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32nd International Conference of Alzheimer's Disease International 

認知症：ともに新しい時代へ
　2017年４月26日（水）～ 29日（土）、京都において第32回国際アルツハイマー病協会国際会議が開催されました。
世界各国から約4,000名の参加者を迎え、様々な研究成果や取り組みが報告・発表されました。26日は参加受付・
歓迎会（レセプション）が行われました。27日～ 29日には開会式・全体会・分科会・ADIワークショップ・ポ
スター発表・閉会式などが行われました。



2

　第32回ADI…国際会議は、大ホールを埋めた1800人の聴衆を前に、認知症の人、家族を中心とした合
唱団の歌声で華やかに幕を開けました。
　主催者からのあいさつ、来賓の厚生労働省、京都府、京都市からの祝辞に続き、本人のスピーチ（丹野
智文氏）で全体会の講演がスタートしました。同時にイベントホールでのポスター発表、出展、AAJ…ラウンジ
も開始され、会場全体に国際色豊かな人々が往き交い活発な情報交換や意見交換が行われました。

第１日目
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パラレルセッション

受け付けの様子
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分科会

全体会

第２日目
　2日目も力強い本人のスピーチ（クリス・ロバート氏）ではじまりました。午前には2つの全体会、午後か
らは10の分科会で約70の口演が行われたほか、早朝7時30分から昼食時も含め、19時まで協賛シン
ポジウムがありびっしりのスケジュールでした。また14時からは、京都府、京都市の協力によるイベント
ホールの一般無料公開も行われ、会場は終日大いににぎわいました。夜に宝が池プリンスホテルで行
われた会議ディナーにも国内外の参加者合わせて、500人以上が参加し大いに交流を深めました。
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AAJラウンジ
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第３日目
　最終日も本人のスピーチ（杉野文篤氏）でスタートしました。全体会はADI…国際会議でも初め
ての試みである各国からメンバーによるリレートーク。ポスター発表、出展、AAJラウンジなどイベン
トホールの催しも閉会前まで続けられました。閉会式はADI…事務局長、「家族の会」代表の退任
を間近にして、記念のセレモニーを含めて行われ、「ふるさと」の合唱で無事3日間の会議の幕を
閉じました。
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閉会式

28 日　会議ディナー

26日歓迎レセプション
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　4月27日から29日までイベントホールでは、ポスター発表、支部ポスター
発表、各国加盟団体ブース、協賛企業展示などが行われました。またホー
ル2階のスペースでは、期間中を通してAAJラウンジが開かれ、日本の伝統
文化や、カフェ等を通した国際交流が繰り広げられました。

イベントホール
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発刊にあたって

国際アルツハイマー病協会第32回国際会議
組織委員長・事務局長

中　村　重　信
　

　2017年４月26日～29日、国立京都国際会館で、

13年ぶりに国際アルツハイマー病協会第32回国

際会議が開催され盛会裏に終了いたしました。

この会議には、認知症の人本人をはじめ、その

介護者、多岐に渡る専門家、企画や出展頂いた

企業関係者、行政の方々、それに一般市民の皆

様など約4000名の方に参加していただき、活発

な発表と交流が行われました。

　今回参加された外国の方々には、認知症の人

と家族の会をはじめとするわが国の関係者たち

が今回の展示場などで放ったメッセージは大き

なインパクトを与えました。「こんなケアもあ

るのだ」、「自分たちも新しい方向にチャレンジ

してみたい」といった前向きな気持ちが湧いて

きたことと思います。

　さらに、認知症の人本人やその人たちを支援

する方々が多数参加され、講演やパフォーマン

スを披露して頂きました。認知症になっても、

自分の意見を述べ、他の人たちのために尽くす

ことが可能だということを目の前で示して下さ

いました。その光景を見るにつけても、認知症

の疾患概念が大きく変わったことを実感できま

した。今までの認知症に対する認識を見直し、

希望をもって前進するきっかけが与えられたの

ではないかと自負しています。

　国際会議は終わりました。それが、今日想定

されている歴史の転換に何かの影響を与えたの

ではないでしょうか。その一つに、種々の立場

や考えの人たちが協力して、未来の困難な問題

に立ち向かうという方向性が芽生えたとするな

ら、皆様にいただいたご支援ご協力にお応えで

きたのではないかと考えます。

　また、日本での開催により、アジア諸国の認

知症とADIの活動に対する関心が高まったよう

です。参加された皆様が今後の認知症ケア実践

の面で、今回の国際会議の経験を活かして頂け

るよう期待して止みません。

　本会議の様々な準備や会議を運営するにあた

り、参加してくださった認知症の人ご本人、介

護家族の皆様はじめ、並々ならぬご尽力を賜っ

た厚生労働省・京都府・京都市の皆々様、ご協

賛、出展、シンポジウムを開催していただいた

企業の方々、さまざまな専門職の皆様、ボラン

ティアとして活動していただいた学生さんや一

般の市民の方々に重ね重ね、心より御礼申し上

げます。
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★…認知症本人参加者数　200（発表者・登録参
加者・ボランティア・一般公開参加者など）

・ADI国際会議参加者数が例年千人規模である
ことから、世界一高齢化の進んだ日本での認
知症の取り組みに対する関心の高さを示して
いると考えられます。

＜会議での発表＞
・全体会６（16演題）、分科会25（150演題）、

ADIワークショップ５、協賛シンポジウム等
19を開催し、口頭発表者約200人、ポスター
発表者400人でした。またADI加盟団体、研
究機関、関係団体・企業等のブース出展は63
でした。

・医療科学、ケア、非薬物的療法、本人の意見、
主張、認知症政策、地域づくり、介護者支援
等、幅広い分野にわたり様々な視点からの発
表が行われました。

・24以上のセッションで、少なくとも30人以上
の本人が発表・発言し、メディアにも大きく
取り上げられました。一方、世界各国から介
護者支援、教育、介護体験について口頭で約
30、ポスターで約100の発表が行われ、介護者、
家族への地道な研究や取り組みが継続的に進
められていることが示されました。

　プログラム冊子・抄録集の不備などの問題が
ありましたが多数の熱心な発表者、参加者に
よって貴重な知見の共有、意見交換の場とな
りました。

概要

＜日程等＞
・日　程：
　2017年４月26日~29日　４日間
　26日（…ADI評議員会・会議前協賛シンポジウ

ム・歓迎会）
　27日～ 29日（…全体会・分科会・ポスター発表・

展示、協賛シンポジウム）
・場　所：国立京都国際会館
・テーマ：認知症：ともに新しい時代へ

＜参加者数＞

国内

分類 人数
参加登録者 1753

出展者・スタッフ・報道など 240

ボランティア 197

一般公開 986

合計 3176

海外

分類 人数
参加登録者 663

出展者・報道・スタッフ 102

合計 765
参加者数総計� 3941

★参加国・地域の数　65

＜企画・運営・現場業務＞

MCI　UK

ADI
・理　事　会
・事　務　局

AAJ
・組織委員会・理事会
・国際会議事務局
・本部事務局・財務委員会

科学プログラム委員会
・ADI科学プログラム委員会
・日本科学プログラム委員会

　会議の企画、運営および現場業務は上記の図のような形で行いました。

りました。
・32回を数えるADI国際会議の歴史においても

初めての試みで、一般市民に認知症の国際的
状況を伝えることができ、効果的な啓発で
あったとADIからも高い評価を受けました。

＜一般公開＞
・京都府、京都市及び ｢家族の会｣ の共催で
「認知症を巡る世界の最前線」として、４月
27日と28日の午後ポスター発表とADI加盟団
体、研究機関、関係団体・企業団体ブースの
展示会場を無料で公開し1000人の参加者があ
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を開催するとともにブース出展を行い、今後の
連携行動を進める契機となりました。当事者団
体の協働は、多様で切れ目のない活動の実践に
結びつき、認知症にやさしい社会への大きな一
歩になると考えます。

◆交流の広がり
　会議場での口演やポスター発表以外にも様々
な形で国内外の参加者が交流できました。
　「家族の会」が企画、運営した「AAJラウンジ」
では、グループホームの皆さんによる茶道、華
道のパフォーマンス、「家族の会」支部の認知
症カフェ出店、手作り教室、インドアルツハイ
マー協会によるヨガ教室等が行われ、多数の方
が体験型の参加をし、交流を深めることができ
ました。

◆地域住民への啓発
　会議の一部を無料一般公開し、地域住民に国
際的状況を含め認知症に関する啓発とともに
ADIと「家族の会」の活動を広報できました。

◆メディアとの連携協力による社会啓発
　会議に先立って一年以上前から会議広報と啓
発を組み合わせた形でメディアが取り上げ社会
的関心を高めることができました。また、会議
中は海外を含め約100人のメディア関係者が参
加、終了後も多くの報道が続きました。

◆ボランティアの活躍
　募集に応えてくださった20歳から87歳までの
200人以上のボランティアの皆さん全員の大き
な力が会議運営を支えました。世代や立場を超
えた広がりにつながることが期待されます。

今後の課題

　「家族の会」として下記３点につき、検討し
ていく必要があると考えます。
・国際会議により高まった日本の取り組みに対

する世界からの関心にどのように応えるか。
・今後のADI…の活動にどのような体制でどの

ように関わっていくか。
・国際会議後の認知症関連当事者団体との連携

についての確認とその方法について明確にす
る。

総括

　今回の会議により、認知症本人の参加、認知
症への理解、地域づくりが世界中に広がりつな
がっていることを参加者が共有できました。ま
た、国や地域の違い、本人、家族、専門職とい
う立場の違い、分野の違いを超えた広がりとつ
ながりが「認知症にやさしい社会」を実現させ
るという確信を参加者が持つことができました。

◆ 認知症本人の参加や積極的な発言、本人グ
ループの活躍、さまざまな形での本人参加

　日本や世界中から認知症本人が参加し、多く
のプログラムで、「援助を受ける存在」として
ではなく「主体として生きる存在」として発言
しました。2004年の会議では、おもに個人とし
ての発表でしたが、今回の会議では、本人同志
がつながり、グループとしての活動が全国的、
世界的に広がっていることが明らかになりまし
た。また、展示物作成、開会式合唱、AAJラ
ウンジ、レセプションなど本人の活躍が大きな
役割を果たしました。会議への参加の形が発表
だけに限らず、様々な可能性があることを示し
ました。

◆「認知症にやさしい地域づくり」の広がり
　世界中の国と地域からの取り組みが多数報告
され、地域づくりが地球規模で広がっているこ
とが明らかになりました。
　日本からは全体会で、京都と熊本の取り組み
が発表され、また各分科会、ポスター発表では
全国各地のさまざまな事例が数多く発信されま
した。地域づくりについて、今後、国内国外の
団体や個人が交流しあい、学びあうことを進め
る基盤がより確かなものとなりました。

◆国内外の各団体のつながりと広がり
　国際会議を通じ、各国の団体が情報交換、顔
と顔を合わせて、連携を深める機会となりまし
た。また、国内では全国規模で活動している、「認
知症の人と家族の会」「全国若年認知症家族会・
支援者連絡協議会」「男性介護者と支援者の全
国ネットワーク」「日本認知症ワーキンググルー
プ」「レビー小体型認知症サポートネットワー
ク」の５団体が、協働してワークショップ「認
知症に関わる当事者団体の役割と今後の課題」



会議 プログラム内容
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10年間、素晴らしい進歩がありました。介護保
険、在宅介護、十分に休めるレスパイトケア、
家庭のような施設ケア等です。私は、いくつか
の施設を訪問しましたが、本当に感銘を受けま
した。
　また、ほかにも先進的なことがたくさんあり
ます。それは、社会的、文化的な変化を起こし
たということです。例えば、偏見をなくすよう
に認知症関係の言葉の使い方を変え、また、地
域の中にセンターを作って高齢者を助けていま
す。身体的、精神的、社会的アクティブな形に
できることを作って、地域のなかで過ごせるよ
うにしています。
　認知症は社会に大きく関わる疾患でもありま
すから、地域は大きな役割をもっています。ど
この国にとってもいろいろな問題を解決する道
のりは長いです。しかし、日本は政策の基盤を
作って系統的に変化をおこそうとしています。
私たちは、この会議が開かれる今、ここでどの
ようにより良い計画を立てていくかを考えなえ
ればなりません。
　今回の会議のテーマ“ともに新しい時代へ”　
これほどふさわしくすばらしい言葉はありませ
ん。認知症の人と家族の会の素晴らしい業績に
お祝い申し上げます。この会議の成功を祈って
います。
　ありがとうございました。

　ADI議長として「認知症の人と家族の会」が
第32回国際会議を主催してくださったことにお
礼を申し上げます。髙見代表理事の37年間にわ
たるお仕事を素晴らしいと思います。
　また厚生労働省、京都府、京都市の皆様、サ
ポートいただきありがとうございます。会議の
成功のためにこのような支援は欠くことができ
ません。この美しくフレンドリーな京都で会議
が開催できることを幸せに思っております。本
当にこの会議はすばらしいタイミングで開かれ
ております。
　ADI…には30年間の夢がありました。認知症
が世界で保健分野の優先事項として世界的に認
識されるという夢です。グローバルな優先事項
として取り上げられるということは、社会的経
済的なコストという点からも重要なことです。
そのことが実現しつつあるのです。数週間後に
は　ジュネーブでWHO…の総会が開かれます。
そしておそらくその時に、2017年から2025年の
認知症グローバルアクションプランが採択され
るでしょう。
　私は、アクションという言葉が好きです。こ
のグローバルプランには当事者・家族、介護者、
研究など７つの優先事項があります。これから
この会議でも、たびたびこのグローバルプラン
のことがでてくることと思います。WHOやそ
の他のところで人権を重視した方法でこれらが
実践されていくことでしょう。
　私は、個人的には、世界は日本から多くのも
のを学ぶべきだと思います。認知症ケアで過去

国際アルツハイマー病協会（ADI）議長

グレン・リーズ

開会式（開会挨拶）
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変うれしいことです。今日からの３日間で、こ
れらが発表され、お互いに学びあい、また各地、
各国での取組みが進むことを期待しています。
　私たち日本の「家族の会」もこの13年間で組
織も活動も大きく成長しました。前回の国際会
議時には、支部は41支部で、会員は8000人でし
たが、今日では47都道府県すべてに支部ができ、
会員は１万１千人になっています。
　また、認知症に関わる全国規模の当事者団体
はわが「家族の会」だけでしたが、今は病気や
介護者別などの団体ができて活躍をするように
なっています。また、国においては、認知症施
策推進総合戦略（新オレンジプラン）を策定し、
今年度を一つの区切りとして施策を進めていま
す。今回の国際会議が、日本の国内の認知症へ
の理解と取り組みを進める機会になることも期
待しているところです。
　なお、本日を迎える準備を通して、国が違い、
言葉が違う中で共同して会議を成功させる難し
さを痛感しました。とくに、日本の方におかれ
ては、プログラムや抄録での間違いが多くご迷
惑をおかけしました。主催者の一人としてこの
場を借りてお詫び申し上げます。
　しかしそういうことがありましたが、この３
日間、充実した楽しい会議にしたいと思ってい
ます。そのために「家族の会」の会員やボラン
ティアのみなさんが裏方として会議を支えて頑
張ってくれています。どうか、国際会議を楽し
み、学び、明日への力を養っていただきたいと
思います。
　簡単ですが、開会のごあいさつといたします。
ありがとうございました。

　ご来賓のみなさま、心温まる祝辞をいただき
ありがとうございます。お忙しい中をご臨席い
ただき心からお礼を申し上げます。

　さて、世界の各国、各地からおいでいただい
たみなさん！　日本の北海道から沖縄まですべ
ての都道府県から参加していただいたみなさ
ん！　ようこそ、第32回ADI国際会議へ！
　主催者の一人である日本の、公益社団法人認
知症の人と家族の会代表理事の髙見国生です。
仲間のみなさんを心から歓迎し、ご出席に感謝
し、ひとことご挨拶を申し上げます。
　私たちにとっては、2004年に続き２度目の開
催になりますが、今回の国際会議にあたり、私
たちはテーマを、「認知症：ともに新しい時代へ」
と定めました。それは、前回の第20回会議は認
知症の理解を大きく進める転換点になり、わが
国では「認知症」という言葉が生まれ、認知症
サポーター養成が始まるなど、認知症への関心
と取組みが大きく動き始めました。また、世界
でも、各国が国の重要課題に認知症施策を据え
るなどの取組みが始まりました。そして、認知
症の本人が各地、各国で思いを語り提言を行う
ようになっています。私たちは、このような時
代を、「認知症新時代」と名付けました。
　このような認知症新時代をさらに質的に高
め、認知症の人も家族もさらに生きやすく、幸
せになれる時代をともに作ろうということがこ
の会議のテーマであります。参加者のみなさん
とともに、その目的に向かって、この会議を成
功させたいと願っています。
　今回の会議に当たっての発表の応募件数は約
600件もあり、これまでの最高であったと聞き
ました。これは、世界での認知症への取組みが
年々広まっていることの表れだと思います。大

公益社団法人　認知症の人と家族の会（ＡＡＪ）

代表理事　髙　見　国　生
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変更されました。その後、認知症になっても地
域で暮らし続けられるような医療や介護の施策
の充実も少しづつ進められてきております。ま
た、2006年には日本で初めての本人会議が京都
で開催されたと承知しております。今回の会議
においても京都から、日本から、世界に対し、
世界の認知症の人誰もが暮らしやすい地域づく
りに向けた新たな発信があるものと期待してお
ります。
　国としても、引き続き認知症の人やご家族の
ご意見をお伺いしながら、新オレンジプランを
着実に推進し、認知症の方ができる限り、住み
慣れた地域のよい環境で自分らしく暮らし続け
ることができる社会の実現に向けて取り組んで
参ります。
　今回の会議の主催者であります公益社団法人
認知症の人と家族の会が1980年に発足したのも
この京都とお伺いしております。認知症の人と
家族の会は様々な活動を通じて、認知症の人と
ご家族への支援を行ってこられたと承知をして
おります。長きにわたる活動と関係者の皆様の
この会議に向けてのご尽力に改めて深く感謝を
申し上げます。
　最後になりますが、この会議を皆様が心から
楽しまれ、そして新たな絆が世界へと広がって
いく契機となりますよう、また認知症の方やご
家族の皆様、本日お集りの皆様のますますのご
多幸とご発展を祈念いたしまして、私のお祝い
の挨拶とさせていただきます。

　皆さん、おはようございます。本日は第32回
国際アルツハイマー病協会国際会議にお招きい
ただき厚く御礼を申し上げます。
　本来であれば、塩崎厚生労働大臣がご挨拶す
べきところでございますが、あいにく現在国会
の対応で東京を離れることができません。代理
で厚生労働省の認知症施策推進室長であります
私宮腰が参りました。塩崎大臣からは、出席で
きず大変残念であること、また、この会議にお
越しの皆さまに、日本にお越しの皆さまに、歓
迎の意とこの会議のご盛会を心より祈念してい
る旨、伝言を預かってきております。

　さて、わが国では2025年には高齢者の約５人
に１人が認知症になると見込まれておりまし
て、誰もが関わる身近な病気となってきていま
す。こうした中、認知症の人を単に支えられる
側と考えるのではなく、認知症の人が認知症と
とともによりよく生きていくことができるよう
な環境整備を進めるため、政府では2015年１月
に12の関係府省が共同で認知症施策の総合戦略
である新オレンジプランを作成し、国をあげて
地域包括ケアシステムの取り組みを進めており
ます。
　日本の美しい古都である京都で開催される
今回の会議には世界100か国から2000人以上の
方々が参加されているとお伺いしております。
前回この京都で2004年に開催されましたこの会
議では、認知症は世界共通課題であるというこ
とを広く認識し、また、｢私たち抜きで私たち
のことを決めないで｣ という認知症の方ご本人
による世界へのメッセージの発信などがあり、
その後の認知症に対する考え方に大きな影響を
与えたというふうに承知しております。
　日本では2004年に痴呆という名称が認知症に

厚生労働大臣

塩　崎　恭　久　(代読　厚生労働省認知症施策推進室長　宮腰奏子)
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いいのかもしれませんけれど、どうやって共生
していくのかが問われていく時代に入ったとい
うふうに思っております。
　私たち京都府もこれから共生社会の実現とい
うことを大きなテーマに掲げて、取り組みを進
めているところでありまして、この間京都式オ
レンジプランによりまして、たとえばこのヘル
プマークの普及、これは関西で一番最初にさせ
ていただきましてけれども、これに取り組む。
更には認知症の皆さんとそして認知症でない皆
さんがともに地域でひとつになって暮らせるよ
うな、そういう態勢をどうやって作ればいいの
かという中で、認知症カフェからデイサービス、
そして施設、病院が一か所でしっかりと総合的
に対応できる認知症の総合センターを作ってい
きたいということで、現在第一号の取り組みを
進めております。これによって、認知症になっ
ても症状に応じて一つの地域で、自分の住んで
居る地域でずっと過ごせる態勢を作っていきた
いと考えている次第であります。
　この会議でぜひとも、これからの高齢化時代
にほんとうに共生社会が実現できる新認知症の
時代を切り開いていく成果が生まれることを心
から願っております。
　今、京都は桜のシーズンは終わってしまいま
したけれども、新緑の候になります。まさに京
都というのは、環境と共生をし、時代を超えて
文化が共生する癒しの地であり、　交流の地で
あり、この京都において、新しい交流が生まれ、
新しい認知症の時代が生まれることを心から願
い、私の歓迎の挨拶とさせていただきます。ほ
んとうにようこそおいでいただきました。あり
がとうございました。

　第32回国際アルツハイマー協会国際会議にほ
んとうに大勢の皆さま、京都へおいでいただき
まして、京都府民を代表しまして心から歓迎を
申し上げたいと思います。
　最初のオープニング。やさしくて明るく、活
力に満ちたコーラスで始まりました。まさにこ
れからの私たちの世界を暗示していただけるよ
うな素晴らしい開幕だったというふうに思って
おります。
　先ほどからお話がありますように、今回は
2004年以来13年ぶり、二度目の会議になります。
前回の会議はまさに認知症の理解について、劇
的な理解を進める大きなきっかけになったと思
います。
　この会議を主催していただいております国際
アルツハイマー病協会のグレン・リーズ議長、
そして認知症の人と家族の会高見代表理事を始
め、開催に尽力された皆様に対しまして、改め
て心から感謝を申し上げたいと思っておりま
す。
　さて、13年ぶり二度目なのですが、この間に
私たちの社会は大きく変化をいたしました。特
に高齢化はまさに想像を上回る急速な進展を遂
げております。そしてその中で、認知症につき
ましても、2025年には、これは日本において
700万人を超えるという推計がなされておりま
す。700万人というと一言で言うと簡単に超え
てしまうんですけれども、京都府と滋賀県と奈
良県と和歌山県と福井県を合わせた人口に匹敵
する、それだけの数になります。まあ今日は国
際会議でありますから、国で考えますとスイス
に迫る勢いの数になります。これが700万とい
う数であります。まさに私たちはこれからの時
代に、認知症の皆さんとそして私たちと、皆さ
ん、これは私たちの未来だというふうに思えば

京都府知事

山　田　啓　二
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ちょっと意味が分かりにくいし、どういう名称
にしようかな。またこの会議でも議論していた
だけたらありがたいな、こんなように思います。
　そしてこの会議は、この場所は、20年前に人
類史上初めての温暖化防止の国際的な条約、京
都議定書が誕生した場所であります。
　この会議は13年ぶりにこの場所で開催してい
ただく学会でありますけど、ここで開催すれば、
京都で開催すれば、大きな成果が出る、これは
もう伝説になっています。これをまた実証して
いただけるものと思います。同時に今、働き方
改革というのが大きな課題であります。ワーク
ライフバランスであります。徹底的に集中して
会議に参画いただく。同時に京都の町を、千年
の歴史を楽しんでいただく。この三日間ワーク
ライフバランスで。京都の食事もおいしゅうご
ざいます。
　新緑を最近は青紅葉と言います。秋の紅葉も
素晴らしいが、この青々とした青紅葉も楽しん
でいただきたい、このように思います。
　会議にご参加の皆さんの日頃のたいへんなご
尽力に改めて敬意を表し、会議が大きな実りを
あげますことを、同時に皆さんとともに私たち
も努力することを誓いまして、歓迎の挨拶とさ
せていただきます。ありがとうございます。

　皆さんこんにちは。京都市長の門川大作です。
　認知症の課題について研究されている医療関
係者、介護の関係者、さらにご本人並びに ｢家
族の会｣ の皆さん、ようこそ京都にお越しいた
だきました。147万市民を代表して歓迎申し上
げます。
　また、素晴らしいコーラスをありがとうござ
いました。高齢化社会に向かっていく中でほん
とうに、山田知事もおっしゃったとおり、明る
いものを感じさせていただきました。ありがと
うございます。
　認知症の人と家族の会は36年前に京都から始
まりました。
　先進的な方々と京都市も交流を続け、地域で
気づき、専門機関につなぎ、地域ぐるみで支え
る、そして全国と繋がり、世界と繋がり、最先
端の研究成果、実践との交流の中で更に進展し
ていきたい。こんな取り組みを進めていますが、
この会議も大きな大きな京都の取り組みにとっ
てバージョンアップの機会になるとわくわくい
たしております。よろしくお願いします。
　この国際会議を、初めて地域の方々に、部分
的にではありますが、公開していただく、そん
なこともご依頼いただきました。開催にご尽力
いただきましたすべての関係者の皆さんにお礼
申し上げます。
　京都風の認知症カフェというのもだんだん広
がってまいりました。私も時々寄せていただき
ます。そんな取り組みの中でこの間こういう話
を聞きました。徘徊という言葉は使わないでお
こうと。当事者の立場に立っていない、そうい
う言葉を使っている限り、心が通じない、おで
かけと言おうと。なるほどと思いました。京都
市も徘徊高齢者相談事業、こういうのをやっ
ているわけですけど、お出かけ相談事業だと

京都市長

門　川　大　作
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てる当事者が今日、この京都に集結したのです。
　今までは認知症というと、何も出来ないと決
めつけて、守らなければならない存在だったと
思われていました。スコットランドでは当事者
が声をあげ、当事者団体が数多く出来ているこ
とに、どのようにして出来上がったのか、なぜ
当事者が出てくることが出来たのか、スコット
ランドで成功したことは、日本でも参考になる
のではないかと思うようになり、研究者が行っ
て見て来るのも大切ですが、当事者が見てきて、
感じてくることが大切ではないかと考え、昨年
９月にスコットランドへ行って、当事者と出会
う旅を実現してきました。多くの認知症当事者
と出会い、話を聞くことができました。私は最
初、偏見や支援についてばかり聞いていました
が、当事者と出会い、話をしているうちに日本
の当事者と違う点があると感じてきました。
　それは進行していっても、自分のことは自分
でやろうという気持ちが強く、周りの支援者も
自立させるための最低限のサポートを心がけて
いるのに気づき、私は認知症と共に生きるとい
うことは、どういうことなのかを考えるように
なりました。スコットランドでは、当事者の支
援をするための考えとして、ストレスをなくす、
不安をなくす、自立する手助けをする、の三つ
を考えていると言われていました。私は、日本
ではストレスをなくす、不安をなくす、守るイ
コール何でもやってあげるの三つだと感じてい
ます。
　スコットランドの当事者、進行していっても
自分のことは自分でしていきたいと言っていま
す。そして、周りの人たちの支援の仕方や当事
者の意識の持ち方が日本とイギリスでは違うと
感じました。自立を考えるうえで重要なのは、
自己決定をして、自分の過ごしたい生活を過ご
せているかどうか、自分らしい生活が出来てい
るかというのがポイントです。私たち当事者は、
守られるのではなく、目的を達成するために支
援者の力を借りて、課題を乗り越えることが必
要だと感じます。

　グッドモーニング。みなさんおはようござい
ます。本日はこのような場で話をさせていただ
く機会をいただきまして、ありがとうございま
す。
　ただいま、ご紹介をいただきました丹野智文
です。実は、私は多くの講演をしていますが、
こんな大きな所で登壇することに不安がありま
した。まだまだ偏見もあり、こうしてきちんと
話をする当事者は、診断間違えではないだろう
かと言われる人もいるからです。しかし本日、
多くの当事者が登壇し、歌いました。今日、こ
こで私が話をしようと思った理由は、認知症に
なったら終わりではない、全国にいるまだまだ
不安のある当事者へ認知症でも笑顔で元気で楽
しく過ごせることができることを知ってもらい
たかったからです。
　私も診断後は、認知症イコール終わりだと思
い、不安や恐怖から、夜、泣いてばかりいまし
た。それは泣きたくて泣いていたわけではな
く、ベッドに入ると自然と涙が流れてくるので
す。それだけ、常に不安と恐怖があり、押しつ
ぶされそうになっていました。それが元気な当
事者やサポートしてくれる人たちとの出会いに
より、少しずつ、少しずつですが、不安が解消
されてきたのです。
　私は、私よりも先に、不安を乗り越えた元気
で明るい認知症当事者との出会いにより、10年
経っても元気でいられることを知りました。
　私が選んだのは、認知症を悔やむのではなく、
認知症と共に生きるという道です。診断されて
から、もう少しで４年になります。診断後、ク
リスティーンさんの本を読んで、そして昨年、
スコットランド・ワーキンググループのジェー
ムズ・マキロップさんと出会って、国や環境が
違っても、認知症の診断直後に不安や恐怖があ
り、偏見が怖くて、家に閉じこもるなど共通す
ることが多く、共感することができました。国
や環境が違うのに、まるっきり診断直後の悩み
は、一緒だったのです。世界の当事者が同じ悩
みで悩まないように、世界の前向きな希望の持

本人からのメッセージ
丹野　智文

27
日
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一緒に認知症に優しい街づくりを考えていき
ましょう。このADI国際会議が成功することを
祈っています。
　昨日、京都でおいしいお酒を飲むことができ
ました。だから今日、このようにスムーズに話
ができたと思います。ご清聴ありがとうござい
ました。

　しかし日本では、まだまだ守られていると感
じます。リスクはありますが、守られることで
機能の低下を招くと思います。スコットランド
の当事者は、リスクを冒してでも行動しており、
家族も制限をかけずに、自信のある当事者をみ
て、誇りに思っています。スコットランドの当
事者も進行していないわけではなく、進行して
いっても、当事者それぞれが工夫することで、
自分が困らないことを知っています。自分でや
ることで自信を持っています。
　でも、これらはスコットランドでも、すべて
の当事者ではなく、一部の当事者でした。しか
し、そのような自立している人たちは10年経っ
ても笑顔で元気でした。私が出会ってきた当事
者は、何をするにも、まだあきらめておらず、
希望を持ちながら進行しているように感じまし
た。私もこれから進行していくことには、不安
もあります。しかし、進行していってもサポー
トしてもらいながら、その時、その時を楽しく
過ごしていくことが出来れば、それが認知症と
共に生きるということなのかなと、スコットラ
ンドの旅で感じてきました。
　日本には進行していった時の支援がたくさん
あります。日本の良いところ、世界の良いとこ
ろ、それぞれあり、合わせることが出来れば、
認知症になった人が幸せに過ごせる世界になる
と思います。2004年ADI国際会議で、初めて日
本の当事者、越智俊二さんが登壇しました。そ
のころから少しづつですが、声をあげる当事者
が増えていきました。しかし、そのような人た
ちは特別な人たちだと思われてきました。
　きちんと当事者の話を聞いて、一緒に考える
人たちが増えることを望みます。いずれ、世界
のどこかで認知症が治る薬が開発されると思い
ます。しかし、老化は防げません。認知症と老
化は紙一重だと思います。だからこそ今、みん
なで、認知症になっても大丈夫な支え合いの社
会をつくることに力を入れれば、いずれ認知症
が治る薬が出来た時に、高齢者にも優しい社会
になると思います。そして、高齢化率ナンバー
ワンの日本が先頭になり、本当に認知症になっ
ても住みやすい社会、認知症と共に生きていく
ことを考えなければならないと思います。今日
をきっかけに世界の人たち、日本の多くの団体
が手を結び、そしてその中に当事者も参画し、
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にともに違いを作っていきましょう。
　最後に私が創った詩を聞いていただきます。

　私の記憶は色々な理由で失われていく。
　正常であることが決して簡単ではなくなって
きた。
　今まではそういうことはなかった私の大脳は
だんだんと若くなっていく。そして感情は飛び
跳ね、四肢は震え、声も震えるように。そして
内なる痛みは見えない。
　自分自身でなくなる。そいうことは止まって
ほしい。僕を理解してください。
　ご清聴ありがとうございました。

　こんにちは。おはようございます。ADI2017
にようこそいらっしゃいました。
　私はこのセッションで何をお話ししようか
迷っておりました。昨日の要約をお話すればよ
いのか、あるいはこの会議の始まる前の前日の
要約をお話すればよいのか、あるいは世界中か
ら集まった優れたスピーカーの方々についての
情報をご提供すればよいのかを迷いました。
　私は認知症の診断を受けておりますので、
はっきりと決定することが難しかったです。決
定を下す、あるいは行動を行う時に困難があり
ます。日常生活においてもそうです。
　私にとっても家族にとっても困難な日々があ
りました。自分自身だけはでなく、自分のまわ
りの家族や色々な人が驚きました。自分の周り
について、学び続けて行くことが難しくなりま
す。
　認知症には善悪もなければ、感覚の違いも、
信仰も人種も年齢も関係ありません。いつなっ
てもおかしくありません。歳をとるにつれ、そ
れは試金石となります。多くの人が高齢化して
いき、統計学的には認知症に対する理解する確
率が高くなります。
　ひとつの方法はありません。恐れがでてきま
す。恐れによって偏見や神話、誤解というもの
が生まれてきます。
　でも一緒につどって、今日のような会議で研
究の成果を共有し、実践されていることを共有
し知識を分け合うことが強力なツールになりま
す。認知症を理解して連携する。望みを、希望
を持つ。認知症という暗闇の中に明りが灯りま
す。それがこの会議の意味であり、私たちがと
もに歩むことで変化を起こすことができます。
　一緒に理解を深めていく、また気づきを強め
ていく。共により多くの知識をもち、理解し、
サポートし、また受け入れ、リスクの軽減を促
します。そうすると恐怖を減らすことができま
す。認知症に打ち勝つことができます。包摂的
に共同、建設的に、私にとってあなたにとって、
あなたのお父さん、お母さん、子供たちのため

本人からのメッセージ
クリス・ロバーツ

28
日
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（笑い）
杉野）優しくないです。無理です。
森 ）では、診断を受けてどういう世界と向き

合っていたか。
　　「空白の時間」というのは藤田和子さんの

言葉ですが、「不安と困惑、孤独と孤立の１
年５か月を生きることになりました」これは
杉野さんの言葉ですね。

　　「不安と困惑の日々」これに大きな転換点
をもたらした。これはテニス教室ですね。も
ともとテニスは得意だったんですか？

杉野）いえ、全くの運動音痴でスポーツは体育
の授業でやっただけで、ほんとに経験はあり
ません。テニスはノーブルな人がやるものと
思っていたので全く。病院に行って初めてテ
ニスを教えていただいたということで。

森）「そこには希望と明るい笑顔があった」こ
れは杉野さんの言葉ですね。

杉野）洛南病院の仲間と一緒にいるのが…　　
　非常に温かな空間、みんなが笑ってて、テ
ニスをしているいい空気感。非常にゆったり
とした気持ちで時間を過ごせる。

森）とてもいい言葉ですね。杉野さん詩人です
ね。次のステップは仲間に誘われて認知症カ
フェに行ったときの写真ですね。杉野さんに
とってどういう場所ですか？

杉野）多くの人と。洛南病院以外のところから
来ている人もいました。他から来ている方か
らもお話が聞けて、非常に勉強になりました。

森）杉野さんがまとめてくれている言葉があり
ます。

　　「認知症の人に生きるエネルギーを与える
もの、それは対等な関係、解放感、そして仲
間の存在（ピアサポート）。これは杉野さん
の言葉ですね。

　　ここをエネルギーにして次の段階に進んで
いきます。

　　これは茶摘みですね。これも素敵な写真で
すね。テニス教室、カフェ、すてきな場所な
んですがとなりの町なんですね。

杉野）私は認知症の当事者、杉野文篤と申しま
す。今、私が友人たちと進めているカフェの
姿を伝えさせていただきます。
杉野由美子）妻の由美子です。今日は洛南病院

の森先生に進行をお願いします。
森）進行係の森です。
　　前半で診断を受けてから杉野カフェを開設

するまでの経過を紹介し、後半で杉野さんが
始めている杉野カフェの魅力をお話していた
だきたいと思います。そんな段取りでいいで
すか？
森）今から５年前、59歳の時“文字が書けない”

これが杉野さんの最初の異変だったとお聞き
していますが少しお話ししてください。
杉野）はいそうです。
森）当時は大学で事務局長、事務局のトップを

務めておられた。“文字の形が書けない”どん
なことだったのか具体的な例を教えてくださ
い
杉野）一番初めに気が付きましたのは私が住ん

でいる京都の桃山の桃という字がどうしても
書けなくなってしまったのです。なんかおか
しい。それで病院に行きました。
森）ここに一枚の絵があります。味わい深い絵

ですが。杉野さん、何が書かれていますか？
杉野）私としては、お化けのような絵ですが・・

　洛南病院のデイサービスの中に絵画教室が
あるのです。その中にスタッフとして入って
おられる女性を描いたものなのですが、形が
捉えられていないという・・
森）これがアドバイスを受けて・・・。髪の毛

と腕が融合してしまうということですが、形
が見えていないので文字を読み上げるという
形のプレゼンテーションはむづかしいです
ね。
杉野）ですので、本日は家内と森先生のサポー

トを受けて発表させていただきたいと思いま
す。
森）15分で自分の思いを語れというのは杉野さ

んにとってDementia…Friendly…ではないと・・

本人からのメッセージ
杉野文篤、杉野由美子　進行：森　俊夫

29
日
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してみています。
杉野）いえいえ、そんなことは…やりたいこと

をやっているだけです。
森）仲のいい仲間が自分たちで、歩いて行ける

生活圏の中に自分たちの居場所を創設してい
く。これは昨日の丹野さんのStreetというお
話ともきれいに重なっていくと思います。こ
の方法を京都全体に移植していけばその先に
はDementia…Friendly…Community…がすぐ見
えてきますね。これが今、杉野さんが始めた
杉野カフェの可能性かなと期待をもっていま
す。

　　最後に杉野さんから会場の皆さんにメッ
セージを。

杉野）このカフェは、誰のというより本人と支
援者が構築する。どこかの営業ではないとい
うこと。そのかわりメンバーは自分で集合し
てくる形になるので個人で頑張ってきて来て
もらう。バスとかタクシーの送迎はないので、
その部分があればやれるのではないかと思い
ます。

森）ありがとうございました。

杉野）そうです。自分は京都の桃山というとこ
ろに住んでいます。自分の町は空白の場所、
歩いて行けるところにないと。
森）これは何の写真ですか？
杉野）これは私が住んでいる桃山というところ

で地域包括支援センターの協力を得て卓球教
室のスペースをセンターの中で使わせても
らっている、その場所です。
森）アイデアを出したのは杉野さん、そしてそ

れを地域包括に交渉して場所と道具一式を借
りて実現しました。
杉野）認知症の人は長い距離を移動するのは無

理なので、自分の住んでいる地域の中でやり
たいことをやる。スペースを確保することが
一番だと理解してくれる地域包括のお世話に
なっています。
森）卓球のメンバーは自分たちのメンバーだけ

で声をかけたのですか？
杉野）洛南のメンバーもおりますし、地域の人

もです。
森）これはほんとにすごいですね。誰の力も借

りず、認知症の人の力で参加者を集め、包括
と交渉し卓球クラブという場を誕生させてい
く。これは京都で初めての試みですね。
杉野）続いて、これが杉野カフェです。僕がつ

けた覚えはないのですが、どなたか森とかい
う人がつけたとかちょっと聞いております。

　　これは私が住んでいるマンションの一階に
ある喫茶店です。私はすぐそこに歩いていけ
る。すべて私が楽しく遊べる所を作ったとい
うことです。
森）いきつけの場所を占拠してしまったという

ことですね
杉野）そういうことです。学生時代にもちょっ

と占拠していたことがあったのでそういうこ
とも。

　　また運よく経営者が私たちのことに理解を
もって見守っていただける方なので。
森）卓球が終わると杉野カフェに集まっていく

ということですね。そこで時間を過ごす。
　　これがすごい。杉野さんはアイデアマンな

んですが、形にしてしまうところがすごい。
地域包括支援センターが変わり、カフェの店
長が変わり、そして地域が変わる。それが杉
野さんの魅力、力だと思います。いつも感心
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発行51125部を数えるまでになった。「介護の社
会化」の現われである介護保険制度の充実を働
きかけ、当事者団体の連携も始まった。認知症
の本人・家族に幸あれ！
　
次世代に継承したい知識と知恵

黒川　　清
　（ロボットペッパー君と共に登壇）我々は、
生涯の終わりまでの余生を楽しみにしていた。
しかし、余生においては３人に一人が認知症に
なるという事実の中にある。日本は27％が高齢
者、世界が注目している。世界では、2013年英
国が認知症を国を挙げての課題とし、それが世
界の共通課題となり、世界的規模で財政、研究
面でのアクティビティーが広まっている。また、
生命科学とＩＴ技術の進歩は認知症の解明のた
めにも重要であり、認知症の本人、介護者の支
援にも有効になりつつある。（ペッパー君が活
躍する場面を映像で紹介）ＩＣＴ、ロボットを
活用した認知症ケア、脳活性化プログラムの実
施が現実のものとなりつつある。

