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MCI、軽度認知障害って
何でしょう

最近、マスメディアなどでよく見聞きするよ
うになりましたが、MCI（エム・シー・アイ）
というのは病気のひとつなのか、どんな状態の
ことを指すのかが今ひとつ分からない、という
方も少なくないのではないでしょうか。初回は
まずこのあたりからお話ししたいと思います。

◦MCIは認知症の前段階
2012年の厚生労働省研究班（朝田隆教授ら）

の発表では、認知症高齢者が462万人いる、と
いう一方で、このMCIが400万人いるというこ
とも衝撃的な事実として判明したのは記憶に新
しいと思います。この報道ではMCIは「認知症
予備軍」といわれました。

MCI は Mild Cognitive Impairment の 略 で、
日本語の正式名称は「軽度認知障害」です。認
知症を掲載しているアメリカのDSM-5という本
によると、MCIは、記憶障害を含む認知機能の
軽度の低下を本人や周囲の人が気付いているこ
と、認知機能低下を客観的に評価できること、
日常生活や社会生活はなんとか支障なく過ごせ
ていること、認知機能低下を生じる他の病気や
状態ではないこと、という条件を満たした「状
態」のことを指します。ここで、いわゆる「認
知症」とはどのような状態であったか対比さ
せてみましょう（表を参照）。認知症と違って
MCIは、認知機能が以前の状態から大きく（有
意に）低下していないこと、また日常生活に支
障がない、もしくは努力や工夫でなんとか自立

できている状態のことです。つまり、もの忘れ
やこれまでの様子と比べ何かおかしいが、まだ
認知症とはいえない状態のことで、いわゆる「認
知症の疑い」の段階となります。多くの場合は
この段階を経て「認知症」に至るので、よく「認
知症予備軍」や「境界型」などと言われるので
すが、これについては改めてお話しします。

◦MCIの症状とは
では、MCIにみられる症状とはどのようなも

のでしょうか。多くの方が思い浮かべるのが、
「もの忘れがひどくなった」という症状だと思い
ます。確かに、Petersen（ピーターセン）とい
う人が初めに報告した時には、もの忘れの症状
が主体で認知症が疑われるが認知症ではない、
という状態であると定義されていました。しか
し先程述べましたように、現在はもの忘れ以外
の症状があってもMCIと考えるようになりまし
た。代表的な症状は以下にお示しする通りです。

【複雑な注意力の障害】
いつもできていた家事や仕事にかかる時間が

長くなったり、間違いが多くなったりします。
そのため、何度も確認する、といった行動が出
てくることがあります。また、「ながら」仕事
が難しくなり、テレビを見ながら料理をしたり、
お友達と会話をしながら買い物を続ける、と
いったことが難しくなります。

【実行機能の障害】
手の込んだ料理や手順が何段階も必要な仕事

をこなすのに努力が必要になってきます。また
同時に２つ以上の家事や仕事をすることが難し
くなったり、途中でお客さんの訪問や電話の対
応をした後で、それまでにしていた家事や仕事
を再開することが難しくなってきます。整理整
頓が難しくなり人との会話にもついていけない
ことが増えてきます。

MCI（エム・シー・アイ）と認知症の主な違い
（DSM-5の診断基準をもとに作成）

項目 MCI 認知症

毎日の活動
自立（ただし努力
や工夫が必要かも
しれない）

援助が必要
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【学習と記憶の障害】
最近の出来事を思い出すのに苦労する

ようになり手帳やメモ、カレンダーがな
いと困るようになります。また、時に同
じ人に同じことを何度も繰り返して言う
ことがあります。また、例えばお金の支
払いが済んだかどうかといった大事なこ
とを思い出せないことがあります。

【言語の障害】
言葉が出てきにくくなり、「あれ」「それ」

ということが増えてきます。人の名前も
出てきにくいため、知っている人と話を
するときにも名前を呼ぶことを避けるこ
とがあります。

【知覚と運動の障害】
外出するときに地図を見たり人に聞い

たりする必要がでてきます。車を駐める
ことが以前より上手ではなくなり、車を
擦るような事故を起こすことがあります。
また、日曜大工、縫い物、編み物のよう
な空間的な作業に、より努力が必要とな
ります。

