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小川敬之 

認知症の支援 

-包括的視点での多職種のかかわり方- 

Dementia Friendly Community 

Dementia Friendly Community in SEIAI -Ｒｅｈａ 



認知症を取り巻く背景 



Populations are getting older 

2015 2050 



一昔前に比べ、世界的に高齢化は加速している！ 

Population ageing is happening much more quickly than in the past 

Time for percentage of population older than age 60 to double 

そのトップランナーは日本！ 
Dementia: a public health priority 

Authors:World Health Organization and Alzheimer’s Disease International 

（http://www.who.int/mental_health/publications/dementia_report_2012/en/） 

http://www.who.int/mental_health/publications/dementia_report_2012/en/


100人に1人が認知症を発症 
 

 世界保健機関（WHO）が発表した報告書「認知症：公衆衛生上に重要課題（2012年）」による
と、世界の認知症有病数は現在、およそ3,560万人に上る。2030年までに2倍の6,570万人、2050
年までに3倍の1億1,540万に増えると予測されている。認知症は世界中で増加しているが、半数以上

（58％）は低・中所得国に集中しており、この割合は2050年までに70％以上に上昇するという。   
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Dementia: a public health priority 
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http://www.who.int/mental_health/publications/dementia_report_2012/en/ 
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認知症有病率 

2013 朝田らの報告より作成 

（年齢階層） 

（％） 

※ 高齢になればなるほど認知症の有病率が 
  指数関数的に多くなってきている 

（％） 



認知症という病？ 

What is the dementia ? 



腹痛という症状がある場合 

腹 痛 

腎結石 
胆嚢炎 

大腸癌 

胃潰瘍 

食中毒 
その他 



認知症は病名ではなく症状名である 

その他 

認知症 

レビー小体型 
脳血管型 

脱水 

アルツハイマー型 

甲状腺機能障害 



アルツハイマー型認知症 

血管性認知症 

レビー小体型認知症 

前頭側頭葉変性症 

疾病としての認知症をどう理解するか 

（認知症の種類） 

治療可能な認知症 
（Treatable Dementia） 

 
治療不可能な認知症 

（Untreatable Dementia） 



認知症の理解は記憶障害があり・・、認知機能の
低下があり・・など「病気」という知識を持つだ
けではあまり意味がありません。また、課題解決
にもあまりなりません・・。 

 

 

それら機能の低下（記憶障害や認知機能の低下な
ど）があることによって、その人がどのような風
景を見ていて、どのような混乱状況に陥っている
のかを考えることが大切であり、そうした理解が
重要です。 

 共感的理解 
empathic understanding 

社会的課題 
social issue 



Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders-5 

（DSM-5）の6つの認知領域において1つ以上に以前の行為
水準より低下している領域がみられる。 
 
・複雑性注意   （complex attention）；一度に多くの事に注意を向ける 

・実行機能  （executive function）；実行機能 

・学習及び記憶（learning and memory）；記憶 

・言語    （language）    ；失語 

・知覚 -- 運動   （perceptual-motor）；失行、失認 

・社会的認知 （social cognition） ；社会脳 

 
 

    認知症の中心的な症状のとらえ方が、従来の記憶障害 
   から、社会的認知の障害（関係性の障害）へと 
   シフトしている。 
 

  記憶障害はADだけに診断基準として記載されている。 



人との 
  関わり 

環境･物との   
  関わり 

混乱や不安 

うつ状態、幻
覚・妄想、徘
徊、興奮・暴
力、など 

BPSD （周辺症状） 

脳病変 

認知症の人 

生活歴（人となり） 

＜認知機能障害＞ 
記憶障害、失見当識、遂行機能障害、視空

間認知障害など 

＜身体症状＞ 
パーキンソン、自律神経障害など 

  社会認知の障害 

場の雰囲気、交流 
コミュニケーション 
自己認識/病識 
他者の意図理解 

 生活行為の障害 
 
ADL：更衣･食事･ 整

容など 
IADL：買い物･調理･

運転など 

失
敗
体
験 

 

自
信
喪
失 

失
敗
体
験 

 

役
割
喪
失 

認知症の人の混乱（BPSD）出現の図式 
（Yamaguchi T.et al. Int Psychogeriatr. 24(12):2012、本間昭、松田 実 著「認知症BPSD～新しい理解と対応の考え方～」 日本医事新報社 p21 

2010、キャラバンメイト養成テキスト 2014； 参考） 

神経細胞
ネットワー
クの不具合 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Yamaguchi T[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=22874819
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Yamaguchi T[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=22874819
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Yamaguchi+T,+et+al.:+Int+Psychogeriatr.+24(12):+1919-1926,+2012.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Yamaguchi+T,+et+al.:+Int+Psychogeriatr.+24(12):+1919-1926,+2012.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Yamaguchi+T,+et+al.:+Int+Psychogeriatr.+24(12):+1919-1926,+2012.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Yamaguchi+T,+et+al.:+Int+Psychogeriatr.+24(12):+1919-1926,+2012.