1980年初頭から2017年までの
認知症の動向の概要

マーク・ウォートマン
　我々はまだ目標を達していない。ペンギンの
ように転んでも立ち上がる努力が必要。今まで
何をしてきたか。1980年豪、加、英、米４か国
でＡＤＩを設立。2000年ＡＤＩは世界中に広ま
り知名度も上昇。2017年現在90の協会が加盟し
ている。今、ネットワークは世界に拡大し、当
事者組織が生まれ、医師・専門家がおり、ボラ
ンティアが世界中にいる。ある新聞は年間1,600
もの認知症の記事を掲載するに至っている。
　ＷＨＯは2015年大臣会合を組織し、2017年グ
ローバルアクションプランを提案した。
　強力な当事者運動を創造するためには、事
実、顔、ＷＨＯ、チャンピオン、言語の５つの
条件が必要であり、最終的には強力なアルツハ
イマー病協会が重要となる。将来、疾患があっ
ても管理ができる「がん」と同じように認知症
もなりたいと考えている。

1980年からの日本の認知症施策と
当事者の歩み

髙見　国生
　私は1948年福井大地震で両親弟等を失い、京
都で養母に育てられた。その養母が認知症と
なった。家族が励まし合い助け合おう、もっ
と社会の支えを求めようと思った。困ったか
ら、苦労しているから「家族の会」は生まれ
た。1980年「家族の会」誕生、1984年ＡＤＩ誕
生、別個にしかしほぼ同時期に生まれたことが
感慨深い。1992年にＡＤＩに加盟。2003年クリ
スティーンさんと交流。2004年国際会議で越智
俊二さんが「不安だ、治りたい、家族に恩返し
したい」と語り、その後に続く人が出て、認知
症の理解は飛躍的に進んだ。現在つどい3,986
回、参加者52,115人、電話相談22,139件、会報

認知症に関する世界的局面　
全体会 1 ─────────────────────────────────── 4月27日
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認知症ケアにおける共同作業を通じた
公正さとアクセス

リ・リン・ヌー
Li Ling Ng（シンガポール）

　認知症ケアにおけるパートナーシップと協力
関係は、認知症の人やその家族・介護者のケア
と生活の質改善の可能性を持った方法であると
認識されてきた。シンガポールでは高齢者ケア
のためのネットワークを作り、そこに認知症の
人のケアモデルも含めて取組んできた。世界的
な規模での認知症の人の劇的な増大に直面し、
認知症の人やその家族・介護者のニーズを満た
すためには、ケアに関わる医療と社会的介護の
統合への挑戦が必要になってくる。

心、脳そして行動において尊厳のあるケ
ア：認知症と尊厳─いかなる形の虐待も
排除：深刻な地域でのケアにおける認知
症の人と介護者体験の改善

ファイザル・イブラヒム
Dr. Faizal Ibrahim（オーストラリア）

　「尊厳」とは、人々が自らや他人の価値に関
してどのように感じ、考え、振る舞うかに関係
している。尊厳が存在している場所では、人々
は自信を持って自己決定できると感じる。2015
年から運動を始めた「尊厳のあるケア　オース
トラリア」の行動グループは「１…いかなる形
の虐待も許さない」に始まる「尊厳のあるケア
の10原則」をまとめ、オーストラリアの医療サー
ビスの文化を変える事を目指して来た。

認知症の人の人権の尊重
ケイト・スワッファー

Kate Swaffer（オーストラリア）

　「認知症のケアは先進国が最悪である」とい
うOECDが公表した先進38 ヶ国に関する報告
書を念頭において、認知症の人が人権思想に基
づく対応を確実に受けるための、社会的発展段
階を振り返った。そのトピックとして、2015年
に国際認知症連合は、WHOが開催した第１回
認知症に関する閣僚会議において３項目の要望
を行った。リハビテーションを含み、倫理的な
ケアを求める権利がある事。障害者基本法や障
害者権利条約に基づいて人権をもって扱うよう
に。また、研究を認知症の「治癒」のみでなく
ケアにも重点を置くように。今回は、認知症に
対する人権に基づくアプローチという前提に依
拠して、まだ解決途上の認知症ケアのこれまで
とこれからを概観した。

認知症ケアにおける公正さとアクセス�
＜セッション全体の概要＞
　人権思想に基づく個人の尊厳の重視という観点から認知症ケアの質の向上を目指すアプローチ
が、医療者、認知症の本人、研究者それぞれ三者三様に提起された。

全体会 2 ─────────────────────────────────── 4月27日
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データ共有と神経変性疾患に関する
共同プログラム（JPND）

フィリップ・アムィエル
Philippe Amouyel（フランス）

PL ９：…効率的な研究のために共同プログラム
を作成した。ビジョンの共有や共通のイノベー
ションを行うことなどを掲げた、長期的な共同
ができる新手法である。研究者、資金提供者な
どで構成され、AD以外の神経変性疾患も含ま
れる。日本も関わる。バイオマーカー研究や
ミーティングダム（パーソンセンタードケアの
サポート）、進行期ADに関するビッグデータ
研究などに取り組んでいる。

□質疑応答：
１．PL ８への質問：ケアの政策を地域や家庭

医にどのように届けることができるか？：
ADIとして働きかけができるのではないか。…

３．PL ８：英国では家庭医（GP）が診断に時
間をかけるようになり、インセンティブが機
能している。（コメント）

４．PL ７：ADのスクリーニングに有用な前
駆症状はなにか？

「スクリーニング」という言葉は使わないよう
にしている。明らかな前駆症状はないため。
現在、実臨床で取り上げられるものはない。

５．PL7,８：認知症への偏見はまだ残っている。
治験に協力することで生じる本人への影響は
どうか？

　　本当に早期の時期にケアや治療を行うこと
は人道的に許されるのかについてはきちんと
患者と話さないといけない。何もないのにア
ミロイドPETだけを受けるのは推奨しない。

アルツハイマー病の診断条件、
110年間の経過

フィリップ・シュルテンス
Philip Scheltens（オランダ）

　PL ７：ADの診断は症状が主体だったが、
海馬萎縮やアミロイドの可視化、脳脊髄液検査
といったバイオマーカーの出現で早期診断が正
確に出来るようになった。ADは認知症になる
25年前からアミロイドの蓄積がある。早期治療
ではアミロイド、タウ、免疫的治療の研究が進
んでいる。

ケアと科学はどこまですすんできたか
ヘンリー・ブロダティ

Henry Brodaty（オーストラリア）

PL ８：ADの診断や支援のための障壁として恐
怖、スティグマ、GP（家庭医）等がある。診
断率向上のために報酬金を出しても偽陽性が増
えただけであった。在宅認知症患者へのホーム
ケアは施設入所を遅らせ、死亡率を下げる可能
性があるが、家族の負担が大きい。Consumer…
direct…careやレスパイトケアもエビデンスはま
だない。救急時のケアでは認知症への対応につ
いて検討が必要。入所施設では十分なケアや
医療が施されていない所がある。行動心理症
状（BPSD）では、パーソンセンタードケアで
BPSDや薬剤の投与が減少する。…BPSDのケア
ガイドがある（APP-care…guide）。家族介護者
は高率にうつやストレスがある。介護者への教
育がBPSDを減少させる。

認知症に関する最新の科学的知見� 座長：ジェリー・サンプソン

＜セッション全体の概要＞
　３人のパネリストによる発表。診断治療、ケア、研究方法についての俯瞰的な講演。ケアに対
する質問が多く関心の高さがうかがわれた。

全体会 3 ─────────────────────────────────── 4月28日
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前途多難である。だからこそ、取り組んでいく
決意である。

認知症のための災害準備イニシアチブ
フセイン・ジャフリ

Hussain Jafri（パキスタン）

　身体的機能に限界があったり、認知機能が低
下していたり、経済力が弱くなっていたり、様々
な理由で高齢者は災害時により多くの被害を受
ける場合が多い。災害時には、認知症の人から
の反応は予測がつかず、期待する事が難しいこ
とを認識しておく必要がある。パキスタンの経
験では、災害時の環境の悪化により認知症の人
の苦しみは最悪になるが、これは最も脆弱性の
高いグループでありながら救済活動の明確な対
象になっていないからである。これに対して
ADIでは、災害準備の取組を開始した。日本を
含む５カ国が作業部会を立ち上げ、災害時の認
知症の人のために必要とされるケアを提供する
ためのガイドライン作りに取組んでいる。

日本で最近起こった地震と自分の体験

粟田　主一
Shuichi  Awata（日本）

　日本人は過去20年間で人的被害のある地震を
140回経験して来た。2011年３月11日の東日本
大震災では多くの人命が失われた。この惨事の
中に居た認知症の人達には、生活環境の劣悪化
によってBPSDの顕在化と悪化、それに伴う介
護者の負担増が虐待に向かうケースも生じた。
災害初期に設置された虚弱者用の緊急シェル
ターは、認知症高齢者ケアに有効であったが、
需要の過剰とスタッフ不足により、ここでも介
護者の負担増を来した。災害準備のためには、
認知症の人や虚弱者に対する緊急時援助計画を
地域防災戦略に含める必要がある。

中国の地震が認知症に与える影響
マ・ホン

Ma Hong（中国）

　中国の災害救援システムとデータ、災害後の
心理的危機への介入、精神疾患のある高齢者へ
の看護、認知症のある高齢者への災害後のサー
ビスと解決策について、経過と現状を説明する。
政府は災害の規模によって、各省庁、警察、軍
隊等の体制を決めて対応している。また、北京
大学を拠点と災害による心理的な危機状態への
介入などの専門家チームも立ち上がっている。
防災、減災の人材育成、ソーシャルワーカーの
研修などの施策はあるものの不十分な状態であ
り、特に、災害時の看護ケア、災害状況の評価
のツール、緊急医療体制などまだまだ未発達で
ある。
　中国でも高齢化が急速に進んでいる。今後、
認知症や精神疾患を持つ高齢者への災害時のケ
アは、重要性を増すが、足りないものばかりで

認知症と災害�
＜セッション全体の概要＞
　主に地震災害での認知症の人に与える影響を、それぞれの経験から教訓を導きだし、災害時には、
日常より脆弱性が高くなる認知症の人の、ケアの質を高めるための施策を提起した。

全体会 4 ─────────────────────────────────── 4月28日
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エニー・アリフィン
Eny Arifin（シンガポール）

　当事者：娘と二人で発表。５年前に診断。現
在は家族と住み居心地がよい。支援してくれる
人がいる認知機能のクラスでスイミングや絵
画、菓子づくりなどを楽しんでいる。同じ状況
の人と会えるのが良い。娘さんは母を引きこも
りにせず、早期診断の人を受け止めてくれる場
に出会い意味ある生活を楽しんでいる。

松永　美根子
Mineko Matsunaga（日本・熊本）

　県全体を統括する基幹型病院と県内各地の拠
点病院とかかりつけ医や介護事業所との連携を
強化した「熊本モデル」として発展した。認知
症ケアアドバイザーを各施設に派遣するシステ
ムにより介護の質の向上を図っている。
　また、ビッグオレンジリングキャンペーン、
夜間パトロールに取り組んでおり、認知症サ
ポーターの数は人口比で連続８年間日本一と
なっている。

橋本　武也
Takeya Hashimoto（日本・京都）

　2004年国際会議以降認知症の人が　医療・地
域ケアから排除されていることを直視しなが
ら、認知症になっても安心して暮らせる京都を
目指して進んできた。2012年には「2012年京都
文書」を採択し「認知症を生きる人たちから見
た地域包括ケアの言語化」を行った。ここを基
盤として2013年に、本人、家族、認知症に関わ
る専門職の視点から、目標を10のアイメッセー
ジとした「京都式オレンジプラン」（H25…年度
～ H…29…年度）を策定した。現在、認知症になっ
ても安心して暮らせる京都を目指して医療・介
護・福祉をはじめ学術・企業等を含むオール京
都体制で取り組んでいる。また2018年２月に向
けて「10のアイメッセージ」本人評価への挑戦
も開始した。

キキ・エドワーズ
Kiki Edwards（ナイジェリア）

　認知症は魔法や悪魔の病気として見られ危害
を加えられることがあった。「認知症にやさし
いナイジェリア」を設立し、偏見を取り払う住
民教育のリーダー養成など国家レベルでの教育
活動を展開。

ファラネ―・カボリ
Faraneh Kaboli（イラン）

　小学校５年生での啓発活動。子どもへの教育
が家族にも波及し変化が起きている。この活動
を開始するまでには２年間の交渉があったが、
現在は教育委員会の支援もある。

ノエミ・メディナ
Noemi Medina（アルゼンチン）

　アルツハイマー病と関連障害と闘う協会
（ALMA）副会長。認知症教育とともに音楽と
ダンスが楽しめる「カフェ・コン・アルヌ」を
紹介。カフェは波を起こす存在と評価。

ミーラ・パッタビラマン
Meera Pattabiraman（インド）

　認知症の人が目的をもって孤立せずに生きて
いくための支援として、認知症への理解を高め
る屋外演劇を開催。子どもから大人まで多くの
人が参加でき有効な啓発活動。

レジーナ・ショウ
Regina Shaw（イギリス）

　当事者：認知症への知識がないと恐怖となり、
そのことから認知症の人の社会参加や権利が侵
害されることになる。また地域コミュニティか
ら孤立する。あらゆる関与がバラバラでなく、
当事者が何を必要としているかを明確にし、当
事者の声をコアにしたサポートの確立が必要。
認知症のイメージを変えることが必要。

認知症にやさしい地域社会�座長：マーク・ウォートマン (Marc Wortmann）

＜セッション全体の概要＞
　７か国の認知症への理解を深める地域社会への教育プログラム（リーダー養成、小学生へのア
プローチ、演劇）や、カフェの紹介。日本からは京都府の京都式オレンジプラン、熊本県からは
認知症に理解のあるお店に「ビッグオレンジリング」の掲示をし、町いっぱいオレンジリングに
する取組が紹介された。

全体会 5 ─────────────────────────────────── 4月29日
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若年性認知症とダイアン研究

ランドール・ベイトマン
Randoll Bateman（アメリカ）

　優性遺伝を示すアルツハイマー病の人の多く
は若年で発病する。遺伝的素因を持つ未発症の
600人を対象に、アルツハイマー病の予防法を
研究するのがダイアン研究で、ワシントン大学
ベイトマン教授を主任研究者として進められて
いる。日本の研究者も協力しており、若年性認
知症に対する薬物などによる予防や治療の臨床
研究についても紹介された。今後、大いに期待
されるアプローチである。

若年性認知症：日本のアプローチ

新井　平伊
Heii Arai（日本）

芦野　れい子
Reiko Ashino（日本）

　若年であるがゆえに直面する認知症の問題へ
の対応に関する日本で行われている取り組みを
紹介した。冒頭、認知症の人と家族の会富山支
部の本人・芦野れい子さんとその夫が登壇し、
日常生活やその問題点を笑顔で話した。続いて、
順天堂大学新井教授が若年性認知症の特徴や対
応法を芦野さんの話を受けて紹介した。血管性
認知症が多いことや進行の早さを示した。対応
の仕方も高齢発症の場合とは違い、再就職を考
慮すべき場合も少なくない。適切な支援によ
り、認知症になっても人とのふれあいの中で多
くの幸せを感じながら暮らすことができると結
んだ。

若年性認知症：多様な障害、多様なケア
エイドリアン・ウィザール

Adrienne Withall（オーストラリア）

　演者はシドニーのニューサウスウェールズ大
学で認知症介護の研究をしている。多職種の研
究者と協力して若年性認知症を起こす危険因
子、介護の問題点などを紹介した。職種間の協
力の仕方、介護者のケアの改善などについて具
体的なデータに沿って適切な方法が示された。
そのため、日本を含めて他の国の介護者にも参
考になった。

若年性認知症� 座長：中村　重信（Shigenobu Nakamura）

＜セッション全体の概要＞
　65歳未満で認知症になった人には高齢で認知症になった人とは異なった対応をする必要がある。
このようなアプローチが始められたのは2004年の第20回ADI国際会議でのワークショップ以降で
あり、日本での取り組みが世界をリードしているようだ。また、遺伝性若年認知症のグループに
対するアルツハイマー病予防法開発が試みられている。

全体会 6 ─────────────────────────────────── 4月29日
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ンは、障害のある人だけのものではない。すべ
てのマイノリティに言えること。そしてもちろ
ん認知症の人にも。
　認知症になったからといって守られる存在に
なってしまうのではなく、リスクを負っても、
自分らしく生きていく。受ける支援は、本人に
とって必要最小限のものでいい。認知症の人本
人の声を通じて、本人の権利の尊重とともに、
支援者にとって立つべき位置を、深く学ぶワー
クショップとなった。

その他気づいたこと
　ワークショップを主催したDAI：Kate…swaffer
さんのテンポのいい進行で、会場は和やかな雰
囲気で、認知症の人ご本人の声に深く耳を傾け
ることができた。

　Kate…Swafferさん（以下、Kate）とMick…Carmody
さんの進行で、各国の認知症の当事者が、診断
された時にするべきこと、診断から希望への思
いを語った。
　まず、Kate自身の体験から。Kateが認知症
と診断されたのは49歳の時だったが、受けた
アドバイスは、「仕事を辞めて死ぬ準備や介護
を受ける用意をしなさい」だった。そして、
Kateは看護師だったので、認知症はそういう
ものと思っていた。しかし、幸運だったのは、
彼女は当時、社会人大学生だったこと。大学は
Kateを一人の人間として見てくれた。そして
車椅子の人や学習障害のある学生と同じよう
に、認知症の症状を障害ととらえて、必要な支
援をしてくれた。このことが認知症の人にとっ
て重要なポイントだと強調した。
　「診断された時の絶望。そして、そこから脱
出できた時、必ず誰かがそばにいてくれた」と
語る当事者。インドネシアでも、また他の地域
でも、認知症に対する偏見、そして絶望を体験
し、そうした中からも希望を見出す灯が必ず灯
されていた。
　丹野智文さんは、「認知症に対する偏見があっ
て外に出られない中、自分が笑顔で講演するこ
とで、認知症になっても笑顔でいられるのだと
いうメッセージを届けている」という。
　Kateは、WHOの閣僚級会議の場で、障害者
権利条約に認知症の人も含めて欲しいと訴え、
その後、認知症の人の権利について大きな進
展があった。Kate達が中心となって創立した
DAIも、影響を与えた活動の一つであることは
間違いない。
　「Nothing…about…us,…without…us!（私たち抜き
に私たちのことを決めないで）」このスローガ

DAIワークショップ　認知症と診断されたら：
最初にやるべきこと
司会者 : ケイト・スワファー

＜セッション全体の概要＞
　登壇者による診断初期とその後の対応。

ワークショップ WO-01 ─────────────────────── 4月27日
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佐藤　雅彦
Masahiko Sato（日本）

日本認知症ワーキンググループ　共同代表

前田　隆行
Takayuki Maeda（日本）

日本認知症ワーキンググループ

　2014年10月結成。認知症の人と社会のために
本人がメンバーとなり、自ら活動していく独立
組織。認知症になってからも希望と尊厳をもっ
て暮らし続けることができ、よりよく生きてい
ける社会を創りだしていくことを目的とする。
ミッションとして、１．全国各地の認知症の本
人の声を集約して代弁する。２．認知症の本人
に関係する政策・施策への提案とフォロー。３．
社会の認識を変える（偏見・差別の解消）。
４．認知症の本人の生きる希望や力を高める。
などがある。最近の動きとしては、2017年３月
に「運転免許に関する提案」を行った。

長澤　かほる
Kaoru Nagasawa（日本）

レビー小体型認知症サポートネットワーク　東京代表

　2008年11月、「レビー小体型認知症家族を支
える会」（DLBF）結成。2014年11月、「レビー
小体型認知症サポートネットワーク」（DLBSN）
に組織改編。現在全国に18 ヶ所。基本方針と
して「必要な人が、必要な時に、必要な情報を
得る場」の提供をする。交流会は、誰でも、自
由に都合のよいとき、場所での催しに参加する
ことができ、「短時間で解決の糸口」を提供す
ることを目標に医療とケアの両面からサポート
している。

伊藤　美知
Michi Ito（日本）

全国若年認知症家族会・支援者連絡協議会

　2010年２月のNPO法人「若年認知症サポー
トセンター」主催の「全国のつどい」を契機に
同年９月結成。全国19都道府県の38団体加盟。
若年認知症の人と家族の安寧と権利を守るため
に、呼びかけや提言を行う。情報交換の場であ
り、全国に社会活動の輪を広げることを目的に
している。毎年、若年認知症への理解促進のた
めの啓発活動として「全国若年性認知症フォー
ラム」を実施している。

津止　正敏
Masatoshi Tudome…（日本）

男性介護者と支援者の全国ネットワーク　事務局長
立命館大学産業社会学部現代社会学科　教授

　2009年３月、男性介護者のかかえる問題を社
会化しようと会を結成。会員は、累計で945人。

「ひとりじゃない！生きる勇気がわいてきた」
をキーワードに、全国で男性を対象とした会や
集いは100を超えた。全国100万人の男性介護者
に向けての私たちのメッセージ。１．かたろ
う！男の介護　２．つたえよう！私の介護体験　
３．ひろげよう！介護の仲間と集い　４．かえ
よう！介護保険と介護休業　５．なくそう！介
護退職と介護事件。

認知症に関わる当事者団体の役割と今後の課題
座長 : 本間　昭（Akila Honma）

＜セッション全体の概要＞
　国内の５当事者団体と海外からの参加者が問題意識を共有し、「社会全体が認知症を自分ごとと
して考え、認知症になっても安心して暮らせる社会」をつくるための当事者団体の役割と今後の
課題について話しあった。

ワークショップ WO-02 ─────────────────────── 4月27日
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思いを大切にしているとの発言あり。次に、
バラバラの認知症施策を一本化して「認知症
基本法」が必要だと思うが？との意見には、
40歳未満の人を対象とする制度、介護者支援
法の創設、本人が生活を全うできる施策の確
立、具体的な議論にはコンセンサスが必要､
今後も５団体が連携して法整備を求めていく
ことが大切との発言があった。

　　そのほか、介護者の休息のための制度の確
立やケアマネジャーに対する評価についての
質問があった。

田部井　康夫
Yasuo Tabei（日本）

認知症の人と家族の会　副代表理事

　1980年、90名の介護家族が京都に集まり、「呆
け老人をかかえる家族の会」を結成。1992年、
国際アルツハイマー病協会（ADI）に正式加盟。
2006年、「認知症の人と家族の会」に名称変更。
全国単一組織で、47都道府県に支部があり、会
員数は11,466人。認知症の人と家族、専門職、
ボランティアなどが力を合わせ「認知症になっ
ても安心して暮らせる社会」をめざして、「つ
どい」「会報」「電話相談」を３本柱の活動にす
え、施策への提言も積極的に行っている。「つ
ながれば希望が見えてくる」が合言葉。

杉野　文篤
Fumiatsu Sugino…（日本）

認知症の人と家族の会　
ADI2017日本組織委員会委員、関係団体委員会委員

杉野　由美子
Yumiko Sugino…（日本）

　京都に住んでいて、認知症の仲間たちと一緒
に卓球教室やカフェを開いている。私たちの中
では、認知症だから何もできないとあきらめる
人はいない。世界には先を進んでおられる方が
たくさんいることがわかった。周りの力添えを
得て、自分たちのできる過ごし方を進めていき
たい。

ディーワイ・スハルヤ
DY SUHARYA（インドネシア）

ADIアジア太平洋会議事務局　事務局長

　認知症の母は82歳で先週亡くなった。2013年
から活動を始め、２万人の学生の啓発活動を
行った。インドネシアでのシンボルカラーは紫
色。ADIアジア・太平洋は17カ国。「Remember…
me」を合言葉に、ツイニングプログラムやス
ティグマをなくす活動、「誰かのために声を上
げる」アドボガシー活動に取り組んでいる。
ADI日本がアジア・太平洋地域のリーダーに
なってほしい。

□質疑応答：アジア・太平洋地域での本人活動
は？との質問に、スハルヤ氏からは、サポー
トグループのもと「ひとりではない」という
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もに自分らしく生きることができる社会をとも
に創り上げることが目標であると、会場のすべ
ての人が共有できたすばらしいワークショップ
となった。
　最後に、海外から参加の当事者も壇上に上が
り、会場が一体となって掛け声とともに腕を何
度も押し上げて、１時間30分の熱いセッション
は幕を閉じた。

　丹野智文さんのコーディネートで、壇上に日
本認知症ワーキンググループの藤田和子さん、
佐藤雅彦さん、そして杉本欣哉さん、平みきさ
ん、竹内裕さんらが並び始まった。
　冒頭、フロアで参加していたクリスティーン・
ブライデンさんが声をあげた。「2004年に私が
リレーのバトンを渡したのは、確かこの部屋で
した。今まさにそのバトンが日本に仲間にリ
レーされ、たくさんの人が走るすばらしいレー
スになった」
　会場には、クリスティーンさんとともに、海
外の当事者ジェームズ・マキロップさん、ケイ
ト・スワファーさんも参加していた。
　藤田和子さんが、「自分が本人になってみる
と、社会の中にある大きな偏見にぶち当たり、
そこを壊そうとして頑張ってきた10年間だっ
た」と語った。
　佐藤雅彦さんは、認知症になって二つの偏見
があることに気づいたという。ひとつは自分の
中にある偏見。認知症になると何もわからなく
なるというもの。もうひとつは、世間の偏見。
認知症になると一人の大人として扱ってくれな
くなった。その二重の偏見に苦しめられてきた
という。そして、今、「自分の人生、自分のし
たいことをできることをやっていく。できない
ことに目を向けず、前を向いて」と力強く語っ
た。
　そのほか、「認知症になっても後悔していま
せん」、「どんどん楽しいことを考える。苦しい
ことを考えない」、「閉じこもっていてはだめ。
外に行こう」などの、前向きな声が印象に残る。
　「自立とは、多くの依存先を持つこと」でき
ないことは支援してもらいながら、認知症とと

日本認知症ワーキンググループ（JDWG）
認知症とともによりよい暮らしを：認知症当事者に
よる提案と行動�−海外から日本へ、そして日本から海外へ
座長：丹野　智文

＜セッション全体の概要＞
　日本認知症ワーキンググループの活動の報告そして思い。

ワークショップ WO-03 ─────────────────────── 4月28日
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ピアス・コッティング
Piers Kotting（英国）

＊英国における登録の実践活動を報告。
＊英国では研究費が増加しているが、癌が全体

の20％を占めるのに対して、認知症は４％し
か占めていない。もっと増やす必要がある。

＊登録を進める具体的方法としては、専門家な
どを巻き込むこと、会議などにかかわった
人々に参加を呼び掛けること、ウェブなどを
利用すること、アルツハイマー協会などを通
して広報すること、など。

＊ボランティアにより、関心をもってくれた
人々を対象に約40項目について登録してい
る。登録者は約３万人で、必ずしも成功して
いるわけではないが、登録者は増えている。

＊ボランティアを見つける方法は、色々なPR
イベントを実施して、それがニュースとして
流されて、関心を呼ぶ方法が中心である。

＊登録協力に対する報酬は支払っていない
＊このようなデータを使って、２年間で25リ

サーチが実施された。

□質疑応答：
＊社会心理学的な研究として５年前からやって

いるがうまくいかない
＊データの質が問題で、必要できれいなデータ

を得ることが難しい　
＊同意書を取るのが難しい。倫理の問題が大き

いなど

ヘンリー・ブロダティ
Henry Brodaty（オーストラリア）

＊ADI…として、各国に対して認知症の登録制
度を確立するよう勧告していきたい。

＊登録には、①未発症者の登録　（家族やボラ
ンティアなどのまだ発症していない人の登
録）②疫学的研究のための登録　③QOL向
上やケアのための登録（データを分析する
ことで、どのようなケアや治療が認知症の
QOLを向上させる効果があるかを明らかに
する。スウェーデンでは、BPSDに関する登
録制度がある）　④研究・新薬の開発などの
ための登録　などがある。

＊登録制度のメリットは、①新薬の開発、治療
法の研究などに必要な協力者を選び出すこと
ができる　②研究が盛んになることにより、
認知症にかかわる人材が増える。③治療効果
や医療機関の差などを比較することによって
コスト削減につながる。（たとえば、スウェー
デンでは、登録に要した費用の10倍の費用が
削減できた）　④政策決定に影響を与えるこ
とができる、など。

＊登録制度は、31国・地域で実施されているが、
日本や韓国では実施されていない。

＊問題は、①誰がリーダーシップをとるか　②
どのようなデータを集めるか　③認知症はい
ろいろなところで診断されているのでどこで
登録できるか　④登録協力者に費用を払うこ
とが難しい　⑤同意をとることの難しさ　⑥
個人情報の扱い方　など。

より多くの認知症の人に研究に参加してもらうには
座長：マーク・ウォートマン（Marc Wortmann）　
　　　サージュ・ゴーシェ（Serge Gauthier）

＜セッション全体の概要＞
　ADIは2016年から2019年の長期計画案の中で、認知症研究についての情報を収集し、広めるこ
とで臨床試験への参加を促し、また臨床研究を推進し、臨床研究の人材増加を図るために、様々
な機関と協力し合うことを方針として掲げた。具体的には、認知症の人や健常者を含めた登録制
度の確立・普及である。

ワークショップ WO-04 ─────────────────────── 4月28日
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　このワークショップにより「認知症にやさし
い地域をつくる」という大きな目標のもとに本
人、当事者を中心に世代やジャンルを超えて世
界中の人が活動していることを実感した。会場
は国内外の参加者でほぼ満席であった。

発表者
河野禎之（世界認知症若手専門家グループ
WYLD）　
金子裕美子（認知症の人と家族の会）
茅野龍馬（WHO…健康開発初号研究センター）
尾島俊之（浜松医科大学医学部健康社会医学講
座教授）
平尾和之（京都文教大学/認知症の人と家族の
会/認知症フレンドリージャパン・イニシアチ
ブ/WYLD-J）
Kristine…Newman（ライアソン大学コミュニ
ティサービス学部准教授）
Jeremy…Hughes（英国アルツハイマー協会　
CEO）
中西三春（公益財団法人東京都医学総合研究所
主席研究員）

　冒頭で、新潟県支部金子代表が「家族の会」
介護者の立場から「人々のつながり」が安心で
きる地域の基盤であると経験から感じているこ
と、また、このように多くの専門家が地域づく
りに取り組んでいることを大変心強くうれしく
思うと述べた。続いて、茅野氏が認知症の世界
的な状況を報告した後、日本での地域づくりに
関する指標についての取り組みとして、尾島氏
がマクロ的なアプローチを、大学との共同で地
域に根差した指標づくりの試みを河野氏が、ま
た平尾氏が宇治で行われている地域づくりの
具体例とそれらの評価方の研究が行われてい
ることを発表した。次にカナダの取り組みを
C.ニューマン氏が、色彩などを有効に使った街
づくりの例とそれらの評価について、イギリス
からJ.ヒューズ氏がイギリスで進行中の地域づ
くり施策の基本理念や具体例を紹介した。それ
ぞれの文化や伝統に根差した取り組みとその評
価の方法が一同に会したものであった。

「認知症にやさしい地域」を評価する
�～どのように地域を評価し、取り組みを促進できるか～
司会者：河野　禎之

ワークショップ WO-05 ─────────────────────── 4月29日
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追加検診はメモリークリニック患者に
対する初期の臨床診断に大きな影響を
与えるか？

ヘレン・ウー
Helen Wu（オーストラリア）

　早期記憶障害の患者の診断が、追加検査に
よって変更されるかを調査した。神経心理学評
価が病名変更に関連性を持っていた。追加の画
像診断は診断に影響を持たなかった。

プラズマβアミロイドと
大脳皮質アミロイド蓄積の関連性に
与えるアポ蛋白E表現型の効果

館野　周
Amane Tateno（日本）

　血中でコレステロールを運搬するアポリポタ
ンパクＥ（ApoE）の遺伝子型には、稀な２型、
多くの人にみられる３型、一部の人の持つ４型
がある。その中で、ApoE ４型を持つと脳アミ
ロイド沈着が起こりやすくアルツハイマー病に
なるリスクが高いと言われている。現在、脳ア
ミロイド蓄積の検査方法としてはアミロイドポ
ジトロンCT（PET）　や脊髄液検査であるが、
高コストと侵襲性であることが難点である。血
漿中βアミロイドの測定により脳アミロイド蓄
積が推定できれば有用であろう。血漿中βアミ
ロイドのある種類のパターンの比をみる事で、
非ApoE ４型かApoE ４型かどうかを判別でき
ると思われる。

より重度のアルツハイマー病患者は
治療を受けるまでの待ち時間がさらに長い

レザル・カンドカー
Resaul Khandker（アメリカ）

　医師へのインタビューを通して、認知症患者
が医師に受診するまでの期間を調べたところ、
中等度と重度の患者にその期間が長いことがわ
かった。早期受診が症状の進行を遅らせる可能
性があるので、意識を高める教育が必要である。

ダウン症に合併するアルツハイマー病の
バイオマーカーを研究する臨床試験対応
のコホート研究

ファン・フォルテア
Juan Fortea（スペイン）

　ダウン症は遺伝的にアルツハイマー病になる
可能性が高いことが知られている。ダウン症自
体が知的障害を伴うので、認知機能障害の発症
を早期に診断することがむずかしい。脳脊髄液、
ＭＲＩなど７種類のバイオマーカーを調べたと
ころ、早期検出に有用であった。

閉塞性睡眠時無呼吸の認知症における意味
ラメル・カルロス

Ramel Carlos（グアム）

　認知症患者359例のうち、17％に閉塞性睡眠
時無呼吸（OSA）が認められた。OSA重症度
は脳萎縮の程度および全体的認知症スコアと密
接に相関していた。

診断と画像診断� 座長：ダビッド・ダイ （David Dai）

＜セッション全体の概要＞
　認知症の診断に関して、今日では脳脊髄液、MRIなど種々の検査方法が実施されている。それ
ぞれの検査法の有用性などが取り上げられた。また早期診断の必要性が強調された。

分科会 O-01 ──────────────────────────────── 4月27日
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　アルツハイマー病の人の90％以上が行動心理
症状を経験する。臨床ガイドラインと抗精神病
薬の使用について安全性の警告と薬剤処方のガ
イドラインの影響や適正使用には、さらなる研
究が必要。

コスタリカにおけるアルツハイマー政策
中・低所得国として初の
アルツハイマー政策の過去3年間の進展

ノーベル・ローマン
Norbel Roman…（コスタリカ）

　コスタリカでは2014年「アルツハイマー病計
画」が採用され、その後国家戦略の国家健康計
画や保健省のプロジェクトに取り入れられた。
中低所得の発展途上国ではあるが、この計画は
ラテンアメリカで最初に作成された。

意識の向上に始まり認知症についての
国家政策が出来るようになるまで

ステファニア・ズロベック
Stefania Zlobec（スロベニア）

　2016年に「認知症の人の診断・治療・介護」
と題するガイドラインの作成には研究者、介護
者、本人からなる共同作業グループがつくられ
た。認知症の人のリビング・ウィルのため、実
践的な助言を提供。

「認知症にやさしい」というラベルを
貼るべきか、貼らないべきか

ステファニー・ベッカー
Stefanie Becker（スイス）

　認知症の人と家族のために数多くのサービス
が市場に出現したが、質の透明性が低下し、「認
知症にやさしい」品質ラベルの作成を義務付け
た。品質ラベルを貼るより、それらを誰がどう
行うか等の具体的な取組が重要。

『YUBAメソッド』とカラオケを
認知症治療に用いたアルツハイマー病の
非医学的治療に関する国家政策の提案

弓場　徹
Toru Yuba（日本）

　非侵襲的で薬剤によらない治療の提案とし
てYUBAメソッド（裏声と地声を分離・強化・
融合し模倣学習に基づいて調音ロスを減少させ
る）とカラオケが音楽療法に使用された。軽度
から中等度の認知症患者に対し、半年間の歌唱
療法を実施したところ、BPSD（行動心理症状）
が改善し睡眠時間が長くとれるようになった、
実施前と比較して意欲や情動、実行機能に好ま
しい変化が生じたなどの報告が多数得られた。
発声、歌の練習が脳の感覚野と運動野に対して
働きかけ、脳に可塑性が生じ、症状が改善され
る。

オーストリアの最新の認知症に関する
レポートがいかに移民のニーズを
ないがしろにしているか

ネヴァン・アルティントップ
Nevin Altintop（オーストリア）

　認知症の移民の医療では言語と母語によるコ
ミュニケーションが通訳の誤りや言語に基づ
く検査ができないことで正しい診断が遅れる。
オーストリアの認知症報告書、国家認知症戦略
では、移民の認知症介護家族は自分たちだけで
介護を行うという誤った一般化により、認知症
の移民には具体的支援をしないよう助言してい
る。

アルツハイマー病における
行動症状治療のための抗精神病薬の
使用とそれが患者に与える影響に
関する医学的なガイドラインのレビュー

ミルレーン・エイグボーガン
Myrlene Aigbogun…（アメリカ）

認知症政策と公的なイニシアティブ
座長：マイク・スプレイン（Mike Splaine）

分科会 O-02 ──────────────────────────────── 4月27日
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認知症の人々に教育に基づいたスキルを
持つケアを提供するための救急総合病院
スタッフの育成

ジョアン・ブルック
Joanne Brook（イギリス）

　イギリス、ロイヤルバークシャー病院は370
床のうち120人の認知症患者のケアに当たって
いる。2014年４月～ 2016年３月までの約2.4万
人の緊急入院の中で、認知症ケアの専門教育訓
練を受けたケアクルーが対応した約3400例を対
象とした調査。スタッフ向けの訓練教育支援の
導入は、スタッフが認知症ケアに自信を持てる
ようになり、また知識とスキルが向上した。資
金があれば、ケアクルー体制を24時間体制にし
ていきたい。

救急室看護師の認知症に関する知識
メイ・フェイ・シェ

Mei Hui Hsein（台湾）

　救急室看護師は認知症ケアの知識、経験が不
十分で学習行動に対する積極性が低いことが分
かった。救急室看護師への認知症ケアの教育が
極めて重要である。

公開オンライン教育：認知症に関する
知識を現代の環境や学生向けに変換する

マシュー・マークカルディー
Matthew Kirkcaldie（オーストラリア）

　認知症の診断や理解や受容に直面したとき、
どこで調べたらよいか困惑している状況に対し
て、「認知症理解の大規模公開オンライン講座」
を無料で開設し、９万人が受講した。参加者は
講座の途中でも専門家に質問することができ
る。これらの質疑応答のデータをオンライン情
報のデザインを発表するであろう。オンライン
講座参加者目標は100万人である。

□質疑応答：ナイジェリアでも同様、どう情
報を提供したらよいか→スマホ活用でユー
チューブ、リンク先、ラジオなど

オーストラリアの認知症に関する
介護者のための新しい

「認知症に関するガイドライン」の作成
ジェーン・トンプソン

Jane Thompson（オーストラリア）

　2016年３月、オーストラリア初の「認知症の
人のための臨床診療ガイドラインと介護の原
則」が発表され、11月には、「認知症の人の診断、
治療、介護」と題する消費者向けコンパニオン
ガイドが国会で発表された。いろんな形で広報
され、尊厳を重視して理解のレベルを上げる効
果がある。

ガーナにおける医学生の認知症に対する
認識・全学部対象の調査結果

スザンヌ・スピッテル
Suzanne Spittel（ドイツ）

　ガーナでは、認知症や精神疾患についての認
識と知識が一般のみならず、医療従事者として
の学位取得を目指している学生にも不足してい
ることが明らかになった。政策によって、キャ
ンペーン等による一般社会への啓発と医学部学
生の教育の両方を行う必要がある。

認知症のMOOC
（大規模公開オンライン講座）：市民の
健康に関する教育という位置づけに変える

ジェームズ・ビッカーズ
James Vickers（オーストラリア）

　タスマニア大学の「認知症予防の大規模公開
オンライン教育システム」の実践は、効率的な
情報提供、多国からの参加の可能、リスクファ
クター（糖尿病、高血圧、肥満、運動不足、抑
うつ、喫煙、低学歴）の評価ができるといった
特徴をもち、当初1,500人の参加が、世界100か
国から約12,000人が参加し、修了率49％、女性
が89％、平均年齢41歳、75％が何らかの高等教
育を受け、74％が介護に従事、68％がオースト
ラリアの住民であった。アンケートでの満足率
は90％以上であった。

介護職の教育と研修� 座長：ニコール・バッシュ（Nicol Batsh）

分科会 O-03 ──────────────────────────────── 4月27日
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既存の建物を復活及び再利用した
地域に基づく高齢者デイサービス環境と
いう観点からの議論─高雄Datung Fule 
高齢者デイサービスセンターの例　

Y.…H.…ワン
Y.H. Wang（中国）

　地域に昔からある建物を地域に根差したケア
のための施設に確立する、家庭から距離感、地
元という安心感、サービスの把握の容易性等の
視点からの事例発表で元学校を使用するという
点でY.ションと同様の視点だった。

軽度認知障害を患う人のためにできる
環境改善の小さなアイデア

宮野　順子
Junko Miyano（日本）

　軽度認知症の方に対する介護施設における住
環境、人的環境の違いを把握し、修正の必要性
や環境改善の細かい手法（水道蛇口の操作性や
電灯の付け方等）を具体的に提示、改修の必要
やスタッフの対応基準等が提示されていた。

認知症や視力障害のある人のための
環境構築に利用できる
ベストプラクティスガイドラインの作成

アリソン・ボウズ
Alison Bowes（イギリス）

　視覚障害を持つ認知症の人の生活環境に対す
る設計ガイドラインの評価の報告であった。適
切な基準や品質を得られる対策は現時点では少
なく、認知症の障害者への環境構築・配慮に関
して課題が大きいことが浮き彫りになった。

□質疑応答：各発表者に対してそれぞれ質問が
あった。調査結果であれば他の地域、規模等
サンプルとの比較、他の施設や環境との状況
比較、都市計画の妥当性などについて質問が
あり、関心が高いテーマだと感じた。