【社会的認知の障害】
人の表情を読んだりすることが難しく

なり、人の言うことに共感できることが
減り、活気が減ったり、落ち着きがなく
なったりします。

いかがでしょうか。私だけでなく誰で
も一度は経験されたことがあるような事
柄が含まれていると感じられたのではな
いでしょうか？ では次回はMCIを診断す
るための評価や検査方法はどんなものが
あるのかについてお話ししたいと思いま
す。 （つづく）

【プロフィール】川井元晴（かわいもとはる）
山口大学大学院医学系研究科神経内科学准教授

1996年	 山口大学医学部大学院卒業
2001年	 	山口大学大学院医学系研究科神経内科

講師
2010年	 	４月から現職	

山口大学医学部附属病院もの忘れ外来
担当医	

2011年	 	６月から「認知症の人と家族の会」	
山口県支部代表

認知症の専門医であると共に介護家族でもある

世界アルツハイマーデーの標語を
募集します

会報編集委員長就任に当たって
理事　田部井康夫

9月21日は「世界アルツハイマーデー」です。今年も
標語を募集します。奮ってご応募ください。

■応募要領
　�①1人2点以内
　②�FAXまたはEメール、同封の「会員の声はがき」の
余白に記入などで本部事務局まで。

　③締切り　5月10日　④総会で決定

■�入選作品　世界アルツハイマーデーのポスター、リー
フレットに記載します。（記念品贈呈）

■�これまでの標語　

◦第21回　2014年度　
　認知症　見守る地域に　つながる絆
◦第20回　2013年度　
　忘れても　心は生きてる　認知症
◦第19回　2012年度　
　言葉より　心により添う　認知症
◦第18回　2011年度
　認知症　あなたがつなぐ　支援の輪
◦第17回　2010年度　
　認知症　ひとりで悩まず　地域で共に

「会報」は、「家族の会」
の活動の三本柱の一つで
す。私も母の介護が終わっ
てもう15年がたちますが、
介護の渦中にある人の投稿
を読んで涙腺を刺激されて
しまうことがよくあります。私も同じ思いだった、も
し「家族の会」の輪の中にいなかったらどうなって
いただろうかと思います。
でも、介護をする人にはいろいろな思いがありま

す。つらい記事ばかりではますます落ち込んでしま
うと言う人もいれば、明るい記事ばかりで距離を感
じてしまうと言う人もいます。制度も大事だと言う
人もあれば、介護の現実から離れてしまっていると
思う人もいるはずです。それぞれもっともで、その
すべてに目配りをするのは容易なことではありませ
ん。長く委員長を務めてこられた前任の鎌田委員長
に敬意を表します。活発な委員の皆さんの協力を得
て、より頼りにされる会報を目指していきたいと思
います。よろしくお願いします。
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会員さん

からの

お便り

新潟県・Ｏさん　61 歳　女

「老い」の意味は

山梨県・Ｋさん　55 歳　女

毎日泣いていました

岡山県・Ｉさん　59 歳　女

今こそサービスをフルに
使えたらいいのに

大阪府・Ｋさん　59 歳　男

医者に行ってくれません

鹿児島県・Ｔさん　80 歳　男

イライラしては自己嫌悪に
92歳で要介護３の母を自宅で介護して

います。
忘れていく記憶、家族の名前。意識障害

などの「せん妄」によって不条理な行動を
繰り返す母に戸惑いながらも、寄り添い自
分自身の心を立て直そうとする毎日です。

自分が壊れていく毎日に恐怖や困惑する
母の姿をみながら「老い」の意味を考える
毎日です。寒さと切なさとやりきれなさが
鼻水混じりの涙となって流れる冬です。オ
ムツを取ってしまうのが、今の一番の悩み
です。

