
 

認知症理解と実践研修会 

2019年 3月 14日（木） 

場所：特別養護老人ホームくちた園 



 

井⾨ゆかり先⽣の御経歴 

研修会プログラム 

第⼀部 基調講演    １５：００〜１６：００ 

       『認知症早期発⾒・進⾏予防の取り組みについて』 

        講師 井⾨ゆかり脳神経内科クリニック 院⻑ 井⾨ ゆかり 先⽣ 

         

第⼆部 事例研究発表会 １６：００〜１６：３０ 

       『認知症リハビリプログラムの実践』 

      発表者  デイサービスもみの⽊くちた ⽣活相談員 松岡 由加梨 

                          デイサービスもみの⽊  ⽣活相談員 ⼆宮 真理⼦ 

    

井⾨ ゆかり 院⻑ 

いもん・ゆかり。広島市東区出⾝。1990 年広島⼤学医学部卒業。
1996 年広島⼤学⼤学院修了、医学博⼠取得。 
広島⼤学病院、草津病院、広島医療保健専⾨学校神経内科部⻑、 
メープルヒル病院神経内科部⻑、 
広島県⻄部認知症疾患医療センター⻑などを経て、 
2018 年 4 ⽉東区⽜⽥本町にて井⾨ゆかり脳神経内科クリニックを
開院。得意分野は認知症の診断と治療。 
市⺠公開講座や各地区の認知症研修会等、 
数多くの講演会を開催される。 
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2019.3.14

認知症早期発見・進行予防の
取り組みについて

井門ゆかり脳神経内科クリニック
院長 井門ゆかり

本日の内容

１．認知症について
２．初期集中⽀援チームと

井⾨式簡易認知機能スクリーニング （ICIS)
３. 認知症の進⾏予防について
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カフェ寺子屋（2018年6月～）

2か月に1回、第3金曜日の午後1時30分～3時まで開催。
10月26日は23名の参加がありました。
30分ミニ講演会、60分カフェタイム、参加費200円
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広島市東区牛田本町6丁目1‐27‐5F
牛田みらいクリニックモール
フレスタ牛田本町店の5階
２～４階が駐車場（受診の方は無料）

アストラムライン牛田駅 徒歩4分
バス：東区スポーツセンター前・入口
（広島駅から2.5Km）

臨床心理士が常勤。
MRIは、クリニックモール内の整形外科に
お願いしています。
物忘れ・認知症専門外来は
予約をお願いしています。

TEL:082‐511‐2388

脳神経内科とは

• 脳神経内科は脳や脊髄、神経、筋肉の病気を
みる内科です。

• 特に間違えられやすいのが精神科、精神神経
科、神経科、心療内科などです。これらの科は
精神科の仲間で、おもに気分の変化（うつ病や
躁病）、精神的な問題を扱う科です。また、心療
内科は精神的な問題がもとで体に異常をきたし
たような病気を扱う科です。

• 脳神経内科はこれらの科と異なり、精神的な問
題からではなく、脳や脊髄、神経、筋肉に病気
があり、体が不自由になる病気を扱います。

日本神経学会ホームページより引用
https://neurology‐jp.org/public/disease/about.html#a_01
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当院の物忘れ外来の流れ

• 電話相談・予約

• 臨床心理士による認知機能検査

• 血液検査・心電図 ２~３時間

• MRI（CT)など画像検査

• 診察・鑑別診断・病状説明

• 治療開始・薬剤調整

• 経過観察（３ヵ月、６ヵ月、１年の間隔を選択）

井門ゆかり脳神経内科クリニック 井門ゆかり

脳血管性認知症

その他

大脳基底核変性症，進行性核上性麻痺変性疾患

クロイツフェルト・ヤコブ病病原体の感染

安定剤，抗コリン作用（泌尿器科治療薬）薬剤によるもの

ビタミンＢ12欠乏 ，ビタミンＢ1欠乏ビタミンの欠乏

アルコール脳症神経毒性物質

低酸素症，一酸化炭素中毒酸素の欠乏

脳炎，髄膜炎，神経梅毒病原体の感染

甲状腺機能低下症・肝性脳症・腎臓病ホルモン・代謝

脳腫瘍，慢性硬膜下血腫，正常圧水頭症脳が占拠される

早期発見
すれば
治癒も
可能

変性疾患 アルツハイマー病（ＡＤ）

レビー小体型認知症（ＤＬＢ）

前頭側頭型認知症（ＦＴＤ）

認知症を起こす代表的な病気・病態
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認知症の診療

• 認知症かどうか、程度は？

• 治る認知症か？病因の評価、鑑別診断

• 治らないとしても認知症を治療する目的

1.今の状態を改善する。

2.できるだけ進行を抑制する。

3.ADLを保ち、生命予後をよくする。

4.QOL（ご本人とご家族の）を良くする。

井門ゆかり脳神経内科クリニック 井門ゆかり

「都市部における認知症有病率と認知症の生活機能障害への対応」（平成23年度～平成24年度）総合研究報告書
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認知症の基礎疾患の内訳
（面接調査で診断が確定した者 978名）

2012年の認知症高齢者数は、推計約462万人
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JAAD JAAD 
アルツハイマー型認知症(CT)

右図

左図

〈原図〉 東京医科大学病院 老年病科 羽生 春夫
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アルツハイマー病進行の時間経過
（病理学的には早期から発症している）

現在の治験が行
われている時期

抗アミロイド療法など根治
療法が最も有効と考えら
れる時期

Disease-modifying therapy成功には、可及的早期の治療
(AD<MCI<無症候期）が必要。それにはバイオマーカーが必須!

