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演者からのお願い

• 最後にご質問の時間を設けます。私はもともと耳が遠かったのですが、
ファイザーｍRNAワクチンを接種後、より難聴が酷くなりました

→ ご質問は少し大きめな声でお願いします

• 米CDC（疾病対策予防センター）は「新型コロナの感染ルートの99％は飛沫感
染、（手洗いが必要な）接触感染は0.5％に過ぎない」「飛沫感染の多くは空
気感染を含むエアロゾル感染」と言っています

• 飛沫は2mほど飛べば地上に落下します。相手と2mの距離があれば飛沫感染
は防げます → 感染対策は何故と根拠を考えて対処しましょう！

• 空気感染を含むエアロゾルは、３つの密状態では長時間漂い、濃度が高く
なり、感染リスクが高くなります → 感染防止には、排気；空気の流れが
必要です（換気よりも排気、空気の攪拌が大事）

• 本日投影する資料（スライド）をご希望の場合やご質問は、メールにてご要
望ください スライドが詳細で読み辛く申し訳ありません
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うらやす市民大学オープン講座 2022,11/26 Am.10:00～（土）冨岡公民館

本日のお話
• 浦安市認知症条例の概要

• 成年後見制度とは ～ 認知症=成年後見制度ではない ★★★

• 認知症とは ～ 物忘れとの違い、アルツハイマー型認知症（AD）・脳血管性認知症・レビー小
体型認知症、夫々の病態（原因）と治療法、最新の予防法（リコード法）の紹介

• アルツハイマー型認知症治療薬の新たな開発は抑制から改善へ → アルツハイマー治療薬の開
発はアリセプトなどこれまでは4勝146敗。エーザイ＆バイオジェンのレカネマブの第三相試験
の好結果（2022年9/28発表）のヒントから、これまで断念してきた内外の製薬大手も開発に再
トライするのではないか 新たな希望が見えてきた

• 認知症の専門家である長谷川和夫先生も認知症に もはや認知症は他人事ではない！

• 認知症への備え → 任意後見人、家族信託など（後見制度支援信託はお薦めしません）

知って得する/知られて困る

認知症と成年後見制度のお話
話題提供 浦安市介護予防リーダー・認知症サポーター 辻 純一郎
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自己紹介

J&T治験塾塾長、EPSホールディングス顧問（前社外監査役）
特定国立研究開発法人理化学研究所契約監視委員会委員 公益財団法
人昭和大学医学医療振興財団評議員 危機管理システム研究学会顧問
（元会長） 医薬品企業法務研究会顧問など

辻 純一郎 In the past

• 1942年 長崎県東彼杵町（長崎空港の隣町）生まれ

• 1965年 中央大学法学部卒業後 エーザイ㈱入社 名古屋・京都
でMRの後、薬粧事業本部を経て40歳にして法務部へ

• この間、業務の傍ら日薬連医薬品副作用被害救済制度委員会副
委員長、厚労省添付文書見直し検討班法律委員、製薬協製造物
責任制度検討委員会委員、製薬会社や大学のIRB（臨床試験審
査委員会）委員、医薬品企業法務研究会会長など

• 法学博士（2000年 中央大学 法博甲第八号） 学位論文「臨床研究
に係る被験者保護の研究」 → GCP改訂を受け、その後の治験や
臨床研究に係る補償制度「医法研補償ガイドライン」のベースに

• 昭和大学医学部客員教授、㈱ウイントロン専務、モスインスティ
テュート㈱社外監査役、メディカルライン㈱社外監査役など

• 現役時代、アリセプトの国際開発に法務面から携わる

“ただのオジサン” から“ただならぬオジサ
ン”を目指し、活動中

現役時代の経験を活かし、浦安市介護予
防リーダー・認知症サポーターとして、千葉
県県民講座「介護予防」講座や浦安市市
民大学などで「薬と健康」講話を展開中

男の料理教室“GGクッキング”世話役

３．１１東日本大震災では自治会会長とし
て震災（液状化被害）対応に当たる
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私が認知症になったらお願いしたいこと

• 診療（治療）は〇〇先生にお願いしてください

• ユマニチュードは介護する方にとても有用です cf.日本ユマニチュード学会HP YouTubeあり

• HDS-R（長谷川式改定版）スコアが4点以下（30点満点）になったら認知症薬は中止してください

• 易怒状態（怒りっぽい）や暴力性や攻撃性が高まったら（精神安定剤ではなく）抑肝散を処方し、
既存の認知症薬（副作用の可能性大）は一時中止するか減薬してください

• 万一、向精神薬や睡眠薬（BZ系）を処方されていてBPSD様の状態が見られたら、それは副作用
ではないかと疑ってください（向精神薬や睡眠薬は望みません）

• 歩行障害やふらつきが見られた場合、薬剤の副作用（特に睡眠薬やデパス）の可能性もあります。
一時中止するか徐々に投薬を中止ないし減薬してください

• 口から食べ物を摂れなくなったら胃ろうは望みません。点滴は投与量を抑えてください（1500
㎉/日は多過ぎます）。平穏死を望みます（枯れてゆくような自然の摂理に従います）

• 呼吸補助が必要になったら酸素マスク → ネーザーブルハイフロー（NHF）→ 人工呼吸器（回復の見込
みがあれば挿管も）を検討してください。エクモは不要です。肺炎のためSpO2（血中酸素濃度）が低い時
は一酸化窒素を10～４０ppm加えることを主治医に相談してください

• 癌になったら緩和ケア（麻酔薬の積極使用）も検討してください

★ 認知症予防＋早期発見に務めます cf.ブレインパフォーマンスを知っていますか？
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FAQ ① 母が認知症との診断です。睡眠障害があり睡眠薬が処方されてい
ます。そのまま続けて問題ありませんか

• ベンゾジアゼピン（BZ）系が処方されることが多いと思います。BZ系睡眠薬は認知機能低
下や転倒リスクを高めます ･･ 診療報酬改定で長期処方が大幅に減額されました

• BZ系薬剤は神経伝達物質であるGABA受容体のα1サブユニットに作用することで効果を発
揮します。アルツハイマー病では発症早期からα1受容体が欠落するという報告もあり、
効果は期待できず、長期投与では副作用ばかりが目立つことになります

• お薦めは睡眠衛生指導（午前中に日光を浴びる・適度な運動を行う・午睡の制限・ベッドタイム
ルーチンの構築）が有効です

• 主治医にメラトニン受容体作動薬や漢方薬の抑肝散（認知症の易怒性や攻撃性を抑えるにも
良い；河野和彦「認知症治療28の満足」P.104）の処方を相談してみてください

• 認知症に伴う不眠の多くでポリファーマシー（薬剤多剤投与）に因るものも少なくありま
せん。6剤以上の処方であれば処方の見直しも必要です

• 福井で独居中の義母が睡眠薬の副作用をMCIと誤認され保佐人が就き、浦安に呼び寄せ、
誤診であることに気づき、取消審判を行いました。後でその詳細を紹介します
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FAQ ② 愛妻が認知症を患っています。今後も在宅での介護を続けたいと
考えています。改装や介護の基本について？

奈良あすなら苑の介護10訓を参考にしてください

①毎朝窓を開け換気をする（臭気ゼロ、風邪予防）②椅子に座る
（自立支援）③トイレに座る（おむつをやめる）④暖かい食事をす
る（一家団欒の食事）⑤家庭浴に入る（リハビリをして普通の湯船に
入る）⑥座って会話をする(→ 認知症の徘徊、問題行動をなくす) ⑦
散歩を頻繁にする（街にでかけノーマライゼイション、介護の町内化
をめざす）⑧ゲーム・リハビリをする（ゲームの中で個別リハビリを
計画的に組み込む）⑨ケアプランをつくりお出かけする（生活意欲、
外出支援のマニュアル）⑩ターミナルケアをする（ターミナルケアマ
ニュアル）

ADの方は脳の感情を司る扁桃体の反応性が高く、感情が敏感に
なっています。感情が動かされる内容、感情を伴った思いは長く
記憶に残り、その感情自体も蓄積されます。ユマニチュードを学
び笑顔での介護を実践しましょう！

改装する際、京都・清水寺の公衆トイレ（右写真）のように跳ね
上げ式のFUNレステーブルがお勧めです

Copyright J&T Institute 2018 6
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FAQ ③ 成年後見人の報酬の相場は？ 注意すべき点など？

• 弁護士、司法書士など第三者への報酬額は家裁が決めます ･･ 自分で選べない！

• 成年後見人への報酬は預貯金額によって、1千万円以下 → 年24万円、1千万～5千万円
→ 年36万～48万円、5千万円超 → 年60万～72万円が相場です

• 一度、後見人（保佐人）が就くと、報酬の支払いが被後見人が死ぬまで続く

• 後見人（保佐人）には、遺産分割協議の報酬（ex.4000万円の遺産分割で80万円）、不動産
売却や後見信託設定などのボーナスがあります（支払う）

• 後見人弁護士はリスクを避けるため施設に入れたがりますが、在宅で尊厳ある暮らしを
望む本人や家族の想いとは真逆の発想です

• 在宅介護の場合、一部の後見人弁護士は「家計と個計（一個人の会計）を分けねばならな
い。それをしないと使い込みに当たる」という人もいます（嘘！）。昔からの日本の家
庭の在り方を無視した考え方と言えるでしょう。また、生活費を月10万円しかくれない
ケースが殆どです（これでは生計維持は困難です。家族の持ち出しが生じます）

• 欧米では成年後見制度はラストリゾート（最後の手段；なるべく成年後見は就けない）との
考え方であり、よほどの事情が無い限り就けません。その意味でも日本は後進国です

• 認知症になる前に任意後見人や家族信託の利用を考えても良いでしょう
Copyright J&T Institute 2018 7

FAQ ④ 息子がバイク事故で高次脳機能障碍者です。嫁いだ長女夫婦
に迷惑をかけたくないので将来に備え息子名義の貯金をしています。後
見人を就けた方が良いと勧められていますが留意点をご教示下さい

