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　３月11日、午後２時46分。マグニチュード９の大地震

と大津波が東北から関東の広範な地域を襲いました。死

者・行方不明者は約３万人。40万人を超える人たちが避

難所暮らしを余儀なくされました。

　被災した認知症家族へのサポートに関係者が心を痛め

ています。認知症介護研究・研修東京センターは「避難

所でがんばっている認知症の人・家族等への支援ガイ

ド」を作成し、３月17日に公表しました。しかし、避難

所の入所を拒否されるなど認知症家族を取り巻く混乱は

多発しています。60代の女性が徘徊の末、凍死するとい

う痛ましい事故も起こってしまいました。自宅で暮らす

認知症被災者の情報はほとんどつかめていない状況です。

認知症・地域共生ケアを推進するNPO法人全国コミュニ

ティライフサポートセンター(仙台市青葉区)は、自らも被

災した中、３月18日に「東北関東大震災・共同支援ネッ

トワーク」を立ち上げ、各地への支援を始めています。

　４月初めに介護者の会ネットワーク有志による集まり

を持ちました。被災地で活動してきた人の報告では、認

知症ケアに知悉し周囲に的確な指示を出せる人材が求め

られているとのことです。認知症被災者と家族を長期的

に支えていく現実的な方法を探り、実行していこうと話

し合いました。

◇

　世界が日本の被災地を見守っています。秩序を守り、

整然と行動する人たち。救助された誰もが口にする、周

囲へのお礼といたわりの言葉。背筋を伸ばし、静かにこ

の災害に立ち向かう日本人への驚きと感銘、そして日本

再生への願いが世界中に拡がっています。

日はまた昇る
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取り組むべき重要テーマ

　宮永会長の基調講演の後、３つのグループに分かれ

討議を行い、早急に取り組むべきこととして以下を確

認しました。

□協議会として取り組むこと

１．若年ケアの成功・失敗の「事例」を集める

２．全国の「若年パンフ」を収集・整理し、会員で共

有できるようにする

３．自治体への働きかけの「事例」を集める

４．家族会ネットワークの拡充

□国へ提言していくこと

１．職場における早期発見の仕組みづくり

２．福祉諸政策に“若年認知症”の文言を入れる

３．若年対策担当者の育成

４．適正賃金のあり方

５．40歳未満若年患者の実態把握

６．家族会への支援

７．若年認知症デイサービスの整備

８．専門の行政窓口の設置と土日相談の実施

若年認知症フォーラム in 福岡

　20日午後に行ったフォーラムには多くの聴衆が集ま

り、若年認知症への関心の高さをうかがわせました。

厚労省・櫻井宏充さんによる「対策の現状報告」、福

岡大学教授・山田達夫さんの講演「診断と治療のトピ

ック」、首都大学東京教授・勝野とわ子さんの「健康

調査報告」、各地の家族会によるシンポジウム「地域

のネットワーク」が行われました。

　今回の催しは、独立行政法人福祉医療機構(WAM)の

社会福祉振興助成事業として行われました。各会員団

体１名につき旅費の支給が行われ、たけのこからは竹

内弘道さんが出席しました。

　全国若年認知症家族会・支援者連絡協議会(宮

永和夫会長)は2月19日・20日、福岡市で、全体

会とフォーラムを開催しました。全国から24団

体・44人が参加、若年認知症を取り巻くさまざ

まな問題を話し合いました。

全国若年認知症協議会全体会＆フォーラム
　in 福岡

報告

  　　　     アルツハイマー病とは

　アルツハイマー病は平均 20 年の「潜伏期間」

を経て発症します。発症する前段階、“物忘れ”が

目立ち始める頃の状態を「軽度認知症 (MCI)」と

いいます。「同じことを何度も言う」「探し物が多

くなる」「病識が乏しい」「もっともらしく振舞

う」「長年の趣味を止めた」「出歩かなくなった」･

･･･。この段階で手立てをつくすことが大切です。

ピーターソンのデータによれば、MCI１年後に

１割の人がアルツハイマーになる。２年後に２

割、３年後で３割･･･、６年後には８割の人が発

症するのです。しかし、MCIの段階で適切な薬物

療法や予防活動を行えば、発症を延ばすことが

できます。

　予防のポイントは３つ。―①精神的に活発で

