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認知症の人からみた世界 
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認知症の有病率 

●厚生労働省研究班（代表研究者・朝田隆筑波大教授）
は、このたび新たに０９年～１２年度、専門医などがいて
診断環境が整っている茨城県つくば市、愛知県大府市、
島根県海士町、佐賀県伊万里市、大分県杵築市など８
市町で選んだ高齢者５３８６人分の調査データを使い、
国立社会保障・人口問題研究所による高齢者人口（１２
年）に有病率を当てはめて推計しました。   

●その結果「６５歳以上の高齢者のうち認知症の
人は推計１５％で、２０１２年時点で４６２万人にのぼ
ることがわかりました。軽度認知障害（MCI）と呼ばれる
『予備軍』が約４００万人いることも初めてわかりました。     
 
 



1）公益法人・エイジング総合研究センター 2009年               
2）厚生労働省.,平成22年国民生活基礎調査 
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（資料：厚生労働省「人口動態統計」） 

 

死亡場所の推移 



地域包括ケアシステム 

●団塊の世代が７５歳以上となる２０２５年を目途に、重度な要介
護状態となっても住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の
最後まで続けることができるよう、住まい・医療・介護・予防・生活
支援が一体的に提供される地域包括ケアシステムの構築を実現
していきます。 
●今後、認知症高齢者の増加が見込まれることから、認知症高齢
者の地域での生活を支えるためにも、地域包括ケアシステムの
構築が重要です。 
●人口が横ばいで７５歳以上人口が急増する大都市部、７５歳以
上人口の増加は緩やかだが人口は減少する町村部等、高齢化の
進展状況には大きな地域差が生じています。 
地域包括ケアシステムは、保険者である市町村や都道府県が、地
域の自主性や主体性に基づき、地域の特性に応じて作り上げて
いくことが必要です。 





①早期の診断に基づき、早期の適切なケアに結びつける仕組み 
 が不十分である。このため、早期の適切なアセスメントによる 
 ケアの提供、家族への支援があれば、自宅で生活を送り続け 
 ることができる認知症の人でも、施設や精神科病院を利用せ 
 ざるを得なくなっている。 
②不適切な薬物使用などにより、精神科病院に入院するケース 
 が見受けられる。 
③一般病院で、身体疾患の合併等により手術や処置等が必要 
 な認知症の人の入院を拒否したり、行動・心理症状に対応でき 
 ないので精神科病院で対応してもらう等のケースがある。施 
 設でも、行動・心理症状に対応できないので、精神科病院に入 
 院してもらうケースがある。 
④認知症の人の精神科病院への入院基準がないこともあり、必 
 ずしも精神科病院への入院がふさわしいとは考えられない 
 認知症の人の長期入院が見られる。 
⑤退院支援や地域連携が不十分であり、精神科病院から退院し 
 てもらおうと思っても地域の受け入れ体制が十分でない。 



「認知症になっても地域生活を継続できる社会」を理念に、認知症は病
院や施設を利用せざるを得ないという考え方を否定。このため従来の
流れも否定し、標準的な認知症ケアパスの構築を目標とするとしている。
そして、７つの視点からの取組を挙げている。 

  １．標準的な認知症ケアパスの作成・普及 
  ２．早期診断・早期対応 
      かかりつけ医の認知症対応力の向上 
      認知症初期集中支援チームの設置 
      アセスメントツールの検討・普及 
      身近型認知症疾患医療センターの整備 
      ケアプラン作成体制の整備 
  3.地域で生活を支える医療サービスの構築 
      認知症の薬物治療ガイドライン策定 
      一般病院での認知症の手術、処置等の実施の確保 
      一般病院での認知症対応力の向上 
      精神科病院入院が必要な状態像の明確化 
      精神科病院のからの退院・在宅復帰の支援 
  4. 介護サービスの構築 
      医療・介護サービスの連携 
      認知症にふさわしい介護 
      グループホーム活用 
      在宅生活困難の場合の介護保険施設 
      介護保険施設等での認知症対応力向上 