• 子供名義の預貯金はトラブルのもとです。（子供名義で）残してはいけません

• 自治体や社協に相談すると、被後見人の預貯金が1千万円超では、家裁から監督人を就
けるか信託にするよう言われることがあります

• 親御さんは財産管理権をはく奪され、家裁は財産管理権を持つ後見人を就け、後見人
への報酬支払いが続きます（長谷川学・宮内康二「成年後見制度の闇」P.66）

• 障害年金は後見人抜きでも貰えます。施設等の費用は口座から引き落とすようにすれ
ば後見人は手出しができません

• お子さんが未成年の場合、信頼のできる人を任意後見人候補にしておくと良いでしょ
う。公証人役場に行き事情を話し、未成年である子の親権者として例えばお嬢さんと
任意後見契約を結び公正証書にして貰います。手続きは簡単で弁護士に頼まなくても
できます。費用は5万円ほどです（前掲「成年後見制度の闇」P.68）

• お子様が成年の場合、公証人役場に行き相談してみてください

Copyright J&T Institute 2018 8
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FAQ ⑤ 真面なご家族が近所に居たら成年後見制度は利用しない方が良い
と聞きます。ではどんな対応が必要でしょうか。また、利用した方が良い
ケースとはどんなケースでしょうか

• 身寄りのない方や放蕩家族がいる認知症の方は利用する意味があります。各地で訴訟に
なっている市長申立て案件；虐待事案は、事実しっかりを確認する必要があります

• 真面なご家族が居たら成年後見人は必要ありません。金融機関の取引や不動産取引、施
設入所契約などで成年後見が必要と言われることがありますが後見をつけなくても打つ
手はあります →「後から取引や契約に関し異議を唱えない旨」家族や相続人など関係者
の念書を提出し交渉すれば８割方は応じてくれます cf.成年後見制度のパンフレット

• 後見開始の審判がでる前なら「取引に応じないなら訴訟を起こす」と言えば、折れてく
るケースもあります。ダメなら取引を諦め、他の銀行や介護施設を探しましょう

• （真面なご家族が居る場合）自治体や社協から「認知症が進んでいるので後見人をつけた方
が良い」と勧められても無視して構いません（前掲「成年後見制度の闇」P.74）

• 本当に必要なのか、メリット・デメリットを十分に理解し熟慮し決めましょう ‥ 後見
人が就くと、取消は至難の業です。後で後悔する人が沢山います

＊2022,9/15(木) 配信 47NEWS →「使い始めたら死ぬまでやめられない」成年後見制度は変われるか
利用者家族「だまされた」20年たってようやく民法改正の動き･･ 改正には7～8年？

j&t Institute copyright ©2018 ，2022 ＊追記 9

FAQ ⑥ 直前に頂いた質問
親がアルツハイマー病の場合、子もアルツハイマー病のリスク（家

族性アルツハイマー病）あり、と聞きましたが本当でしょうか

• アルツハイマー型認知症は、アミロイドベータペブチ
ドという老廃物が脳に蓄積し、 神経細胞に障害を与え
ることが原因で発症することがわかっています

• アミロイドベータペブチドの蓄積や凝集に関わる物質のひと
つが、アポリポタンパク質Eです。それを司るAPOE(アポイー)
遺伝子には、主にε(イプシロン)2、ε3、ε4の3種類あり、
2つ一組で遺伝子型を構成しています

• ε4の有無とアルツハイマー病発症との関係を調べると、ε4
を全く持たない遺伝子型に対して、 ε4を1つないし2つ持っ
ている遺伝子型のアルツハイマ一病発症リスクは、左の図の
ように約3倍～12倍高くなると言われています

• あなたの持っているAPOE遺伝子型を調べ、アルツハイマー病
発症リスクを知り、予防に繋げるのが、APOE遺伝子検査です。
検査を受けるには、医療機関で5mLの採血をする必要がありま
す ･･ 自費負担

• 順天堂大本院やアルツクリニック東京（新井伊平先生）など

j&t Institute copyright ©2022 10
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加齢に伴う物忘れと認知症の違い

j&t Institute copyright ©2020 11

成年後見制度とは
成年後見人の仕事

成年後見人等の仕事は、本人の財産
管理や契約など法律行為に限られて
いる

食事の世話や実際の介護などは成年
後見人等の仕事ではない

成年後見人等は、その事務について
家庭裁判所に報告し、家庭裁判所の
監督下にある

成年後見人等は、裁判所に提出され
ている（弁護士会提出の）候補者リス
トから選ばれ、こちらで指定するこ
とできない

訴訟となっている案件は、虐待の疑
い案件 ･･ 鵜呑みにせず調査が必須

Copyright J&T Institute 2017 1212Copyright J&T Institute 2017 1212
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法定後見制度の概要 具体的には次スライド参照
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医学的判断＆法的判断：現状は千葉を含め家裁は医師に丸投げ状態
医師側には「大は小を兼ねる？」との誤解も

旭川家裁方式 旭川家裁の診断書作成依頼書 ☟ 全国展開すべし

成年後見の場合

１．いわゆる植物状態又は植物状態に準ずる場合

２．精神上の障害の程度が最重度の場合

３．次のいずれかに該当する場合

ア IQが35以下である

イ 長谷川式簡易知能評価スケール（HDS-R）の得
点が10点以下又は認知機能検査（MMSE）の得点が
14点以下である

ウ 療育手帳でA判定を受けている

エ 精神障害者保健福祉手帳の障害等級が１級で
ある

オ 知能検査等の施行が不可能である

保佐の場合

１．精神上の障害の程度が中程度の場合

２．次のいずれかに該当する場合

ア IQが35以上50以下である

イ 長谷川式簡易知能評価スケール（HDS-R）の
得点が11点以上～15点以下、又は認知機能検査
（MMSE）の得点が15点以上～17点以下である

ウ 療育手帳でB判定を受けている

エ 精神障害者保健福祉手帳の障害等級が２級で
ある

☝ 旧法の準禁治産者を制度に該当

☜ 旧法の禁治産者を制度に該当
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国が進める「後見制度支援信託」よりも「家族信託」がお薦め！
後見信託とは、財産を金融機関に「信託」という形で預け、家庭裁判所が作成する指示書に基づき、
月々の生活費や介護施設等への支払い等、必要に応じて定期的に一定額が後見人の管理する預貯金口
座に振り込まれる制度；後を絶たない使い込み弁護士事件対策？
後見人が管理する預貯金口座にあるお金以外は、家庭裁判所の指示書に基づき信託銀行等が管理する
使い勝手が悪い → 私はお薦めしない（契約費用、監督人の報酬のほか日常生活費以外の出費には裁
判所の許可が必要）
信託でお薦めは → 信託3行＋りそな銀行（マイトラスト）＋千葉銀行（ちばぎん財産管理信託）の家族信
託がお薦め。本人以外でも引き出し可。詳しくは窓口で（相談無料）

図はみんなの介護より引用

Copyright J&T Institute 2018 15

認知症患者2025年700万人 認知症患者5人に1人時代を迎え

急がれる地域後見人（市民後見人）制度

• 成年後見制度の現状 ： 家庭裁判所の事務処理は限界状態

→ 後見人に対しきめ細かな指導・監督ができない

→ 裁判所によっては、専ら診断書に頼り必要な鑑定を省略したり

最も重要な被後見人（被保佐人）との面接を調査官任せにしたり（殆どのケース）

後見人に必要な指導・監督の事務処理報告書の提出の省略など

• 総合的な対策が急務：成年後見制度と介護保険制度は車の両輪

• 専門職等を含めた地域の力を借り関係団体の指導の下に事務を行う市民後見人への期待
は大きい → うらやす成年後見支援センター（社協）では市民後見人養成講座を開催中

全国の市民後見人選任数 H30年320人（1.0%）、R1年296人（1.1%）、R2年311人（1.1%）

• 家族後見人の門戸は閉ざされつつあったが現在はやや回復傾向 2018年の筆者提言が奏効？

• 市民後見人や家族後見人が利・活用できる後見支援センターが必要

• 専門職は貧困者からお金にならないので辞退？ → 市民後見人にシフトの要因？

j&t Institute copyright ©2022 16
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浦安市認知症条例の概要
詳しくは浦安市HP「浦安市認知症条例」をご覧ください

• 目的 この条例は、認知症とともに生きることができる地域社会の実現に関し、基本理念を定
め、市の責務、市民、事業者及び関係機関の役割並びに家族等の取組を明らかにするととも
に、認知症とともに生きることができる地域社会の実現に必要な基本となる事項を定めるこ
とにより、認知症の人及びその家族等を含む誰もが、住み慣れた地域の中で、地域の主体的
な一員として希望する暮らしを実現し、継続することができる地域社会の実現に寄与するこ
とを目的とする ･･ 健康診断時に併せての脳検診の実施が望まれます★

• 基本理念 ○認知症の人が、その尊厳が保持され、自らの意思により、力を発揮しながら希望
する暮らしを実現し、継続を目指します。 ○認知症の人、家族等、市民、事業者及び関係機
関が認知症を地域の課題として捉え、認知症とともに生きることへの理解を深め、連携する
ことで、認知症の人及びその家族等 を含む誰もが、自分らしく社会とつながり、支え合い、
安心して暮らせる地域を目指します

【演者からの提案】

• 認知症（症状）を正しく理解し、正しい接し方を知れば介護の負担も少し楽になる

• 認知症専門医やユマニチュードの専門家を招いての市民向け啓発セミナーの実施

• 市民大学では、健康講座や介護予防リーダー＆認知症サポーターの養成講座の充実

• 大牟田市に倣い、認知症になっても安心して徘徊できる街づくりが望まれる。自治会の役割
を「防災」＆「認知症とともに生きることができる地域社会の担い手」へ！

j&t Institute copyright ©2022 17

安心して成年後見制度を利用できる環境整備 浦安市

j&t Institute copyright ©2022 18
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目的（権利擁護）と手段（成年後見人選任）をとり違えないように運用をして欲しい！
市長申立件数の指標 令和3年度10件 令和4年度13件 令和5年度16件
報酬助成件数の指標 令和3年度16件 令和4年度19件 令和５年度22件

cf.施策4205 安心して成年後見制度を利用できる環境整備事業

j&t Institute copyright ©2022 19

目的（権利擁護）と目標（成年後見人の選任）の混同懸念への回答
cf. スライド9 FAQ⑤

• 市長申し立て・報酬助成は高齢者支援課が担当しています

• 成年後見制度は本人の権利を護ると同時に被成年後見人を制限することでもあるので慎
重に行わなければならないと考えています → コメント；欧米では最後の手段

• 市長申し立てを行うにあたって、周囲の支援者の都合で成年後見人が選任されることが
ないように徹底しています。まず、他に申し立てできる人がいないかを調べ、申立の必
要性及び申立の意向について確認しています

