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四万十市 認知症重度化予防市民講座 

「認知症は予防できる！改善できる！」 

日時：平成２５年３月２日（土）１４：０２～１６：１９ 

場所：高知はたＪＡ会館 ４階大ホール 

主催：四万十市 保健介護課 

プログラム： 

講演①「高齢期の身体の変化と認知症」～認知症は予防できる！改善できる！～     

金田弘子 森本外科・脳神経外科医院 副院長 

講演②「認知症の方の行動を人生歴から理解する」 

～上手に老いるための自己点検ノートの活用～    

石黒秀喜 （財）長寿社会開発センター常務理事 

内容： 

14:02～14:12 開会挨拶 四万十市 保健介護課 おの                    

・四万十市では、脳ドックへの助成、口腔ケアにも取り組んでいる。 

・介護が必要になったときには、介護、福祉の専門職が、地域が支援でき

るよう設置された。 

・支え合える地域、その人らしく生きられることを目指して。 

・認知症について正しく理解いただくため、取り組みを始めたところ。本

日もその一環。 

・ある認知症の方が相談に来た。「私は認知症と診断をされた。介護が必要になったらどこに相談

をしたらいいのかを家族に知らせたく、相談にきた」とのこと。 

・本人自身が相談に来たこと、こんな風に気持ちを打ち明けてくれたことが、私たちの認知症に

対する考えを大きく変えさせた。 

・あんなにしっかりと話せる方が、これまで出来たことが出来なくなる、途中でご飯を食べなく

なる、徘徊をする、・・・ 

・困ったことがあると、家族の方に相談するようになった。 

・そのうち徘徊が始まり、家族は疲れ、支援する我々も困ってしまうことも。さまざまな関係機

関の連携で、寄り添い、家族の会の方も寄り添ってくれました。 

・医療の面からも出来ることがあるのではと、普段の体調を整えることの大切さを学んだ。 

・体調を整えることで、認知症を予防することが出来る、そんなお話を本日いただく。 

 

・一人目の講師である金田さん。その人らしい生活をさせたいと、自立化、予防について取り組

んできた。その実践を広めるため、全国各地を飛び回り、活動している。８５歳以上の３分の

１の人が認知症になる時代。いかに備えるか。 

・２人目の講師は、石黒さん。ご自身が介護保険制度の創設に携わり、認知症のご親族を介護し

た経験から、自己点検ノートを活用している。 

・本来は大変ボリュームのある内容を、２時間という中に押し込んでいただいた。 
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14:12～ 講演①「高齢期の身体の変化と認知症」～認知症は予防できる！改善できる！～     

○講師：金田弘子 森本外科・脳神経外科医院 副院長 

 

○地域包括ケアシステム 

・家族・親族、地域住民・企業、医療機関・医師会、行政・包括支援セン

ター、警察・消防・郵便局、介護サービス事業所 

・地域関係者（住民、行政、保健、医療、福祉関係者など）のネットワー

ク → 徘徊模擬訓練 

・家族や地域住民における認知症についての正しい知識と理解の啓発 → 認知症サポーター養

成講座 

・認知症の早期発見、相続機能の強化、専門人材の育成 → 認知症サポート医 

・住民による主体的な健康づくりと認知症予防活動・認知症介護予防活動 → いきいき百才体

操、はればれ教室 

 

○認知症と身体が密接な関係にある 

 

○認知症の症状を改善するための基礎知識 

・状況の違いを正しく認知する 

 自宅では、朝６時に起き、洗面したあと、朝食を作る・・・平凡な行動 

 今日は出張でホテル ここはホテルであるということを認知し、朝食は作らずレストランへ行

かなければ 

・身体を動かすことによって周囲の状況を「認知」している 

 

○認知とは？ 

・身体が動いているから、状況の違いを”認知”できる 

・今日は認知症の講演に行く日だ １４時までに会場に行かなければ 

・認知とは、状況を「認識」し、「理解」し、「判断」する総合的な働き 

・身体が動かないと周囲の状況の認知が出来なくなる  

 状況が認知できず、正しい判断が出来ず、この状況から抜け出そうと人は不可解な行動をとる。 

 

○”認知症”と”からだ”は密接な関係 

・家に閉じこもり → 寝たきり → 認知症 

 外に出かけないと認知症になる 

 

