
認知症について

介護老人保険施設カトレア

施設長 岩瀬豊子
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本日の内容

１．認知症とは

２．原因疾患 （治る認知症 と 治らない認知症）

３．症状・経過

４．早めに専門医受診を（早期受診のメリット）

５．認知症のサイン

６．治療

７．認知症の人への接し方

８．予防

９．まとめ

１０．実践してみましょう（物忘れチェックと運動）



1.認知症とは？



認知機能
（外界を正しく認識し、正しく実行するための機能のこと）

記憶力

見当識 （時間・場所・人などから状況を判断す

る）

物を認識する機能

言語機能

慣れた動作を行なう機能 （着替え、歯磨きなど）

もの事を計画し順序だてて実行する機能（ 料理な

ど）

注意力 社会的判断力

感情 理性



脳の部位と働き

記憶・言語など

視覚認識

高等な人間らしい
感情、思考、理性など
精神的な機能

総合的な認識
実行機能

海馬



認知症とは？

何らかの原因（疾患や事故）で、

・一旦正常に発達した「脳に障害」がおこり

・「認知機能が持続的に低下」し

・「普通の社会生活（家庭生活や仕事）が困難」

になる状態



認知症と間違えられやすい状態

老化に伴うもの忘れ

年相応？

うつ病

意識障害・せん妄



老化による物忘れ と認知症の物忘れ



老化による物忘れ と認知症の物忘れ

老化による物忘れ 認知症



２．原因疾患
（治る認知症 と治らない認知症）



認知症の原因疾患

・アルツハイマー型認知症
40%

・脳血管性認知症
20%

・レビー小体型、
前頭側頭型認知症

１０％

・その他
（治る認知症）

10%

・アルツハイマー型認知症
＋

脳血管性認知症
20%



⚫慢性硬膜下血腫

⚫正常圧水頭症

⚫甲状腺機能低下症

⚫脳腫瘍

⚫ビタミン欠乏

※長期間治療せずに放置すると戻らない

⚫

治る認知症（認知症症状がみられる疾患）



頭部打撲し後、頭蓋骨と脳の間に少しずつ出血して

血の塊となり 脳を圧迫して障害が起こる

2-3週間から3ヶ月後に症状が現れることが多い。

麻痺 痙攣発作 元気がなくなる 認知症症状

手術で改善する

慢性硬膜下血腫



正常圧水頭症

脳の中心にある「脳室」に髄液が溜まり、脳が圧迫され、

認知症、歩行障害、尿失禁などの症状が徐々に出てくる。

手術で改善する



⚫

甲状腺機能低下症

新陳代謝を高める作用の甲状腺ホルモンの
分泌が低下して,からだの活動性が低下する病気

眠がる きつがる 寒がる

記憶障害

甲状腺ホルモンの内服薬で改善する



現代の医療では治らない認知症

１．原因不明で脳の神経細胞が減少する

（いわゆる認知症）

●アルツハイマー型認知症

●レビー小体型認知症

●前頭側頭葉変性症（ピック病）

２．脳卒中で認知症に関わる部位に障害がでる
●脳血管性認知症
（脳出血 脳梗塞 くも膜下出血後）

３．その他 脳炎、頭部外傷



異常蛋白 （アミロイドβ）が脳にたまって

神経細胞が減少し脳の萎縮が進行する病気

“海馬”から始まり、徐々に脳全体へ

いつの間にか発症、ゆっくり進行、
記憶障害（最近の物忘れ）から始まる

見当識障害（時、場所、人の順にわからなくなる）
理解力、判断力が低下 日常生活に支障をきたす
社会性は比較的保たれ、取り繕うことができる

終末は発語も消え寝たきり状態となる

症状を軽くしたり進行を遅らせる薬がある

ｱﾙﾂﾊｲﾏｰ型認知症



（レビー小体という）異常タンパクが脳に蓄積する病気

“後頭葉”から障害が始まる

・幻視（実際には存在しない人物などが生々しく見える）

・レム睡眠行動障害

（夜中に突然大声をだしたり、夢遊病のようになる）

・パーキンソン症状（小刻みの歩行、手足のふるえ）

ｱﾙﾂﾊｲﾏｰ病治療薬の少量投与で症状が軽くなる

レビー小体型認知症



