厚生労働省は２０１８年の認知症患者数を

人で、
「介護離職者」は９・９万人でした。

シミやくすみができていませんか。年齢を

５００万人と推計していますので、
「認知症

皆さんの顔や手に、若い頃にはなかった
重ねれば、脳の中にもシミやくすみのよう

介護をしている雇用者（働く人）
」はかなり
の数に上るのではないでしょうか。

なものが沈着していても不思議ではありま
せん。それらが脳の神経細胞を死滅させて

代・女性・既婚子ども

受診を先延ばしにせず、
早いうちに専門家とつながる

介護者：Ａさん（

あり・介護離職者）

介護対象者：母（ 代・認知症・近距離に独居）

症を発症しているというデータがあります。

歳以上の女性の７割が認知

なれば誰にでも起こり得る症状と言えるで

立させるか、その方法を考えればいいのです。

択肢をなくしてしまえば、後はどのように両

ことが大事です。
「仕事を辞める」という選

要になった時に「仕事は続ける」と決意する

しゃれな母がどうして？」と違和感を覚え

化粧もしていなくて普段着だったので、
「お

です。父の法要に来た母は、髪のセットも

相談内容：母の異変に気付いたのは３年前

人の思いを理解して接することで、長期間、

とがたくさんありますし、周りが認知症の

ります。実際には、初期であればできるこ

で、仕事と介護を両立できるのか不安にな

わからなくなる」というイメージが強いの

らショックです。
「認知症になると何もかも

なお、登場人物は介護者
（介護する人）
から

がら、両立を実現させる方法を解説します。

しました。本稿では、相談事例を紹介しな

連するもので、認知症介護の奥深さを痛感

ました。電話相談の７～８割は認知症に関

４万５千人以上の介護家族に寄り添ってき

介 護 支え合い電話 相 談 室」の室長として、

と返したら「私を馬鹿にして」と怒られた

振り」と言われ「今会ったばかりじゃない」

家から自宅に戻り電話をすると母に「久し

った」と言ってケンカになったことや、母の

に行き、帰ってきて「千円がない。A が盗

ことにしました。母が千円を持って買い物

ないと思い、なるべく週末には実家へ行く

になって、注意すると「うるさい」と怒鳴る

穏やかに過ごしている人は増えています。
２０１７年の『就業構造基本調査』によ
ると、
「介護をしている雇用者」は３００万

あります。

こともありました。母はどんどんわがまま

りません。自分の親が認知症と診断された

しょう。現に

それでも全員が認知症になるわけではあ

ました。一人暮らしで刺激のない生活はよく

仕事と介護の両立では、家族に介護が必

［つのだ・とよこ］元社会福祉法人浴風会介
護支え合い電話相談室長。著書に『認知症
介護と仕事の両立ハンドブック』
（経団連出
版）、
『介護家族を支える電話相談ハンドブッ
ク‐家族のこころの声を聴く 60 の相談事例』
（中央法規）がある。

筆者は、２００４年から 年間、
「浴風会

認知症になると考えると、認知症は高齢に

角田 とよ子

みた続柄で記載し、属性や内容は加工して
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〝もの忘れ〟
や
〝できないこと〟
が増えていきま