生涯学習という視点で既存の校舎を再建
した認知症デイケアセンターのケアモデ
ル─南台湾のダートンデイケアセンター
の事例　

Y.…ション
Y. Xiong（中国）

　現在は使われていない学校の校舎でデイケア
をすることの学習や意欲に対する効果、地域と
の交流、学習の場となることの期待が事例と共
に説明があった。

イギリスにおける認知症の人と
その介護者と共に生活している人達による
ホーム適応アドバイスの利用について

フラン・アレン…
Flan Allen（イギリス）

　自宅の改修についてのアプローチの検討につ
いて、適切な根拠に基づく対応は進行の軽減に
つながりうるが、今までの状況を維持した対応
と知見に基づいた対応を施さないと効果が薄い
ことも提示された。

認知症にやさしいコミュニティに
必要な物理的環境と制度設定
─スコットランドと日本の町の比較

井上　裕
Yutaka Inoue（日本）

　スコットランドと日本の町の都市設計や社会
環境の比較において、認知症にやさしいコミュ
ニティ・都市の環境整備の必要性を検討した内
容で日本では資金面、専門的な見地等において
の視点が不十分との結論を導き出していた。

環境とデザイン� 座長：足立　啓

＜セッション全体の概要＞
　認知症の方をどこでケアするか、どのような環境で生活すれば地域で暮らせるのかといったア
イデアやヒント、施設の設計や都市計画の課題などについて６人から発表があった。
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見守るネットワークなど、実施状況報告がされ
た。

認知症にやさしいコミュニティー
─スポンサーの視点

エリザベス・モリソン
Elizabeth Morrison（イギリス）

　スコットランドの「認知症にやさしいコミュ
ニティー」は、スコットランド宝くじ基金から
の寄付金で2013年に創設された。この寄付金は、
10年間が予定されており、2015年度は14地域、
2017年度に第２期の資金提供が予定されている
状況である。この地域の経験を速やかに他の地
域が学び、更に新しい地域へ拡大出来るように
計画している。

認知症の人が近隣において実際に
体験したことに関する街頭インタビュー

エルザナ・オドゥザコビック
Elzana Odzakovic（スウェーデン）

　認知症の人にとって、地域の人達からの好意
的環境や、自然との関わりなどは、症状の軽減
に役立つと考えられる。認知症の人14名に地域
との関わりについて街頭インタビューを行い、
興味ある結果を得た。　

ルーマニアは認知症にやさしい社会か？
ルーマニアの心理学者、建築士、
非専門職員に行った重要な調査

マリア・モグラン
Maria Moglan（ルーマニア）

　ルーマニアでは、「認知症にやさしい地域」
という構想の実現に関連したアンケート調査を
行い、認知症にやさしい地域に住んでいるとの
回答は16%にすぎなかった。今後、国家政策の
一部になる必要がある。

認知症にやさしい地域社会：
イタリア、アビアテグラッソの経験

ダニエラ・ザッカリア
Daniele Zaccaria（イタリア）

　イタリアの認知症カフェで、認知症の人と地
域住民が協力してモザイク画の製作を行った。
この試みは大成功で、地域住民の認知症への理
解を深め、更に、認知症の症状の軽減も生じる
ことが解った。

旅のことば：認知症にやさしい社会に
むけた協働

伊庭　崇
Takashi Iba（日本）

　徐々に機能低下が進行するなかで、先への不
安や恐れによって気持ちが落ち込んで抜け出せ
なくなる場合の対応策について詳細な発表がさ
れた。
　活動は４種類の事業からなる。①思いを共有
できる集いの場つくり、②認知症サポート医に
気楽に相談できる場、③キャラバンメイトによ
る認知症サポーター養成講座の工夫、④地域を

認知症にやさしい地域社会Ⅰ�座長：フィリッパ・トリー（Philippa Tree）

＜セッション全体の概要＞
　ルーマニア、イタリア、スコットランド、日本、スウェーデンの認知症にやさしい地域づくり
への様々な試みが報告された。
　高齢化が進み、認知症の人が増加している。認知症と診断された高齢者の社会的包摂を支援し、
地域で自立して生活する機会を提供する取り組みが各国で行われつつある。
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作用がある。鉛誘発性認知症、記憶喪失に対す
るクルクミンの保護作用をマウスにより実験し
た。その結果、クルクミンは少なくとも炎症、
酸化によるダメージ、神経伝達物質、及び酵素
の発現を少なくし学習障害と記憶喪失を軽減す
ることを示唆した。

年齢は大学教育に関心のある人達の 
障害ではない：認知症になる

（Chee-危険度を下げるための中高年向け政策
として有効か）

ジェームズ・ヴィッカーズ
James Vickers（オーストラリア）

　タスマニア大学、大学院で学んでいる49歳
～ 78歳までの334人を対象に認知機能、神経心
理学的及び心理社会的評価を実施した。その結
果、エピソード記憶と言語処理領域および中年
期に認知機能を刺激する活動を行ったことが学
業成績に影響することが判明した。これに対し、
IQ、性別、作業記憶、社会心理的因子、脳の機能、
等は学業成績に影響しないと判定された。
　高齢期に教育を受けることを推奨すれば認知
症の発症リスクを軽減できる可能性がある。

抗うつ薬と認知症リスク：台湾における
国全体のコホート研究

　チーキン・ツェン
Chee-Kin Then（台湾）

　うつ病と認知症はいろいろな意味で関連性が
ある。この研究では、９年間の台湾の国民健康
保険研究データベースを解析した。その結果、
抗うつ剤使用においては、うつ病の有無に変わ
りなく用量に比例して認知症発生率が高くなる
ことが判明した。

ゲームを用いたメモリートレーニング
「ジョバーニ・ネル・テンポ」プロジェクト

アンドレア・ファッボ
Andrea Fabbo（イタリア）

　健康な高齢者は認知機能訓練を行うことによ
り加齢による機能低下を回復させたり進行を遅
らせたりすることができるといわれている。作
業記憶、意味記憶、エピソード記憶を刺激する
３種類のゲームを使い、90分ずつ週２回２か月
間行い効果を検討した。
　その結果、日常生活での記憶障害があると申
告していた参加者については訴えが軽減したこ
とを確認した。しかし、標本数が少なく、対象
群がなく、評価者の盲検も行わなかったため結
果の解釈には注意を要する。　

コミュニティーに住む高齢者の異なる 
認知領域の軌跡

……ジェニファー・イーマン・タン
Jeniffer Yee-Mann Tang（香港）

　65歳以上で身体的健康と心理社会的幸福感お
よび地域生活の改善を目指すプログラムに参加
している公営住宅入居中の高齢者を対象とした
調査結果1,300例のデータを検証した。
　一般的な認知機能は、記憶、抽象化、言語、
注意力は１年にわたって維持されていた。しか
し、視空間認識、実行機能、呼称の点数は上がっ
たが、見当識の点数は下がった。年齢、性別、
学歴ではこの変化を説明することはできなかっ
た。

マウスに見られる鉛誘発性炎症、学習障害
および記憶喪失：右近の神経保護効果

　ジットバンジョン・タンポン
Jitbanjong Tangpong（タイ）

　鉛がアルツハイマー病の病態に悪影響を与え
るという報告がある。ウコン由来のクルクミン
には、抗酸化、抗炎症、がん予防等多数の薬理

リスク因子と健康的な加齢
座長：ジョン・グロベナ―（John Grosvenor）
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置された、認知症コミュニティケアセンター
の実践と課題が報告された。市民向け講演会、
MCI対象健康増進プログラム、訪問、電話相談
など多岐にわたる活動の結果、市民への啓発は
進んだが、資源の統合には課題が多いとした。

「仲間と会いたい」
～全国本人交流会10年のあゆみ

堀井　隆子
Takako Horii（日本）

　「家族の会」富山県支部が主催する全国本人
交流会の10年間の歩みを報告した。ともに宿泊
して本人達が交流することの意義、今では全国
各地で展開されつつあるが、先駆けとなった10
年の歴史が余すことなく語られた。

症状を理解するためのプレゼンテーション、
日本でのアルツハイマー病の人々の認識と
診断

ウィリアム・モンゴメリー
William montgomery（オーストラリア）

　日本でアルツハイマー病と診断された人の疾
患への認識と診断を、介護者への調査データを
もとに分析し、早期発見・診断・治療の重要性
が報告された。記憶障害等の症状に最初に気づ
いたのは家族が多い中で、医療従事者も約13％
を占め、早期での関わりの必要も指摘された。

ボスニア社会における認知症の感染症へ
の変化と新しくなった病人の計算方法

オスマン・クチュク
Osman Kucuk（ボスニア・ヘルツェゴビナ）

　大きな紛争の後、復興を遂げてきたボスニア
において、認知症の人の数は増加しているが、
認知症に対する社会の偏見は、まだ払拭されて
おらず、市民から専門職まであらゆるレベルで
啓発を進める必要があるとした。

福祉と医療に携わる職員間の相互理解を
促進するためにパーソン・センタード・
ケアの原則を取り入れた認知症の協力ノー
トの作成

石原　哲郎
Tetsuro ishihara（日本）

　パーソン・センタード・ケアの原則を取り入
れた認知症の協力ノート「くすのき手帳」の作
成と活用について、認知症の人の介護者への調
査の結果、回答者の60％以上がその使用に満足
していた。介護者と領域を超えた専門職をつな
ぐ協力ノートの有用性が指摘された。

なぜ認知症研究に認知症の人自身が関わ
るのか？個人の義務感と政治的な現実

ジェーン・トンプソン
Jane Thompson（オーストリア）

　オーストラリアアルツハイマー病協会の消費
者認知症研究ネットワークの活動とその意義に
ついて報告した。消費者（認知症の人、介護者、
家族）こそが最終受益者となるべき研究の重要
性が強調された。

病院を元にした台湾新竹市の認知症 
コミュニティケアセンターの建築

ユーイン・チュー
Yu-Ying Chu

　台湾政府の認知症施策の一環として病院に設

認知症のための連携と福祉制度
座長：アンドリュー・ケッターリンガム（Andrew Ketteringham）
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中国の認知症の人のためのグループ、
及び個人の認知刺激療法（CST）の
文化的適応：基礎調査

グロリア・ウオン
Gloria Wong（香港）

　香港の中国人におけるCSTの実行可能性と
妥当性を検討する。100名以上のプロフェッショ
ナルを集めて、14のセッション、トレーニング
の後で中国の文化に当てはめることが出来る
か。高齢者は、会話は難しい。しかし、物を作
ることにポジティブに反応する。このことから、
１）グループ討論での意見の共有の積極性が低
い。２）中国人の実用主義のため、特定のCST
セッションへの参加の意欲が選択的である。

認知症の人に対する認知行動療法に
介護者が介入した場合の
介護者の健康に与える影響：
構造的なレビューとメタ分析

プン・レオン
Phuong Leung（イギリス）

　認知症の人の認知機能を改善し生活の質を高
める為、認知症の人向けのCBIに介護者が参加
することに関して介護者の幸福感に及ぼす影響
を検討する。ケアとケアラーのかかわりと満足
度である。認知症の人向けのCBIにおける介護
者の関与は介護者の生活の質に有益な影響を及
ぼしたことを示す根拠が得られた。しかし、こ
の分野の研究の質は依然として低い。とりわけ、
一部のアウトカムについては結果の一貫性が欠
けており、したがって、知見の解釈には注意を
要する。介護者に及ぼすCBIの影響のさらなる
研究が必要である。

認知刺激と認知機能の回想法との間にある
特有な効果、及び認知症で問題のある
行動のタイプによる生活の向上

シウチン・リン
Hsiu-Ching LIン（台湾）

　研究の目的は、３種類の行動症状─論争
型（dispute）、帰宅願望型（return）、解離型

（dissociate）─がある認知症患者の認知機能と
生活の質に及ぼすCSTとRTの独自の影響を検
討することであった。結果、非薬物的アプロー
チの有効性に寄与する可能性を示唆した。

認知症の人のための心理社会的な介入に
関する臨床研修や応用研究において
心にとどめておくべきある治療の兆候

ケビン・チャラス
Kevin Charras（フランス）

　認知症の人に対する心理社会的介入（PI）に
関する問題は、臨床試験では、PIがあらゆる種
類の認知症にいずれかの段階で有効であること
を確認できないことを示した。

長期にわたるケアにおいて
抗精神病薬を削減することができる
アプローチ：HALTプロジェクト

ヘンリー・ブロダティ
Henry Brodaty（オーストラリア）

　抗精神病薬が処方される条件を検討し、薬剤
の脱処方を行い、入居者のニーズを満たすため
の非薬物的戦略における介護スタッフの教育訓
練を行う事である。脱処方介入後は、４人に３
人の参加者が12か月間の追跡調査後も抗精神病
薬不使用を継続した。

非薬物的介入� 座長：エリーニ・ポプチ（Eleni Poptsi）
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忘れてしまったプロジェクト─オンライ
ンでより若い人達にアクセス：若い介護
者に認知症に関する理解を高める

メリッサ・チャン
Melissa Chan（シンガポール）

　このプロジェクトは、個人的な物語を通じて
互いに意気投合できるオンライン空間を提供す
る事で、若い介護者を支援する輪を作る試み。
彼らの多くが、認知症という烙印が原因で一歩
を踏み出せない。

銀 の 虹 を 描 く ─ 認 知 症 ケ ア に お け る
LBGTIの包括的なプラクティス

サマンサ・エドモンズ
Samanntha Edmonnds（オーストラリア）

　LGBTI（性的マイノリティー）の高齢者は
認知症や介護される立場になる事への恐怖に直
面している。認知症のLGBTI高齢者の生活と、
彼らに悪影響のある社会的疎外と差別等の問題
を調査した。また、LGBTI高齢者の介護支援
に利用できる情報源を調査した。

□質疑応答：
　４：…当事者として偏見を感じることはあるか。

→以前より少なくなってきていると思う。
　６：…LGBTIに対しての偏見について。→若

い人ほど少ないように思う。さらに少な
くなってほしい。

そこにケアあり、そしてそこにケアがあ
る─それが我々の仕事

ピーター・ベワート
Peter Bewert（オーストラリア）

　入所者の大多数が精神疾患に加えて認知症の
既往がある、男性向けのケアホームの取り組み。
依存、相互依存、自立の３段階で取り組み、人
間関係とつながりを重視するホームとして社会
的好評価を得ている。
　
台湾の新竹における軽度認知症の人を
地域社会で検査するという体験

ユイイン・チュー
Yuying Chu（台湾）

　地元の高齢者コミュニティーセンターと協
力、地域支援に加えたスクリーニングを行って
いる。教育プログラムを組合せ、軽度認知症の
発見と退化の遅延を期している。

若者の認知症に対する理解と知識の変化
クリスティン・ニューマン
Kristine Newman（カナダ）

　カナダで行われた国際若者認知症啓発シンポ
ジウムには、アートを知識交換の方法に取入れ、
既存の知識のギャップを発見し、若者の認知症
に対する認識を高めるメッセージの普及を図っ
た。
　
診断を受けて約10年、ある人の体験談

ジョン・サンドブロム
John Sandblom（アメリカ合衆国）

　48歳で前頭側頭型と診断。父親はアルツハイ
マーで自身が介護。ADIの2016年大会の基調講
演者として、当日の失敗から多くを学んだ。認
知症になると自分の為になるものを確認し続け
ねばならない。

社会的理解と偏見� 座長：デール・ゴールドホーク(Dale Goldhawk（カナダ）)

＜セッション全体の概要＞
　認知症の本人による発表も含め、社会的な無理解や偏見に他する様々な取り組み。とりわけ若
い人達へのアプローチの紹介が特徴的。

分科会 O-09 ──────────────────────────────── 4月27日
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レの誘導、照明、カーテンの開け閉め、スタッ
フの会話、カートの音、ベルの音等により、本
人が場所、時間の認識を失い、身体的な不快感
の要因となっていることが分かった。夜間契約
ナース等の問題もあるが、実情を把握すること
で、夜間のプログラムを見直しケアの質を高め
ることができた。

私たちはどれほど人を第一に考えている
だろうか？認知症の人のための介護生活
ユニットにおいてパーソン・センタード・
ケアを強化するアプローチ

ファンジン・コー
Hwan Jing Koh（シンガポール）

　認知症施設入所者のケアの強化を目的とし
て、ナーシングホームの入所者と家族の調査、
スタッフの面接調査を行った。その結果、ケア
はいろいろな機会の場であること、日常の生活
で個々が何をしたいか、どのような意思決定を
したいかが浮き彫りになり、スタッフからは人
を助けたい、アクティブに人生を充実してほし
いという思いが伝わり、よりよい介護の見直し
につながった。１年後に再実施したところ、大
きく前進していた。

アジア太平洋各国における長期間のケア施
設での心理的認知症ケアに対してヨーロッ
パでのクオリティ表示を適用できるか

ユンヒー・ジェオン
Yun-Hee Jeon（オーストラリア）

　アジア太平洋地域における居住高齢者施設
で、ヨーロッパでの心理的介入が実行できるか
調査したが、参加した国家間の差、医療記録の
品質、家族及び文化の問題等で適さないと考え
られた。今後適切なQI（質指標）の開発が望
まれる。　

認知症の人のための映像セラピー
土井　輝子

Teruko Doi（日本）

　介護の長期化、人材不足等の中で、介護ス
タッフはBPSDの対応に追われていた。認知症
グループホームで、各入所者の古い写真を集め
てヒストリーの映像を作成、大型スクリーンで
映し出し、会話を楽しんだ。その人の過去を顧
み、共有し、理解することで介護スタッフの負
担軽減、スキルアップと自信につながり、介護
サービスの向上となった。

認知症になってから寿命まで地域社会で
の快適な暮らしの実現に向けて：日本発
祥の ｢センター方式｣ を利用した10年間
の実体験からの事実

永田　久美子
Kumiko Nagata（日本）

　認知症の人が初期から最期までの長い経過を
たどる中で、いつでもどこでも日々安心して生
きていけるために、本人のありのままの声、声
なき主張、私の習慣、私のライフヒストリーな
どをシートに記載した。本人が在宅から施設、
病院等に移る場合も情報を共有し継続すること
で、より良い介護が可能になり、意思決定が困
難になっても自分らしく生きることができるこ
とになった。

滞在型ケアホームにおける認知症の高齢
者の夜間ケアの問題を探る

ヘレン・ユエライ・チェン
Helen Yue-Lai Chan（香港）

　夜間時間帯のケアについて、当事者のニーズ
がわからなかった。観察、面接等の調査を行っ
た結果、夜間のルーチンには様々な種類があり、
パットの交換、経管栄養、モニタリング、トイ

パーソン・センタード・ケア�座長：マリオ・ポッセンティ（Mario Possenti）

＜セッション全体の概要＞
　どの発表も、さまざまな研究、調査等を通じて、情報を共有し一人一人に向き合う介護の必要
性が報告された。一方で人手不足、職員の教育不足等の問題を抱えていることも指摘された。

分科会 O-10 ──────────────────────────────── 4月27日
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｢影の外に｣ 隠れた住民を探して：
ケアホームに住む進行性認知症の人とともに

カースティー・ハウンチ
Kirsty Haunch（イギリス）

　施設に入所している進行型の認知症患者が地
域社会から孤立して、介護スタッフに依存して
いる現状から、意味あるアクティビティな生活
を送るためにどうすればいいか介護スタッフに
面接調査を行ったが、多くは困難と考えている
ことが分かった。改善するには個別因子と組織
因子を連結させることが重要である。

□質疑応答：
Ｑ：……「影の外に」の発表について、コネクショ

ンができない人に対してどうすればいい
か。

Ａ：……個人の問題ではない。教育、技術、人材、
正しい環境などで対応する。
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アルツハイマー病を対象とした
構造主体のバーチャルスクリーニング、
ADMET分析と分子動力シミュレーション
による新規のカゼインキナーゼ１
デルタ阻害剤の発見

バーンワル・シン・チャウドハリー
Bhanwarn Singh Choudhary（インド）

バーチャルリアリティトレーニングが
認知症のある高齢者の平衡機能に
及ぼす効果

イーチェン・リン
Yi-Cheng Lin（台湾）

　平衡障害は認知障害の早期でも出現してお
り、転倒の割合も一般の高齢者の２倍を超え
る。そこで、WiiFitを使ったバーチャルリアル
ティ訓練を試みた。１回30分週２回６週間の訓
練をし、その６週後の追跡結果、一定の成果が
みられた。しかし、訓練効果を持続するために
は、継続する必要がある。また、より重度の患
者を増やすなど症例を多くして裏付ける必要が
ある。

項目応答理論を用いて、中国における
高等教育を受けていない層を対象として、
モントリオール認知機能アセスメント

（MOCA）の心理的特性を評価する
ハオ・ルオ

Hao Luo（中国）

　高等教育を受けていない層の中国人約2,000
人を対象として、広東MoCAを使い、対面式で
調査し解析した。正式な教育を受けていない人

アルツハイマー型認知症における
メマンチンの併用が死亡率に及ぼす
影響と、ガランタミン治療の有効性：
ランダム化されたプラセボ対照試験の
事後解析

メアリー・サノ
Mary Sano（アメリカ）

　軽度～中等度のアルツハイマー型認知症患者
（脳血管所見を伴う患者を含む）を対象とした
２年間の大規模前向きランダム化比較研究の結
果、ガランタミン（レミニール）療法群の死亡
および認知機能障害が低いことが証明されてい
るが、2,045例をメマンチンを試験組み入れ時
点で使用していたか否かで人口統計学的特性、
年齢などの臨床特性、永続的な養護施設入所、
MMSEスコア認知障害評価（DAD）スコア、
死亡率で評価分析した。
　事後解析の結果、メマンチンを試験開始時点
で服用していた被験者群の場合、ガランタミン
の追加投与の恩恵を被っておらず、施設入所リ
スクが高かった。したがって、メマンチン使用
群に対して、ガランタミンを投与する際には注
意を払う必要がある。一方、メマンチン非使用
群の場合、死亡率が大幅に低下しており、養護
施設入所の傾向は同程度であり、認知機能と日
常生活動作の喪失が少なかった。メマンチン非
使用群の場合、ガランタミン投与の恩恵が２年
間の試験機関にわたって持続していた。

新しい治療と方法論� 座長：フィリップ・ポイ（Philip Poi）

＜セッション全体の概要＞
　メマンチンの併用の影響とガランタミン治療の有効性を論じたアメリカからの発表。
　インドから、バーチャルシュミレーションによる「新阻害剤の発見」。台湾から、「Wiifit」を使っ
た高齢者の平衡機能訓練、香港から、高等教育を受けていない層を対象にしたモントリオール認
知機能評価検査（MoCA）

分科会 O-11 ──────────────────────────────── 4月28日
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が約半数あり、教育関連の幾つかの項目では、
かなりの差異がみられた。教育レベルが異なる
被験者に対しては、確立されているカットオフ
スコアを適用する場合には注意を払う必要があ
る。MCIの診断が出ても慎重に判断する必要が
ある。

経頭蓋直流電気刺激（TDCS）を
用いたアルツハイマー病のための
メモリートレーニング。
長期にわたる臨床およびMRI検査

サヒド・バシール
Sahhid Bashir（サウジアラビア）

□質疑応答：
　２：……従来のトレーニングとの違いは？→関心

を持ってもらうため選んだ
　３：……MoCAに使えない項目がある？改善方法

は？→MCIの鑑別診断についてはフォ
ローアップしたい
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る。自動車の運転、友人の喪失、社会参加の制
限など。意思決定がままならない場合は、支援
者が一緒に意思決定していく手助けが必要であ
る。

緩和医療は認知症の人のための人権である。
カール・ベッカー

（Carl Becker）

　本人は、緩和ケアを十分に受けることができ
ていない。アルツハイマー患者は痛みを十分に
訴えることができない。疼痛管理の理解が医師
には十分ない。日本の介護者も疲弊している。
虐待のリスクも高くなる。ペインコントロール
のスタッフが必要であり、家族の協力や家族に
対する支援も必要である。多くの人を巻き込ん
だ取り組みが必要である。

意志の尊重と成年後見人の配慮は
どこへ？日本の成年後見人制度に関する
レポート

長崎　のぞみ（日本）

　介護家族の成年後見制度についての体験。叔
母の成年後見人となり、その後父の成年後見人
にも選任された。叔母の時は丁寧に審理しても
らえたが、父の時は本人に対する面談もなかっ
たことにショックを受けた。民法に定める「身
上配慮義務」について裁判所はあまり見ていな
い。財産管理だけを見ている。裁判所の人員不
足も問題であると思う。障害者権利条約にそっ
た本人を中心にみた運用をして欲しい。

□質疑応答：事前指示がなされていても本人の
意見が変わることがある。重要な問題であり
慎重に本人の意思を考える必要がある。

記憶障害のある人の人生の法的な整理を
支援する社会・医療関係者

ヘンナ・ニクマー
Henna Mikumaa（フィンランド）

　フィンランドの二地域において、認知症の人
の将来の計画について、その支援について調査
した。後見人は本人にとって重要な存在である
し、事前指示書も必要であるが、具体的にあま
り利用はされていない。今後推進していくべき
であるし、当事者に対しては情報提供と判断の
ための分かりやすい言葉での説明が必要であ
る。

認知症の人々に研究への協力を促す
ファレアロハ・ケアトランジション 
スタディの事例

ケイ・シャノン
kay Shannon（ニュージーランド）

　ニュージーランドの取り組み。認知症の人約
80人が住んでいる施設から、認知症により良い
環境のところに移るために、本人に対してどの
ように説明して進めていくか。国の倫理委員会
の承認を得て実施。時間をかけて本人や関係者
と話し合い、新しい村に移った後も本人の様子
を確認した。本人と話をする時は負担がないよ
うに言葉使いや時間に注意した。先住民の人の
意見や生活状況に対しても配慮する必要があ
る。

認知症と診断されたばかりの人を襲う
実際に起こったリスク

サリー・オズボーン
Sally Osborne（オーストラリア）

　メルボルンの大学で研究。認知症の人が、自
分で意思決定できないことは人権を蹂躙されて
いることになる。診断を受けた人のリスクもあ

人権と倫理における課題� 座長：カール・ベッカー

＜セッション全体の概要＞
　各国の認知症当事者の意思の尊重とその支援のあり方について発表があった。

分科会 O-12 ──────────────────────────────── 4月28日
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文化の違いと介護という観点で研究を広げてゆ
きたい。

英国における記憶アセスメントサービス
の特性と効果の経年的研究

ミンヘ・パーク
Min Hae Oark（イギリス）

　2012年政府の提唱で始まった記憶アセスメン
トサービス（ＭＡＳ）の有効性を、検証した。
ＭＡＳの特性、対象者の特性、生活の質への影
響の観点から調査した。

介護施設の介護施設で鎮静剤の使用を
抑えるプロジェクトをすすめる

ファニタ・ウェストベリー
Junita Louise Westbury（オーストラリア）

　介護施設における抗精神薬とベンゾジアピン
系薬の過剰使用は有効性がわずかで有害事象が
大きいことが問題になっている。監査とフィー
ドバックの繰り返し、介護研修、学際的な向精
神薬審査という３つを柱としたプロジェクトの
結果を12,165人の居住者を対象に調査して減薬
の効果があることが実証された。

認知症の早期発見　総合診療の
新しいケアモデルが地方における
認知症検査を可能にした

アデル・アサイド
Adel Asaid（オーストラリア）

　農村地域での認知症スクリーニングの不十分
さに対応するため、一次ケア主体の記憶評価
サービスの開発とスタッフの訓練を行った結
果、顕著な成果があり、今後のサービスの開発
にも有用であることを示した。早期・総合医療
のケアモデル972例の紹介

インタラクティブ（相互補完）アプローチ、
新しいタイプのツールとケアの方法に
よる直接的なコミュニケーションの促進

武地　一
Hajime Takechi（日本）

　認知症に関わる専門家、介護職員、本人・家
族間の協力を促進するためのツールを開発し
た。医療介護専門家間のための用紙及び専門家
と本人・家族間のための小冊子からなる手法と
実践を「インタラクティブ（相互補完的）アプ
ローチ」と名付けた。実践の結果、参加者から
このツールはすべての関係者にとって有用であ
るとの高い評価を得た。

介護ホームでのケアと気遣いの雰囲気を
高める職員の視点

モナ・ソーダールンド
Mona Soder Lund（スウェーデン）

　よい介護ホームとは何か、気遣いがあるとい
う視点から考察した。コンセプトは「雰囲気」。
安全である、安心できる、状態・能力に合わせる、
信頼の雰囲気、できることはとりあげない、やっ
てもらう、不必要な音は避ける、責任感、柔軟
な対応、オープンな雰囲気、尊敬の念、気遣い
のあるホームにはこうした要因があった。

文化的に優れた認知症ケアのナラティブ
インクワイアリー

クミ・オーヤ
Kumi Oya（アメリカ）

　人種の多様性の高まりに伴い、人種・民族に
合ったケアの必要性が求められてくるものと推
定し、日本の専門的介護者及び家族介護者に、
感情や態度も含め介護において最も重要と考え
ているもの何かについて聞き取り調査した。家
族介護者に対する調査では、責任感、ストイシ
ズム、ヒューマニティーなどの要素があげれら
れ、米では、独立心が強いが、日本では、相互
依存的な関係の中で介護が行われていた。今後、

ケアの研究と実践ケアモデル� 座長：ケイト・ゴードン

分科会 O-13 ──────────────────────────────── 4月28日
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　認知症の人がテクノロジーを使い、健康、心
理的、生活環境、モノの使用についてモニター
チームが監視している。血圧上昇や水分摂取量
をモニタリングし迅速な対応を行うことで入院
を避けることができる。

ACTEMENTIA: 認知症の人のための
使いやすいアプリ

アーリーン・アステル
Arlene Astel（カナダ）

　認知症のための自立支援として、…iPadのアプ
リを使用するAcTo…dementia…のウェブサイト
を立ち上げた。アプリのデザインや使いやすさ
等について検討した。ウェブサイトには他に複
数のゲームがある。

没入型技術で利用者を一番に考えた
ケアを進歩させる

マリー・マクビー
Maree Mccabe（オーストラリア）

　ビデオゲーム技術で認知症の人の体験を３D
で体験できる（バーチャル・ディメンシア体験）。
抗精神病薬の使用の減少や介護者の満足度など
に効果があった。さらに、認知症にやさしい家
庭環境のためのアプリを作成した。また、バー
チャルフォレストプロジェクト（自然を壁面に
映し出す）を作成し、認知症の人が楽しく体験
ができた

□質疑応答
O-1）インターネットへのアクセスデバイスは

どうしているか？：タブレットを使用してい
る。

O-3）WHOのリストに対する具体的な手法
は？：WHOのリストは推奨する技術であり、
各国がそれに反応しなければならない。

O-4）IoTデバイスの活用には何人の人が関わっ
たか？：アルツハイマー病協会や大学が協力
した。インターネットを使って被験者を募集
した。

O-5）アプリの選択方法は？：開発者に連絡を
取った。

認知症の人と介護者を支援するための
ウェブを使った仕組みが使用可能かどう
かの調査

パラスケヴィ・ザフェリディ
Paraskev Zafeiidi（イギリス）

　50歳以上の認知症の本人（PLWD）、介護者、
専門家を対象にウェブを通じたプラットフォー
ムを使ってもらった。専門家に比べPLWDや介
護者には使いにくい。…PLWDには満足度が低
かった。

Eヘルスが利用できる看護職と現場で
働く看護職がリードした「ポップアップ
メモリークリニック」や地域、地方、
遠隔地に住む高齢者のオーストラリア人
たちのためのプログラム

ヘルガ・メリ
Helga Meri（オーストラリア）

　iPadを使ったポップアップメモリークリニッ
クは診断の時期と時間短縮に役立つ。また、健
康増進プログラムを３～６ヶ月間継続すること
で認知機能が改善した。精神機能やうつ、社会
的機能の改善もみられる。使えるようになると
本人の自信になる。

認知症におけるアシスティブ・
テクノロジー（AT）の新しい方向性

ジェイコブ・ロイ・クリアコース
Jacob Roy Kuriakose（インド）

　ATは、認知症の人のリスクを軽減しQOLを
高める。WHOがアラーム、GPS、モバイルフォ
ンなど50種類のATのリストを作成した。これ
に応えてインドではADIPスキームというプロ
グラムを進めている。モーションセンサー技術
や生活支援、オンラインコミュニケーションが
可能である。

認知症ケアの観点から、統合された
モノのインターネット（IoT）を用いた
ソリューション

キャサリン・トリーナ・パーソンズ
Catherine Treena Parsons（イギリス）

テクノロジーと認知症� 座長：ジェイコブ・ロイ・クリアコース

分科会 O-14 ──────────────────────────────── 4月28日
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めに小中学生に対し、13年間絵本教室を開催、
受講者は10,000人を超えた。教室は「事前アン
ケート、絵本教室、事後アンケートと感想文」
からなっていて、こどものころから認知症のこ
とを考えたり触れたりすることが、親世代の認
知症の理解につながり、地域を変えている。

アルツハイマーの、社会の、認知症の友人：
国の認知症に対する考え方、行動、
そして話し方の変革

ジェレミー・ヒュース
Jeremy Hughes（イギリス）

　英国で認知症の人にやさしい地域社会の構築
を目指し、人々の認知症に対する意識を変える
ためのプログラムを行った。このプログラムで
170万人の認知症の友人が増え、認知症の人の
受容及び社会的な包括に向け大きな役割を果た
している。

認知症パートナー：韓国における
認知症に対する認識度の改善

キウオン・キム
Kiwong Kiim（韓国）

　第３次韓国国家認知症計画の中のプログラム
について発表。2012年に開始された認知症パー
トナーは日々の生活の理解や擁護の重要な役割
を果たしていて、2020年までに認知症パート
ナーを50万人募集することを目的としている。
誰でもオンラインを利用して教育を受けパート
ナーになることができる。

地震を乗り越え認知症の人と
家族の会を支援

星　節子
Setsuko Hoshi（日本）

　2011.3.11に発生した東日本大震災と福島の原
発事故により、福島県内の高齢者は大きな被害
を受けた。グループホームでは何が起きたのか
もわからず、着の身着のまま、一晩で帰れると
思って逃げてから県内を転々とし、住み慣れた
街に戻れない不安、焦燥感等から発症したり
徐々に悪化したりした。それでも仲間や家族の
会の会員の励ましで希望を持ち、仮設住宅でグ
ループホームを再開、なじみの関係を保つこと
ができた。まだ８万人の人が戻れない状況にあ
る。

同じ立場の人同志のオンラインサポート
グループの力

ジョン・サンドブロム
John Sandblom（アメリカ）

　オーストラリアの57歳で発症した男性は、認
知症と診断されてからうつ状態になっていた
が、認知症患者による認知症患者のための国際
擁護・支援グループ「DAI」の週１回の会議に
参加してから、同じ経験を共有でき、新たな人
生が開けた。39か国にメンバーがいて、支援グ
ループは各国にある。ぜひ日本の方も参加して
ほしいと訴えた。

小中学校における世代間のアルバムを
使った認知症の啓発活動小・中学校

大谷　るみ子
Rumiko Ootani（日本）

　大牟田市では、認知症の人を地域で支えるた

認知症にやさしい地域社会2
座長：ミーラ・パタビラマン（Meera Pattabiraman）

＜セッション全体の概要＞
　国家規模のサポートの取り組み、オンラインを利用したサポート、こどものころからの認知症
の理解の取り組み、介護経験者による電話相談など、各国で取り組まれている内容が報告された。

分科会 O-15 ──────────────────────────────── 4月28日
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認知症の人と家族の会主催の
電話相談活動のスタッフとしての
経験から学んだこと

越野　稔
Minoru Koshino（日本）

　｢家族の会｣ の電話相談について報告。全国
の支部で行っている電話相談と、2000年に開設
した本部のフリーダイヤル電話相談がある。本
部の電話相談は年間3300件の受電があり、その
97％は会員以外からの相談。相談員は基本的に
は介護経験者で、介護家族の悩みを傾聴し、寄
り添い自分で解決していく後押しをしている。
月１回の月例会、年２回の外部講師を招いての
研修会で電話相談員のスキルアップを図ってい
る。

□質疑応答：
①自分たちも地震で被災したので、コミュニ

ティを大事にした日本人を心から支持する。
③-1　長崎の少年からいろいろな活動がよくわ

かった。
③-2　Q絵本の具体的な内容、構成について質

問。　Ａ詳細説明
③-3　Q素晴らしい試みだが全国規模のカリ

キュラムはあるか。
　Aサポーター養成講座説明
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夜間床を離れる回数を計測した。64例を５日以
上モニタリング。平均睡眠時間は6.1時間であ
り、短いグループは３時間、認知症の罹患期間
が短い人の方が離れる頻度が高かった。MCIの
方が転倒リスクが高いので環境改善が必要。よ
り多くのサンプルが必要。さらに研究していき
たい。

アメリカにおける主観的な記憶と
機能障害の関連　アメリカン国民健康
栄養調査によるマッチングを行った
ケース・コントロールの分析

ミルレーン・アイグボーガン
Myrlene Aigbogun（アメリカ）

　認知症は疾患が進行する前から機能障害が
現れるが評価が難しい。対照群2,096例、マッ
チング対照群2,096例を調査。健康状態の悪化、
併用薬（抗鬱剤など）の使用が症例群において
高かった。今後疫学的スタディにつながる。

認知症の人の入院の特徴：コンコルドの
高齢男性の健康と加齢に関する
プロジェクト

ベンジャミン・スー
Benjumin Hsu（オーストラリア）

　オーストラリアの地域在住の高齢男性を対象
に認知症と入院との相関見解について10年間の
追跡調査を行う。感染症や、転倒の理由によっ
て入院する可能性が高かった。

□質疑応答：
１二つの比較は良い方法でありさらなる追加情

報の組み合わせが必要
３アジア以外の国の比較も今後必要ではないか
４昼間のデータは？車いすに移動する場合もあ

り測定はしにくい
６重度・軽度どちらが多かったか？特に分けな

かった

GMS AGECATアルゴリズムとDSM－
Ⅲ－Rの条件を用いた認知症の診断比較

ルー・ガオ
Lu Gao（イギリス）

　診断基準の違いによって認知症の診断にどの
ような影響があるのか調査した。AGECATア
ルゴリズムとDSM－Ⅲ－Rの一致係数は0.8で
あり、認知症の重症度が軽度の症例や合併症（特
にうつ病）の不一致度が高かった。さらなる再
評価が必要と考えられる。

意識変容によって変えることができる
環境と生活習慣のリスク要因が
若年性認知症に与える影響 

エイドリアン・ウィットホール
Aidorian Withall（オーストラリア）

　若年性認知症のリスク因子についての調査。
（オーストラリア）症例96例と対照群179例で比
較。遺伝的要因は20%未満、低い教育レベル、
喫煙、晩年期のうつ病と関連しており、高齢期
のリスクである心血管系危険因子とは相関して
いなかった。

アジア諸国の老人ホームにおけるNPIの
陽性所見の特徴

寺田　沙耶
Saya Terada（日本）

　アジア７か国の認知症患者696例を対象とし
てNPIによる評価をおこなった。多くの認知症
高齢者は様々な周辺症状があり、激越症状、易
刺激性、妄想の割合が高かった。無関心につい
ては進行すれば高くなる。文化的背景について
は今後さらに解析していきたい。

アルツハイマー病の患者の睡眠障害に
ついての詳細な研究

樋上　容子
Yoko Higami（日本）

　「眠りスキャン」をマットレスの下に入れて

疫　学� 座長：マリエラ・グエラ

＜セッション全体の概要＞
　認知症について疫学的研究に基づく各国６名の発表がなされた。

分科会 O-16 ──────────────────────────────── 4月28日
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よる利用等が特徴である。
　多くのサービスが必要な認知症の人達が利用
する傾向があり、一部の使用頻度の高い利用者
によって運営管理が困難になることが考えられ
る。
　いくつかの小規模多機能グループホームの事
例や経済学的観点から認知症ケアの方法や施設
の運営管理方法について説明した。

８本の柱モデル　地域における認知症の人
と介護者のための組織的ケアを改善する

ミシェル・ミラー
Michelle Miller（イギリス）

　スコットランドの国家認知症改善プログラム
は患者、介護者、医療スタッフ、社会ケアスタッ
フとともに作成された。８本のモデルが提唱す
るアプローチ法としては、認知症実践調整機能
の導入や、介護者支援、個別支援、地域社会と
の連携、環境、精神衛生のケアと治療、一般的
な医療と治療、治療的介入などがある。

認知症初期段階の集中的なサポートに
必要とされる役割問題

村島　久美子
Kumiko Murashima（日本）

　事例を用いた初期集中支援チームの現状と課
題について、世田谷区・桜新町アーバンクリ
ニックでは地域包括支援センターを通して相談
を受けた108件を分析。①認知症発症後の初期
②認知症の人への関わりの初期の二つの意味が
ある。対象者は公的サービスに繋がっていない、
または中断している人、サービスは利用してい
るがBPSDによる困難事例にあたる人である。
介入によりサービス利用につながる、あるいは
継続利用が可能になり地域での暮らしが継続で
きる等の成果がある。今後は地域ニーズに物理
的にも、対応できるかどうかが課題。

認知症の人の為のケア管理の有効性を
与える主な要素　ナラテイブ統合の構造
的な見直し

アラステア・ジン／ロン・チャン
Alastair Jin /Lon Chan（香港）

　ケアマネジメントの有効性と、その実施にお
ける影響因子の特定。その要因は個人レベル・
プログラムレベル・システムレベルで特定

シドニー北部における認知症の人の困難
の改善

スーザン・クルル
Susan Kurrle（オーストラリア）

　シドニー北部全域の当事者、介護者や医療専
門家が利用できる多様なサービスの情報を共有
し連携を図り、地方ごとに作成された小冊子を
広く配布。これにより緊密な連携アプローチが
提供されるようになった。

スウェーデンのクリスチャンスタッドに
あるメモリークリニックとＣＳＫ病院の
糖尿病セクション間で糖尿病を体験した
患者の協力をもとに認知機能に従ってセ
ルフケアを調整する

アンマリー・リジェロス
Ann-Marie Liljeroth（スウェーデン）

　糖尿病と認知機能低下を併せ持つ患者50例に
ついて、糖尿病病棟の患者、パートナー、看護
師、医師が連携し、患者が抱える困難を支援し、
その効果を定期的な追跡調査を継続している