○認知症とは「生理的ぼけ」「身体活動性」「役割・社会関係の希薄」の３つが影響して生まれる病気 

・生理的ぼけ：人は年をとると忘れっぽくなる 

・身体活動性：年をとって身体の動きが鈍くなる 

・役割・社会関係：引っ越し、退職、役割の喪失 
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○６７歳男性の事例 

・入院してきたとき、何をしても無気力、無反応 

・水分摂取量が３００～４００ｍｌ 全がゆ 体重３６ｋｇ 

・脱水、低栄養、低活動、便秘 

  

・一日１，５００ｍｌの水分の摂取を目指す 

・自分で食事が出来、口腔ケアが出来、介護が要らなくなった 体重も４２．９ｋｇへ 

 

○身体の動きを失わせる原因 

①身体活動性 

①水分不足：脱水 

②栄養不足：低栄養 

③運動不足：寝たきり → 外出しない 

④便秘 

⑤病気・けが・痛み等：骨折 → 身体の動き 

②役割・社会関係 

・友達・仲間・趣味の喪失 

・役割喪失・家族関係悪化 

・地域の受け入れ拒否 

 

○８９歳女性の事例 

・生活意欲低下、閉じこもり 

・掃除、洗濯しない、目的もなく動き回る、幻覚もある。やかんに火をかけたまま・・・ 

・タンスの中身を勝手に入れ替える・・日中独居 

・一日水分量は７００ｍｌ 

↓ 

・毎日水分１，５００ｍｌの摂取 

・パワーリハビリ、散歩をした 

 パッチワークをし、生活意欲もあがって、薬の管理も自分で出来るようになった。 

・介護保険の要らない状態へ 

 

・水分が元気の源となっている。 

 

○身体の動きを失わせる「原因」をまとめると 

・脱水、便秘、低栄養、運動不足 

・脱水になると → ドロドロ血 → 意識レベルの低下 

        → 唾液の減少 → 食欲の低下 → 便秘 → 情緒不安定、イライラ 

                      → 低栄養 → 運動不足 → 脳機能の低下 
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○基本は水分ケアなのです！ 

・水分が入ると → 身体の活動性がよくなる → 歩ける → 尿失禁改善 

        → 空腹に水が入ると胃や腸が活動 → 排泄 

        → 意識レベル 覚醒水準の向上 

 

○水は生命の元 

・入  飲料水 １,５００ｍｌ 

    食物に含まれる水 ７００～１，０００ｍｌ 

    体内で栄養素が燃焼することで発生する水分 ２００～３００ｍｌ 

 

・出  汗、呼吸 ７００～１，０００ｍｌ 

    排便 ２００～３００ｍｌ 

    汗・呼吸 ７００～１，０００ｍｌ 

    排尿 １，５００ｍｌ 

 

○脱水の恐ろしさ 

・例えば体重５０ｋｇの人は２５ｋｇの水分＝２５、０００ｍｌ 

 １～２％（２５０～５００ｍｌ）失うと → ボーッとする 

 ２～３％（５００～７５０ｍｌ）失うと → 発熱 

 ５％（１、２５０ｍｌ）失うと → 動けない、フラフラする 

 ７％（１，７５０ｍｌ）失うと → 幻覚・幻視 

 １０％（２，５００ｍｌ）失うと → 死亡 

 

○介護家族が要介護者の乾燥対策でもっとも心がけていることは・・・ 

・水分補給：４４％ ＞ 湿度管理：１６％ 

・一日にどのくらいの水を摂取してもらうかの質問に５９％の家族が「８００～１，５００ｍｌ」

と回答 ← 水分補給を十分意識している 

 

○しかし、「８００ｍｌ未満」と回答した人は１６％だけ 

・「体内の水分量がどの程度減少し始めると脱水症の症状が現れると思いますか」と質問すると 

「２％（８００ｍｌ）未満」と答えたのは１６％だけ 

・８３％の介護家族が「わずか２％の水分補給で脱水上昇が現れる」ことを理解していない。 

 

○脱水の原因 

①もともと水分（体液量）が少ない 

 スポーツマンは筋肉があり、その中に多くの水分を蓄えている。赤ちゃんや老人は筋肉量が少

なく、体液量が少ない。 

②腎機能 腎機能の低下 → 老廃物を尿として出すときの濃縮力低下 → 老廃物を捨てるの
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にたくさんの水が必要 → 歳をとると総尿量が増える＝尿量の増加 