昨年は病院を３ヵ所たらい回しにされた
末、もう家に帰りたいと言う父を自宅で看
取りました。

79歳の母は父が亡くなった後、認知症が
ひどくなりアルツハイマー型認知症と診断
されました。デイサービスには行っていま
すが、私自身ギリギリの精神状態になって
しまいました。このつらさは誰にも理解さ
れず、孤独で、毎日泣いていたところ、「家
族の会」を知り、入会させていただきました。

脳血管性認知症の82歳の義母は4年前
息子を亡くし、一気に進行しました。

86歳の母は頑固がひどく、思うようにな
らないとヒステリックに騒ぐため、まわり
の者が困っております。

一緒に住んではいませんが、認知症では
ないかと思っています。他の病気でもです
が、医者に行くことをひどく嫌がるので、
受診もできず、確定していません。

家族としての対応の仕方を勉強したいと
思っています。

５年程前にアルツハイマー型認知症と診
断された妻を自宅で介護しています。

要介護３になった妻は、自宅でも部屋か
ら部屋へと回り歩き、少しもじっとしてい
ません。外に出たがり、車でのドライブで
落ち着きますが、１時間乗り回ってもまた
すぐ行きたがり、再びドライブとなるので、
ホトホト困っています。ドライブをやめた
りすると、本人はイライラします。私もつ
いイライラし、対応も荒々しくなり、本人
のイライラはますます強くなります。つい

「勝手にしろ」とほったらかしにしますと、
あわれな顔を見せますので、私もハッとな
り、病気の人なのだと反省しては自己嫌悪
に陥ってしまいます。
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三重県・Ｉさん　70 歳　女

勇気づけられました

広島県・Ｓさん　56 歳　女

心配と不安でめまいが
しそうです

四日市の「家族の会」に出席し、参加の
皆様に勇気づけられて過ごしております。

約10年近く主人の介護をしていますが、
３年位前から症状が進み、怒りっぽくなっ
たり、不安で徘徊したり、私に手を出した

私の実家の母は80歳で一人暮らしをし
ています。今年、アルツハイマー型認知症
と診断されました。近所に妹がいて、昨年
10月頃、母が近所の人とトラブルをおこし
たと知らせてくれました。妹は話がわから
ず困ったようです。父は30年ほど前に亡
くなっています。妹夫婦が相談して病院で
検査を受けさせてくれました。私は図書館
で認知症の本を借りて勉強し、それで「家
族の会」のことを知りました。

主人の両親は癌で相次いで亡くなった
ので、私の母の介護を相談するのは少々心
苦しいのですが、なんとか病気のことは話
せました。最近はテレビドラマでも認知症
の老人が登場するのでわかってくれたよう
でした。

介護の勉強は難しいし、母の介護をして
いるとめまいになるのではと、とても心配
です。母の病気は悪くなり、寝込んでしま
うのは目に見えているようで不安にもなり
ます。

現在、要介護１で小規模多機能型施設
を利用しています。事業所と相談をしてい
るのですが、まだ、グループホームは早い
と言われます。家族としては安定した生活
ができ、人との関わりも増やしてこそ、病
状の安定が図れると思っています。積極的
に日々関わる時間も物理的に困難なので、
今こそサービスをフルに使えれば良いのに
と思います。

り、怒鳴ったりすることもあってすごく悩
みました。また、失禁もありましたが、今
はリハビリパンツをはいてくれるように
なったので、失禁の心配は解決しました。
しかし、自分でする意思もあるので、失敗
もあります。今は落ち着いて過ごしてくれ
ています。

〒 602-8143 京都市上京区堀川通丸太町下ル
京都社会福祉会館内〈「家族の会」編集委員会宛〉
FAX.075-811-8188
Eメール  office@alzheimer.or.jp

お便りお待ちしています！

岐阜県・Ｎさん　40 歳　女

胸がえぐられるような
思いに

身内や周囲に現在認知症の人はおりま
せん。しかし、祖母が認知症でした。私の
存在すら忘れられてしまったことは実に悲
しかったですし、徘徊の度に夜中、明け方
と幾度となく探し回りました。

そのため心苦しい判断ではありました
が、施設へ入れることにしました。幾度と
なく足を運びましたが、徘徊するという理
由でベッドにくくられている姿を見た時
は、胸がえぐられるような思いになりまし
た。