“前頭葉”と”側頭葉”の萎縮が徐々に進行する病気

・人格の変貌
・社会のルールに反した身勝手な行動が目立つ

（高速道路を逆走する 万引きをする）
・常同行動

（同じ行動を続ける
同じ物ばかり食べる、同じ言葉を繰り返す）

記憶障害は比較的軽い（認知症とわかりにくい）

ｱﾙﾂﾊｲﾏｰ病治療薬では症状が悪化する

前頭側頭型認知症



脳卒中（脳梗塞、脳出血、くも膜下出血など）が原因

症状は突然出現、階段状に悪化

障害された脳の部位によって症状が異なる
・まだら状に認知機能の低下が起きる

・感情失禁をともないやすい

脳卒中の発症や再発の予防が大切
生活習慣病の改善・治療

脳血管性認知症



３．症状・経過
（アルツハイマー型認知症について）



認知症の症状

反応性の症状（行動・心理症状）

（失語）
（見当識障害）

（失行）

（失認）

（ ） （ ）

（実行機能障害）



アルツハイマー型認知症の経過

認知症の行動・心理症状

MCI（軽度認知障害）



軽度認知障害（MCI)

健康な状態と認知症のあいだの状態

年齢相応以上の記憶障害がある

日常生活は支障ない（運転,家計等問題なし）

６５歳以上の１０人に一人が発症

5割が4-5年で認知症になる

4割はＭＣＩを維持

早期介入で1割は正常化する



４．早めに専門医受診を！



早期受診のメリット

治る認知症がある

軽度認知障害（MCI)の段階で介入すれば

元に戻る場合がある

症状を軽くしたり、

進行を遅らせる治療がある→是非専門医へ

早くから理解を深めることで

より良い対応ができる



５．認知症のサイン



簡単な認知症のスクリーニング検査

１．おいくつになられましたか？

２．テレビや新聞はみますか？
ｱﾙﾂﾊｲﾏｰの人は取り繕い反応で、見ていると答える

最近のニュースで印象に残っているニュースが
ありますか？

３．今日は何月ですか？今、季節は何ですか



① 外出するのが面倒

② 外出時の服装に気をつかわなくなった

③ 同じことを何回も話すことが増えたと言われる

④ 小銭での計算が面倒 お札で払うようになった

⑤ 手の込んだ料理を作らなくなった

⑥ 味付けが変わったといわれる

⑦ 車をこすることが増えた

⑧ 歩くスピードが遅くなる

物忘れだけでなくいろいろなところにサインが現れる

MCI(軽度認知障害）に見られる変化



６．治療



認知症の治療

・中核症状に対する治療
アリセプト、など

・行動・心理症状を抑える治療

睡眠薬・抗うつ剤など
漢方薬（抑肝散など）

・出来ることを活かした快適な環境
・役割や出番の確保
・その他

・運動療法
・音楽療法
・回想法
・学習療法等
・現実見当識訓練
・ﾚｸﾚｰｼｮﾝ（絵画、園芸、ｹﾞｰﾑ）

薬物療法 非薬物療法本人らしい
穏やかな生活



アルツハイマー病の治療経過

軽度

症
状
の
経
過

重度

治療をした場合

認知症の自然経過

時間の経過

自然加齢

早めに治療をした場合



７．認知症の人への接し方



認知症の人へ接する際に
知っておきたいこと

・ 感情やその人らしさは残っている

・ プライドは失っていない

・ 自分をもどかしく思い
心理的にも不安定になっている

・ 接する人の気持ちが伝わり
それが病状にも反映される



認知症の人に接する際の
６つのポイント

１．本人のことをよく知る

２．本人のペースに合わせる

３．本人の世界に合わせる

４．現実を教えようとしない

５．常識をおしつけない

６．生活環境を整える

本人のありのままをうけいれ
る



生活環境を整える

１．本人のことをよく知る

２．本人のペースに合わせる

３．本人の世界に合わせる

４．現実を教えようとしない

５．常識をおしつけない

６．生活環境を整える



認知症の人に接する際の
「４つの “ない”」

１．驚かせ “ない”

２．急がせ “ない”

３．自尊心を傷つけ
“ない”

４．否定し “ない”



