
 

糖尿病患者様は、アルツハイマー病にかかりやすい！ 

 

その原因および、その予防・治療方法を詳しく教えます。 

 



認知症の初期症状チェック 
【採点法】 

ほとんどない･････０点 

ときどきある･････１点 

ひんぱんにある･･･２点 

 １ 同じ話を無意識に繰り返す     点 

 ２ 知っている人の名前が思い出せない     点 

 ３ 物のしまい場所を忘れる     点 

 ４ 漢字を忘れる     点 

 ５ いま、しようとしていることを忘れる     点 

 ６ 器具の説明書を読むのを面倒がる     点 

 ７ 理由もないのに気がふさぐ     点 

 ８ 身だしなみに無関心である     点 

 ９ 外出をおっくうがる     点 

１０ もの(財布など)が見当たらないことを他人のせいにする     点 



【評価】  

●０～８点・・・正常 

   

●９～１３点・・・要注意  

  

●１４～２０点・・・病的(認知症の始まり？) 

医師の診察を受けましょう 



質問１ 
 

あなたは“認知症” 
という言葉を聞いた 
ことがありますか？ 



痴 呆 

認知症 

▶非常に差別的 

▶侮蔑的 

▶尊厳を欠く表現 

▶実態を正確に表していない 

▶早期発見･早期治療等の支障となる 



質問２ 
 

家族や親戚に認知症に
なってしまった方、そ
の可能性がある方はい
ますか？ 



 

 

疫学 

 
 ・日本の総人口‥約1億2700万人 
 
 ・うち65歳以上‥約2822万人（約22%） 
  ＜5人に1人以上は、65歳以上＞ 
  後期高齢者（75歳以上） 
   →平成22年4月には、1392万人 
    ⇒ 国内の認知症患者は約220万人 
 
・2005→2020年の間に 
  ・総人口は1割ほど減少、 
  ・70歳以上の高齢者はほぼ倍に増加。 
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＊％は65歳以上の高齢者人口に対する割合 
平成17年1月の「日本の将来推計人口」をもとに、平成18年に大塚が推計したもの  

（大塚敏男：日本における認知症性老人数の将来推計、平成9年の「将来推計人口」をもとに.） 

認知症を有する高齢者の将来推計数 
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２ 認知症とは 

認知症とは、いろいろな原因で脳

の細胞が死んでしまったり、働き

が悪くなったためにさまざまな障

害が起こり、生活するうえで支障

が出ている状態(およそ６ヶ月以上継続)

を指します。 



認知症による記憶障害 加齢によるもの忘れ 

体験のすべてを忘れる 体験の一部を忘れる 

もの忘れの自覚がない もの忘れの自覚がある 

親しい人やよく行く場所が 

わからなくなる 

親しい人やよく行く場所は 

忘れない 

性格に変化がある 性格は変わらない 

自分の今いる場所や 

時間がわからなくなる 

自分の今いる場所や 

時間がわかる 

認知症ともの忘れの違い 



 日本醫事新報. No4074（2002年5月25日） 

「認知症による記憶障害」と 
 「加齢による記憶障害」の違い  

体験の流れ 

記憶の帯 

抜け落ちる 

体験の流れ 

記憶の帯 

健康なもの忘れ 

認知症によるもの忘れ 

加齢によるもの忘れ 



主な認知症の種類 

⑴アルツハイマー型認知症 

⑵血管性認知症  

⑶レビー小体型やパーキンソン病症状を伴う 

  認知症  

⑷前頭側頭型認知症 （≒Pick病） 



ただ大半は、 

①アルツハイマー型認知症 

   原因不明の神経細胞の脱落（神経疾患） 

    

②血管性認知症 

   梗塞・出血にて脳細胞に損傷（血管の病） 

    