2012年6月18日 
厚生労働省発表 
新たな認知症の医療
とケア 



５．地域での日常生活・家族の支援の強化 
    介護予防 
    認知症地域支援推進員の設置 
    互助組織等への支援 
    認知症サポーターキャラバン 
    権利擁護推進 

    市民後見人育成と活動支援 
    家族支援 
６．若年認知症対策 

    ハンドブック作成 
    居場所づくり 
    ニーズ把握 
    就労支援 
７．人材育成 
    認知症ライフサポートモデルの策定 
  医療・介護従事者への研修ほか 





  クリスティーン・ボーデン 
 
1949年  イギリスに生まれる。 
1995年  46歳でアルツハイマー病の診断を受ける。 
1996年  オーストラリア政府の首相内閣省第一次官補を退職。 
1998年  前頭側頭型認知症と再診断。 
     8月、1冊目のWhO will I be when l die?を出版。 
1999年  ポール・ブライデンと再婚、クリスティーン・ボーデンからブライデンに改姓。 
2000年  認知症啓発支援ネットヮーク(DASN)を結成。(翌年、DASNIになる) 
2003年  1冊目の邦訳『私は誰になっていくの?』出版。 
        市民グループの招きで発症後初来日し、岡山・松江で講演。その様子がNHK  
        「クローズアップ現代」などで報道され、大きな話題となる。認知症の人とし  
        て初めて国際アルツハイマー病協会理事になる。 
2004年  10月、京都での「国際アルツハイマー病協会国際会議」に出席するため再来日。 
         2冊目の邦訳『私は私になっていく―認知症とダンスを』を先行出版。 
2005年  Dancing with Dementia; My Story of Living Positively with Dementiaを出版。 
2006年  3度目の来日。京都で認知症の「本人会議」に参加。 
2007年  4度目の来日。札幌で講演を行う。 
2010年  体調が回復。ギリシャでの「国際アルツハイマー病協会国際会議」に出席。 
2012年  5度目の来日講演セミナーに合わせ、『私は私になっていく』改訂新版を発行。 
 
       現在も認知症の本人の立場から医療・ケア・社会に提言する活動を続けている。 



はじめに 
たとえば 
ここに“家にいるのに「家に帰る」と出ていく人”がい
るとします。 
 
この人を、私たちはどのように理解すればいいので
しょうか。 
 
そもそも“家にいるのに（家にいる自覚がない）”とは、
どのような事態なのでしょうか。 
 
そしてまた、なぜ“「家に帰る」と出ていく ”のでしょ
うか。 



医学的解釈 
“家にいるのに（家にいる自覚がない）”と 
いう事態そのものは、こころだけでは計り 
がたい現象であり、むしろからだに異変が 
起きたと考えるのが自然。 

心理的了解 

“「家に帰る」と出ていく人”のこころは、そ 
の場に威圧されたとき、あるいは孤立を感 
じたとき、人は「家に帰りたい」と思う。 



●からだの異変を医学的に分かり、同時に
こころの世界を心理的に分かることが求め
られる。 

●「われわれは自然を説明し、心的生活を
了解する」（DILTHEY W.1883)という心身二
元論によるこのような分かり方から認知
症の方へのかかわりがはじまる。 