なのに…、私はその状況でも、結局何も
できませんでした。こんな悲しくつらい思
いをしている方々が未だたくさんいるとい
うことを考えると、動かずにはいられませ
んでした。これが「家族の会」への入会
理由です。
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支部だよりにみる

「介護日誌」〜2014年暮れから正月へ〜
　　　　　　　　　　　　　� 東京都支部　Yさん

138
北

南
から

から
東京都

今回は

東京都支部版
（2015年２月号）

●2014.12.3　老健入所している妻と私　
持病のある私は、朝から倦怠感、足の

むくみで体力・歩行力共に欠如し、週2回
程の妻の施設通いも辛くなりました。時に
電話で状況を尋ね、18日振りに行き、会う
前にフロア責任者に様子を聞いた所、3日
前突然奇声を上げて落ち着かない状態とな
り、今朝も頓服的に安定剤を投与したとの
事。案じていた事が本物と知り、「なんの
連絡もなかった！」と苦情を言いつつも、
早速妻の元へ行きました。先に私の訪問を
知った妻が満面の笑みを浮かべ、身を震わ
せるような姿でおり、「申し訳ない事をし
た」と滲む涙を抑えつつ、恥じらいもなく
抱きしめてしまい、妻の激しい感情に手を
添えて個室に連れて行った程でした。
　介護する私の健康の影響

大声で訳も分からぬ事を懸命に話す態度
に、否定も出来ずにしばらくうなずきなが
ら対応を考慮。タイミングを見て『浜辺の
うた』を歌うと驚き！目を見開き・首でリ
ズムを取り・手をたたき出して一緒に歌い
ひと安心。童謡、唱歌等2 ～ 3曲歌い、お
やつの時間のよしで終了。別人のように明
るい表情に戻ってくれ安心。帰宅後電話で
様子を聞くと、笑顔を浮かべテレビを見て
いるとの事。介護する立場の自分が健康で
ないと大変な迷惑をかけてしまうと改めて
認識しました。

●2014.12.26　思いも付かぬ事態
クリスマスも終わり今年もあとわずか、

なんとなく気忙しく感じますが、何も出来
ない自分に苛立ちを覚えます。

最近妻が男を見れば、“お父さん”と呼び、
夜は就寝時間になると落ち着かずに廊下を

うろつき、係員を悩ませる。私が行くと半
分は訳の分からぬ言葉で大きな声で話す…
等、変化が生じています。

昨日病院での診断、医師が言うには
・ 環境の変化が大きな要因と考えられるの

で、当面外泊は控える
・ 頓服用として安定剤を、また寝る前に睡

眠剤を付与
したがって、今年は妻不在の正月となる、

思いも付かぬ事態です。

●2015.1.2　二人の正月
年末年始の外泊を断念しての寂しい新年

でしたが、少量ずつおせちを詰め合わせ、
施設に出掛けました。元気そうで何よりで
したが、寝る時間になってもなかなか寝付
けないということです。部屋で早速おせち
を振る舞った。一つ一つこれは何の料理だ
と聞いてみたが、首をひねり、“美味しい”
の連発、その身振りが愛おしい。最後に…、
これは？ 首をかしげるばかり、「お母さん
の名前は？」、“カズコさぁ…あぁ、カズノ
コ！”、自分の名前は記憶にあるようだ。ど
うして色々な料理を食べてもらったか分か
る？  今日は何日？  と言い唄ってみた。「も
ういくつ寝ると…お正月」。「…あ、お正月
だ」と、やっと分かってくれた。

◦妻とのお付き合い
・微笑みながら目をみつめつつ話しかけ
・腹を立てずに根気よく叱らず怒らず
・常に穏やかな態度で接する

こんな事に気をつけ、悪化する自分の持
病との闘いは気を使う。今年もこんな事の
繰り返しだろうが、決して負けはしない、
と改めて心に誓った。
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■�十分なサービスが保障されなくなる
４月からの介護報酬の下げ幅の大きさは関係者