日本における認知症の人のための新しい
ケア方法：小さなグループホーム環境に
おける多機能ケア（MCHS）

松井　典子
Noriko Matsui（日本）

　小規模多機能グループホームは、日常生活援
助、ケアマネジャーによるケアプランニング、
介護度によって決定される一定料金制、登録に

ケアの調整と連携� 座長：フセイン・ジャフリ（Hussain Jafri）

分科会 O-17 ──────────────────────────────── 4月28日
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認知症と診断された後に外来部門を
利用する推移についての観察結果
─８年間にわたるフォローアップ研究

イェンニー・フン
Yen-Ni Hung（台湾）

　急速に高齢化が進行している台湾では、認知
症の中でも血管性認知症（VaD）の人がより多
くの医療資源を長期にわたって利用しており、
大きな国家的負担となっている。

台湾における認知症の高齢者にかかる
ケアコストと介護者の負担の予測因子

リージュン・エリザベス・クー
Li-Jung Elizabeth Ku（台湾）

　ケア費用の予測因子は、介護家族の負担の予
測因子とは異なることが明らかになった。介護
負担の軽減にあたっては、介護者に対する認知
症の人の行動障害の対応訓練や経済的支援が効
果的である。

認知症の人をサポートするためにかかる
インフォーマルなケアコストとその他の
支払い：日本での大量のサンプル調査に
おけるミクロレベルの決定因子

中部　貴央
Takao Nakabe （日本）

　日本の認知症の人のインフォーマルな介護費
用は介護者が同居しているかや雇用状況などの
影響を受け、自己負担金は、自宅か施設かや
ADLやケアの必要度によって影響を受けてい
た。

□質疑応答：６題目の研究の補足として、京都
大学の今中教授が、代替コストなどのイン
フォーマルな負担のような隠れている負担が
大きいことが明らかになった。在宅介護だけ
を目指すのは間違いだ。との発言があった。
他にも専門的な質問があったが、特記すべき
ものはなかった。

アルツハイマー病の重症度が日本の
患者の医療資源の使い方に与える影響

レザル・カンドカー
Resaul Khandker（アメリカ）

　日本のアルツハイマー病の人936名の調査を
行い、疾患重症度＝認知障害（CI）のステー
ジが上昇するにつれて、必要とされる医療資源
利用（HCRU）＝平均専門医受診回数、平均専
門介護時間が増えていった。

認知症診断と認知障害の度合いが地域の高
齢者のためのフォーマル及びインフォーマ
ルなケアの時間に与える影響

テリー Y ／ S…ラム
Terry Y/S Lum…（香港）

　香港における地域社会のケアサービス利用者
298例を対象として調査を行った。軽度から重
度に移行するに従って、公式ケアと非公式ケア
を合わせた総ケア時間が著明に長くなっていっ
た。

軽度認知障害から認知症への進行を
予測するために、脳脊髄液にアルツハイ
マー病バイオマーカーを
使用することの費用効果

アンデルス・ウィルモ
Anders Wimo（オランダ）

　MCIの人の予後を明らかにすることを目的
に、髄液中の生物マーカー検査を標準的な診断
的精査に追加した結果、医療経済の観点から見
て、現行の診療に使用できる可能性があること
が示された。

医療経済学� 座長：マルクス・ロストロム（Markus Löfström）

＜セッション全体の概要＞
　認知症の診断や重症度がケアの時間や介護負担だけでなく、費用などの経済的な医療・介護資
源に与える影響について調査・研究したものが多かった。

分科会 O-18 ──────────────────────────────── 4月28日
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「いきいき」の概念の新たな創造：認知症
の日系カナダ人と彼らの介護者を取りま
く組織、家族と地域社会の理解度の変化

小林　カレン
Karen Kobayashi（カナダ）

　早期診断と早期介入が重要であるが、本人や
家族が、どのようにして症状を認識し、診断を
受け、利用可能な資源を入手するかを検討した。
また、自らの行為が恥であるという感覚がどの
ような影響を与えているのか調べた。今回の介
入方法は、認知症だけでなく他のマイノリティ
が抱える問題解決方法にも応用できる。

日本の若者とオーストラリアの高齢者間
のWIN-WIN 文化交流：オーストラリア 
パースの高齢者施設にて

横井　静香
Shizuka Yokoi（オーストラリア）

　オーストラリア在住日本人が増えているが、
認知症になった場合孤独感を抱いていることが
多い。高齢者施設にラジオ体操など日本人ボラ
ンティアの導入を行った結果、高齢者は　日本
の文化に触れることで孤独感を軽減でき、ボラ
ンティアは英語能力の向上やオーストラリアの
文化に親しむことができた。また施設にとって
もより豊かなケアを提供でき、参加者全員に
とって有益であった。

アルツハイマー病にリスクのあるアフリ
カ系アメリカ人高齢者向けの文化的な配
慮のされた医学診断と生活習慣改善プロ
グラムを開発するためにまちづくりの地
域資活用モデルを登用

ジーナ・グリーンハリス
Gina Green-Harris（アメリカ）

　アメリカにおける少数民族の地域社会ではそ
の民族に特有の社会文化的要因及び社会構造的
要因によって健康医療や介護サービスが利用

認知症高齢者が安心して参加できる
社会的活動の実践報告

森　安美
Yasumi Mori（日本）

　参加者が中継地点を経由しタスキリレーを
しながら町を歩いたり走ったりする「RUN伴」
のイベントに認知症高齢者が参加した事例と認
知症高齢者と認知症でない高齢者がともに地域
の歴史や芸術を学ぶ「ひまつぶし大学」の取り
組みを通して認知症高齢者が地域社会の活動に
参加することの重要性が明らかになった。地域
住民が認知症高齢者との共有体験をすることで
社会的包摂の実現につながることが期待でき
る。

イランアルツハイマー協会が開催した
希望者対処負の年金受給者のための
意欲的なトレーニングの開始

ファラネ・ファリン
Farane Farin（イラン）

　アルツハイマー協会の会員のうち特定の年金
受給者に対する動機付け訓練は　受講者に力を
与える効果を発揮した。これらのメンバーは現
在、イランの様々な地域で協会の代表者になっ
て、認知症の人と家族を支援する活動を行って
いる。

見えるものの具体化
ティナ・バター

Tiia Butter（フィンランド）
　芸術を介して認知症の本人とその家族双方に
関わる「TATAMURI法」はペアになっての作
業で、相互協力を生み、芸術と語りを作り上げ
る。また、グループで行うことにより家族は介
護の悩みや苦労を共有でき力を得ることができ
る。

地域社会への参加と連携
座長：

分科会 O-19 ──────────────────────────────── 4月28日
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されにくくなることが多い。地域資源活用モ
デルABCDモデル（Asset…Based…Community…
Development…Model）を用いたプログラムを
開発して効果を上げている。このプログラムは
アフリカ系米国人の高齢者と介護者に対して、
地域社会の健康評価と文化的視点を踏まえて、
擁護、教育、治療を提供するように作成された
ものである。
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「認知症は性欲とは関係がない、認知症に
なると性的感情を失う」：介護スタッフの
認知症におけるセクシュアリティについ
ての役割と義務に関する体験談の理解

ツシュナ・バンドレバラ
Tushuna Vandrevala（イギリス）

　認知症患者の性の問題は、研究では比較的軽
んじられる論題である。性的なニーズは恥ずべ
きこととされている。高齢認知症だから不適切
行動、タブーだとのガイドラインはない。
　今回の研究の目的は、介護施設に入所してい
る認知症患者の性的ニーズの表出及び性的特質
に対する介護施設スタッフの見解について検討
することである。現状は、ケアスタッフは、認
知症の人を人として見ていないと言われてい
る。責任と役割については、スタッフの役割で
はないと。しかし、今回の研究結果から、介護
施設スタッフは、認知症患者の性的特質について、
高齢者の性的表出は、人間性の一部であり基本的
人権であり、認知症患者は性的特質および性的表
出に対する権利を有するという信念を表明した。

寝室で何が起こっているのか
ケイト・スワッファー

Kate Swaffer…（オーストラリア）

　認知症の人も人間である。書籍にはいろいろ
書かれているが、本人が言ったものではない。
性的な欲望が、認知症のためになくなることは
ない。性的な欲望は無謀なことではない。コン
トロールしていたことが出来なくなることだ。
オーストラリアでは、グループホームにダブル
ベッドを置きパートナーが泊まっていける施設
もある。
　認知症であるがゆえに、ニーズを表現するこ
とが困難を伴う。しかし、認知症患者のニーズ
である限り、デリケートで扱いにくい論題を十
分魅力的な認知症患者の要望として提出するこ
とは絶対必要である。

潜在型高齢者ケアにおける
セクシュアリティのタブーの打破：高齢
者ケア施設の従業員と介護者の家族を支
えるためのリソース

マイケル・バウアー
Michael Bauer（オーストラリア）

　高齢者介護施設の認知症患者の性についての
事柄は、多くの施設にとって難題である。90才
代でもその問題は残っている。認知症でも人間
の基本的な人権として受け入れる。しかし、性
的な事の表出は、コントロールして縮小すべき
問題として解釈されることが多く、性行為は不
適切と言うレッテルを貼られることが普通であ
る。今回の発表では、認知症患者の性のニーズ
に関する理解を深めることを目的として、高齢
者介護施設の居住者の家族及びパートナーに向
けて開発した資源を例示する。居住者の性の表
出を施設が支持する場合、家族向けの情報及び
教育を重要要件として特定するものである。

ケア施設での介護を受けることに支障があ
り在宅で療養する認知症の人の男性介護者

西尾　美登里
Midori Nishio…（日本）

　在宅で認知症を介護する男性は、1981年が
8.2％、2010年には32.2％で４倍に増加し、その
続柄は、夫が75％で息子が25％だった。男性介
護者は多くの困難を抱えていることが多いとさ
れ、悩みを相談しないことが特徴とされる。男
性介護者の平均年齢は70.1才、平均介護期間は
5.2年であった。認知症の人を介護する男性の
介護継続における有効な対処は、介護問題に前
向きに取り組む対処であり、課題解決型の対処
は、在宅介護継続に於いて良好な対処であると
考えられた。

セクシュアリティと認知症
座長：ブリジッタ・マーテンソン（Brigitta Martensson）

分科会 O-20 ──────────────────────────────── 4月28日
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効果について認知機能検査に加えてアミロイド
PETとMRIを用い非盲検下で少数例を評価し
た。72週経過時点ではアミロイド沈着、脳萎縮、
MMSE、ADAS、などの認知機能検査で有意
差がなかった。96週後まで評価の予定。

ApoE-TOMM40ハプロタイプと
アルツハイマー病表現型

アレキサンダー・ヴォストロフ
Alexander Vostrov（アメリカ）

　TOMM40遺伝子の可変長ポリTの長さが
ApoEの遺伝子型と関連している。ポリT29と
ApoE ４，ポリT…VLとApoE ３の組み合わせ
が認知機能の表現型に関連していることが判明
した。

□質疑応答：
02：………RAGEを制御するのに安全性の問題がある

のではないか？→現在細胞レベルで実験系
を構築中。アルツハイマー病の進行に関わ
るのはRAGEが先かリガンドが先か？→実
験をしていないので不明

04：………イギリスでケアの格差があるのはなぜか？
→地域の事情が異なるためではないか。血
圧の変化を見つけるのは現場で行っている
のでビッグデータを使う理由はなにか？
ビッグデータは予防的な利用を考えてい
る。

　　……倫理的には問題がないか？：勿論本人と介
護者各々に同意を得ている。介護者の健康
管理に役立った例があるか？→まだRCT

（無作為試験化臨床試験）がない。
05：……効果が得られなかった理由は？→過去の報

告は動物実験だった。今回はサンプルサイ
ズが少ない、非盲検だった

　　……フェルラ酸でアミロイドがなぜ減るのか？
→アミロイド産生抑制や、抗炎症作用がい
われている。先行研究は韓国の製品を使用
していたが今回日本の製品を使用した理由
は？→特にないが日本ではサプリメントと
して普及しているため研究対象とした。

プロテインメタボリズムと
アルツハイマー病の関係

欠席　ヴェール・バラ・グプタ
Veer Bala Gpta（オーストラリア）

アルツハイマー病の発症原因としての
先天的免疫受容体の交差活性化

カジミール・ガシオロフスキ
Kazimierz Gasiorowski（ポーランド）

　AβがRAGEに結合するとNF-κBが活性化
されAβやHMGB1,…S100が産生され、これらが
細胞外に分泌後さらにRAGEに結合し悪循環を
生じる。TLRでも同様である。これら２つの
受容体は共通のシグナル伝達経路を有しNF-κ
Bが活性化されると炎症性サイトカインも産生
される。これらの経路を制御することが治療戦
略として重要である。

異なるタイプの認知症に合った投薬形式
欠席　シュー・ヤン
Shu-Yu Yang（台湾）

本人と家族へのエンパワーメント－ビッ
グデータと機器による学習は役立つか？

キエレン・J・イーガン
Kieren J Egan（イギリス）

　IoT技術を使用してタブレットやスマホ端末
から生体、活動情報をモニタリングすることで、
よりよいマネジメントが可能となる。血圧が上
昇したことが分かればクリニックに連絡する、
夜に玄関が開いたことを検知すればアルツハイ
マー病協会に連絡するといった使用ができる。

フェルラ酸とガーデンアンゼリカ抽出物
の軽度認知障害患者のアミロイドβ沈着
に対する効果を調べる臨床研究

松山　賢一
Kennichi Matsuyama（日本）

　MCI…due…to…ADに対するフェルラ酸＋ガー
デンアンゼリカ（商品名フェルガード）の治療

認知症における科学関連事項� 座長：堀部　賢太郎

分科会 O-21 ──────────────────────────────── 4月29日
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臨床医の意見が重要であろうとの示唆が得られ
た。

ガーナにおいて認知症の人を介護してい
る人が経験した影響

ベナンス・デイ
Venance Dey（ガーナ）

　ガーナでは、精神疾患のケアは公式にされて
いない。その結果、認知症は汚名の原因となる。
先進国では、介護者のストレスが大きな話題に
なるが、ガーナでは評価されない。そこで、認
知症の介護が担当者におよぼすストレス要因と
健康への影響について研究した。その結果、ス
トレスは最も大きいと評価され、２番目に財政
的ストレスであった。更に介護者の精神的、肉
体的健康に悪影響を及ぼしていた。

フュージョンケア：ケアの三角形の
三つの面、つまり認知症の人、その家族、
そして第三者の介護者を組み合わせた
ユニークな料理

デビ・イアハフ
Debi Iahav（イスラエル）

　イスラエルでは、認知症患者の95%が自宅で
生活している。介護は家族のみでは困難を伴う
ので、外国人介護者を採用している。しかしな
がら、文化の相違、言語の相違からトラブルも
多い。そこで、認知症の人、その家族、外国人
介護者を組み合わせたケアの三角形を想定し
て、様々なことを話し合い相互に理解するよう
にした。

自宅で暮らす：認知症を持つ方と、介護
者のための、わかりやすい、集中したホー
ムトレーニングプログラム

メレディス・グレシャム
Meredith Gresham（オーストラリア）

　本プログラムは、認知症の家族介護者に効果
的な教育と息抜きを組み合わせた実用的モデル
と期待される。

アルツハイマー病の家族を介護する成人
した子供による支援グループにおける自
己表現の感情

ランヒルド・ヘッドマン
Ragnhild Hedman（スウェーデン）

　この研究は、アルツハイマー病に罹患したと
診断された時から、患者と家族の自己意識に悪
影響を与えると考えられるので研究された。成
人した子供について調査研究した。成人した子
供は、ストレスを感じ、また、親を支援していた。
また、他の患者家族と親しくなる傾向もあった。

自宅で生活する：総合的で、インテンシ
ブな介護者と認知症の人のための滞在型
研修プログラム

デービッド・クリヴェック
David Krivec（スロベニア）

　この研究は、認知症患者の介護者の教育プロ
グラムである。この作成のために患者家族に要
望を出してもらい本プログラムは作成出来た。

介護者が介護の場所を決める：DECIDE
研究の定性的結果

キャスリン・ロード
Kathryn Lord…（イギリス）

　本研究は、今後重要テーマと考えられるが、

介護者支援と研修� 座長：ノリ・グラハム（Nori Graham）

＜セッション全体の概要＞
　オーストラリア、スウエーデン、スロベニア、イギリス、ガーナ、イスラエルの様々な認知症
ケアの研究と実践への試みが報告された。

分科会 O-22 ──────────────────────────────── 4月29日
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型破りな考え方をする必要性

ジョン・クィン
John Quinn（オーストラリア）

　早期発症者である友人ジョン・クインは、認
知症に対する「固定概念」から脱却した、丸ご
との人として見てもらえる周りからのサポート
を受けて、2008年には新しいことも自身の中に
とり入れることができるようになり、国内外の
マラソンに参加したりイベントも成功させて、
現在もその能力が維持されている。その支援に
おいて、スピーチセラピストの役割が有効で
あった。

認知症の診断を受けた後のガイド
デニス・クレイグ

Denise Craig（オーストラリア）

　他の患者だといろんな専門職につなげられる
のに対して、認知症の診断を受けたとたんに「も
う終わり」のような対応がありがちである。早
期の介入、より積極的な取り組みが重要である。
ジョン・クインのように。医師も手立てを知ら
ないこともあり、患者を全人格的に見た適切な
アドバイスができない。そこで、本人が使える
ガイド（診断後の道筋ツール）が作成された。

ウォッシュレット：認知症のある
人びと老人ホームスタッフのための
手入れケアの改善

メレディス・グレシャム
Meredith Gresham（オーストラリア）

　日本や韓国では当たり前のような温水洗浄便
座は、まだまだ普及していない国が多い。２ヶ
所の高齢者施設で12週間、入所者とスタッフに
取り組んだ結果、ケア時間の短縮、１人対応を
可能にした。失禁管理の一助として排便や排尿
の刺激における効果もあり、また個人の尊厳に
も寄与した。

高齢者の機関からグループホームへの移
行、及び家庭で最後を迎えることを可能に。

イングィ・ウー
Yinghu Wu（台湾）

　１．台湾のグループホームにおけるリハビリ
とゲームによる刺激、本人サポートとスタッフ
サポートを家族の参加も得て取り組んだ結果。
８ヶ月で本人の状態が改善し、夜間薬を活用を
しながらも、３世代が暮らす在宅生活をデイケ
アと組み合わせて継続し、１年後には孫の結婚
式に参加できた。

認知症ケアにおける対話の実現：作業療
法における希望や願望を協働して探る

渡辺　涼子
Ryoko Watanabe…（日本）

　埼玉県の老健で２年間のうち25日間ショート
ケア中の重度の２例への取組結果。川口淳一氏
の理論に沿って、作業療法士が意図的にかかわ
ることで、本人の意思を表出するために「通訳
の役割」「環境形成」を果たすことがみられた。

アルツハイマーは私と家族に人生とは
何か、人間とは何か、生きるための
多くのことを教えてくれた

小田　貴代
Takayo Oda（日本）

　京都在住の女性が、若年発症の夫への家族ぐ
るみのかかわりを発表。大柄な夫で、暴れたり
大変な時もあり、2014年頃、医師から終末期と
まで言われたが、本人の気持ちを表現して声を
かけると、うなづくなどの反応も出て、2015年
には、長女の結婚式に参加意思をはっきりと示
し、最後まで父親としての役割を果たせた。人
は人にしかできない相手の心に触れることが大
事。家族とのかかわりから社会へとつながり、
五感プラス六感も働かせて接すれば通じるもの
だと確信した。「介護」から「快護」にと呼び
かけたい。

リハビリテーションとその可能性� 座長：ペン・チェ・アン

分科会 O-23 ──────────────────────────────── 4月29日
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含む家族全員に喜びをもたらす。認知症の進行
によってそれまでの日課を行うことができなく
なりがちだが、屋外の散歩、公共交通機関の利
用、買い物等の継続が促進できる。この取り組
みに参加した家族は介助犬と数か月間暮らした
だけで　これらの経験をブログにより発信して
いる。

日本の変化―外からの視点
クリスティン・ブライデン

Christine Bryden（オーストラリア）

　2003年から2013年のあいだに何度か日本を訪
ねた時に認識した変化について述べる。
　2001年にクライストチャーチで行った私の講
演を聞いた石橋典子氏により2003年に私の最初
の書籍が「クリエイツかもがわ」から出版され
た。2004年ADI…京都会議で越智俊二氏の講演
は時代を画期的なものであった。2005年には水
木氏（仮名）がインターネットを通じて認知症
に対する社会の偏見を変えようとしていた。私
はその後も2006年、2007年2012年に日本を訪問
したが　日本全土に意義深い変化が生まれてい
ることを認識した。日本は認知症の人にやさし
い地域社会の実現という目的に向かって世界の
主導者である。私は認知症の人の生活が、迅速
にいろいろな場面で改善していることを確認で
きて喜びを感じている。

５つの対話型スクリーンがスコットラン
ドの田舎で認知症を持つ家族をどのよう
に支えたか

カリーナ・ロス
Karina Ross（イギリス）

　スコットランドの５つの農村に置いてデジタ
ル技術を用いて認知症の人たちとコミュニケー
ションを取ると同時に孤独感を軽減し生活の質
を改善する方法を試みた。双方向のコミュニ
ケーションが可能なスクリーンを様々なプログ

ローズ・マリー、私の考えと心を綴った
日記

アンドレア・ファッボ
Andrea Fabbo（イタリア）

　高齢者が日常活動を行うために役立つ…“Rose…
Mary”…という日誌を考案した。認知症のない
高齢者がこの日誌を使用すると　時間の経過を
置くことができ日常の活動と課題を継続して管
理することができる。毎日の活動の記憶を維持、
構成、統合整理するための役立つ実利的なツー
ルである。また介護者にとっては、高齢者の生
活の質を評価するために有用である。

民間のゲーム技術を用いたイニシアチブ
で認知症の高齢男性の社会参加を促す

ベン・ヒックス
Ben Hicks（イギリス）

　英国の３か所の農村地帯で暮らしている高齢
認知症男性患者に市販のコンピューターゲーム
を使った活動を９週間提供して、社会的包摂の
可能性について研究した。高齢認知症患者22名
に加えて介護パートナー 15名と地域のボラン
ティア５名が参加した。その結果として、男性
の様々な特質を考慮して、活動の場を提供し、
環境を整え、活動の方法を工夫して患者の要望
を満たすことを推奨する。

認知症のための犬―認知症と介護者を支
援する役目を身体障害者補助犬が果たす
オーストラリアで初の取り組みに注目

ジャニン・マクドナルド
Janine MacDonald（オーストラリア）

　この取り組みは、認知症センターのスタッフ
が介助犬の訓練士と連携して認知症の人の自宅
に自宅に介助犬を派遣するもので、オーストラ
リアで初めての試みでｓる。介助犬は最大50の
合図を学習でき、人に対して偏見を持たず慰め
と安心感を与えてくれる。また、犬は介護者を

認知症の人との関わり
座長：マリー・マケイブ（Maree McCabe）

分科会 O-24 ──────────────────────────────── 4月29日
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ラムを５つの村に同時に提供した。その内容
は、合唱（共同合唱隊の結成、芸術の個別指導、
ダンス、認知ゲーム、オンラインショッピング
のサポート、タブレット端末、i-phone…を使用
する自信が持てるように支援することなどであ
る。
　その結果として、孤独感を軽減することがで
きた。また、このプロジェクトの全段階に地域
全体が参加することによって社会的なつながり
を向上させた。

認知症とともに生きる
丹野　智文

Tomofumi Tanno（日本）

　私は営業職として働いていたが、５年間くら
い、記憶に問題があると気づいていた。顧客の
名前を忘れるようになり、毎日会っているス
タッフの名前も思い出せなくなった。神経科を
受診し紹介を受けて大病院に入院して検査を受
け、39歳でアルツハイマーの診断を受けた。イ
ンターネットで調べた情報は、若年性認知症は
進行が早く何もわからなくなって寝たきりにな
るという情報ばかりで自暴自棄になった。その
時に「認知症の人と家族の会」の宮城県支部の
ホームページを見つけ支部の活動に参加するよ
うになった。介護者や認知症の本人たちと出会
い、いろいろな情報を得たり自分自身を語るこ
とで気持ちが安定した。そしてその数か月後、
生き生きと暮らしている認知症の本人と出会い

「認知症＝終わり」ではないと認識した。私は
認知症を悔いるのではなく認知症とともに生き
ることを選んだ。そしてこれから認知症になる
人のために楽しい社会の創造をめざして、自分
の言葉を広く伝えるつもりである。
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アートとアルツハイマー病と共に生きた
彼女の最後の日々 

長崎　のぞみ
Nozomi Nagasaki（日本）

　日本の介護家族。伯母は、元新聞記者で美術
に造詣が深かった。アルツハイマーに罹患した
後に臨床美術に出会い作品を残した。右手が動
かなくなったが左手を使い書くことが出来た。
心が動けば手も動くと感じた。臨床美術士とは
上下関係はなく同好の士としての関係を築くこ
とができた。

認知症のある入居者に人生の最後のケアを
提供するケア施設職員の仕事としての境界
を維持することの難しさ

ツシュナ・ヴァンドレバレ－ラス
Tushuna Vandrevala（イギリス）

　終末期にケアをする介護スタッフは、本人と
密接な関係を築くことになるためその死に関し
て家族同様の感情を持つこともありそのための
心理的なケアが必要である。しかし、日常は多
忙でありその時間が取りにくい。上司や同僚と
話し合い感情をオープンにするなどの取り組み
が必要。

認知症の高齢者の「胃ろう」造設に対す
る反応
 新里　和弘

Kazuhiro Niizato（日本）

　東京の松沢病院等の認知症患者135例を対象
に胃ろうについて調査。拒否を明確に示した患
者は83.7%であった。３～６か月後再度確認し、
認知症が進行しており意思の確認が難しい人も
いたが、なお80%の人が拒否した。認知症の患
者に希望を尋ねその意思決定を尊重することが
大事である。また、意思の表明が可能な時に確
認を行うことが必要である。

食事に関する決定に関して重度の認知症
を持つ方と住む家族をサポートする：統
合的まとめ 

ヘレン・ユエライ・チャン
Helen Yue Chan（香港）

　進行した認知症患者は嚥下能力がおちてきて
いるので食事の提供が難しい。中国（香港）で
は食事は大切。胃ろうの造設をするのか、家族
の意見と対立することもあるし、家族も葛藤し
ている。意思決定ツールの作成、介護家族に対
するサポートが必要である。

重度認知症における尊厳に関する研究 
統合された老人病の在宅緩和医療ケアプ
ログラム
 アリン・ハム

Allyn Hum（シンガポール）

　シンガポールにて236例平均88歳の認知症患
者について調査。QOLの維持に何が影響する
のか。疼痛、栄養不良などが高い。介護者の不
安は、ヘルパーを使用していないと高い。胃ろ
うはQOLが下がる。介護者が意思決定してい
ることが多く抱え込んでしまうためサポートが
必要である。

緩和と死ぬ瞬間
─認知症の人のために考慮すべきこと

ピーター・バーワート
Peter Bewert（オーストラリア）

　オーストラリアの報告。認知症患者の終末期
について医学的に行きすぎの面がある。死とか
かわることは精神性、人生の意味神との近さと
関連している。信仰する宗教や文化によっても
異なってくる。その人一人一人の「物語」があ
り、精神的な目標があり、家族のつながりや心
の痛みも考えたケアが必要である。

人生の最後� 座長：デイジー・アコスタ

＜セッション全体の概要＞
　終末期の本人の意思の尊重と支援者のかかわりについて６名の発表がなされた。

分科会 O-25 ──────────────────────────────── 4月29日
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■ポスター発表
　イベントホールでは、ポスターによる発表が行われた。前半（27日8:00 ～ 17:30）198題と後半（28日
8:30 ～ 17:30、29日8:30 ～ 14:30）196題の展示が行われました。

認識と誤解

PO1-002 バングラデシュにおける認知症の認識／
ラシェッド・スラワーディ（Md Rashed Suhrawardy）（バングラデシュ）

PO1-003 31音からなる日本の詩である「和歌」は彼の晩年の精神的支えであった。／
西口 和代（Kazuyo Nishiguchi）（日本）

PO1-004 認知症の自分より年上の親戚がいる思春期の子供のための経験、認識とサポート／
クリスティン・ニューマン（Kristine Newman）（カナダ）

PO1-005 マレーシア、ペナンでの認知症啓蒙活動／
リー・リー・チェン（Li Li Chen）（マレーシア）

PO1-006 認知症の理解を高める - プロジェクト「認知症の人たちと踊るー一緒に踊ろう」のレポート／
三宅 眞理（Mari Miyake）（日本）

PO1-008 世界認知症プロジェクト - 世界の認知症を写真で追う／
レア・ビーチ（Leah Beach）（アメリカ）

PO1-009
６歳の子供に認知症をどう説明するか？アリー・バリー・ビープロジェクトが個々の子供達に送る認知症について
の児童書。／
マシュー・アダムス（Matthew Adams）（イギリス）

PO1-010 日本における認知症の“見えない偏見” ／
二瓶裕二（Yuji　Nihei）

PO1-011 アフリカン・カリビアン社会におけるアルツハイマー病と血管性認知症に関する認知度を高める／
デビッド・トラストウェル（David Trustwell）（イギリス）

PO1-012 サブサハラアフリカ地域で認知症の認識と知識を高める。ガーナでの認識セッションの結果。／
スザンヌ・スピッテル（Susanne Spittel）（ドイツ）

PO1-013 認知症キャンペーンのストーリーと声：今後のモデル構築／
イリナ・ハーパラ（Irja Haapala）（オーストラリア）

PO1-226 台湾中部の一般社会における認知症に対する知識と態度に関する調査／
ユエ・ユン・ツァイ（Yueh-Yun Tsay）（台湾）

PO1-227 日本の奈良における認知症を持つ高齢者の認知と問題の現状: かぐやプロジェクトベースライン調査／
山崎なおみ（Naomi Yamasaki）（日本）

提携と協力関係の構築

PO1-014 英国メモリーサービス国家認定プログラム（MSNAP） ／
エマ・コップランド（Emma Copland）（イギリス）

PO1-015 アテネアルツハイマー病及び関連障害協会（AAADRD） : 地域社会でのネットワーキング／
パトラ・ブレコウ（Patra Blekou）（ギリシャ）

PO1-016 ノルウェー保健協会の認知症研究プログラム／
シリ・ホーヴ・エッゲン（Siri Hov Eggen）（ノルウェー）

PO1-017
看護師や介護職といった長期の高齢者介護を提供する政府の補助を受けた施設で働く従業員の維持のために必然的
な職場環境の要素／
緒方 明美（Akemi Ogata）（日本）

PO1-018 認知症に世界的に向き合う重要性／
フィリッパ・ツリー（Philippa Tree）（イギリス）

PO1-019 認知症に対して行動を起こす市民社会の力を利用する／
エイミー・リトル（Amy Little）（イギリス）

PO1-214 「認知症の人や家族の視点の重要性に関する岩手県内33市町村に対する実態把握調査」／
内出幸美（Yukimi Uchide）（日本）

ポスター発表（1）198題 前半（26日16:00 ～ 18:00、27日8:00 ～ 17:30）
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認知症にやさしい地域社会 – 1

PO1-021 湘南オレンジプラン – 日本の神奈川県での認知症にやさしい地域社会／
太田 和美（Kazumi Ota）（日本）

PO1-023 楽しく学習できる認知症の育成アプローチプログラムの検討／
増田 聖子（Seiko Masuda）（日本）

PO1-024 SDA教会での認知症に関する地域社会ベースのケア／
クアンホン・リン（Kuanhung Lin）（台湾）

PO1-025 老人を敬い気遣おう – ナイジェリアとケアの土壌／
キケロモ・エドワーズ（Kikelomo Edwards）（ナイジェリア）

PO1-026 認知症にやさしい地域社会 – 私たちは同じ理解をしているか？先進国と途上国を通したモデルの主題分析／
C.T. スディール・クマール（C T Sudhir Kumar）（インド）

PO1-027 漫画やゲームを使った買い物の場における認知症啓発活動～家族介護者と専門職との協働～／
長谷川和之（Kazuyuki Hasegawa）（日本）

PO1-028 もっと歩いて違いを感じよう – 認知症にやさしい地域社会のためにスコットランドの健康グループのウォーキングを支援／
カール・グリーンウッド（Carl Greenwood）（イギリス）

PO1-029
タウンスクエア、国際的なモデル：認知症にやさしい1950年代アーバンアダルトデープログラム環境を体験でき
るレプリカのデザイン／
スコット・タード（Scott Tarde）（アメリカ）

PO1-030 小さな中学生のサポーター達／
田中 克博（Katsuhiro Tanaka）（日本）

PO1-031 アルツハイマーソサエティーの認知症にやさしい地域社会：意義のある社会の変革の創造／
エマ・ボールド（Emma Bould）（イギリス）

PO1-032 熊本地震での認知症の男性／
豊田 健二（Kenji Toyota）（日本）

PO1-033 GPプラクティスのために認知症にやさしいツールキット／
ダイアン・スミス（Diane Smith）（イギリス）

PO1-034 コスタリカで初の介護者施設と認知症にやさしい街での体験／
ノーベル・ガリタ・ローマン（Norbel GARITA Roman）（コスタリカ）

認知症の友人と支援者

PO1-036 聞き書き – プライベートな口頭の歴史PRIVATE ORAL HISTORY. ／
神崎 道子（Michiko Kanzaki）（日本）

PO1-037 「認知症の人とその家族」のための電話サポートシステムの役割／
尾崎 善規（Yoshinori Ozaki）（日本）

PO1-038 認知症高齢者のセルフヘルプ・グループの機能に関する研究 ―認知症の人と家族の会A県支部会員への取り組みよりー／
福崎 千鶴（Chizuru Fukuzaki）（日本）

PO1-040 フィンランドのラップランドにおける遠隔環境のための認知症ボランティア活動モデル／
ニーナ・シイラ-クオクサ（Nina Siira-Kuoksa）（フィンランド）

認知症政策

PO1-041 韓国の認知症指数（KDI）を使った韓国認知症と向き合っていく道のり（KDCOP）の評価／
キム・ギウン（Kim Ki Woong）（韓国）

PO1-043
認知症の人がケアされている場所を抜け出せなくなってしまった場合に医療機関職員、家族そして緊急サービスの
とるべき行動とは。事例からの教訓を学ぶ。／
ジャクリーン・フェアべーン・プラット（Jacqueline Fairbairn Platt）（イギリス）

PO1-044 日本の職員のための認知症に関する訓練と教育／
遠藤 英俊（Hidetoshi Endo）（日本）

PO1-045 認知症の恐怖：啓蒙活動、審査と診断が引き起こす結果／
ジョージナ・チャールズワース（Georgina Charlesworth）（イギリス）

PO1-047 認知症で行方不明になっている人のための政府主導プログラムの紹介／
ヒンスン・チョー（Hyunsung Cho）（韓国）

PO1-048 イギリスで人々が参加しやすいよう改善された認知症調査への参加／
アダム・スミス（Adam Smith）（イギリス）

PO1-049 生駒市と医療機関の間で行われた認知症政策についての協働／
田中 明美（Akemi Tanaka）（日本）

PO1-050 韓国認知症管理通達システム／
ヨンキュン・ジュン（Yoonkyung Jung）（韓国）

PO1-051 アルツハイマーソサエティー – 認知症の影響を受けた人との効果的な関わり方や権利の主張／
ギャバン・テリー（Gavin Terry）（イギリス）

PO1-052 【介護者憲章】の作成～家族の会愛知県支部が目指す介護者法への提起～／
尾之内 直美（Naomi Onouchi）（日本）
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診断と画像診断

PO1-042 認知症診断質問票の作成と実用 家庭医学の領域において～地域での審査、ロボット技術に応用～／
高瀬 義昌（Yoshimasa Takase）（日本）

PO1-053 地域によって異なる認知障害患者の診断／
レザル・カンドカー（Rezaul Khandker）（アメリカ）

PO1-054 香港でのAddenbrooke’s Cognitive Examination III（HK-ACE-III）の香港版に関する検証試験／
チョー・ユユン（Cho Yiu Yung）（香港）

PO1-055 虚血性脳梗塞の患者の大脳白質の変化に関連する複数の保護要素の分析のための多因子次元削減／
シージョン・ウー（Shyh-Jong Wu）（台湾）

PO1-056 アミロイド負荷への APOE ４の効果と認知障害における臨床所見／
ドン・ウォン・ヤン（Dong Won Yang）（韓国）

PO1-057 主観的な認知低下の患者に見られる典型的な記憶認識／
スンヒー・ナ（Seunghee Na）（韓国）

PO1-059 韓国でアルツハイマー病の診断に対する脳脊髄液のバイオマーカーの効用／
ジーヨン・イム（Jiyoung Im）（韓国）

PO1-061 南台湾での認知障害のある高齢者を対象とした探索的試験／
リーチャン・リン（Lichuan Lin）（台湾）

PO1-062 プーケットのバンコク病院での脳の容積と認識機能間の相関関係に関する縦断的研究／
カンヤ・テンキアトバイス（Kanya temkiatvises）（タイ）

PO1-063 凝集誘起発光を元にしたアルツハイマー病アミロイドBの容易な定量化／
星川 たかや（Takaya Hoshikawa）（日本）

早期介入

PO1-064 認知症の人のための診断が遅れる要因とプライマリ・ケアにおける介入 ／
遠矢 純一郎（Junichiro Toya）（日本）

PO1-065 認知症相談センターサービスを継続利用を促進する要因：一度だけの利用者と継続利用者の比較／
山下 真里（Mari Yamashita）（日本）

PO1-066 軽度認知障害のある高齢者の脳の認知能力を短期間で訓練する効果／
チアリアン・ツァイ（Chia-Liang Tsai）（台湾）

PO1-067 軽度認知障害にはサフランと認知トレーニング。どちらがより効果的？／
エリーニ・ポプチ（Eleni Poptsi）（ギリシャ）

PO1-068
ジメチグリシン（DMG）、クレアチン、ビタミンB1, B6, B12およびビタミンCの組み合わせ：初期の認識障害分
野の認知機能への効能／
パトリツィア・ブルーノ（Patrizia Bruno）（イタリア）

PO1-069 アルツハイマー病の人にメンタルマップを使用する可能性／
ニノスラフ・ミミカ（Ninoslav Mimica）（クロアチア）

介護職の教育と研修

PO1-070
文化的、言語的に多様な背景から来る人々：認知症行動マネジメント助言サービスのビクトリアへの紹介と彼らか
らの返答：研修、サービス規定と法令遵守への影響／
カレン・トード（Karen Thode）（オーストラリア）

PO1-071 職員を通して滞在型認知症ケアを改善する：証拠の構造的な見直し／
カトリーナ・アンダーソン（Katrina Anderson）（オーストラリア）

PO1-072
教育と研修を通したケアの質の向上：高齢者ケア職員が滞在者の健康状態の変化の確認、認識及び報告をするため
のキャパシティを向上できるような二つの教育プログラムの開発／
マイケル・バウアー（Michael Bauer）（オーストラリア）

PO1-073 認知症看護の質を高めるために看護師が取り組む活動：活動のプロセスと看護師が関心を向ける認知症者の願い／
中筋 佳子（Yoshiko Nakasuji）（日本）

PO1-074 認知症の人のグループホーム管理者が直面した新しい介護ケア職員の教育の難しさ／
古村 美津代（Michiyo Furumura）（日本）

PO1-076 認知症の人が患う苦痛についての知識と信条に関する質問票の台湾での検証／
ペイチャオ・リン（Pei-Chao Lin）（台湾）

PO1-077 地域社会のケア提供者のために認知症クリニックにおける健康相談の観察を直接体験してもらう／
メイ・リン・ラウ（Mei Ling Lau）（香港）

PO1-078 高齢者ケアの他職種連携教育（IPEAC）- 職員が職種間で学生を配置できるように支援／
ジェーン・ハラップ-グレゴリー（Jane Harrup-Gregory）（オーストラリア）

PO1-079 イギリス・テムズバレーで使われているティア１認知症トレーニングのデザイン、デリバリーと効果／
ピーター・ザーグマン（Peter Zaagman）（イギリス）

PO1-080 診断後のサポート担当職員の育成／
ジャン・ビアッティー（Jan Beattie）（イギリス）
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PO1-081 大規模な自然災害発生時の避難所における認知症高齢者のケア：教育資料とプログラムの開発／
松岡 千代（Chiyo Matsuoka）（日本）

PO1-083 病院の看護師が認識する認知症看護ケアの大切さを構成する因子／
池上 千賀子（Chikako Ikegami）（日本）

PO1-084 高齢者ケアと看護に関する社会の歴史／
有賀 智也（Tomoya Ariga）（日本）

PO1-085 介護ホームの認知症高齢者に向けたケアプランの問題 – 研修学生によるケアの手順から／
広瀬 美千代（Michiyo Hirose）（日本）

PO1-086 認知症ケアの提供と受領における文化の交差：文学のレビュー／
ジョアン・ブルック（Joanne Brooke）（イギリス）

PO1-087
よりよいケアのために医療関係者と研修者を対象とした世界の認知症に関する知識と教育ニーズを測定：開発、展
開と確認済みの異文化スケールを用いて測定された結果／
マイケル・アニア（Michael Annear）（オーストラリア）

PO1-088 よりよい認知症ケアのための他職種間医療教育：日本とオーストラリアにおける協働体制の整備と参加への障壁／
マイケル・アニア（Michael Annear）（オーストラリア）

PO1-089
メキシコにおける抗精神病薬の使用の削減と心理社会的な解決策を導入するための職員研修プログラム実施の可能
性調査のプロセス評価：初の国レベルの調査からの質的データ／
アズセナ・グズマン（Azucena Guzman）（イギリス）

PO1-090
日本での認知症高齢者のために共同生活で日常生活のケアを行なう認定介護者のための職場での研修システムと重
度の認知症の高齢者の認知症ケアの実情との関連性／
佐藤 ゆかり（Yukari Sato）（日本）