医学的解釈 
●脳の症状の総論的なこと 
  見当識障害 
    意識障害（脳の急性症状） 
    知的障害（脳の慢性症状） 
 
  大脳の後方・・外界の認識・情報入力 
  大脳の前方・・入力した情報処理と出力、情報に基づく行動 
 
●後方（入力）の障害例：アルツハイマー病の取り繕い応答 
  後方（入力）の障害を前方（出力）で補っている 
 
●前方（出力）の障害例：前頭側頭葉変性症の環境依存的な脱抑制 
  後方からの情報入力を前方が適切に処理できない 
 
●病変部位とはあまり関係しない一般症状 
  抽象的態度の障害、自動性・意図性能力の乖離、破局反応 
  病態失認、保続 





「世界はわたしたちのテンポよりもずっと速く、

目の回るようなスピードで動いているというの

に、私たちは、やれこれをしろ、早く答えろ、ゲー

ムをしろ、グループ活動に参加しろと言われて

いる。あまりにもスピードが速すぎるので、本当

は、向こうへ行ってほしい、もっとゆっくりやって

ほしい、私にかまわないでほしい、とにかくあっ

ちへ行ってほしい、と言いたいのだ」 



「それはまるで、ぱっくり開いた暗い穴に飲み込まれないように,

崖っぷちに必死にしがみついているような感じだ。以前のように

パッツパと自動的にできることは何もなくなってしまった。あらゆる

ことが、初めて習うことのように感じた。料理をすれば焦がしてレま

うし、アイロンをかけっばなしにして忘れてしまうし、洗濯物は以前

のように分けて洗えないし、車の運転が怖くなった。みんなから、そ

の質問は前にもしたでしよう、と言われてしまうけれど、自分では記

憶がない。過去は空白になうてしまい、奇妙な感じがして怖い。それ

なのにまわりの人は私にイライラしている。もし私たちの手や足が

欠けていたのならば,私たちの努力は賞賛されるだろう。でも、脳が

どれぐらいなくなっているかは目に見えないし、なんとかしてやりく

りするのがどれだけ大変かもわかってもらえない。」 



左脳病変 右脳病変 左脳でも右脳でも 左右の両側病変 

前頭 運動性失語群 肢節運動失行 

側頭 感覚性失語群 

頭頂 観念失行 

観念運動失行 

着衣失行 

後頭頭頂
（背側路） 

ゲルストマン症候群 視空間失認 構成障害 バリント症候群 

後頭頭頂
（腹側路） 

色彩失認 

純粋失読 

相貌失認 物体失認 

右利きの人の左脳は（象徴的、分析的、継続的）言語機能に、右脳は（非言語的、
全体的、同時的）空間認知に関係する（ただし左利きでは一定しない）。言語機
能のある側を優位半球といい、12歳頃までに形成される。 

右利きの人の 
脳病変の部位と失語、失行、失認 







「人の話を聞いても,二つ三つ言葉を
聞き逃すと理解しづらく、意味が分か
らなくなってしまう。 
言葉が抜け落ちると,文章は矛盾だら
けになり、ただの無意味な音になって
しまう」(失語) 



「運転しようとして車に乗ると、困っ
たことが起こり始めた。どのペダル
が何なのか、足をどこに置けばよい
のか、思い出せなかったのだ。(略)わ
けがわからないまま運転席に座った。
手で何をしたらよいのか、足は車の床
のいったいどこへ置くのか?まるで一
度も乗ったことがない機械のように
感じた」(失行) 



「台所や浴室では、よく物をひっくり
返す。距離の判断を間違えて、物にぶ
つかってしまうのだ。模様にまどわさ
れることもある。表面が滑らかでも模
様のある床を歩くと、つまずいてしま
うことがある」(失認) 



「忘れてしまったものなら思い出すこ
とができるが、そういうものでもない。
まるで初めから何も起こらなかった
というようなものだ。たとえ何が起
こったか教えてくれたとしても、何の
意味もない。私は礼儀正しくちょっと
微笑み、そのことについて全部覚え
ているふりをしようとするだろう」
(エピソード記憶障害) 



「まるでコンピューターのことを言う
ようだが、私は一度に一つしかウイン
ドウが開けられないし、一つしかアプ
リケーシヨンを起動させられない」
「一度に一つだけするように努めな
いと、何かを始めて、次にやめて、さ
らに何か別のことを始めることは、私
をすっかり取り乱させることになる」
（遂行機能障害） 



「どれだけ私がひとつのことに執着してしまう
か、そのいい例が、夜中に家を掃除したくなった
ときのことだ。翌日まで待てなかったのだ。とに
かくその時にやってしまわないと気が済まない。
もう眠るどころの騒ぎではなかった。仕方なく 
ポールは掃除機を出してきて、私が家中を掃除
するのを辛抱強く手伝ってくれた。ようやく午前
二時頃になって私たちは床に入った。私はすっ
かり満足していた。だが同時に、自分が明らかに
そういう欲求や衝動を抑えることができなく
なっていることにも苦悩しながら・・」(脱抑制) 