に衝撃を与えました。一方、春闘では大幅な賃上
げなど景気の良い話ばかりが報じられています。
その落差の大きさは驚くばかりです。今の政治が
介護の世界をいかに低く見ているか、これほど端
的に示した例はありません。これでは介護の現場
で働く人の確保はますます難しくなり、十分な介
護サービスが保障されない恐れがあります。働き
手の不足によりもっとも打撃を受けるのは介護が
必要な利用者と家族です。この報酬改定は、利用
者、家族の今後の生活に大きな不安を与えました。
これが今回の報酬改定の一番の特徴です。

■�運営に行き詰まる事業所が出てくる
もちろん、報道で強調されているように報酬引

き下げは、事業者にとっても大打撃であることは
言うまでもありません。新オレンジプランで重視
されるはずの認知症にかかわるサービスも例外で
はありません。グループホームが、介護度に応じ
て46単位～ 52単位／日（１ユニットの場合）、認
知症デイが、同じく51単位～ 72単位／日（単独
型の場合）と大幅に引き下げられています。これ
ではやっていけないという悲鳴に似た声も聞きま
す。特に個性的で丁寧な介護を実践してきた小規
模の事業所が運営に行き詰まることが懸念されま
す。加算がとれる大きな事業所だけが生き残るこ
とは利用者の選択の幅を狭めてしまい決して良い
ことではありません。

■�制度の持続を困難にする
今回の改定は、介護保険制度を持続可能な制度

とすることが目的でした。そのために、利用料２
割負担の導入や補足給付の厳格化など利用者負

担が増え、中重度者への対応強化とサービスの適
正化、効率化を理由に介護報酬が引き下げられま
した。では、これによって目的とした制度の持続
可能性は高まるのでしょうか。働き手不足で介護
サービスは十分に保障されず、限られたサービス
も重度になるまで利用できない。利用するにも富
裕層ではなくても２割負担が求められる。こうい
う制度を誰が信頼し、一生懸命支えようと思うで
しょうか。私には、今回の改定は制度の持続をま
すます難しくすると思えてなりません。

■�総合事業に対する懸念は消えない
もう一つの目玉は、要支援者の通所介護と訪問

介護の４月から始まる市町村の総合事業への移行
です。多様なサービスが受けられるようにするこ
とが移行の理由ですが、2015年度中に移行するの
は114市町村に止まっています。同額を確保する
とされる財源には上限が設けられています。また、
今回の改定で大きく引き下げられた報酬を元に料
金が決められます。そのため要支援者を対象外と
する事業所も出ています。申請の際「基本チェッ
クリスト」が使われ、認知症の人が要介護認定を
受けられない可能性もあります。「要支援はずし」
ではないかとの「家族の会」の批判はむしろ現実
味を帯びてきています。

今回の改定を、介護保険制度の信頼を失わせる
大きな曲がり角としないために、しっかりと取り
組んでいくことが求められています。

利用者に不安を与えた
介護報酬改定

介護保険・社会保障情報 上 「家族の会」理事　田部井康夫
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2月7日、天童市のつどいが、介護者、看取り終えた方、
行政等の21名で開かれました。参加者から色々な思い
が話され、元看護師さん、民生委員さんから専門的なア
ドバイスがありました。市から認知症事前登録支援者事

業「うまく見守る」が実施されるという報告がありまし
た。参加者から「認知症は明日は我が身これからの生き
方に活かしていきたい」「認知症の家族を守り続ける力
を頂き安心感が生まれた」、さらに看取り終えてまだ日
の浅い方から「一歩外に出て話のできる友達づくりのお
手伝いができたらうれしい」等の感想がありました。