アルツハイマー型 脳血管性 

脳の神経細胞が 
 
▶ゆっくりと死んでいく 
 
▶びまん性(※)に死んで 
 脳が萎縮する 

(※)すみずみにまで広がる 
❉女性に多い 
 

❉全般的に症状がある 
 
❉記憶障害が強い 
 
❉新しいことが覚えにくく、判断力、思 
 考力も徐々に低下 
 
❉知的能力だけではなく感情面や意思の 
 面にも変化がある 
 

❉末期近くまで歩くことができる 
 
❉発症を予防することは難しい 
 
❉早期であれば進行を遅らせることができる 

脳の血管が詰まったり 
 破けたりして 
  一部の細胞が死ぬ 

❉男性に多い 
 
❉一日のうちや日によって症状の変動が 
  大きい 
 
❉できることとできないことの差が大きい 
 
❉記憶力、判断力の低下 
 
❉思考力障害が現れる 
 
❉初期から手足の動きが悪くなることが多い 
 
❉感情面はその人らしさが保たれる 
 
❉進行性の病気ではないため回復可能 
 



⑴アルツハイマー型認知症 

 1907年にアルツハイマー氏により初めて報

告。（認知症全体の50～60％） 

＜特徴＞ 

 Ⓐ 脳神経細胞の脱落・変性→脳萎縮 

 Ⓑ 老人斑、神経原線維変化の出現 

 Ⓒ 神経伝達物質の異常 





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 



Ⓒ 神経伝達物質の異常 

 神経伝達物質の異常は、認知症の発現に深く 

 関与していると考えられる。 

 特に初期には、記憶の働きに関わるアセチル

コリンの減少が明らかにされている。 



  

アセチルコリンが減少すると脳全体の活動性が低下する 

マイネルト基底核 
海馬 

ブローカ対角帯 

中隔核 

 前頭葉  

 頭頂葉  

 後頭葉  



  
アルツハイマー病の病態  

加齢 

認知症 

神経細胞の脱落・変性 老人斑 神経原線維変化 

アセチルコリンなどを分泌する神経細胞の機能低下・細胞死  



【治療】 

 根本的な治療薬はない。 

 ① アセチルコリンエステラーゼ阻害剤 

 ② NMDA受容体拮抗薬 

 ：神経伝達物質であるアセチルコリンの働き

 を高め、症状の進行を抑制する。 



⑵血管性認知症 

認知症全体の約20～30％ 

脳梗塞の多発によるものが大部分（70～

80％）を占める。脳血管障害により脳の血流

量や代謝量が減少し、その程度や範囲により、

認知症の程度が変わる。 



血管性認知症の画像 

（左：健常者、右：血管性認知症） 



血管性認知症の症状の特徴 

 障害された部位によって症状は異なり、めまい、

しびれ、言語障害、知的能力の低下等には 

 むらがある。 

 『まだら認知症』（＝記憶力の低下が強いわり

には判断力や理解力などが相対的によく保たれ

ている）がよくあり、自分の障害は認知して 

 いることが多い。 



血管性認知症の薬物治療 

高血圧、糖尿病、高脂血症などのコントロール、

抗血小板剤の投与にて、脳梗塞などの再発予

防により、認知症症状の進行抑制を目指す。 



認知症の症状 

（中核症状） 
  記憶障害 

（周辺症状） 

せん妄 

脱抑制 

自発性減退 

幻覚 

妄想 

性格変化 

興奮 

うつ状態 

不安・不眠 



必ず見られる症状（中核症状） 

❉見当識とは現在の年月や時刻、自分がどこに 

  いるかなどの基本的な状況を把握すること 

 

