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平成２６年度 市民講座「認知症」 

～認知症は予防できる！改善できる！～ 

日時：平成２７年３月１５日（日）１３：３０～１６：０４ 

場所：四万十市立中央公民会 

主催：四万十市保険介護課 

内容： 

○四万十市 地域包括センター おの 

13:32～13:36 開会挨拶 保険介護課長 なるこ                       

・要介護状態になっても、可能な限り住み慣れた地域で生活が続

けられるよう、地域包括システムの実現を目指している。 

・四万十市でも、全ての高齢者が生きがいを持って、安心した生

活ができるよう、各種施策に取り組んでいる。 

・認知症は、本人や家族の生活に甚大なる影響を及ぼすもの。８５歳以上の４割の方に認知症状

が見られる。認知症はどこの家庭でも見られる症状となっている。 

・認知症を恐れるのではなく、正しく理解し、対処する方法を身につけることが大事。 

・認知症を予防する、また認知症になっても適切なケアをすることで、症状を改善することがで

きる。家族、地域、ケア職員など、多くの方々で合意をすることで、安心な暮らしができれば

と本日の講座を企画した。 

・早期発見し、適切な医療と介護が受けられるような体制づくり、地域においては見守りや支え

合いのある地域づくりに取り組んでいく。さらなるご協力をお願いします。 

 

13:36～13:38 講師紹介 

・鳥取県の森本外科・脳神経外科医院 副院長・看護部長 

・看護師長として長年在宅診療に従事する中で、認知症をはじめ、要介護高齢者の重度化を防ぐ

取組を実践。認知症の自立支援の第一人者。 

・日本ケアマネジメント学会認定ケアマネジャー、全国認知症グループホーム協会理事を歴任し、

全国でケアマネジメント、認知症ケアの講演を行っている。 

 

13:38～14:28 講演① 高齢期の身体と変化と認知症 ～認知症は予防できる！改善できる！   

○講師：森本外科・脳神経外科医院 金田弘子 

・認知症は怖くない 認知症は予防もできるし、改善もできる。そんなことをはなしたい。 

 

○高齢者の特長 

・典型的な病気の症状が出なかったり、出ると急変する。 

・脱水症状を起こしやすく、抵抗力が低下。 → 「低栄養」と「低体力」が要因にも。その原

因には「便秘」が原因に。 → その結果不眠となり、睡眠薬が服用される。 

・体調不良で不眠、認知症定価や行動障害の誘因に。 
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○脱水になるとどんな症状が出てくるのか 

・眠くなる、うつらうつらし、つじつまの合わないことを言う。 

・発熱：微熱が続く。微熱とは、体温が０．５度あがること。歳をとると平熱が下がってくるの

で、３６．５度でも微熱かもしれない → 平熱を知っておくことが大事 

・尿量が減少し、便秘になる。 

・のどが渇く：舌の表面が乾き、食欲がなくなり、無口になる 

・皮膚が乾燥する：脇が「生ぬるく」感じない人は水分が足りないのかも 

   ↓ 

 眠れないからと睡眠薬を投与すると、悪循環。 

 

○水分が足りないと何が起こる 

・若者は６割が水分 体重５０キロの人は２５リットルの水分（体液） 

・１～２％（２５０～５００ｃｃ）失うと ボーッとする 意識障害 

・２～３％（５００～７５０ｃｃ）失うと 発熱 循環機能に影響 

・５％（１，２５０ｃｃ）失うと     動けない、フラフラする 運動機能低下 

・７％（１，７５０ｃｃ）失うと     幻覚・幻視 

・１０％（２，５００ｃｃ）失うと    死亡 

・８３％の介護家族が「わずか２％の水分減少で脱水症状が現れる」ことを理解していない。 

 

○脱水の原因 

・水（体液）は筋肉に蓄えられるので、赤ちゃんや高齢者は水のタンクが少ないようなもの。 

・腎機能：高齢になると、薄いおしっこを出すようになるので、より多くの水分が体外に排出さ

れる。 

・夜のトイレを心配し、水分をとらない人がいる。 

・糖尿病や腎臓病のため、多尿の人がいる。 

 