③感覚機能低下 のどの渇きを感じにくい 

④その他 → 習慣・水分を控える 

⑤脱水を起こしやすい疾患 慢性疾患：糖尿病、腎臓病 

             急性疾患：下痢、嘔吐、発熱 

 

○水分をとると夜間尿と心配・・・控える 

①不眠 

②不安 

③日中の活動量の低下 → 高齢者の夜間多尿の原因 

 

・昼間は立っており、足の筋肉によるポンプ作用が弱いお年寄りは、夜間横になると血液の動き

が自由となり夜間多尿に 

 

＜認知症介護＞ 

○閉じこもっていいた、おばあさん ８０代前半 

・私は、ナーンモこまっとらんがな 

・状況に応じた服装が出来ない 

・失禁の後始末ができない 

・最近のことを覚えていない → 話を取り繕う 

・新しい道具が使えない テレビとエアコンのリモコンを取り違える 

・家族や介護者は 

・これはエアコンのリモコンでしょ、ほら色が違うでしょ ← 言い聞かせる 

・暑いでしょ、脱いだら ← 指示 

・通帳どこにしまったの ← 問い詰める 

・汚れた下着を発見、何でこんなものを引き出しに入れているの ← 口調がきつくなる 

 

○おばあさんの認知症症状を説明します 

・おばあさんの困っていることは、「物忘れ（中核症状）」が中心にある 

・周辺症状 元々の生活資質：何でも自分でやらないと気がすまない、頑固、こだわりの強い人 

      普段の体調：脱水、低栄養、便秘、低活動、けが、かゆみ、痛み 

      取り巻く環境、心理状態：言い聞かせる、指示、命令、問い詰める、焦りで口調が

きつくなる 

 

○これまでの認知症介護”経験と勘”を頼りに周辺症状に対処 

・これまでの介護は 

「家に帰る」と言って外に出る → 付き添って外を歩く → 頃具合を見て戻る 

時間が経つと、同じ行動を繰り返す 
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・なぜ、「家に帰る」と言って、落ち着かなくなるのか 

 どうすれば周辺症状そのものが出現しなくなるのか 

身体の調子＝認識、理解、判断 

周辺状況＝必ず行動の意味がある 生活×人生歴×環境×感情 

 

○ふだんの体調を整えると認知力が回復する 

・認知力を高めるケア：水・食事・運動・便 

・運動すると海馬に新しい細胞が生まれる 

・一日に水分１,５００ｍｌ その人の好みの飲みものを探して コーヒー、紅茶、ココア、牛乳、

ジュースなど 

・運動 ラジオ体操 散歩一日２キロ３０分 

 

○認知症重度化予防実践塾事例 

・改善事例が８割 

・水分効果で体力改善！記憶力改善！ 

 

○Ｎさん 女性 ８５歳 要介護２ 息子と二人暮らし 

・電気製品の使い方がわからない、テレビの筋書きがわからない 

・しんどいしんどいと横になっている 

・家の中で靴を履き、出かけるときに素足 

・便を手で触り、その手であちこち触る 

・ゴミを捨てに言っては他のゴミを持ち帰ってきてまき散らす など 

 

・水分摂取のために工夫したこと：小さめのコップに変え、飲め飲めとしつこく言わないように

し、デイサービスを週４回にした ６００ｍｌ → １，５７５ｍｌへ 

・排便の改善：下剤服用から定期排便（２日に１回）へ 

・デイサービスでの 1日２回の散歩 → 持久力が付いた、歩くのが速くなった 

 

・記憶も出てきえおり、デイの話を帰ってきてしたりするようになった 

・病院受診は今までは汽車で行っていたが、最近は車椅子を息子がつき、本人が歩けるところま

でついて行く 

 

○ご家族の感想（１期生） 

・今までの母の行動や自分の介護を振り返る時間が出来た。一時、認知症状が悪化し一番大変な

時を乗り越え、今は割と落ち着いているが、何が変わったかと考えてみると「食事」「水分」だ

と分かった。それまでは総菜を買い毎日同じようなものだったが、ヨシケイに変更した。 

・これまでたくさんの認知症に関する書籍を読んだが、最終的には個人個人で異なると書いてい

て、どうしたらいいのか分からなかった。しかし、先生の講義を聴いて、水分のことも知らな
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かったので、良かった。 