いる。②１日 30 分の運動をする。③バランスの

取れた食事を取る。

　家族と食卓を囲むのです。一人はいけません。

魚と野菜中心の“地中海食”を腹八分目。よく噛

んで。食後には 30 分程度の散歩をする。

　家族や仲間数人で頭を使って楽しく過ごす。

レジャー活動です。街づくり活動などもいいで

すよ。

  　　　　　 治療薬の現状と将来

　“アリセプト”は「元気がない」「やる気がない」

といった無気力な人に有効です。３月に２種類

の新薬が発売されました。“レミニール”と“メマ

リー”です。レミニールはアリセプトと同じ使い

方ですが、メマリーは違う種類の薬です。メマリ

ーはアリセプトとの併用が可能です。

　６月には貼り薬“イクセロンパッチ”と“リバ

スタッチパッチ”が発売される予定です。これも

アリセプトと同種の薬です。アリセプトが効か

なかった人はレミニールやこの貼り薬を使って

みるといいでしょう。４種類のアルツハイマー

薬が使えることになりました。期待して使って

みたらいいでしょう。

　これらはいずれも「病気の進行がすこしゆっ

くりになる」という程度のものですが、先に NHK

で紹介された“レンバー”―イギリス人が発見し

た薬―はタウ蛋白を抑制する薬です。根本治療

が期待できますが、まだ正確なデータは出てい

ません。現在 30 以上の薬の治験が行われていま

す。抗体療法なども試されています。認知症治療

の世界はすごい状況になってきていると理解し

ていいと思います。

フォーラム“ピンポイント”

販売中
３月から
新発売

３月から
新発売

６月発売予定
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山田達夫さんのお話しの中から、「アルツハイマー病の仕組みと治療薬」
についてまとめました。

平均20年

◇アルツハイマーは20年の潜伏期間を経て･･･

（アルツハイマー病発症の仕組みと経過）

脳の表面にベータアミロイドという
蛋白(老人斑=シミ)が増えていく

老人斑の蓄積を引き金に、脳神経細
胞の中にタウという蛋白ができる

タウ蛋白が蓄積し、脳神経を殺して
いく

”れ忘物“、に死に々徐が胞細の馬海
が始まる

軽度認知症(MCI)＝認知症の前段階

１年後に１割の人が…

３年後に３割の人が…

６年後に８割の人が…

アルツハイマー病を発症する

◇アルツハイマー病の治療薬

アリセプト
(エーザイ)

レミニール
(ヤンセンファーマ
 と武田薬品)

メマリー
(第一三共)

イクセロンパッチ
(ノバルティスファーマ)
リバスタッチパッチ
(小野薬品)

経口薬
(錠剤)
３mg ５mg 10mg

(口腔内崩壊錠)
３mg ５mg 10mg

(細粒)0.5％
(内服ゼリー)
３mg ５mg 10mg

経口薬
(錠剤)
４mg ８mg 12mg

(口腔内崩壊錠)
４mg ８mg 12mg

(内用液)
４mg/ml

経口薬
(錠剤)
５mg 10mg 20mg

貼り薬
4.5mg ９mg
13.5mg 18mg

コリンエストラーゼ阻害薬
コリンエストラーゼ(伝達物質を壊す
酵素)をブロックする

NMDA受容体
グルタミン酸
(受容体)を活
性化させる

コリンエストラーゼ
阻害薬

軽度～重度 軽度～中度 中度～重度 軽度～中度
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ミニデイのアルバムalbum ミニデイのアルバム album

1月21日 2月4日1月28日

♪

2月18日
3月4日



　目黒区の講師派遣助成を受け、国際医療福祉大学院

准教授・小野寺敦志さんによる講演とディスカッショ

ンを行いました。「地域の中の認知症」というテーマ

のため、地域で認知症の人と接する機会の多い企業人

の参加もありました。

［講演のポイント］

■外出時に困ること、その対策

　認知症の人が外出時、不適切な行動を取るのは中核

症状が原因です。(　)内は中核症状。

・同じ品物を何度でも買う(記憶の障害)

・支払いがうまく行かない(計算能力の低下)

・レジでのトラブル(理解と判断力の低下)

・知らない人についていく(人の見当識の障害)

・だれかれなく話しかける、しかりつける(理解と判

　断力の低下、軽そう状態)

・トイレが間に合わない(身体感覚の低下、理解と判

　断力の低下)