軽度認知障害：正常と認知症の中間。健忘型MCI
は多くがADに進展、前駆状態と考えられている

東京大学 岩坪威教授
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認知症

Alzheimer病脳病変の進行と認知症の出現・進行

‐30        ‐20        ‐10         0 年 ← 発症の何年前かを示す

脳病変の重症度

脳病変がかなり進行するまで症
状（認知症）は
出ない

BPSD出現

横浜市立脳卒中・神経脊椎センター 秋山 治彦先生

認知症

‐30        ‐20        ‐10         0 年 ← 発症の何年前かを示す

MCI
軽度認知

障害

ここで治療を始める
必要がある

ここで治療を開始したので
は遅い：病変が進みすぎて

いる

発症前
AD

Alzheimer病脳病変の進行と認知症の出現・進行

BPSD出現

横浜市立脳卒中・神経脊椎センター 秋山 治彦先生
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なぜ早期発見しなければならないのか？

 現時点では完全ではないが、アリセプト、メマリーをは
じめととする抗認知症薬が存在する（症状を改善したり､
進⾏を抑制することができる）

 抗認知症薬は早期に投与すれば改善率はかなり⾼い（誰
の⽬にもわかる認知症レベルでは改善効果は少ない）

 本⼈の⾃⼰決定権を尊重できる（財産、介護、医療等）
 早期から環境調整を⾏うことにより将来のBPSDの発現を
抑えることができる可能性がある

 認知症は他の病気と違い⾃覚が少ない（病識が
乏しい）ため、⾃分の能⼒に疑問は感じていても、
⾃分から受診することは殆どない

（早い時期であれば、⾃覚があります）

 したがって、早期の発⾒のためには家族や地域
の⼈の気づきが必要となる

 すべての物忘れを単に年のせいにしないことを
広く理解してもらうことが必要である

認知症の早期発見の第一の難関
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Galantamine（レミニール） Memaｎtine（メマリー）

Rivastigmine（イクセロンパッチ/
リバスタッチパッチ）

Donepezil（アリセプト）

赤字：アセチルコリンエステラーゼ阻害薬

アルツハイマー型認知症治療薬

H3C CH3

O
CH3

O

N

H3C

H3C

N
H

H3CO

O

OH

N-CH3 H3C

H2N

・HCI

CH3

・HCI

青字：抗NMDA受容体阻害薬

H3CO

H3CO

N

O

専門医につなぐタイミング
１．診断時

• 軽度認知障害と軽度認知症は、緩徐に進行する
連続した病態で、明確な区別がつきにくい。

• MMSEなどの心理検査が、一応指標にはなるが、
MMSE３０点でも２７点でも認知症の人はいる。

• 生活に支障があるか、ないか、が病気の区別。

• 誰かがおかしい、と思っているが、はっきりしな
いときは、専門医に。治療で治る認知症の鑑別
も必要。

井門ゆかり脳神経内科クリニック 井門ゆかり
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認知症のタイプ別早期発見のポイント

イライラ、うつうつ、くよくよ、など性格変化。
やる気がない。においがわからない。以前と違う！

アルツハイマー型認知症：物忘れ、さっきのことを忘れている（近時
記憶の障害）、リモコンなどが使えない。⽇にちがわからない。

脳⾎管性認知症：思い出すのに時間がかかる。段取り良く上⼿にでき
ない（遂⾏機能障害）、⿇痺やろれつが回らないなど脳梗塞後遺症

レビー⼩体型認知症：ふるえ、動作が遅い、幻視、寝⾔、良い時と悪
い時がある、うつ、便秘、⽴ちくらみ、転倒。

前頭側頭型認知症：記憶はよいが、おかしな⾏動、毎⽇同じ⾏動、
万引き、迷惑⾏為、不潔

嗜銀顆粒性認知症：怒りっぽい、ぐちぐち、くどくど。物忘れは軽い。

井門ゆかり脳神経内科クリニック 井門ゆかり

嗜銀顆粒性認知症（AGD)と
神経原線維変化型認知症（SD-NFT)

共通点：高齢発症タウオパチー、アミロイド陰性
記憶障害を主徴

嗜銀顆粒性認知症（AGD)
⾮対称性の内側側頭葉萎縮（前⽅優位）
4リピートタウ…AG
易怒性、攻撃性、⾏動異常、性格変化

神経原線維変化型⽼年期認知症（SD-NFT)
内側側頭葉萎縮（後⽅優位）
3＋4リピートタウ…NFT
⾮常に緩徐な進⾏、頑固、しばしば脳⾎管障害合併

抗ACｈE阻害薬

があまり効かな
ければ、

少量の非定型
抗精神病薬

井門ゆかり脳神経内科クリニック 井門ゆかり
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RCC イマなまっ！ 2015.2.4

石本浩市（62 才）、高知県南国市で小児
科を開業する医師。
レビー小体型認知症。
－それが、彼の妻の病名だった。
妻・石本弥生さんは、石本医師とは幼なじ
み、50 代から若年性の認知症となり、10
年間、石本夫妻は病との斗いに明け暮れ
て来た。

映画「妻の病 –レビー小体型認知症–」は、
四国・南国市の豊かな自然に育まれ、
支えあうように生きて来た一人の医師と、
認知症の日々を生きる妻との、10年間に
及ぶ“いのち”を巡る物語である。

公式サイト http://www.isefilm.com/

病初期の3年間、
統合失調症と
診断されていた。
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レビー小体型認知症
(Dementia with Lewy Bodies, DLB)