❤時間や季節の感覚がない 

❤迷子になったりトイレの場所がわからない 

❤家族がわからない 

見 当 識 障 害 



必ず見られる症状（中核症状） 

理解・判断力の障害 

失 認 

失 語 

失 行 

❤品物などが何かわからない 

❤物や人の名前が出てこない 

❤服の着方や道具の使い方がわからない 

❉考えるスピードが遅い 
❉二つ以上のことが重なるとうまく処理できない 

❉些細な変化、いつもと違うできごとで混乱しやすい 

❉観念的な事柄と現実的、具体的事柄が結びつかない 



必ず見られる症状（中核症状） 

❤段取りや計画が立てられない 

❉周囲からの刺激や情報に対して正しい解釈ができない 
 

❤その場の状況が読めない 
❤急に怒りだす 

実 行 機 能 障 害 

感 情 表 現 の 変 化 



しばしば見られる症状（周辺症状） 

❤財布や物が盗まれたと言ったりする 

不眠・妄想 

❤納得がいかないことがあると大声を 
   上げたり手を挙げたりする 

暴力・暴言 

❤入浴や着替えなどの介護を嫌がる 

介護の拒否 

❤食べられないものでも口にする 

異   食 

❤気分が沈んで晴れ晴れしない 

抑うつ状態 

❤何か探したり、居心地が悪かったり 

  などの原因で動き回る 

徘   徊 

❤いらいらして落ち着かない 
❤１人で落ち着いていられない 

不   穏 

❤現実にはないものを見たり聞いたと 
  いう 

幻   覚 



糖尿病性合併症について 

糖尿病性認知症 



2007年Asahi.comより 

糖尿病患者は、がんやアルツハイマー型認知症の発症率が高い 



＝加齢現象とは無関係に、1型、または、2 型糖尿病患者に発症する中枢神経合併症 

      

          症状: 

• 記憶障害 

• 学習障害 

• 認知障害 

• 痴呆 

  

糖尿病性認知症とは何か? 

糖尿病性認知症 



1. アルツハイマー型認知症 

病因:  

• 脳内のインスリン不足 

• 脳内のインスリン作用障害 

• 高血糖による脳内の酸化ストレスの亢進 

 

 海馬領域の中枢神経細胞アポトーシスの亢進 

糖尿病性認知症 

   
             

2. 脳血管性認知症  

病因:  

• 脳虚血性疾患 

 



インスリン 

糖とりこみ 

(肝臓, 脂肪, 骨格筋) 

細胞死を防ぐ 

(脳神経細胞, 網膜細胞, 血管内皮細胞) 

インスリンには、細胞死を抑制する重要な働きがある 

糖尿病性認知症には、インスリンが密接に関係する 



視床 

扁桃体 

海馬 

脳内のインスリン 
受容体の局在 

脳内のインスリンの重要性について 

• 膵臓から分泌されたインスリンは、血液脳関門や、脳室周囲器官を
通って脳内に入る 

脳内インスリンは、神経細胞アポトーシス亢進を抑制し、               
認知・記憶障害の進展防止・改善に貢献している。 



Okouchi, Antioxid Redox Signal, 2007 

IDE 
インスリン 

-アミロイド 

IRS↓ 

PI3K↓ 

Akt↓ 

-sAPP          

-アミロイド release 

IDEsynthesis↓ -アミロイド↑ 

GSK-3↑ GSK-3↑ 

-secretase↑ 
Tau phosphorylation↑ 

Apoptosis↑ 

Insulin receptor 

糖尿病とアルツハイマー型認知症が関連するのは、脳内で、             
インスリンと-アミロイドの作用が、密接に関係しているからである 

インスリン 

-アミロイド↑ 



糖尿病とアルツハイマー型認知症の因果関係 ２  

BACE: Amyloid precursor protein  

             (APP)の切断酵素 

RAGE: advanced glycation  

     endproducts (AGE) の受容体 

             -amyloidの脳内移送を促す 

IDE: insulin degrading enzyme 

LRP: LDL receptor. related protein  

            -amyloidの脳からの排出を促す 

糖尿病 



糖 尿 病 

発症機序 

脳梗塞 潜在的脳虚血 
AGEs                

酸化ストレス 

アミロイド     
代謝の破綻    
（IDEの減少） 

動脈硬化 微小血管病変 糖毒性 インスリン 

脳の病理学的変化 

脳血管性病変 加齢による変化 アルツハイマー病様変化 

認知症 

遺伝的素因    

糖尿病と認知症の関係 

Biessels GJ, Lancet Neurol, 2006 

他の生活習慣病     
薬物治療     



５ 早期診断・早期治療の重要性 

◆治る病気や一時的な症状の場合がある 
◆早い時期に受診することのメリット 
   薬で進行を遅らせる 
   健康な時間を長くする 

◆脳血管性認知症の場合は進行を止められるこ 
 ともある 
◆精神症状には原因や状況に応じた療法が必要 
◆現状では根治治療は難しいが、進行を遅らせ 
 る薬が開発されている 
◆本格的な治療薬の開発が進んでいる 
◆認知症の経過・症状は人によって違うので専 
 門家との信頼関係を築くことが大切！！ 



