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利用者さんの尿失禁がなくなり、自分で部屋まで 
戻れるように！明日から使える内容ばかりです。

理学療法士　 
福元　樹里さん

認知症の人＝職場の悩みのタネでした。 
Q.養成講座受講前はどんな悩みがありましたか？ 

認知症の人といえば、とにかく、ご家族様の悩みのタネ、職員の悩みのタネでした
ね。 
どう接していいのか、このまま悪化していくのを待っているしかないのか、このまま
見て見ぬ振りをして良いのか…毎日、戦いと葛藤がありました。 

同じことを聞かれてイライラして、また聞かれて、さらにイライラして… 
そうやって、職員やご家族様と患者さんの関係が悪化するというのをずっと見てき
ました。 

そんな時に、職場の作業療法士の同僚に、この協会のことを聞いて、セミナーがあ
るから一緒に行ってみないかと誘われて、即決で参加しました。
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理学療法士として、1６年目の福元さん。 
最初は、他のセミナーではあまり聞くことのない 
「認知症改善」というものに少し怪しさを感じてい
たそうです。 
しかし、今では、養成講座に止まらず、協会が主催
する他の講座にもバリバリ参加しておられます。 
いったい、何が彼女をそうさせたのでしょうか？

医療従事者編



 

 

「改善できる」というセミナーは、 
目新しかったですね。 
Q.改善するセミナーに対して疑いはなかった？ 

評価をして、治療をするというのは、 
普段からやっているのに、認知症には 
その概念が今までなかったんですよね… 

Q.養成講座を受講して、実際どうですか？ 

純粋に評価して、その人の生活や生き方だったりという背景を見ながら、この方に
何が必要かというのを選別して、捉えていくということに「なるほど！」と思いまし
た。 

元々、認知症といえば、作業療法士が担当するんだという考えがあったのですが、 
理学療法士にしても作業療法士にしても評価をして治療するというのがセオリーなの
で、「同じだ！」と入っていきやすかったです。 

ありましたね！笑 
ケア（寄り添う）とか対応の仕方とかいう 
セミナーがほどんどの中で、「改善する」っ
ていうのは、なんか怪しいですよね？笑 

でも、それが逆に興味をそそるというか、 
どんなのなんだろうと思いました。 
怪しいだけだったら参加してないので。笑
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尿失禁が改善して、自分でトイレに行って 
帰ってくるようにまでなりました！ 

Q.現場でどんな成果がありましたか？ 

尿失禁が改善しました！自分でトイレに行けるようになったんです。 
夜間帯はベッドの上で溢れるくらい漏らしてしまっていて、ケアさんの手をとってい
たんですが… 
今では、自分で起きて、トイレに行って、ちゃんと部屋に帰るまでになられまし
た。 
受講してから、徐々に改善し出して、10ヶ月くらいで尿失禁が完全に治りました。 
今、1年半くらい経ちますが、今では便をしたかどうかも教えてくれます！ 

それから、帰宅願望のあった人も、改善しました！ 
夕方になると「帰りたい」とずっと言っていたのが、言わなくなったんです！

養成講座を受講することが、 
改善の一番の近道だと思います！ 
Q.養成講座の受講を迷っている方にメッセージをお願いします。 

認知症で多くの方が悩まれていると思います。 
改善のために、自分で色々調べるのも一つの手だとは思いますが、オススメは、 
まず、養成講座で学んで、教えてもらったことを素直にそのまま実践する。 
そこから、効果を見つつ、わからないことをさらに解決していく… 
これが一番の近道だと思います。 
所謂、養成講座で「認知症改善の型を学ぶ」というのが、一番良いと思っています。 

セミナーだけでなく、録画でも学べるから、わからないこともそこで解決できる
し、明日からすぐ使えるので！ 
月に１回のライブセミナーも楽しみにしています！とにかく、お勧めです！ 

最近では、患者さんの改善を周りのスタッフが見て、少しずつ協力してくれる人が増
えてきました！ちょっとずつ施設が変われば良いなと思っています！ 
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対処療法だけでいいのかという 
モヤモヤがずっとありました。 

急性期病院の看護師になってから、認知症の認定の資格を取り、10年くらい、認知
症の人ばかりを見ています。 
その資格を取る前は、どんなふうに認知症の看護というものをして良いか全くわか
らなくて、資格を取ろうと学校に通って勉強したのですが… 