認知障害

（初期は比較的軽い）

＋

認知機能の変動

幻視

パーキンソニズム（ふるえ、動作緩慢など）

レム期睡眠行動異常（RBD)
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レビー小体型認知症

 うつを合併しやすい
 脳萎縮が目立たず、診断されにくい
 病初期は薬に対する反応が良く、認知症であることを忘
れるぐらい調子が良くなる

 やや高度な時期になると、パーキンソン症状と認知症状
とのバランスをとるのが難しく治療が難しい

 自律神経症状が著明（便秘・血圧変動・徐脈頻脈）
 転倒・失神・意識障害などもよく見られる
 悪性症候群を発症しやすい
 多彩な症状のため、

薬が多くなりがち
まだまだ診断が不十分
治療にもコツが必要！

レビー小体
型の経過

アルツハイマー
型の経過
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お

広島県西部認知症疾患医療・
大竹市認知症対応・

玖波地区地域包括支援センター
(メープルヒル病院)の紹介

広島県地域医療介護総合確保事業（H26～)

認知症循環型医療介護連携システム推進事業（２）

• 認知症疾患医療・地域包括支援合併型センター

「広島県西部認知症疾患医療・大竹市認知症対応・

玖波地区地域包括支援・合併型センター」

• 認知症初期集中支援チーム

（広島県認知症疾患医療センターに設置）

日本初!!
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広島県西部認知症疾患医療・大竹市認知症対応・
玖波地区地域包括支援・合併型センター担当地域

認知症疾患医療センター

• 広くは全国対応

• 狭義には広島西医療圏

（廿日市市＋大竹市）

大竹市全域の認知症の
方に対応する

地域包括支援センター
業務

病院周辺の玖波地区・
玖波町・湯船町の

通常の地域包括支援
センター業務

現在の省令では、認知症対応に特化した地域包括支援センターが
認められなかったため、普通の地域包括支援センターも作った。

広島県西部認知症疾患医療・地域包括支援・合併型センター 井門ゆかり

NHKエデュケーショナル
認知症市民公開講座
「認知症の人がいきいき
と暮らせる新たな社会
を」

2016年9月17日土曜日
午後２時～
NHK Eテレで放送
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NHKテレビシンポジウム（H28.9.17放送）
「認知症の人がいきいきと暮らせる新たな社会を」

認知症初期集中支援チーム

対象者：在宅で生活していて認知症が疑われる
が専門医療機関で鑑別診断を受けていない方、
もしくは対応困難事例。

１．早期に適切な鑑別診断を行い、必要な医
療・介護サービスにつなげることで、ご本人の
意思を尊重した支援体制を作り、出来るだけ良
い経過を辿る可能性を高める。

２．BPSDが顕著で対応に苦慮しているケース
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初期集中支援チームの活動

• 啓発活動

• 支援対象者の把握

• アウトリーチ 2名以上で（医療系職員＋介護
系職員）

• 初回訪問（2時間以内を目安）

• チーム員会議

• 6か月をめどに支援の達成を目指す。

• 引き継ぎとモニタリング

支援内容

• 受診勧奨・誘導
適切な医療機関の受診に向けた動機付けを
行い、受診に至るまで支援する

• 介護保険サービスの利用の勧奨・誘導
• 介護認定への支援
• 本人・家族への心理的サポートとアドバイス
• 具体的な各機関との連絡調整

• 平成３０年までに、全国の市町村で開始予定
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誰が、いつ、おかしいと気付くか
本人

家族

主治医

正常加齢 軽度認知障害 軽度 中等度 ⾼度

MMSE 28  27              23    18        12

普通の家族

よい家族

普通の主治医

よい主治医

気付きのギャップ

受
診
の
最
適
な
タ
イ
ミ
ン
グ

MMSE・長谷川式

する？しない？ それが問題

そこで、いつでも、どこでも

井門式簡易認知機能スクリーニング検査

(Imon Cognitive Impairment Screening Test)

ICIS:イシス‐エジプト神話の女神にちなんで

認知症？ 年相応？

井門ゆかり脳神経内科クリニック 井門ゆかり
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ICIS 全国に普及中

２０１７年
市民公開講座 １０月２８日呉市 １０月２２日大竹市

１０月１３日三原市 １０月７日福山市
９月３０日福島県喜多方市 ３月９日尾道市

医師等専門職対象 ９月８日福岡県福岡市 ７月２６日三原市 ６月２８日福山市
６月２３日静岡県富士宮市 ６月２日宮崎県日向市
５月１８日日本耳鼻科学会総会 学術セミナー（2）
「耳鼻咽喉科医に役立つ認知症対策ーICISー」 約1300名。
４月７日高知県高知市 ３月３０日岡山県倉敷市 ３月２５日愛知県半田市
１月３０日福山市 １月２５日呉市

２０１６年
市民公開講座 １２月３日広島市安芸区 ８月１９日広島市
医師等専門職対象 １２月１３日安芸高田市 １２月７日東広島市 １１月３０日呉市

１１月２１日広島市安佐地区 ８月２６日大分県別府市 ８月２４日福山市
１０月１９日全国Webセミナー
８月５日 平成28年度地域精神医療フォーラム 東京
５月２９日大阪 ３月１７日 京都

井門ゆかり脳神経内科クリニック 井門ゆかり

井門式簡易認知機能スクリーニング検査
Imon Cognitive Impairment Screening Test（ICIS）

• 対面式 所要時間約３分 １２点満点

１．時間の見当識：年・月・日・曜日各1点、計4点
２．記銘：三単語を覚えてもらう

３．構成失行：指でキツネ・ハトの模倣
キツネ左右各0.5点、ハトは迷わずにできたもの１点、
試行錯誤しながらできたもの0.5点、できないもの０点
４．柔軟性（語の流暢性）：
「か」で始まる言葉を1分間で出来るだけたくさん言う
2語以下0点、3～5語1点、6～9語2点、10語以上3点