• 権利侵害の放置状況と他の申立できる親族との関係も調査します

• 入院していた外科医が診断書を作成したケースでは市長申立を決定するには不十分とし
て、脳神経内科医の受診を促しました。また、地域包括支援センター等の関係者に対し
て、支援者の都合で医師に診断書の依頼を行うことは厳に慎むよう指示しています

• アセスメントシートと診断書の類型にかい離がある場合は鑑定も視野に再度診断書の精
査を行うよう指示しています → コメント；本来は専門医が鑑定すべき

• このような対応をしたうえで（指標は目標でないことを認識し）当該高齢者の福祉のために
真に必要と判断された場合だけ市長申立に踏み切っています ･･ 安心しました

＊担当者が替わると目標が目的化する懸念があるので引継ぎ時に上記徹底方をお願いした
j&t Institute copyright ©2020 20



2022/11/29

11

名古屋高裁判決の衝撃 中日新聞より

• 2017年1月10日、名古屋高裁は三重県桑名市が一時保護した市内の認
知症女性（77歳）への成年後見人の選任を巡り「本人の精神鑑定を経
ておらず、手続きに違法がある」として、後見開始を決めた津家裁四
日市支部の審判を取り消し、家裁に審理を差し戻す判決

• 後見開始を決めた家裁の決定を不服として、女性の家族が即時抗告し
ていたもの。安易な市長申立てに警鐘を鳴らす判決

• また、女性と家族は11月7日、本来不必要な後見の申し立てによって
精神的な苦痛や金銭的な損害を受けたとして、申し立てをした桑名市
と、国（家裁）に約513万円の損害賠償を求めて津地裁四日市支部に
提訴 → 高裁判決（せいぜい補助レベル）を受け、桑名市は補助人を
家裁に申立るも家族は拒否、桑名市は取り下げた

• 成年後見制度を巡る全国初の損害賠償請求訴訟

• 安易な申し立て、認知症専門医の鑑定をスキップしている現状に警告

Copyright J&T Institute 2017 2121

桑名事件の補足と教訓

• 重度の認知障害があり意思疎通ができない特養などの介護施設入所者や病院入院患者
の中には、家族から放置状態にある方で年金等の管理を家族が行い、ご家族から入所
費用や入院費用を払って頂けないケースもある。このような場合、止むを得ず成年後
見人の申立てを自治体が行う（行わざるを得ない）ということがある

• この場合であっても、被成年後見人候補者の人権は守られるべきで、認知症専門医の
鑑定は必須であり、診断書のみで成年後見人を就けることは避けるべき

• 高額な財産処分、あるいは施設入所までの間といったケースなど欧米（ex.ドイツの期
間限定成年後見人制度）に倣い限定後見人制度の導入が急がれる

• 世界の潮流は成年後見制度をラストリゾート（止むを得ぬ最後の手段）と位置づけ

• わが国の人権問題の現状 → https://www.nhk.or.jp/heart-net/article/466/

• 桑名事件は、優生保護法事件やSBS（乳幼児揺さぶられ症候群）児童虐待冤罪事件を想起
する → ex.藤原一枝「さらわれた赤ちゃん（幻冬舎）」診断基準に問題あり

• 虐待との誤解を招かぬようご近所にも説明しておきましょう！

• 認知症を正しく理解し笑顔をもって接しましょう！ cf.次スライド

j&t Institute copyright ©2022 22

https://www.nhk.or.jp/heart-net/article/466/


2022/11/29

12

認知症の困った行動のメカニズムを理解し介護する
• アルツハイマー病の人は感情を司る（脳の中の）扁桃体の反応性が高く感情が敏感に
なっており、感情が動かされる内容、感情を伴った思い/記憶は長く残り、感情自体も蓄
積される ･･ 料理が出来なくなった奥様に代わってご主人が作る。奥様は料理が出来な
くなったことを理解できず「好きな料理をやらせて貰えなかった」の悲しい気持ちや不
満が募り → 興奮や暴言に繋がることも

• 患者の心奥底に潜む感情ややりたいことを推し量り、気持ちに寄り添う介護を心掛ける

• 笑顔で接するようにする。介護を一人で抱え込まない → スティホームなどの活用も

• 身体に触れると癒しホルモンのオキシトシンがでて症状が改善 ユマニチュードの極意

• コミュニケーションやケア技法 → ①目を見て話す ➁てきぱきはしない ③丁寧におじ
きをしない ④余計なことはしゃべる ⑤程よい距離感を保たない ⑥間違いを直さない

• アイコンタクトのポイント → ①一旦、距離を取り相手の正面に立つ（横から急に近づく
と相手を驚かせ混乱させる） ➁目の高さを合わせる ③目を見ながら笑顔でゆっくり近づ
き視線をつかむ ④しっかり目が合ったら相手の目の中を覗き込むように見る

• 触れ方のポイント → ①指先から包み込むように ➁下から支え、 ③手のひらを開いて
優しく触れる。ある程度重みをかけてしっかり触れることで安心感を伝える

• 「あなたのことを大切に思っています」というメッセージを伝える！

j&t Institute copyright ©2022 23

義母の例 ： 睡眠薬・抗不安薬の副作用を認知症（BPSD）と誤認され、
保佐人が就く・・ 保佐人取消審判を行いH.29年5月、取消確定

• H.15年 交通事故に遭い足が不自由に（要支援）ヘルパー利用開始

• 在宅医療医の親切心？ ･･ 睡眠薬に加え、脊椎管狭窄症による腰痛もありデパスも処方

• 睡眠薬や抗不安薬の副作用をヘルパーは認知症に伴うBPSDと誤認

• 一方で投資マンションやフカヒレ荷受代行などの投資話 ･･

• H.26年 自宅で倒れているところをヘルパーが発見。救急車で搬送し、イレウス手術。以後、
外出不能となり金銭管理は社協「福祉サービス利用補助制度（金銭管理）」を利用

• 福井の社会福祉協議会・ケアマネから成年後見制度を強く薦められ同意。H.27年、軽度の認
知症の疑いという近医の診断書にて保佐人が就く

• ケアマネの気持ち → 悪徳業者からの被害を防ぐには取消ができる成年後見制度を活用をし
たい ＋ 特養に入るには認知症の方が入り易い

• 特養の指定管理者が社協という裏事情 → 当時、空き室があり入れたいとの意向（？）

• H.28年4月 浦安に呼び寄せベテルホーム入所 初診でMMSE26点/30点 認知症にあらずの診断

• 福井家裁に取消審判の申し立て → H.29年1月 裁判所指定の下総精神医療センター認知症専
門医受診「認知症・MCIにあらず保佐の必要なし」との診断 → H.29年5月、取消審判確定

Copyright J&T Institute 2016 24Copyright J&T Institute 2016 24Copyright J&T Institute 2016 24Copyright J&T Institute 2016 2424242424242424242418 24
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義母に処方されていた 睡眠薬・抗不安薬と副作用

• 睡眠薬 （薬のしおり記載の副作用）〇 甲HP 〇 乙GP 〇 丙HP

ハルシオン → 刺激興奮・錯乱・攻撃性、夢遊症状、幻覚・妄想

レンドルミン → 残眠感・ふらつき、けん怠感、頭痛、不穏、興奮

グッドミン → 穏やかでない、興奮しやすい[不穏、興奮]

マイスリー → 幻覚、意識が薄れる、判断力低下[精神症状、意識障害]

• 抗不安薬の副作用 cf.薬のしおり

ワイパックス → 意識が乱れ正常な思考ができない・考えがまとまらない、時間・場
所が判らない[刺激興奮、錯乱]

デパス → 眠気、注意力・集中力・反射運動能力などの低下[転倒]など

• BPSDは先ず睡眠薬や抗不安薬の副作用や便秘を疑ってみる

• 睡眠薬や抗不安薬は適正に使う 安易に頼らない

• 睡眠薬をやめるには → アシュトン・マニュアルに従って徐々に！

Copyright J&T Institute 2016 25Copyright J&T Institute 2016 25Copyright J&T Institute 2016 25Copyright J&T Institute 2016 25Copyright J&T Institute 2016 252525252525252525C 2525252525

せん妄とは
安心介護より

せん妄とは、意識障害が起こって頭が混乱した状態を示します。時間や場所が急にわからなく
なる見当識障害から始まる場合が多く、注意力や思考力が低下して様々な症状を引き起こしま
す。高齢者に多く見られ、15～50％は、入院中にせん妄を経験する

幻視や妄想の症状 → 興奮状態（大声を出す、そわそわと動き回る、暴力など），認知症のような症
状（集中できなくなる、最近の出来事を忘れる、どこにいるのかが分からなくなる、会話が噛み合わなく
なるなど）,睡眠リズムの障害（昼夜逆転や、睡眠中も落ち着きがないなど），意識の混濁

せん妄の症状によっては、治療や看護に影響が出てくる場合があります

介護施設入所者などでは、BZ系の睡眠薬など副作用によるせん妄が多い → （MCIと誤診された）
義母の場合も投薬中止によりせん妄の症状は消失（デパスもBZ系薬剤）

J&T Institute ⓒ 2022 26
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不穏の原因が脱水や便秘にあることもある
別の機会に「もはや秘め事ではない便秘の話」をしましょう

• 不穏やせん妄の原因は認知症のほかに

① 便秘（3日以上排便が無い） ② 脱水 ③ 発熱 ④ 慢性疾患の悪化

⑤ 季節の変わり目 ⑥ 薬（抗生物質、抗うつ薬、利尿剤など）

• 大腸性便秘と直腸性便秘

高齢者に多いのは直腸性便秘 ・・ 習慣性便秘（おむつなどの生活習慣）を脱
するには → 生活習慣の改善による生理学に叶った自然排便！

３つの力を利用する ❶ 直腸の収縮力 ＋ ❷ 腹圧（腹筋を収縮させ押し出す）＋
❸ 重力 → 正しい姿勢（座って前かがみになる）＋ ❶の力を利用するには、タイミ
ング（排泄最優先の原則）が大事＊