・母の様子や介護を振り返って、先生の講義の通りだなと前を振り返って今感じる。 

 

○認知症の行動は生活歴、職業歴と深く関係している 

・９２歳 男性 すぐに外に出ようとする、赤ちゃんの人形と添い寝、死んでいると号泣 

・家族からの聞き取り「議員を５期務めており家の中にじっとしていることのない生活を長く続

けていた」 ← 一番輝いていたその頃に戻っているのではないか 

・名詞を作り、背広を着てもらい、「議長」「先生」と呼び、「今日の会議資料です」とグループホ

ームの資料を渡す。 

・孫を二人とも水の事故と交通事故で亡くしていた ← 辛さを共感 

 

○認知症ケアの基本 

・普段の生活を整える 水、食事、便秘、運動 → 注意力・意欲、関心を高め、認知機能をア

ップ 

・役割、辛い心境をくみとる、調子を合わせる → 心理的安定（平穏な状態） 

・その人をよく知る → その人を中心とした関わり 

 

15:06～15:12 休憩 

 

15:12～ 講演②「認知症の方の行動を人生歴から理解する」   

   ～上手に老いるための自己点検ノートの活用～    

○講師：石黒秀喜 （財）長寿社会開発センター常務理事 

○テレビ東京の取材映像（８分） 「自己点検ノート」の取材 

・私が認知症になっても 元気なうちに書いておく「自己点検ノート」の

効果 

・認知症が進んだときに、自分のことを知ってもらうためのノート。趣味

や好きなテレビ番組、約４０項目を記入できる。 

・女性が好きなので、男のヘルパーよりも女のヘルパーがいいとわかってほしい。 

・認知症にいつなるか、どんな速度で進んでいくかわからない。 

・ノートを書くことが自分らしい生活をする自己防衛策になる。混乱しない安定した時間を過ご

すことが出来る。 

・認知症の勉強会に参加し、親族に書いてもらった。 

 おしゃれ好きだったことを家族の記入から分かり、おしゃれをさせてあげた。久しぶりの化粧

に、ブラシを自分で手にし、髪をとき始めた。とても満足そう。 

・認知症になっても自分らしく逝きたい。今のうちに自分の事を書いておくことは、周りの人に

も助けになる。 

・妻の母親が札幌に住んでいるが、認知症生活を１５年ぐらい。最後の４年はチューブを胃につ

ないでの病院生活。その介護生活から、ばあちゃんから学んだことをお話しする。 
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○義母の初期の頃の行動特徴 

・どうしてそういう行動になるのか、意味を理解できれば周囲の人の腹立ちの程度が違っている。

早期受容が可能。 

 

○義母の言動・行動の背景を探ることが基本 

・冗談という状況を理解できなくなる 

・バカにされたと理解する 

・おじいちゃんに反発する 

 

○先ずは、「認知」と時間軸を考える 

 

○義母の行動と時間軸を考える 

・朝、３時でも４時でも目を覚まし、カーテンを開ける。 

・義母にとっては当たり前のことだが、まわりは迷惑に思う。 

・義母の生活歴に何かヒントがないか。 

義母は厳しい義父に仕え、４人の子どもを育て上げ、その後は長年にわたり、ビル清掃会社に

勤めて早朝から働きに出かける暮らしをしてきた勤勉な人。 

 

・周囲から名声、抑制が入ってくると、これからどうなってしまうのだろうと不安になる。 

 

○義母の頭の中を考える どういう状況認識をしているのか想像する 

パターン①：「うるさいなぁ！こんな時間に何をやってるの！まだ寝てなさい！」 → 義母の心

境を無視した気持ちを言語化 

パターン②：「おばあちゃん、仕事に行く用意をしているのかい」 → 自分の気持ちは横に置い

ておき、一呼吸してから義母の頭の中を推測して、声をかける。 → 今日は日曜日ですよ 

 