PO1-091 医療関係者による認知症の高齢者のためのケアにおける高齢者疑似体験の効果／
山本 美和（Miwa Yamamoto）（日本）

PO1-092
認知症の人と介護者と共に楽しく会話をしながらできる卓上ゲームをなぜ、どのように開発したか。自分や他人が
安全でいられるとどうなるか、そしてゲームをすると何がおこるかについて。／
マギー・ベネット（Maggie Bennett）（イギリス）

PO1-093 看護教育における「旅のことば」の活用／
太田 喜久子（Kikuko Ota）（日本）

PO1-094 バカロレア提携看護学位プログラムにおけるオンラインの認知症専門教育改革の評価／
クリスティン・ニューマン（Kristine Newman）（カナダ）

PO1-095 DCRC : 認知症の行動的及び心理的な症状に対応する医療関係者と家族のための新しいサポート（BPSD）. ／
ヘンリー・ブロダティ（Henry Brodaty）（オーストラリア）

PO1-096 認知症の人の家族と対話する医療ケアの教育者としての能力の強化／
ヒューイリン・フアン（Huei-Ling Huang）（台湾）

PO1-098 長期施設で高度認知症における苦痛のアセスメント（PAINAD-C） の尺度の中国版を使うことの有効性 ／
ペイチャオ・リン（Pei-Chao Lin）（台湾） 

PO1-099 認知症の環境における有効なリーダーシップ能力の開発／
マイケル・ダラー（Michael Darragh）（オーストラリア）

PO1-100 台湾での緊急病室の看護師の認知症ケアに関する知識／
メイホイ・シー（Mei-Hui Hsieh）（台湾） 

PO1-101 英語のカリキュラムに認知症ケアが必要な理由。救急救命士の大学生のケース。／
キャスリン・ロード（Kathryn Lord）（イギリス）

PO1-102 認知症看護を学ぶ経験の長い看護師の課題：看護教育者とのインタビュー／
湯浅美千代（Michiyo Yuasa）（日本） 

PO1-103
高齢者ケア施設の新任期の看護師に強化が必要な看護実践能力を育成する教育支援方法―認知症高齢者の老年症候
群への看護実践能力の育成―／
長谷川 道子（Micihiko Hasegawa）（日本）

認知症の人と介護者の参加

PO1-104 診断後（間もない時期の）の認知症の人とその家族のための小グループミーティング／
公文 彩（Aya Kumon）（日本） 
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環境とデザイン

PO1-105
認知症の人のために作られたユニットケアの環境で生み出された人生の特性と便益の研究：南台湾の高齢者セン
ター LINのケーススタディ／
H. リン（H. Lin）（中国）

PO1-106 南台湾のVAシステムに属するグループホームの建築復興計画／
ツンI リン（Tsung I Lin）（台湾） 

PO1-107 アルツハイマー病のセラピーとしてのガーデニング／
マリア・モグラン（Maria Moglan）（ルーマニア） 

PO1-108 メタファーとしての物質的環境：認知症の人の健康を強化／
フイ・レン（Hui Ren）（カナダ） 

PO1-109
認知症のための小規模で多機能の福祉施設計画とデザイン原則の調査 – 南台湾Qieding地域の福祉施設のケースス
タディ／
ポーツン・チェン（Po-Tsung Chen）（台湾） 

PO1-110 方法を示す：認知症の人のための表示に使う評価的なフレームワークの開発／
メレディス・グレシャム（Meredith Gresham）（オーストラリア） 

PO1-111 一人で住む認知症の高齢者のための自宅環境の改良に関する研究／
大島 千帆（Chiho Oshima）（日本） 

PO1-112
継続が必要なケアという視点からの認知症のためのケア環境計画とデザインの調査：南台湾のダリン町にあるアン
ナ介護ホームのケーススタディ／
ポーツン・チェン（Po-Tsung Chen）（台湾） 

遺伝学

PO1-113 アルツハイマー病のバイオマーカーとしての末梢血ミクロンの発生／
ヘレン・ウー（Helen Wu）（オーストラリア） 

健康的な加齢

PO1-114 忠南地方認知症センター（CUPID） の高齢者向け雑誌「DAON」／
ミー・スン・カン（Mi Sun Kang）（韓国） 

PO1-115 デイケアサービスを受けている認知障害のある高齢者に見られる筋肉減少症に関係する要因／
七戸 省吾（Shogo Shichinohe）（日本） 

PO1-116 認知機能が低下している通所介護利用高齢者の睡眠の特徴／
甲村 智子（Tomoko Komura）（日本） 

PO1-117 認知症になるリスクを減らすメッセージを「中年」を迎えている人々にまで広げる／
ドミニク・カーター（Dominic Carter）（イギリス）

PO1-118 「ひとりで暮らす認知症高齢者の人生満足感と社会参加およびサポート受領との関連」／
沖中 由美（Yumi Okinaka）（日本）

PO1-119 高齢人口における地域参加のための「ABCD」ツールキット／
ウェン・ムーイ・タン（Weng Mooi Tan）（シンガポール）

PO1-120 アルツハイマー型認知症のある日本人患者の味覚検出と認識閾／
小川 孝雄（Takao Ogawa）（日本）　　　

PO1-121 高齢者の社会参加：認知症予防のための機会としてのホームヘルス看護練習／
屋根 明子（Akiko Yane）（日本）

PO1-122 地域に住む高齢者のためのエクササイズ教室を使った遠隔フィットネスシステムの長所／
田中 春菜（Haruna Tanaka）（日本）

ケアモデル

PO1-123 慢性心不全の老化を伴う認知症患者のケアの状況における看護援助プロトコルの草案の改訂／
大津遥（Haruka Otsu）（日本）

PO1-124 認知症の人にケアを提供することに対する文化的正当性の認識：日本における体系的レビュー／
松本 啓子（Keiko Matsumoto）（日本）

PO1-126 高齢で股関節を骨折した認知症の人と介護をする家族のためのケアモデル／
Yea-Ing Shyu（台湾）

PO1-127 滞在施設にいる認知症の人の痛みからくる行動を軽減するための逐次的介入処置（STI） の実施／
イー・ヘン・チェン（Yi Heng Chen）（台湾）

PO1-128 認知レベルに合ったアクティビティケアのモデル／
久野 真也（Shinya Hisano）（日本）
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非薬物的介入

PO1-130 認知症の行動的及び心理的症状（BPSD） にエッセンシャルオイルの使用 – レビュー／
シュバシニ・グナナサン（Shubashini Gnanasan）（マレーシア）

PO1-131 写真講座、高齢者のための戸外での撮影活動 – 写真を使って脳に刺激を（クローズアップ）／
ユン・ジュ・ジェオン（Yun Ju Jeong）（韓国）

PO1-133 高齢の認知症の人のための多様なセラピーの実践／
芹澤 貴子（Takako Serizawa）（日本）

PO1-135 高齢の認知症患者のためのグループ音楽療法方の検討／
呉竹 仁志（Hitoshi Kuretake）（日本） 

PO1-136 日本のグループホームにおける認知症高齢者と職員で取り組むセラピー的料理の効果／
明神 千穂（Chiho Myojin）（日本）

PO1-137 台湾における認知症の行動的及び心理的症状（BPSD） の継続教育プログラムの探求／
ウェンユン・チェン（Wenyun Cheng）（台湾）

PO1-138 台湾のデイケアセンターにおける認知症高齢者のためのグループ回想セラピーの効果／
フイ・チェン（リタ）チャン（Hui Chen（Rita） Chang）（台湾）

PO1-139 認知症の人が光を調整した環境で目的のある活動を行う効果. ／
フアン-ジュ・チー（Huang-Ju Chi）（台湾）

PO1-140
デュギュンブレーンフィットネス（頭筋を使った脳のエクササイズ） ：認知症予防のための新聞を用いた認知トレー
ニング／
キウォン・キム（Kiwon Kim）（韓国）

PO1-141
認知症高齢者の日課としての園芸の効果 –日本の小規模な多機能ケア施設における家のような生活を支援する実用
的なケア／
寺岡 佐和（Sawa Taraoka）（日本）

PO1-142 介護ホームにおける軽度認知障害高齢者の間でのアドバンス・ケア・プランニングの効果／
シー・ティン・フアン（Sih-Ting Huang）（台湾）

PO1-143
台湾における非薬物的療法の導入：レクリエーション・アクティビティ・オフィサー（RAO） という役割を新たに
設置／
フイ-ウェン・チェン（Hui-Wen Chien）（台湾）

PO1-144 老人ホームでの高齢者の認知機能と気分を向上させる認知能力トレーニング／
イー -ルー・リアン（Yi-Ru Liang）（台湾）

PO1-145
老人ホームに滞在する高齢者のための認知機能と機能的なフィットネスを強化する革新的な抵抗力エクササイズの
DVD：任意抽出の制御された試み／
ヒューイ-チュアン・スン（Huei-Chuan Sung）（台湾）

PO1-146 GYMSEN – 高齢者向けの感覚体操：プログラム詳細と初期データ／
エリニ・マルギオティ（Eleni Margioti）（ギリシャ）

PO1-147 アルツハイマー型認知症に伴う高齢者の慢性的な痛みに対する非薬物的療法の効果／
辻本勇基（Yuki Tsujimoto）（日本）

PO1-148 救急病院におけるに認知障害のある人のための有意義な活動の効果：文学レビュー／
モニカ・リバッカ（Monika Rybacka）（イギリス）

PO1-149 認知症の人のための音楽療法／
今江 敦子（Atsuko Imae）（日本）

PO1-150 早期認知症患者とその家族のための意思決定を支援するビデオを用いたエスノグラフィー／
小野塚 元子（Motoko Onozuka）（日本）

PO1-151 認知症の人に「公園まで散歩」プログラム／
伊東 美緒（Mio Ito）（日本）

PO1-152 回想プログラムの認知症高齢者の認知機能への効果／ 
ラチャダポーン・ホントン（Ratchadaporn Hongtong）（タイ）

PO1-153 非薬物的介入 – 五感を刺激しBPSDを抑える／
アリソン・バーク（Allison Bourke）（中国）

PO1-154 意思伝達ロボットの軽度障害を持つ高齢者の行動的及び心理的症状に対する効果の予備的調査／
藤田 昭人（Akihito Fujita）（日本）

PO1-155 認知症においての独立を進めるための認知症アドバイザー研修プログラムの開発／
フォン・レング（Phuong Leung）（イギリス）

PO1-156 台湾における認知症の行動的及び心理的症状（BPSD） に対する非薬物的ケアの発見／
ウェンユン・チェン（Wenyun Cheng）（台湾）

PO1-157 生け花療法：実用的な導入と効果の分析。２万５千人の認知症高齢者の事例からの学び。／
浜崎 英子（Eiko Hamasaki）（日本）

PO1-158 認知症の人とその介護をしている家族の個人認知刺激セラピー体験／
フォン・レング（Phuong Leung）（イギリス）

PO1-159 タッチケアマッサージが認知症高齢者の心理的及び精神的な状態に与える影響／
外村 昌子（Masako Sotomura）（日本）
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PO1-160 軽度認知症の人のためのライフスタイルの再建と自己管理グループのプログラム設計とその効果／
ユーシェン・チェン（Yu-Sheng Cheng）（台湾）

PO1-161 悪臭がアルツハイマー病における昔の記憶の回復にもたらす効果／
デジレー・ロピス（Desirée Lopis）（フランス）

PO1-162 アロマセラピーからヨガまで：認知症ケアにおける補助的または代替療法の探求／
スーザン・ランザ（Susan Lanza）（アメリカ）

パーソン・センタード・ケア

PO1-164 認知症以外の治療目的で入院した認知症高齢者の実情 – 家族の立場から見た現実／
鍋野 杏奈（Anna Nabeno）（日本）

PO1-165
認知症の支援者と対象とした日本語のDVD教材を使った地域社会でパーソン・センタード・ケアを促進するための
アプローチ／
村田 康子（Yasuko Murata）（日本）

PO1-166 人の生き方に焦点をあてた認知症のケア／
福田 涼子（Ryoko Fukuda）（日本）

PO1-167 認知障害のある地域に住む人の問題のある歩行動作の背景と近位の要因／
イーチェン・チウ（Yi-Chen Chiu）（台湾）

PO1-168 台湾における認知症の行動的及び心理的症状（BPSD）に対する看護の観点の識別／
ウェンユン・チェン（Wenyun Cheng）（台湾）

PO1-169 日本の認知症の人に対する緩和ケアと専門家の連携によるケアに関する文献のレビュー／
関戸 恵子（Keiko Sekido）（日本）

PO1-170 認知症ケアにおけるベストプラクティスの研修は医療スタッフの仕事の満足度と技能の向上につながった／
ティモシー・クウォック（Timothy Kwok）（香港）

PO1-171
老人介護ホームにおける認知症ケアの質に繋がる要因：パーソン・センタード・ケアのためのVIPSフレームワーク
の適用／
伊藤 美智予（Michiyo Ito）（日本）

PO1-172 そばによりそうパーソン・センタード・アプローチでの支援／
ゾーイ・キャンベル（Zoe Campbell）（イギリス）

PO1-173 自分の本質：・緊急病院環境で認知症の診断だけでは見えないものを見る／
ミーガン・ハートリー（Meagan Hartley）（オーストラリア）

PO1-174 「非常に難しいが、前進するしかない。」認知症の人とその介護者の投薬の問題を探る／
ダラル・アルサイード（Dalal Alsaeed）（イギリス）

PO1-175 滞在型ケアホームに住む認知症の人のためにパーソン・センタード・ケアを促進するための調査研究／
ヘレン・ユエライ・チャン（Helen Yue-lai Chan）（香港）

PO1-176 ホームケアサービスと介護ホームに関する優れたケアの条件と生活のワークブック／
アニタ・ポージャンブオリ（Anita Pohjanvuori）（フィンランド）

PO1-177 認知症に関連する精神心理的な症状のあるパートナーをもつ配偶者の声／
マリー・ティレル（Marie Tyrrell）（スウェーデン）

PO1-178 認知症の人のためのセラピーとしての仕事：滞在型ケアという設定における健康と意味合い／
Petrina Goh Yinglin（シンガポール）

PO1-179 認知症の人とその家族のための認知症ケアにおけるトランジションの改善：概念的な分析／
ムルナ・ダウンズ（Murna Downs）（イギリス）

PO1-180 日常生活におけるケア施設の利用法としての選択式サポートの意義／
中谷 こずえ（Kozue Nakatani）（日本）

PO1-182 長期にわたる認知症の人を支える家族が考える適切な病院環境とは／
河内 よしみ（Yoshimi Kawachi）（日本）

PO1-183 台湾において独立した高齢者支援生活医療機関として発展してきた経験の実話／
ルオリー・レイ（Ruoh-Lih Lei）（台湾）

PO1-184 証拠をもとに：認知症居住者の行動障害のためのパーソン・センタード・ケア環境／
ヤーチー・フアン（Ya-Chi Huang）（台湾）

PO1-185 若年性認知症の人が持つ攻撃性を抑えるための混合モデルフレームワークの開発：ケーススタディ／
ヤーフイ・ワン（Ya-Hui Wang）（台湾）

PO1-186 日本の認知症の人と家族の介護者を支える文献のレビュー／
関戸 恵子（Keiko Sekido）（日本）

PO1-187 医療の分野において認知症高齢者の身体の不自由について家族が考える実態／
中川 みどり（Midori Nakagawa）（日本）

PO1-188 看護師のBPSDに関する理解（認知症の行動的及び心理的症状）／
濱畑 章子（Akiko Hamahata）（日本）
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政策的イニシアチブ

PO1-189 認知症に関するロシアの展望／
リューボフ・ピシュチコバ（Liubov Pishchikova）（ロシア）

信仰とスピリチュアリティー

PO1-190 認知症、スピリチュアリティーと健康 | ケーススタディ／
ピーター・バーワート（Peter Bewert）（オーストラリア）

PO1-191 認知症に仏教寺院を利用するアイデア／
加茂 順成（Junjo Kamo）（日本）

認知症の人の人権

PO1-192 私には人生を楽しむ権利があります！本当にそうです。国連が身体障害者の人権として掲げている慣例の適用／
マリー・ラドノフスキー（Mary Radnofsky）（アメリカ）

発症リスクの軽減とリスク因子

PO1-194 感情的な気配のない主観的な記憶の欠如は認知機能の低下の印である／
アモス C.Y. チェン（Amos C.Y. Cheung）（香港）

PO1-195
モナスカス・プルプレウスNTU 568によって発酵された抽出物のアンカシン568-Rはマウスの記憶及び学習能力を
向上し、アミロイドβプロティンを脳室内に注入されたラットはアルツハイマー病を誘発した／
チェン・リー・チェン（Chien Li Chen）（台湾）

PO1-196 シンガポールの大規模な病院で認知症高齢者に抗凝固剤を使用する可能性／
リー・リー・チェン（Li Li Chen）（マレーシア）

PO1-197 障害のADスペクトル：心臓血管系、代謝系および腎機能障害の最終段階／
ジェンナ・ウィンチェスター（Jeanna Winchester）（アメリカ）

PO1-198 ソーシャルネットワークが認知症発症リスクに与える影響は認知的予備力によって異なる／
フランシスカ S. ゼン（Francisca S. Then）（ドイツ）

PO1-199 認知的予備力は国によって違うか？低所得、中所得、高所得国における教育と認知機能の関係を国別に比較／
フランシスカS. ゼン（Francisca S. Then）（ドイツ）

PO1-200 香港の滞在型ホームの住人で認知症を患う人とそうでない人の転倒リスクの決定要因／
チウ・ルン・ユー（Chiu Lun Yu）（香港）

PO1-201 東京郊外の地域に住む65歳以上の高齢者に見られる生活習慣、食事と認知症状況の相関性／
山本 千沙子（Chisako Yamamoto）（日本）

PO1-202 星状細胞アポトーシスを誘発する抗うつ剤
チーキン・ゼン（Chee-Kin Then）（台湾）

PO1-204
アルツハイマー病および軽度認知障害のある患者における非変性のポリアクリルアミドゲル電気泳動による高比重
リポ蛋白の亜分画の差異／
オオタニ・リョウ（Ryo Ohtani）（日本）

PO1-205 緑黄色野菜の摂取は認知機能低下を予防する可能性がある／
リン・ユエ（Ling Yue）（中国）

PO1-206 軽度認知障害のある親は皆認知症へと進むのか？一件のレビュー／
フー・ウーン（Fu Woon）（アメリカ）

PO1-207
私たちは口にするものからできている：私たちは大量の蜂の死、また人間の脳の構造や学習や記憶に関連する機能
に損傷を与えるネオニコチノイド系の農薬を含む食物を食べているのです。／
常見 裕之（Hiroyuki Tsunemi）（日本）

福祉ケアシステムの現在と未来

PO1-208 認知症ケアのための社会的なスペースの作成：政府が規定を定め、組織がそれに応える／
アシュレー・カー（Ashley Carr）（オーストラリア）

PO1-209 プロの専門家が考える田舎における認知症ケアとサポート構造の未来。専門家対象の探索的調査の結果。／
リアン・シラー -ウィリッヒ（Liane Schirra-Weirich）（ドイツ）

PO1-210 ｢認知症の人と家族の会：本部｣ における認知症に関連する電話相談の３年間の分析と課題／
奥野 茂代（Shigeyo Okuno）（日本）

PO1-211 認知症の人の家族介護者による地域資源の活用に影響を与える要因／
Li-Chan Lin（台湾）

PO1-212 認知症の人の家族介護者からなるフォーカスグループ：組織的かつ倫理的な質問／
リアン・シラー -ウィリッヒ（Liane Schirra-Weirich）（ドイツ）

PO1-213 ｢認知症の人と家族の::47都道府県支部と本部｣ における認知症に関連する電話相談の実態／
奥野 茂代（Shigeyo Okuno）（日本）
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ケアの調整と連携

PO2-214 農業を利用した総合的なケアを提供するローカルコモンズしんいち／
寺岡 謙（Ken Teraoka）（日本）

PO2-215 日本の救急病院における身体に不自由のある高齢患者の家族に対する看護師の見解／
杉山 智子（Tomoko Sugiyama）（日本）

PO2-216 タイと日本の救急病院での介護ケアの比較／
グライナー智恵子（Chieko Greiner）（日本）

PO2-217
これは14年間にわたる介護ケアに関する私自身の経験です。ケアの調整と連携はIPW管理によって達成され、BMIは
健康状態の管理に適しています。私の認知症の妻からのいくつかの助言とよい取り組みについてお話しします。／
塚脇 章生（Akio Tsukawaki）（日本）

PO2-219 ある看護師の介護をしている家族と認知症高齢者との意見交換会からのレポート／
温水 理佳（Rika Nukumizu）（日本）

PO2-220
認知症の行動的及び心理的症状のための薬物療法を受けている在宅の認知症高齢者及びその家族の医療および介護
チームに向けたアンケート調査：介護のプロに向けた調査／
辻村 真由子（Mayuko Tsujimura）（日本）

PO2-221 香港での認知サービスの開発 – 認知症の人のケアパスの改善／
ユエン・イー・タム（Yuen Yee Tam）（香港）

PO2-222
認知障害と認知症に関連するリスク因子としてのアルコールとドラッグ：すでにわかっていることと早期予防のた
めにできること／
タンヤ・ホフ（Tanja Hoff）（ドイツ）

PO2-223 早期発症と若年認知症のための仕事のサポート／
沖田 裕子（Yuko Okita）（日本）

PO2-224 地域社会の介護サービスの継続と国を超えた夢のプログラム／
インフイ・ウー（Yinghui Wu）（台湾）

PO2-225 認知症の人のニーズを調べそれに応える：彼らの自由時間を中心に／
清水弥生（Yayoi Shimizu）（日本）

PO2-226 日本でのケアマネジャーによる一人暮らし認知症高齢者のためのホームケアサービスプラン／
松下 由美子（Yumiko Matsushita）（日本）

PO2-227 精神病院からの退院支援とホームサポートを振り返る／
松久保 道徳（Michinori Matsukubo）（日本）

PO2-228 時間が貴重な時：滞在型介護ホーム環境におけるデジタルストーリーテリング／
テオピスティ・クリサンターキTheopisti Chrysanthaki（イギリス）

PO2-229 認知障害のある人とその介護者そして医療スペシャリストのための地域社会にあるメモリーカフェの多面的効果／
古川 信房（Nobufusa Furukawa）（日本）

PO2-230
行動的及び心理的な認知症の症状があり薬物療法を自宅で受けている認知症高齢者患者とその家族に関して医療及
び介護チーム向けのサポートガイドラインについてのアンケート調査：医師を対象にした調査／
諏訪 さゆり（Sayuri Suwa）（日本）

PO2-231 認知症患者のための介護環境の改善にメモリークリニックが担う役割／
杉原 百合子（Yuriko Sugihara）（日本）

PO2-232 スウェーデン、クリスチャンスタッドのメモリークリニック、CSK医学クリニックと地域社会間の協力の混乱からの再建／
アンマリー・リリエロス（Ann-Marie Liljeroth）（スウェーデン）

PO2-233 認知症の人の地域社会とネットワークにおける医療と看護ケアのプロからなるチームによるサポートシステム／
木村 薫（Kaoru Kimura）（日本）

PO2-234 認知症介護ケアの研修を修了した看護師の介護経験：長期介護病棟で勤務する看護師に焦点／
小松 美砂（Misa Komatsu）（日本）

介護者支援と研修

PO2-235 家族介護者にうつ病を引き起こす要因／
星野 純子（Junko Hoshino）（日本）

PO2-236 増加する認知障害にはこれまでよりもかなり長い介護時間が必要となる／
レザル・カンドカー（Rezaul Khandker）（アメリカ）

PO2-237 認知症患者の介護者にかかる負担やうつ病に対して介護者研修プログラムが与える効果／
レイモンド・スイヒン・ヤン（Raymond Sui-Hing Yan）（台湾）

PO2-238 早期認知症患者とその家族に同時にサポートを提供する：彼らの関係の改善／
山田 広子（Hiroko Yamada）（日本）

PO2-239 認知症ケアにおける家族のメンタルヘルスに影響する要因 – 自分の好きな生き方をすることの重要性／
奥村 由美子（Yumiko Okumura）（日本）

PO2-240 認知症患者の介護者のうつ病症状と負担を軽減する介護者教育／
櫻井 博文（Hirofumi Sakurai）（日本）

ポスター発表（2）196題 後半（28日8:30 ～ 17：30、29日8:30 ～ 14:30）
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PO2-241 介護ホームで働く看護師を対象とした倫理教育の研究～看護師のモラルに対するこ看護師と看護婦の特性の相関関係／
藤野あゆみ（Ayumi Fujino）（日本）

PO2-242
日本で管理された認知症患者とその介護者のための独自の電話サポートシステム（岡山認知症コールセンター、
ODCC） ／
Yusuke Fukui（日本）

PO2-243 おばあちゃんと私対世界／
リー・ブルック（Lee Brooke）（イギリス）

PO2-244 大牟田市においてミッションを共有する認知症コーディネーターの教育と就職／
大谷 るみ子（Rumiko Otani）（日本）

PO2-246 認知症ケアにおける異文化交流：ブルガリアとイギリスの体験／
アーレーン・アステル（Arlene Astell）（カナダ）

PO2-247
日本の藤沢地区での若い介護者：公立の小学校、中学校、高校と養護学校の教師を対象としたアンケート調査結果
の分析／
青木 由美恵（Yumie Aoki）（日本）

PO2-248 長期介護施設での問題のある行動管理のためのコンピュータを利用した意思決定補助システムの開発：速報／
インジュン・シー（Ying-Jyun Shih）（台湾）

PO2-249 介護者のアセスメントシートと介護者を理解するための早わかり表 ～ケアマネジャーが開発した介護者を理解する
ためのアセスメントツール～／
恒川 千尋（Chihiro Tsunekawa）（日本）

PO2-250
認知症高齢者のグループホームにおいて、ストレスケアが職場環境や介護者の健康上のリスクに与える影響：鍼治
療の効果／
加納　舞（Mai Kanoh）（日本）

PO2-251 人生の物語を語る：認知症に影響を受けた韓国の老夫婦の体験にふれて／
ミンヨン・クワック（Minyoung Kwak）（香港）

PO2-252 メキシコでのスタッフ研修の介入、コストと結果：初の全国規模の研究からの結果速報／
アズセナ・グズマン（Azucena Guzman）（イギリス）

PO2-253 認知症の人の介護や支援をする際に家族のストレス耐性に影響を与える要因／
ジョアン・ブルック（Joanne Brooke）（イギリス）

PO2-254
中年世代介護者を対象とした介護と就労の両立支援の活動 －「認知症の人と家族の会 愛知県支部」と「NPO法人
HEART TO HEART」による活動／
松井 由香（Yuka Matsui）（日本）

PO2-255 台湾で地域に住む認知症患者の臨床段階、摂食機能と栄養状態／
イージュ・チェン（Yi-Ju Chen）（台湾）

PO2-256 親孝行の別の一面：認知症の親の介護者へのネガティブな影響／
オン・ファン・チャン（On Fung Chan）（香港）

PO2-257
認知症の妻を看護する一方で、医療サービスに関わるということがどういうことかについての男性の理解：日本の
事例／
松本 恵子（Keiko Matsumoto）（日本）

PO2-258 セルフアセスメントシートが家族支援に果たす意義の検討／
鈴木 亮子（Ryoko Suzuki）（日本）

PO2-259 長期介護施設における認知症の人の身体的に攻撃的な行動に対する看護師の意見：Q方法論のアプローチ／
スーフェイ・フアン（Su-Fei Huang）（台湾）

PO2-260 認知症の人の意思決定：シンガポールのある介護者の調査／
レイ・リン・タン（Lay Ling Tan）（シンガポール）

PO2-261 日本での自宅療養中の高齢患者の能力に関する現状と問題／
樋田小百合（Sayuri Toida）（日本）

PO2-262 アルツハイマー病患者の介護環境と予後が介護者の健康状態に与える影響／
松村 美由紀（Miyuki Matsumura）（日本）

PO2-263 認知症における日常の技能：配偶者の介護者によるアプローチ／
イングリッド・ヘルストーム（Ingrid Helllstrom）（スウェーデン）

PO2-264 台湾の認知症の人の介護者間の家族サポートの調査. ／
メイファン・ヤン（Mei-Feng Yang）（台湾）

PO2-265 日本の長期介護施設における滞在高齢者の能力の現状と問題／
渡辺 みゆき（Miyuki Watanabe）（日本）

PO2-266 認知症看護認定看護師の実践を支える看護教員の役割／
細田 江美（Emi Hosoda）（日本）

PO2-267 認知症の人の介護における介護者サポートグループの役割の評価：シンガポールの場合／
アナベル・チャウ（Annabelle Chow）（シンガポール）

PO2-268 トイレサービスのエキスパートによる生活の質の支援：宇治市でのトイレ介護仲間の設立／
森田マサ（Masa Morita）（日本）

PO2-269 認知症の段階アプローチに関する介護プラクティスの初の研究／
高見 美保（Miho Takami）（日本） 
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PO2-270 介護ホームにおける医療介護への家族の関与／
ムルナ・ダウンズ（Murna Downs）（イギリス）

PO2-271 認知症のケアギバーの経験と、健康状態および身体的アクティビティの関係性／
植村 小夜子（Sayoko Uemura）（日本）

PO2-272 認知症高齢者の主な家族介護者にある介護能力を探る／
ウェンユン・チェン（Wenyun Cheng）（台湾）

PO2-273 老人性認知症の人と家族介護者のためのテレケアの効果／
シューリン・ウェイ（Shulin Uei）（台湾）

PO2-274 日本での在宅療養中の高齢認知症患者の現状と問題／
小木曽 加奈子（Kanako Ogiso）（日本）

PO2-275 支援される側から支援する側へ ～介護者の力を活かした介護者支援システムづくり～／
国井 由生子（Ｙuuko Kunii）（日本）

PO2-276
日本で認知症を抱える高齢者のケアをする家族における、ケアの負担感とストレスに対応する能力についてのジェ
ンダー比較／
エレニ・ディマコポロ（Eleni Dimakopoulou）（ギリシャ） 

PO2-277 壮年期に家族介護者のためのコミュニティを立ち上げる動機／
坂梨 さゆり（Sayuri Sakanashi）（日本）

地域社会への参加と連携

PO2-278
スプラッシュチャット – 作業療法士とジャージーアルツハイマー協会が運営する認知症の人とその介護者のための
地域の水泳グループ／
サラ・ブレイク（Sarah Blake）（イギリス）

PO2-279 地域社会とのパートナーシップ活動／
アン・シューマッハー（Anne Schumacher）（ニュージーランド）

PO2-280 医師会による認知症患者をサポートするためのコミュニティの改善／
海村 孝子（Takako Umimura）（日本）

PO2-281 養護学校の子供達と介護ホームの住人との世代を超えた交流／
南部 登志江（Toshie Nanbu）（日本）

PO2-282 台湾北部の地方にある認知症にやさしいコミュニティ施設の評価にコミュニティ対応モデルを適用／
イーチェン・チウ（Yi-Chen Chiu）（台湾）

PO2-283 認知症とともに問題なく旅行に出かける – 未来の乗り物のデザインには認知症の人々をまず考える／
アンディー・ハイド（Andy Hyde）（イギリス）

PO2-284 若年性認知症の人の雇用の現状 - 雇用主を対象にしたアンケートの結果とケーススタディ／
林 弘康（Hiroyasu Hayashi）（日本）

PO2-285 QRコードのついた「安全のためのオレンジバンド」は徘徊する認知症患者を見つけるために役立つ／
福田 英道（Hidemichi Fukuda）（日本）

PO2-286 認知症カフェでのイベント実施に伴う波及効果／
眞智 さおり（Saori Machi）（日本）

PO2-287 「認知症行動主義：イギリスと日本、そしてそれ以上につながりインパクトを出す」／
フィリー・ヘアー（Philly Hare）（イギリス）

PO2-289 認知症を支援する活動ネットワークの設立／
カトリン・ヘッド・ジョーンズ（Catrin Hedd Jones）（イギリス）

PO2-290 人と家族の認知症、地域の介護者への参加 – 保育園 – 昔の小学校を通して、認知症カフェの事例／
原渕 洋一（Yoichi Harabuchi）（日本）

PO2-291 認知症の人のためのデイケアセンターでの勤務を通して社会に参加する／
水野 裕（Yutaka Mizuno）（日本）

PO2-292 自分の人生は自分で作るしかないのだから、今日も地域社会との関わりを続けよう！／
池田 右文（Migifumi Ikeda）（日本）

PO2-293
認知症の人と介護者が地域社会に参加するツールとしてのアート：アメリカと日本での美術館プログラムと劇場ブ
ログラムのケーススタディ／
林 容子（Yoko Hayashi）（日本）

PO2-294 介護ホームにおける口腔衛生：地元の地域社会での患者と市民参加のプロジェクト／
カミーユ・クロニン（Camille Cronin）（イギリス）

PO2-295 介護ホームを有効化する研究 – オンラインサポートツールの開発／
アダム・スミス（Adam Smith）（イギリス）

PO2-296 台湾の認知症コミュニティセンター／
リーユー・タン（Li-Yu Tang）（台湾）

PO2-297 日本における初期の認知症の人のニーズに対する支援／
大橋 美幸（Miyuki Ohashi）（日本）

PO2-298 認知症の人とその家族の生活支援に必要な社会的市民～創造的な社会的資源を通して市民の力を伸ばし、活用する／
永島 徹（Toru Nagahima）（日本）
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認知症にやさしい地域社会 - 2

PO2-299 認知症の人に向けて、見守れる地域へ。左京区岩倉での取り組み／
松本 惠生（Shigeo Matsumoto）（日本）

PO2-301 「姉カフェ」で楽しく笑ってお会いしましょう！
長橋 治郎（Jiro Nagahashi）（日本）

PO2-302
「自分の自然な場所を見るのはよいことである」アウター・ヘブリディーズでの認知症の人のニーズに応えた創造性、
バイリンガリズム、文化に特定した記憶と口頭伝承が果たす役割の探求／
ジョナサン・マクレオッド（Jonathan Macleod）（イギリス）

PO2-303 認知症にやさしい地域社会には何が必要か／
サラ・マイルズ（Sara Miles）（イギリス）

PO2-304 認知症の人が犯した社会的な事件と身体障害者のための差別を排除する法律の「合理的配慮」／
古川 隆（Takashi Furukawa）（日本）

PO2-305 認知症の人と介護者のために日本の昔ながらの家（古民家）を利用した認知症カフェの効用／
川井 元晴（Motoharu Kawai）（日本）

PO2-306 地域における認知症看護認定看護師としての役割～事例を通して考える／
中村 ユキ（Yuki Nakamura）（日本）

PO2-307 コンビニエンスストアを題材にした認知症にやさしい地域社会プログラムの開発／
松本 広重（Hiroshige Matsumoto）（日本）

PO2-308
認知症にやさしい地域社会のアセスメントと対応マニュアル：地域社会主体のボトムアップアプローチの開発と活
用／
河野 義行（Yoshiyuki Kawano）（日本）

PO2-309 鈴鹿市長太地区における「D-カフェ・健康測定会」の取り組み／
佐野 佑樹（Yuki Sano）（日本）

PO2-310 産学官連携事業による介護保険施設のための福祉避難所避難所運営マニュアルの作成過程における検討課題
北川亜希子（Akiko Kitagawa）（日本）

PO2-311 東日本大震災の認知症の人と家族の会福島県支部の行った活動と役割／
芦野 正憲（Masanori Ahino）（日本）

PO2-312 加古川の地元市民による早期発症型認知症の人、その家族と支援者のための地域社会の構築。／
吉田 昌美（Masami Yoshida）（日本）

PO2-313 台湾の認知症にやさしい地域社会／
リーユー・タン（Li-Yu Tang）（台湾）

PO2-314 「旅のことば」で認知症にやさしい地域社会の実現を／
金子 智紀（Tomoki Kaneko）（日本）

PO2-315 認知症にやさしい交通機関の提案／
前田 良一（Ryoichi Maeda）（日本）

PO2-316 大牟田市における認知症の人が自信を持って外出できる地域社会の構築／
宮田 真由美（Mayumi Miyata）（日本）

PO2-317 認知症にやさしいウエスト・ダンバートンシャー自治体／
ブライアン・ポールディング・クライド（Brian Polding Clyde）（イギリス）

PO2-318 田舎の認知症にやさしい地域社会がどのように認知症の家族を支援しているか ／
スティーブン・ヘンダーソン（Steven Henderson）（イギリス）

PO2-319 台湾における認知症高齢者の生活体験／
ミァオチュアン・チェン（Miao-Chuan Chen）（台湾）

PO2-320 認知症にやさしい地域社会：イギリス、ウェールズからの教訓／
ジュディス・フィリップス（Judith Phillips）（イギリス）

PO2-427 岡山県笠岡市にある認知症カフェの経験から、日本のモデルである認知症カフェのあり方について／
高橋 望（Nozomu Takahashi）（日本）

終末期ケア

PO2-321
グループホームにおける認知症高齢者のその人らしい終末期ケアーグループホームマネジャーのフォーカスグルー
プ・インビューの結果をもとに）／
柳澤 美直代（Michiyo Yanagisawa）（日本）

PO2-322 日本のサンプルに使用するために適応した認知症後期の生活の質（QUALID） スケール／
永田 優馬（Yuma Nagata）（日本）

PO2-323 終末期が近づいている認知症患者が平穏に旅立つための仕組みづくり／
佐藤 恵子（Keiko Sato）（日本）

PO2-324
日本における認知症高齢者のためのグループホームでの終末期ケアの特徴 – マネジャー対象のアンケート調査の結
果／
平松 真由子（Mayuko Hiramatsu）（日本）

PO2-325 長期介護施設に滞在している認知症の人のための緩和ケア：SWOT分析／
シゥルリー・フアン（Hsiul-Li Huang）（台湾）
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PO2-326 長期介護施設に滞在している認知症の人にアドバンスケアプランニングを提供する看護師に関連した要素／
シゥルリー・フアン（Hsiul-Li Huang）（台湾）

PO2-327 高齢者の終末期ケアについての意思決定サポート／
宇佐美 利佳（Rika Usami）（日本）

PO2-329 認知症の人がいる家族のためのファミリーケアに関するアセスメント／
小澤 佳子（Yoshiko Ozawa）（日本）

認知症の人と介護者の参加

PO2-331
オーストラリア、ビクトリアにある地方のコミュニティに住む認知症の人へのサポートとサービスの必要性：デル
フィ研究／
マイケル・バウアー（Michael Bauer）（オーストラリア）

PO2-332
「ビデオと音声インタビューを通じて語る認知症の人と家族介護者の体験」というタイトルのウェブサイトの構築
と活用／
竹内 富美子（Tomiko Takeuchi）（日本）

PO2-333
ジュロンコミュニテイ病院認知症ケアプロジェクト：認知症の人の参加を促すための入院患者のリハビリテーショ
ンにおける革新的なアプローチ／
チー・シオン・チュア（Chi Siong Chua）（シンガポール）

PO2-334 認知症におけるカップルを中心とした取り組みの目的：カップルが二人で参加できる取り組みのスコープの確認／
テレサ・ビエルステン（Therese Bielsten）（スウェーデン）

PO2-335 生活習慣への新しいアプローチ – WOW | ウェルネスの世界／
ピーター・バーワート（Peter Bewert）（オーストラリア）

PO2-336
日本で滞在型施設に住む認知症高齢者（DEOS）のための穏やか（幸福度）スケールの利用価値の検証 – 家族と看
護師の評価の比較／
辻村 弘美（Hiromi Tsujimura）（日本）

PO2-337 認知症の人がグループでできる活動を支えるテクノロジー／
アーレーン・アステル（Arlene Astell）（カナダ）

PO2-338 日本の地域社会における３つの認知症介護の事例／
片山 智栄（Chie Katayama）（日本）

PO2-339 現在の日本の長距離介護に関する文献レビュー／
會田 信子（Nobuko Aida）（日本）

PO2-340 独特のコミュニケーションパターンと特性：認知症を患う愛する人との会話／
ダニエラ・アリエリ（Daniella Arieli）（イスラエル）

PO2-341 夕暮症候群、睡眠の質と地域の徘徊 – アルツハイマー病との共存／
イェン・フア・シー（Yen Hua Shih）（台湾）

PO2-342 認知症の人とその家族の声を聞く　認知症の人と家族の会東京都支部／
大野 教子（Kyoko Ohno）（日本）

PO2-344 ビジュアルアートは認知症の人の生活の質と幸福度にとって有益か？認知症とイマジネーションからの調査結果／
ジル・ウィンドル（Gill Windle）（イギリス）

PO2-345 日本の「アルツハイマーカフェ」：慣例と問題／
島岡 昌代（Masayo Shimaoka）（日本）

PO2-346 楽しい時を過ごし、人生を楽しむ - コミュニケーションエイド／
ベリンダ・ブラック（Belinda Black）（イギリス）

PO2-347 認知症初期段階の人に研究への参加を促す。／
ディアナ・シャック・ソフト（Diana Schack Thoft）（デンマーク）

PO2-348 記憶の匂い – 認知症の人のための小グループでの取り組み／
リー・レン / ユーニス・タン（Li Leng Eunice Tan）（シンガポール）

PO2-349 早期発症型認知症の人のために人生を生きがいのあるものにするために必要なものの喪失と再構築／
関口 綾子（Ayako Sekiguchi）（日本）

PO2-350
世代を超えて楽しめる卓上ゲームデザイン：高齢のアルツハイマー病患者とともに地域の介護実習を通して大学生
の参加を促す／
シューイン・リー（Shu-Ying Li）（台湾）

PO2-351 私たちのツリーハウス：神経認知障害があっても同時に同じ立場の人と話すことができるビデオ会議／
デービッド・ポールソン（David Paulson）（アメリカ）

PO2-352
台湾での軽度認知症の人とその家族の間の対話経験をより強いものにするコミュニティリハビリテーションプログ
ラム／
ユーイン・チュー（Yuying Chu）（台湾）