＊朝食後トイレに座り前かがみに姿勢を取る cf.スライド6

大腸性便秘の原因 ： a 物理的通過障害（腫瘍などが原因）、b 痙攣性便秘（腸炎
などが原因） 、c 弛緩性便秘（精神的緊張が原因）

a.b → 原疾患の治療。C → 水分補給、線維性食品、腹部マッサージ

Copyright J&T Institute 2016 27Copyright J&T Institute 2016 27Copyright J&T Institute 2016 27Copyright J&T Institute 2016 27Copyright J&T Institute 2016 27Copyright J&T Institute 2016 27Copyright J&T Institute 2016 27Copyright J&T Institute 2016 27Copyright J&T Institute 2016 272727272727272727272727272727

うつ状態とうつ病の識別は重要！

高齢になると、うつ病ではなくうつ状態が多くなる
cf.河野和彦「新しい認知症ケア（講談社）P69」

誤診し易い病態 誤診 処方 結果

パーキンソン病 表情が暗い うつ病 抗うつ薬 認知症状

脳血管性認知症 無気力 うつ病 抗うつ薬 嚥下障害
歩行障害

前頭側頭葉変性 しゃべらない うつ病 抗うつ薬 姿勢異常
歩行障害

アルツハイマー病 不安の訴え 不安神経症 抗不安薬 認知機能悪化

うつ病とうつ状態の鑑別は大事 → 認知症なのに抗うつ薬（ex.ドグマチール；スルピリド）を
処方されると患者のADL（日常生活動作）が著しく低下する。レビー小体型認知症のように薬剤
過敏性のある人に抗うつ薬を処方すると重篤な症状に陥ることがある（河野正彦医師）

J&T Institute ⓒ 2022 28
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症例 ① レビー小体型認知症の女性

2018年6/14開催の第60回日本老年医学会学術集会報告 （沼田市内田病院 田中理事長）から

前医にパーキンソン病と誤診されドパミンなどが処方されていた。治療に
反応しないことから転院。娘さんの「元の病院ではお母さんが死んでしま
う」との強い意向が働いたという

• 転院当初、周囲の呼びかけにも応じず、視線を医療スタッフに向けることもなかった（無
動状態）

• 症状コントロールを目的に処方されていた薬剤を整理

• 絶え間ない声掛けとリハビリを繰り返しADLも向上、意思表明ができるまで回復

• 内田病院の方針 → 患者に何らかの処置をするとき必ず患者と目を合わせ、これから何を
しようとしているのかを事前に告げ、患者の了解を得てから始めることを心がけている。
その結果、患者のBPSDは減り介護負担も劇的に改善（ユマニチュードの実践）

• 身体拘束は認知症を診療する医療機関の44，5％で行われているが、その背景にポリ
ファーマシー（薬剤多剤投与）があることが多い ･･ 足し算処方に注意！

＊新たな認知症ケア「ユマニチュード」とは【報道特集】YouTube 2021,9/3

j&t Institute copyright ©2022 29

認知症とせん妄の鑑別も重要！
国立がんセンター東病院精神腫瘍科 小川朝生先生 ケアネットより
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症例 ② 80歳女性

アルツハイマー病、高血圧、うつ病の診断で近医通院中。処方薬は、ドネペジル、
降圧薬、スルピリド。3カ月前までは普通に歩いていたが、2カ月ほど前から横になる
ことが増え、1カ月前からほぼ寝たきり状態

訪問診療初日 家族から相談を受けて往診したところ、体動なく、発語もほとんど認め
ず、食事も介助により少々を摂取するのみ。失禁も認めた。無表情で、軽度ではあるも
のの（スルピリドに因る）筋固縮を認めたため、薬剤性パーキンソン症候群の可能性を
考えスルピリドの中止を指示

1週間後 自力で起き上がれるようになり、「ジュース」と言って飲んだり、トイレに
も行けるようになった

3週間後 診療時にベッド上に正座し、挨拶をするほどに回復。口調もしっかりしてき
たが、夜中に大声で叫ぶようになった。ドネペジルの副作用を考え、中止を指示

5週間後 パーキンソン様症状はさらに改善し、日常生活で大きな問題はなく、夜中に
大声で叫ぶこともなくなった

＊本症例はポリファーマシー（多剤投与）、安易な抗うつ薬による副作用の事例

＊症例①② 日経メディカル2018,7/10記事

j&t Institute copyright ©2022 31

アルツハイマー病（AD）診断基準
National Institute on Aging-Alzheimer’s Association（NIAAA） 2011年改訂

❶ ADに因る認知症（AD Dementia）・・狭義のアルツハイマー病

❷ ADを背景とした軽度認知障害（MCI：mild cognitive impairment due to AD）

❸ ADの発症前段階（preclinical stages of AD）

• アミロイドβ（Aβ）は健康な人の脳にもある。通常は脳内のゴミとして短時間のうち
に排出される。 Aβ同士が凝集して異常なAβができると排出されず脳に蓄積され、
健康な神経細胞にAβがまとわりつく→ Aβが出す毒素で神経細胞は死滅する→ 情報
の伝達ができなくなり、徐々に脳の萎縮が進む（ADの進行）cf.スライド33・34・39・43

• 新しい診断基準では、ADは病理学的なプロセスであり，ADの発症前段階→ ADを背景
にしたMCI → AD認知症･･のプロセスを一つのスペクトラムとして統一的にとらえ，
そのステージでADを区別している

• 近年、脳内のβアミロイドをPETスキャンで検出する方法など様々な検査法が開発さ
れ、（介入は）認知症が顕在化した臨床的AD以前の時期が望ましいことが指摘され，
早期の診断・評価が益々重要になり → 東京都文京区の認知症検診事業のスタート

Copyright J&T Institute 2018 32Copyright J&T Institute 2018 32
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世界のアルツハイマー疾患修飾療法薬の開発状況

アデュカヌマブ（商品名アデュヘルム）が2021年、世界初の改善薬として登場
米国では承認されたが価格がネックとなり売り上げは伸び悩み

日本では継続審査

アデュヘルム（アデュカヌマブ）は、早期ア
ルツハイマー病の臨床症状悪化を抑制する初
の治療薬になるとともに、アミロイドベータ
の除去が臨床上のベネフィットをもたらすこ
とを実証する世界初の薬剤

アデュヘルムは、ENGAGE試験は主要評価項目
を達成しなかったものの、サブグループ解析
で「EMERGE試験を支持する結果だった」これ
を受け → 米国及び日本で申請 → 2021年米
国では承認、日本では継続審査中 ･･

アデュヘルムは抗体医薬なので高価（ex.体重
74㎏の場合、当初年56000ドル → 後に28000ド
ル）、売り上げは伸び悩み･･抗体医薬の抗が
ん剤はもっと高価ですが･･

ガンテネルマブは臨床試験で効果を確認でき
ずとの発表（2022年11月14日）

凝集性の高いAβー42分子種の蓄積がAD脳に
最初期に生じる病変（東大岩坪教授）

j&t Institute copyright ©2020 33
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アルツハイマー型認知症の進行 図は学研Cocofumpから

• もの忘れから気付くことが多い。日常生活でできたことが少しずつできなくなる。新しいことが記
憶できない、思い出せない、時間や場所がわからなくなる・・などが特徴的。物盗られ妄想や徘徊
などの症状が出ることがある

• ベータ蛋白やタウ蛋白という異常なたんぱく質が脳にたまって神経細胞が死んでしまい、脳が萎縮
する。記憶を担っている海馬という部分から萎縮が始まり、だんだんと脳全体に広がる

• 匂いが分からなくなるのは前兆現象

j&t Institute copyright ©2022 35

アルツハイマー病の中核症状と主な周辺症状（BPSD）
BPSD（Behavioral and Psychological Symptoms of Dementia） 認知症の行動・心理症状 / 認知症の周辺症状

図はDr.明人のオンライン相談室から引用

J&T Institute ⓒ 2022 36
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抗認知症薬の効果が期待できるBPSD → ドネペジル：うつ、不安、アパシー（無気力）
→ メマンチン：行動障害、攻撃性 ･･ 症状に応じて使い分ける

認知症が著しく進行すると → 摂食・嚥下困難、言語的疎通困難、寝たきり状態、効果が疑わしい、
期待する効果よりリスク大。投薬中止はゆっくり時間をかけて（プレデセン博士）

副作用（有害事象）
ドネペジル（アリセプト）・リバスチグミン・ガランタミン → 循環器症状（不整脈・徐脈など）、
消化器症状（食思不振・嘔吐など）、メマンチン → 傾眠、ふらつき、腎機能の悪化など

j&t Institute copyright ©2022 37

BPSD（周辺・心理症状）と対応

幻覚・妄想・うつ・不安・焦燥・興奮・攻撃性・徘徊など

処方や対処 → かかりつけ医のためのBPSDに対応する向精神薬使用ガイ
ドライン参照 ･･ 一般の方でもご覧頂けます

① 医薬品（睡眠薬や抗不安薬）の副作用でないかどうかをチェック

睡眠薬や抗不安薬の副作用ではないかと疑ってみる。せん妄か認知症か、うつ状態
か認知症かの鑑別も大事（cf.スライド26～31）

② 症状と処方 ･･ 低用量で開始し症状を見ながら漸増

中でも向精神薬、抗うつ薬、抗不安薬、睡眠導入剤の適正使用が重大課題

クリニカルクエスチョン（QA）高齢者薬物ガイドラインより

Q. BPSDに対して抗精神薬を使用する場合の注意点は？

A.向精神薬の使用は必要最小限の量と期間に留める（エビデンスの質：中、推奨度：

強）これまでは漫然投与状態？ → 診療報酬改定で抑制
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左図は東大岩坪教授 講演資料から 右図は2022年9/29 NHK 首都圏ニュースから

MCI（プレドーマル期）と診断された時点でかなり脳の病変は進んでいる。3年以内にアルツハイマー病に
進行する割合は約40％、MCIの段階で治療を開始すれば発症を遅らせ／食い止められる。現在、日本にMCI
の人は400万人。病変の早期発見 → 予防治療が今後の課題 → わが国でも2019年10月 J-TRCがスタート
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神経細胞は再生できないので早期投与が重要！
2022,9/29 NHK 首都圏ニュースから

