
知ろう、認知症のこと。
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齢者の約４人に１人が

認知症またはその予

備軍と言われています。

また、高齢者だけでなく、若年

層（65歳未満）でも起こる脳の

病気であるため、決して他人事

ではありません。

　ふとした異変を脳の病気とと

らえず、そのままにした結果、病

気が進行してしまうケースが多

くあります。認知症になってもそ

の人らしく生きる社会をつくるた

め、まず認知症について知りま

しょう。

　9月は世界アルツハイマー月間です。世界の国と地域では、認知症に関する啓発や

本人と介護する家族を支援する活動が展開されています。

　これに合わせて、本市の認知症の取り組みをご紹介します。

　厚生労働省によると、認知症患者数は年々増えて

いくと予想されています。高

鈴鹿フラワーパークで散歩をしながら、楽しく会話されるレイの会の皆さん
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参考：認知症施策推進総合戦略（新オレンジプラン）（厚生労働省）

　レイの会とは、三重県内の若年性認知症の当事者が活動する団体です。

若年性認知症カフェの運営やさまざまなイベントに参加しています。

※若年性認知症とは、65歳未満で発症する認知症のことです。

日本における認知症患者数の将来推計
（万人）

（年）



認知症とその症状は？

　認知症は、さまざまな原因で脳の細胞が死ん

でしまったりして、脳の司令塔の働きに不都合

が生じ、障害が起こることにより、生活上の支

障が、およそ6カ月以上継続して出る状態です。

　認知症の初期症状はさまざまです。物忘れで

は、同じ話を繰り返す、しまい忘れや探し物が多

くなる、部屋の片づけができなくなる、同じもの

を何度も買う、鍵や財布などの大事なものをな

くすなどが目立ちます。

　そのほかにも、料理の味付けがおかしくなる、

ごみの分別ができなくなる、財布に小銭が多く

なる、読書好きの方が本を読まなくなる、日課

をしなくなる、外出しなくなる、ぼーっとしている

時間が増える、怒りっぽくなるなどが目立つこと

があります。

「認知症かも？」と感じたら・・・

　もし、自分または家族が「認知症かも」と感じ

たときは、かかりつけ医に相談してください。か

かりつけ医がいない方は、市や認知症初期集中

支援チームに相談してください。

早期発見・早期治療

　認知機能が低下する病気はたくさんあります。

認知症のような症状があっても、治る別の病気

によって認知機能が低下している場合もあるた

め、まずは医者に診てもらうことが重要です。も

し、治らない認知症であっても、早期発見・早期

治療で病状の進行を遅らせることができます。

また、周囲の方が早めに理解することで、本人

を含む皆さんが生活しやすい環境をつくること

ができます。

認知症予防のために

　皆さんにお願いしたいことは、

高齢になってもできるだけ活

動的な生活を心掛けること

です。年を取り、頭も体も使

わないとどんどん衰え、誰も

が認知症になる可能性があ

ります。加齢による身体機

能の低下は少しずつあり

ますが、今あ

る機能を精

一杯活用し、

維 持する

ことで予

防につな

げていき

ましょう。

加齢による物忘れとは違います

　加齢による記憶力低下で起こる

物忘れと認知症によって起こる記

憶障害は違います。

　加齢による物忘れには、「体験

の一部を忘れる」「物忘れの自覚

がある」などの特徴があります。

　一方、認知症による記憶障害に

は、「体験そのものを忘れる」「忘れ

た自覚が乏しい」など、日常生活に

支障をきたすような特徴があります。

　「年のせいだわ」としたささいな

ことも、実は認知症の症状かもし

れません。

認知症とは ～専門医に聞く～

体験の一部を

忘れる

体験そのものを

忘れる

電話をしたことを
忘れる

誰に電話をしたのかを
忘れる

（例） （例）

加齢による物忘れ 認知症による記憶障害

記憶の帯 記憶の帯

ますずがわ神経内科クリニック

院　長　真鈴川　聡 さん

ま す ず が わ 　 　  さとし
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覚悟はできていたが・・・

　母も高齢（当時87歳）だったので、いつか

は患うのではと覚悟はできていましたが、「認

知症」と診断されたときには、大変なことに

なったと思いました。それでも、最初は症状

が軽く、母も自分のことは自分でできたし、

認知症を受け入れることができました。

「怒っては後悔」の繰り返し

　日々変化する母の症状と日常生活の中で、

さまざま感情が交差しました。母に対して

「さっき言ったばっかりやのに」や「なんであか

んて分からんの」と何度も強い口調で怒って

いました。トイレを詰まらせたり、勝手に出か

けようとしたりで・・・。でも怒った後に、何で

怒ったんだろうと、いつも後悔していました。

小さな動きでも分かる

　昨年、脳梗塞を患い、さらに症状が悪化し

てからは、自分の感情を表現することが少な

くなりました。それからは、ちょっとした動き

を見逃さないようにしています。今では母が

何をしたいのか分かるようになりました。

一緒に暮らしていきたい

　発病したときから、「できる限り一緒に暮ら

していきたい」と思っています。母がふとした

ときに言う「ありがとうな」の一言が、自宅で

介護してよかったと思う瞬間です。

一人で考え込まないで

　介護は自分一人で考え込んでもどうにもな

らないことばかりです。協力者や相談者を探

して、頼ってください。私たちも周りの方に大

変助けていただいていますから。

▲家族で楽しく食事

▲器用にものづくりをするお母さん

 