 
脳のネットワーク 

 

社会脳（人との関わり） 
 

 

Social Cognition 



BCE：過去の体験を参考にしながら未来を志向し、活動を整えていく（時間の感覚が含まれ  
   る）；このネットワークがダウン、見当識の障害 
 
BCD：他人や社会とのかかわりを考えながら自分について考える機能、自己を内省する思考 
 
AB：理不尽な物事に対する怒りを抑える。欲望、感情にそって行動する自分を抑える 
 
ＴｏM：人の目つきや顔つき、表情から怒り、悲しみ喜びなどを感じ取る。危険を察知して逃 
    避、共感を示すなど対人関係の基礎を担う。 

社会脳から見た認知症（伊古田俊夫 講談社 2014） 

Default Mode Network；DMN 

ぼーっとしている時、後部帯状回、 

前頭葉内側が同期して活動 



社会脳：こころの理論 
誤信念（思考）課題 

４歳以降で通過 
他者の思考を推測できる 
他者は自分と違う思考を持つ 

森岡 周：認知神経科学入門、協同医書、2006 

他者交流や社会活動など 
社会生活に必要な技能 

自閉症児における研究
1980年代後半ころから 

認知症者における研究 
2000年ころから 



着る動作がうまく行えなくて・・ 

（物との関わり） 



• A氏 60歳代  

• 診断：AD  FAST sage：6a MMSE：測定不可 

• ADL：入浴、整容、更衣、一部介助、食事（食べ始めや茶
碗を置く位置が危ないことがあり注意が必要）、排せつは
場所誘導が必要。歩行は自立、会話は可能だがつじつまの
合わないことが多い。 

 

＜よくみられる行為＞ 

 １階と２階の風景が同じ平面上にあるかのように話す（視
空間障害）。歯磨きや鉛筆書きなど人から指示された動作は
できないことが多い（道具障害）。鏡の自分に向かって話を
する（鏡現象）。 

  



指を見せてもらえますか？ 
このような指の形できますか？ 

指のとおり？あ！ここ。
（違うところを指さす） 

指を出したので、はじめの指
示は入力されたと思われる。 

手指構成になると話がかみ合
わず行為の混乱が見られる。 

声は聞こえているが、視覚・聴覚からの入力ではうまく認知されず
混乱し、混乱している間に短期記憶の障害から、何で混乱している
のかもわからず、さらに混乱が増していく。 



視覚から視床経由し腹側皮質路(what)、背側皮質路（where、動作のコン
トロール）を介して、認識、行動を起こす。Explicit；外発的行動、認識 

Marco Tamietto and Beatrice de Gelder Neural bases of the non-conscious 

perception of emotional signals. NATURE REVIEWS / NEUROSCIENCE VOLUME 11 ,OCTOBER 2010 p 700 



基底核、帯状回、扁桃核などから頭頂葉、補足運動野に内発的な信号が送ら
れる。Implicit；内発的行動 

Marco Tamietto and Beatrice de Gelder Neural bases of the non-conscious 

perception of emotional signals. NATURE REVIEWS / NEUROSCIENCE VOLUME 11 ,OCTOBER 2010 p 700 



Care 世話、介護 

Care 心遣い、注意してみる 

Care 



その理解を懐に・・ 

社会に包摂して 

 

 