５．三単語の遅延再生：各1点、計3点

日本老年医学会雑誌 ２０１４；５１：３５６－３６３
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今から、やってみましょう！

★今日の日付けを教えてください。

○月○日

→何曜日ですか？

→今年は何年ですか？

★今からいう３つの言葉を覚えてください。

いちご、サル、自転車

井門ゆかり脳神経内科クリニック 井門ゆかり

私の真似をしてください

井門ゆかり脳神経内科クリニック 井門ゆかり
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キツネ

キツネ左右各0.5点

失敗例

井門ゆかり脳神経内科クリニック 井門ゆかり

次はこれです

井門ゆかり脳神経内科クリニック 井門ゆかり
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ハト

迷わずにできた 1点
試行錯誤してできた 0.5点
できない 0点

掌が自分の方を向いて
いるのが正解

失敗例

井門ゆかり脳神経内科クリニック 井門ゆかり

★ 「か」で始まる言葉を、
できるだけたくさん言ってください。

今から1分間計りますので、

「か」で始まる言葉を、メモしてみてください。

★先ほど覚えた言葉を教えてください。

井門ゆかり脳神経内科クリニック 井門ゆかり
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採 点

• 年・月・日・曜日 各１点 計４点
• キツネ 左右各0.5点、ハト１点 計２点
• 「か」で始まる言葉

１０語以上：3点
６～９語：2点
３～５語：1点
０～２語：0点

• ３つの言葉 各１点 計３点

★合計１２点

井門ゆかり脳神経内科クリニック 井門ゆかり

３単語の選択肢
１．りんご 牛 自動車
２．みかん 豚 飛行機
３．バナナ 馬 電車
４．メロン 犬 バス
５．スイカ 猫 船
６．イチゴ 猿 自転車
７．ブドウ ヤギ トラック
８．レモン 熊 タクシー

ICIS検査用紙

アルツハイマーの方は覚えたこと
をすっかり忘れている。

脳血管性などでは、カテゴリーの
ヒントを与えると思い出しやすい。

井門式簡易認知機能スクリーニング検査
（Imon Cognitive Impairment Screening Test：ICIS）

氏名 生年月日 T ・ S 年 月 日 歳

検査日 年 月 日（ ） 検査者

日本老年医学会雑誌 ２０１４；５１：３５６－３６３
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ICISの判定について

判定
ICIS 9点以下 軽度認知障害（MCI）の疑い
ICIS 7点以下では、認知症の疑い

４つの領域のどれかで、2点以上失点がある
場合も、認知機能の低下が疑われる。

麻痺などで、キツネ・ハトができない場合は、
6点以下で認知症の疑いと判定。

日本老年医学会雑誌 ２０１４；５１：３５６－３６３

ICISスコアのCDR別分布

健常
高齢者

軽度認知
障害

軽度
認知症

健常高齢群 MCI群 軽度群 中等度群 高度群
(n=30) (n=34) (n=51) (n=18) (n=7)

MMSE 28.1±1.5 26.1±1.5 20.9±2.8 16.2±1.7 8.0±3.0

ICIS 10.5±0.9 8.3±1.3 5.5±1.8 3.0±1.3 0.7±1.0

各群間に有意差あり

各群間に有意差あり
（p＜0.0001）

日本老年医学会雑誌 ２０１４；５１：３５６－３６３
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ICISとMMSEの相関

MMSE＝12＋1.5ｘICIS
ｒ＝0.82, ｐ＜0.0001

ICISスコア

M
M
S
E
ス
コ
ア

ICIS＝9の時、
MMSE＝25.5

ICIS＝7の時、
MMSE＝22.5

日本老年医学会雑誌 ２０１４；５１：３５６－３６３

HDS-R=5.22+2.25×ICIS
R＝0.9001
p＜0.0001

ICIS 7点 HDS-R 20.8点
ICIS 6.5点 HDS-R 19.8点

N=169

ICISとHDS‐Rの相関

日本耳鼻咽喉科学会会報 ２０１8：121：8～13
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ICISのメリット

• 所要時間 3分
• 書く課題がないので、場所や道具がいらない。
• 患者さんの抵抗・心理的負担も少ない。

（短くて、テストっぽくない）

• 記銘力（近時記憶）、見当識、視空間認知（構成失行）、語
の流暢性（前頭葉機能）という認知症評価に重要なポイン
トを、簡便に評価。

• MMSEや長谷川式と、高い相関。

• 最後に遅延再生をみるので、低下があると、精査の必要
性を患者さんも感じられる（精査への動機づけ）。

• 再現性が高いので、経過の簡単な評価にも使える。

• アルツハイマー型だけでなく、レビー小体型や血管性、前
頭側頭型などでも、異常が出やすい。

井門ゆかり脳神経内科クリニック 井門ゆかり

検査時の注意点

• 今年は何年ですか。（平成、西暦は被検者が選ぶ。

時に昭和という人も）

• 私の真似をしてください。（キツネ・ハトと言わない）

• 「か」で始まる言葉を、出来るだけたくさん言ってください。
（ただし、人の名前や固有名詞は除きます。柿、牡蠣な
ど、同じ音の言葉は、一つとして数える。傘、傘の柄や、
缶、缶切りなども一つとして数える）

• 先ほど覚えてもらった言葉を教えてください（3つの言葉、
とか言わない。ヒントなしに出た数で採点。）

井門ゆかり脳神経内科クリニック 井門ゆかり
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認知症精査の必要性の判定