やはりそこでは、認知症は改善しないということを前提に、認知症の人の世界感に
どう合わせていくかとか、どう環境を整えるかを教わりました。 

ただ、その資格を取って、働きながらも、本当に対処療法だけでいいのかというモ
ヤモヤがずっとあって… 

この講座に出会って、毎日が充実！ 
自分の人生が本当に楽しくなりました。

看護師　 
渡邊　典子さん

急性期病院の看護師として、1９年目の渡邊さん。 
就職した当初から同じ病院で働いておられる、ベテ
ラン看護師さんです。 

認知症の資格を持っておられ、職場からも認知症の
方ばかりを任されている彼女が、なぜ養成講座の受
講に至ったのか？ 
その想いを語ってくれました。 
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いざ受講してみたら、 
私の求めていたものが詰まっていました！ 

Q.養成講座を受講してみて実際どうでしたか？ 

本当にすごい良くて。 
私が求めていたものというか、こういうことをしたかったということが、全部ここ
に詰まっていました！ 
２、３年、こんな対応で良いのかとかずっと悩んでいたので… 
ここに出会ってから本当に楽しくて、仕事も充実しています。 

何か他にできることはないかと調べている時に、
この協会に出会ったんです。 

ただ…興味はあったんですが、最初は、この協会やセミナーがどういうものかわか
らなくて笑 
ちょっと様子を見てたんですが、やっぱり職場でのモヤモヤが消えず… 

まずは、養成講座の体験セミナーであるスタートアップセミナーに参加してみまし
た。 
そこで、改善できるという話を聞いて、本当に改善できるなら改善できた方が良
い！ということで、養成講座に参加しました。（金銭的なこともあったので、慎重
にいきましたが笑） 
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自分自身、人生が 
楽しくなりました！ 

Q.養成講座の受講を迷っている方にメッセージをお願いします。 

養成講座に入って、自分自身、人生が楽しくなりました。 
ここで学ぶことが本当に楽しいです。 

最初は、金銭的なこともあるので、躊躇していた部分はありましたが、 
でも、お金以上のことというか、想像以上のことを学べて、実践もすぐにできるこ
とばかりなので…受けて良かったです！ 

ドクターとかにも学んでほしいと思うくらいです！ 

平均在院日数９日間でも 
被害妄想が改善しました！ 

急性期なので、平均在院日数が9日間とかなんですが、せん妄がある方が多く、 
そういった方に養成講座で教わった内容を実践していきました。 
卓上療法や内臓治療を中心に行って… 
そうしたら、被害妄想のあった方が落ち着いてきたりして、成果を感じました！ 

自分自身にも根拠のない自信が出てきて、せん妄で大変な方にも、 
「なんとかして落ち着かせよう」というのではなく、 
「この人を信じてみよう」みたいな考えになりました。 
そうすると、不思議と本当に落ち着いてくれることも増えて… 

今までは、「どうにかしなきゃ」という焦りしかなかったのですが、色々と学んで
力をつけることで自分自身も安定しました。 
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訪問リハで認知症の方やご家族さんと 
実際に話すなかで、「何とかしたい」 

と思うようになりました。 
Q.養成講座受講前の、認知症の方との関わり方は？ 

病院で勤めていた時にも関わる機会はありましたが、その当時は、 
骨折等のリハビリがメインということもあって、「仕方ないもの」と思ってしまっ
ていましたね。 

でも、訪問の作業療法をするようになって 
実際の生活状況を見たり、家族さんとお話ししたりするなかで、本当に困っておら
れるというのが現場にいてよく分かったので、 

「なんとかならないのか？」 
と考えるようになりました。 

私でも改善できるんやと実感！ 
楽しく学べる講座です！

作業療法士　 
小栗　美和さん

作業療法士の小栗さんは、元々、病院勤務で働いて
おられました。 
その当時は、認知症は仕方のないものと思っていた
そうですが、訪問リハに転職してから、彼女の認知
症に対する認識が大きく変わりました。 
養成講座は、旦那さんの薦めがきっかけで始められ
たそうで、その経緯について、楽しく語ってくれて
います。
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主人が、この講座を勧めてくれて… 
実際受講してみたら、楽しく受講できました！ 

Q.養成講座を受講したきっかけは？ 

元々、主人がこの協会のことを知っていて、主人から教えてもらいました。 
主人も同職種で、この協会の全体に公開しているライブセミナーとかをよく見てい
たんですが、「お前に合いそう」と言われて… 
（主人自体は、とても真面目な性格で、砕けた感じが苦手だったようで、「内容は
いいけど、俺には合わなさそう」と私に勧めてくれました笑） 