アルツハイマー病の客観的診断方法 

1. バイオマーカー 

A) 画像診断 

• MRI 

• アミロイドPET 

• SPECT 

B) 髄液検査 

2. 認知症テスト  

• MMSE (Mini-Mental State Examination) 

• HSD-R (改訂長谷川式簡易知能評価スケール） 







海馬領域の障害・萎縮 

側頭葉領域の障害・萎縮 

前頭葉領域の障害・萎縮 



扁桃体 

海馬 

MRI image  

糖尿病では、健常人に比べて、海馬や扁桃体の萎縮
や神経細胞死が亢進している 

糖尿病患者では、海馬、扁桃体にApoptosisが起きる。 

den Heijer T, Diabetologia, 2003 



アルツハイマー型認知症の画像的診断 (MRI) 

VSRADによる海馬領域の脳萎縮の客観的判定 

 
早期のアルツハイマー型認知症 (AD)では、記憶に密接に関係する海馬や
海馬傍回の萎縮が起こると報告されていることから、早期AD診断支援シス
テム (VSRAD)による画像統計解析処理を使用する事により、健常者と比
較して、患者の海馬や海馬傍回の萎縮の程度を数値化して客観的に判定
できる。 

海馬傍回の萎縮の程度 （Z-score) 

0~1: 萎縮はほとんど見られない 

1~2: 萎縮がややみられる 

2~3: 萎縮がかなり見られる 

3~  : 萎縮が強い 

松田博史 埼玉医科大学病院 核医学診療科教授  



健常者 

アルツハイマー型                
認知症  

健常者とアルツハイマー型認知症患者のVSRAD画像 

松田博史 埼玉医科大学病院 核医学診療科教授  



アルツハイマー病の原因物質であるβアミロイドは、   
画像診断 （アミロイドＰＥＴ)で診断できるようになってきた 





食後高血糖、高インスリン血症、インスリン抵抗性が、   

糖尿病性認知症を発症率を高める （久山町研究） 

Matsuzaki T., Neurology 2010;75;764-770 



β-amyloid存在下では、100～300mg/dlの血糖変動域から 
外れると海馬の脳神経細胞はアポトーシスを起こす。 

Wang X, Exp Gerontol. 2010 



D'Amico M, J Exp Gerontol. 2010  

DPP-4阻害剤により、記憶・学習障害は改善する。 



どちらが合併症を進行させやすいでしょう? 

Del Prato S:Int. J. Obesity,26(Suppl3),S9-S17,2002. 

HbA1Cが同じでも・・・・・ 

HbA1C：6.5% 

200 

100 

血糖値
(mg/dl

) 



食後高血糖の抑制が重要                             
 食後2時間血糖値を140mg/dL以下に維持する  

      （IDF（国際糖尿病連合）ガイドライン） 

食後高血糖 ⇒ 酸化ストレス亢進 ⇒ 糖尿病性合併症 

•Glucose spike 

•Glucose fluctuation 

•細小血管合併症 

•大血管合併症 

•認知症 

•膵癌 

•α-GI  

•グリニド製剤  

•Insulin 【特に超速攻型】 

•GLP-1 

(Abbatecola AM, Neurology. 2006)  

(Paolisso G , Diabetes Metab. 2003 )  

治療法                             

(Susan M, JAMA. 2008)  



アルツハイマー型認知症を含む合併症にならないために、 

血糖コントロール （HBA1c と共に 食後血糖）を改善しましょう 

220以上 180～220未満 
140～180 

        未満 

80～140 

      未満 

  食後2時間血糖値 

          （mg/dL） 

160以上 130～160未満 
110～130 

        未満 

80～110 

      未満 
     空腹時血糖値 
           （mg/dL) 

6.5～8.0未満 

8.0以上 

7.0～8.0 

      未満 

6.5～7.0 

      未満 5.8～6.5 

      未満 
5.8未満     HbA1c（％） 

不良 不十分 
不可 

可 
良 優 

コントロールの評価とその範囲 

指  標 

（日本糖尿病学会編集：科学的根拠に基づく糖尿病診療ガイドライン，2004 ） 

・血糖コントロールの指標と評価 



糖尿病性認知症の期待される治療法について 

1. GLP-1（インクレチン） 



Regeneration of CNS 

• For more than 100 years since 1900                                                          

 - CNS never regenerate (Cajal) 