自覚症状

なし

他覚症状

なし

ICIS施行

9.5点以上

ほぼ正常

9点以下

精査

他覚症状

あり

精査

あり

精査

これで安心せず
経過観察を！

ICISご利用・普及の状況

• 現在は、全国の様々な所で使用されるようになっています。

• 梶川博先生の「認知症に負けないために

知っておきたい、予防と治療法」

で、ご紹介いただいています。

（幻冬舎 2016年3月出版、2018年第2版出版）

• ICIS検査用紙は、ウェブサイト
http://www.imon-icis.net からダウンロード

（無料！）できます。

• パワーポイントのデータなどが必要でしたら、

E‐mail: info.imonshiki@gmail.comまでご連絡を。

井門ゆかり脳神経内科クリニック 井門ゆかり
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「人生100年時代」の認知症治療

• 最近、90代の患者さんが増加中。

• 90代でも、ADLが良ければ、認知症治療の意
義はあると思われます。

• 進行抑制というよりも、「今」の状態を少しでも調子
よくすることで、本人・家族のQOLが高まる。

井門ゆかり脳神経内科クリニック 井門ゆかり

症例 96歳 女性

• 現病歴：X年5月よりケアハウス入所中。

• X年秋頃より、曜日、時間が分からない、シャワーの
使い方が分からないといった症状が出現した。

• また、お金や洗濯物が無くなったと言い、数日後自室
の流し台の下から見つかったが、「誰かが腕を引っ
張って、ここにあるよと言ってくれた」という幻覚のよう
な発言もあった。「みんながグルになって私をだまそう
としている」といった被害的な発言もあった。

• X+1年1月、脳ドックの話を聞き、ご本人が自分も検査
してもらいたいといわれ、当センターに紹介された。

広島県西部認知症疾患医療センター 井門ゆかり
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• 診断：アルツハイマー型認知症による軽度認知障害 （MMSE24点）

＋ビタミンB12欠乏症

• 治療：ドネペジル開始。ビタミンB12も補給。

• 6か月後経過観察

MMSE 27点 （遅延再生－1点、従命指示－2点）

治療開始後、状態が落ち着き、物盗られ妄想もなくなった。

治療前は、高齢者の集まりに行かなくなり、職員に対して怒ったりしていた
が、今は施設の行事にも積極的に参加しており穏やか。

時計描画テスト

診断・治療・経過

治療前 半年後

97歳！

広島県西部認知症疾患医療センター 井門ゆかり

認知機能低下に関連する因子

危険因子

• 加齢

• 女性

• アポE4 保有

• うつ病の既往

• 糖尿病

• 現在の喫煙

• メタボリック症候群

防御因子

• 地中海式食事

魚、野菜、豆、果物、穀物

不飽和脂肪酸（オリーブ

オイル）、中等量のワイン

乳製品、肉類、飽和脂肪酸

• 運動

有酸素運動

• 睡眠
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APOE遺伝子

遺伝子型 リスク（倍）

ε2/ε3 0.6

ε3/ε3 1.0

ε2/ε4
ε3/ε4

3.2

ε4/ε4 11.6

Hsiung, G.Y., Sadovnick,A.D., Alzheimers Dement.2007より改変

アミロイドベータ蛋白の蓄積や凝集
に関わる物質の一つがアポリポタン
パクEです。
それを司るAPOE遺伝子には、ε2、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

型のアルツハイマー病発症リスクは、
3倍~12倍高くなるといわれています。

認知症コホート研究から：中島町研究

• APO E4を保有する女性 血中ビタミンC濃度

が高い群は最も低い群と比べ、将来の認知
機能低下のオッズ比が0.10

• APO E4を非保有男性 血中ビタミンE濃度が

高い群は最も低い群と比べ、将来の認知機
能低下のオッズ比が0.19、中間位の群は0.23
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中高年の高血圧 １．６１

中高年の肥満 １．６０

糖尿病 １．３９

（Barnes DE  et al;Lancet Neurol;2011)

久山町研究

糖尿病患者のアルツハイマー型認知症

発症率 ４．６倍

高血圧も耐糖能異常も無い場合が基準

アルツハイマー病発症の相対リスク



2019/3/14

34

運動と認知能、アルツハイマー病

カナダ研究試験

 65歳以上の健康な住民6,434人を1991年から1997年かけ
平均５年追跡調査した。運動量を①全く運動をしない ②低
レベルの運動 ③中レベルの運動（週3回以上ウオーキング程
度の運動） ④高レベルの運動（週3回以上ウオーキングより
強い運動）を４群に分けた。

 高レベル運動群は全く運動をしない群に比べ発症率は
50％に減った。

オランダ研究試験

 平均年齢75歳になる男性347人、最初のMMSEは殆どの
ケースで30点満点であった。３年後MMSEが３点以上低下し
た人は運動していない群に圧倒的に多かった。

なぜ、運動がアルツハイマー病の
予防によいのか？

有酸素運動は⾎流を増やし、脳の⾎流も増
える

⼿⾜の動きにより脳細胞が賦活される

記憶中枢の海⾺の神経幹細胞は運動により
新たに作り出される

運動は脳内の神経伝達物質（アドレナリン
など）を増やす
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Whole Lifeを見据えた
「幸せな認知症」医療

