認知症の基礎知識
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いことは︑たとえ認知症の症状が
現れたとしても︑そのすべての人
の介護が大変だということではな

いということです︒認知症がかな
り進行しても︑激しい症状が目立
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＊出現率は65歳以上の高齢者に対する割合です。
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認知症高齢者の将来推計
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状態を悪化
させないために

認知症の原因は何でしょう
認知症をおこす原因の多くは病気によるものです︒代表的なものに︑

脳血管障害による脳血管性認知症とアルツハイマー病によるアルツハイ
マー型認知症があります︒他に︑両をぶつけたときにおこる慢性硬膜下

血腱や脳腫瘍︑重度の貧血︑栄養障害︑．薬の副作用なども原因となるこ
とがあります︒

脳の障害でおこる認知症そのものを直すのは

難しい場合があります︒しかし︑左記のような

二次的要因が︑認知症を悪化させていることも

あります︒これらをできるだけとり除くように

すると︑認知症の症状が落ち着いたり︑本人を

穏やかにすることができます︒
●ストレス、孤独感

脳血管性認知症
脳の血管がつまったり︑破れたりする
と︑脳細胞に酸素や栄養が届かなくなり
ます︒そのために脳の機能が低下して発
症するものを ﹁ 脳 血 管 性 認 知 症 ﹂ と い い
ます︒原因はいろいろありますが高血圧
症や高脂血症などの生活習慣病のために︑
脳の血管の動脈硬化が進んで発症するこ

とが最も多い原因です︒

アルツハイマー型認知症
アルツハイマー型認知症とは︑脳の萎
縮によって脳全体の機能が低下してしま
うタイプの認知症をいいます︒はっきり
した原因はまだわかっていませんが︑認
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知症というにはまだ若いように思える50
代60代から発症する場合もあります︒

：芸讐這警偶者等との離別 環境
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夜中に部屋の中に誰かがいると言い

﹁もう年なのだから仕方がない﹂とそのままにし

高齢者に認知症の症状が現れたのに気づいても

軍期発見が大切な理由

分な注意が必要とされます︒

によっては自殺に至るケースもありますので︑十

治療には﹁抗うつ剤﹂の投与を行いますが︑場合

なり︑自分で自分を責めたりする症状が現れます︒

呼ばれるものです︒気分が落ち込み︑元気がなく

認知症の症状と見誤りやすいのが︑うつ状態と

認知症にはどんな症状がありますか
認知症は︑老化に伴う物忘れとは異なります︒しかし︑認知症の初期

症状は︑単なる物忘れと区別がつきにくいので︑身近にいる家族が︑認
知症の兆候を見逃さないようにしましょう︒認知症かどうか不安を感じ
たら︑すぐに専門家に相談することが大切です︒

新しいことを覚えるのが苦手

張ったり︑誰かが襲いに来るなど︑幻

画幻覚や妄想

になるため︑過去のことはよく

が見えたり︑実際にはありえないこと

画記憶の障害
覚えているが最近のことがわか

を確信している状態︒

がいつなのかがわからなくなる状態︒

からなくなるなど︑ここはどこで︑今

慣れ親しんだ道なのに︑帰り方がわ

画失見当識

らなくなる︒

また過去の記憶と現在の記憶
の区別がつきにくくなったり︑

体験をそっくり忘れてしまった

りすることもある︒自分が忘れ
ているということに対する自覚

が乏しいのも特徴的︒

回意欲や感情の障害
急に激しく泣き出したり︑怒
り出したりするような︑感情の
抑えが利かなくなってしまう状

︒
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20点以下の場合は認知症の疑

いがあります。ただし、認知症

かどうかの最終診断には専門
医の総合判断が必要ですから、

このテストはあくまで目安と
考えてください。
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何曜日ですか
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01

今日は何年何日何日ですか？
日

年

曜日

01

（自発的にできれば2点、5秒おいて、家ですか？
私達がいるところはどこですか？

01

01

012・

施設ですか？の中から正しい選択をすれば1点）

4

また聞きますのでよく覚えておいてください。

これから言う3つの言葉を言ってください。あとで

（以下の系列のいずれか1つで、採用した系列に○印をつけておく）
1．A）桜

B）猫

10−7．9

C）電車

1、

2．A）梅

B）犬

ヮ

言ってください。
（自発的に回答があれば吾2点、もし回答がない場合、
先ほど覚えてもらった言葉をもう一度

A：012 B：012

以下のヒントを与えて正解であれば1点）
A）植物

8

B）動物

C：012

C）乗り物

それを隠しますので何があったか言ってください。
これから5つの品物をみせます。

012 345

（時計、鍵、タバコ、ベン、硬貨など必ず相互に無関係なものを）

できるだけ多く言ってください。
（答えた野菜の名前を右欄に記入する。遠．
9 中でつまり、約10秒待ってもない場合には
知っている野菜の名前を
そこで打ち切る）
5個までは0点、6個＝1点、7個＝2点、
8個＝3点、9個＝4点、10個＝5点