○義母に関するエピソード 

・テレビで美空ひばりショーを見ると、東京の劇場でのライブを見ているのだと思い、東京の娘

の所に行っていると錯覚。（私たちはこれをワープしていると称して、調子を合わせて楽しむ。） 

・毎回、同じ物を買ってきて義父とトラブルになっていたが、病気のせいだと観念してからは、

そこの店に事情を話して、後で精算調整してもらうよう理解を得た。 

・外に食事に行くときは、義母は壁側を向いて座ってもらう。食べこぼしをしても、気に入らな

い物を吐き出しても、周囲の人に見えないようにする。 

・箱根に旅行に来たときに、娘達がお金の話をしていて、その話に自分を入れてもらえなかった

から、拗ねてしまい家に帰ると騒ぎ出した。 

・寿司屋で食べやすいようにと思って半分に切ってもらったら、怒り出した。 

・「この人誰？」などと試すと、顔がこわばり黙り込む。 
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・常に本人とのコミュニケーションを大事にする。 

・「今日はこの服でどうですか」「こっちの方が似合うと思うんだけれど、どうかなぁ」と、義母

に最終判断をさせてあげる。 

・認知症の人とどうつき合うかを知っておく必要がある。年寄りの顔を立てることを理解して。 

 

○義母その家族という「教科書」から教わったこと 

・何も分からなくなり、頭の中が空っぽになった人ではなく、故障した認知機能を抱えたなりの

認知をした結果の行動であると考えて、行動の意味を探ることの大切さ。 

・本人は、失敗が多くなり、出来ることが少なくなり、混乱と不安の日々。そのような心境を十

分に汲み上げて付き合うことが基本的視点。 

・故障しているところの影響をさりげなく補ってあげればいいのであり、周囲の過剰な反応は悪

循環の引き金になる。 

・同じ話を何回されても、仲間として参加したいのだなと割り切って、何回でも調子を合わせて

聞いてあげれば、恥をかかせない、混乱させないですむ。 

・情報処理が上手く機能しなくなった人に、｢あの人誰か知ってる？｣、｢今日どこへ行ってきたか

知っている？｣と試したり、間違いを指摘して恥をかかせることは、プライドを大きく傷つけて、 

周辺症状（ＢＰＳＤ：行動・心理症状）の引き金になる。 

・自身がなくなった本人が自分を肯定的にとらえる場面が大切であり、そのためには、調理や洗

濯などを本人が出来るように段取りをつけて、手伝ってもらって役割感・達成感を味わっても

らい事が大事である。 

・誰だって、認知症であろうとなかろうと、四六時中周囲から無視されたり馬鹿にされていたら、

不愉快であり、やがて精神的構造が崩壊してしまう。 

・腹を立てずに「顔を立てる」という周りに忍耐と演技があれば、ばあちゃんは落ち着いている。 

・好きな人の前ではリラックスして事項表現するが、嫌いな人の前では緊張して殻に閉じこもっ

てしまう。（夫婦・親子関係が円満であることの大切さ） 

・一方、家族のストレス発散の方法を見つけないと、家族のストレスが本人に向いてしまう。 

 

・ばあちゃんがデイサービス利用の間、じいちゃんは自分の時間を確保できたことが重要。 

 

○無意識のうちに「マイナスの連鎖」が発生する構造を知る 

・マイナスの連鎖が本人を追い込み、家族も苦しむ構造。 

・マイナスの連鎖を発生させないという意識を持つ。 

・発生した早期に断ち切る。 

 

○私たちはみんな認知症予備軍！ 誰だって認知症になるかもしれません！ 

・認知症のご自身の言葉にならない言葉をどうやって周囲が理解し、マイナスの連鎖を解消する

か。 

・私のことを知ってくださいではなく、ボケる前から書いておこう。 
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○「私の人生を申告します」 

・自分の光り輝いていた誇りに思うことを書いてみ

ましょう。 

 

 

 

 

○「もっと私のことを知ってください」 

・介護者へのお願い、私のクセを紹介しますので、

私の顔を立てる演技にご活用ください。 

・終末期の対応、葬儀、墓、遺言：例えば、「意志能

力がないのに人工的延命は拒否。クダは付けて欲

しくない。蘇生不要、気管切開無用、尊厳死協会

員。本人意志決定確認の代理人は①妻、②娘」 

 

○健康寿命日記の記録項目 

 