運動、食事、生活習慣病、節酒、禁煙

ICIS

免許返納問題
介護保険申請

パーソン・センタード・ ケア

ユマニチュード
胃瘻問題終末期

BPSD予防

早期治療

早期発見

予防

井門ゆかり 広島医学会総会ランチョンセミナー
2015.11.8/ 廣島医学 2016

軽度
中等度・
やや高度 高度

軽度
中等度・
やや高度

高
度

高度

やや高度

中等度

軽度

進
行
の
程
度

ケア・環境調整・治療薬・リハビリ

繁田雅弘＠2014
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経過イメージ

井門ゆかり脳神経内科クリニック 井門ゆかり

ICIS：イシス
初期集中支援チーム

池田学：認知症‐専門医が語る診断・治療・ケア P33-34
一部追加

免許返納

○聞く○
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まとめ

１．認知症について
２．初期集中⽀援チームと

井⾨式簡易認知機能スクリーニング （ICIS)
３. 認知症の進⾏予防について

ICIS検査用紙は、ウェブサイト http://www.imon-icis.net
からダウンロード（無料！）できます。

井門ゆかり脳神経内科クリニック 井門ゆかり

軽度のうちに自ら受診してもらうことが重要！

「すべての物忘れを年のせいにしない」ことが大事です。

COI開⽰

井⾨ゆかり脳神経内科クリニック
井⾨ゆかり

講演内容に関連し，開⽰すべきCOI関係に
ある企業などはありません．



井門式簡易認知機能スクリーニング検査 

（Imon Cognitive Impairment Screening Test: ICIS） 

 

実施方法・判定について 
 
 

方法：検査用紙に従って、順に質問をしてください。 

１．見当識 

「今日の日付を教えてください」（年・月・日・曜日） １つ正答につき 1点、計 4点 

 

２．記銘（教示のみ）  

「今から言う３つの言葉を覚えてください。後でまた聞きますから、よく覚えておい

てください。」 

８つの選択肢のうち、１つを選んで出題します。 

 

３．手指模倣 

A.「私の真似をしてください」と言って、         

両手でキツネを作ってみせます。 

B.次に、「次はこれです」とハトを作ってみせます。     

 

A キツネ（左右の手） 

  最初に作ったもので評価します。 

  両手ともに正答＝1点 

片手のみ正答＝0.5 点 

両手ともできない＝0点 

B ハト 

自分の体の方に掌が向いているものを正解とします。 

迷わずできた＝1点 

試行錯誤しながらできた＝0.5 点 

できない＝0点 

1 点か 0.5 点か迷う場合は、1点としてください。 

 

４．語の流暢性（心の柔軟性） 

   「‘か’で始まる言葉を、出来るだけたくさん言ってください。ただし、人の名前や

固有名詞は除きます。」 

制限時間は 60 秒。最初の 5 秒間に反応がなかったら、「例えば、紙」とヒントを出

します。さらに 10 秒間黙っていたら、「‘か’で始まる単語なら何でもいいですよ」

といって刺激します。同じ単語の繰り返しや変形（傘、傘の柄）、人の名前、固有名

詞は正解としません。  

    10 語以上＝3点、6～9語＝2点、3～5語＝1点、2語以下＝0点 

A

B



５．遅延再生 

「先ほど覚えてもらった言葉を教えてください」 

  １つ正答につき 1点、計３点 

  ヒントを与えずに言えたものを正解とします。 

 

６．各項目の得点を合計します。（12 点満点） 

 

 

判定 

 ICIS 9 点以下では、軽度認知障害（MCI）の疑いがあります。 

 ICIS 7 点以下では、認知症の疑いがあります。 

 （麻痺などで手指模倣ができない場合は、それ以外の項目の 10 点満点で採点。 

  その場合、6点以下で認知症の疑い） 

 

認知症の疑いの場合、医療機関で詳しい検査を受けられることをお勧めします。 

 

物忘れや何かが出来なくなったなど、何らかの自覚症状もしくは他覚症状がある場合 

ICIS の点数が正常範囲でも、専門医療機関の受診をお勧めします。 

認知症の診断は早期ほど難しく、また、てんかんなど認知症以外のご病気の場合もあり、

治療で治る可能性もあります。何か症状がある場合は、詳しい検査を受けてください。 

 

ICIS の点数が正常範囲でも、一般的に年齢とともに認知症の発症率は高まりますので、 

半年～1年ごとの定期的な経過観察をお勧めします。 

ICIS で軽度認知障害（MCI）の疑いとなった場合、急ぐほどではありませんが、一度詳し

い検査を受けて症状を評価されることをお勧めします。生活習慣病の改善、定期的な運動

や活動的な生活に心がけるなど、認知症予防のために出来ることもありますので、早目に

対応し発症や進行を遅らせましょう。 

軽度認知障害（MCI）と診断された場合は、進行が心配されますので、必ず半年に 1回程

度は経過を見られることをお勧めします。 

検査用紙は、ホームページ（http://www.imon-icis.net）からダウンロードできます。 

（参考文献：日本老年医学会雑誌 2014;51:356-363） 

 

    

 

 

[井門ゆかり脳神経内科クリニック 院長 井門ゆかり] 



井門式簡易認知機能スクリーニング検査 

（Imon Cognitive Impairment Screening Test：ICIS） 
氏名            生年月日 T ・ S   年  月  日   歳 

 

検査日  年  月  日（  ）  検査者       

  ©2013 井門ゆかり All Rights Reserved. 

設問 評価 

１．今日の日付を教えてください。 

（１つ正答につき 1 点、計 4 点） 

  

     年      月      日      曜日 

検査者）「今日の日付を教えてください」という。 

正答数がそのまま評価点となる。 

4

3

2

1

0

２．今から言う３つの言葉を覚えてくだ

さい。後でまた聞きますからよく覚えて

おいて下さい。(教示のみ) 

検査者）どれか１つを選び教示する。 

1. りんご  牛  自動車 5．スイカ  猫  船 

2．みかん  豚  飛行機 6．イチゴ  猿  自転車 

3．バナナ  馬  電車 7．ブドウ  やぎ  トラック 

4．メロン  犬  バス 8．レモン  熊  タクシー 

3．私の真似をしてください。 

※麻痺のある場合は実施せず。 

（A,B 各 1 点、計 2 点） 

Ａ 

 

 