○１日に必要な水分量は 

◇出る水分 

・おしっこ：１５００ｃｃ 

・汗と呼吸：７００～１０００ｃｃ 

・糞便：２００～３００ｃｃ 

◇入る水分 

・飲料水：１５００ｃｃ 

・食物に含まれる水分：７００～１０００ｃｃ 

 

・飲料水として１５００ｃｃの水を摂取できていますか？ → まず日頃使っている湯飲みの大

きさを確認してください。 
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○心不全リスク管理 

・リスク管理は毎日の体重測定 → １週間で２キロの体重増加があればむくみのおそれ、心不

全のおそれあり。 

・一時的に足がむくむことがある → 血の巡りをよくすることが予防に。そのためには歩くこ

と、ウォーキングがよい。 

 

○要介護高齢者は日中に比べて夜間の排尿回数が多い 

・しかし、高齢になると筋肉の作用が弱いため、十分な筋ポンプの作用が発揮されず、血の巡り

が悪いものが、夜、横になることで巡りが良くなり、多尿につながる。 

 

○地域包括ケアシステム 

・徘徊模擬訓練、認知症サポーター養成講座などを開いているが、個別ケア支援ができていない

ため効果が発現できていない → 認知症の予防、改善につながっていない 

 

○認知症の症状を改善するための基礎知識 

・自宅とホテルの違いを、私たちは認知できる。 

・「状況」を正しく認知すること。この「状況」を作っているのは、「人」「物」「時間」で、それ

らが全体として「場」を作っている。 

・状況を「認識」し「理解」し、「判断」している。これが「認識」。 

 認識：今日は３月１５日、日曜日。 

 理解：四万十市の講演のために、今はホテルにいる。 

 判断：講演会に遅れないように身支度し、出発しよう。 

 

○６７歳男性 

・無反応、無気力 全く反応が無く、体が動かない。ここはどこなのか、なぜここにいるのか理

解できない。 

・体重３６キロ、水分３００～４００ｃｃ ← 脱水・低栄養・低活動・便秘 

・３日かけ、水分量１５００ｃｃ、食事は普通食に 

 

○「水不足」「低栄養」「低活動」「便秘」 

 

○水分・栄養・便・運動が崩れると、認知力の低下へ 

・水分量が減ると、ドロドロ血になり、脳の血液循環を低下させ、意識レベルが低下し”ぼんや

り”する。 

・口の中の水分不足が食欲を低下させ、低栄養を起こさせる。 

・すると、便秘となり、元気もなくなり、運動もしなくなり、と、悪循環が起きる。 
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○脱水と低活動へのアプローチで改善した例 

・９５歳、女性 予感不眠、物盗られ妄想、グループホームに入居させていた。 

・入居直前の自宅では水分は、５００ｃｃ 

  ↓ 

・１週間かけて水分量を１５００ｃｃまで増やし、２ヶ月後には自分で歩けるようになった。 

 

○認知症の症状 

・「物忘れ」 ← 物忘れは治りにくい。それを周りの者が言い聞かせ、指示、命令をしていると、

焦りで口調がきつくなる。 → 興奮・粗暴・暴力・・・ 

 

○「徘徊」の言葉をやめて原因を考えてみる 

◇徘徊のパターン 

・環境不適応：慣れない新しい土地で 

・不意の外出（飛び出し）：日中は一人で、会話する相手がいない 

・迷子；今自分がいる場所がわからない 

・身体不調：脱水・便秘・低栄養・低活動 一日の水分摂取量が少ない 

・真の徘徊：子育て時代を懐かしむ 自分の子どもを保育園に迎えに行く 

 

○認知症の中でもっとも多いタイプに”脱水” 

・午前中は、朝食や昼食で水分がとれているので、バランスがとれている。午後になると、身体

を動かしているのに、飲む水が少ないと、水分が不足してきて、症状が現れてくる。 

・水は生命の源であり、細胞を活性化する。 → 意識、覚醒水準改善 → 認知症状改善 

 