実際に参加してみると、主人のいう通り、先生方がすごく良い人で、楽しく受ける
ことができました。笑 
今まで、別の勉強会にも参加してきましたが、真面目に淡々と授業をする感じのも
のばかりだったのが、この講義は楽しく受けることができて、なかなかそういうも
のはないなと思いました！ 

教わったことを、実践して、 
私でも改善できるんや！と実感しました。 

Q.実際、養成講座を受けてみて、どうですか？ 

今まで覚えていなかったことを覚えていたり… 
無反応だった人が、私と目が合うとニコッと笑ってくれたり… 
爪を噛んでイライラしたり、何をするにも攻撃的だった人が、風船バレーのレクの
時に、ほわっと返してくれるようになったりとか… 

そんな変化がみられるようになり、 
「私でも改善できるや！」 
「認知症、もしかしたら、良くなるかもしれない！」 
という嬉しさがあります。 
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お昼ご飯の内容まで 
覚えていてくれたんです！ 
Q.具体的に、どんなもの忘れがなくなりましたか？ 

ある方に、卓上療法や内臓治療を実践したのですが… 

お昼ご飯の時に介入していた方で、いつも「お昼は食べましたか？」と聞くと、 
「食べてない」としか言わなかった方が、この間聞いたら、食べたことも覚えていて、
さらに食べた内容まで覚えてくれていました！ 

会話の中でも、改善しているというのがわかりました！ 
よかったです、本当に。 

楽しく学べるということが、私自身も、 
認知症の方や家族さんにとっても 
プラスになると思います！ 

Q.養成講座の受講を迷っている方にメッセージをお願いします。 

私もこの講座を知るまでは、色々と悩んだり、 
私では改善できないと思い込んでいましたが… 

実際、学んでみて、私でも改善できている方が何人もおられますし、 
何より楽しく、和気藹々と授業が受けれるというのは、 
自分にとってもプラスやし、楽しみになるんですね。 

それって、認知症の方にも、家族さんにも伝わると思うので、 
そういうのってすごくいいなって。 

迷っておられる方も、一緒に学んでいけたらと思います！ 
是非是非！一緒に受けましょう(^^) 
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病院で働いていた時から、 
認知症について色々と調べてはいたんです。 

Q.養認知症の方との関わりはこれまで多かった？ 

特に多かったのは病院に勤めていた時です。 
その病院には、精神科と認知症回復病棟があり、僕が介入していたのが、認知症の
方でした。 
人数的には多くみていましたが、 
その方達にできることというのは本当に少なくて… 
何かもっと出来ることはないかと調べたり、情報を集めたりはしていました。 

この協会を知ったのは、その病院を辞めて訪問リハビリを始めてからで… 
もう少し早ければよかったんですが（汗 
タイミング的に仕方ないですが、今から思えば、もっともっと、出来ることはあっ
たと思いますね。 

作業療法士　 
田川　豊さん

養成講座で学んで、去年10月に独立しました。 
これからどんどん改善させます！
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作業療法士として働いていた田川さん。 
養成講座を受講し、認知症リハビリテーション専門
士の資格を取ったのちに、去年の10月、念願の認知
症専門治療院を埼玉に開院されました。 

これから、どんどん改善させていきたいと意気込み
を語ってくれた田川さんに、インタビューさせてい
ただきました。



元々、認知症が改善するという概念は 
全くありませんでした。 

Q.最初から、認知症は改善すると思っていましたか？ 

全く思っていませんでした。 
中核症状は治らないと教わってきましたし… 

調べる内容も、どう対応するかとか、どうケアするかとか、 
そういったことばかりを調べていました。 

自分なりには、それを忠実にやって、その場ではなんとかなったりもしていました
が、あくまでも、それは対応で、根本的に良くなっているわけではないので… 
結果的に、新たな症状が出てきてしまったりとかすると、あんまりこのやり方では
意味がないのかな…と考えるようになりました。 

楽しくも、内容はこれまでには 
なかったもので、興味を惹かれました。 

Q.この協会を知ったきっかけは？ 

全体に公開されていたライブセミナーです。 
楽しそうで、自由にやられていて良いなって思っていました。笑 

ただ、もちろんそれだけではなくて、 
「記憶障害の原因はどこにあるのか」とかそういった突き詰めた話をしておられ
て、そういうのって、これまでになかったので… 

そのライブセミナーをみて、とても納得したところもあり、自分自身は、そういう
ところを一切見れていなかったと思いました。 
それで、もっと深く学べる養成講座にも興味を持って、受けてみようかなと。 
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「評価」をちゃんと行うことで、 
根本的なアプローチが出来る 
ということに気づけました！ 