Ｂ 

A キツネ（左右の手） 

※最初につくった形で評価 

両手ともに正答＝1 点 

片手のみ正答＝0.5 点 

両手ともできない＝0 点 

B ハト（1 点か 0.5 点か迷う時は 1 点とする）     

迷わずできた＝1 点 

試行錯誤しながらできた＝0.5 点 

できない＝0 点 

2

1.5

1

0.5

0

4．‘か’で始まる言葉を、できるだけ 

たくさん言ってください。ただし、人の

名前や固有名詞は除きます（1 分間）。 

※同じ単語の繰り返しや変形（傘、傘の

柄）、人の名前。固有名詞は正答としな

い。（計 3 点） 

物の名前だけでなく、熟語、動詞、形容詞な

ども正答。 

検査者） 

制限時間は伝えず、こちらで計っておき、1

分経ったら終了する。時間内に出てきた言葉

の数によって評価する。 

最初の 5 秒間に反応がなかったら「例えば、

紙」とヒントを出す。さらに 10 秒間黙っていた

ら「“か”で始まる言葉ならなんでもいいです

よ」といって刺激する。 

10 語以上 3

6～9 語 2

3～5 語 1

2 語以下 0

5．先ほど覚えてもらった言葉を教えてください。（計 3 点） 

 

検査者）「先ほど覚えてもらった３つの言葉を教えてください」という。 

※ヒントは与えずに言えたものを正答とする。１つ正答につき１点を与える。 

3

2

1

0

合計得点

12 点満点  9 点以下は軽度認知障害（MCI）の疑い  7 点以下は認知症の疑い

麻痺などで手指模倣ができない場合は、3 番以外の項目の 10 点満点で採点。

      その場合、6 点以下は認知症の疑い   

 

 A の得点＋B の得点 

＝評価点 

検査者用 



井門式簡易認知機能スクリーニング検査 

（Imon Cognitive Impairment Screening Test：ICIS） 
氏名            生年月日 T ・ S   年  月  日   歳 
 

検査日  年  月  日（  ）  検査者         

 

        Copyright©2013 Y. Imon, MD All Rights Reserved. 

設問 評価 

１．今日の日付を教えてください。 

（１つ正答につき 1 点、計 4 点） 

      年      月      日      曜日 

4

3

2

1

0

２．今から言う３つの言葉を覚えてくだ

さい。後でまた聞きますからよく覚えて

おいて下さい。 

(教示のみ) 

1. りんご  牛  自動車 5．スイカ  猫  船 

2．みかん  豚  飛行機 6．イチゴ  猿  自転車 

3．バナナ  馬  電車 7．ブドウ  やぎ  トラック 

4．メロン  犬  バス 8．レモン  熊  タクシー 

3．私の真似をしてください。 

※麻痺のある場合は実施せず。 

（A,B 各 1 点、計 2 点） 

A 

 

 

B 

 

A キツネ（左右の手） 

※最初につくった形で評価 

両手ともに正答＝1 点 

片手のみ正答＝0.5 点 

両手ともできない＝0 点 

B ハト (1 点か 0.5 点か迷うときは 1 点とする)    

迷わずできた＝1 点 

試行錯誤しながらできた＝0.5 点 

できない＝0 点 

2

1.5

1

0.5

0

4．‘か’で始まる言葉を、できるだけ 

たくさん言ってください。ただし、人の

名前や固有名詞は除きます。（1 分間） 

※同じ単語の繰り返しや変形（傘、傘の

柄）、人の名前。固有名詞は正答としな

い。（計 3 点） 

 10 語以上 3

6～9 語 2

3～5 語 1

2 語以下 0

5．先ほど覚えてもらった言葉を教えてください。（計 3 点） 

3

2

1

0

合計得点

12 点満点  9 点以下は軽度認知障害（MCI）の疑い  7 点以下は認知症の疑い

麻痺などで手指模倣ができない場合は、3 番以外の項目の 10 点満点で採点。

      その場合、6 点以下は認知症の疑い   

 



第⼆部 事例研究発表 

【テーマ】 認知症プログラムの実践 
 

『⼼を開いて！！』〜認知症ﾌﾟﾛﾌｪｯｼｮﾅﾙとしての関わり〜 

 

（発表者）デイサービスもみの⽊くちた 

     ⽣活相談員  松岡 由加梨 

 

 

 

『楽しかった！また来るね！』〜意欲を持たせるお⼿伝い〜 

 

（発表者）デイサービスもみの⽊ 

     ⽣活相談員  ⼆宮 真理⼦ 



認知症研修事例研究発表レジュメ 

主題 認知症リハビリプログラムの実践 

サブタイトル 「心を開いて!!」～認知症プロフェッショナルとしての関わり～ 

 

キーワード ・認知症リハビリ ・個別ケア  

 

チーム名 発表者 共同研究者 

もみの木くちた 松岡 湯浅、馬場岡、金光、大西、西村、武島、森原 

 

＜取り組んだ課題＞ 

対象者：Ａ様 85 歳 女性 要介護 3 

既往歴：認知症 

くちた園ＤＳご利用開始：Ｈ30.3.9～（2回/Ｗ利用）

利用当初より職員に対して、関わりを拒否する行動が

みられたり、集団プログラムに積極的に参加ができて

いなかった。そのため、他のご利用者との交流も希薄

で、利用中もお１人で過ごされることが多くあった。

そこで、拒否される背景や職員の対応時の反応を検証

し適切な関わりを持つことで、楽しみを持って穏やか

にご利用してもらえることを目標として取り組みを

開始した。 

 

 