認知症では、脳神経細胞の損傷によって、

昨年、母を誘って家族で温泉旅行に行く

す。それを家族に注意されると、一生懸命

ので、手に負えなくなってきました。
と、母は大浴場で他の人の浴衣を着てしま

代・独身・フル

介護をプロジェクト化する

介護者：Ｂさん（男性・

タイム勤務）

取り繕い反発します。一番不安なのは本人で
すし、周りの人には知られたくありません。

介護対象者：母（ 代・認知症・要介護１・同居）

ったり、部屋に戻れず迷子になるなど明ら
かに普通ではありませんでした。夫の強い

わがままに見えることにも理由があるのです。

と否定していました。
「もの盗られ妄想」と

と不安に思うことはあっても、
「母に限って」

解説：Ａさんは、母親が認知症かもしれない

きた今、離職したことを後悔しています。

しかし、少しずつショックから立ち直って

仕 事は無 理だと思って辞 表 を 出しました。

ショックで何も手につかなくなってしまい、

ることを勧め、
「介護が軌道に乗ってきたら

要である認知症疾患医療センターに相談す

地域包括支援センターや地域の認知症ケアの

ち を 切 り 替 えられ たようでした。そこで、

と、
「後悔しても始まらないですね」と気持

気持ちをこちらがゆっくり受け止めている

ったんだろう」と後悔していました。その

れて行けばよかった」
「なぜ仕事を辞めちゃ

Ａさんは当初「もっと早く母を病院に連

ずつ、両立体制を整えていけばよいのです。

ければならないわけでもありません。少し

症が進行するわけでも、生活を一変させな

すが、診断されたからと言って、急に認知

ために、パニックに陥ってしまいました。で

介護と仕事の両立について知識がなかった

ョックがあまりにも大きく、また、認知症

Ａさんは、母親が認知症と診断されたシ

の夫の助言で受診できたことは幸いでした。

とも言われます。A さんの母親が、A さん

る人より、たまに会った人のほうが気付く

たという話はよく聞きます。いつも一緒にい

代わりがいません。これからも１人で介護

繋 が り や す く、 Ｂ さ ん に 何 か あ っ た 時 の

ようです。母と子２人の密室介護は虐待に

解説：Ｂさん１人の介護が限界になってきた

仕事を辞めるしかないでしょうか。

んで、母 が 留 守 番できな く なった 時 には、

お風呂に入るのを嫌がります。認知症が進

す から 」とサービスを 拒 みました。最 近、

ャーに来てもらうと、母は「私は大丈夫で

介護認定を受けると要介護１。ケアマネジ

こすようになりました。主治医の勧めで要

して鍋を焦がすなど、トラブルを頻繁に起

行って迷子になる、自分で料理をしようと

出ますが、母はそれを食べずにスーパーに

せん。毎日簡単な昼ご飯を用意して仕事に

仕事が長引きそうな時は気が気ではありま

分 遅 れると「 なぜ遅い」と 泣 かれるので、

介護は自分の役目だと思ったからです。

と同居しました。かわいがってくれた母の

兄と姉には家庭があるので、独身の僕が母

相談内容：母を介護していた父が亡くなり、

いう言葉も知っていましたが、自分の母親の

再就職を考えてみるのもいいですね」と伝え

すれば、仕事の継続は難しいでしょう。両立

旅行した時に初めて親の認知症に気付い

言動と結びつけることはなく、忘れっぽく

ました。
「前向きに考えてみます」と返して

の た め に は、 介 護 を 親 孝 行 や 恩 返 し で は

の帰りをただ待っています。帰宅時間が

30

働き者だった母は家事をしなくなり、私

なって困ったものだと思っていたそうです。

くれたＡさんの声は明るくなっていました。

ハイマー型認知症と診断されました。私は

勧 め で 母 に 病 院 を 受 診 さ せ る と、 ア ル ツ
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アチームが一堂に会する絶好の機会ですの

