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はじめに
西宮市では、認知症になつても安lbして暮らせるまちづ<り を目指して、

認知症の人や家族を支援するための様叔な取り組みをしています。

人□の高齢化に伴つて、認知症を発症する高齢者は増加しています。2025

年には認知症の人が約 700万人、65歳以上の 5人に 1人になると見込まれ

ています (※ )。 現在、西宮市では、高齢化率 23。 6%(平 成30年 9月末現

在)、 認知症の人が約20,000人 いると推計されています。

認知症は誰にでも起こり得る脳の病気と言われていますが、周りの人や地上或

の人たちの理解は十分とは言えません。

そこで、認知症サポーター養成講座を通して、地上或の人たち、商店、金融機

関、交通機関などで働<人たちに、認知症について正し<理解していただき、認

知症の人や家族を温か<見守る応援者を増やすことで、認知症になつても住み

やすいまちづ<りを進めています。

篠知麟ぶ

藤晰予聰鰈曖鍮

※出典 三認矢□症施策推進総含戦略(新オレンジプラン) 2019年 1月
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認矢□症って、どんな病気?

●認矢□症は誰もがな りえる脳の病気です

認矢□症とは、色反な原因で脳の細胞が壊れたり、働きが悪<な つたために様反な障害が

おこり、生活をする上で、支障がでている状態 (おおよそ6か月以上継続)を指します。

●脳の働き

脳は人が生きてい<ために必要なほとんどの働きをコントロールしています。

これらの身体活動を司る機能が大脳にあります。

脳の大部分を占める大脳は、左右の大脳半球にわかれます。大脳の表面をおおっているの

が、大脳皮質で、前頭葉、頭頂葉、倶」頭葉、後頭葉の4つのブロックに分かれて、それぞれ

異なつた機能を分担しています。

磯ント颯―∫攀颯鸞轍 諄瘍櫻鸞 準鑽鶉雹麒祓

鸞笏機 鑢罐輻饉帯 ,祓く

『全国キャラバン・ メイ ト連絡協議会発行 認矢□症サポーター養成講座標準教材より』
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●認矢□症をヨ|き起こす主な病気

認矢□症は脳が障害を受けた部位によって症状が変わつてきます。

①アルツハイマー病 (全体の50%)

比較的早いうちに、海馬を中lbに神経細胞のネットワークが

壊れるため、記憶障害や時間、躍日などがわからな<な り、

不安、うつ、妄想が出やすい。

②レビー小体型認知症 (全体の 15%)

パーキンソン症状、幻視を伴い、症状が変動 しやすい。

脳の細胞が少しずつ死んで

脳が縮んでしまう。

③前頭側頭型認知症

脳をコン トロールする前頭部分を中lbに障害されるので、初期に記憶障害はあまり

みられず、社会 '性を失い、がまん、思いやりなどがみられな<なる。

④脳血管性認知症 (全体の 15%)

脳梗塞、脳出血などによリー部の脳細胞が死んだり

するため、できることとできないことが比較的はつきり

分かれていることが多い。 (まだらぼけ)

脳の中の血管がつまつたり切れ

たりして、脳に栄養や酸素がいか

ず、一部の細胞が死んでしまう。

⑤その他 (全体の20%)

ヤコブ病、AIDS(エ イズ)、 アルコール中毒なども認矢□症の原因となる病気。

(治療可能な疾患・・・ P。 10参照)
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認矢□症の症状は、中核症状と行動・ lb理症状の 2つがあります。

●中核症状 (基本症状)

脳細胞が壊れたり、働きが悪<なることによって直接起こる症状です。認矢□症の人に必

ず現れる症状です。

●行動・ lb理症状 (BPSD)

中核症状に本人の持つている性格、環境、人間関係、ス トレスなどが絡みあい、 2次的

に起こる症状です。これは対応次第で、強<でたり、ほとんどでなかつたりします。本人

が安lbして、快いと感 じることで、でに<いと言われています。

<周りの環境>
・ 垣 ヨ い    ・ 寒 雲 い

・うるさい

・全<矢□らない場所 など

中核症状 (基本症状)

<不適切な接し方>
・話をきいて<れない

・否定される

・叱られる・せかされる など

行動・ lb理症状 (BPSD)

<人間関係>
・嫁との折り合いが悪い

・ ご近所に気をつかう

など

<もともとの性格>
・ 繊細  ・ 社交的

・ 短気 など

<身体症状>
・便秘 ・風邪

・脱水 ・薬の影響

など
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「中核症状」とは脳の細胞が壊れることによって直接起こる症状です。