PO2-353 繋がろう - 認知症の人のためのデジタルゲーム／
アーレーン・アステル（Arlene Astell）（カナダ）

PO2-355 ソーシャルエンゲージメント – 若年発症型記憶障害を持つ人々の視点／
ヴィルバトゥリ・リナネン（Virvatuli Ryynanen）（フィンランド）
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疫学

PO2-356 長期保険施設に滞在する認知症高齢者の認知症の行動的及び心理的症状、介護依存、生活の質同士の関連性
鈴木 みずえ（Mizue Suzuki）（日本） ／

PO2-357 人口ベースの研究における偶発性の軽度認知障害と認知症の臨床的特徴／
菱川 望（Nozomi Hishikawa）（日本）

PO2-358 アルツハイマー病患者における掻痒症の有病率：多地域での疫学研究／
生駒 晃彦（Akihiko Ikoma）（日本）

PO2-359 高齢者コホートにおける認知症の人の交通事故の発生率／
ユージョン・キム（You Joung Kim）（韓国）

PO2-360 コリンエステラーゼ阻害剤及びNMDA受容体アンタゴニストの少量処方の現状／
荒川 千秋（Chiaki Arakawa）（日本）

PO2-361 認知症研究のためのブレーン：コホートの特徴／
ポール・フランシス（Paul Francis）（イギリス）

PO2-362 コホートの中で認知症にかかっていない人に脳の寄付を求める：認知と脳病理学のための結果／
ポール・フランシスPaul Francis（イギリス）

PO2-363 WEBパネルを用いた認知症患者および介助者のQOL・生産性損失調査／
五十嵐 中（Ataru Igarashi）（日本）

PO2-364 65歳以上の自発的な脳のドナーを対象にした電話とビデオを使った精神測定アセスメントを評価する試験的研究／
ヘレン・コステロ（Helen Costello）（イギリス）

PO2-365 研究の終了時には脳が寄付される長期間監視されたコホートにおけるロス／
ヘレン・コステロ（Helen Costello）（イギリス）

PO2-366 脳のドナーとなる可能性のある65歳以上の人のうち主観的な認知障害（SCI） のある参加者の有病率と特徴／
ヘレン・コステロ（Helen Costello）（イギリス）

ケアモデル

PO2-367
仕事で要求されるものがより高くなると認知症高齢者の家族介護者がより高い介護のニーズに応えることが困難に
なる：横断的に実施したアンケート調査を用いた構造的均衡モデル／
ユーヌー・ワン（Yu-Nu Wang）（台湾）

PO2-368 概念分析：医療ケアにおける高齢者の人権／
青木 頼子（Yoriko Aoki）（日本）

PO2-369 パーソン・センタードネスへの新しいアプローチ | バタフライ・ケア・モデルのオーストラリアにおける試験使用／
ピーター・バーワート（Peter Bewert）（オーストラリア）

PO2-371 滞在型高齢者ケアにおける認知症の人のためのケアに有効なモデル／
マイケル・プリース（Michael Preece）（オーストラリア）

PO2-372 ゴールデンチケット – 認知症の革新的なモデル／
（Emma Costello, Elizabeth Gill and Kim Grosvenor）（イギリス）

PO2-373 職員の研修、認知症の人のBPSD管理と長期介護によるバーンアウトの削減／
アンドレア・ファッボ（Andrea Fabbo）（イタリア）

PO2-374 認知症にやさしい病院：イタリアでの初期の体験／
アンドレア・ファッボ（Andrea Fabbo）（イタリア）

PO2-375 ホグワークモデルをニュージーランド事情に合ったものに：ファレアロハケアビレッジ／
ケイ・シャノン（Kay Shannon）（ニュージーランド）

PO2-376 認知症の人の尊厳：職業間の違い／
内田 達二（Tatsuji Uchida）（日本）

PO2-377 利用者の参加：研究の質問から導入に至るまで／
サリー・グロベナー（Sally Grosvenor）（オーストラリア）

PO2-378 THE COGS CLUB : 認知症の人のためのマルチモードで心理社会的な取り組み／
アンアンドレア・ファッボ（Andrea Fabbo）（Italy）

PO2-379 台湾モデル：統合認知症ケアモデル／
ミンチー・パイ（Ming-Chyi Pai）（台湾）

PO2-380 認知症高齢者ホームのケア「シンフォニー」／
杉谷 光洋（Mitsuhiro Sugitani）（日本）

PO2-381 子供達と世代を超えた終日プログラムに参加した認知症高齢者の進歩：うつ病改善を検証する報告の事例（GDS15） ／
目黒 里美（Satomi Meguro）（日本）
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最新の治療と今後の展開

PO2-382
アミロイドβ42を注射するアルツハイマー病のマウスモデルにおいて、栄養補助による認知機能の改善が自食作用
の活性化によりもたらされる／
ユンファン・リァオ（Yung-Feng Liao）（台湾）

PO2-383
認知症のための臨床実験におけるインテピルディン（RVT-101）の概要：アルツハイマー病とレビー小体型認知症
における認知機能と日常生活の活動及び成長計画の効果／
イラン・フォゲル（Ilan Fogel）（アメリカ）

PO2-384 日本の健康者にインテピルディン（RVT-101）の安全面と薬物学的な検査のためのオープンラベルの反復投与試験／
イラン・フォゲル（Ilan Fogel）（アメリカ）

PO2-385 消化管にあるβアミロイドが認知障害を起こす可能性：大豆フラボノイドの予防効果／
ユエン・ハン / ジュリア・リウ（Yuen Hang Julia Liu）（香港）

PO2-386 マウスを使ったA. ラセモサスの向知性効果の調査／
Hanumanthachar Karichedu Joshi（インド）

PO2-387
実際にある病院の設定で軽度アルツハイマー病と他の認知症の中国人患者に対するスーベナイドの効果と忍容性。
オープンラベル研究／
レンウィン・チュー（Leung-Wing Chu）（香港）

PO2-388 アルツハイマー病治療のためのリポソームの準備／
ニーナ・イバノバ（Nina Ivanova）（ウクライナ）

PO2-389 βアミロイドが誘発する毒性に対するグレリンアゴニストHM01の保護作用：マウスの脳腸軸に注目／
ヤー・イー・サン（Ya Yi SUN）（香港）

PO2-390 D細胞の仮説に基づくアルツハイマー病と統合失調症の新しい治療戦略／
ジャージー・レゼック（Jerzy Leszek）（ポーランド）

PO2-391
非可聴高周波数音を利用した認知症の行動及び心理的症状（BPSD）のための非薬物的増強療法に関するオープン
パイロット研究／
山下 祐一（Yuichi Yamashita）（日本）

新しい研究手法

PO2-392 アルツハイマー：アミロイドβの抑制あるいは緩和／
ウルフガング・シュラム（Wolfgang Schramm）（ドイツ）

PO2-393 認知症におけるワーキングメモリーと抑制障害の区別／
トレバー・クローフォード（Trevor Crawford）（イギリス）

PO2-394 スコポラミン、ジアゼパムとマウスの自然加齢によって誘発されたガンゲチン逆行記憶障害／
ハヌマンタチャー・カリチェド・ジョシ（Hanumanthachar Karichedu Joshi）（インド）

アルツハイマー病以外の認知症

PO2-395 健忘性軽度認知障害のリスク因子としての嗅覚障害／
ユダ・ツラナ（Yuda Turana）（インドネシア）

PO2-396 アルツハイマー病の病因に関連するBMP経路の不均衡／
スン・リン（Sun Lin）（中国）

PO2-397 血管性認知症患者の手段的日常生活動作能力はアルツハイマー病患者よりも低い／
ウェイ・リー（Wei Li）（中国）

PO2-398 前頭側頭認知症の右側頭葉型／
ホセ・アントニオ・ロホ・アレドロ（José Antonio Rojo Aladro）（スペイン）



82

リハビリテーションとその可能性

PO2-399 介護体験を語る – 認知症患者の家における安全のために「住宅リフォーム」を実施／
リーティン・フアン（Li Tin Huang）（台湾）

PO2-400 重度の認知症向けデイケア施設の利用者のための治療プログラムを決めるプロセス／
石井弓子（Yumiko Ishii）（日本）

PO2-401 資源に乏しい地域に住む軽度認知障害や認知症の人のための地域で行うエクササイズの取り組み／
ジュンチェン・ヤン（Jung-Cheng Yang）（台湾）

PO2-402 認知的作業は休息中の脳の活性化に影響するか？／
大杉 紘徳（Hironori Osugi）（日本）

PO2-403 重度の認知症向け認知テストの開発 – 信頼性、有効性、応答性と解釈が容易であるかの検査／
田中 洋之（Hiroyuki Tanaka）（日本）

PO2-404
認知症プログラムを利用して健やかに生きる：初期の認知症の人向けの自己管理の原則を用いたデザイン、開発と
価値／
ゾーイ・キャンベル（Zoe Campbell）（イギリス）

PO2-405 高齢者の施設からグループホームへのトランジションとホームで年を重ねるために必要なこと／
インフイ・ウー（Yinghui Wu）（台湾）

PO2-406 若年発症型認知症の人に能力の強化や生活の質の改善を促す活動- ９年間のケーススタディ／
インフイ・ウー（Yinghui Wu）（台湾）

PO2-407
体を使う活動量と認知機能、日常生活の活動および重度の認知症に見られる行動的および心理的兆候や症状との相
関性／
石丸 大貴（Daiki Ishiaru）（日本）

PO2-408 日本におけるコミュニティベースの作業療法 – 社会参加／
石丸 大貴（Daiki Ishimaru）（日本）

PO2-409
認知症の人に対するエクササイズトレーニングプログラムの適用と効果 – 新竹の認知症コミュニティケアセンター
での体験／
イーチェン・ツァイ（Yi-Chen Tsai）（台湾）

PO2-410 囁語検査による高齢者の認知機能と聴覚の関係／
吉村 隆子（Takako Yoshimura）（日本）

テクノロジーと認知症

PO2-411 四コーナーステップテストで認知障害を検出／
ユーシウ・チュー（Yu-Hsiu Chu）（台湾）

PO2-412 ソーシャルロボットが認知力低下の高齢者の社会参加に与える影響の研究／
カイリー・プラット（Kylie Pratt）（オーストラリア）

PO2-413 認知症診断ツール：さりげない生理的および行動パターンを観察するアプローチ／
クリスティン・ニューマン（Kristine Newman）（カナダ）

PO2-414
認知症の人と慣れ親しんだ介護者のための即時にアクセスできる情報とコミュニケーション技術を利用したサポー
トを提供している素晴らしい実例／
今野 りえ（Rie Konno）（日本）

PO2-415 認知症ケアのためのインタラクティブアプリを使ったプラットフォームサービス／
ジー・ヒャン・ジェオン（Jee Hyang Jeong）（韓国）

PO2-416 認知症の人と介護者のためのインターネットを利用した取り組み：系統的なレビュー、メタ分析と今後の展望／
キエレン・イガン（Kieren Egan）（イギリス）

PO2-417 認知症の人と介護者のためのウェブベースのプラットフォームの開発：ユーザー参加の研究／
ロージー ･デュンRosie Dunn（イギリス）

PO2-418
アクティブ@ホーム : 認知症の人のソーシャルネットワーク内でできる遊び満載で柔軟なマルチモードの日常ト
レーニングやモバイルで複数の感覚器官の診断及び提案システム／
ルーカス・パレッタ（Lucas Paletta）（オーストリア）

幸福度

PO2-423
昨日を思い出し今日をケアする（RYCT） 認知症と生きる家族のための独創的な回想アートプロジェクトを通した
社会参加／
パム・シュバイツァー（Pam Schweitzer）（イギリス）
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■「家族の会」全国の支部ポスター展示
埼玉 高知

岩手 秋田 福島青森

福岡

茨城

群馬 香川 愛媛
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香川兵庫 和歌山

千葉

大阪

山形

奈良

北海道
岩手

秋田
石川

岡山

青森

宮城
富山

島根 広島

徳島

岩手 秋田
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北海道

東京

愛知

岡山 山梨

静岡青森 三重

神奈川島根

岐阜
石川

岡山

富山

島根 福井
広島

岩手
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新潟沖縄

兵庫

熊本 宮崎 山梨

山梨神奈川 奈良

大分
鹿児島

長野

新潟

沖縄

和歌山
山梨

鳥取
奈良

鹿児島
長野
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京都岩手 滋賀

兵庫 岡山和歌山 島根奈良

京都

兵庫

和歌山

大阪

奈良
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新潟石川

岡山 千葉

富山

広島

長野

香川 高知

山口

愛媛 福岡

島根

広島

徳島

岡山
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岐阜栃木 静岡

京都 愛知滋賀 静岡大阪

埼玉 東京石川 千葉福井

岡山 栃木広島 群馬

群馬
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栃木千葉

青森 山形

奈良福井

京都栃木
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　AAJラウンジは認知症の人と家族の会が国内、国外からの参加者の皆様を日本の伝統文化の雰囲気
の中でおもてなしすることを目的に設置しました。東京・富山・鳥取県支部による認知症カフェ、京都
府支部の手作りの小物販売、石川県支部のデコパージュの体験、奈良県支部の書や絵ハガキの販売、イ
ンドアルツハイマー協会のビダヤさんと ｢家族の会｣ 京都府支部によるヨガ教室など交流の場として、
連日賑わいました。グループホーム「てらど」とTD研究所の協力で本人による生け花とお茶席、そし
てガーデンセラピーが会場をいっそう華やかに彩りました。京都府茶業会議所の協力による京都府支部
の「宇治茶玉露（水だし）」では清涼感と本物のおいしさを味わうことができました。ピップ株式会社
からは「うなずきかぼちゃん」が提供され、多くの方々が話しかけて笑顔を与えてくれました。

■AAJラウンジ

日 時間 内容 担当 交流内容など

4/27 11:00~
12:00

生け花 てらど
協力：TD
研究所

グループホームで行っている生け花を本人たちが
行い、海外からも参加して挑戦した。池坊の家元
も参加され、日本の伝統文化を楽しんだ。

13:00~
15:00

カフェきずな 東京都支部 1年間かけて行った「認知症の人と家族の思いに関
する調査」の概要報告書を手渡しながら交流した。
海外からも参加され和やかな雰囲気だった。メッ
セージカードを添えた鶴スタンドは喜ばれた。海
外参加者など50余名の参加。

15:00~
17:00

ヨガ インド
アルツハイ
マー協会

ビタヤさんによる本場のヨガ。京都府支部協力の
もと「リラックスヨガ」の実演では会場一杯、50
名余りの参加で1つ1つの動作を繰り返しながら熱
気あふれる国際交流の場となった。

4/28 10:00~
12:00

カフェ
ぽーれぽーれ
絵手紙教室

富山県支部 カフェは本人が中心となって誕生会や季節の歌な
どを楽しんでいる。海外からの参加者もあり笑顔
があふれた。併行で開設した「絵手紙教室」はチュー
リップの花や鯉のぼりなどにチャレンジし世界に
一つの絵の完成に満足した。

13:00 ～
15:00

まちなか
カフェ・ 
わだや
小路

鳥取県支部 鳥取県米子市で週1回開設している。店主を務めた
のは、同県南部町在住で若年認知症の亀尾（かめお）
通子（みちこ）さんと夫の栄司さん。地元のおい
しい水も持参。いれたてのコーヒーで次々訪れる
外国人らをもてなし多数の参加者が楽しんだ。

13:00 ～
15:00

デコパージュ
つくりと販売

石川県支部 デコパージュの販売と体験コーナーは満員で、汗
を流しながら世界にひとつのお皿を作成。和気あ
いあいと交流しながら作成した。また本人の部屋
にも行き海外からの参加者には言葉の壁と格闘し
ながらもお土産として差し上げ喜ばれた。

15:00 ～
17:00

お茶席 てらど
協力：ＴＤ
研究所

ご本人がお点前を披露。日頃から利用者の方々に
本物の良さを大切にした取り組みが行われている。
手作りのお菓子や立派なお道具などで楽しませて
いた。海外からの参加者も多数あり、日本の伝統
文化の奥深さを感じさせてくれた。
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日 内容 担当 交流内容など

4/27 ～ 4/29 小物販売など
（書、カレン
ダー、絵葉書）

奈良県支部 終始なごやかな雰囲気の中、会員が描いた絵や書、
絵手紙、カレンダーなど多数が参加者の目を楽し
ませてくれた。日本語も上手なケニアのエバンス
さんが通訳を引き受け、海外からの参加者30名を
交え参加者は100名を上回った。また本人にはプレ
ゼントをして喜ばれた。

宇治茶玉露 京都府支部 宇治茶玉露（水だし）は三日間、参加者の喉を潤し
てくれ、着物姿でのサービスも好評であった。500
杯は優に超え「こんなにおいしいの、どうして出
すの？」と聞かれる方もあり、玉露のおいしさを
参加者に喜んでいただけた。お茶の枝や茶葉も展
示した。

小物販売 京都府支部 着物地を利用した衣服やかばん、財布、タペスト
リーやブローチなど、会員の手芸サークルが中心
となって作成、手作りのお土産として購入する方
も多く海外からも含めて200人以上の方が来場し、
2日間で完売。これまでの売り上げのほとんどは国
際会議開催への寄付となった。

ガーデン
セラピー

ＴＤ研究所 ラウンジの中にガーデンを作り、よい香りの花と
苔等をふんだんに使い、リラックスできる椅子を
配置、参加者の写真撮影にも貢献し、海外の方々
にも喜ばれた。

かぼちゃん体
験（コミュニ
ケーションロ
ボット）

ピップRT
株式会社

うなずきかぼちゃんは、抱っこしたり、一緒に話
したり、多くの参加者の笑顔をいっぱいにしてく
れた。施設関係者の中には今後利用してみたいと
パンフレットを持ち帰る人も多数あった。



第32回 国際アルツハイマー病協会国際会議報告書

93

■協賛シンポジウム

4月26日
コリーン・マウンダー 

（Corinne Maunder）
キャシー・グリーンブラット

（Cathy Greenblat）

Effective Use of Photography and Video for Dementia Awareness 
and Education 

グローバルCEOイニシアティブ
ResearchersAgainstAlzheimers
高齢化に関する世界連合

2025年に向けて：アルツハイマー革新のためのエコシステムの構
築

イギリスアルツハイマー協会
WHO神戸センター

会議前シンポジウム：認知症に優しい世界を作る

4月27日
アクソバント 認知症薬の開発における進化：コリン作動系

新井平伊
森悦朗

WYLDNETWORK
世界の認知症における
若いリーダーのグループ

（WYLD）

学際的見解：認知症予防と介護の総合的アプローチを研究する若
い研究者達
レベッカ・チャーチャード（Rebekah Churchyard）
リザ・フターマン（Liza Futerman）
フランシスカ・S・ゼン（Francisca S.Then）
ケイトリン・ウエア（Caitlin Ware）
デボラ・オリベイラ博士（Dr Deborah Oliveira）
アライン・カヴァルカンティ・バロソ（Aline Cavalcanti Barroso）
ハーリーン・ライ（Harleen Rai）
サラ・バーテルス（Sara Bartels）
ハンナ・クリスティー（Hannah Christie）

オランダアルツハイマー協会 認知症の人の身近な介護者を支援するためのe-ヘルスに関する取
り組み
マルコ・ブロム（Marco Blom）
ジョニー・ミレナー（Joany Millenaar）
マヨレイン・デ・フフト（Marjolein de Vugt）

イーライリリー 2025年への道のり：ヘルスケア制度の準備状況に関する世界規模
の話し合い
フィリップ・シェルテンズ（Philip Scheltens）
茅野龍馬（Ryoma Kayano）
ジェレミー・ヒューズ/ハリー・ジョーンズ（Jeremy Hughes and 
Harry Johns） 

大塚製薬 アルツハイマー病の抑止：技術面での世界的な機会

バイオメド・セントラル 研究の出版：編集者が求めているものは？
フィリップ・シェルテンズ（Philip Scheltens）

プロモート アジア太平洋地域における認知症の人の健康と幸せを増進するた
めの心理社会的研究のためのキャパシティの創造
ヘンリー・ブロダティ（Henry Brodaty）
ユンヒー・ジョン（Yun-Hee Jeon）
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4月28日
バイオジェン アルツハイマー病の新たな展望：早期診断から介護まで

フィリップ・シェルテンズ（Philip Scheltens）
ジョン・ハリソン（John ahrrison）
島田斉（Hitoshi Shimada）
ラファエル・ブレサ（Rafael Blesa）

エーザイ 認知症とともに生きる社会の創造
繁田雅弘（Masahiro Shigeta）
粟田主一（Shuichi Awata）
新井平伊（Heii Arai）

ネスレジャパン 肌の健康：認知症高齢者のための質、費用、ケアを改善するため
の新しい領域
江畑俊哉（Toshiya Ebata）
生駒晃彦（Akihiko Ikoma）
ハオ・ルオ（Hao Luo）
マーク・ウォートマン（Marc Wortmann ）

京都＜臨床美術＞をすすめる会 認知症進行予防と介護家族ケアとしての臨床美術
水野敏樹（Toshiki Mizuno）
蜂谷和郎（Kazuo Hachiya）
フルイミエコ（Mieko Furui）
岩本みどり（Midori Iwamoto）

TauRx Phermaceuticals アルツハイマー病治療にタウ蛋白のもつれに注目
クロード・ウィシック（Claude Wischik）
サージュ・ゴーシェ（Serge Gauthier）

4月29日
ネスレ 科学に裏づけられた脳トレーニング：ブレインHQ

マイケル・メルゼニック（Michael amerzenich）

NCD Alliance 認知症とNCD（非感染症疾患）共存証に関する保健制度の強化：
総合ケアの成功アプローチ



第32回 国際アルツハイマー病協会国際会議報告書

95

　第32回ADI国際会議において、「家族の会」と京都府、京都市の三者共催によりポスター展示・発表
等を府民に一般公開し、２日間で約1000人の参加者があった。
　ADI国際会議の意義を会議参加者だけでなく、一人でも多くの人に認知症について理解してもらえる
機会を提供できないか、ADI本部との調整を経て実施したもので、このような取り組みは32回を数える
ADI国際会議史上で初めてのことである。
　地域住民にとっては、国内外の認知症をめぐる最新情報を得て理解を深める機会となり、また会議主
催者、発表、展示出展者にとっては住民と交流する貴重な経験となり、認知症にやさしい地域の輪を広
げるための関係づくりに役立つ結果を得た。

名　　称　第32回国際アルツハイマー病協会国際会議一般公開事業
　　　　　「認知症を巡る世界の最前線」
主　　催　公益社団法人 認知症の人と家族の会、京都府、京都市、
開催期間・来場者数　
　　　　　2017年４月27日（木）14:00 ～ 17:00　487人
　　　　　　　　　　28日（金）14:00 ～ 17:00　499人　２日間 計986人
開催場所　国立京都国際会館 イベントホール（京都市左京区宝ヶ池）
事業の目的、効果
　ADI国際会議は認知症に関する世界最大の会議であり例年、世界の国・地域から、認知症の本人や家
族、介護・福祉・医療関係者、研究者が集まり、最新の治療やケア、地域づくりなど幅広いテーマで講
演や発表を行う。2017年ADI国際会議は、超高齢社会のフロントランナーである日本における認知症の
取り組みへの世界的な関心の中で開催された。
　この会議を国内外の認知症を巡る状況を広く一般住民に知らせ、認知症への理解を深める機会とする
ため一部エリアを一般公開した。
　世界中から集まった先駆的な取り組みや研究成果のポスター発表、各国・地域のアルツハイマー協会、
研究機関や団体の活動を紹介するブース、「家族の会」が企画運営するAAJラウンジを一般公開エリア
とした。
　一般公開参加者はポスター発表者やブース出展者と直接話し合ったり、AAJラウンジでの認知症カ
フェを体験するなど認知症を巡る世界の動きに触れることができた。
　また、この一般公開は、会議主催者、発表者や出展者、関係者にとっても大きな刺激となり、認知症
の人にやさしい地域づくりを進める機運を高めるものとなった。

内　　容
⑴　世界のアルツハイマー協会や日本・京都の先駆的取り組みを発信

　認知症ケア先進国はもちろん、現在、懸命に取り組んでいる国や地域がそれぞれの歴史や政治・経
済・文化的背景を踏まえた取り組みを紹介。
　また、国内外でアクティブに活動する認知症当事者団体、関連職能団体、医療福祉等関連企業、｢
家族の会｣ 本部と47都道府県支部、更に開催地京都における先駆的取り組みを紹介。
◇世界のアルツハイマー協会（16の国・地域）ブース

①クロアチア　②台湾　③カナダ　④イラン　⑤パキスタン ⑥インドネシア　
⑦イギリス　⑧ルーマニア　⑨ドイツ ⑩ドミニカ共和国　⑪中国　⑫ギリシャ　
⑬ネパール　⑭香港　⑮タイ　⑯アメリカ

■一般公開「認知症を巡る世界の最前線」
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◇ADI及び国際関係ブース
①ADIブース ②国際認知症連盟（DAI：本人組織）ブース ③世界の認知症における若いリーダー
のグループ（WYLD）

◇ ｢家族の会｣ ブース及び支部ポスター
① ｢家族の会｣ ブース ②47都道府県支部の取り組み紹介ポスター展示

◇認知症フレンドリーコミュニティ京都（京都発の情報ブース）
　一般公開に合わせて ｢認知症フレンドリーコミュニティ京都｣ ブースを設置。全体会議やADI
ワークショップなどで発表された京都の先駆的な取り組み事例などを紹介するとともに、京都式
オレンジプランや10のアイメッセージ、オレンジロードの取り組みをパネルや映像等で紹介。ま
た、10のアイメッセージをわかりやすく表現したマンガ（日本語版、英語版）を配布。

◇認知症関係５当事者団体ブース
　全国的に活動する｢全国若年認知症家族会・支援者連絡協議会｣｢男性介護者と支援者の全国ネッ
トワーク｣ ｢日本認知症ワーキンググループ｣ ｢レビー小体型認知症サポートネットワーク｣ ｢公
益社団法人 認知症の人と家族の会｣ の５団体が共同で活動紹介、資料配布。

◇オレンジシアター
　認知症の母親をめぐる家族の物語 ｢認知症と向き合う｣ を上映。

⑵　日本と海外からのポスター発表を公開
　国際会議の演題募集に応募し、査読審査を通過した34カ国・地域の394件のポスター発表を公開。
ポスター発表者から直接に発表内容の説明を聞ける機会を提供。

⑶　認知症関係団体や企業による最新の取り組み等を発信
　今回の国際会議に照準を当て出展を行った、認知症ケア、地域づくり、啓発など実践団体、
医療、ケア等の研究企業、関係図書出版社等も、一般公開の対象とし、認知症を巡る最新の情
報等を紹介。

⑷　国内外参加者の体験型国際交流を行った
◇AAJラウンジ

・ 「家族の会」支部が日ごろ行っている認知症カフェを再現。アルゼンチンやオランダなどの認
知症カフェ（メモリーカフェ）の実践者や会議参加者と交流。

・ 27日（木）
認知症カフェと宇治茶玉露（水出し）サービス、グループホーム入居者によるデモンストレー
ション、生け花（池坊）講師による指導、インドのヨガ教室開催等

・ 28日（金）
認知症カフェと宇治茶玉露（水出し）サ－ビス、茶道（表千家）講師によるお点前等
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《ADIトピックス　『ヘルプマーク』登場》

　ADI国際会議の会場となった国立京都国際会館は、前回2004年の会場でもあったが、デザイン
的には高い評価をうけているが、認知症の人をはじめ高齢者や障害のある方には、わかりにくく
移動しにくい構造となっている。
　ハード面が無理ならソフト面で会場のユニバーサルデザイン化ができないか検討する中で、会
議参加者、スタッフ、ボランティアの気づきを引き起こすツールとして、『ヘルプマーク』を全
参加者に配布し、配慮を必要とする方の意思で使ってもらうことにした。
　また、京都府障害者支援課が、ヘルプマークの提供に加え、説明リーフレット（A4）、掲示ポ
スター（A0）を英語併記で作成することになり、翻訳については、京都外語大学学生グループ
の協力を得た。

ポスター
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認知症関係５当事者団体
認知症フレンドシップクラブ
認知症フレンドリーコミュニティ京都
フラワーサイコロジー研究所

（企業）
アクソバント
イーライリリー

（株）Uga&Co
エーザイ（株）

（株）紀伊國屋書店
（株）クマノミ出版
クリエイツかもがわ
COLTEM
SPRINGER NATURE
第一三共（株）
テクニカルプランニングオフィス

（株）トータルブレインケア
（株）ニホン・ミック
日本メジフィジックス（株）
ネスレ日本
ノバルティスファーマ（株）
ハイジーンシステム（株） 

（株）パイプライン
バイオジェン
バイオメド・セントラル

（株）ビーアンドエスコーポレーション
（株）フェイス
フランスベッド（株）

（株）ベネッセスタイルケア
ホームインステッド（株）
松浦薬業（株）

（株）ミネルヴァ書房
Roche
 

●その他協賛
Abbvie
日本ケミファ（株）
Fulbright
PLOS
MerckLovell
Lovell Foundation 

＜ブース出展＞　　合計　63　（かな昇順）

●各国アルツハイマー協会展示　　18
アメリカアルツハイマー協会
イギリスアルツハイマー協会
イランアルツハイマー協会
インドネシアアルツハイマー協会
カナダアルツハイマー協会
ギリシャアルツハイマー協会
クロアチアアルツハイマー協会・スロベニア
アルツハイマー協会
国際アルツハイマー病協会（ADI）
タイアルツハイマー協会
台湾アルツハイマー協会
中国アルツハイマー協会
ドミニカ共和国アルツハイマー協会
ドイツアルツハイマー協会

（公社）認知症の人と家族の会（AAJ）
ネパールアルツハイマー協会（ARDSネパー
ル）
パキスタンアルツハイマー協会
香港アルツハイマー協会
ルーマニアアルツハイマー協会

●出展　45　
（団体）

ウイッキング認知症研究教育センター
大牟田市認知症ライフサポート研究会
オレンジシアター
オレンジリンクス
京都＜臨床美術＞をすすめる会
国際認知症連盟（DAI）

（公社）成年後見センター・リーガルサポート
（一社）日本作業療法士協会認知症の人の生
活支援推進委員会
日本精神科病院協会

（公財）日本生命財団
（公社）日本認知症グループホーム協会
（公社）日本認知症グループホーム協会奈良
県支部

（一社）日本認知症コミュニケーション協議会
（一社）日本老年看護学会
認知症介護研究・研修センター

■ブース出展



第32回 国際アルツハイマー病協会国際会議報告書

99

■ADIが実施したインタ－ネットによるアンケート結果
・ ADIからの情報送信を承諾した参加者への 

メールによるアンケート
・設問及び回答は英語のみ
・ 回答者数上位５か国： 

日本113人　オーストラリア36人　 
イギリス34人　シンガポール16人　 
台湾７人　スウェーデン７人）

参加者内訳（回答者数309）

項目別評価（回答者数288　5点満点）

会議によって見識が得られたか？（回答者数288）

参加した国際会議（回答者数307　複数回答あり）

会議参加目的（回答者数288）

研究者　21%

老年科医
6%

精神科医・心理学者
21%

介護専門職
5%

看護師　10%

認知症の本人
5%

スタッフ・ボランティア
9%

学生
5%

教育者
8%

神経科医
3%

介護者
6%

一般医　1%

0 50 100 150 200 250

2014
プエルトリコ

2012
ロンドン
2013
台北
2015
パース
2016

ブダペスト

初回 200

20

27

28

53

42

3.2 3.4 3.6 3.8 4.0 4.2 4.4 4.6

会議ウェブサイト

プログラム冊子内容

抄録登録システム

参加登録システム

会場スタッフボランティア

案内表示

AAJ ラウンジ

展示

会場

大いに得られた
27%

かなり得られた
56%

ある程度得られた　
14%

全く得られなかった
3%

会議内容への関心　
36%

発表するため
28%

ネットワーキング　
24%

企業展示のため
2%

その他　10%
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■「家族の会」支部アンケート結果 回答数99（28支部）

自由回答より抜粋
⃝ 2004年に比べ認知症に関する意識が格段に高

まったと感じた
⃝ 本人の発言が素晴らしく勇気づけられた
⃝ 国内外の取り組みを学ぶことができた
⃝ 介護者からの発表、発言が少ないように感じた
⃝ 抄録、プログラムの誤字、脱字、内容の間違い

が多かった
⃝ 参加費が高すぎた
⃝ 会場が広すぎてわかりづらく移動が大変だった
⃝ 発表が多すぎて聞きたいものが聞けなかった
⃝ 言葉の壁はあったが笑顔の交流ができた
⃝ ボランティアやスタッフでおもてなしの雰囲気

を感じた
⃝ お弁当やコーヒーが良かった
⃝ スタッフに感謝

国際会議を楽しめましたか？

学ぶことができましたか？

交流できましたか？

楽しめた
74%

だいたい楽しめた
24%

できなかった
4%

学ぶことができた
59%

あまり
楽しめなかった

2%

あまり
できなかった

26%

だいたいできた
30%

楽しめなかった
0%

交流できた
20%

あまり
できなかった

5%

だいたいできた
50%

できなかった
0%



第32回 国際アルツハイマー病協会国際会議報告書

101

■ボランティアの声

・ 笑顔で挨拶をしたり必死に聞き取ろうとする
ことが相手に伝わると、相手も笑顔で挨拶し
てくれたりわかりやすく話してくれたりし
て、接する姿勢が大切なのだと学ぶことが出
来た。ボランティアとして活動していても、
参加者からすると運営側の人間で、わからな
いことはスタッフに聞けば何でもわかると思
い、質問されたりする。その時に「ボランティ
アだからわからない」という返答が私を含め
て多かったように感じた。このことからも、
よく聞かれるようなことは事務局や運営側と
ボランティアメンバーでの情報共有も必要に
なってくると感じた。

・ 今回のボランティアで、英語コミュニケー
ションをとる良い機会になり、興味のある認
知症ケアについても学ぶことができた。この
４日間で学んだことをこれからも活かしてい
きたい。

・ 日本だけでなく、世界でも認知症の研究がさ
れており、介護する家族が抱える負担や人々
の認知症への偏見、病気に対する認知度が低
いということが分かった。しかし、認知症の
方々が住みやすい地域を作ろうという取り組
みや介護者の支援、介入方法についてなど、
たくさん研究されていることが分かった。ま
た、発表者も参加者も年齢層が様々であり、
若年層も認知症に対して勉強しようとしてい
ることも分かった。海外の方々と接する機会
は少ないので、貴重な経験をすることが出来
た。私は参加者にコングレスバッグを渡す係
りをしたが、その時に認知症の方が私を見て
立ち止まり、ずっとにっこりと笑っていた。
このような笑顔が見られるようにもっと勉強
しようと考えた。

・ 初めは慣れない英語でどのように関わってい
いのか分からず、悩むことも多かったのです
が、関わっていくうちに慣れない英語でもコ
ミュニケーションが図れることに嬉しさを感
じるようになりました。話す言語が違っても
笑顔と気遣いがあれば、違う国・文化の方で
も意志疎通を図ることができると学ぶことが
できました。

・ 初日にオリエンテーションがありましたが、
本当に簡単な説明だけで、私たちボランティ
アが知らないことが数多くある状態で、会議
がスタートしてしまいました。初日は本当に
分からないことも多く苦戦したので、もう少
し会場のことや翻訳機の説明が事前にあれば
よかったのかなと感じました。

・ これからまた今回のような国際的な会議に参
加できる機会があるかはわからないが、海外
でも認知症や様々な看護についての研究が進
んでおり、それを学ぶことは自分の看護観を
磨くこと、知識を増やすことにつながる。そ
のため、これから少しずつでも英語と認知症
について予習する必要があると強く実感し
た。

・ 今回、国際アルツハイマー病協会国際会議に
ボランティアとして参加したことを通して、
自分が認知症の人と関わる際は、その人の残
存機能（もてる力）を正しく評価したうえで、
個別性を尊重し、危険性の排除を行う時も、
その人の意思決定の機会をなるべく邪魔しな
いようにするべきであると考えた。また認知
症について、もちろんそれ以外のことについ
ても学びを深めていく必要があると強く感じ
た。

　４日間にわたり延べ4,000人が参加したADI2017国際会議。会議を支えたのは、20歳から87歳まで延
べ200人のボランティアの皆さんの細やかな気配りと、臨機応変の働きです。慣れない場所での予想外
の出来事にも、笑顔で対応してくださった皆さんに改めて感謝いたします。

　会議終了後に寄せられたボランティアの皆さんからの感想を紹介します。
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ねられた際、私はどれくらい我慢できそうか
先に聞いて、あまりもたないとわかり、すぐ
トイレを探した。しかし、スタッフに障害者
用トイレの場所を尋ねたところ、わからない
ため、「確認するのでお待ちください」と返
答された。偶然にも、大きめのトイレが近く
にあり、すぐにご案内ができ、ことなきを得
た。往々にして、こういった大きな催しでは、
小さなハプニングが多く、また、認知症の方
への配慮も大切ですが、こうした障害者の方
への配慮も、同様に必要だと考える。開催後
にこうした内容を振り返り、対応する側が共
通認識を持って、それぞれのケースに対応で
きるように、改善していく必要があると感じ
た。

・ ボランティアは素晴らしい体験でした。いろ
いろな国の認知症治療の専門家や研究者に出
会うことができました。認知症はどの国に
とっても大きな課題であることが実感でき、
本当に幅広い分野での取り組みが行われてい
ることを知りました。

・ 私の役割は、カフェでの通訳ボランティアで
した。カフェは、講演の後に立ち寄る人達で
常に賑わっていました。国籍を越えて皆が同
じテーマを分かち合った後、くつろいでお茶
を飲み談笑しながら連帯感を深めていく誠に
意義ある空間でした。この数日間の体験で、
私は認知症を非常に身近に感じ始めておりま
す。こうしたカフェが今後は街中に出来て、
誰でも参加できるよう願います。そうすれば
認知症に関心のなかった人達も、やがて自分
の問題として意識し始めるでしょう。　

・ 国際会議という場で、いろんな国の人と出会
うことのできた貴重な４日間でした。また、
臨機に対応することの妙味を ｢家族の会｣ の
スタッフの方々と共に体験することができ、
その一翼を担わしていただいたことに感謝で
す。

・ 今回は相手の人が、今何をしてほしいと思っ
ているかを考えることが大切であると学ぶこ
とが出来た。そのためには周りをしっかりと
観察し誰が今、何を困っているのかというこ
とを判断することが必要であると考える。こ
のことはボランティア活動だけでなく日常生
活にも影響することであると考えるので意識
して生活していきたい。

・ ボランティアスタッフをオレンジのジャン
パーにしたのは分かりやすかったが、全て分
かる人は違う色のジャンパーにするなどにす
ればよかった。

（参加者の方はオレンジのジャンパーを着てい
る人は何でも知っていると思っていた。）

・ 今回のアルツハイマー病協会国際会議のボラ
ンティア活動は、私にとって認知症の人との
関わりとこれから看護師として働く際のネッ
トワークの大切さの勉強になった。このボラ
ンティア活動の経験をこれからの看護師とし
ての人生に活かしていきたい。

・ 私は英語が話せず苦手意識が高かったため、
はじめは外国人が近くに来ただけで身構えて
しまったり、何か尋ねられると周りにいるス
タッフにすぐに任せたりすることが正直多々
あった。しかし、尋ねられていることにしっ
かりと耳を傾けることで理解できる単語を聞
き取れることもあり、勇気を出して知ってい
る単語を並べて伝えると、「OK」や「Thank 
you」などの返答があり英語で伝えることに
自信がついた。それからは積極的に挨拶をし
たり、自分で誘導したりすることができた。

・ このような国際会議など世界の人々と関わる
機会を設けることで、その国の現状や研究を
共有することができ、世界中の認知症で苦し
む人々や家族、関わる者が苦痛を最小限に生
きていくことにつながると考えた。

　
・ どのような場面においても、「臨機応変な対

応」が大切であることを学んだ。
　 例えば、道案内ひとつにしても、トイレに介

助が必要な方に、障害者用トイレの場所を尋
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ジェームズ・マキロップさんの感想� 2017-06-15JDWG@japanより

＜訳者注＞
この感想は、今春京都で開催された第32回国際アルツハイマー病協会（ADI）国際会議の翌日に行われたNHKフォーラム（2017
年4月30日、大阪）のために、ジェームズさんが自ら手書きで用意した読み上げ原稿です。日本での反響を知り、「公開するならば、
きちんとした文章にしたい」という思いから、ご自身で加筆を施しました。元々の原稿では、●印までをひと続きに読み、そこ
で逐次訳を入れるように工夫してあるため、その印はあえて残しました。

「筆者紹介」
　59歳の時に脳血管性認知症の診
断を受ける。その後、世界で初め
ての本人グループ「スコットラン
ド認知症ワーキンググループ」を
設立した。現在もスコットランド
を中心に講演活動を行っている。

■ADIに参加して

です。今回の会議には、世界中からたくさんの
認知症の人が参加しました。その数が参加規模
を物語っています。●
　やがて認知症の人は自ら発表し始めるように
なりましたが、発表に与えられたのは、いつも
最終日の一番おしまいの枠でした。その時間に
なるころには、多くの参加者は飛行機に乗って
家に帰ってしまっていました。ごくわずかの人
たちしか残っていなかったのです。私たちの大
事な発言を、多くの人が聞き逃しました。どう
して私たちの出番はもっと早く来なかったので
しょう？　なぜ私たちは議題のトップでなかっ
たのでしょう？　会議主催者は私たちに対して、
少しも自信が持てなかったのでしょうか？●
　認知症の “トモ（丹野智文さん）” がADI国際
会議の開会を行うことを、そして発表し、わく
わくするような分科会の座長を務め、専門家と
して立派な態度を示すことを、二年前の日本で、
いったい誰が信じていたでしょうか？　認知症
がなくてそのような功績を上げた人ならば、私
も何人か知ってはいます。●
　私はくり返して言います。「一体誰が、そう
なると信じていたでしょうか？」●
　それによってメディア関係者の目が開きまし
た。認知症の人でも今のスキルを保持し、新た
にスキルを身につけられことがわかったのです。
メディアの方たちにとっても開眼するのは大変
なことですから、これはお手柄だと思います。