　おかしな行動を指摘され、一種のパニック状態にな

　り失敗を重ねることもあります。

周囲の対応(ケア)のポイント

・認知症の症状であると理解する

・本人の混乱を理解し、ゆっくりした態度で接し、安  

　心感を与える

・家族と地域が連携して予防的な対応を考える

地域への働きかけ、地域連携のポイント

・よく行く店などに状況を伝え、協力を得る

・外出先のトイレの場所を確認しておく

・駅員や店員に迷わず声をかけ、協力してもらう

■地域でうまく暮らしていくための対策

・地域資源を知り、活用する

　［目黒の主な地域資源］

　「見守りめぐねっと」「消費生活センター」「権利

　擁護センター」

　※いずれも地域包括支援センターが「一次的な窓

　口」になる。

◇

　講義のあと、地域ケア推進課、包括支援センター、

産業界の人たちを交え「見守りめぐねっと」について

話し合いました。以下のような最新の取り組みが報告

されました。

▽区内の有力スーパーやコンビニ、信用金庫などが新

トピックス
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たにめぐねっとに加わった

▽こうした協力企業の店頭などに見守りキャラクター

“まもりん”のステッカーを貼る

　企業サイドからはスーパーや銀行のスタッフに向け

た「認知症サポーター養成講座」の計画、“サービス

介助士”のスキルアップのための認知症講座のことな

どが話されました。サービス介助士というのは駅や商

業施設などで車椅子の人や障がい者などを手助けする

有資格者のことで、東京メトロは全職員にこの資格を

持たせているそうです。

　認知症ケアの当事者と公のスタッフに加え、産業界

の人たちが参加したことで、深みと広がりのある学習

会になりました。区外から参加したのは以下のみなさ

んです。

読売新聞社会部・伊藤甲治郎／みずほ銀行お客さまサ

ービス部・伊藤京子／アラジン・榎本哲／日本ケアフ

ィット協会・根本明美／産業能率大学・矢口美智子

今回の大震災で、小野寺敦志先生の気仙沼市の実家が

被災しました。謹んでお見舞い申し上げます。

　２月27日に行われた日本老年医学会シンポジウムで、

胃ろうなど人工的な栄養・水分補給についての調査結

果が発表されました。医師4500人を対象に実施し、

認知症への胃ろう 医師の９割が「判断困難」
２月27日　日本老年医学会調査

学習会「認知症　地域への働きかけ、
地域とのかかわり方」
２月18日　小野寺敦志さん

見守りめぐねっとのキャラクター“まもりん”

学習会

1554人から回答を得たものです。

　９割の医師が、認知症の末期患者への人工栄養に深

く悩んだり、困った経験があると回答しています。ま

た７割が人工栄養を導入した経験があり、うち44％が

人工栄養にした後、中止した経験がありました。中止

理由の上位は①下痢や肺炎など「医学的理由」(68％)

　②患者家族の希望(43％)　③苦痛を長引かせると医

師自らが判断(23％)―でした。
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停電の避難所で、20歳の学生が作ったサイ
トに寄せられた“つぶやき”から
(３月17日)

▽避難所でおじいさんが「これからどうなるん

だろう」と漏らしたとき、横にいた高校生ぐら

いの男の子が「大丈夫、大人になったら僕らが

絶対元に戻します」って背中さすって言ってた。

▽ディズニーランドでお菓子などが配給された。

派手目な女子高生たちがたくさんもらってて

「何だ？」って。その後、その子たちが避難所

のこどもたちにお菓子を配ってたところを見た。

▽物が散乱しているスーパーで、落ちてるもの

を律儀に拾い、列に黙って並んでお金を払って

買い物する。運転再開した電車で、混んでるの

に妊婦に席を譲るお年寄り。この光景を見て、

外国人たちは絶句した。すごいよ日本。

▽１回の信号で１台しか前に進めない中、譲り

合い穏やかに運転している。10時間の間、お礼

以外のクラクションを耳にしなかった。

▽とっくに閉店したパン屋のおばちゃんが無料

でパンを配給していた。東京も捨てたもんじゃ

ない。

▽韓国の友達からメール「世界唯一の被爆国。

大戦にも負けた。毎年台風が来る。地震だって

来る。津波も来る･････小さい島国だけど、そ

れでも立ち上がってきたのが日本なんじゃない

の。頑張れ」ぼくは今泣いている。

▽ホームで待ちくたびれていたら、ホームレス

の人たちが寒いから敷けって段ボールをくれた。

あたたかいです。

▽トイレのご利用をどうぞ！と書いたスケッチ

ブックを持って、自宅のお手洗いを開放してい

た女性がいた。日本ってやはり世界一温かい国

だよね。

メディアで目にした世界からのメッセージ

▽日本は今まで世界中に援助してきた援助大国

だ。今回は国連が全力で日本を援助する。(国

連)

▽大自然からの打撃に遭っても生き延びる備え

を、日本人がどれほどきちんとしているか指摘

せずにはいられない。(米 ウォール・ストリー

ト・ジャーナル社説「不屈の日本」３月12日)

▽日本には最悪の事態に立ち向かう人の連帯が

ある。(露 ノーバヤ・ガゼータ特集「我々はあ

なた方と共にある」３月13日)

▽日本以外で起きたらこれだけの対応は見られ

ないだろう。(インド ビジネス･ライン ３月13日)

▽自制心を忘れず勇気とコミュニティの精神で

毅然と行動していることに深く感銘する。(マ

イケル・サンデル ハーバード大教授 ３月13日)