 

• 1990’s                                                                                               

 - Neural regeneration in adult mammals 

• 1998 (Gage’s group: Nature Medicine)                                

 - Neural regeneration in adult human hipocampus 

• 2001 (Rhe’s group: Nature neuroscience)                                            

 - Retinal regeneration from Müller cells in the chick retina 

• 2004 (Ooto, Takahashi et al: PNAS)                                                              

 - Retinal regeneration in adult mammals retina  

Cajal 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Cajal-mi.jpg


db/db 

db/db                  

+Exen 

db/db 

+saline 

db/db                  

+Lira 

GLP-1（exenatide, liraglutide)は、糖尿病マウスの                              
海馬歯状回の神経幹細胞を増加させる。 

Hamilton A , J Neurosci Res. 2011  



GLP-1（exenatide, liraglutide)は、糖尿病マウスの                              
海馬歯状回の神経新生を促進させる。 

Hamilton A ,             

J Neurosci Res. 2011  



GLP-1は、認知・学習機能を改善させる。 

Porter DW,  Diabetes Obes Metab. 2010  



Drucker DJ: Cell Metab 3, 153-165,  2006 
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吸入インスリンのアルツハイマー型認知症 

に対する有効性の報告について 





アルツハイマー病・MCIに対する 

経鼻インスリン臨床トライアルで効果 

 •  Craft らが、経鼻インスリン21日間の投与による、MCI、アル

ツハイマー病初期の認知機能促進、日常生活機能改善を示した。 

•  109名のＭＣＩ、アルツハイマー型認知症に対して、プラセボ、

経鼻インスリン 20 or 40 IU連日投与 

•  20 IU投与群（1日2回10ＩＵずつ）で、有意にプラセボ比較で

delayed story recall の改善を認めた。また、Dementia Severity 

Rating Scale測定機能状態の改善も認めた。delayed memory 

recall改善は、インスリン治療終了後も2ヶ月経過後も継続した。 

• 記憶、機能状態改善のあった、インスリン治療15名で、脊髄液

採取同意を得て、biomarker profile検査し、CSF tau/Aβ42の低下

が観察された。 

AAICAD （Alzheimer‘s Association International Conference on Alzheimer’s Disease） 2010 





６ 認知症の予防 

アルツハイマー型 糖尿病>高血圧･高脂血症など 

脳 血 管 性 糖尿病･高血圧･高脂血症など 

◆発症のリスクを減らす 

◆脳の活性化を図る 

脳を使わないこと(廃用)は 

  認知症を加速させてしまいます 



認
知
症
を 

招
き
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す
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脳
卒
中
の
三
大
危
険
因
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高 血 圧 
✿食塩の摂取量を減らす 
✿野菜や果物を積極的にとる 
✿定期的に血圧測定を 

高脂血症 
✿脂肪をとりすぎない 

✿肉より魚を多めに食べる 

糖 尿 病 
✿肥満を解消する 
✿からだを積極的に動かす 
✿年に一度は健診を受ける 

認知症の危険因子(影響因子)に注意しましょう 

肥 満 
運動不足 

飲 酒 

喫 煙 心疾患 

高脂血症 

高血圧症 

認知症 



アルツハイマー型認知症の 
危険因子(影響因子)に注意しましょう 

❀食生活の面でアルツハイマー型認知症の 
 抑制因子として注目されているのは･･･ 

不飽和脂肪酸 

[ＤＨＡ,ＥＰＡ] 
魚に多く含まれる 

抗酸化作用 

野菜や果物に含まれるビタミンＥ,ビタミンＣ,β
カロテン 

赤ワインに含まれるポリフェノール（レスベラト
ロール） 

毎日の 

 生活習慣は 

とても重要です 



アルツハイマー型認知症の 
危険因子(影響因子)に注意しましょう 

❀社会的ネットワークが重要 
■電話をかけない 
■友人や親族を訪ねることがない 
■滅多に外出しない 
■社交的ではない 
■友人の訪問がない       など 