＜具体的な取り組み＞ 

Ⅰ．利用中のご本人の様子を記録 

Ⅱ．見る、触れる、話しかける（ユマニチュード手法）

を続け、個別での関りを増やし集団プログラムよ

り個別プログラムへの参加の声かけを増やした。

Ⅲ．マンツーマンの関わりを多く持ち、信頼関係を築

く 

Ⅳ．他ＤＳに見学へ行き情報収集を実施 

 

研究期間：平成 30 年 12 月 1 日～平成 31 年 3月１日 

 

 

 ＜活動の成果と評価＞ 

・個別対応を続け、関わりを増やすことで次第にスタ

ッフへの声掛けに反応してくださるようになった。

・マンツーマンの時間を増やす中でスタッフとのコミ

ュニケーションが図れる時間が増えた。 

・生活場面ではご飯をよそってくださったり、枕カバ

ーの交換をしてくださる事もあった。 

・集団プログラムでは皆様と同じレクへの参加はまだ

ありませんが、他利用者と同じ空間で過ごされ孤立

した時間が減少した。 

・浴室への声掛け時、拒否が続いていたが少しづつス

ムーズに誘導できる日が増えた。 

 

 

＜今後の課題＞ 

Ⅰ．Ａ様に対して 

・Ａ様のことをもっと知ること 

・職員の対応方法だけでなく認知症の賞状に目を向け

て関わりを持つ 

・職員間で情報を共有 

Ⅱ．今後のＤＳについて 

・現状だけに目を向けず、多方面からその方を知った

上で信頼関係を築く。 

・個々の認知症によるＢＰＳＤに合わせた個別の対応

を行い長い目で向き合う。 

・さまざまなパターンを理解し、個々の対応スキルを

磨き統一する。 

・症状の進行に合わせた対応を実施する。 

 

 



認知症研修事例研究発表レジュメ 

主題 認知症リハビリプログラムの実践 

サブタイトル 「楽しかった！また来るね！」～意欲を持たせるお手伝い～ 

 

キーワード 回想法レクリエーション・認知症リハビリ・個別対応 

 

チーム名 発表者 共同研究者 

もみの木春日野 二宮 出山 大本 秋月 杉田 岡本 国重 倉前 吉村 

 

＜取り組んだ課題＞ 

対象者：Ｈ様 88 歳 女性 要介護 2 

既往歴：脳梗塞・脊髄カリエス・糖尿病 

デイサービスもみの木初回利用開始日： 

Ｈ25.9.3～→利用再開 Ｈ30.４～ 

・自宅での介護拒否も強くなり自宅での入浴・排泄介

助も十分に出来ていない。自宅に帰られるといつも

「楽しくなかった」と言われる。 

・再利用開始となった当初、顔馴染みの方が居られる

も表情硬く以前の様な活気みられず。意欲も低下して

いる様に感じ、何に対しても消極的で活動に参加され

ない状態が日によってみられる。認知症の進行もあ

り、職員の声掛けにもきつく答えられる様な様子も見

受けられる。以上の様子から、ご家族様の介護負担を

軽減しながら楽しみを持って生活出来る為に取り組

みを開始する。 

＜具体的な取り組み＞ 

Ⅰ.情報収集・共有 

1．利用時 1 時間は、職員とマンツーマンで関わる時

間を設ける。 (メモリアルブック聞き取り調査) 

2．チーム内でカンファレンス開催 

3．ご自身のペースで過ごせる環境作り 

4．行動を全て記録に残し、職員間で情報共有 

5．家族・関係部署に対して経過報告 

Ⅱ.本人が活躍できる場を設けた回想法 

1．イキイキと輝いていた頃の自分を取り戻してもら

い、意欲の向上に繋げるため、以前住まれていた住宅

環境をなるべく再現する様な形で実施。実際に他利用

者様の前で、ご自身で話して頂く場を設け活躍出来る

場を提供する。 

 2．マンツーマン回想法は利用時実施・他利用者様と

一緒に月２回参加 

毎回実施後の反応について職員間で振り返りを行い

生活歴などから、どの部分に重点を置き実施するか検

討を行う。 

 

研究期間：平成 30 年 5月 1 日～平成 30 年 9月１日 

 

＜活動の成果と評価＞ 

・2 か月ぐらいは、内服拒否・休む事も多くみられる。

8 月には他利用者様と意見が合わず大きい声で立腹さ

れトラブルあり。⇒曜日を変更する対応を取る。 

・８月後半に、回想法を実施参加される中で、徐々に

主体性も出てきて、発言も多くなり余暇時間等に談笑

される姿がみられる。現在も休みなく利用継続中。 

・帰りたい気持ちも減り、職員が常に付き添いを行わ

なくても自席で座る事が出来る様な状態となる。 

・帰宅時にも、「楽しかった」という記憶が残る事が

増えており、家族からも笑顔で帰って来る様になり嬉

しいという言葉も頂く。 

 

＜今後の課題＞ 

・家族に対しての、回数は減ってはきているが強い口

調がみられる事は続いており今後も気持ちに寄り添

ったケアが必要である。 

・認知症状の進行も考えられる事から、常に対策の見

直しが必要である。 

・在宅生活の希望は強くあり、今後も継続する為に、

家族様と共にＨ様の認知症状を受け入れ支援継続す

る。 



〜デイサービスもみの⽊の特徴〜  

 デイサービスもみの⽊は、集団でのプログラムに合わなくなってきた⽅、社会参加は希望しているが施設
⼊所にはまだ抵抗がある・在宅を希望されている⽅等を積極的に受け⼊れています。 

 ※徐々に認知症の進⾏が進んでしまわれたとしても、変化に対応する事が出来て、⻑く在宅⽣活を続けら
れるような環境の継続を⽬標としています。 

 

デイサービスもみの⽊ “回想法プログラム”のご紹介 
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