①記憶障害

脳は、目や耳などから入るた <さんの情報のうち、必要な物や関lbがある物は一時的に蓄

え、大事な情報は忘れないように長期間保存するようにできています。しか し、脳の一部の

細胞が壊れ、その働きを失うと、覚えられない、すぐ忘れると言 つた記憶障害が起こります。

※記憶を司る器宮 (海馬)の働きと記憶のつぼに例えて考えてみましょう。

炸 大鐵な鸞報 餞 鵞轟鍮轟機鸞鐘 攀 鐵歌な構難

情報を捕まえる機能が)舌発に働き、自
分にとって大切な情報を選んで「記憶
のつぼ」に入れ、普段は思い出さな<
ても、必要なときに取り出すことがで
きます。

ぜギ1匡ト

村尋  f難
―√

脅學

(覚えるの:こ手覇oti奉か轟》

一度にた<さんの情報を捕まえてお<こ
とができな<なり、「言己憶のつぼ」に入れ
るのにE寺間がかかります。何度か トライす
れば、大事な情報も「言己憶のつぼ」の中に
入れることができます。失敗もしますが、
「記憶のつぼ」の中から必要な情報を出す
ことができます。

「記l慮のつぼ」の中に入れて覚えてい
た昔の記憶も、大事な情報も消えてい
つてしまいます。

ヽ
… 鰈

1心

《覚え魯れ掌毎ゝ》

情報を捕まえる機能が衰えてしまうため、
新しいことは記憶できず、間いたことゃ大
切なことも「記憶のつぼ」に入れられな<
なります。つい先ほど聞いたことも思い出
せな<なります。

『全国キャラバン・メイト連絡協議会発行 認矢□症サポーター養成講座標準教材より』
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●加齢によるもの忘れと認知症の記憶障害との違い

加齢によるもの忘れ 認矢□症の記憶障害

目の前の人の名前が思い出せない 目の前の人が誰なのかわからない

約束をうっかり忘れて しまった ⇔ 約束 したこと自体を忘れている
rly."t:Yi-.:tiffi

⇔
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②見当識障害

「見当識」とは、現在の年月や時亥J、 自分がどこにいるかなど、

基本的な状況を把握することです。その「見当識」が薄らいで

い<「見当識障害」では、時間→場所→人物の順番で障害されて

いきます。

●時間…日時や季節の感覚がわかりに<<なります。
>何回も時間を聞いたりします。

>季節感のない服を着たり、自分の年齢がわからなくなつたりします。

●場所…方向の感覚やついる場所がわか りに<<な ります。

>近所でも道に迷ったり、自宅のお手洗いの場所がわからなくなったりします。

●人物…矢□人、反人、家族などがわかりに<<な ります。また、顔や名前だけでな <、

関係性もわか りに<<な ります。

>自 分の娘を「お姉さん」と呼んだりします。

③理解・判断力の障害

認矢□症になると、ものごとを考えたり、判断にも支障が出てきます。

●ものごとの理解に時間がかかります。

●一度に複数のことを処理することが難 し<な ります。

●新 しい道具がうま<使えな<なったりします。

●目に見えないし<みが理解できな<なります。

例えば・・

鑽
畿

自動販売機、自動改札、A tt M

全自動の洗濯機、人の見えない IHク ッカー

認知症になつてからの買い替えは、混舌しを招

④実行機能障害

頭の中で考えながら順序立てて適切に対処することができな<なります。

例えば、味噌汁を作るのに材料を買つて、下ごしらえをして、鍋に大をかけて、盛り付ける

といつた一連の段取りができな<なります。

ことがあります。

「

―

∃

＜

使い方が分からな<なったり、

うま<使えな<なります。
lt‐写
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「行動・lb理症状」とは中核症状が元となり、本人の性格、環境、人間関係、ス トレスな

どの要因が絡み含つて、行動や心理症状に現れるものです。この症状は強<でる人とほとん

どでない人がおり、本人が安lbして快いと感 じることで、行動・lb理症状がほとんど現れな

いこともあります。行動・ lb理症状は、本人からの何らかのメッセージと言われています。

こんな時、どう対応したらいいか考えてみましょう

●例えば① 【もの盗られ妄想】

お財布をしまった場所を忘れて しまう (記憶障害)

いつも来ているヘルバーさんが盗ったのではないかと思う

(行動・ lb理症状 )

チェック

「ヘルバーさんがそんなことをする

はずがない」と本人を否定する。

チェック

「それは大変ですね」と言つて

一緒に探して見つけてあげる。
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●例えば② 【徘徊 (ひとり歩き)】

自分の家にいるのに自分の家ではない気がする (見当識障害)

自分の家に帰らないといけないと思い、出かけて道に迷つてしまう (行動・ lb理症状)

「何を言つているの。ここがあなたの

お家でしょ」と言つて引き止める。

●例えば③ 【トイレの失敗】

トイレの場所がわからな<なる (見当識障害)

そのためトイレに間に合わず、汚してしまったが、

どうやつて掃除すればよいのかわからない (実行機能障害)

「お家まで送りますね」と言つて、

一緒について行 <。

チェック チェック

近<の壁になすりつける、近<のカーテンや服などで拭いてしまう (行動・lb理症状)

「何てことをして<れたの !」

と言つて怒る。

行動・lb理症状は、強<でる人、ほとんどでない人がいます。適切な接し方によって軽減

しますが、誰に対してもうま<い <一律の対応方法はな <、 同じ人に対してでも毎回同じ方

法でうま<対応できるとも限りません。いろいろな工夫が必要です。
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チェック

次からはトイレが分かるように

工夫する。