のころに好きだったインスタントラーメンと

ますし、一緒にスーパーへ行くと僕が子ども

母は僕といる時は穏やかでおしゃべりもし

で、ぜひ参加して、仕事と両立させたいと

ポテトチップスを毎回買います。

催が義務付けられています。Ｂさんに「ケ

ま ず、ケアチームのメンバ

しっかり 伝 えましょう 」と助 言しました。

母はしょっちゅう携帯に電話をかけてき

なく、プロジェクトと捉える

ーである兄と姉に声をかけて、

母親の様子や仕事の状況を伝えてケアプラ

ます。母のことを職場で話していないので、

ことが大事です。

プロジェクトについて話し合う

ンに反映させてもらうために、連絡を取り

有休を取る時も、特に理由を告げていませ

こと を 勧 めました。メンバー

また、認知症の人は夕方に不安になりや

ん。週末の帰省が続くと、体の疲れが抜け

電話に出られません。ずらっと並んだ着信

護 を手助けしてほしい」と伝

すいので、定時退社できるような計画的・

なくなり、仕事中に睡魔に襲われたり、ミス

やすい曜日や時間帯、連絡手段をケアマネ

え、具体的に役割分担します。

効率的な業務遂行（業務の優先順位の設定、

をしたりすることが増えてきました。これ

には「 自分の将 来 もあるので

週末は交代で介護したり、月

仕事内容と資料の整理、仕事の共有等）に

からどうなるか不安です。

履歴を見ると、母がかわいそうになります。

に１度、数 日から数 週 間、親

ついて話し合いました。その後、
Ｂさんは
「人

解説：Ｃさんは、遠距離介護をしているこ

ジャーに伝えておくと効率的です。

を預かり合うなどの例があり

に甘えるのが苦手なんですが、母のために

仕 事は辞められない。母の介

ます。頻繁に子どもや孫に会

とを職場で話していません。職場の人たち

が居づらくなるでしょう。

関係がギクシャクしてきたら、Ｃさん自身

うがありません。仕事に悪影響が出て人間

理由であることを知らないので協力のしよ

は、Ｃさんの様子が気になっても、介護が

動いてみます」と心を決めたようでした。

隠れ介護者にならない

えると、母親も喜びます。
このような場 合、早 期から
認知症の専門家にケアチームに
入ってもらうと心強いです。ケ

介護者：Ｃさん（男性・ 代・既婚子どもあり・
フルタイム勤務）

アマネジャーから母親に介護サービスを上手
に勧めてもらい、とりあえず利用してみます。

報告することを提案しました。認知症の症

まずは、職場の上司に介護をしていると
遠距離で夫婦２人暮らし）

状を事細かに話す必要はありません。仕事

代・認知症・要介護１・

るのを心待ちにしたり、デイサービスで歌

相談内容：両親は地方都市に住み、３年前

に影響しそうな部分に絞って、困っている

介護対象者：母（

うのを楽しみにするようになるかもしれま

に認知症と診断された母を、父が介護して

ことやサポートしてほしいことを伝えます。

母親もそのうちに慣れてきて、ヘルパーが来

せん。デイサービスではお風呂に入れても

います。僕は一人息子で、妻は仕事と子育て

時間の私用電話を認めてほしいと要望しま

らえますし、介護のプロに預かってもらえる

母は、突然不機嫌になって父を叩いたり

す。容認されれば、母親はＣさんの声を聞

母親が電話をかけてくる事情を説明し、短
物を投げたり、ヘルパーを父の浮気相手だ

いて安心しますし、Ｃさんも電話を終えれ

で忙しいので介護は頼めません。
配食サービスの利用も勧めました。配達員

と言い張ったりするので、父は精神的に参

ば仕事に集中できます。通院介助等で有休

ので安心して仕事に集中できます。

が手渡しでお弁当を届けてくれるので、母

っています。父が倒れたら困るので、週末

を取る場合は、仕事に影響が少ない日時を

B さんは昼ご飯を毎日用意していたので、

親の安否確認になります。

や平日に有休を取って実家を訪ねています。

介護保険では、サービス担当者会議の開
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に相談しておくといいでしょう。