山形県
支部「認知症の家族を守る力」を

いただき安心

「ケアでつながる地球家族」「ケアでつながる地球家族」
国際交流委員会発国際交流委員会発

■母は私の癒しです
今月はADI の会報に掲載された、南米ペルーに住むリリー

さんの介護体験記を紹介します。
遠く離れた町で一人暮らしをしていた母親を訪ねたリリ―さ

んが、何かおかしいと気づいたのは4年前のことでした。身な
りを気にしない、薬の飲み忘れ等々。認知症のことをまったく
知らなかったリリーさんは、年のせいだろうと自分に言い聞か
せ、母親の近くに住む姉たちに、世話を頼みました。しかし、
姉たちは「そんな暇はない。心配のし過ぎだ」と取り合ってく
れませんでした。リリーさんは心配しながらも自宅に帰り、そ
の後2年間、遠距離介護を続けていました。そんなとき、義理

の妹から「義母さんが、お金を取られ
たといって興奮し自分で頭をたたいて
いる」と電話がありました。リリーさ
んは、とんで帰り病院に連れていきま
したが、1ヵ所目では“年のせい”と
いわれビタミン剤の処方だけ、2ヵ所目は、糖尿と高血圧の診
断のみ、やっと3ヵ所目で、アルツハイマ―の診断を受けまし
た。リリーさんは、母親を引き取りましたが、病状はどんどん
進んでいます。リリーさんは「私が疲れて泣いていると、母は
私をやさしく抱きしめてくれます。一生懸命に育ててくれた母
のためにできる限りのことをしたい。そして、いい介護ができ
るようにもっと認知症の勉強をしたい」と語っています。

遠く離れた南米のペルーでも、家族の気持ちは同じ。2017
年の国際会議がこんな家族の気持ちを分かち合う機会になれば
と考えます。 （国際交流委員　鷲巣典代）

ペルーの巻

県支部では2月8日「こすもすの会」を宮崎市「鶴乃家」
で開催しました。若くしてご主人を亡くし戸惑いながら
も努力し受け入れた方、3年経ってようやくその思いが
話せるようになった方など6名が参加されました。「こ

すもすの会」では当事者同士でなければ解らない虚しさ、
淋しい気持ちを共感しながら話し合っています。そして
残されたご家族がよい思い出を持って明るく前向きな生
活ができるお手伝いができることを「こすもすの会」は
願っています。次回、看取り終えた人のつどいは「オレ
ンジカフェみやこんじょ」で開催、お待ちしています。

宮崎県
支部「こすもすの会」(看取り終えた人の会)

会員に「１名の会員増を」と呼びかけた世話人会は、
自分たちは１人が３名を増やそうと申し合わせました。
すぐに坂井地区の世話人から１名増の報告。刺激され
たＳ世話人は、実母の介護を妻に任せっぱなしの友人

を訪問、自分を反省するためにと入会を快諾してもら
いました。続いて母親を介護中の友人、お世話になっ
ている専門職にも声をかけ、３名の目標を達成しまし
た。専門職の方は「入会しようと思いつつ、忘れていた」
ということでした。欲を出して民生委員の友人にも挑
戦。入会には至らなかったが良い感触だったそうです。

福井県
支部会員に会員増を呼びかけた

世話人会の決意

「支えること、支えられることの垣根をなくす」をテー
マに若年認知症の人たちを中心にした働くことへのチャ
レンジについてのリレー報告がありました。また厚労省
から全国若年認知症の取り組み状況調査で鳥取県が第3

位との報告があり、助言者から「頑張っていますね」と
褒めて頂き感激しました。これは「にっこりの会」をは
じめとする県支部の様々な活動、若年認知症ネットワー
ク会議の取り組みの成果ではないかと思います。「にっ
こりの会」はこれからも生活を支えられるネットワーク
づくりにチャレンジしていきます。

鳥取県
支部「全国若年認知症フォーラムIN滋賀」

に参加して

©ADI
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宮城◉5月7日㈭ 午前10:30〜午後3:00／翼
のつどい→泉社会福祉センター
◦5月21日㈭ 午前10:30〜午後3:00／翼の
つどい→泉区南光台市民センター
山形◉5月16日㈯ 午後1:00〜3:00／置賜・
本人のつどい→置賜総合文化センター（米
沢市）
埼玉◉5月27日㈬ 午前11:00〜午後1:00／
若年のつどい・大宮→大砂土ふれあいの里
神奈川◉5月10日㈰ 午前11:00〜午後3:00／
若年性本人・家族のつどい→ほっとぽっと