Q.養成講座を受けた感想を教えてください。 

一番、役に立っているのは、やはり「評価」です。 
最初にいったように、これまでは、症状に対してしか目が向いていなかったんです
ね… 

でも、これでは根本のところにアプローチできていないということに気づけたとい
うことと、評価の仕方も認知症に特化していて、合理的にまとめられているというの
が印象にありました。 

セラピストとして関わるなら必要な知識だなと納得して受講できました。 

被害妄想が改善し、 
家族さんも喜んでおられます！ 

Q.具体的な改善事例はありますか？ 

被害妄想がなくなった事例があります！ 

その方は卓上療法に対しての拒否があり、昔だったら、それ以外になす術がないと
思っていましたが、養成講座を学ぶことで、治療の引き出しが出来て、頭蓋治療や
内臓治療、整体を行うことができました。 

それらを行うことで、関係性も築きやすくなり、その方の情動もすごく落ち着きま
した。 

被害妄想の内容としては、自分が隠した財布を、隠したことを忘れてしまい、 
「誰かに取られた」と 
息子さんに電話をかけたりしていたのですが、
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施術を行う中で、関係性が出来ていくと同時に、ものを隠すという行為も無くなっ
ていきました。 

他にも、卓上療法をやっていく中で、 
日付が出てくるようになった方や、見当識が良くなった方もいました！ 

どうすれば改善できるのかと 
いうことがわかれば、 

仕事のモチベーションも上がります！ 
Q.養成講座の受講に迷っている方にメッセージを 

認知症の方を見ていると、どんどん進行していくなかで、自分自身のモチベーション
が下がってしまったり、どうしていいのかわからなくなったりすることもあるかと
思います。 

ただ、どうして進行してしまうのか、その原因がわからないままというのが一番よ
くないことです。 

僕は、この養成講座を受けて、これまで「評価」が足りなかったということに気づ
き、評価をしっかりと行うことで、具体的にどこが原因で、この症状が出ているの
かということを結びつけて考えられるようになりました。 

そういったわかるようになると、仕事のモチベーションにもなるし、日々も充実し
てくるのではないかと思いますので、養成講座はとてもオススメです！ 
是非、一緒に学びましょう！ 
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何でこんなに介護士が我慢しないと 
ダメなんだという思いから、 
一度介護を辞めました。 
Q.養成講座受講前の、認知症の方との関わり方は？ 

実は一度、介護の仕事ををやめているのですが、 
その理由になったのが、認知症の方で… 

もちろん、認知症の方は、できないことが増えていったり、わからないことも増えて
いくことはわかっていたので、接し方が上手な先輩に聞いたり、会社で開催される
講義に参加したり、自分なりに知識をつけて、それなりに接していたつもりだったん
です。 

でも、ある時から、なんでこんなに介護士が我慢しないといけないんだろうという
気持ちが芽生えてきてしまって… 

介護に対するストレスが減りました！ 
これまでの常識とは違う知識を学ぶべきです。

介護士　 
大橋　直樹さん

1４

介護士の大橋さん。 
ですが、一度、介護の道をやめてしまっています。 
その原因となったのが、認知症の方だったそうなの
ですが… 
現在は、介護の仕事に戻られ、養成講座を受講し終
わった今は、「認知症で苦しむ人をゼロにしたい」
と前向きに語ってくれています。 
何が彼を救ったのでしょうか？ 

介護士編



例えば、暴力を受けて怪我をしたり、不潔行為の処理をしたり、 
なんでこんなに自由に振る舞っている認知症の方に対して、 
なんで心も体もすり減らして、頑張らないといけないんだろうかという気持ちが 
出てきてしまって、、、 

そこで自分の気持ちに折り合いをつけることができず、 
一度、辞めてしまったんです。 

…なので、イメージは、一言で言えば「良くなかった」ですね。 

介護にもう一度挑戦したい！ 
でも、今のままでは、前と変わらない… 

Q.この協会を知ったきっかけは？ 

この協会とは別のところで、違う学びをしていた時、 
もう一度、介護の仕事にチャレンジしてみようと考えたんですが、このまま戻っても
同じことの繰り返しだと思ったので、今まで学んできた知識とは違う知識が欲しい
なと思ったんです。 

それで、いろいろ検索していたら、この協会の情報にたどり着いて、「これは絶対に
自分にとって必要なものだ」と確信して、養成講座も受講しました。 

養成講座を受講することには、 
何の迷いもなかったですね。 

Q.本当に改善するのかと疑う人もいるなか、なぜ受講に踏み切れたのか？ 

根本は、自分が認知症の人に苦しんだので。 
だから、自分と同じような人もきっといるはずだと思いました。 

もちろん、楽しそうに認知症の方に接しておられる介護士さんもみてきたけど、 
そうではなくて、苦しんでいる人も絶対いるはずだと。 
そういう人たちがいるのであれば、そんな方に対しても、何かここで学んで伝えら
れることがあるんじゃないかと思ったんです。 