　私は世界のいろいろな認知症会議に行きまし
たが、今回の日本の会議が明らかに一番でした。
そのように口で言うのは簡単なことですが、み
なさんは「どうしてですか？」と尋ねるかも知
れません。この会議はどこが違っていたので
しょうか。それは、認知症の本人としての私の
ニーズに対応していたのです。会議場は気ぜわ
しい都市部の会議センターではなく、美しい環
境に囲まれていました。●
　私は過去に参加した会議でも、すばらしい発
表を見たことはありますが、中には頭がぼうっ
としてしまい、発表者が何を言っているのかわ
からず、退出したこともありました。その発表
も良いものであったのかも知れませんが、「科
学に通じている聴衆」に向けたものでした。た
とえ発表要旨はすばらしくとも、一般の参加者
向けではなく、科学的な興味に限定した発表で
あることは明言されていませんでした。図や表
やフローチャート、多すぎる詳細説明は大きな
負担になります。一般の人は読んでも理解でき
ずに、自分はちっぽけな存在だと感じてしまい
ます。●
　発表者の中には、認知症の人について説明を
するときに、見下した表現を使う人もいました。
これについては、私は2001年からキャンペーン
活動を展開しています。しかしそれよりも重要
なのは、その議論の対象となる人びと、つまり
認知症の人の数が、あまりにも少なすぎたこと
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　そのようなわけで、私は”トモ（丹野さん）“を
これまで支援し、これからも支援していこうと
いう方たちに、心から感謝したいと思います。
世間一般の意見がまだ向かい風だったときに、
その方たちが勇気ある一歩を踏み出したこと
は、賞賛されなければなりません。その努力と
信念、先見の明が正しかったことは証明されま
した。うまく言葉にできませんが、私はみなさ
んを高く評価しています。●
　認知症の人はすぐに疲れてしまいますので、
リチャード・テイラー・ルームでくつろぐこと
ができて、ありがたかったです。そこにいた笑
顔の女性たちにもお礼を言いたいと思います。
何かあれば助けてくださいました。どうやら言
葉の違いは、私たちを分断する壁にはならな
かったようです。他にも、部屋に飾りつけをさ
れた女性たちがいました。再びお会いすること
はありませんでしたが、私はそのやさしさに感
謝しています。その方たちが部屋に置いていっ
た小さなプレゼントは、手作りの品だろうと思
います。また、部屋から見た外の眺めは抜群で
した。私たちはゆったりくつろぎ、リフレッシュ
して、また会議に戻ることができました。部屋
はもちろん静かで、メイン会場の喧騒から離れ
ていました。●
　今度の会議では、自分で足を運んだ分科会は、
どれもすべて楽しみました。発表者は内容に通
じていて、明瞭かつ的確に発表したので、メッ
セージがよく伝わりました。私は多くのことを学
びました。他の参加者も同じだと思います。●
　みなさん一人一人のお名前をあげることはと
てもできませんが、ADI会議の成功はとても多
くの親切な人びとによるものに他なりません。
それはみなさんがよくわかっていることでしょ
う。本当に立派な働きをされました。
　最後になりますが、私は認知症で記憶力が乏
しいにもかかわらず、みなさんから、そして会
議参加者から受けた感銘はずっと残っていま
す。決して忘れることはないでしょう。スコッ
トランドに帰るときには、私の一部を日本に残
していきます。それは私の心のひとかけらです。
日本は、自分に誇りを持ってください。
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■支部会報記事

スの大きさに圧倒され、歓迎ムードでいっぱい
でした。クリスティーンさんやジェームズさん、
丹野さんや藤田さん等たくさんの当事者と交流
することができたこと、青森全研に参加された
方々が「前田さん」と声をかけてくれたこと、
初日から笑顔と感動の毎日でした。日々の悩み
がとても小さく思えて世界はもっと広くてビッ
グだと・・・寛大な心で明るく今できることを
楽しもうと・・たくさんの勇気と元気をもらい
ました！

岩手県支部会報「いわて山」
 2017年６月号より

内出　幸美さん（抜粋）

　認知症の人の参加もこれまでで最多の200人
に上ったとのことで、「ともに新しい時代」が
到来しているのだと実感させられた会議でもあ
りました。私たち岩手県支部でも実践していき
たいと強く思いました。

秋田県支部会報「ぽーれぽーれ　秋田県支部版」
2017年５月号より

・ 13年前の前回は、ご本人の発言が参加者を驚
かせましたが、今回の会議では至る所で　ご
本人が当たり前のように発言されているのが
印象的でした。

・ 各県の会員と交流できる場となりました。皆
さん　相変わらずパワフル！

山形県支部会報「べにばな」
2017年５月号・６月号より

竹田　征子さん（抜粋）

　シンガポールの医師が話されていた言葉が深

北海道支部「北海道認知症の人を支える家族の会会報」
 2017年８月号より

荒関　克子さん（抜粋）

　認知症に対する関心の高まりを肌で感じるこ
とができました。あいにく言葉の壁があり、各
国からの参加者と言葉を交わすことはできませ
んでしたが　フレンドリーな雰囲気は伝わりま
した。ポスター発表「アルツハイマー型認知症
高齢者の慢性疼痛に対する非薬物的療法の介入
効果」の取り組みに大変感銘をうけました。

関　憲子さん（抜粋）

　国際会議、そしてその前後のフォーラム等で
特に認知症の当事者から多くの発信があった。
当事者に寄り添うとは何かを考えさせられる会
議でした。

青森県支部会報「こなゆき」
 2017年７月号より

前田　栄治・美保子さん（抜粋）

　ワクワクとドキドキ感もあったのですが、
ちょっぴり不安を抱えながらの４日間でした。
さすがに国際会議だけあって会場の広さとブー

参加者の声
「家族の会」支部会報より 北海道 東北ブロック

　会議終了後、全国の「家族の会」支部会報には、国際会議についてのさまざまな記事が写真とともに
掲載されました。どの記事も、熱い思いや貴重なご意見を伝えています。これらの皆さんの声を紹介し
ます。（なお、紙面構成の都合上、全文掲載が困難なため「抜粋」とさせていただいた旨、ご了承ください。）
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Fさん（抜粋）

　日本と海外では大きな違いがあるように感じ
ました。日本ではすぐに介護保険を使って、デ
イサービスやグループホームとか「サービス」
を利用します。作られているところに行かされ
ている・・・そんな国だと思うのですね。海外
ではより地域で支えあっているという印象を受
けました。また国際会議では、本人にばかりス
ポットが当たり、認知症介護家族にはスポット
が当たらないとも感じました。

福島県支部会報「ぽーれぽーれ　福島県版」
2017年６月号より

（抜粋）

・ 当事者同士でお話されているその笑顔がとて
も明るく楽しそうだったのを見て感動しまし
た。

・ 地域の中では自分だけがなぜと思っておられ
る方が多い。この国際会議に参加して世界中
で同じく悩み苦しんでいる方が多いと知り、
励まされことだと思います。ですが、介護中
の方はこういう機会に参加はできないので伝
える方法をもっと考えなければいけないと思
います。

・ 「End of Life」のテーマに関心がありました。
家族が普段から好きなことを知っていれば人
生の最後は楽しくすごさせてあげることがで
きるでしょう。よし今のうちに家族に話して
おこう

く心に残りました。彼女は自分が勤務する認知
症のホスピス病院には、専門職が多職種とうま
く連携できていない現状があり、その原因は「プ
ロフェッショナルの横柄さにある」と分析して
いました。多職種連携の根本にこの問題が潜ん
でいることを自覚・認識できました。また、そ
れと同時に、この原因により引き起こされてい
たかもしれない不利益についても考えることが
できました。それは援助者としての私にとって、
とても大きな収穫だったように思います。この
気持ちを忘れずにケアを必要としている人の利
益を最優先に考え、謙虚な気持ちで支援してい
きたいと思います。　

熊谷　三枝子さん（抜粋）

　「認知症を知って、平和を願う」世界の仲間
とお会いできるまたとないチャンス・・・。た
だただその雰囲気に飲まれるがまま、分科会に
参加。私には高度で難しいものでした。でも、
世界から京都に参加された皆様と同じ空気感に
触れて「認知症」について同じ位置で触れられ
たことだけでも大満足。

庄司　愛子さん（抜粋）　
　「こんな幸運はあとないぞ」と思い、貯金を
して参加費や旅費をつくり、お土産の「平和の
折り鶴」を会員仲間と折り、参加の日を迎えま
した。４日間朝から一日中多くの会議に出席し
感じたことは、たとえ「認知症」にならない薬
が出たとしても、やはり世界の人たち・多くの
関係機関など、力を合わせ、支え合っていくこ
とが必要なのだと思いました。参加できたこと
に感謝です。

宮城県支部会報「みやぎ」
2017年５月号より

Sさん（抜粋）

　オープニングの曲「花」「ユーアーマイ　サ
ンシャイン」を歌い上げました。大きな会場で
の歌声は、ばっちり最高の気分でした。翼の一
同はステージを降りてから「２曲だけではもの
たりない、もっと歌いたい」とのことで広く素
晴らしい庭園の中で「翼をください」からはじ
まり、数曲を歌い、いい思い出ができました。
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参加者の声
「家族の会」支部会報より 関東ブロック

した。妻を入院させることになり毎日家族が病
院に通うことになりました。今は半死半生、医
療と介護が良いから何とか生きながらえており
ます。

篠原　敏子さん　茨城県支部（抜粋）

　ADI参加は「認知症と共に生きる社会」を目
指す活動に、背中を押される体験でした。そこ
には、認知症当事者たちの、人として懸命に前
向きに生きる姿勢とそうした当事者たちを支え
る人々の明るくやわらかな態度が自然に交じり
合う「温かで居心地の良い空間」がありました。

「認知症と共に生きる社会」の姿をADIの３日
間、実際に体験できた思いです。

群馬県支部会報「ぽーれぽーれ」
５月号より

よかったこと
・ 認知症の人本人の主張の内容が深まり、登場

する本人の層がいっそう広まったこと
・ 認知症にかかわる団体が手をつないだこと
・ 世界の認知症を取り巻く環境の大きな違いを

改めて認識できたこと
残念だったこと
・ 介護家族の困難さへの視点がなかったこと
・ よりよい初期支援のあり方の論議をもっと深

めたかった

東京都支部会報「きずな」
2017年６月号より

坂本　純子さん（抜粋）

　海外のことを学ぶ場だと思って参加しました
が、国内のことを改めて知る、という新たな気
づきを与えてくれた会議でもありました。

斎藤　響子さん（抜粋）

　言葉が大切ということも感じました。日本の
「認知症サポーター養成講座」の取り組は世界
的に評価されていますが、英国の施策では「認
知症フレンド」といいます。別の国の発表では

「パートナー」という言い方されていて、向き

栃木県支部会報「とちぎ」
2017年５月号より

西澤　三好子さん（抜粋）

　私の３列前の席にクリスティーン・ブライデ
ンさんが登壇を待っている。2004年の第20回
ADI会議にも参加した私にとって13年の時の流
れを感じた。2004年にクリスティーンさんが当
事者として発信したことが、今の日本に個人を
含め大きな影響を与えてくれたことは確かだと
思う。私もその一人である。身を挺して人のた
めに活動すること、その姿に言葉もなく只々感
動でした。

木島　治代さん（抜粋）

　大会は予想を超えた実りある内容でした。「認
知症」というキーワードで研究の最前線の報告
から、多方面にわたる対応の実際、当事者の想
い、普段紙面でしか見ることの出来ない情報を
肉声で「今」を聞くことができました。広い会
場を移動すること、同時通訳機が手放せない不
便さはありましたが、　「認知症」という言葉も
ない国があること、当事者としての権利の主張
等幅広い内容の学びでした。

茨城県支部会報「ぽーれぽーれ」
８月号より

宮本　武憲さん　茨城県支部（抜粋）

　2004年のADI国際会議にも認知症の妻本人と
車いすを使って出席しました。あれから13年が
過ぎていろいろなことがありました。まず、介
護者の私のほうが介護疲れからうつ病になりま
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が出てきました。皆様のおかげで、国際京都の
つどいという感じで思い出に残る旅をすること
ができました。今でもたまに「京都よかったね」
というと「うん」と話をします。

戸張　泰幸さん（抜粋）

　認知症の本人のスピーチの時間は、途中で話
しにつまる場面もありましたが、認知症への理
解ある人たちの集まった会場では焦らせること
なく話を聞く体制ができており、とても温かな
雰囲気を感じることができました。

柿崎　信子さん（抜粋）

　日本認知症ワーキンググループによるワーク
ショップを聞いた。埼玉の佐藤さんを含む３
人が診断後10年以上経過されて今回のワーク
ショップに参加されており全員いきいきと語ら
れていた。今後の会の活動に生かしたい。

樋口　敦子さん（抜粋）

　13年前の日本での第１回に続き、クリス
ティーンさんの講演を再びお聴きできたこと、
ほとんどお変わりないクリスティーンさんに合
えたことに感謝します。

神奈川県支部会報「家族の会」
2017年６月２日号より

阿部　保夫さん（抜粋）

　（入居されている人たちが）「治りたい、普通
の生活に戻りたい」と思っていることを改めて
思い知らされました。その想いに果たして私は
真剣に向き合い努力しているのか？を考えさせ
られた２日間でした。

石毛　久子さん（抜粋）

　この機に認知症の人へのサポートを見直した
いと思った国際会議でした。

野川　利枝さん（抜粋）

　視覚障害者の傍らに添うものとして、誰もが
なりうる認知症と身体障害のダブルケアの日常
が「ごく当たり前のこととして受け入れられる
暖かい社会」になっていくことをこの国際会議
を機に節に願うものです。

合い方を考えさせられました。

ゴールディー　薫さん（抜粋）

　多くの方々が、認知症という病に関して強い
思いや様々な活動を行っているという反面、今
後ますます高齢化社会になる目前にも拘わら
ず、日本の政府や社会の関心が余りにも他国に
比べ低すぎるということを、改めて感じさせら
れたことも事実であり、大変残念にも感じまし
た。

森杉　明美さん（抜粋）

　認知症の人もそうでない人も同じプラット
ホームに立ち、生活できる地域にしていきたい
と国際会議に参加させていただいたことで、私
たちにできる事はまだ沢山あると気づかされま
した。

半田　幸子さん（抜粋）

　会議全体を通して「認知症はまちづくり」で
あると改めて思いました。当事者とは、現在の
本人だけでなく、すべての人に可能性があるこ
ととを指し、そのためにはソフト面、ハード面
からのバリアフリー、ユニバーサルデザインが
必要だと思いました。認知症とともにいきるこ
とを考えながら、もう少し踏み出してみようと
思います。

埼玉県支部会報「ふれあい」
2017年８月号より

森本　剛さん（抜粋）

　国際会議は学術的な公演も多いですが、当事
者本人の言葉を聞く貴重な場だったと思いま
す。クリスティーンさんの言葉「日本は認知症
患者にやさしい地域社会の到達を目指す人にあ
たって世界の主導者であり・・・・・」　は力
強い言葉です。家族の会などの活動も自信を
持ってやって行けそうです。

滝沢　広幸さん（抜粋）

　新年会の時に京都国際会議のお話があり「そ
うだ、京都へ行こう」と思い立ちました。
当日大きな会場に入ると外国の方にみどりが英
語風に話しかけました。言葉は通じませんでし
たが、優しく受け答えしてくださり国際会議感
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ジレンマを訴えたケアラーの経過物語が力強く
前回会議から大きく進歩した一つであると思え
た。

泉　今日子さん（抜粋）

　一番印象に残っていることは、ご本人の力強
い、前向きな発言です。医学的な話や認知症に
やさしい環境について聞くことができて多くの
収穫を得ることができました。

窪倉　真由美さん（抜粋）

　認知症と地域社会についてのプログラムに参
加しました。日本でもまだまだ他人事と思って
いることが多いのは仕方がないことですがナイ
ジェリアでは、認知症の方は差別され命の危険
にさらされているとのことでした。

高野　静子さん（抜粋）

　イギリスの小学校で本人が話をしてやさしい
地域社会づくりに参加していることが報告され
印象的でした。

田村　加代子さん（抜粋）

　英語がわかればもっと理解も深く楽しめたと
残念でした。若い人へのメッセージの一つは世
界を知るにはせめて英語が使えることだと切実
に思いました。

千葉県支部会報「家族の会」
2017年５月号より

梅村　孝子さん（抜粋）

　千葉県医師会は「医師会による認知症患者を
サポートするための地域づくり」と題したポス
ター発表を行い多くの方にご覧いただきまし
た。利用と活用を呼び掛けている「私のリビン
グウィル」と「自分史ノート」について国内の
みならず海外からも関心が高かったことが印象
的でした。

塚脇　章生さん（抜粋）

　ポスター発表をした。登録番号順のため端の
裏通りになったが、閲覧者の呼び込みに努め
1.5日で40－50人の方と懇談や名刺交換できた。
様々な知見が得られ楽しかった。

小林　俊一さん（抜粋）

　認知症の取り組みや状況は日本が１歩、２歩
進んでいるように感じました。特に認知症の人
にやさしく向き合う姿勢や行動、支援は各国が
多少遅れているのかなと思いました。さらに高
みを目指して頑張らねばと思いました。

岸　正晴さん（抜粋）

　この１週間　ワイフをショートステイに預けな
ければならず、精神的にも経済的にも負担の大き
なものでした。しかしその負担以上に、とてつも
なく大きな成果とエナジーを得た４日間でした。

小宮　勇さん（抜粋）

　購入したケイト・スワッファーさんの著書を
毎日持ち歩き会議の余韻に浸っています。

堀越　ひろみさん（抜粋）

　会議経験者として、あるいは職域の中で認知
症の人の心の言葉に耳を傾け、地域に認知症の
正しい知識を普及することで弱者と言われるす
べての人が住みやすい、優しい地域を作ること
ができると実感した３日間でした。

三橋　良博さん（抜粋）

　介護家族として認知症の偏見と誤解をなくそ
うと努力している私自身にも大きな励ましをも
らうことができた。

小林　裕子さん（抜粋）

　他の国の方と話したいと思い各国のブースに
足を運びました。話しているうちにお互いに母
親が認知症で年齢も同じくらいと知り国を超え
ても介護の思いは同じだと感じました。

清水　美喜代さん（抜粋）

　本人と家族、通訳の出来る孫娘にも呼びかけ、
着物で参加したところ各国の皆様に好評で撮影
会があちこちで始まり、イベントホールでは日
本のおもてなし交流に一役貢献できたかと思い
ます。

山本　文子さん（抜粋）

　認知症を何も理解できない人と人格否定され
がちな一般理解に対して誤解を払拭するための
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◦次回日本で開かれるときにはどんな時代に
なっているかが楽しみです。

◦イヤホーンをつけて同時通訳を聞くという体
験を一度してみたかったことがかないました。
皮膚の色の異なる人々が一同に集まっていてま
さに国際会議でした。

◦認知症ご本人の訴えを聞いていて、これは認
知症の人だけに関することではなく人間として
どう生きていくかについてとても大切なことだ
と心に深く感じました。

石川県支部会報「ふぇるまぁた」
2017年６月号より

和田　誠次さん（抜粋）

　気になったのは　国際会議場のすべての階
段。足をかけるところすべてに白いテープが張
られていました。私もこの階段は昇降しやす
かったです。そして認知症に優しいまちは障害
のある人達にもまた誰にでもやさしい街です。
みんなが過ごしやすい街になるでしょう。多く
を学び気づかされた学会でした。

越田　佳恵さん（抜粋）

　認知症の方をどうやってサポートしていくか
ということよりも認知症の方が生き生きと暮ら

福井県支部会報「ぽーれぽーれ　福井県支部版」
2017年６月号より

◦私は認知症の方のお話をどれだけ聞こうとし
ているだろうか、あまり話せなくなった方の言
葉を待たずしてわかったつもりで解釈していな
いだろうか、楽しいやり取りとりでスルーして、
気持ちを話せるような姿勢をなくしているので
はないか、自身が認知症の方に長く関わってい
ることと、心の目は比例して育っていないこと
を改めて感じました。家族の想いを受け止める
ことはまだまだなのだと感じました。

◦国際会議のプログラムを見ているとすごくい
そがしい感じでした。しかし意外とゆとりがあ
り休憩時間のたびにポスターのところへ行きポ
スターを見ている人と話をさせてもらいまし
た。外国の方との出会いがなく残念でした。

でき、児童にも認知症を正しく理解できる場と
して少子高齢化の日本でもと思いながら、一つ
でも多くの吸収をと次の会場に向かいました。

乾　麻由美さん（抜粋）

　当事者が出られるワークショップに迷わず直
行！壇上のみなさんの発言に「苦難に遭遇して
いる人がここまで前向きに生きられるものなの
か」と圧倒され続けました。
手のかかる夫を預かってくださったデイサービ
スさんに心より感謝しながらたくさんの元気を
いただいて帰りました。

永島　光枝さん（抜粋）　
　日本はもう高齢社会に入り、国の政策として
認知症理解を進めており、家族の会の理念「認
知症になっても安心して暮らせる社会」と同じ
と理解できた。「日本人でよかった」が率直な
感想だった。

児島　和子さん（抜粋）　
　多くを吸収しようと意気込みましたが、難し
そうなプログラムに戸惑い気味。「既存の校舎
を再建した認知症デイケアセンターのケアモデ
ル・南台湾」とあり参加世代間を超えた交流が

参加者の声
「家族の会」支部会報より 北陸ブロック



第32回 国際アルツハイマー病協会国際会議報告書

111

た３日間でした。

山谷　幸さん（抜粋）

　「認知症」を中心に置き、様々な角度からの
アプローチがありました。災害時の問題、治療
薬、ケア、各国の認知症施策等々です。今回の
国際会議では、オーストラリアの当事者である
クリスティーンさんから「2004年に渡したバト
ンが引き継がれ、多くの当事者が声を上げてい
る」と話があったように、当事者の話に多くの
人が耳を傾けました。大きなうねりの中で、こ
れを機にまた何かが変わっていくことを実感し
ました。

富山県支部会報「ぽーれぽーれ」
2017年７月号より

芦野　祐嗣さん（抜粋）

　新井先生の要請により認知症本人の生活の一
端を述べる機会を得た。
れいちゃんは、悠然としていた。私はあがりま
くっていた。登壇するときもれい子のことなど
全く頭になくリードすることもなかった。私た
ちのぎこちなさを心配してくれた仲間が壇上に
上がってサポートしてくれた。３問目の時、少
し読みはじめが遅いように感じたので、読みは
じめ部分を指さした。れい子は、「ここを読め
ばいいでしょ」と、その声は2000名を収容する
大ホール全体に流れ、大きなどよめきが沸いた。
このどよめきによって私は自分を取り戻したよ
うな気がする。その後は概ね順調に推移した。

堀井孝子さん（抜粋）

　私は2004年国際会議の折には介護家族として
当時、茨城と富山を往復した遠距離介護につい
て発表をしました。今回13年たちましたが、介
護者のおかれている状況はあまり変わっていな
いように思います。介護者の思いの発表の場が
少なかったことが心残りでした。

植野　好美さん（抜粋）

　英語でのスピーチが多く多言語、国際社会の
交流で豊かな気持ちが味わえ、とてもよかった
と思いました。
　英語が話せ、理解できたらもっともっと素晴
らしかっただろうと思いました。

せるように社会をどのように変えていくかが問
われる時代になったと思いました。「認知症と
共に生きる」これは当事者と家族だけの問題だ
けでなくすべての人、世界中の人が自分のこと
として取り組むべき課題であるという思いを印
象付けた会議でした。

新潟県支部会報「越佐」
2017年５月号より　

古川　和代さん（抜粋）

　言葉も衣装も違い国際色豊か、でも一緒に集っ
ているというだけで違和感が全くなく、不思議
な一体感を覚えました。日本のように超高齢社
会ではない国においても「認知症になってもそ
の人らしく、誰もが住み慣れた環境で過ごした
い」という課題は共通しています。三日間、研
究者・医師・介護者やその専門家・メーカー・
本人による沢山の会議やシンポジウム、ワーク
ショップ、ポスター展示等が企画されていまし
たが、参加できるのは限られ、とても残念でした。
これからの認知症の施策や治療・ケアに会議の
果たす役割に思いを馳せて会場を後にしました。

寺尾　けい子さん（抜粋）

　「認知症にやさしい地域社会」をテーマにし
た発表を聞きました。緊張して言葉に詰まる発
表者を他の会員がサポートされていて、日頃の
支え合いの様子を垣間見た思いでした。夕方か
らは日本の当事者５団体が集結しました。これ
から何が出来るか繋がりが少しずつ広がってい
く事。一番大事な事はなにか。フレンドリーに
力を少しでも貸していただき、認知症になって
もいいと思える地域にしたいと発表されまし
た。４日間開催の内、私はわずか１日余りの滞
在でしたが、改めて前向きに努力しなければと
思いました。　

島田　玲児さん（抜粋）

　先回日本で開催された2004年の国際会議で
は、当事者の発言が大きく取り上げられました。
今回、その当事者が個別発信ではなく、共同で
社会へ発信していることが印象的でした。今や
認知症は当事者と家族の問題から、各国が連携
して取り組む大きなテーマとなっています。世
界が共通のテーマに動いていることを肌で感じ
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となりました。
　認知症のご本人がたくさん登壇されていたの
が印象的でした。
　丹野さんが司会進行を務め、日本認知症ワー
キンググループ（JDWG）の仲間たちとともに
開催されたワークショップでは、力強く当事者
の声を届ける姿に大いに励まされました。

長野県支部会報「ぽ～れぽ～れ　長野県支部版」
５月号より

久保田　清さん（抜粋）

　「認知症の人たちによる合唱」というオープ
ニングセレモニーが、この会議を象徴していた。
心憎い演出である。今回は「認知症本人の意思
を尊重する」という新たな視点が示され、自然
体に「出来る事は何でもする」更にその手法は
様々であると感じた。認知症に対する明るい地
域づくりの為に、様々な分野で英知を終結して
いくことが以前にも増して求められる中で、多
くの課題に正面から向き合い、スリー A（ア
クティビティ・アクション・アタック）を思い
の糧として尽力する用意がある。

山西　桂子さん（抜粋）

　駒ケ根市における「おれんじネット」の活動
を、「認知症にやさしい地域社会」という分科
会で口述発表までさせて頂きました。（山西の
緊張度、極点に達しました！）「おれんじネット」
の活動も、これからが大事だと思います。

山梨県支部会報「あした葉」より
７月号

小林　スミ枝さん（抜粋）

　私は「井の中の蛙大海を知らず」状態、この
ような場に出るのは初めてで本当に不安でした
が、各会場には同時通訳の設備があり、素晴ら
しい経験ができました。全体会、分科会、ワー
クショップなど様々なプログラムがあり、厚さ
５㎝、重さ2.3㎏の抄録を肩にかけ、各会場を
駆け巡りました。認知症の人や家族が安心して
暮らしていけるよう支えあう社会を創ることを
多方面において学びました。専門的なことも多
かった中で未熟者の私も一歩近づけたように感
じた３日間でした。　

今村さん（抜粋）

　朝は７時半から夕方は18時過ぎまで、お昼も
ランチ付きセミナーありと、目白押しのプログ
ラムにお腹いっぱい。コーヒーブレイクに出さ
れるマフィンやクッキーもしっかり堪能（笑）、
脳にエネルギーを送り込んで、学び多き３日間

参加者の声
「家族の会」支部会報より 東海ブロック

ということかな。

松田　愛子さん（抜粋）

　初めて入る大きな会場に気分もハイ！皆さん
にくっついてうろうろでした。笹川の本人交流
会に参加されていた他県の方にお会いでき「家
族の会」の大きなつながりを嬉しく思いました。

久里郁子さん（抜粋）

　誘いを受けたのは、昨年６月、500円貯金を
開始。必要経費は捻出できた。
自他ともに認める方向音痴の私。往復、みんな
にはぐれまいと必死だった。会場で行きかう人
の肌の色も体格もさまざま。言葉はわからなく
ても、すれ違う時に目が合うと互いに笑顔にな
り、なんか心が通い合う気がした。思いが同じ
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三重県支部会報　「ぽ～れぽ～れ三重県支部版」
５月号より

佐野　祐樹さん（抜粋）

　若年性認知症である丹野さんによる開会の言
葉でとても心に響いた言葉があります。「私た
ち当事者は、守られるのではなく、目的を達成
するために支援者の力を借りて、課題を乗り越
えることが必要だと感じます」他にも佐藤さん
が「みなさんと一緒に認知症にやさしい社会を
つくっていこうではありませんか！」と参加者
さんに発信されており、『認知症になっても安
心できる社会』が目に浮かび、充実した会議と
なりました。　

愛知県支部会報「あいち」
2017年６月号より

S．Mさん
国際会議でポスター発表を行いました。会場で
は、インドネシアやイギリスなど他国の方や、
他県の方々と交流し、情報交換を行いました。
また、口述発表を聞いて、他国の認知症の人と
家族の現状を知ることができました。仕事を続
けられなくなった、家族との関係性が悪化した、
周囲の理解が得られない、自分の時間がないな
ど、国は違うけれども抱える悩みは変わらない
なと感じました。

Y．Kさん
４人でピクニックのように待ち合わせをして
乗った新幹線はあっという間に京都に到着。英
語はからきし苦手ですが、頑張って作ったポス
ターは好評のようでうれしかったです！

静岡県支部会報　「静岡」
2017年 ７月号より

H．Kさん（抜粋）

　私は2004年と今回の２回参加しました。当時
は、本人が公式の場で発表することは画期的で
した。写真撮影や、録音はプライバシー保護の
ため禁止された。あれから13年後、ブライデン
さん。丹野さん、藤田さん、佐藤さんたちは全
体会、分科会で堂々と自分自身の思いを発表し
会場からの質問にも答え制限のない会議となり
進歩したことを痛感した。

小田切　さち子さん（抜粋）

　昼食のテーブルで若いアメリカ人の女性と同席
になりました。彼女の祖母が認知症であり、また、
発展途上国における「認知症の現実」「声を上げ
られない人々の声」を、写真を通して世界中の人々
に知ってもらう為に一人で旅を続けている写真 
家であると知りました。すごい行動力とパワー
を感じ心の中でエールを送った出会いでした。

三浦　典子さん（抜粋）

　行政と医療機関・大学、そして家族会や認知
症サポーターなど、地域ぐるみで取り組んでい
る『おれんじネット』の活動を国際会議で発表
したらどうか？そんな提案に対して「いいじゃ
ない。やってみましょう」と皆が一丸となって
取り組んだ団結力。この力が認知症の人そして
家族と一緒に歩んでいく社会を作っていくため
の発信力になるのだと改めて感じました。

池上　禎枝さん（抜粋）

　介護中での参加でしたが、このチャンスは逃
せないと一泊二日で参加させていただきまし
た。おれんじネットフレンズのすばらしい仲間
と共に京都国際会館に着いた時、参加者の一人
になれた幸せを感じました。駒ケ根市の活動

（ポスター発表・口述プレゼンテーション）は、
他国の発表と比べても引けを取らないものでし
た。特に当事者のお話は心に染みるものがあり、
この大会を通じて当事者が主体になる事の大切
さを実感しました。

岐阜県支部会報「れんげ」
６月号より

敷島　はるみさん　	 　　
　160を超える全体会や分科会、シンポジウム
やワークショップ等、たくさんのプログラムの
中から何を選ぶか迷いました。本音は全部見た
いけど、もちろん無理です。国際会議慣れして
いない、家族の会関係者のとまどいは笑顔？で
わかりました。
しかし、自分の好奇心と理解力の限界を天秤に
かけ、10の会議に参加し、東京・鳥取のオレン
ジカフェ関係者に話を聞き、国内外のポスター
を一応小走りで見て回り、得るところはやはり
おおきかったです。
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の会議の特徴はなんといっても、それぞれに活
動されていた認知症にかかわる団体が繋がっ
て、積極的に本人からのメッセージを発信され
たことでした。京都府支部の杉野さん夫妻が本
会議の実行委員として、認知症の本人とパート
ナーの立場で参加され、私たちとしても誇らし
い気持ちになりました。京都府支部有志による
OHM（おいでやすハンドメイド）が和風小物
を作って販売し会議開催の資金援助と共に開催
への機運を盛り上げていただきました。準備か
ら後片付けまで様々な仕事を引き受けてくれた
支部世話人のみなさま、そして参加されたみな
さまに感謝します。

奥野　茂代さん（抜粋）

　京都府支部世話人は、準備から閉会式の壇上
での「ふるさと」の熱唱に至るまで素晴らしく
見事な連携、笑顔で広い会場を駆け回りました。
また、クリスティーンさんの言葉に胸を打たれ、
勇気づけられました。

鎌田　松代さん（抜粋）

　教育、啓蒙、当事者の主体性の尊重、そして「私
たち抜きに私たちのことを決めないで」が今回
の国際会議で得たものでした。

滋賀県支部会報「やすらぎ」
2017年５月より

　滋賀県支部では期間中、支部活動の紹介ポス
ター展示と手作りの「ロバ隊長」のマスコット
キャラクター人形を配布。大人気でした。「ロ
バ隊長」人形は約400個。カフェやすらぎ庵、
かふぇなごみ、野洲市介護者家族の会、カフェ
でんでんむしに参加の皆さんが手作りしていた
だいたものです。

京都府支部会報「京都府支部だより」
2017年５月号より

荒牧　敦子さん（抜粋）

　緊張の中、地元京都で迎えた第32回国際会議
は、無事閉幕しました。府や市の多大な支援の
おかげで成功できたと感謝しております。今回

参加者の声
「家族の会」支部会報より 近畿ブロック

A．Sさん（抜粋）

　認知症予防に話題が行きがちだが、認知症に
なっても安心して暮らせる環境こそがまさに求
められることを実感した３日間だった。

M．Sさん（抜粋）

　笑って生きようと思えばいろいろな人に会
え、笑っていける。まだまだ活躍している当事
者の方たちがいる。

T．Iさん（抜粋）

　国内外の認知症当事者が次々と登壇し思いを
伝えられ感動しました。

S．Kさん（抜粋）

　2004年の時と比べて一番変化していたこと
は、自分の思いを語る当事者が増えたことでは
ないかと感じた。

H.Kさん（抜粋）

　前向きで気迫に満ちた当事者のスピーチに心
を打たれ今後の自分自身の人生に希望t勇気を
いただいた思いがしました。

M．Kさん（抜粋）

　認知症は世界の病。世界中の人がこれと戦っ
ていることを実感しました。
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手を付けていいのか?正直、胃の痛む思いでし
た。ある世話人から「貴方ならできるわよ!そ
して時間が解決してくれるから」と励まされま
した。世話人始め多くの会員の皆さまに助けら
れながら、何とか頑張ることができました。
　そして迎えた本番。歓迎会では、昨年畿央大
学で知り合った台湾の方と感動の再会をすること
ができました。開会式では、髙見代表の素晴らし
い挨拶に感動するとともに、認知症当事者丹野
智文さんが登壇され、短い時間で思いを訴えら
れました。その言葉に胸が熱くなり涙しました。
　また、私の友人のケニア人が仕事を休んで専
属通訳として全日程に参加して、私を助けてく
れました。お蔭で多くの外国の方ともコミュニ
ケーションをとることができました。多くの方
と思いを共有できたことは大変うれしく、本当
に良い経験でした。

藏野　美枝子さん（抜粋）

　奈良県支部では担当の正楽世話人は泊まり込
みで、他世話人は連日早朝から通いで参加し、
認知症医療・介護の世界的現状を知るとともに、
多くの当事者の発言に感動し、思いに触れるこ
とができました。

和歌山県支部会報「ぽ～れぽ～れ　和歌山県支部版」
2017年５月号より

田村　晃子さん（抜粋）

　世界中の国から同じ病気に向き合う人々が集
まり、それぞれの地域での活動を紹介し、現在
の病気への治療の進展などたくさんの報告があ
りました。あまりのプログラムの多さにどのテー
マの演題を聴くのか迷ってしまうほど、その内
容は多岐にわたっていました。会場で渡される
イヤホンを握りしめ、慣れない同時通訳につい
ていくのがやっとではありましたが、演題の発
表者の熱意とそれを聞き漏らすまいと熱心に聞
き入る大勢の聴衆の雰囲気に、言葉は解らなく
ても想いは伝わるのだと胸が熱くなりました。
　参加者の多さにとまどいながらも、先人の活
動が実を結び、認知症に関心を持つ方が増えて
いる事を実感し、この参加者は何かしらの形で
認知症の方達を支えようとする人の波なのだと
思うと、もっとやれることはあるなと思わずに
はいられませんでした。

大阪府支部会報「ふれあい・おおさか」
2017年６月号より

浜名　猛さん（抜粋）

　分科会では「認知症と地域の繋がり」「認知
症と災害」に参加しました。認知症と災害につ
いては、横浜市の施設からの発表で、災害時
にはその施設を開放するという取り決めを地域
包括支援センターと協定を結んでいる事例を聞
き、私の住む町でも介護者家族の会として行政
に要望をしました。早速行政が動いてくれ５月
末に協定の締結が実現しました。認知症の家族
のみならず、障害をお持ちのご家族、保育中の
ご家族も含めたもので地域での安心度が高まり
ます。認知症と地域の取り組みについては、各
国の取り組みも日本と変わらないと感じました。

北村　美幸さん（抜粋）

　各都道府県支部のポスターや手作りの品等で
温かい歓迎を受けました。たくさんの方が熱心
に参加されている様子が刺激になりました。当
事者のお話を聞こうと会場を回りました。何も
できなくなったのではなく時間がかかるだけと
いう言葉に納得。家族やサポーターの助けを受
けながら、できることを精一杯してよりよく生
きていきたいといわれたことに学びました。

兵庫県支部会報　「ぽ～れぽ～れ　兵庫県支部版」
2017年５月号より

三木　弘子さん（抜粋）

　日本で二度目の会議でしたが、46歳で発症され
前回も参加されたオーストラリアのクリスティー
ン・ブライデンさんの講演を拝聴し、病気の進行
を感じさせないお姿に、日頃家族がどのような介
護をされているのか、現在家族の介護をしている
ものとしておたずねしてみたい思いでした。

南條　静子さん（抜粋）

　三日間を通して、認知症は世界規模の問題で
あると痛感しました。

奈良県支部会報「なら」
2017年５月号より

正楽　忠司さん（抜粋）

　 思 い 起 こ せ ば、 ２ 年 前 に 支 部 代 表 か ら
ADI2017国際会議の担当を言い渡され、何から
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前進させていく一石となることでしょう。
　お互いがそれぞれの国の状況について情報交
換をし、理解しあえる場（国際会議）に身を置
く機会を得たことは、私にとって大きな財産と
なりました。

浦木　寿美子さん（抜粋）

　素晴らしい会だった。今まで思っても考えて
もいなかったことが心に入ってきて私は私の心
が太ったように感じた。私は　認知症当事者の
方の発表に強く心を揺さぶられ涙ぐんでいた。
国際会議に参加し認知症当事者の方の話を聞き
当事者の方にとっても、仲間と出会う場所は大
切であり、仲間と話し合うことは、笑顔と希望
を取り戻し、認知症を受け入れ、認知症ととも
に生きる上で大きな力になっていることを知っ
た。

布部　和子さん（抜粋）

　（国際会議という）研修を通して現在認知症
は世界全体の課題になっており、今後世界で取
り組んでいかなければならないことを学ぶこと
ができた。大きなことはできないが、まずは身
近なところで、今後も基本的な人権ベースのア
プローチを大切にしながら業務に関わっていく
とともに「認知症に優しい地域」づくりに協力、
取り組んでいきたいと強く思った。

小林　かやみさん（抜粋）

　各国それぞれに素晴らしい取り組みをされて
いましたが、日本が一番いいな～と感じたのは
私が英語ができないことからの理解不足なの
か？勉強不足なのか？わかりませんが私が参加
したところでは日本はすすんでいるな～日本は
いいな～と感じてしまいました。

島根県支部会報「家族の会しまね」
2017年５月号より

花田　和代さん（抜粋）

　会場は種々の配慮があり、不安もなく見回る
ことができました。しまねっこキャラクター入

鳥取県支部会報「ぽーれぽーれ 鳥取県版」
2017年６月号　No.184より

亀尾　栄司さん（抜粋）

　大々的に交流を図ろうと「オレンジカフェわ
だや小路」を京都の地で再現すべく、大山の水、
米子で焙煎されたコーヒー豆、用具一式を携え、
総勢16名が終結しました。お揃いのTシャツを
着て役割分担を決めオープンしました。予想は
150杯位と考えていましたが、250杯以上出たと
思います。みんなの協力の賜物です。合間に報
道関係の取材も２社から受けました。交流する
ことはこんなにも楽しいものだという事を思い
知らされました。
　国際会議を通して印象深かったのはウェルカ
ムレセプション前に、妻と一緒に本人歓迎会に
出てみたこと。夜が安心して寝れた事（今まで
の泊りでは必ず帰りたいと出ようとするので、
深夜に二人で散歩をしていました）、そして、
チョットの時間はぐれ、皆様の力ですぐ再会で
き、助かったこと。
　私達夫婦は本当に皆様の協力で助けられてい
るという事を実感させられました。

美舩　智代さん（抜粋）

　今回参加してみて痛切に感じたことは、「当
事者主体」が強く打ち出されていたことです。
なんといっても、認知症の人の活躍がこれほど
全面に出てきたこと自体本当に素晴らしいこと
です！国の施策が、「本人の意思重視」へと大
きなうねりとなって動き出したことを実感せざ
るを得ません！今回の国際会議が、それを更に