❀運動面では、有酸素運動が効果的 
■有酸素運動は、認知症と関係の深い前頭葉や 
 海馬の血流や代謝をよくする。 
■高血圧やコレステロールのレベルを下げる効 
 果がある。 



◆認知症の原因 

毎日の生活習慣を見直しましょう 

一時的要因 脳の老化や脳血管障害 

＋ 

二次的要因 

精神的要因 
過度の疲労や不安、抑うつなどは認知
症の原因に。頑固で自己中心的な性格
も認知症になりやすい。 

身体的要因 
偏った食生活や運動不足は、生活習慣
病や心身の老化を招き、認知症の原因
になる。 

環境要因 
転居、退職、親しい人との離別といっ
た環境の急激な変化も認知症の進行に
影響がある。 



毎日の生活習慣の見直しのポイント 

１ 食生活 

２ 運動 
   (体･手･頭･口を使おう) 

３ こころを元気に 



バランスよく食べて認知症を予防しよう 

皿
の
数
が
少
な
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ま
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認知症を予防する食事のヒント チェック欄 

１ 良質のたんぱく質を十分とっている 
魚、肉、卵、大豆製品などの良質のたんぱく質は、血管をじょうぶにして脳卒中を防ぎます。 

 

２ 食塩のとりすぎに注意している 
食塩のとりすぎは高血圧をまねきます。 

１日１０㌘未満を目標に、しょうゆ、みそ、漬物を減らす工夫をしましょう。 

３ 欠食や偏食はしていない 
食事を抜いたり、主食(糖質)を極端に減らすと、脳のエネルギーが不足してしまいます。 

１日３食きちんととりましょう。 

４ カルシウムを積極的にとっている 
カルシウムが不足すると骨折しやすくなり、骨折が寝たきりや認知症をまねくこともあります。 

牛乳や乳製品、小魚、海藻などを積極的に食べましょう・ 

５ 動物性脂肪を控えめにしている 
肉の脂身などの動物性脂肪のとりすぎは動脈硬化の原因に。 

動物性脂肪３：植物性脂肪４：魚の脂３の割合が理想的です。 

６ よくかんで食べている 
年とともに飲み込む力が弱くなるので、よくかんでゆっくり味わうようにしましょう。 

かむことは脳への刺激にもなります。 



からだを動かして認知症を予防しよう 

からだを動かす 

筋肉の衰えを防ぎ 

骨をじょうぶにする 
血液の流れをよくし 

動脈硬化を防ぐ 
脳のさまざまな部分

が刺激される 

寝たきりを予防する 脳の血管を守る 脳の老化を抑える 

認知症を予防する 



今よりからだを動かすヒント 

●食事のしたくや後片付けをていねいにする 

●こまめに掃除をする 

●庭木の手入れをする 

●散歩や買い物で、なるべくたくさん歩く 

●軽い体操を習慣にする 



からだを動かして認知症を予防しよう① 

出典:余暇問題研究所「シニア世代のための心も体もすっきり体操」を改変/ミネルヴァ書房 



からだを動かして認知症を予防しよう② 

出典:余暇問題研究所「シニア世代のための心も体もすっきり体操」を改変/ミネルヴァ書房 



手を動かして認知症を予防しよう 

●楽器を演奏する 

●陶芸や工芸をする 

●料理をする 

●文章を書いたり短歌や俳句をつくる 

●絵を描く 

積極的に手を使うヒント 



手を動かして認知症を予防しよう① 

出典:余暇問題研究所「シニア世代のための心も体もすっきり体操」を改変/ミネルヴァ書房 



手を動かして認知症を予防しよう② 

出典:余暇問題研究所「シニア世代のための心も体もすっきり体操」を改変/ミネルヴァ書房 
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頭を働かせて認知症を予防しよう 