○普段の体調を整えると認知力が回復する 

・１日１５００ｃｃ 水を整えると、食事がとれるようになり、便も出、運動もできるようにな

る。 

・水分をとると、排尿の覚醒にもつながる。 → 前頭葉での「尿意の覚知」「状況認知」「抑制」

「準備」「排泄命令」へと一連の動きがうまれる。 

・水分が増えると → 尿量が増加 → 尿失禁が増えると考えられるが、尿意の覚知と抑制に

より尿失禁には至らない 

・お水分がケアの基本です。 

 

○必要な１日のカロリー数 

・１５００キロカロリー：お粥はご飯の半分のカロリーしかない → 低栄養に 

・３食の咀嚼回数約２５００回：軟らかい食べ物はかむ回数が半減し、脳への重区が半減する。 

 

○からだを動かしましょう 
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・ラジオ体操 ねじる、曲げ、伸ばす、まわす、そらす、とぶ 

・ウォーキング 特定高齢者：４０００歩  要支援：２０００歩  要介護：１０００歩 

 

○知的活動で脳を活性化 

・日記をつけ、何をしたかを思い出す。 

・スピーチが緊張感、会話の組立の練習に。 

・頭を使うゲームや囲碁、将棋など 

・旅行の計画を楽しむ 

・新しい料理に挑戦する 

 

○便秘のケア       水分  起床時冷水・冷乳 

◇排便のメカニズム   食事量 

            食物繊維 

            定時排便 

            座位排便 

            運動 

 

○認知症の重度化予防実践塾 

・介護者と援助者の合同研修 

・４～６ヶ月間、繰り返して学習と実践を繰り返す 

・毎回、宿題を課し、結果をフィードバックする 

 

○実践塾の基本、理論は２本柱 

・普段の体調を整える：水分１，５００ｃｃ、食事１，５００Ｋｃａｌ、自然排便、運動１～２

ｋｍ（１５～３０分） 

・プライドを大切にした関わり：指示、命令、抑制しない。笑顔、認める、孤独、寝たきりにさ

せない。ほめる、感謝する、顔を立てる。触れる、よく聞く、・・ その方のことをよく知って

いることが、プライドを大切にした関わりを持つことで、自分から水分をとってくれる。 

 

・普段の体調を整えようと、ケアマネや家族などの周りの人が関わりを持つことで、改善につな

がった。単なる水分の量だけではない。 

 

○Ｈさん 女性 ７８歳 夫、息子家族と同居 

・自分だけではパンツをあげられない。便秘がちで、下剤の使用、浣腸の使用。 

・ベッドや床へ横になっていることが多い。 

・視野が狭いのか、目の前のおかずや薬が見えていない時があるように思う。 

・自分の思うこと、やりたいことがまわりに伝わらず、イライラしたり、怒ったりすることがよ
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くある。 

・何回も同じことを聞く 

 

・水分を飲ませようとすることで夫婦喧嘩に。 平均６００ｃｃ 

・講師のアドバイスにより「寒天」による水分摂取に 

・現在は１２００～１４００ｃｃの水分摂取が可能。 

・今日はお化粧をしてお出かけへ。更衣も出来るようになった。 

 

○実践塾で感じたこと 

・講師のアドバイスを実践できている人は症状の改善につながっている。 

 

14:28～14:35 休憩 

 

14:35～15:13 実践発表 

14:35～14:47 １）表情が乏しく、ぼーっとしていたＨさん                  

○発表者：西野ひとみ（かいご老人福祉施設 四万十の郷） 

○女性 ９３歳 要介護４ 

・最初、１日７００ｃｃしか水分がとれていなかった。 

・好みの飲み物を出す（コーヒー、ジュースなど） 

・野菜を好まず、言葉かけや解除が必要。 

・朝食後、必ずトイレに座ってもらい、１日１回決まった時間に排便ができるように。 

・言葉かけをしながら、手すりを持っての立位の練習を。 

・必要な水分と栄養を摂取し、しっかりと運動をすれば、下剤を使わずとも排便ができるように

なり、認知機能や精神面での興奮・行動なども改善。 

 