▲伊藤さんとお母さん

 ▲家族で楽しく食事

▲器用にものづくりをするお母さん
▲伊藤さんとお母さん

するお母さん
さん

認知症と向き合って

2020・9・54

「怒っては

　日々変化

さまざま感

「さっき言

んて分から

いました。

けようとし

怒ったんだ

　3年前から認知症の母を介護する伊藤さん。

しっかり者で、何でも知っていて、頼もしかった

母の介護をする中で、暮らしや心の変化についてを

お話しされました。

一人で

考え込まないで

伊 藤  善 隆 さ ん

い 　とう　 　よし たか

s n a p s h o t
スナップショット

i n t e r v i e w

インタビュー



最近変だな？

　仕事中に、言われたことをすぐ忘れてしまうこと

がたくさんあって、何か変だなと感じていました。

同僚の勧めで受診した結果は「認知症」でした。

なんで私が認知症に

　何か悪いことをしたのかと、誰にもぶつけること

のできない怒りや悔しさが込み上げてきました。ま

た、ショックで泣きはらしたこともありました。

　発病当時は受け入れることができなかっ

た「認知症」も、時間と家族の支えで、何とか

受け入れることができています。

皆さんに感謝

　漢字を忘れて字が書けなかったり、IHコンロの

スイッチが分からなくなったり、徐々 に日常生活に

支障をきたすようになりました。できないことはも

ちろんありますが、娘や周りの方に助けてもらい

ながら、できることを最大限にやらせてもらってい

ます。それもこれも周りの支えがあるからこそ。皆

さんには感謝しかありません。

今の目標は「現状維持」！

　今の目標は、「これ以上認知症が進まないこ

と」です。そのために、運動をしたり、歌を歌った

り、日記をつけたりと日々努力しています。趣味

では“なぎなた”にも積極的に取り組んでいます。

人の役に立ちたい

　自分の体験をもとに講演活動を行うことで、

人の役に立てることがうれしいです。これから

も、認知症で不安を抱えている皆さんに「あな

たは一人じゃないよ」と伝えていきたいです。

認知症の悩みは「レイの会」へ

　私にとって、レイの会は認知症の私を羽ばた

かせてくれる場所です。温かくて、やりたいこと

をサポートしてくれて、私の気持ちにも寄り添っ

てくれる、そんな「レイの会」に出会えて幸せで

す。若年性認知症で悩んでいる人がいれば、ぜ

ひレイの会に参加してほしいですね。

▲歌っている様子

 
▲趣味のなぎなたをする安田さん

 

▲レイの会の皆さんで合唱

 

▲レイの会の皆さんで合唱

▲趣味のなぎなたをする安田さん

歌っている様子

▲

▲
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　いつ発症するか分からない認知症。ひとたび発症すれば、本人だけでなく、

家族も向き合っていかなければなりません。今回、認知症を発症した母を介護

する伊藤さんと、若くして認知症を発症した安田さんにお話を伺いました。

と

た。

と

ま

れば、本人だ

症を発症し

お話を伺い

だけでなく、

した母を介護

ました。

　55歳で「若年性認知症」と診断された安田さ

ん。現在「レイの会」で若年性認知症を伝える活動

をされています。今に至るまでの心の葛藤と、受け

入れて取り組むまでをお話しされました。

安田 日出子さん

やす　だ　　ひ　で　 こ

レイの会

あなたは

一人じゃないよ

i n t e r v i e w

インタビュー



 