前頭葉症状 

①アパシー型（frontal convexity syndrome):area9,10を中心
とした穹窿部の障害による症状。自発性が欠如し、アパシーと
なる。複雑な思考、行動、判断力が障害される。 
 
②脱抑制型（orbitfrontal syndrome):眼窩に面した前頭葉の
障害による症状。抑制がとれ、感情の起伏が激しく多幸性に
なる。だじゃれや不適切な言葉、ひょうきんな言い回しをした
り、自分がおかれた立場の判断に乏しく、万引きなどの反社会
的行動や性的異常行動を伴う。 
 
③無動型（medial frontal syndrome):前頭葉内側部、特に両
側anterior cingulate gyrus の障害による症状。無動性無言
を呈す。 



「どうか私たちを“痴呆”と呼ばな
いでほしい。私たちはまだ、病気
そのものとは別の人間だ。ただ脳
の病気にかかっているだけなの
だ。もし私ががんを患っているの
だったら、あなたは私を“がん”と
は呼ばないだろう」 



心理的了解 

●ものごとに対する反応が尋常で妥当なときは了解 
 可能といい、そうでないときは、普通の平凡な心理 
 から逸脱した異常心理であるとされる。 
 
●了解不能な心理も、無意識を想定して解釈できるこ 
 とがある。 
    否認と投影、そして防衛機制 
 
●もの盗られ妄想の背景にある隠れた不安を密かに 
 察する必要がある。  



「多くの場合、痴呆症と診断されてからま
ず思うのは、自分は誰なのか、そして誰に
なっていくのか、ということだ。(略)わけ
がわからなくなって壊れて死ぬことが怖
くなる。もはや、自分の仕事や地域貢献と
いう尺度では自分を見てもらえなくなり、
病人というアイデンティティが自分の上に
かぶせられるー社会では何の価値もなく、
何の貢献も期待されない存在。ある日突
然に、私たちは人ではなくなってしまうの
だ」 



 
 

認知症の進行と心理状態の変化 

医療やケアのスタッフの役割： 
周囲の人と本人との関係性の修復 



支配ということ 
●専門家支配ということばがある。 
 サービスを選択し供給する権利が専門家にのみ認められている場合 
 に、患者は画一化され、体面や自尊感情の喪失を体験するという。 
●周囲にはみえざる障害でありながら,本人もその自覚が薄れていくと 
 いう特異な状況は,サービスが専門家に委ねられてしまうという事態 
 を否応なく招く。 
●専門家ゆえの知識と善意が,そのパターナリズムを頑迷なまでに正当 
 化しかねない。 
    これを端的に象徴するのは,かつて横行した隔離と抑制 
●支配の本質は ,その人に見えない高みから ,その人を見下ろすことに 
 ある。「その人らしさ」の強調も ,その人と私との 「自分たちらしさ」に 
 目を向けない限り ,見下ろすケアから自由ではない。 

●「その人に,なにができるか」ではなく,「その人と,なにがで
きるか」という水平の視点を大切にしたい。 
   脳の症候学：「なにができるか」を「その人と」ともに探

すささやかな知恵であってほしい 



「私には、なぜ自分が何か他のことを
したいのか、その理由を説明するの
は難しすぎるので、これは結局、誰か
他の人が私にさせたいことに従う結
果になることが多い。それで、私は善
意の家族や友達によってさえも“圧
迫”されていると感じてしまい、ストレ
スの多い状況におちいってしまうの
だ」 



「アルツハイマー病患者が、急がなく
てはならないと感じさせられたり、善
意の介護者によって急がされたりす
る時、ひどく暴力的になることがある
のはどうしてなのか、私は理解できる。
それは単に、「私はこれをしたくな
い」という言葉が出てこないこと、そ
して、なぜいやなのか言うことがで
きないため、内部に欲求不満が閉じ
込められるからなのだ」 