満点30点
5

合計得点

345
012

ている場合があります︒しかし︑認知症のなかに

7

は︑治りやすい原因によるものや︑特別な治療を

01

必要とするものがあるため︑早期にその原因を突

01

9253

（3桁逆唱に失敗したら打ち切る）

き止めておくことが必要です︒
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私がこれから言う数字を逆から

01

また診断を受けることで︑家族や周囲の人たち

01

は︑認知症という﹁病気﹂に対する心構えができ

ロつ

（86）
（93）

ますし︑認知症の高齢者へのより良い接し方も学

6

。

01

んだり︑様々な情報やサービスを得やすくなりま

b
L7
100から7を引いてください。
最初の答えが不正確の場合、打ち切る）

01

す︒その点でも早期の受診が必要です︒
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C）自動車

01

排泄物をいじる︑食べ物以外のものを口に

お歳はいくつですか？（2年までの誤差は正解）

点

担問題行動

配

か 入れる︑排掴する︑様々なものを集めるなど︒

容

回日常生活能力の低下

内

着衣の脱ぎ着ができない︑食事や入浴が

1

問

一人でできない︑排泄を失敗するなど︒

質
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都道府県ごとに相談窓口を
設け、居場所づくり
社会参加を支援

・

握する実態調査

初期段博の人の二￣ズを把1
行方不明者の早期発見のため

高齢ドライバーの交通安全

に、地域での見守り体制を整備

認知症サポーターの養成員

￣、準攣、学学校高齢者への卿を痢
医療・弁難 歯科医と薬卿師の認知症対

めるような郵青を進める
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家戦略が掲げる重要な考え

本人の思いの重視は︑国

きたい﹂と語った︒

意見交換のため︑安倍晋三

方だ︒兵体的な取り組みと

認知症共生の時代

﹁国家戦略﹂の正式名称は﹁認知

掘ほほほほ持⁝＝指も

今回の戦略はへ厚労省のみなら つある︒こうした状況で国家戦略

目立つようになったことがある︒れる︒介護縮小の不安は広がりつ

瓢離絹鍼縞撃緋舶用摘録絹窮鍍

までが対象期間∵厚生労働省が′3

年前に策定した計寧箋bンジプ

撒攣高齢ドライバーの安全種 国生代表理事は︑認知症施策が

1980年から活動を続ける
﹁認知症の人と家族の会﹂の高見

豚どが盛凝込まれている︒

人の緋循毒力不明者の安全対策
して地域の見守り体制を整備す

や施設中心だった支憾

完︑認選の人や家族を取り

オレンジプランは︑

ラン︑？17年を姦警せ為

改め︑﹁住み慣れた山

えない︒認知匠の人の地域での蕃

萄く董錦が進んでいるとは言

ちの最大の廉い︒認知症の人や家

動きもあるが︑医好介護の態勢を

一﹁介護保険を後退させるような

いくの傘痙祝したいJ︵立松真文︶

族を支える環境が本当に充実して

整備して欲しい︑というのが私た

半農を支える介護サービスは普及
が蓮如てい毎特別養護老人ホー

しっつ︑懸念も示す︒

﹁国家載蜂﹂になったことを評価

続けられる社会の実現﹂を目指す

ものだった︒
戦略をまとめた背景には︑高速

道逆走など繋知症の人がかかわる
交通事故や︑判断力の低下した人︑

必切成層を偏︑薫謹度の高い
資にす桑ど見直しも予定さ

東京都杉並区に住む男性

訴えは切実だ︒

︵66︶は︑営業マンとして働

れるわけではないことを伝

いていた6年前︑妻︵哲が

す︒およそ1年前から講演

会場では︑3年前に認知 かわいい︒働いて帰ったら

えたいと思っている︒孫は

症と診断され挺自らの﹁痛 ビールを飲みたい︒﹁忘れ

認知症と診断された︒介護

みーあ蕎す︒ノ百線を図ろ

のような当事者が自分の言

葉で語る賓を発信する全国

現在︑妻は要介護2︒痛

に切り替えた︒

感するのは︑若年向けのサ

妻は﹁同じ世代の人がいな

キャンペーンの展開が新た ービスの乏しさ管一般の
デイサービスに行っても︑

に盛り込まれた︒

るが︑収入は激減した︒要介

認知症の人がすべてを忘

ある︒自分は自分であるこ のため4年前に退職を決