だから受講することに何の迷いもなかったです。 
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介護業界に戻って半年。 
今は、本当にストレスフリーです。 

Q.養成講座受講後、仕事に対して姿勢は変わりましたか？ 

一番は、ケアとか接し方とか、そういうところとは違う、「改善」という知識が加
わったことで、目の前で起こっていることに対していろんな見方が出来るようにな
りましたね！ 
今、介護業界に戻って、半年ですが、辞める前と比べると、 
本当にストレスが減りました。本当に、だいぶ減りました… 

今の自分に出来ることを 
日々考えて、実践したい。 

今、僕自身が出来ることというのは、本当に大したことないですが、 
でも、今の自分のレベルを認識しつつも、これから日本の社会がどうなっていくの
か、 
例えば、高齢社会がどんどん進んでいく、認知症の方が増えていく、社会保障の財
源が圧迫されていくとか…そういう広い視点でみた時に、今の自分に出来ることを
日々考えて、実践していきたいと思っています。 
協会の「認知症で苦しむ人をゼロにする」というミッションに、とても賛同してい
ます。 

目の前の認知症で苦しむ人を 
何とか出来るのはあなたしかいないと思います。 

Q.養成講座の受講に迷っている方にメッセージを 

このメッセージを見てくれているということは、認知症に対して何とかしたいという
思いのある方だと思うんですね。 
極端な言い方かもしれませんが、目の前の認知症で苦しむ人を良い方向に導けるの
は、このメッセージを見てくれている皆さん自身だと思います。 

なので、もし迷っているのであれば、やるべきです。 
ここの協会で、今まで知らなかった常識ではない方の知識っていうのは、知るべき
だと思うので、是非一歩踏み出して欲しいと思いますね。 
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認知症の方に対して、 
スタッフがイライラする日々。 

何とかならないかと考えるようになりました。 
Q.養成講座に参加するきっかけは？ 

元々、今とは別のサ高住で働いていたんですが、 
そこで認知症やうつ症状が強い利用者さんが時期的に多くなった時があって… 

スタッフの人数も少なかったこともあり、先輩スタッフのなかでもイライラした空気
が漂っていて（汗 

何とかならないかなと思って、いろいろと調べていた時に偶然出会ったのが、 
日本認知症リハビリテーション協会でした。 

コミュニケーションの取り方がわかるようになり、
自分自身、とても楽になりました！ 

介護スタッフ　 
上田　由美さん

17

サービス付き高齢者住宅で働く上田さん。 
認知症の方に対して、周りのスタッフがイライラし
ているのを見て、「どうにかならないのか」と悩ん
でいたそうです。 

ですが、養成講座を受講したことで、上田さんの仕
事に対しての姿勢や考えも大きく変わりました。



学んだことがすぐに使えて、 
自分自身も楽になりました。 

Q.養成講座を受けてみた感想は？ 

最初はスタートアップセミナーに参加して、養成講座は金額も金額なので（笑 

まず、協会の別の商品から試したのですが、 
その内容を利用者さんに実践してみたら、効果があって！ 
なので、養成講座で、もっと深く学んでみたいと思い、参加しました。 

脳のどの部分が低下しているのかということの知識を持っているだけでも、 
仕事中の自分のコミュニケーションの取り方がわかったり、自分自身も、 
とても楽になりました。 

学んだことを、少しアドバイスするだけでも、変化のある患者さんとかもいて… 
すぐに使えることも多くありました。 

介護士でも、ちゃんと理解して、 
学ぶことができます！ 
Q.養成講座の受講に迷っている方にメッセージを 

介護の知識しかないなかで、ちゃんと内容を理解できるのかという不安もありまし
たが、医療の知識がなくても、１から学ぶことが出来ますし、 
とてもわかりやすく説明してくださるので、安心して受講ができます。 

改善できるという知識や、自信があると、自分自身も楽になりますし、落ち着い
て、利用者さんに接することができるようになります。 

介護士でも、学んで、すぐに実践できる内容も多くあるので、是非学んで欲しいと思
います！ 
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施設や、自分の仕事の 