東日本大震災直後に見つけた言葉

 女性ボランティア手づくりの
「米インディアナ州義援金募集ポスター」

　調査報告書には「胃ろうで年単位で生き続けること

もある」と書かれています。しかしNHKのスペシャル

番組によれば「平均延命期間は２年弱」とのことでし

た。誤嚥性肺炎を避けるための胃ろうですが、造設後

も胃内容の逆流のため誤嚥性肺炎のリスクが減ること

はありません。胃ろうは医師にも、家族にも非常に悩

ましい問題です。



目黒認知症家族会  たけのこ
□ミニデイサービス＆家族会
　・第１・第３金曜日 10時～12時
　　中目黒スクエア 3719-0694
　・ミニデイ参加費
　　会員無料、ビジター１回300円
　　※見学・下見はご自由に。無料です。
□年会費
　・家族正会員 3,000円
　・個人正会員 2,500円
　・支援会員 1,000円
□連絡先
　・たけのこ（世話人・竹内弘道）3719-5527
　・目黒区保健予防課 5722-9503
　・目黒区地域ケア推進課 5722-9385
　・目黒区社会福祉協議会 3714-2534

たけのこホームページURL
http://takenoko.kazekusa.jp/

e-mail　
　 takenoko＠kazekusa.jp

人人 ひと・往来

1－３月の活動から

検索たけのこＨＰ

ループ「支えの会」の澤田滋・降屋和代・野原朗子・

増田敬子のみなさんです。

■産業能率大学の矢口美智子さん

　2月18日。企業幹部向けの認知症サポーター養成講

座を計画中です。ミニデイ見学後、学習会「認知症　

地域とのかかわり方」に参加。

■みずほ銀行企画チームの伊藤京子さん

　２月18日。産能大の矢口さんに同行。銀行窓口での

認知症対応について意見交換しました。

■アラジンの榎本哲さん

　２月18日。認知症の人と社会との係わり合いに関心

があり、小野寺敦志さんの講座に参加。“見守りめぐ

ねっと”などを熱心に取材していきました。

■アラジン菊地とみえさん

　３月４日。目黒サポーターズクラブの担当で、メン

バーで計画中の「訪問型ボランティア」の進め方につ

いてヒヤリングに来ました。

■ＪＭＡの畦地有さん

　３月４日。ジャパン・マーケティング・エージェン

シーで認知症介護家族の調査・研究をしています。

［調査・取材］

■エーザイ　コミュニティ･ネットワーク支援室

　２月14日。森本正治室長、豊田恵美さんとエーザイ

本社で懇談。行政や医師会などの団体を通じた地域支

援から、今後は民間の地域資源を支援したいとのこと。

■読売新聞社会部　伊藤甲治郎さん

　２月18日。目黒区の高齢者介護を取材中。後日、土

屋隆司さんにインタビューしました。

［逝去］

■横尾清さん

　１月６日。元日の朝、デイホームで急性脳梗塞によ

り倒れ、６日後、搬送先の病院で亡くなりました。80

歳でした。

■今里安利さん

　２月24日。たけのこの創立メンバーの一人です。若

年性認知症という言葉が一般的でなかったころからの

長い闘病でした。79歳でした。

■琴の演奏会

　２月４日。琴の山口明美さんと石井晶子さん、尺八

の朝日向吉晟さんと益田忠司さんが来てくれました。

　筝曲「千鳥」、朝日向(あさひな)さんと益田さんの

「山谷菅垣(さんやすげがき)」、山口さん「輪舌(り

んぜつ)」と演奏を堪能。そのあと琴の伴奏で「かぞ

え唄」「うさぎうさぎ」「うれしいひなまつり」を合

唱。最後は尺八も入り、全員で「さくらさくら」を歌

いました。

■介護保険制度への署名活動

　市民福祉サポートセンターとネットワークジャパン

の呼びかけによる「生活援助の縮小を行わないことを

求める」署名活動に協力しました。

　2012年度の介護保険改訂に向けて「生活援助」など

軽度者へのサービスを縮小させようという議論が盛ん

に行われているのですが、そのことへの異議申し立て

です。

■大道芸

　３月４日。佐藤まさ志さんの至芸“がまの油売り”。

スプーン曲げなどの超(？)マジックも披露されいつに

も増して楽しいひとときでした。

■施設見学　ほのぼの

　３月５日。八雲の認知症対応デイサービス「ほのぼ

の」を堀内ハルさんの家族と下見。赤崎・村上・竹内

さんが同行しました。

［見学］

■港区のＳさん

　１月21日。若年性アルツハイマーの60歳。奥さんと

相談に来ました。28日にも再訪。

■目黒の堀内ハルさんとご家族

　１月21日。齊藤保健師と大越訪問指導員が同行して

くれました。大正５年生まれの95歳です。

■港区の介護者支援の会のみなさん

　１月28日。港区港南地区で活動する介護者支援グ