▲認知症初期集中支援チームの皆さん

鈴鹿西部認知症初期集中支援チーム

鈴鹿北部認知症初期集中支援チーム

鈴鹿中部認知症初期集中支援チーム

鈴鹿南部認知症初期集中支援チーム

支 援 チ ーム 電　話

 370-3500

 382-0331

 367-7770

 373-5774

 平田1-3-5　アルテハイム鈴鹿内

 神戸3-12-10　介護老人保健施設ひまわり内

 神戸地子町383-1　鈴鹿市社会福祉センター内

 南若松町1　伊勢マリンホーム内

※お住まいの地区により、担当の認知症初期支援チームが異なります。

　鈴鹿西部：庄野、加佐登、牧田、石薬師、井田川、久間田、椿、深伊沢、鈴峰、庄内

　鈴鹿北部：飯野（西條町、飯野寺家町、西条一～九丁目）、河曲、一ノ宮、箕田、玉垣（矢橋町、矢橋一～三丁目）、神戸

　鈴鹿中部：国府、飯野（西條町、飯野寺家町、西条一～九丁目以外）、玉垣（矢橋町、矢橋一～三丁目以外）、若松（南若松町以外）

　鈴鹿南部：白子、稲生、若松（南若松町）、栄、天名、合川

所  在  地

もしかして認知症？

2020・9・56

　「自分は大丈夫」「認知症にはならない」そんな思いが、認知症の発見を遅らせる原因になります。

簡単に確認できますので、次の表で皆さん、チェックしてみましょう。

皆さん確認してみましょう

□ 同じことを何回も話す、尋ねる

□ できごとの前後関係が分からなくなる

□ 服装など身の回りのことに無頓着になる

□ 蛇口やドアを閉め忘れる

□ 同時に2つのことをすると、1つを忘れる

□ 薬の管理や内服ができなくなった

□ 家事や作業に手間取るようになった

□ 計画を立てられなくなった

□ 複雑な話を理解できなくなった

□ 長年の趣味をやめてしまった

□ 怒りっぽく、疑い深くなった

認知症の初期症状チェック表

※家族などが客観的に見て、3項目以上当てはまる場合は、

認知症の疑いがあります。早めの受診を心掛けましょう。

スマホでも簡単チェック！

　スマートフォンやパソコンでも、認知症の

確認ができます。

自身だけでなく、周

囲の人と一緒に確

認してみましょう。

自宅で気軽にチェックできる

「認知症簡易チェックサイト」

不安を感じたら、認知症初期集中支援チームに相談してみましょう

　認知症初期集中支援チームは、認知症の早期診断・早期対

応に向け、ご家庭への訪問や医療・福祉サービスの提案など、

本人やその家族に寄り添った活動をしています。認知症になっ

ても、本人の意思が尊重され、住み慣れたまちで暮らし続けら

れるようにサポートしています。

　本人も、家族の皆さんも、一人で抱え込まず、少しでも気

になることがあれば、気軽にご相談ください。一緒に考えて

いきましょう。

 

 

 

 

や ソ ンでも、認知症の症症

す。

周

確

「市ホームページ▶福祉・介護▶認知症とロコモ

（運動器症候群）のチェック」をご覧ください。
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地域で広がる支援の輪
　認知症の方とその家族が住み慣れた地域で生活を続

けていくためには、周囲の方が認知症について正しく理

解し、見守りや支援を行うことが必要です。

　本市では、小・中学校や高校、大学、地域住民や企業

などで「認知症サポーター養成講座」を開催し、認知症

に関する正しい知識と理解の普及・啓発に取り組んで

います。

　日常生活の中で認知症の方と出会ったときに、その人

の尊厳を損なうことなく、適切な対応をすることで、認

知症の方と介護をする家族を見守り、応援者となること

が期待されています。

オレンジリングオレンジリング

　認知症サポーターには認知症の人とその

家族を応援する目印となるオレンジリング

が配布されます。

「認知症サポーター

キャラバン」のマス

コットであるロバ

（ロバ隊長）が刻印

されています。

見守り活動

▲シルバー人材センターで▲小学校で

▲消防署で▲各地域で

　本市では地域の皆さんと見守り活動を行っています。

SUZUKAまるごとアイネット

　安心して暮らせる地域社会づくり

を目的に、市民が利用する機会の多

い事業者などにご協力いただき、市

内の高齢者・障がい者・子どもなど

の見守りを行っています。

行方不明高齢者などの安心ネットワーク

　行方不明になった高齢者などを早期発見・保護できる

よう、市内事業所などにより安心ネットワークを構築して

います。家族などからの捜索依頼を受け、可能な範囲で

捜索にご協力いただいています。

　国では、認知症になっても前向きに

日常生活を送れる社会を目指し、認知

症の人はもちろん、その家族への支援

も重視しながら「予防」と「共生」を両

輪とした施策を進めています。これに

沿って、本市でも認知症施策を推進し

ています。

　現在の支援や活動などを継続する

とともに、これからは認知症とその家

族を地域で支える仕組みの構築に向

けて取り組んでいきます。

　認知症になっても住み

慣れた地域で自分らし

く暮らしていけるよう

「認知症に優しいまち 

すずか」を目指して

いきますので、これ

からも皆さんのご

協力をお願いし

ます。

今回の特集に関するご意見・ご感想は

長寿社会課　地域包括ケアシステム推進室

　382-9886 　382-7607

　chojushakai@city.suzuka.lg.jp

長寿社会課　課長　真 置  寿 子
まさ     き　       ひさ      こ