○講評 

・膝の痛みから認知力低下、便秘へと。 → それが、さらに認知力低下へ 

・実践の結果、１００～５００ｃｃくらい増え、１～２％の体内水分量の減少を改善することに

つながった。 

・膝の痛みから低活動、脱水から便秘に。 

・怒ること、興奮することが減り、職員との会話ができるようになり、生け花という自分の役割

を見いだし、特養が居心地の良い場所となった。 

 

14:47～14:58 ２）通所リハという場所で私たちに出来ることは・・・             

○発表者：敷地美加（通所リハビリテーション 治優園） 

○女性 ９０歳 要介護２ 

・大きめのコップで、本人の好きな飲み物を、本人が好む温度を見いだし、見守り、工夫した声
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かけを行い、時には１０００ｃｃ摂取できるようになった。 

・食事は半分ほどしかとらなかった。 → 食事のグループを変え、自分のペース（食べるのが

遅い）で食べられるように。 

・食後にお昼寝をしていたが、声かけをし、得意なボール投げに誘い、レクレーションに参加す

ることが増えた。 

 

・プライドを重視した関わりを考えると、支援の豊富が見えてくる。 

・取組にはチームワークが大切。 

・「いつまでも母と一緒にいたい」との家族の声。できることは何でもしたい。 ← 家族をサポ

ートしていきたい。 

 

○講評 

・水分量は５００～６００ｃｃ 

・この脱水症状がドロドロ血、脳梗塞にもつながった。 

・水分が入るようになって、意識レベル・覚醒レベルが向上。 

 

14:58～15:13 ３）Ｎさんらしさを取り戻すために                      

○報告者：井口小百合（フループホーム なはことば四万十） 

○９０歳 女性 アルツハイマー型認知症 

・盗られ妄想、徘徊、食事を食べたことを忘れ、排泄の失敗など 

・水分摂取 １日平均１２２０ｃｃ 

 

・１日１５００～１６００ｃｃの水分摂取 

・人生歴、プライドを尊重した関係を持つために、家事にお願いし、感謝し 

 

・「何か手伝えることはない？」と、職員に声をかけてくれるまでに。 

・認知症と身体は密接な関係にあり、シンプルなケアである。 

・プライドやプライバシーに配慮し、恥をかかせたり不愉快な思いをさせない。 

・チームで情報を共有し、ケアの方向性を一致させることが大事。 

・ご家族は大切な存在であり、 

 

○講評 

・環境不適応 名前を覚えてもらう、孤独にさせないケアが大切で、そうすることで、環境不適

応が２～３ヶ月で回避できます。 

・人生歴・プライドを重視した取組でうまくいったケース。 

 

15:13～15:18 休憩 



H27.03.15 平成２６年度 市民講座「認知症」 

 ８ 

15:18～16:03 講演②「上手に老いるための自己点検」                    

○講師：（財）長寿社会開発センター 審議役 石黒秀喜 

・平成２０年に厚労省を退職。 

・「上手に老いるための自己点検ノート」を提案。 

 

○はじめに 

・妻の母親が認知症で、 

・人は誰も「病」「老」「死」を避けて通れない。 

 ４０歳～ 親の認知症が心配および自分の認知症予防に取り組む 

 ６５歳～ 自分の認知症対策 → 自己紹介メモ作成 

 ７５歳～ 教育、今日行くところ 教養、今日用があれば 

 １００歳 穏やかに大往生するには → どう死にたいか整理、表明がいる 

 

○認知症は誰でもなり得る病気です 

◇年齢階層別の認知症有病率 

・６５～６９歳： ２．９％ 

・７５～７９歳：１３．６％ 

・８５～８９歳：４１．４％ 

・９５歳～  ：７９．５％ 

 

○「介護され上手」の準備をしておこう 

・３っつのポイント 

①周りの人に「認知症の人の気持ち」に関する知識を教えておく → 自分の顔を立ててね！ 

②周りの人に自分をよく知ってもらうために、メモを書いておく。 → 会話や役割づくりの情

報となる 

③周りの人に「ありがとう」「助かるわ」「悪いわね」と感謝の言葉を返すクセを身につけておく。 

 