◦5月22日㈮ 午前11:00〜午後3:00／若年
性認知症北部のつどい→新栄ケアプラザ
富山◉5月9日㈯ 午後1:30〜3:30／てるて
るぼうずの会→サンフォルテ
岐阜◉5月17日㈰ 午前11:00〜午後3:30／
各務原市のつどい→ニッケかかみ野苑
◦5月24日㈰ 午前11:00〜午後2:00／岐阜
市のつどい→アルト介護センター長良
静岡◉5月12日㈫ 午前10:00〜午後1:00／
若年性のつどい→富士市フィランセ
滋賀◉5月13日㈬ 午前10:00〜午後2:00／
ピアカウンセリング→成人病センター職員
会館
鳥取◉5月9日㈯ 午前11:00〜午後3:00／西

部にっこりの会→米子市・まちなかカフェ
わだや
◦5月27日㈬ 午前11:00〜午後3:00／中部
にっこりの会→倉吉市・かふぇとまと
広島◉5月23日㈯ 午前11:00〜午後3:30／
陽溜まりの会西部→廿日市市あいプラザ
長崎◉5月12日㈫ 午後1:30〜3:30／若年性
認知症の人と家族の会→させぼ市民活動交
流プラザ
◦5月16日㈯ 午後1:30〜3:30／若年性認知
症の人と家族の会→諫早市市民センター
熊本◉5月2日㈯ 午後1:00〜3:00／若年期
認知症のつどい→県認知症コールセンター

（ステラ上通ビル）

交流の場
（詳細は各支部まで）

今月からサブタイトルを変更し、リニューアルした本人登場です。今回か
ら2回は、杉野さんです。2017年に開催する世界アルツハイマー病協会国
際会議の組織委員としても新たな活動の幅を広げられます。去る2月1日に
は、京都式認知症ケアを考えるつどいでご登壇され、自らの思いを発言しま
した。今回は診断された頃のことから現在までの日々をご紹介します。
� （編集委員　鈴木和代）

杉野文篤さん（61歳・京都府支部）

大学の事務局長をしていた58歳の時に、ア
ルツハイマー型軽度認知障害と診断されました。
診断を受けた時から職場には病気のことを隠さ
ず話しました。「漢字は読めるのに、いざ書こう
と思ったら書けない」という症状は、今でも困っ
ていることの1つです。漢字が書けないことは、
予想以上に仕事や生活に支障がありました。

やがて仕事を続けるのがきつくなり、夜も眠
れないくらい悩みました。ついに辞めることを
決意し昨年度末に退職しました。仕事を辞めて
すぐは、どうしたらいいのか分かりませんでし

た。せめてヨーロッ
パ旅行に行きたいと
思い、パスポートの
更新手続きに行きま
したが、自分の名前
が以前のように漢字
で書けないため更新
ができず、「俺はもう

終わったな…」と大変ショックを受けました。

最初に診断を受けた病院では、つらい思いをし
ました。少しでも役に立ちたいという思いで受け
た治験も、自分にとって良いことはありませんで
した。病態的な説明ばかりで、診察時間は15分
に限られるなど、希望が持てることはありません
でした。この時期は、夫婦間でも病気の話題を避
けるほど精神的にギスギスしていました。

このままではダメだ、と思った妻・由美子さ
んは受診先を変える決意をし、まずは京都市が
月に1回開催しているオレンジサロンへ夫婦で
参加しました。そこで勧められたのが今の受診
先で、それがすごく良かったのです。スタッフ
の皆さんが優しくて、私達に集中してくださっ
ている感じで、心が癒されました。前向きになっ
て、周りにも積極的に病気のことを話せるよう
になりました。� （つづく）

▶ 次号では、杉野さんの現在の生活の様子を中心にお
伝えします。

診断されたころ

退職を決意して

今の病院との出会い

希望が持てなかった時期

取材のために京都駅まで来てく
ださった杉野さん（左）と
由美子夫人（右）

No.

119

本人登場リニューアル!
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