在り方に疑問を感じていました。 
Q.養成講座を受ける前の職場での悩みは？ 

19

介護の仕事に対する希望が湧きました！ 
一緒に認知症で苦しむ人を減らしましょう！

介護士 
松澤　千歳さん

私が働く施設では、要介護４以上の方が多く、
全部こちらでトランスをするなど、最後の見取
までケアを行うということを目的にやっていま
した。 

でも、本当にケアだけで終わってしまって良い
ものかと… 

松澤さんが介護士として働く施設は、最後の見取ま
で行うことが多く、もちろん認知症の方もおられる
のですが、ただケアだけで終わってしまっていいの
かと悩む日々が続いたそうです。 

ですが、養成講座を受講したことで、その悩みもな
くなり、今では自分の仕事に誇りを持って、取り組
んでおられます。



そんな時にこの協会を 
Facebookで見つけたんです！ 

ケアとかそんなんではなくて、改善が出来るという情報を見つけたんですが… 
最初はどうなんだろうと疑いもあって笑 

なので最初は、スタートアップセミナーという1日の体験セミナーに 
参加してみました。 

そこでは、1日で全体像を把握したのですが、 
「あ、こういう感じでやっていけば改善できるんだ！」ということがわかって… 
「自分もこれを習得すれば、改善できるのか」と、 
自分自身の仕事に対しても希望が湧きました！ 

闇雲に利用者さんに 
接することがなくなりました。 

Q.養成講座を受けてみた感想は？ 

利用者さんにただ闇雲に接するだけでなく、一人一人がどういう症状を持ってい
らっしゃるかということを評価できるようになりました。 
それを前提に、どの治療をしようかということを選んでできるようになりました。 

是非、チャレンジして、 
認知症で苦しむ方を一人でも少なく！ 

Q.養成講座の受講に迷っている方にメッセージを 

私もずいぶん悩みました。 
同じように悩んでおられる方もいると思いますが、まだまだ私より若い方も多いと
思いますので笑（年齢は言いませんが） 

是非チャレンジしてください！ 
ここで改善法を習得して、全国で認知症で苦しんでいる方々を一人でも少なくできる
ように、努力していきたいと思います。 
一緒に受けていきましょう！ 
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他のセミナーと間違えて、 
参加したのが、きっかけで… 

Q.養成講座を受ける前の職場での悩みは？ 

これまで、ずっと対応というところばかりに焦点を当てていて、 
私自身も、この協会を知るまでは、認知症は治らないものと思ってきました。 

その対応の仕方をもっと学ぼうと、 
元々、他の団体のセミナーに参加しようと思ってたんです。 
それで、そのセミナーに申し込んだつもりが… 

いざ受けてみたら、この協会のスタートアップセミナーでして（汗 

なので、正直、ヤバい！って焦りましたね。笑 
私だけではなくて、他の職員も誘ってたので（汗 

介護士 
澤田　篤子さん

介護士の自分でも“改善できるんだ” 
という希望が持てる講座です！
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介護士の澤田さん。 
元々、同じ病院で働く同僚や後輩と一緒に違う会社
のセミナーを受けるつもりで参加したら、間違えて
日本認知症リハビリテーション協会のセミナーに参
加してしまったそうで… 

そこから、何故、養成講座を受講しようと思えたの
か？詳しく伺ってみました。



でもいざ、スタートアップセミナーを 
受けてみたら… 

いざ受けてみると、 
「あれ、これまで受けてきたセミナーとは違うぞ」 
って感じました。 

これまでは、「改善しない」と思っていたし、そういったセミナーしか 
受けてこなかったので、「改善できる」というのが斬新で！ 

ちゃんと学べば、ど素人でも改善できるというのを聞いて、 
だったら、介護士の私たちでも改善できるのかなという希望も湧いてきて… 

それで、養成講座にも参加して、そこから改善に対して、のめり込んでいきました
ね。 

今では、養成講座だけでなく、この協会のいろんなセミナーに参加しています。笑 

一緒に、養成講座を受講して、 
認知症をゼロにしましょう！ 

養成講座を受講するたびに、 
目から鱗が落ちるという感覚を受けています。 

自分自身の仕事の姿勢を見直す機会にもなり、 
実際に教わった内容を実践することで、どんどん自信がついています。 

私は、ここでしっかり学んで、 

「認知症をゼロにする」 

という勢いで頑張りたいと思っているので、是非一緒に受けましょう！ 
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去年の夏頃、 
海外にいる私に、突然父からの電話 