レカネマブはアミロイドβが固まる前の段階で人工的に作った抗体を結合させて取り除こうというも
ので、神経細胞が壊れるのを防ぎ、病気の進行そのものを抑える効果が期待される

治験は2019年3月からアメリカや日本、それにヨーロッパなどで軽度の認知症の患者や発症の前段階
の患者、あわせておよそ1800人を対象に行われ、2週間に1回のペースで薬を投与するグループと、偽
の薬を投与するグループに分けて、医師などが評価する形で患者の認知機能の変化などを調べた

その結果、投与から1年半たった時点で、レカネマブを投与したグループでは、症状の悪化が27％抑
えられ、有効性が確認できた・・というものです

j&t Institute copyright ©2022 40
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エーザイ＆バイオジェンのレカネマブに期待が高まる！

• 2022年7月、米FDAへのエーザイの抗体薬「レカネマブ」が、迅速承認制度に基づく、早期ア
ルツハイマー病に対する生物製剤ライセンス申請が受理され優先審査に指定

• 2022,9/28、エーザイ内藤CEOは「グローバル大規模臨床第３相試験で主要評価項目を達成」
「主要評価項目で27％の悪化抑制を示した」と語った

• 「日米欧でのフル申請を22年度中に完了し、23年中にフルの承認を取得したい」「アミロイ
ドβ仮説を証明し、認知症治療における大きな前進」と期待を語る

• レカネマブは、アルツハイマー病（AD）を惹起させる因子の一つと考えられている神経毒性
を有するAβプロトフィブリルに選択的に結合して無毒化し、脳内からこれを除去することで
ADの病態進行を抑制する疾患修飾作用が示唆されている ･･ cf.前掲スライド

• レカネマブは抗Aβ抗体で唯一漸増投与が不要な早期AD治療薬を目指して開発中

• 早期ADを対象とした大規模臨床第Ⅱ相試験（201試験）にて、事前に規定したレカネマブ
10mg/kg bi-weekly 18カ月静脈投与における解析の結果は、脳内Aβ蓄積量の減少
（p<0.0001）とADCOMS*による臨床症状の悪化抑制（p<0.05）を示した。治験結果の詳細は
アルツハイマー病臨床試験会議；於サンフランシスコで発表

• アルツハイマー薬の開発の方向性 → 抑制薬（進行を遅らせる）から改善薬へ

• 介護負担軽減によるパブリックベネフィットは大きなものがある

• 後掲リコード法と併用すれば、大きく改善へとの期待が膨らむ
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アルツハイマー病の新薬「レカネマブ」について、認知症の世界的権威と
して知られる順天堂大学医学部名誉教授の新井平伊先生（アルツクリニック東

京院長）にお話を伺いました みんなの介護ニュース 2022,10/4

• レカネマブは、アルツハイマーが治るような夢の新薬とまでは言えず、まだ発展途上の段階での薬
です。27％の悪化抑制は、臨床的に言えば、現在使われているドネペジルなどと違って継続的に進
行を抑制する点で優れているのですが、その効果はそれほど大きなものではありません。しかし、
レカネマブが優れているのは、学術的にその効果が極めて明瞭に証明された点です

• アデュカヌマブでは、評価項目によっては効果が不明瞭なものもありました。（本年9/28発表の）
レカネマブは、主要な項目すべてで明確に効果を発揮した点が素晴らしいと思います

• アリセプトなどの従来からある薬剤とは異なり、１年以上経過しても進行を抑制する効果が持続し
ています。この点が素晴らしいです

• さらに世界の認知症研究者が注目している点がもうひとつあります。それは「レカネマブ」が認知
症の予防にも繋がるかもしれないという点です

• 予防の観点で有効かどうかについては、まだ臨床試験が行われている最中なので確定的なことは言
えませんが、「レカネマブ」のメカニズムを考えると予防効果も期待できる可能性があります

• 予防にも繋がるとなれば、私たちと認知症との付き合い方が根本から変わる可能性もあります

• 主な副作用としては、アデュカヌマブ同様、動脈のまわりに水が溜まる血管周囲の浮腫が報告され
ています。しかし、この副作用については、レカネマブのもたらすベネフィット（利益）を考慮す
れば、リスクとしては比較的少ないものだと私は考えます。
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Icebreak 抗体医薬品（バイオ医薬品）･･ 生体の持つ免疫機能が働くことで体内にできる
「抗体」を主成分として作られた医薬品
メリット → ①病原体を狙って攻撃するぶん、効果が高く、副作用が少ない、➁生体内安
定性が高いため、体内で効果を発揮する時間が長いものが多い
デメリット → ①従来の医薬品よりも高価格なため、患者の経済的な負担が増す、➁服用
方法が注射剤などに限定される（現在の技術では飲み薬にできない）
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抗アミロイドβ薬レカネマブが成功した理由

東大 岩坪教授の見解

• 軽度認知障害（MCI）を挟んだ早期アルツハイマー病を登録したこと

• アミロイドPET検査を患者登録の条件としたこと

• 最初から高用量でスタートしたこと ★★★

• 良い薬ができたこと

• アデュカヌマブが脳で完全に固まってしまったアミロイドβに作用するのに対し、レカ
ネマブは、それに加えて溜まりたてのアミロイドβも除去するもの cf.スライド39

• これまでの抗アミロイドβ薬（Aβ）の治験が期待して結果を出せなかった背景に、進行
し、脳の萎縮が進行した患者やAβが蓄積していない「アルツハイマー病とは似て非なる
認知症患者」が誤って登録されてきたことが原因 ･･ 本試験では参加条件に「脳内アミ
ロイド病理を確認」と明記 → クリーンな患者群を登録できた

• 10㎎/kgの週2回投与という高用量で試験をスタートできた（201試験の貢献）･･ 少量から
開始し漸増（タイトレーション）の必要がなくなった ★★★

• 治療でも投与前に脳内アミロイド病理の確認が必要であろう

＊タイトレーション → 副作用ARIA（浮腫や出血）の懸念 ･･ 過去の失敗の最大の要因
j&t Institute copyright ©2022 44
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文京区認知症健診事業の概要

静岡市・豊後高田市・竹田市・自治医大さいたま医療センターなどでも同様な動き！

Step1 （2018年12月～）早期受診や支援の仕組みづくりに都の補助事業を活用し認知症健診事業を計画

Step2 医師会と調整しつつ先ずは認知症の疑いと診断された人の受け皿を整備

• 認知機能の低下が認められた区民に訪問看護師が6月間の伴走型支援

• 認知症と生活習慣の関係に着目したプログラムの提供

• 脳の健康への意識を高め“自分事”に。「のうKNOW」を成果連動型民間委託契約方式に採用 ･･「の
うKNOW」の詳細は → https//nouknow.jp/

Step3 参加者募集（2021,6月～）壮年期から脳の健康に関心を持って貰うため対象年齢下限を55歳に

Step4 検診事業実施（2021,9/8～9/11）当日参加できない区民のため、物忘れに関する相談窓口の記載

Step5 （2021,11月末）「のうKNOW」のスコアなどを記載した結果票を送付。一部は医療機関へ「連絡
書」の発行、そうでない方は「認知症フォローアッププログラム」を送付。55歳の申し込みが最多

https://www.city.bunkyo.lg.jp/hoken/koresha/ninchisho/shindanngoshiennjigyou/followup.html

https://www.youtube.com/watch?v=w6YicFZ1CB0 （音声が鳴ります）

• 「のうKNOW（非医療機器）」は、Cogstate Ltd.（オーストラリア）が創出したアルゴリズムに基づき
エーザイ開発のブレインパフォーマンス（脳の健康度）のセルフチェックツール
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２０１８年の浦安市民大学オープン講座でお話したこと

最新の知見 アルツハイマー病の認知機能低下は治せる＆予防できる

• 2014年、デール・ブレデセン博士らがAging誌にアルツハイマー病からの回復という論文発
表 ☞ 初めての回復例の論文 ☞ 2018年の「アルツハイマー病の真実と終焉」上梓

• アルツハイマー病の治療薬はアミロイドβ（Aβ）仮説に基づきＡβ除去を目指し治験を実
施するも殆どが頓挫、4勝146敗（成功したのは2020年まではアリセプトなど4剤のみ）

• 開発は抑制から改善（疾患修飾療法）へと新しいステージへ 開発断念も相次いだが ･･

• デール・ブレデセン博士は、Aβが何故溜まるのかに注目し研究を進めた結果、脳は①炎症、
②栄養不足、③毒素という３つの脅威に晒されていて、Aβは単なる悪者ではなく、防御反
応の一環としてAβを集積させ脳細胞を守っている。しかし、一向に収まらない状態が長く
続くと、本来は脳を守るべきAβ自体が過剰になり、脳神経を破壊するに至ることを発見

• 併せて、認知機能を回復させる治療法としてリコード法を開発

• リコード法は、一言でいえば検査を実施し、発症原因の除去による個別化医療

• プレゼン博士の考えは西洋医学に馴染まない。否定的な意見もあるが9割の患者が何らかの
症状の改善効果（500症例）。パラダイムシフトとして注目！

cf.デールプレデセン著、白澤卓二監修、山口茜訳「アルツハイマー病の真実と終焉（ソシム）＠1800」
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2018,5/5 世界一受けたい授業 に生出演 2020,2/16 NHK BS１にも登場

デール・プレデセン博士が語ったこと
• 睡眠時間が短い子供は（記憶を司る海馬が成長せず）将来、認知症になるリスクが
高くなる。12歳までは9時間の睡眠を取るように！

• アルツハイマー病（AD）の早期発見の鍵は「におい」。ADになると海馬よりも先に
「嗅内皮質」が萎縮 → 臭いに鈍感になったら受診を！

• AD（Alzheimer dementia）になり易い人 → ①毎日お酒を飲む、②下痢になり易い、
③1日タバコを20本以上吸う、④つい食べ過ぎてしまう、⑤虫歯や歯周病がある、⑥
過去に頭を強く打って失神したり、頭に大きな怪我をしたことがある、⑦よくいび
きをかく、⑧最近汗をかきにくくなった、⑨普段から部屋が散らかっている、⑩
ディスワークが多い・・4～6個該当なら要注意。7個以上だと専門医の早期受診を！