で、介護休暇の利用について人事担当部署

気やリフレッシュのために残しておきたいの

上司と相談して決めます。有休は自身の病

義父が夜 時間おきにトイレに行きたがり、

ら、
在宅介護を頑張っていました。ここ数日、

れるので、介護サービスを目一杯使いなが

りがとう。Ｄさんだけが頼り」と言ってく

施設を探すと「空いていればどこでもいい」

突然介護ができない状況になって慌てて

を訪問しやすくなるかもしれません。

されます。義姉にとって、施設のほうが義父

してくれるから暮らせるのに、何でそんな

聞き流すように」ではなく、「お父さんが介護

に対する嫉妬妄想は「よくある症状なので

ことができるようになります。母親の父親

と、老々介護で疲れている父親の話を聴く

れません。話すことでストレス解消できる

う？」と気軽に声をかけてもらえるかもし

モラスな面を職場で話せば「お母さん、ど

ソードは微笑ましく、そんな認知症のユー

気持ちが楽になります。スーパーでのエピ

も、介護体制と人間関係に悩んでいました。

えています。夜間頻尿への医学的な対処より

けに体調を崩し、これからの介護に不安を覚

解説：Ｄさんは、夜間のトイレ介助をきっか

か悩んでいます。

パートは辞めたくないので、どうしたらいい

が進むし、かわいそう」と言っていました。

遠くに住む義姉は「施設に入れると認知症

ートを辞めれば楽になる」と言われました。

てみたら」と言われたことを夫に話すと、「パ

になりました。職場の同僚に「施設を考え

それに付き添っていたらめまいがするよう

ケアマネジャーや医師に介護や医療におけ

判断基準を決めておくようにと伝えました。

で自宅で」とのことなので、
「ぎりぎり」の

入所時期は、D さんの場合「ぎりぎりま

り駅からの交通手段も考慮します。

があるため、自宅や職場からの距離と最寄

も、面会や通院の付き添いなど家族の役割

と仕事は辞められません。施設に入った後

足りない場合は子どもが補填すると考える

親の年 金や資 産で入れる施設 を選 びます。

しょう。介護費用は親のお金が基本ですので、

となりがちです。早めに施設探しを始めま

職 場で介 護のことをオープンにすると、

ことを言うんだろうね」と、父親の味方に

る認知症の尺度に照らし合わせて助言して

なって話を聴いてほしいと助言しました。

介 護はデイサービスを 中 心に、訪 問 介 護、

す。今後施設に入ってもらうなら、今のう

Ｄさんは、
「義父に合う施設を探してみま

もらうと、決断の後押しになります。

まずは夫婦で、次に職場で介護の話をして

宿泊サービスを１つの事業所が提供します。

ちにできることをしてあげようと思いまし

Ｃさんは「妻にも話してみます」と言い、
みるそうです。

Ｄ さ ん の 体 調 が す ぐ れ な い 時 は、 義 父 に

時間に融通が利くので、仕事を持つ介護者

や利用者と顔なじみの関係になりやすく、

た」と、気持ちが軽くなった様子でした。
代・既婚子ども

施設入所の時期を見定める
介護者：Ｄさん（女性・

にとって便利なサービスです。

てから仕 事 を理由に家にほとんどおらず、

である夫が引き取りました。夫は義父が来

相談内容：２年前に、認知症の義父を長男

れる住まいです。日常的な介護はプロに任せ

設は認知症にふさわしい介護を提供してく

２人と率直に話し合うことが大事です。施

姉に「パートは辞めたくない」と宣言して、

いきいきと生き抜いてくれると思います。

している子どもの顔を見れば、親もきっと

自分が笑うと親も笑う。仕事をしていきいき

顔をしている時は自分も怖い顔をしている。

という言葉があります。認知症の親が怖い

認知症介護を象徴する言葉に「合わせ鏡」

義父と話せばケンカになるので、すっかり

て、家族は精神的な支えになることが期待

次に、施設入所を検討しました。夫や義

最後に

宿泊してもらいます。認知症高齢者が職員

利用を提案しました。小規模多機能型居宅

そこで、まず小規模多機能型居宅介護の

1

逃げ腰で頼りになりません。義父は私に「あ

介護対象者：義父
（ 代・認知症・要介護２・同居）

あり、パートタイム勤務）
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