ちょっと実践・・・！ 

こうした「その人から見た世界」「認知機能が低下
した人から見た世界」という・・・ 

Dementia Friendly Community 



宮崎県のとある村 

※ 65歳以上人口：約750（村民：1985名）；高齢化率38% 
17村、診療所1カ所、特養1カ所、デイサービス1カ所、包括1カ所 



仕上げ、加工、色塗り 
など 

大学 
NPO 

自治体 

企業 

販売 

対象者 
仕事（作業）
デリバリー 

スタッフ 
家族 
民生委員 
社協職員 
学生 
村職員 

出来る作
業を話し
合う 

＄ 賃金発生 

商品 
公民館機能を活用したデリバリー作業の取り組み 

 Deliverly Occupation（DO） 

持てる力（能力）を発揮できる、楽しみになる、
そして地場産業・企業と協力して 



6月から開始 
週2回（月、水；9:00-11:00） 
出席カード 
作製個数の確認票（帳簿） 
準備：手のあいている家族 

脳血管性（78歳 女性、独居） 

評価項目 H26年5月 H26年8月 H27年4月 

MMSE 15点 14点 16点 

DASC2
1 

41点 41点 45点 

DBD13 18点 16点 18点 

Zarit8 8点 4点 3点 

レビー小体型（83歳 女性） 

評価項目 H26年5月 H26年8月 H27年4月 

MMSE 20点 21点 19点 

DASC2
1 

34点 32点 33点 

DBD13 8点 6点 4点 



 認知症の人にもやさしい図書館！? 

Dementia Friendly Library 

「既存の仕組みを巻き込んでの地域づくりと啓発」 
 

マクドナルドよりも多い図書館！ 
 



H市認知症生活支援推進委員会 
医師会、社協、疾患センター長、行政、包括支援センター、区長、民生委員、大学 

１回（2h程度）/月 
疾患センター職員を派遣は？ 

・サポーター養成講座 
・2か月に一度認知症関連 
        ショートレクチャー 
・認知症を持っていても読める本や環境 
・相談を受ける（時間を決めて） 
・よもやま話・・。 

H市（5万人）では・・ 

市立図書館で準備開始？ 
市民センターの図書コー
ナーに設置予定！ 



・最後に・・ 



 

「私を見てちょうだい」 
                              著者不明  

ロナルド・タールステン寄稿（スコットランドのある老人病院棟から見つかった詩） 
 

看護婦さん、いったい何を見ているの？私の何を見ているの？ 
  

あんたがたに見える私は ただの不機嫌な顔をしたぼけ老人でしょうね 
ぼんやりとうつろな目をして  

つぎに何したらいいかもわからない老人でしようね 
ぼろぼろこぼしながら食べものを口に運び  
「ちゃんと食べて！」と大声で言われて 

返事もしない老人でしょうね 
 

看護婦さんのしてくれることには知らん顔をして 
年がら年中、靴や靴下の片方をさがしている老人でしょうね 

             
お風呂や食事を嫌がってみても 

   どうせ他にすることもないからって  
結局はいいなりになる老人でしょうね 

  
    どう、この通りでしょう？これがあなたがたに見える私でしょう？  

      さあ、看護婦さん よおく目を開けて、私を見てちょうだい 
  

   ここでじっと座って 命令されるままに動き 言われるままに食べる私が 
本当はどういう人間なのか教えてあげるから 

 



 
    
 

私はね、10の歳には 両親や兄弟の愛に囲まれた子どもだった 
娘盛りの16には 愛する人に巡り会える日を夢見る乙女だった 

20歳で花嫁となり心弾ませて「この人に一生を捧げます」と誓ったのよ 
 25には母親となって子どもたちのために心安らぐ家庭を築こうとした 

そう、60の頃には小さな孫たちが、膝の上に座ってくれた 
 

 もう私は年老いてしまった 
    時の流れは情け容赦なく 年寄りをおろかに見せ 

  身体をぼろぼろにし 美しさも精気もどこかへおいやってしまう 
  そして、かっての柔らかな心は 石のように閉ざされてしまった 

 
  でもこの朽ちかけた肉体の奥には 若い娘がいまだに住んでいるの 

  
この苦しみに満ちた胸は今一度過ぎ去った日々を思い出しては 

 喜びにはずみ、悲しみにふさぐ 
  

こうして、人生をいつくしみながら もう一度生き直しているの 
駆け足で通り過ぎていった あっと言う間の年月を思うと  

人生のはかなさをつくづく思い知らされる・・ 
  

そうなの、だから看護婦さん 
よおく目を開けて、私を見てちょうだい 

ここにいるのは ただの不機嫌なぼけ老人じゃない 
 

もっと近くに寄って 本当の私を見てちょうだい  
 



Thinking Outside the Box！ 

既成概念に縛られず！ 

ご静聴ありがとうございました。 

様々な領域が知恵を出し合って、枠をとびこえた取り組み
がさらに必要。 