●いろいろなことに興味をもつ 

●人間関係を広げる 

●体を動かす 

●日記や手紙など文章を書く 

●短歌や俳句に親しむ 

●囲碁や将棋をする 

●楽器を演奏したり歌を歌う 

●ボランティアに取り組む 

頭の働きをよくするヒント 



よく噛んで認知症を予防しよう 

口のトラブル 

糖尿病 
動脈硬化 

肺 炎 

ＱＯＬ 
低 下 癌 

し み 
たるみ 

認知症 

よく噛んで食べましょう 

よく噛んで唾液を出すと脳が活性化します 



こころを元気にして認知症を予防しよう 

●プラス思考の生活をする 

●いやなことは忘れる、思い出さない 

●過去や他の人と比較しない 

●自ら老け込まない 

●いつでも「今が自分の適齢期」と思う 

●友達をつくる 

●異性との付き合いも大切にする 

●おしゃれや化粧に気を配る 

こころを元気にするためのヒント 



◆認知症になりやすい人･なりにくい人 

認知症になりやすい人 認知症になりにくい人 

がんこで、自己中心的 性格 明るく柔軟 

非社交的で 

家に閉じこもりがち 

人間
関係 

社交的で外出好き 

新聞や本は 

ほとんど読まない 
情報 

ニュースや 

新しい情報に敏感 

熱中できるものがない 趣味 趣味や生きがいがある 

喫煙者で酒量が多い 
酒･
煙草 

たばこは吸わず 

酒は適量を守っている 



認知症予防10か条 

１  塩分と動物性脂肪を控えたバランスのよい食事を 
 
２  適度に運動を行い、足腰を丈夫に 
 
３  深酒とたばこはやめて、規則正しい生活を 
 
４  生活習慣病(高血圧･肥満など)の予防･早期発見･治療を 
 
５  転倒に気をつけよう、頭の打撲はぼけを招く 
 
６  興味と好奇心をもつように 
 
７  考えをまとめて表現する習慣を 
 
８  細やかな気配りをしたよい付き合いを 
 
９  いつも若々しく、おしゃれ心を忘れずに 
 
10 くよくよしないで明るい気分で生活を 



認知症予防 
 

レクリエーション 



きいろ みどり あか  みどり あお 

 

あか  きいろ あお  あか  みどり 

 

あか  あか  あお  みどり きいろ 

 

あか  みどり きいろ きいろ あお 

 

あか  あお  あか  きいろ みどり 

ストループテスト① 
文字の色を声に出して 

できる限り早く言ってみましょう 



みどり きいろ あか  みどり あお 

 

あお  あお  きいろ きいろ あお 

 

きいろ あお  みどり あか  あお 

 

みどり きいろ あか  みどり あお 

 

あお  きいろ あか  あお  みどり 

ストループテスト② 
文字の色を声に出して 

できる限り早く言ってみましょう 



⑴ 自業自■ 
⑵ 自作自■ 
⑶ 自■自答 
⑷ 自■自足 
⑸ 自由時■ 

四字熟語① マスの中へ漢字を入れて 

四字熟語を完成させてください 



⑹ 一期一■ 
⑺ 一■一憂 
⑻ 一宿一■ 
⑼ 一朝一■ 
⑽ 一長一■ 

四字熟語② マスの中へ漢字を入れて 

四字熟語を完成させてください 



⑴自業自得 ⑹一期一会 
⑵自作自演 ⑺一喜一憂 
⑶自問自答 ⑻一宿一飯 
⑷自給自足 ⑼一朝一夕 
⑸自由時間 ⑽一長一短 

四字熟語 [解答] 



数の計算① 
縦列の数と横列の数を 

足しましょう 

＋ 5 2 9 11 4 10 7 13 

10 

2 

9 



数の計算① [解答] 
縦列の数と横列の数を 

足しましょう 

＋ 5 2 9 11 4 10 7 13 

10 15 12 19 21 14 20 17 23 

2 7 4 11 13 6 12 19 15 

9 14 11 18 20 13 19 16 21 



数の計算② 
横列の数から縦列の数を 

引きましょう 

－ 1 9 10 15 

2 

5 

－   19 25 28 38 

1 

15 



数の計算② [解答] 

－ 1 9 10 15 

2 -1 7 8 13 

5 -4 4 5 10 

－   19 25 28 38 

1 18 24 27 39 

15 4 10 13 23 

横列の数から縦列の数を 

引きましょう 


