歳までされていました。
警察官の知り合いが多く、
警察官
の家に嫁いだそうです。
戦争も経験し、
２人の娘さんを抱え
て父親の実家の神奈川県に疎開し農家の手伝をされたこ
ともあったそうです。
現在長女さんは、
千葉県在住、
次女さ
んは西賀茂に住んでおり、
お孫さんと一緒に安らぎにも頻
回に来てくれています。
７０代で夫が他界して独居で生活をしていたＥさんでし
たが、
１０年前の早朝、
自宅前で転倒し、
顔面に激しく裂傷
を負い入院されました。
退院後、
長女さんが泊りに来たり、
次女さんの家に泊りに行ったり、
デイサービスやショートス
テイの利用をされていましたが、
娘さん達の介護負担が大
きくなり、
それを機にグループホーム安らぎに入所となりま
した。
それからずっとグループホーム安らぎで生活されてい
ます。
グループホーム安らぎの生活はどうですか？と尋ねてみ
ると、
「みんなが友だち、何よりも気を遣わず生活ができて
いる。
「
」自分の家にいるような気がする。
」
と居心地が何よ
りも良いとの事です。
職員さんから伺うと、決して他入居者さんの事を悪く言
わず、
うまく相手の事を理解し、
利用者間のコミニュケーシ
ョンもとれる方で閉じこもり状態の方が明るくなってきたと
の事です。
どんな場所にも、笑顔が絶えずフンワカムードを作りあ
げてくれるＥさんの存在は大きいなと感じました。
又自分ら
しく落ち着いて生活できる場があるからこそ笑顔をかもし
出してくれるのだと思いました。

認知症とその対応

京都市発行認知症ハンドブック

7

私のこだわり

職員紹介

毎日いい加減に過ごし、
自分で決めた事はさっさと自
分で破り、
「こだわり」
とは縁遠い人生を送っています。
そ
んな私のこだわりと言えば、職場の社訓の
「非営利・命
の平等・平和」
。
ずぼらな性格に
「喝」
を入れてくれると共
に
「がんばれよ！」
と背中を押してくれます。
大好きです。

小畑

智子 センター長／保健師

年も年だし・
・
・。
これからは、
いろいろな事にこだわり
自分らしく生きて行こうと思っています。
世間の波に流れ
流され生きてきた私ですが、
これからは妥協せず、
こだ
わり続けて生きる力をつけて行こうと思っています。

園家

佳都子

主任ケアマネ

共働きの私たち、家事も半分半分。
おもしろいなあと感
じるのは、
洗った食器の片付ける向きが正反対。
靴下の
干し方も爪先側とゴムの所と分かれたりで同じやり方に
は修正できずに、
こだわった暮らしをしております。

苅谷

利幸 ケアマネジャー

私のこだわりって何だろうと、
ずっと考えていました。
そう
いえば！と気付いたのが、
自分の名前。
「光里」
とかいて、
「みさと」
と読みます。
「なんて読むの？」
と、
必ず聞かれま
すし、
祖母に字を間違われたことも
（笑）
「
。光」
は父の名
前からとった字で、
二人いる息子達には使わず、
なぜか
末娘の私につけたのです。父のこだわりでつけた私の
名前、
歳を重ねるうちに、
お気に入りになってきました。

藤田 光里 社会福祉士
みさと

10数年前に
「目薬に異物が混入した」
という脅迫文が各
製薬会社に時を前後して送られた。
すばやく対応したの
がＳ製薬で、安全最優先を基本に全製品を回収、損害
は13億円に及んだらしい。
一方他社は
「決してテロには
屈しない」
と対応せず。
ううん、
それって少し違うんじゃな
い。
以後Ｓ製薬の目薬に決めています。

原

山田 沙希 社会福祉士

悦子 ケアマネジャー

日記も英会話も気がつけばやめている飽き性ですが、
「今日一日の命をありがとう。
」
遠い昔に母が突然亡くな
って、
いつ天国からお迎えがくるかは誰もわからない、
命
の長さは運命で決まっているけれど命の深さは測れな
い、
そんなことを子ども心に感じて毎日
寝る前に心で唱えると決めて３０年以
上続けています。

小林

舞見

社会福祉士

こだわり！と言えるのか？若い頃ダイエットのつもりで始
めたのが、
夜外食する日以外９時以降は食べたり飲んだ
りしない事です。
ダイエットを止めてからも何も口にしな
い生活に今では慣れて、
夜9時を意識する形が自然とな
っています。
加藤 礼子 事 務

高齢サポート・紫竹

高齢サポート・紫竹は、大宮・紫竹・待鳳
地域の高齢者の方々の相談窓口です。

渡邉 泰三

今年1月から紫竹地域包括に配属となりま
した渡邉です。北区は私が生まれ育ってき
た地域です。
これからも地域とのご縁を大
切にしていきたいです。私のこだわりは
「身
体は太くても仕事ぶりはスマートに」
です。
机の上に書類の山ができないように気をつ
けます。
ひとつひとつの相談に誠実に向き
合いたいと思いますので、今後ともよろしく
お願い致します。

去年の11月から紫竹地域包括に配属とな
りました門野です。
こだわりすぎないという
ことにこだわっています。
自分のこだわりや
意見を持ちつつも、
他人の意見やこだわり
にも耳を傾けられる人でいたいなと思って
います。年配の方と接する機会が多いと長
門野 ひろみ 年のこだわりを持っておられる方が多いの
で、
そのこだわりを尊重しながら支援してい
けたらいいなと思います。

当センター担当地域

京都市紫竹地域包括支援センター
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忙しさを言い訳に日常あまり料理をしない私。
せめて週
1回はお弁当を作る！というのがこだわりならぬ日々の目
標です。
そしてたまにしか作らないお弁当なので、
作った
ら必ず写真撮影。
たとえ遅刻しそうな朝でもパシャッと
一枚。
いつかフォトブックを作るのだと企んでいます(笑)

紫竹学区・大宮学区・待鳳学区

京都市北区大宮南山ノ前町36-1
TEL 495-6638 FAX 495-6660

URL: http://kita-hp.aoikai.net/sien.php
E-mail: shitiku@mbe.nifty.com

紫竹地域包括
支援センター