とに変わりはない﹂
意︒時間が自由になる仕事
．一国家戦略では︑青山さん

ることも︑忘れないことも

で各地に足を運ぶ︒

だけで解決できない問題が近年︑

が狙われる消費者被者など︑絹

︒
る

の青山仁さん︵54︶はそう話

い︒施設に泊まり︑入浴介

い﹂と善い︑輪に入れな

護度は4︑最近では日常の

若年層対策
で発症する人も少なくな

に4回利用する︒ただ︑こ

年専門のデイサービスを過

助が男性だとわかると︑妻

い︒職場の中核だったり︑

意思疎通も難しくなった︒

しては︑本人と家族の政策

家事や育児を切り盛りした

知らない間に家を出て行く

立案や評価への参加▽認知

りしている人たちだ︒それ

こともあり︑目が離せない︒
﹁家計を考えると︑もっ

﹁認知症の人は何もでき

だけに発症後に家族にかか

若年認知症は40代︑50代

などが盛り込まれた︒

憂思都の40代のパート女 と私自身が働かなければい
ている︒国家戦略では︑都
﹁若年の人を介護する家族
道府県への相談窓口の設置 性の夫は2年前︑45歳で認 けない︒でも夫の介護と育 が安心して職場や学校に通
や︑就労の継続支援の充実 知症と診断された︒子ども 児に追われ休む時間もな える仕組みを一刻も早く整
はまだ中学生と小学生︒美 い︒もっと介護者︑家族へ 備して欲しい﹂と訴える︒
︵久秋野︻卜〆寧山女乙ノ
は休職中だ︒障害年金はあ の支援が欲しい﹂︒女性の

もまだ数えるほど︒男性は

うしたサービスは︑都内で

1年前から︑練馬区の若

は入浴を拒んだ︒

際は働きたいと患ってい 症の人が必要と感じている
65歳未満の﹁若年認知
る︒会社の理解と工夫があ ことの実態調査︑などを列 症 ﹂ の 人 は 2 0 0 9 年 公 表
れば仕事はできる﹂︒30代 挙した︒
の調査で推計約3万8千
かつて﹁何もわからなく 人︒働き盛りの世代で︑高

る負担は重い︒

で認知症と診断された後も

ある︒しかし支援は不足し

生かそうという狙いがあ

いる︒そうした声を政策に

え︑少しずつ理解が進んで

ていた認知症︒しかし近
年は︑顔も名前も隠さず
公の場で語る当事者が増

なる病気﹂と受け止められ

齢期とは違った生活課題が

夢

なくなると思われるが︑実

︒
た

首相と約20分間︑面会し

﹁浜解とか偏見をなくし うとしだこともありまし
中心の団休﹁日本認知症ワ さんは︑就労支援の必要性
を訴えた︒安倍首相は﹁い て︑私の後に続く︑すじ病 たJ︒小さな建設会社の取
ーキンググループ﹂のメン
バーで仙台市の丹野智文さ ただいたご意見を受け︑総 気の人のためになれば︒そ 締役だった︒蛮知症？ そ
んなはずはない︒仕事を辞
ん︵40︶と︑鳥取市の藤田和 合戦略を実施していくなか う愚うんです﹂
め︑酒をあおる日々が続い
丹野さんらと同じグルー
子さん︵哲が首相官邸を訪 で十分参考にさせていただ
プのメンバーで︑相模原市 ︒
た

27日午後︑認知症の本人

当事者重視

紘知餐『義戦に摩り込まれた主な篤精
れた︒黎知症政策に関する

榛を608万人から800万人に
引き上げ（2017年度末）

自動車販売会社で働く丹野

政策参触

の確保

政府︑省庁横断の国家戦略を策定
65歳以上の5人に1人︑

約700万人が認知症︒国

の推計によれば︑いまから

10年後︑私たちはそんな社

会を生きることになる︒認
知症に関する初の﹁国家戦

略﹂が27日︑正式に決まっ

た︒﹁当事者の視点重視﹂
﹁若年認知症の支援強化﹂

謂紀酢純絹鏑配
保も含め︑幅広い支援を打
ち出している︒

相官邸︑．越田省吾撮影

する安倍晋三首相＝27日︑首

︵同3人目︶らと意見交換を

ープ﹂の丹野智文さん︵左か
ら2人目︶︑藤田和子さん

﹁日本認知症ワーキンググル
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・．、器などの開発支援
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今日からできる認知症予防
東京静電人総合研究所
自立促進と介護予防研究チーム

宇良千秋
http：／／ww2．tmig．orjp／ninchisy／

平成18年度における認知症有病率の推計
％
30

（大場、2001年の推断をもとに作成）
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