Q.この協会を知ったきっかけは？ 

去年の夏くらいに、いきなり、父から電話がかかってきたんです。 
「母の様子がちょっとおかしい」という内容でした。 

私は当時、海外にいたんですが、 
「次に一時帰国した時に、絶対に病院に連れて行って欲しい。 
絶対これは、認知症だ。」と言われて… 

それで、年末に帰国した際に、実際に母の様子を見て… 
確かにおかしいと思ったのですが、私自身は、病院には連れて行きたくなくって。 

薬を飲ませたくはなかったので。 

それで、いろいろと検索をしていたら、御社の治療院の存在を知って、 
まず受診をしました。 

会社員 
尾田　直美さん

身に付けた技術は一生物！ 
母の認知症改善にも成功しています！
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海外で働く尾田さん。 
突然の父からの電話で「母の様子がおかしい」と連
絡があったそうです。 
一時帰国の際に、母に会うと、確かにおかしい… 
でも、尾田さんは、ここで病院に行くという行動を
取りませんでした。 
なぜ、病院に行かなかったのか？ 
そして、彼女が取った行動とは？

家族編



自分自身が技術を身につけたら、 
毎日、母に実践できる！ 

Q.養成講座を受講した理由は？ 

ただ、いざ、治療院に通うとなった時に、 
車で１時間ほどかかる距離に住んでいたこともあり、 
母自身の体力のこともあって… 

だったら、私自身が改善できる力をつければ良いのではないかと考えました。 
ちょうど日本にいれる時期でもあったので、 
毎日母の近くで、いろいろとやってあげられるなと思って… 
それに、この技術を身につければ一生ものだと思ったんですね。 

それで、養成講座を受講しました。 

医療とは関係のない仕事をしている私でも 
手応えを感じることが出来ました！ 

Q.受講してみた感想を教えてください。 

実技も1から詳しく教えていただけるし、 
毎回、「そうなんだ！」という気づきもあって… 
すぐに実践できる内容なので、教わったら即、母に試していました。 

そうすると、手応えもかなりあって！ 

全く医療とは関係のない仕事をしているど素人ということもあって、 
本当に改善するんかなという半信半疑ではあったものの、 
母のために始めてみる決断をして、結果として手応えを感じることが出来て、 
自分の将来のことを考えても、受講していて本当によかったと感じています。 
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見た目にもわかるくらい 
母が変わりました！ 
Q.具体的にどんな手応えがありましたか？ 

父に相談を受けた当初は、うつ症状のようなものが強く出ていたのですが、 
それが改善してきました。 

私は、教わった内容を、毎日実践してみて、 
父にも、毎日水を２L飲ませてもらうように頼んだりして… 

そうすると、見た目にもわかるくらい効果がみられてきました！ 

意欲が出てきましたね。

一度身に付けた技術は 
一生ものです！ 

Q.養成講座の受講を迷っている方にメッセージをお願いします。 

ここまで統計立てて、認知症改善について教えてくれるところは、 
他にどこにもないと思います。 

なので、是非、受けてみられることをお勧めします！ 

技術はやはり、一生ものだと思います！ 
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介護士 
高橋　正樹さん

“改善出来ない”から“改善できる” 
に考えが変わりました！

施設でも認知症の利用者さんと 
関わり、母も認知症… 

常に認知症と隣り合わせの生活 
Q.養成講座受講前は、どんなことに困っていましたか？ 

施設で働いているので、もちろん、そこでも認知症の方は多いのですが、 
母が認知症なので、認知症の方とは、常に隣り合わせの生活をしています。 

以前は、とにかく、対応に困っていて… 
拒否とか暴力とかそういった症状に対しての対応にすごく困っていました。 

認知症は治らないもの、どんどん進行していくしかないものと思っていましたし、
ひどくなれば薬に頼るしかないものと思っていて… 
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高橋さんは、介護士として働いていますが、お母さ
んも認知症で、常に認知症とは、隣り合わせの生活
をされています。 
とにかく、以前は、認知症はどうしようもないもの
と思っていたという高橋さん。 
でも今は、自分でも改善できるということに希望を
持っておられます。 
養成講座を通して、高橋さんに、どんな気づきが
あったのでしょうか？