○認知症の原因となった疾患のみに影響されるのではなく、その他の要因と相互作用である 

①脳の認知障害（アルツハイマー、脳血管障害など） 

②健康状態、感覚機能（既往歴、現在の体調、視力・聴力など） 

③個人史（成育歴、職歴、趣味など） 

④性格（正確傾向、対処スタイルなど） 

⑤社会心理（周囲の人の認識、環境など人間関係のパターン） 

 

◇プライドの構成要素 

・①は医師が診断・薬物療法を担当。②の現在の体調と、③～⑤のプライドの確認・調整は、認

知症の人の身近にいる人たちの役割。 
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○家族の心理と心構え 

・心理的な距離が近いと、理屈より感情が優先するので、その感情が態度に現れる。 

・親や配偶者の病気・障害を理解し受け入れなければ、本人はどうなる？ 身の置き場が無く混

乱が深まる。 

・「状況の認識・理解・判断」がうまくいかず、戸惑っている本人の心境に気づくかどうか？ そ

のための知識をあらかじめ知っているかどうか？ 

・本人の心境を汲んで、プライドを傷つけない関わり方をするためには、「知識、感性、忍耐、演

技」と「余裕」が必要。本人に「腹を立てずに、顔を立てる」が肝要。 

 

○義母の行動と時間軸を考える 

・朝、３時でも４時でも目が覚めたらカーテンを開けて、暗いうちから行動を開始する。 

・義母は厳しい義父に仕え、４人の子供を育て上げ、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です。 

・「朝早くから起きるな」と怒っても、義母は不愉快な思いをするだけ。 

 

◇思った気持ちをそのまま返す 直球を返す 

 「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！」 

 

◇演技をする 

 「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の思いを推測して、声をかける。 

 「今日は日曜日ですよ」 

 

・「認知症なので、怒らせても、不愉快な思いをさせても覚えていないだろう」は間違い。偏頭体

に、不愉快な気持ちやうれしかった気持ちは覚えている。いやな思いは蓄積されていく。 

 

○介護され上手を目指し、私の人生を申告します 

・自分の光に輝いていた誇りに思うことを書いてみましょう。 

・「この人は、この時代の話をしたいんだろう」と推察する助けとなる。 

・逝き方、暮らし方：終末期の対応、葬儀、墓、遺言 

 

○認知症になっても何とか暮らし続けられる地域 

①みんな認知症予備軍 そう覚悟すること。介護保険料は「認知症予備軍友の会」会費 

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。 

③その知っている知識を、言葉で説明できる人がたくさんまちに存在していること。 

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。 
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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。 

 

○健康長寿の３大要素 

・「社会参加」、「筋力」、「栄養」 

  社会参加：頭を使う 

  筋力：社会参加するのは筋力が要る 

  栄養：ちゃんと食べる 口腔ケアも大事 

 

○外出頻度と認知症の発生リスク 

・１日に１回以上外出する人に比べ、１週間に１回以下の外出の人は、認知症の発生リスクは、

３．５倍に！ 

 

○普段の体調・精神活動の連鎖の構造 

・歯で噛むことが脳細胞を活性化する 

・タンパクをとり運動（負荷）をかける 

・水・食・運動不足 → 便秘 → 便秘では食欲がわかない 

 

○終わりに 

◇介護保険法 

・国民は、自ら要介護状態となることを予防するため、加齢に伴って生ずる心身の変化を自覚し

て常に健康の保持増進に努めるとともに、要介護状態になった場合においても進んでリハビリ

テーションその他の適切な保健医療サービス及び福祉サービスを利用することにより、その有

する能力の維持向上に努めるものとする。 ← 国民の努力及び義務 

・保険給付は、要介護状態または要支援状態の軽減又は悪化の防止に資するように行われると共

に、医療との連携に十分配慮して行われなければならない。 ← 素人とプロの連携 

－ 以上 － 