• 認知症発症までに20年。早い段階で対処すればADは防げる

• ADの要因は36＋α 食事、睡眠、運動の３つを基本に生活習慣を改めることで脳の伝
達処理能力が向上する cf.スライド48

• 瞑想の薦め cf. マインドフルネス瞑想法（調身・調息・調心）

• 遺伝子多型アポイーフォー（APoE4）はADの危険因子 ★ FAQ⑥

→ 親がADであれば、早めにAPoE4の検査を受けた方が良い

Copyright J&T Institute 2018 4747

アミロイドβが脳に蓄積する原因
デール・プレデセン博士（元カルフォルニア大）の発見

• 新しい知見 → 正常な脳では脳神経の保護・生育と破壊・縮小が旨くバランスをとっている。
このバランスが壊れ、脳神経を破壊・縮小し → アルツハイマー病に

アミロイドβが溜まる原因は

❶ 炎症（感染・食事・その他さまざまな要因）

❷ 必要な栄養素の不足（神経栄養因子やホルモンなど）･･ 特に神経栄養因子BDNFが重要 ★

❸ 毒素（カビなどの生物毒や金属など）の３つ

★ BRAIN-DERIVED NEUROTROPHIC FACTOR 脳由来神経栄養因子 脳細胞の増加や成長を促す

• アミロイドβが溜まる36の病因（原因）を除去すれば、アルツハイマー病は回復でき病気に罹
るリスクも低減できる → リコード法の開発

• アルツハイマー病には ☞ １型アルツハイマー病（炎症性）、 ２型アルツハイマー病（萎縮
性）、３型アルツハイマー病（毒性） 、１型と２型がオーバーラップした１．５型（糖毒性）あ
り → 患者一人ひとりに最適化した治療法が必要 cf.東洋医学

• アルツハイマー病は悪化する一方との考え方の見直し必須

＊ 西洋医学：単一要因説やDBRCT（二重盲検比較法）に馴染まず、容易に受け入れ難い？

• 新しい治療法「リコード法」に期待が膨らむ。新薬レカネマブ上市後は併用も

Copyright J&T Institute 2018 4848
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高血糖（糖尿病）とアルツハイマーの関係

• 食事で摂った糖分は体内でブドウ糖に変わり、血流にのって全身に運ばれる。この
とき、すい臓から分泌されるインスリンが働いて、全身の細胞にブドウ糖が取り込
まれ、エネルギーとして消費される

• 血糖値が正常な人はインスリンが働くことで糖が細胞に取り込まれる

• 高血糖の人は脳でインスリンの働きが低下して糖が脳にとりこまれない → 物忘れ
が多くなる ・・ 「インスリン過多も問題あり」とデール博士はいう

• たくさん食べると血糖があがる。下げる働きをするのがインスリン

• インスリンがでて、その片づけをするインスリン分解酵素がでる

• 急激な血糖値上昇を抑えるには、食事をするときは、先ずは野菜から

• 一方、インスリン分解酵素はアミロイドも分解する内職仕事を持っている。内職を
多くさせるためには インスリンが糖を下げるのに忙しくさせないことが脳に良い

• インスリンを無駄遣いしないために高血糖にならないことが大事 → HbA1cは 6.2％
以上（65歳未満は同 5,7％以上）or 食後血糖値が140mg/dl以上の人は要注意！

• 糖尿病の人はコントロールしインスリンを大事に使うことが重要
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アルツハイマー型認知症の４タイプ
cf.前掲 ﾃﾞｰﾙ･ﾌﾞﾚﾃﾞｾﾝ｢アルツハイマー病 真実と終焉」

• ADの４タイプ

① 炎症性アルツハイマー病（１型）

脳の炎症が原因で起き、食事が重要なファクター → 野菜スープの勧め（前田浩熊大名誉教授）！

➁ 萎縮性アルツハイマー病（２型）

脳機能の維持に必要な栄養素やホルモンの欠乏により起こる

③ 糖毒性アルツハイマー病（1.5型) １型＋２型

糖尿病起因のもの ex.白澤卓二「認知症は脳のメタボだった（宝島社）＠1320」cf.スライド56，58

④ 毒物性アルツハイマー病（３型）

カビ毒（特に黒カビ）や歯の治療に使われる材料（水銀など）の毒性に起因

治療が最も困難なタイプのアルツハイマー病

• アルツハイマー病は予防できる

食事や運動、睡眠など生活習慣を40代から見直し、必要なサプリ等を補うことで予防できる

• テキサス工科大Ashley Selman氏らは、認知症と肥満および糖尿病との関連について解説。新たな
治療法についての情報を紹介している（「Selman A, et al. Int J Mol Sci. 2022;23:9267.」
International Journal of Molecular Sciences 2022,8/17）この中で2型糖尿病（type 2 
diabetes mellitus：T2DM）の場合、“3型糖尿病（type 3 diabetes mellitus：T3DM）”即ちアル
ツハイマー病へ進行する可能性があると指摘

J&T Institute ⓒ 2022 50
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全米で話題の リコード法 について ❶

• 最初にやるべきこと

Aβが溜まる原因 「炎症」「ホルモン不足その他の脳の栄養不足」「毒性化合物とい
うダメージを与える３つの損傷に対する脆弱性の観点から、自身の状況を詳細に判定
する認知機能検査（コグノスコピー）→ お茶の水健康長寿クリニックなど

• Aβ沈着の36の要因

遺伝的特徴・・ApoE（アポイーフォー）状態などADのリスクを高める遺伝子情報

炎症・・ADの立役者（主犯）・・炎症はがんの要因にも；万病の元

感染症・・単純ヘルペスウイルスⅠ型、ボレリア菌（マダニが媒介）など

ホモシスティン値・・このアミノ酸は脳萎縮、ADと因果関係あり

空腹時インスリン値・・インスリン抵抗性

ホルモン状態・・最適な脳機能にとっての重要なホルモン値

毒性暴露・・水銀とマイコトキシン、黒カビ

免疫システム・・自然免疫系など
Copyright J&T Institute 2018 5151

リコード法 について ❷

• 36の要因

マイクロバイオーム（微生物叢）・・腸、口、鼻、及び副鼻腔の細菌

血液脳関門・・ADではしばしば異常を認める

糖尿病前症・・ADを進行させる要因

脳容積測定・・MRIは構造異常の可能性を排除するために使用されるが

さまざまな脳領域の容積を測定することが重要

• ホモシスティン（アミノ酸の一種、悪玉物質）

ホモシスティンの変換には、ビタミンＢ12 Ｂ6 に加え

葉酸アミノ酸ベタインが必要 → ナボリンS

健康的な値であればホモシスティン循環に問題はない

栄養因子が欠乏するとホモシスティン値は上昇し、

高ホモシスティン血症となり血管と脳にダメージを与える

cf.アルツハイマー病 真実と終焉 p.174～
Copyright J&T Institute 2018 5252
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リコード法 のコンセプト ❸

• 見つかった異常を正常に戻すのでなく最適な数値を目標とする

• できるだけ多くの異常に対処する：36の穴（原因）を一つひとつ塞ぐ

• 各治療の目標は、標的となる問題の根本原因に対処することにある

• リコード法プログラムは、異常が見つかった検査結果の数値に基づいて、各個人
に合わせて作成される（個別化医療）

• 骨粗鬆症、がん、心血管疾患などの慢性疾患と同様、閾値効果がある

• このプログラムは繰り返すことに意味がある

• 薬はデザートであった。メインディッシュではない

• 治療開始が早ければ早いほど、完全回復の可能性は高い

• リコード法のあらゆる要素に、必要とあれば回避法やサポートが用意されている

• ホモシスティン値の改善・インスリン抵抗性の改善には食生活は身体が脂肪を燃
焼する軽いケトーシス状態にしておく方が良い！

cf.前掲「アルツハイマー病 真実と終焉」P.256～

Copyright J&T Institute 2018 5353

認知症予防に注目のマインド食 ～ 和食は健康食
2015年3月、認知症の国際誌である『Alzheimer’s & Dementia』に、米・ラッシュ大学医療センター発表

• 緑黄色野菜やその他の野菜：週6日以上。特に緑黄色野菜に豊富。ベータカロチンや抗酸化ビタミン（ビタ
ミンCやビタミンEなど）は、認知症の予防に効果的 ･･ 野菜スープの勧め

• ナッツ類：週5回以上。すりつぶしたりペースト状で。ココナッツオイルなどをうまく取り入れる

• ベリー類：週2回以上。ポリフェノールやアントシアニンなどの抗酸化物質が豊富

• 豆類：週3回以上。大豆のほかにひよこ豆も良い。ひよこ豆はタンパク質やミネラル、ビタミンBやビタミンE
が豊富に含まれている。また、大豆よりもカロリーが低い

• 玄米や全粒粉の小麦などの全粒穀物：週3回以上。精製されたものと比べて、ビタミン、ミネラル、食物繊
維など、不足しがちな栄養が豊富。食後の血糖値の上昇が緩やかな

• 魚：なるべく多く。サバやイワシ、サンマなどの青魚には、DHAやEPAが豊富に含まれており、コレステロー
ルの値を下げ、血液をサラサラにする効果。生活習慣病の予防や改善が期待できる

• 鶏肉：週2回以上。赤味の肉は避けた方がいいと言われるが、複数の研究によって鶏肉に含まれるビタミン
B群が認知症予防に効果的。ビタミンB群は赤身の魚にも多く含まれている

• オリーブオイル：優先して使う。オレイン酸は血液をサラサラにする作用がある。エクストラバージンオイルに
含まれる抗酸化物質オレオカンタールにはβアミロイドを減らす効果

• 赤ワイン：1日グラス1杯まで。ポリフェノールが豊富。コーヒーや緑茶などでも代用可能

• 控えた方が良い食材 → 赤身の肉（但し少量は必要）、バター、チーズ、御菓子類、ファーストフード
J&T Institute ⓒ 2018 54
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レビー小体型認知症 治療薬はアリセプトのみ