母の認知症が悪化。 
どうにかならないかと調べていたら、 

この協会に出会いました！ 
Q.養成講座を受講した決め手は？ 

やはり、母の認知症状がひどくなってきて、 
特に家族となると対応が余計に難しくて… 

どうしたものかなと思って、とりあえず色々調べていたら、 
認知症を改善できるというものを見つけて、それがこの協会でした。 

見つけた時は、 
「これなら認知症を改善できるかも」という希望が湧いてきましたね！ 

当たり前のことをちゃんとやれば 
改善するんだと気づきました！ 

Q.養成講座受講して、どんな学びがありましたか？ 

まず、改善出来ないと思っていたものが、 
改善できるんだという考えに変わりました。 

また、認知症は脳の病気という認識だったんですが、筋や内臓、考え方や生き方も
大きく関わっているんだということに気づけました。 

そして、受講するなかで、 
当たり前のことが改善には大事だということがわかってきました。 

水を飲んでいない方には、水を飲んでもらう、 
お菓子ばかり食べている方には、それを辞めてもらう、 
朝にパンばかり食べている方に、ご飯にしてもらう、 
とかそういった誰にでも出来るようことが本当に大切なことだと学びました。 
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それを実践していくと、笑顔がみられたり、会話の辻褄が合うようになったり… 

何気ない変化が本当に嬉しくて、 
まだまだやれることはいっぱいあるなと感じています！ 

余談ですが、 
昔、岡本代表が出張施術というものをされていた時期があって、それに母を連れて
行ったんですが、1回の施術で、便秘が解消されたり、まともなことを言うように
なったり… 
なので、ここで学べる知識や技術は本物だという確信をそこでも得ることが出来ま
した。 

是非受けてください！ 
僕でも改善させられるんだから大丈夫です！ 

Q.養成講座の受講に迷っている方にメッセージを 

是非、受けてください！効果があります！ 

そして、誰にでも実践できる内容になっています。 

僕ができるということは、きっとこれを見ている皆さんにも出来ると思います。 

ちゃんと実践すれば、それで改善が出来ていくと思いますので、 
是非受講して欲しいと思います！ 
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LAPRE蒲田院パートスタッフ 
下村　直美さん

母のために受講した養成講座ですが、 
結果として、自分も救われ、 
新しい道も開けました！

今よりも、とにかく、 
私も母も不安が大きかったです。 

Q.養成講座受講前は、どんな悩みがありましたか？ 

やっぱり、この先どうなるかの不安がとても大きかったですね。 
今よりも、介護度では、楽だったはずなんですが、 
（事故にあって、今の方が身体的には悪くなってしまっているんです） 
不安は、私も母も、その当時の方が大きかったですね。 
母のうつ症状も当時はとても強かったので… 

養成講座を受けて、 
そのうつ症状を改善できたということがとても大きかったです！ 
意欲が改善して、歩行に障害はあるものの、積極的に歩いてくれたりもしています。 
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元々、専業主婦をしていた下村さん。 
お母さんの認知症をどうにかしようと必死に調べた
結果、養成講座に辿り着きました。 

受講をきっかけにお母さんの改善はもちろん、現在
はLAPRE蒲田院のパートスタッフとして、日々認
知症の改善に携わっておられます。 
そんな下村さんが、これから家族を改善させたいと
思っている人に伝えたいこととは？ 



受講して、私の不安がなくなったことが、 
母のうつ症状を改善できた一番の要因です！ 

Q.養成講座を受講して、実際にお母さんに取り組んでみた内容は？ 

全部やりましたよ！ 
だって、私は母の認知症をなんとかしたくて必死でしたから。 
きっと、家族で養成講座を受けられる方っていうのは、本当に必死だと思うんです。 
だから、意気込みだけは、同じ時期に受講した方の誰にも負けてなかったと思いま
すね笑 

だって、母の認知症とは隣合わせの生活ですからね… 

勉強していくと、なんでこの症状が今起きてるんだということが、 
段々とわかってきて、少しずつゆとりが持てるようになってきました。 

私自身の不安が少なくなったことも、 
母の不安症状が落ち着いた一つの要因だと思っています。 
家族がまずは安心するということが重要かと思いますね。 

養成講座の受講はもちろん母のためでもありますが、私自身を守るためでも 
あったと思います！ 

行動したことによって、 
自分自身も楽になるし、新しい道も開けました！ 

Q.養成講座をこれから受講される方にメッセージをお願いします 

目の前のご家族さんのことで困っていることがあるのなら、あなた自身が知識をつ
けることで、楽になれるので、良いんじゃないかと思います！ 

あとは、元々、母のために受講した養成講座ですが、結果として、今は、治療院で
もパートで働かせていただいて、少しは他の方にも役に立てているのかと思うので、 
そういった道が開けたことを嬉しく思っています。 

行動しないと、何も変わらないと思いますので、悩んでいるのであれば、 
まず進んでみられることをお勧めします！

30



 

認知症リハビリテーション専門士
養成講座の募集受付は
5月31日（月）まで

https://anshin.jdr-association.jp/specialist-tc-m 
上のURLをクリックしてください 

　

https://anshin.jdr-association.jp/specialist-tc-m