８．予防



認知症の予防はできないの？



生活習慣病の治療・予防

４０-６０代の生活習慣病の予防、治
療

・高血圧 高脂血症 糖尿病 喫煙

過度のアルコール摂取 肥満 運動不足

脳血管性認知症の原因

・高血圧 糖尿病

アルツハイマー型認知症のリスク



運動の習慣化

有酸素運動が予防に有効

（ゆっくりとした息切れのしない運動）
ｽﾛｰｼﾞｮｷﾞﾝｸﾞや散歩など

家事、そうじ、庭の手入れなど
日常動作も大切

・ 生活習慣病の予防・改善→脳卒中を減らす

・ 記憶に関する脳の部位（海馬）の細胞が増
える



食生活の改善

バランスのとれた食生活

・糖尿病の予防 改善
↓

脳卒中のリスクを減らす

・記憶に関する脳の部位（海馬）の
細胞を増やす

特定の食品の認知症予防効果に対する研究は不十分

これを食べればてきめんという効果のある食べ物はない



脳の活性化
（共感と感動 幸福脳をつくる）

知的余暇活動

文字に親しむ （読書 日記）
音楽鑑賞 スポーツ観戦 観劇 （生の感動）
楽しめる趣味を持つ （楽器演奏、ｹﾞｰﾑ、ダンス、ﾊﾟﾟｿｺﾝ）

社会的活動への参加 人との交流
（ボランティア活動、地域の活動、サークル活

動等）
・きょうよう（今日用がある）
・きょういく（今日行く所があ

る） が大切



脳を健やかにに保つ10か条
（アメリカ ｱﾙﾂﾊｲﾏｰ協会）

１． 頭を第一に
２． 脳の健康は心臓から 不整脈からの脳卒中予防

３． 測定値を大切に 体重、血圧、血糖等

４． 脳に良い栄養を 食事に気を付ける

５． 身体をよく動かそう 1日30分の散歩

６． 心に適度な刺激を 読み書き、ゲーム、パズル

７． 人とのつながりを 会話を楽しむ 地域活動

８． 頭の怪我に注意！
９． 習慣を見直そう ・・・・・ 喫煙、過量飲酒、薬物

１０．将来のために今日から



まとめ
治療可能な認知症があります。また、症状を軽くし
たり、進行を遅らせるお薬があります。

「年のせい」と判断せずに、少しでも気になることが
あれば、早めに専門医に相談しましょう。

規則正しいバランスのとれた食生活と、適度な運
動が大切です

楽しみながら脳や体を活性化しましょう。

地域の活動（シニアクラブ等）積極的に参加しましょう。



９．実践してみましょう



脳や体に刺激を与えよう

１．新しい体験をする

２．五感をみがく

３．利き手と反対側で運動する

４．二つの課題を同時に行う（デュアルタス
ク）

５．ゲームやパズル（脳トレーニング）



物忘れ度チェック

もの忘れのしやすさをはかるテスト。
同時に記憶に大切なワーキングメモリを強化し、物忘れを防
ぐ効果もあります。

テストの方法
１ 問題文を６つ読みます。文章が正しいが間違ってい

るか判断し、正しければ○、間違っていれば×をメ
モし
ます。同時に問題文の最初の単語を覚えて下さい。
（単語をメモしてはいけません）

２ ６つの問題文を読み終わったら、それぞれの最初の
単

語を、問題文を見ないで書き出します。
正しく覚えていた単語の数で結果を判定します。



テストです

問題

○×記入

１． 鉛筆は文字を書くための道具です。

２． 車は歩道を走ります

３． 月曜日は日曜日の前の日です

４． 冬は秋よりも寒いです

５． 妹は姉より年上です

６． サッカーは手を使うスポーツです



テスト結果（１語正解につき１点）

点数 判定の目安

４点以上 合格点です

２から３点 平均的な成績です

１点以下 もの忘れが多い可能

性が

一人で行うときは、自分で一文ずつ声に出して読み上げま
す。

周囲の人に問題文を作ってもらいましょう



やってみよう コグニサイズ

1 「両足をそろえ背筋を伸ばして立つ

2 「1」と数えながら右足を右足に大
きく開く

3 「2」と数えながら1の状態にもどる

4 「3」の代わりに手を叩き、
左足を左横に大きく開く