注意力が無くなる、ものが歪んで見えるなどの認知機能障害が見られる（初期には見られない
こともある）。認知機能に日動変動や睡眠時の異常行動が見られることがある。パーキンソ
ン様症状や自立神経症状、抑うつ症状（うつと誤診されることがある）、幻視・幻聴が見られ
る。薬剤に過敏な人が見られる（最初は半量から、減量が必要な場合もある）ADとの鑑別が鍵
ADは心臓が黒く写る。レビー小体型認知症との鑑別診断に使える（保険適用）

脳の神経細胞の中に「レビー小体」と
呼ばれる異常なたんぱく質の塊がみら
れる。このレビー小体が大脳に広くに
現れると、その結果、認知症になる

J&T Institute ⓒ 2022 55

脳血管性認知症 食生活・運動で進行を止める

障害される能力と残っている能力がある（まだらぼけ）。判断力や記憶力は比較的保たれてる。
せん妄が起きて突然認知機能が悪化することや意欲や自発性がなくなったり落ち込んだりする
ことのほか、感情の起伏が激しくなり、些細なきっかけで泣いたり興奮することがある。手足
に麻痺や感覚の障害など神経症状、ダメージを受けた場所によっては言語障害がでる

脳の血管が詰まる脳梗塞や血管が破れる
脳出血など脳血管に障害が起きると、そ
の周りの神経細胞がダメージを受ける。
脳の画像を見ると、障害の跡がわかる

J&T Institute ⓒ 2022 56



2022/11/29

29

生活習慣の改善 プレデセン博士

• 食事 → 単純炭水化物を最小限に、野菜中心の食事。ブロッコリー、鮭、キノコ
類は脳の情報伝達をスムースにし、余分なアミロイドβなどの毒素を排出してく
れる。チーズやキムチ、納豆などの発酵食品は腸内環境を整え、体内の菌のバラ
ンスを正常化し免疫機能を高め、脳に栄養を行きやすくする。オリーブ油やアボ
カドなどの不飽和脂肪酸が豊富な食材も脳の機能を向上させ活性化に役立つ。煮
たり蒸したりする調理法の方がアミロイドβの増加抑制効果あり（露地ものはファ
イトケミカルが豊富で活性酸素除去に有効。ビタミンCが熱に弱いは試験菅の話）

• 夕食から朝食まで最低12時間空ける→ 脳を飢餓状態にすることで余分なアミロ
イドβが掃除される

• 運動 → 有酸素運動に加え筋トレも重要（ex.スクワット、エアロバイク）。筋肉を
増やすことでテストステロンというホルモンが作られ、記憶を司るニューロンが
活性化し認知機能の改善が期待できる

• 睡眠 → 1日の睡眠時間は8時間しっかりとる。睡眠負債になると脳へのダメージ
が蓄積されアルツハイマー病（AD）のリスクが高まる ･･ 脳内のゴミの処理

• 就寝30分前のPCやスマホは控え、好きな音楽を聴くなど30分のリラックスタイム
で質の高い睡眠をとる（寝る前はLEDでなく有機ELテレビが良い）

Copyright J&T Institute 2018 5757

私のTry：生活習慣病予防：免疫力強化生活を実践中
肺の影は消えました PSA値も正常に戻りました

生活習慣を改める ≒ 生活習慣病予防 ＆ 免疫力強化生活

生活習慣を改め、体内の余分な活性酸素を除去 → 免疫力を高める生活を実践

① 禁煙 S.58年浦安移住後、気管支ぜんそくとなり禁煙（7回の失敗経験）

② 免疫のバランス＆ 栄養バランスを考えた食生活

体内の活性酸素を中和してくれるのが野菜に含まれるフラボノイド → 野菜スープ

③ 起床後スクワット → 愛犬と朝夕のセイフティウオーキング ･･ 1万歩/日 ･･ ８０００歩で良い

3分サッサカ歩き（早歩き） ＆3分普通歩きを5セット（犬との朝夕の散歩）、又は20分の早歩きでも良い

cf. https://www.ibm.com>think>jp-ja>mugendai-10191-interview-walking

④ ストレスフリーの生活：強いストレスに遭遇したら３分間瞑想、何とかなるさと開き直る

⑤ 節酒 ：アルコール代込みの宴会でも“節酒” 2時間飲み放題は敬遠（コロナ感染の元）

⑥ 思いっきり笑うように心がける ： つくり笑いでも効果あり

⑦ 良質な睡眠 ＆ 起床したら朝日を浴び、朝食をきちんと摂る

→ 免疫細胞の６割は小腸。寝ているときに働く。乳酸菌や発酵食品を摂る

⑧ 体温を上げる（36.8±0.34度）：湯船にゆっくりつかり身体を温める ☑ 最近クリアー

⑨ 肥満防止（BMI 21.8） → 消化器や女性のホルモン関係のがんなど11種は肥満に関係

⑩ 半年に一度、歯科で歯石除去：歯周病は認知症をはじめ様々な病気の原因
j&t Institute copyright ©2022 58
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「最強の野菜スープ」名古屋大名誉教授・愛知県がんセンター名誉総長 青木國雄先
生推奨のことば「この本は並みの本ではない。50年以上の研究実績を踏まえながら、
宝石のような内容である。全文を繰り返し読まれ、身に着けて頂きたいものである」

• 前田浩「最強の野菜スープ」「同活用レシピ編」もお
読み下さい！ 最新版 → 「あの人も飲んでいる最強の
野菜スープ（マキノ出版＠1430）」

• 体内にウイルスが侵入すると免疫を担当する白血球が
活性酸素を作ってウイルスを殺傷、一方で

• 活性酸素は細胞や遺伝子を傷つけて組織を破壊しその
働きを失わせるほど攻撃性の強い猛毒物資 → 活性酸
素が体内で過剰に発生すると遺伝子に障害を与え、細
胞が突然変異を起こしてがんをもたらす

• 体内の過剰な活性酸素を中和し消去するには野菜スー
プが一番！抗酸化物質の代表格が植物に含まれている
ファイトケミカル

• 「ビタミンCが熱に弱い」とは試験管内の話

• 老化、アトピー、動脈硬化、糖尿病、アルツハイマー
病など生活習慣病予防、新型ウイルス対策に繋がる
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インターバル速歩（サッサカ歩き）とセイフティウオーキング で

歩行寿命＆健康寿命を延ばす！ 図は中之条町研究 N-system ㈱健康長寿研究所から

10/19 シニアいきいきサロン主催「歩行寿命と健
康寿命を延ばす」講師 竹内正人先生（タムス病
院）・上岡尚代先生（了徳寺大）で教わったこと

• 人体は動くことで健康になる

• より良い生活と豊かな人生の土台づくり

• 歩くことでうつ指標も好結果に

• 認知機能も向上 ･･ インターバル速歩により前
頭葉と側頭葉が強く連携する（脳のネットワーク
パターン）→ ストレス抵抗力が高まる

• 10％体力向上で20％の医療費削減（厚労省2012
年）

• 1万歩/日、毎日歩くと → 血圧が下がる、血液
がサラサラになるなどのいいことづくめ

• 最大持久力=最大酸素摂取量 ･･ 70％運動強度
（サッサカ歩き）が必要
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睡眠に課せられた５つのミッション
スタンフォード大教授西野精治「スタンフォード式最高の睡眠（サンマーク出版）」P.68

① 脳と身体に休憩を与える

• 日中は活動モードの交換神経が優位に、ノンレム睡眠中と食後は副交感神経が優位に働くこと
が重要 → そのためには十分な睡眠を取る（7～8時間）

➁ 記憶を整理し定着させる

• レム睡眠中、エピソード記憶（いつ何をしたか）が固定される。黄金の90分の深いノンレ
ム睡眠は嫌な記憶を消去する。入眠直後の最も深いノンレム睡眠のときに海馬から大脳
皮質に情報が移動し → 記憶が保存される

③ ホルモンバランスを調節する

• ホルモンは生活習慣病とも密接に関係している。睡眠中に多くのホルモンが働いている

④ 免疫力を上げる

• 免疫細胞の6割は小腸にある。小腸は寝ているときに働く

⑤ 脳の老廃物（ex.アルツハイマーの原因となるアミロイドβ）を取る ★★★

• 脳せき髄液は1回150cc,1日4回（600cc）入れ替わっている。新しい脳脊髄液が出て、古い
ものが排出されるとき、脳の老廃物も一緒に除去される（特に睡眠中）
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足腰を鍛え（転倒防止）認知症を防ぐ！ まとめ

認知症防止 ≒ 生活習慣病の予防 ≒免疫力アップ → 健康寿命の延伸

• 食生活を改める → 活性酸素の除去には野菜スープ、長生き味噌汁の薦め、発酵
食品、低糖質・低塩分の食事、バランス良い食事、笑顔で食事

• BMI30以上の人は、3カ月で体重3％減を目標に体重減を（新型コロナ対策にも）

• 起床後、爪先＆踵立ち・脚振り・スクワット → セイフティウオーキング、片足
立ちで小脳の活性化、デュアルタスク（頭と身体を使った運動 ex.コグニ体操)など

• 免疫力を強化する ･･ 新型コロナウイルス対策にも有効！

• ストレスフリーの生活を心がける。→ 3分間瞑想 cf.承認欲求に悩む人へ →岸
見一郎・古賀文健「嫌われる勇気（ダイアモンド社＠1500）」

• 良く寝て生活習慣病を“防ぐ”･･ 良質な睡眠をとる／睡眠負債が命取り

• 達成感が感じられる生活を送る → 無理しない。80点で良い。継続は力なり！

• 他人と交流／社会参加 ex.ボランティア、健康講座への参加。プチ就労

• 聴力キープで脳を老化させない ･･ 補聴器を購入しました
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東大の大坪威教授ら「将来の認知症治療薬・予防薬の開発へ「認知症のプレクリ
ニカル期・プロドローマル期を対象とした50～85歳の健常者2万人の登録を目指す、
国内最大のオンライン研究への参加者募集プロジェクト―トライアルレディコ
ホート（J-TRC）構築研究」を2019年10月31日より開始！ 私も登録しました
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御清聴ありがとうございました