と 

記銘力障害が前景に出る。体験したことを覚えて
いないだけでなく、自分が忘れたことも忘れてし
まう。また、出来ることと出来ないことの区別が
つかなくなる（病態失認的態度）。その結果、忘れ
たことや出来ないことを認めないで自分でやろ
うとしたり、出来るのにひどく依存的になってし
まって、周囲と摩擦が起きる。さらに、本人は失敗
を重ね、挫折感・喪失感を味あうことが多い。自
尊心を大切に。 

 

ＡＤ病期別の特徴：初期 

忘れること、できないことを責めない 



「動ける認知症」＋「脱抑制」 
 ＝「動くので周囲が困惑する認知症」 
妄想も多い 
輝いていた頃の世界に生きる 
複雑な動作は出来ない 

何が出来るかのアセスメントが大切 

 

ＡＤ病期別の特徴：中期 



 
 
 
 
 
スピリチュアル・ペインとしてのBPSD 

●従来、認知症でみられる妄想・徘徊などの症状は 

「問題行動」と呼ばれていた。 

●近年、これらの症状は、患者さんが周りの世界に適
合しようと、もがき苦しんでいる徴候であると理解さ
れるようになった。 

●認知症の進行でやれることをあきらめざるを得な
かったり、自分の存在意義や役割を喪失することによ
る魂の痛みとしてとらえる視点が必要。 

●非薬物的な対応（環境整備、接し方、休息ケア）と薬
物療法を多職種チームで総合的に行うことが求めら
れる   

BPSD : behavioral and psychological symptoms of dementia : 行動心理徴候 



 

ＡＤ病期別の特徴：後期～終末期 

パーキンソン症状やけいれん発作など
の身体症状が現れ、さらに進むと寝た
きりとなる手足の随意運動は消え、顔
の表情も消え、大小便失禁、発語なし、
嚥下障害のため誤嚥性肺炎を繰り返す 

寝たきりの人への対応・口腔ケアが大切 



重度 意思決定 末期 死 

排泄の問題 
（失禁⇒失便） 

起立・歩行障害 
（寝たきり状態） 

嚥下反射 
消失 

経管栄養 1年 
苦痛大 

末梢輸液  
皮下輸液 

 苦痛少ない 

２～３か月 

無治療 数日～1週間 
苦痛少ない 

末期の診断 

   身体合併症との戦い    構造的な 
（肺炎、尿路感染、転倒、褥瘡等）  肺炎 

（平原佐斗司「認知症ステージアプローチ入門」２０１３より引用改変） 

 

重度から末期アルツハイマー病の経過 



AD以外の代表的な認知症の
原因疾患も最終的には運動
機能の障害が重くなり、 
“終末期”の倫理的課題につき
あたる 



知識の限界 

●知識には必ず限界があり ,後に誤りであつたということがいくらもある 。 
●日本人の認知症の主な原因疾患は,30年前はもっぱら 血管性とされた 
 ものが,20年前はアルツハイマー病が,10年前はレビー小体病が,最近は高 
 齢者のタウオパチー(神経原線維変化型認知症や 嗜銀顆粒性認知症)が 
 話題となっている 。 
●人は,見ようとするも のしか見ない。専門家の臨床統計でさえ,いつのま 
 にか色褪せてしまうのは,認知症診断学の歴史をふり返れば明らかである。 
  臨床においては疾病分類より 症候学の方が頼りになる . 
●ただし ,その症候学も けして完成されたも のではない。 症候,病名,予 
 後に関する告知は,よほど慎重に行われる必要がある。そしてなにより , 
 専門用語によって患者が画一化され,モノ化されることだけは,絶対にあっ 
 てはならない。 
 
神経原線維変化型認知症：neurofibrillary tangle-predominant form of dementia 
i:NFTD 
嗜銀顆粒性認知症：argy[i]rophilic grain dementia:AGD 



ご清聴ありがとうございました。 

人は、他者から人として遇されなければ「人たる特性」をもつ
ことができません。 
あなたが、私を人として話しかけてくれることによって、私は
人間となるのです。 
 （ユマニチュード入門：医学書院；イヴ・ジネスト、ロゼット・マレスコッティ） 