○健康長寿の秘訣４大要素 

・社会参加 

・筋力 

・栄養 

・水 

 

・歯で噛むことが脳細胞を活性化させる 

・食べただけでは筋肉は作られない → 運動 

・水 血の巡りに影響 

 

○老後生活のリスク認識に関する３類型 

①社会関係、人間関係を損なうことに対する不安 

②健康を損なったり、心身能力の低下に対する不安 

③生活費用や医療費用・介護費用に対する不安 

 

社会参加には費用が必要 

費用がかからない生活には健康が必要 

 

・今の生き方と、運、不運が、いつか訪れる「逝き方」のラインに影響する。 
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○認知症になった人を支える構造 

・本人の立場 

・家族の立場       認知症サポーター程度の基礎知識を知っていること 

・近隣の人たちの立場 

・生活支援の専門職 

・インフォーマルな各種のグループによる取組 家族会のピアカウンセリングは重要 

・診断鑑別、適切な薬物療法 

・行政の取組・各種の支援 

 

○二つのタイプの家族の会 

・「まだまだこれからもっとひどくなるわよ」と愚痴の言い合いの会 

・寄り添い、共感してくれる会 ノウハウなどの情報を共有できる会 

 

○認知症になっても何とか暮らし続けられる地域 

・要件１：認知症は高齢になるほど誰でもなり得る病気であることを、多くの市民が知っている

こと【みんな認知症予備軍】 

・要件２：認知症になった人のことを理解するための基礎知識を知っている人が世帯に１～２名

いること。 

・要件３：その知っている知識を、言葉で周りに説明できる人がたくさんまちに存在しているこ

と。 

・要件４：認知症になった人の混乱、苦悩を知り、悪循環を促進させない関わり方を知って、本

人の話の傾聴、家族の愚痴聞き、・労いに役立つ人がまちにたくさん存在していること。

【互助・生きがい→自助】 

・要件５：公的・準公的な立場で、本人と家族の顔を立てながら適切に支援する、真の実践かが

いること。 

 

○終わりに 

・認知症になった人の気持ちを構造的に理解し、マイナスの連鎖の構造を知り、自分をよく知っ

て貰うための自己点検メモを作っておき、顔を立ててくれる介護者に出会えば、例え認知症に

なったとしても、混乱と不安は少なくて済みます。(介護保険法第４条) 

・介護の専門職は、認知症になる前のその人のことをよく知り、混乱と不安を少なくするケアを

徹底してください。(介護保険法２条２項) 

 

16:05～16:19 質疑  

女①：笑いながら楽しく過ごさせていただき、ありがとうございました。水分をとらないといけな

いことはよく知っていましたが、水分をとるとすぐおしっこに行ってしまいます。飲み方の工

夫は。 

金田Ａ：昼と夜ではどっちがおしっこが多いですか。どんな物を飲んでいますか。おしっこをあま
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りにも我慢していると、膀胱が緩くなってしまい、おしっこがうまくいかなくなる。運動をす

ることも大事。女性に多い切迫性の尿失禁、思ってしまうとおしっこに行きたくなってしまう。

どうしても支障があるようであれば、医療受診。水分はちゃんととって。何かに集中している

とおしっこが我慢できたり、少しずつ膀胱を大きくすることも。 

 

女②：認知症にならない予防の薬があると聞きましたが。 

金田Ａ：薬を飲む前にまず「水」。特効薬は「水」。お父さんはどれぐらい水分を採っていますか。 

女②：とても水を飲みますし、おしっこも出ます。今日はデイサービスに行っています。 

金田Ａ：デイサービスで、どれぐらい水を飲んでいるか確認が必要。お風呂に入ったり、運動をし

て水分不足になっているから、家で水を飲むのかも。 

 

石黒Ａ：保険の対象になっているのはアルツハイマーの進行を遅れさせる薬だけ。認可されている、

認知症を防止する薬はない。 

金田Ａ：わきの下がジトッとしている人は正常、乾いている人は水分不足です。 

 

司会：今日も午前中、介護保健師の講習をしていた。来年度以降は、認知症の方を介護されている

家族の方も含めて、一緒に実践的な研修活動に取り組んでいきたい。２ヶ月ごとに金田さんの

指導をいただくようなことを計画している。 

 

－ 以上 － 

 