• 若い世代にツケを回さぬよう生活習慣を改め健康寿命を延ばせば、医療費や介護費用
を抑制でき、何よりもハッピーな老後が送れます

• 咽（むせ）るのは誤嚥性肺炎の一歩手前、誤嚥性肺炎防止にシャキア訓練を実践中

• 危機管理システム研究学会のHPに「無謬性の罠に陥ったコロナ対策」を寄稿していま
す（http://www.arimass.jp）

• ご質問や浦安市認知症条例へのパブコメをご希望の方は講師宛にメールにてご請求く
ださい

• 私もJ-TRCに登録しました

• 次にお会いできる日を楽しみにしています

＊H.21年 美浜3丁目秋祭りから

（震災当時自治会会長でした）
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治療薬・予防薬開発の現状とJ-TRC研究の概要
• 神経細胞の変性・脱落のメカニズムを直接抑える「疾患修飾薬」の治験は、被験者の方々に認
知症の症状が出現した時期からでは難航している

• アルツハイマー病（AD）で認知機能の障害が明らかになった段階では、神経細胞の変性・脱落
を食い止めることが困難となり、治療の効果が得られにくいことが問題となっている

• 認知症の症状はまだ無いが病理変化が始まっている「プレクリニカル期」や症状が軽度認知障
害レベルにとどまっている「プロドローマル期（≒MCI）」にあたる方々の協力が必須

• 50歳から85歳までの日本語で参加可能な男女に、オンラインでボランティアとして登録し
て頂き、「プレクリニカルAD」の可能性がある方を効率的に見出すために「治験即応コ
ホート」（トライアル・レディ・コホート（J-TRC））を構築する

• 参加者は、インターネット上のHPを介した同意の取得 → 基本情報を登録し、15分程度で実施
可能な記憶・思考力２種類の認知機能テスト（認知機能指標：CFIとCogstate（コグステート）
を受験。以降、３ヶ月ごとにインターネット上で検査を反復し、経時的なスコアの変化等に基
づき、将来的なAD発症のリスク上昇が疑われる方には、希望に応じて登録医療研究機関に来院
して行う第2段階の研究（J-TRCオンサイトスタディ）に招待

• また、治験への参加を希望する方には、開発中の抗認知症薬候補の中から条件に合う治療薬や
予防薬の治験に関する情報を提供し、治験参加を支援する

• 疾患修飾薬・・疾患の発症メカニズムに作用し、疾患の進行過程を遅延させる治療薬。現在、
市販されているの薬は進行を遅らせるもの、それでも家族には有難い
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FAQ ⑦ 抗認知症薬の止め時は？

A 重度アルツハイマー患者に対する現在使われている抗認知症薬の減量・中止のアルゴリ
ズムは次のようになっています

Cochrane調査から ☟

• 結果には不確実性があったが、ほとんどのエ
ビデンスはコリンエステラーゼ阻害薬による
治療継続が有益であることを示していた

• アルツハイマー病以外の認知症についてはエ
ビデンスがなく、また異なる病期における治
療の継続・中止については具体的な結論を出
すことができなかった

• メマンチンの中止のみを調査した試験は見つ
からなかった

• 個々の患者さんの副作用や患者さんの好みな
ど、他の要因も重要であるが、これらの結果
は患者さんや医師が治療を継続するかどうか
を判断する際の参考になるだろう

• 主なレビュー・グループ: Dementia and 
Cognitive Improvement Group
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FAQ ⑧ ユマニチュードは聞いたことがありますが、お薦めの
YouTubeを紹介してください → A TBS報道特集がお薦めです

• マニチュードとは1979年にフランスで誕生したケア技法です。約40年の歴史があり「ケアをする人
とは」、「人とは」何者かと問う哲学と、その哲学に基づいた数百を超える実践的な 技術から成
り立ちます。 ユマニチュードには４つの柱「見る」「話す」「触れる」「立つ」があります。相
手をどんなに大切に思っていても、その気持ちは相手が理解できるように表現しなければ相手には
届きません。ユマニチュードの４つの柱は、ケアを受けている人に対して「あなたは私にとって大
切な存在です」と伝えるための技術です

• ４つの柱は、一つだけではうまくいきません。ケアをする時には、この柱を同時に複数 組み合わ
せて行うことが大切です。ケアとは幅の広い概念であり、医療・介護に携わる 専門職や家族が援
助を行うことは、みんなケアであると考えます。誰かとコミュニケーションをとる時、私たちは無
意識のうちに「言葉による」または「言葉によらない」メッセージを相手に伝えています。とりわ
けケアを行う時には「言葉によらない」メッセージが重要な役割を果たします。 ユマニチュード
では、この言語・非言語メッセージを双方向に交わし合うコミュニケーション によって、ケアを
する人とケアを受ける人とが 良い関係を築くことをケアの目的としています（株式会社エクサ
ウィザーズ ユマニチュード事務局HPから）
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FAQ ⑨ 田舎に独居中の若干認知症気味の年老いた親がいます。介護サービ
スを受けています。介護施設への入居も視野に財産を処分し、こちらに呼
び寄せようかと考えています。どのようにすれば良いでしょうか

• ご本人に判断能力があるようなら売却は可能です。委任状を準備して子供などが代理人
になり手続きを進めることができます。重度の認知症（スライド14成年後見人レベル）の場
合、委任状を用意し子供を代理人にしても不動産は売却できません。重度の認知症の場
合、成年後見人が必要と言われることが殆どでしょう

• 親が元気なうちに任意後見人の選任（公証人役場への届出）や家族信託の利用を急ぐ必要
があります。重度の認知症となると資産を凍結されてしまうリスクもあります

• 親の不動産を売却する場合は、遺産相続の対象になる親族の許可を得ましょう。不動産
売却で得たお金の使い道が分かるように、介護施設の資料や、介護用品の領収書は必ず
取っておくことも重要です。なお、後々のトラブルを避けるためも、委任状の作成には
司法書士などの専門家を利用した方が良いでしょう

• 田舎の不動産の売却にあっては、不動産の一括査定サービス「不動産売却 HOME4U」を使
うと良いでしょう。NTTデータが運営する不動産サイトで、一度の入力で複数の不動産会
社の査定を受けられます

• なお成年後見制度の現状について → https://www.mhlw.go.jp>content
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FAQ ⑨ 続き A 社協では福祉サービス利用援助事業を行っています

福祉サービス利用援助事業

① 福祉サービス利用のお手伝い
② 毎日の暮らしに欠かせないお
金の出し入れのお手伝い

③ 日常生活に必要な事務手続き
④ 金融機関の書類等を貸金庫を
利用しての預かりなど

地元の社会福祉協議会に相談す
ると良いでしょう

義母も最初はこのサービスを利
用していました
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FAQ ⑩ まだ現役で認知症は他人事と思っていましたが、アミロイドβの沈
着は20年前から始まると聞き、明日から生活習慣を改めたく思います。
何から始めたら良いでしょうか

• 認知症予防＝生活習慣病予防と言って良いでしょう。生活習慣病予防には、①運動、➁
睡眠、③バランス良い栄養、④社会参加、⑤ストレス・フリー、このほか、ADの予防の
面からはスライド47～53に書いたことに気をつけると良いでしょう

• 先ず実践して欲しいのは、一日20分以上の運動と7時間の睡眠です

• 脳は夜間に収縮し、その隙間に脳髄液や血液が流れ込み、アミロイドβなどの脳の老廃
物を洗い流してくれます（6時間以下では一部が蓄積してしまう）7時間以上の睡眠を確保し
てください。インスリンも同様な働きをしています cf.スライド49

• 運動により、BDNF（brain-derived neurotrophic factor、脳由来神経栄養因子）という脳
細胞の増加や成長を促すタンパク質が産生され、認知機能や記憶に重要な脳の海馬に
おけるBDNFの産生が高まります

• 高強度インターバルトレーニング：High-Intensity Interval Training；HIITというト
レーニング法はジョギングよりもより多く脳内のBDNFを増加させるという報告があり
ます。最大心拍数の7～8割の負荷をかけるHIITを1日4分やるだけでも効果があります
（川田清志「世界一効率がいい最高の運動」）。HIITとは、高負荷の運動と低負荷の運動を
交互に入れるエクササイズのこと。その強度をぐんと高めたものがHIITです
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FAQ ⑪ 筋肉には白筋と赤筋があり、白筋は年齢と共に衰えると
聞きました。白筋と赤筋の違い、強化法を教えてください
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FAQ ⑪ 続き･･それには、有酸素運動を入れることが重要です。有酸素運動から無酸素運動
に替わるATポイントと呼ばれる範囲の運動量は最大酸素摂取量の60～80％です。私は、朝
夕の犬の散歩の際、サッサカ歩き3分（速歩）と普通歩き3分×５セット行っています

j&t Institute copyright ©2020 72



2022/11/29

37

FAQ ⑪ 続き 中之条研究から見えてきた 運動には様々な予防効果があります

1年の1日平均の身体活動からわかる予防基準一覧
中之条研究 N-system ㈱健康長寿研究所

j&t Institute copyright ©2020 73

中之条研究の最大成果は、健康維持や病気予防、更には健康寿命の延伸に
は「その人の体力に応じた中強度の活動」が欠かせないということを明確
に示したこと

j&t Institute copyright ©2020 74



2022/11/29

38

FAQ ⑪ 続き･･雨の日にはお尻上げ筋トレをすると良いでしょう
【基本姿勢】
あお向けに寝転び、左右の足は腰幅、ひざを90度に曲げ、足裏と手の平は床にぺたりとつける
【お尻を浮かせる】
床（マット）を熱い鉄板だとイメージしてお尻を浮かせる。腰、お尻、太ももまでが斜め一直線
になる意識で。腹筋ではなく、お尻とハムストリングに力を入れる
【お尻の穴をキュッと締める】
アーチを描く気持ちで、さらにお尻を持ち上げ、マットギリギリまで下ろすをくり返す。10回目
はお尻の穴をキュッと締めて、高い位置で10秒キープ 山口マユウさん

j&t Institute copyright ©2020 75

FAQ ⑫ 介護が必要になった原因は？ → A 下記の図をご覧ください

がんも認知症も広い意味での生活習慣病 → 生活習慣を改めましょう！

☟ 厚労省 平成25年度 国民生活基礎調査より
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近隣の見守り（ex.声掛け）で悪質商法を撃退！
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ご近所付き合い、相談できる人を持つが大事

Copyright J&T Institute 2018 78