参加者の声
「家族の会」支部会報より 中国・四国ブロック
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必要なのだとわかりました。
　今まで知らなかった世界の認知症の動向やケ
アのあり方などを聞くことができ、とても勉強
になりました。同時に日本の認知症ケアは世界
と比べて遅れていることも分かり、この国際会
議で発表されたことが日本の認知症ケアの体制
に反映されると良いなと思いました。そして、
私もこれから、認知症の人とその家族のサポー
トが少しでもできたらと思います。

広島県支部会報「家族だより」
2017年５月216号より

柳井　隆輔さん（抜粋）

　この会議がいままでと違い本人の希望・意見
を前面に押し出して構成され、本人の意思が
ハッキリ出た画期的な会議で会ったと感じた。
病状が進み自分の意思を十分に表せなくなった
妻を考え、もっと早くこの時代を迎えられてい
たらと残念な気持ちでいっぱいになった。

堀　操さん（抜粋）

　私は、自分と夫との道のりを思い返しながら
丹野さんにこれでよかったのかといつも考える
と尋ねた。「奥さんが笑顔だから大丈夫」と言っ
てもらえて「笑顔」を心掛けて良かったと思えた。
　私がこの会議で学んだことは、どこの国も社
会的烙印と闘い、そして未来のために社会全般
が学ぶことの大切さを訴えていたという事で
す。わたしもそんな社会に生きる介護家族の一
人として、貴重な体験ができたことを嬉しく思
い、これからの介護の励みになると信じていま
す。

村上　敬子さん（抜粋）

　“国際平和都市広島からの世界の支援者のみ
なさんへ”のメッセージは「日々の介護は世界
の平和から始まる」とまとめました。広島県支
部の発表したポスターには、支部の様々な活動
が凝縮されております。
　広い会場で外国の方々と持参した100本の桜
の木の“宮島しゃもじ”を手渡しながら交流でき
ました。
　私は、1992年ベルギーで国際会議が開催され
た時初めて参加し、2004年に日本で開催された
時は理事として広島県支部の代表として、みん

りのTシャツを着て、オレンジスカーフをして
島根県のアピールにも貢献しました。
　社会構造の変化を見据え、最近、国は「地域
共生社会」の理念を提唱しています。果たして、
実現できるのか半信半疑でいましたが、今回の
この会議では2500人余りの当事者、家族、専門
職そして一般参加者の中にインクルーシブに誰
にも制限されず、それこそ「水平な関係」が生
まれました。
　この会場は、一時のADI「認知症社会」でし
たが、これから目指すべき「地域共生社会」に
繋がるものだったと思っています。この当事者
の皆さん達の力強い発言と、飛びっきりの笑顔
に、私はたくさんの元気や勇気、希望をいただ
いた気がしています。

長谷川　正樹さん（抜粋）

　世界中で認知症に関わる研究、調査、具体的
な実践が行われていることを実感し感動しまし
た。我々島根の会員もそれぞれの立場でその一
端を担いたいものだと思ったところです。

岡山県支部会報「ぽ～れぽ～れ岡山県支部版」
2017年５月号　No.200記念号より

妻井　令三さん（抜粋）

　ヒト100才ステージの入り口が見え始めた時
代、認知症問題が人類生存の在り方を左右する
政策的課題に浮上していることを浮き彫りにし
ていた。この会に結集してきた当事者や介護家
族、専門職の地道な努力が時代を動かし始めた
ことを実感させた。
　会場では、県支部活動とコールセンターのポ
スター発表を行うと共に、武南さんを始めとす
る会員の方々の手作りの“折り鶴”が参加会員た
ちにより配布されて、外国からの参加者を喜ば
せる記念品となり、国際交流に寄与したことを
付記しておきたい。

綿谷　奏美さん（抜粋）

　認知症の人の家族介護者について様々な研究
や調査の発表があり、認知症の人により良いケ
アを提供するには、介護者である家族のケアが
重要になると学びました。多くの家族は自宅で
介護したいという思いはあるけど、自宅で介護
するには周りの人の理解・協力や適度な休息が
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発表しました。その前に「ふしの」の実物の看
板を展示したため、海外の方を含め皆さんが足
を止めて下さり沢山の方と交流が出来て「ふし
の」がめでたく国際デビューしました。
　海外の方と交流することで、困っているのは
我々だけではないのだということがさらに大き
な視点で気付かされ、大変有意義な会でした。
協力していただいたすべての方にお礼申し上げ
ます。

山田　千鶴子さん（抜粋）

　（前回会議から）13年たったら時代が変わり
こんなにも変化するものなのか衝撃でした。だ
からこそ介護する側もしっかり勉強し対応につ
いて考えないといけないなと痛切に感じました。

室田　るり江さん（抜粋）

　書ききれない出会いと光景。忘れることの出
来ない宝ものになった。参加して得た感動・体
験などこれからは「自分のこと」として受け止
めていかなくてはならないのかな・・。そうなっ
てもサポートしてくれる仲間がたくさんいると
いう実感を確信した最高の集いでした。

藤　節子さん（抜粋）

　当事者の方の講演を聞いても「必要十分」な
サポートをしてほしいといわれることが多かっ
たように思います。とっても大切なことを学び
ました。

田村　圭子さん（抜粋）

　カフェ「ふしの」のいろいろな取り組みに（説
明が）発展し交流の機会となりました。よい経
験になりました。

徳島県支部会報「とくしま」
2017年６月第28号より

　家族の会本部ブースを借りて、折り紙のプレ
ゼントをしました。
　折り紙で作った駒は、飾りとして、また回し
て遊ぶもできるとお話しすると、たくさんの
方々に、とても喜んで頂くことができました。
多くの皆様のご協力やご寄付を頂きましたこと
に心から感謝申し上げます。

なで日々活動の中から５つを発表しました。今
となっては、参加した国際会議は家族の会との
出会いと良き思い出となっているようです。

林原　みどりさん（抜粋）

　一日のスケジュールを組んで動くのだが興味
あるテーマや聞きたい発表がたくさんあり、又時
間が重なっていたりと頭を悩ませた。閉会には、
早川一光先生が駆け付けられ胸が熱くなった。

鈴川　千賀子さん（抜粋）

　「参加してよかった」これが率直な感想です。
たくさんの学びを今後に生かしていきたいと思
います。

川崎　尚子さん（抜粋）

　絵画セラピーを体験しました。「力強くて奥深
い作品ですね」と言われそう見えてきた。ほめ
てもらって嬉しくてやる気が出てきた。不思議。

片岡　征治さん（抜粋）

　認知症本人の方々の生の声を聴いて、私達サ
ポーター支援者は、本人達の自主的運営方式へ
と方向転換していく必要性を強く感じた。我が
国の認知症の人に対応するあり方、現在までの
方向性で良いのかと強く感じた。オレンジプラ
ンを打ち出し大きな期待をしているが国内各自
治体どこを見ても力強い動きをしているように
は見えない。ここにもっとお金と熱意をもって
強力に推進する必要性があると思う。

竹野榮子さん（抜粋）

　認知症に関わる最新情報をキャッチすべく参
加会場の選択には智恵を絞り、関心の深い会場
を中心に食事や休憩もそこそこに回りました。
この会議の大きな意義は世界中の認知症に関
わっている人達が一同に集まったことです。そ
して認知症の現場の最新情報を共有できたこと
だと思います。

山口県支部会報「ぽ～れぽ～れ　山口県支部版」
2017年５月第36号より

川井　元晴さん（抜粋）

　山口県支部は、支部の活動報告用のポスター
の他に、カフェ「ふしの」の活動をポスターで
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握手。若いナースの笑顔は、いろいろなことを
語りかけてくれているように感じました。

羽土　文子さん（抜粋）

　認知症本人のトークに特に感動しました。自
分が認知症になっても生きていけると思いまし
た。

森田　恵子さん（抜粋）

　私も支援者からパートナーへと考えを変えて
ゆきたいと思いました。

宮崎　あやめさん（抜粋）

　人権を尊重しながら尊厳のある治療と生活支
援が受けられる社会づくりの必要性に共感し
た。

筒井　恵子さん（抜粋）

　若年認知症当事者の思いを直接聞くことで意
を新にしました。

高橋　節子さん（抜粋）

　クリスティーンさんが短い時間でしたが顔を
見せてくれました。とても素敵な方という印象
はかわりません。一生懸命聞いて疲れましたが
有意義な３日間でした。

愛媛県支部会報「えひめ支部だより」
2017年６月第80号より

宮子　公子さん（抜粋）

　今回の会議は認知症の当事者が200人参加し、
多くの場面で本人の言葉で発表がありました。
日本及び世界の認知症当事者の生の声を聞くこ
とができました。
　参加できるプログラムは限られていました
が、コーヒーブレークやランチの時に、展示会
やポスター展示を廻り、AAJ認知症カフェに
参加し、同時通訳も経験できました。

高知県支部会報「ぽ～れぽ～れ高知県支部版」
2017年５月313号より　

小笠原　千加子さん（抜粋）

　認知症になって困ったではなく世界の医学、
人々に守られていることを実感。認知症と診断
されても安心して過ごせる社会はすぐそこに。

上田　冬さん（抜粋）

　♪春のうららの～　you are my sunshine♪
明るく心が弾むコーラスで開幕しました。隣り
席から「（壇上）の皆さん、ボランティア？」マ
カオから来られたと言うナースのお二人です。
　「ボランティアと当事者の方々よ」つたない
英語で辛うじて答えると「え！」、驚いた表情。
ただただうなずき合いながら、どちらともなく

参加者の声
「家族の会」支部会報より 九州・沖縄ブロック

福岡県支部会報「たんぽぽ」
2017年５月号より

濱崎　裕子さん（抜粋）

　2004年の大会では、私が『老人性痴呆症のた
めの環境デザイン』というタイトルで出版した
訳本の原著者がアメリカから来日され、講演を
してくださり、直接お話もできたのですごく興
奮した思い出があります。しかし、今回は「環
境とデザイン」部門の投稿が少なく、内容的に
も奥深いものがなかったのが残念でした。ただ
テーマとしては少子化による学校の空き教室を
認知症デイサービスに転用した実践や、自宅に
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動が地域に根付き町ぐるみで支え合っている事
例。このような活動が広がっていくことを願い
希望が持てました。

松尾　文子さん（抜粋）

　一番感じたことは、世界各国認知症の課題が
類似していること。今やっている地区会活動も
負けていないと強気に思えたことです。小さい
ことにくよくよせず、世界を見ることができた
ことが良かったと思っています。

熊本県支部会報「絆」
2017年５月号より

空閑　節子さん（抜粋）

　一番の感動は2004年に当事者として発言され
たクリスティーンさんが発言されたことです。
発症して10年以上も経つとほとんどの人が寝た
きり状態になることが多いなかで、良きパート
ナーであるご主人様や周囲の理解があり、社会
と繋がっているからだと思いました。
　また分科会“セクシャリティと認知症”のなか
でこれまでタブーとされていた“性”について各
国から報告されました。そのなかでオーストラ
リアのケイト・スワファーさんは若年性認知症
当事者として「当事者抜きで」語られる問題で
はないと発言されました。認知症本人の立場に
立ったケア（パーソンセンタードケア）である
はずなのに、本人の思いは無視し、まるで悪い
ことのように避けようとする。家族に相談する
と「あり得ない」ことだと片づけられる。私が
参加した分科会のなかで一番活発に質問や意見
が出されました。デリケートな問題であり、本
来ならどの学会でも取り上げられる議題だと思
います。やっと国際会議で議論されたのでした。
本当の“尊厳”とは何なのか考えさせられるテー
マでした。

大分県支部会報「赤いりぼん」
2017年５月号より

中野　孝子さん（抜粋）

　日本における「認知症の人と家族の会」は世
界に誇るべき素晴らしい活動をしていると言う
ことです。ADIの海外の構成メンバーの多くは
医師や看護師、認知症に関わる専門職の人たち
です。それに対して「家族の会」は専門職の方

住み続ける認知症の人のための住宅改修の方法
論など、もっと探求して普及させることが必要
だと考え、勉強になりました。ADIは、認知症
の本人と介護を取り巻くいろいろな状況の人が
世界から集まり、皆が仲間であることを感じる
ことができる素晴らしい大会だと思います。

阿部　かおりさん（抜粋）

　丹野さんのスピーチに認知症の理解への新し
い幕開けを感じました。

下村　順子さん（抜粋）

　クリスティーンさんとの再会もうれしいこと
でしたが新しい出会いもありました。

田中　豊子さん（抜粋）

　クリスティーンさんの言葉に感銘を受けまし
た。13年の歳月を少しも感じさせないクリス
ティーンさんの様子に関わりの大切さを痛切に
感じました。

佐賀県支部会報　「　ぽーれぽーれ　佐賀県支部版」
2017年５月号より

森　久美子さん（抜粋）

　会議最終日29日の最後に会場の皆さんで「ふ
るさと」を歌った。指揮は私が指名されていた
ので恥ずかしながら大役をいただいたことに感
謝。終わって席に帰ろうとしたところ外国の方
から「おおブラボー」と声を掛けられ「よかった」
と思った。４日間の会議を終え、いかに日本が
認知症の先進国であるかということがわかった
ような気がする。

吉田　吉寛さん（抜粋）

　「ウェルカムレレプション」に参加、簡単な
立食をしながらお酒と料理を楽しみました。イ
ンドネシアの楽しい音楽に合わせてみんなで踊
りました。言葉は通じなくても認知症にかかわ
る人のあつまりで楽しく過ごしました。

長崎県支部会報「ひまわり」
2017年５月号より

長尾　一雄さん（抜粋）

　認知症にやさしい地域社会：日本の大牟田の
小中学校で絵本作りを通して、認知症の啓発活
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宮崎県支部会報「みやざき」
2017年５月号より

坂元　俊彦さん（抜粋）

　観光したい衝動にも駆られましたが、まじめ
に有意義な勉強をさせていただきました。今回
は当事者、なかでも若年性の認知症の方の発信
力が際立った会のように感じました。
　もう一つインパクトがあったのは、私の参加
した認知症の方のターミナル、特に胃婁の形成
に関する医師の報告でした。その先生曰く、内
科等一般の患者さんに事前に食事が摂れなく
なった際に、胃婁（腹部に穴をあけて、直接胃
に栄養を流し込む施術）の形成を希望しますか
と問うと、約８割の人が拒否するそうです。し
かしながら認知症の方の場合には、本人の意思
確認が難しいとの事で、多くの方に家族等の意
向により胃婁が形成されている。しかしながら、
認知症と言われた方であっても、内容を易しく
噛み砕いて説明すれば、やはり同じように胃婁
に対して７割から８割の人はしないとう選択を
するというお話でした。これはつまり認知症の
方即、判断が難しいという一面的なとらえ方を
するのではなく、やはり十分に理解を求める姿
勢の大切さを教えられたように思いました。も
ちろん、認知症の方も当然その判断力に関して
は個人差の大きいことは前提ですが、ひとくく
りで物事を判断することに対する警鐘と受け止
めました。

鹿児島県支部会報　「やすら木」　
2017年４月号、６月号より

常見　裕之さん（抜粋）

　ADI国際会議で発表しました内容について、
紹介します。（抄録参照）

沖縄県支部会報　「いちゃば　ちょーでー♪」
2017年８月25日より

（抜粋）

　予防やケア、治療、優しい地域社会につい
て、自国の様子を紹介し合い認識を新たにしま
した。

もいますが多くは介護家族。いわば素人集団で
す。おそらく英語で話せる人などほんのわずか
でしょう。素人集団の家族の会が認知症の国際
会議を２度も開催し、世界から称賛を受けまし
た。
　ナイジェリアからも報告がありました。政情
不安なナイジェリアでは認知症の人が排除さ
れ、攻撃の対象とされている様子を聞き胸が痛
みました。そして、40年前ごろまでは日本もま
た「きちがい」と言い、社会から排除し座敷牢
などに隠されていた歴史があることを思い出し
ました。認知症の歴史は当事者や家族が声を上
げ、連帯し、教育と運動によって進化してきた
のです。

木村　五男さん（抜粋）

　今回の会議は、私達夫婦が大勢の人に支えら
れてできた最初で最後の旅行だと思っていま
す。ミズエは要介護５です。旅行期間を通して
ミズエの機嫌がそれほどまでに悪くならなくて
よかったと思う。今回は泉さんに、はじめから
終わりまで面倒を見てもらい助かりました。ま
た、大分組の方にもお世話になりました。あり
がとうございました。今、私の頭に残っている
のは、2025年には５人に一人が認知症になる。
認知症は不便ではあるが不幸ではないという言
葉。相手の尊厳を傷つけない、認知症の人と共
に生きる、できることを奪わない、周りの人は
失敗しても怒らない等々・・・世界各国も認知
症の対策をいろいろとっているんだなと感じ
た。

河上　しげみさん（抜粋）

　国際会議は無事終了し京都駅に全員が集まり
ました。木村さんご夫婦も一緒でしたが五男さ
んが荷物の整理をしようとかがみこんだとこ
ろ、ミズエさんが五男さんのボストンバッグを
さっと受け取り、自分が持つという仕草をされ
ました。ミズエさんも五男さんを支えたい、何
か喜ぶことをしてあげたいという気持ちがある
に違いありません。そんなお二人の姿でした。
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■本部会報「ぽ～れぽ～れ」記事

マルコ・ブロムさん（オランダ）
　美しい京都でのADI会議を楽しみました。支部の方が主催
してくださった認知症カフェに参加して、私たちが同じ活動
を通して同じことを目指していることが分かってうれしいで
す。また、インターネットを使った介護家族への支援の取り
組みが進んでいる
ことを共有できま
した。この会議で
特 筆 す べ き 話 題
は、科学技術の応
用と認知症に優し
い地域づくりの２
つだったと思いま
す。

ノエミ・メディナさん（アルゼンチン）
　会議は素晴らしいプログラムと構成でした。
　いろいろな出会いや、ディスカッションを通して様々なア

イデアや解決法を生み出
すことができました。特
にAAJラウンジに招い
ていただいたことは素晴
らしい経験です。認知症
カフェは幸せな経験で生
涯の大切な思い出です。
アルゼンチンアルツハイ
マー協会の代表として、
京都で受けた親切に感謝
します。

世界から届いた国際会議へのの感謝の声
海外の参加者からの感想

　第32回国際アルツハイマー病協会国際会議終了後、参加された方から感想やお礼のメー
ルが、国際会議事務局にたくさん届きました。会議の感想に加え、旅行中の経験などがた
くさん書かれていますが、ここではその一部を紹介します。

ノエミさん（後列の左から２人目）が持ち
帰った会議を報じる日本の新聞とプログ
ラムを囲む協会のメンバー。全員がボラ
ンティアとして会の活動を支えています

AAJラウンジの認知症カフェで参加者と
語るマルコさん（右端）　　　　　　　　

ヴィダヤ・バラクリシュナ・シェノイさん（インド）
　認知症に関する幅広い
分野の研究成果が多数発
表された素晴らしい会議
の中で、本人と介護者の
ためのヨガのワークショ
ップができたことをとて
も光栄に思っています。
　また、 発表だけでな
く、 書道、 生け花、 茶
道、絵画、日本の音楽等を多いに楽しみました。
　終了後、観光に出かけた奈良の興福寺で、入口がわからず
迷っていると一人の紳士がとても親切に案内してくれまし
た。別れ際にもらった名刺には奈良県知事とありました。立
ち去られてから、思わずインターネットをみてしまいました
が、やはり荒井正吾知事その人でした。こんな出会いも大切
な思い出です。
　BIG ARIGATO! KANSHA KOKORO KARA! （大きなあ
りがとう!心からの感謝！）

インドヨガを指導している
ヴィダヤさん（手前）　　

シンタ・プリウィトさん（インドネシア）
　10代のころから日本が好きで夢見ていましたが、会議に参
加できて本当にうれしかったです。特に、開会式で日本の皆
さんと一緒に歌ったことは素晴らしい経験でした。日本は、
とても忙しい国だけれど、人々はとても親切で、すすんで他
の人を助けているということがとても印象的でした。そして

オープニングで合唱団「はるか」のメンバーと
歌うシンタさん（前列中央）　　　　　　　

日本人の健康の秘訣
はよく歩き、揚げ物
を食べないことだと
いうことを発見しま
した。私もお寿司と
刺身が大好きです。
　会議中は、お世話
になりありがとうご
ざいました。ぜひ、
ジャカルタでお会い
しましょう。

マルック・クルキネン（アメリカ）
　初めての日本旅行はとても楽しみでしたが、私は一人では
立ちあがることができず、車いすを使っているのでいろいろ
心配していました。けれども、この会議を通じ、新しい友だ
ちがたくさんでき、彼らのおかげでほんとうに安心して参加

会議ディナーに参加し、最前列で
音楽や踊りを楽しむマルックさん

することができました。たく
さんの発表を聞きましたが、
プログラムは素晴らしく、印
象的な内容でした。私はこれ
までにとても多くの会議に参
加したことがあるのでその違
いがわかります。
　皆さん、ありがとう！2019
年に京都で開かれる医学会に
出席するのを楽しみにしてい
ます。

　ご希望の方は、本部事務局（075-811-8195）までご連絡
ください。１冊につき、抄録代1,000円（税込）、送料510
円にてお送りします。

第32回ADI国際会議抄録
（日本語版）について

「ぽ～れぽ～れ」通巻444号●2017年7月25日発行（第３種郵便物承認）

❻
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■新聞記事

京都新聞　夕刊　2017/4/27（木）　１面

　今回の国際会議には、様々な報道機関から多大な支援、協力を得ました。会議の１年以上前から、認
知症の啓発、会議の広報に関する記事掲載、番組放送等により社会全体に向けての発信が行われました。
　新聞に関しては12社以上、100の記事が掲載されました。その中からいくつかを紹介します。
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産経　朝刊　2017/4/27（木）　〈社会〉　８面
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朝日　朝刊　2017/4/28（金）　〈総合３〉　３面
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京都新聞　朝刊　2017/4/29（土）　〈総合〉　３面

読売　朝刊　2017/4/30（日）　〈社会〉　22面
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京都新聞　朝刊　2017/4/30（日）　１面



128

朝日　朝刊　2017/5/12（金）　20面
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毎日新聞　朝刊　2017/5/14（日）　〈特集〉　20面
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毎日新聞　朝刊　2017/5/14（日）　〈特集〉　21面
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第32回国際アルツハイマー病協会国際会議プログラム

26日のプログラム

部屋/時間
アネックスホール１

（1階）
スワン
（1階）

ルーム101
（1階）

ルームC1
（2階）

ルームC2
（2階）

メインロビー
（1階）

09:00-09:15

2025年への道
のり：アルツハ
イマー革新のた
めのエコシステ

ムを築く

09:15-09:30
09:30-09:45

認知症に関する
認識と教育のた
めの効果的な写
真や映像の使用

に関して

09:45-10:00
10:00-10:15
10:15-10:30
10:30-10:45
10:45-11:00
11:00-11:15
11:15-11:30
11:30-11:45
11:45-12:00
12:00-12:15
12:15-12:30
12:30-12:45
12:45-13:00
13:00-13:15

登録オープン

13:15-13:30
13:30-13:45

会議前シンポジ
ウム：認知症に

（優しい世界を作る）

13:45-14:00
14:00-14:15
14:15-14:30
14:30-14:45
14:45-15:00
15:00-15:15
15:15-15:30
15:30-15:45
15:45-16:00
16:00-16:15
16:15-16:30
16:30-16:45
16:45-17:00
17:00-17:15

スピーカープレ
ビュールーム

オープン

17:15-17:30
17:30-17:45
17:45-18:00
18:00-18:15

ウエルカムレセ
プション

18:15-18:30
18:30-18:45
18:45-19:00
19:00-19:15
19:15-19:30
19:30-19:45
19:45-20:00

■関連資料
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27日のプログラム

部屋/時間
メインホール

（１階）
アネックスホール1

（1階）
アネックスホール2

（1階）
ルームA
（2階）

ルームB1
（2階）

ルームD
（1階）

07:30-07:45
スポンサー

シンポジウム
（アクソバント）

スポンサー
シンポジウム
（WYLD）

07:45-08:00
08:00-08:15
08:15-08:30
08:30-08:45
08:45-09:00

開会式09:00-09:15
09:15-09:30
09:30-09:45

全体会1
認知症に関する

世界的局面

09:45-10:00
10:00-10:15
10:15-10:30
10:30-10:45
10:45-11:00
11:00-11:15

コーヒーブレイク
11:15-11:30
11:30-11:45

全体会2
認知症ケアの

公平さと
アクセス

11:45-12:00
12:00-12:15
12:15-12:30
12:30-12:45
12:45-13:00
13:00-13:15

ランチブレイク

スポンサーラン
チシンポジウム

（オランダアルツ
ハイマー協会）

スポンサーラン
チシンポジウム

（イーライリリー）
ランチブレイク

13:15-13:30
13:30-13:45
13:45-14:00
14:00-14:15

分科会1
診断と画像診断

分科会5
認知症にやさし

い地域社会1

分科会3
介護職の教育と

研修

分科会4
環境とデザイン

分科会2
認知症政策と公
的なイニシア

ティブ

ワークショップ1
（DAI）

14:15-14:30
14:30-14:45
14:45-15:00
15:00-15:15
15:15-15:30
15:30-15:45

ランチブレイク
15:45-16:00
16:00-16:15

分科会6
リスク因子と
健康な加齢

分科会10
パーソン・

センタード・
ケア

分科会8
非薬物的介入

分科会9
社会的理解と

偏見

分科会7
認知症のための
連携と福祉制度

ワークショップ2
（日本の認知症

関係当事者
5団体）

16:15-16:30
16:30-16:45
16:45-17:00
17:00-17:15
17:15-17:30
17:30-17:45
17:45-18:00

スポンサー
シンポジウム

（大塚とADI）

スポンサー
シンポジウム

（バイオメド・
セントラル）

ワークショップ
（プロモー

ト？？）

18:00-18:15
18:15-18:30
18:30-18:45
18:45-19:00

メンバーレセプション　（ルーム157）
19:00-19:15
19:15-19:30
19:30-19:45
19:45-20:00
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28日のプログラム

部屋/時間
メインホール

（１階）
アネックスホール1

（1階）
アネックスホール2

（1階）
ルームA
（2階）

ルームB1
（2階）

ルームD
（1階）

07:30-07:45
スポンサー

シンポジウム
バイオジェン

シンポジウム
国際的な

認知症政策

07:45-08:00
08:00-08:15
08:15-08:30
08:30-08:45
08:45-09:00
09:00-09:15 本人メッセージ
09:15-09:30

全体会3
認知症の

最新の科学

09:30-09:45
09:45-10:00
10:00-10:15
10:15-10:30
10:30-10:45

コーヒーブレイク
10:45-11:00
11:00-11:15

全体会4
認知症と災害

11:15-11:30
11:30-11:45
11:45-12:00
12:00-12:15
12:15-12:30
12:30-12:45

ランチブレイク ランチブレイク

12:45-13:00 スポンサー
ランチ

シンポジウム
（エーザイ）

スポンサー
ランチ

シンポジウム
（ネスレ）

13:00-13:15
13:15-13:30
13:30-13:45
13:45-14:00
14:00-14:15

分科会11
新しい治療と

方法論

分科会15
認知症に
やさしい
地域社会2

分科会13
ケアモデル

分科会14
テクノロジーと

認知症

分科会12
人権と倫理に
おける課題

ワークショップ3
（JDWG）

14:15-14:30
14:30-14:45
14:45-15:00
15:00-15:15
15:15-15:30
15:30-15:45

コーヒーブレイク
15:45-16:00
16:00-16:15

分科会16
疫学

分科会17
ケアの調整と

連携

分科会20
セクシュアリ
ティと認知症

分科会19
地域社会への
参加と連携

分科会18
医療経済学

ワークショップ4
（ADI）

16:15-16:30
16:30-16:45
16:45-17:00
17:00-17:15
17:15-17:30
17:30-17:45
17:45-18:00 スポンサー

シンポジウム
（京都〈臨床美術〉

をすすめる会）

スポンサー
シンポジウム
（TauRx）

18:00-18:15
18:15-18:30
18:30-18:45
18:45-19:00
19:00-19:15

カンファレンスディナー（グランドプリンスホテル）
19:15-19:30
19:30-19:45
19:45-20:00
20:00-21:30
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29日のプログラム

部屋/時間
メインホール

（１階）
アネックスホール1

（1階）
アネックスホール2

（1階）
ルームA
（2階）

ルームB1
（2階）

ルームD
（1階）

07:30-07:45
シンポジウム

アルツハイマー
協会に向けたADI

からの報告

07:45-08:00

08:00-08:15

08:15-08:30

08:30-08:45

08:45-09:00

09:00-09:15 本人メッセージ

09:15-09:30

全体会5
認知症に優しい
コミュニティ

09:30-09:45

09:45-10:00

10:00-10:15

10:15-10:30

10:30-10:45
コーヒーブレイク

10:45-11:00

11:00-11:15

分科会21
認知症における
科学関連事項

分科会22
介護者支援と

研修

分科会23
リハビリテーショ
ンとその可能性

分科会24
認知症の人との

関わり

分科会25
人生の最後

ワーク
ショップ4
（WYLD）

11:15-11:30

11:30-11:45

11:45-12:00

12:00-12:15

12:15-12:30

12:30-12:45

ランチブレイク ランチブレイク

12:45-13:00
スポンサー

ランチ
シンポジウム
（ネスレ）

スポンサー
ランチ

シンポジウム
（NCDアライアン

ス）

13:00-13:15

13:15-13:30

13:30-13:45

13:45-14:00

14:00-14:15

全体会6
若年性認知症

14:15-14:30

14:30-14:45

14:45-15:00

15:00-15:15

15:15-15:30

15:30-15:45
閉会式

15:45-16:00
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会場見取り図
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アイルランド
アメリカ
アラブ首長国連邦（UAE）
アルゼンチン
イギリス
イスラエル
イタリア
イラク
イラン
インド
インドネシア
ウクライナ
オーストラリア
オーストリア 
オランダ
ガーナ
カナダ
ガボン
カメルーン　　　 
ギリシャ
グアム
クロアチア

ケニア
コスタリカ
サウジアラビア
シエラレオネ
ジャマイカ
ジョージア
シリア
シンガポール
スイス
スウェーデン
スペイン
スロベニア
セルビア
タイ
チェコ
デンマーク
ドイツ
ドミニカ共和国
トルコ
ナイジェリア
ニュージーランド
ノルウェイ

パキスタン
フィリピン
フィンランド
フランス
ベトナム
ペルー
ポーランド
ボスニアヘルツェゴビナ
マカオ
マレーシア
メキシコ
ヨルダン
リトアニア
ルーマニア
レソト
韓国
台湾
中国　
香港
南アフリカ
日本

参加国・地域一覧（65 ヵ国） （五十音順）
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日本医療福祉生活協同組合連合会
一般社団法人　日本介護支援専門員協会
公益社団法人　日本介護福祉士会
公益社団法人　日本看護協会
一般社団法人　日本作業療法士協会
公益社団法人　日本歯科医師会
公益社団法人　日本社会福祉士会
公益社団法人　日本精神科病院協会
公益社団法人　日本精神神経科診療所協会
公益社団法人　日本精神保健福祉士協会
公益社団法人　日本てんかん協会
公益社団法人　日本認知症グループホーム協会
一般社団法人　日本病院会
一般社団法人　日本福祉用具供給協会
日本弁護士連合会
公益財団法人　日本訪問看護財団
日本慢性期医療協会
公益社団法人　日本薬剤師会
朝日新聞社
NHK
共同通信社
京都新聞
KBS京都
産経新聞社
時事通信社
日本経済新聞社
毎日新聞社
読売新聞社
社会福祉法人　京都市社会福祉協議会
京都地域包括ケア推進機構
社会福祉法人　京都府社会福祉協議会
公益財団法人　京都文化交流コンベンションビューロー
京都司法書士会
一般社団法人　京都私立病院協会
一般社団法人　京都市老人福祉施設協議会
一般社団法人　京都府医師会
一般社団法人　京都府介護老人保健施設協会
公益社団法人　京都府看護協会
一般社団法人　京都府歯科医師会
京都府保険医協会
京都府慢性期医療協会
一般社団法人　京都府薬剤師会
一般社団法人　京都府老人福祉施設協議会

厚生労働省
京都府
京都市
国際長寿センター
国立研究開発法人　国立精神・神経医療研究センター
国立研究開発法人　国立長寿医療研究センター
社会福祉法人　全国社会福祉協議会
一般財団法人　長寿社会開発センター
日本赤十字社
認知症介護研究・研修大府センター
認知症介護研究・研修仙台センター
認知症介護研究・研修東京センター
日本介護福祉学会
一般社団法人　日本在宅医学会
一般社団法人　日本在宅ケア学会
一般社団法人　日本社会福祉学会
公益社団法人　日本精神神経学会
一般社団法人　日本認知症学会
一般社団法人　日本認知症ケア学会
一般社団法人　日本プライマリ・ケア連合学会
一般社団法人　日本老年医学会
日本老年看護学会
日本老年社会科学会
公益社団法人　日本老年精神医学会
公益財団法人　損保ジャパン日本興亜福祉財団
公益財団法人　認知症予防財団
公益財団法人　みずほ教育福祉財団
公益財団法人　三菱財団
公益財団法人　全国老人クラブ連合会
日本ホスピス・在宅ケア研究会
一般社団法人　シルバーサービス振興会
一般社団法人　全国公私病院連盟
公益社団法人　全国国民健康保険診療施設協議会
公益社団法人　全国自治体病院協議会
一般社団法人　全国デイ・ケア協会
全国保険医団体連合会
公益社団法人　全国有料老人ホーム協会
公益社団法人　全国老人福祉施設協議会
公益社団法人　全国老人保健施設協会
公益社団法人　全日本病院協会
全日本民主医療機関連合会
宅老所・グループホーム全国ネットワーク
公益社団法人　日本医師会

後援団体一覧
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助成・寄付一覧

ADI2017国際会議にご助成・ご寄付を頂きありがとうございました。

助成団体

公益財団法人京都文化交流コンベンションビューロー
公益財団法人キリン福祉財団
公益財団法人損保ジャパン日本興亜福祉財団
公益財団法人フランスベッド・メディカルホームケア研究・助成財団
公益財団法人三菱財団

寄付者

●団体
愛心援助サービス（株）2人3脚
安部第一医院

（一財）加多乃会
（一社）京都市老人福祉施設協議会
（一社）京都府介護老人保健施設協会
（一社）京都府老人福祉施設協議会
（一社）日本作業療法士協会
（一社）日本病院会
（一社）日本慢性期医療協会
（医）あおもりデンタルケア
（医）岡崎医院
（医）杏山会 吉川記念病院
（医）更生会 草津病院
（医）青藍会
（医）服寿会 原医院
（医）積善会 千嶋病院
（医）創知会 理事長 朝田隆
（医）微風会
（医）弥生会
（医）社団洛和会 洛和会音羽病院
エーザイ（株）

●個人
青木剛
赤坂満三
朝田隆
天野一惠
荒牧敦子
有田秀子
飯島恵子

石戸育子
石戸昭治
泉早苗
一条義浩
岩井幸子
内田秀俊
内田妙子

梅田四郎
浦宗禎子
江下順子
大下直樹
沖野基規
奥田雅章
小野貴志

小野寺彦宏
柏原塩子
勝田登志子
勝田忠温
門永るみ子
金澤林子
金子裕美子

加福美保
鎌田松代
川井元晴
河端加寿子
岸田京子
木島治代
木田悠紀子

木下陽子
木村秀子
空閑節子
草津市役所健
康福祉部有志
久保田稔
久保田登起子

OHM
小野薬品工業（株）

（株）オーデコジャパン
（株）かながわSWC
（株）グロービア
（株）シンパクト ケアサポートメロン
（株）ホンダプラザ富士
（株）三和工務店
川瀬神経内科クリニック
京葉介護福祉専門学校

（公社）全国老人保健施設協会
（公社）全日本病院協会
（公社）日本医師会
（公社）日本社会福祉士会
（公社）日本精神科病院協会
高齢社会をよくする女性の会京都
佐賀大学医学部看護学科

（福）慈蕙会 ゆいの里
（福）生活クラブ 風の村
（福）七野会
全日本民主医療機関連合会

鷹岡病院
大日本住友製薬（株）
高木内科循環器科医院
田北メモリーメンタルクリニック
武田薬品工業（株）
NPO法人成年後見センター
もだま（木村幸代）
NPO法人なごみの丘
日本看護福祉学会第29回学術大会
ノバルティスファーマ（株） 
はちのへファミリークリニック
深田医院 
ふくた診療所

（医）社団FUJI ふじの町クリ
ニック・健診センター
南草津けやきクリニック
三原市認知症の会
ゆう薬局グループ
ユニバーサルエコロジー（株）
介護老人保健施設青い空の郷



第32回 国際アルツハイマー病協会国際会議報告書

139

青森県支部有志
福島県支部有志
茨城県支部有志
神奈川県支部有志
山梨県支部有志
富山県支部有志
石川県支部有志

●公益社団法人認知症の人と家族の会

「家族の会」国際会議準備のために助成・寄付をいただいた方々を掲載しています。（五十音順、支部は北から順）

岐阜県支部有志
京都府支部有志
大阪府支部有志
奈良県支部有志
広島県支部尾道地区会有志
広島県支部福山地区会有志
広島県支部三原地区会有志

徳島県支部有志
福岡県支部有志
佐賀県支部有志
宮崎県支部有志
理事有志

越野絵美
越野稔
越野留美
小島華子
櫻井あかね
佐々木弘子
佐藤敦子
佐藤智子
里村良一
佐野敏彦
山藤芳野
芝山由美子
下野有和
正楽忠司
新保博
新村雅代

杉山孝博
鈴木孝雄
鈴木森夫
世古良子
瀬田久美子
髙木啓
高田懋
瀧本美智子
竹中織恵
田中実
田名部喜栄
田渕康子
田部井康夫
田村圭子
対尾伴子
塚原文恵

月井貴美代
辻村康代
徳廣三木子
戸田喜一郎
中島紀惠子
中島良明
中島禮子
中野篤子
中野孝子
中畑年子
長原良成
長光勉
中村眞理子
西澤三好子
長谷川和夫
長谷川和世

畑口とき子
畠山和枝
原等子
原田隆子
伴孝一郎
馬場暉
深澤隆
福家俊哉
藤節子
藤本孝之
堀井隆子
マークウォルトマン
前瀬戸由佳
前橋美那子
松本律子
三木武

水谷曜子
宮城洋一郎
宮原節子
宮原常敏
宮部幸子
見山早苗
宮本武憲
宮本淳
宮本俊光
村上敬子
村田洋子
室屋千代枝
本村誠基
籾山一夫
森久美子
屋敷芳子

安田弘
柳井隆輔
山崎英樹
山添洋子
山名康子
山根敏子
吉村照代
米満淑恵
鷲巣典代
渡辺茂
渡辺雅之
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国際会議委員

日本組織委員会（LOC）　　　　　
髙見国生（国際会議議長） 認知症の人と家族の会
中村重信（委員長） 認知症の人と家族の会
鳥羽研二 国立長寿医療研究センター
本間昭 お多福もの忘れクリニック
杉野文篤 認知症の人と家族の会
金子裕美子 認知症の人と家族の会
水谷忠由（2016年６月末まで）宮腰奏子（2016年７月～） 厚生労働省
余田正典（オブザーバー） 京都府
居内学（オブザーバー） 京都市
科学プログラム委員会（SPC）　　　 
鳥羽研二（委員長） 日本
ヘンリー・ブロダティー（Henry Brodaty） Australia
スティーブン・デコスキー（Steven Dekosky） USA
サージュ・ゴーシェ（Serge Gauthier） Canada
中村重信 日本
堀部賢太郎 日本
ミーア・キビペルト（Miia Kivipelto） Sweden
アンジャ・レイスト（Anja Leist） Luxembourg
マーティン・オーレル（Martin Orrell） UK
フィリップ・ポイ （Philip Poi） Malaysia
アキレス・サラス（Aquiles Salas） Venezuela
ケイト・スァッファー （Kate Swaffer） Australia
ジェニー・ヴァンダースティーン（Jenny Van der Steen） Netherlands
ディ・シャンドン・ワン（Di Xiangdong Wang ） China 
マーク・ウォートマン （Marc Wortmann ） UK
大田秀隆（オブザーバー） 日本
プログラム作業部会（LSPC）
堀部賢太郎 国立長寿医療研究センター
足立啓 和歌山大学
遠藤英俊 国立長寿医療研究センター
奥村典子 藤本クリニック
進藤由美 国立長寿医療研究センター
武地一 藤田保健衛生大学
松本一生 松本診療所
森俊夫 京都府立洛南病院
日本関係団体委員会
本間昭（委員長） お多福もの忘れクリニック
杉野文篤 認知症の人と家族の会
金子裕美子 認知症の人と家族の会
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国際諮問委員会（IAB）
ミラ・アガー （Meera Agar） Australia
ピエロ・アントゥノ （ Piero Antuono） USA
ステファニー・アワー（Stefanie Auer） Austria
アレックス・バハー・フックス （Alex Bahar-Fuchs） Israel & Australia
スベ・ベナジー （ Sube Banerjee） UK
リン・チェノウェス （ Lynn Chenoweth） Australia
ジン・ジ・チン（Jing Jih Chin） Singapore
アミット・ディアス （ Amit Dias） India
リチャード・フォール（Richard Faull） New Zealand
クレイシャ・フェリ （Cleusa Ferri） Brazil
ロバート・フリードランド （ Robert Friedland） USA 
パティシオ・フェンテス （Particio Fuentes） Chile 
長谷川和夫 日本
早川一光 日本
本間昭 日本
井藤佳恵 日本
勝田登志子 日本
レイモンド・クープマン （ Raymond Koopmans） Netherlands
オラピチャ・クライリト（ Orapitchaya Krairit） Thailand
スー・カール（ Sue Kurrle） Australia
メアリー・ミトルマン （ Mary Mittelman） USA
三宅貴夫 日本
中島紀惠子 日本
中西三春 日本
メアリー・ラドノフスキー（ Mary Radnofsky） USA
マーティン・ロッサー （ Martin Rossor） UK
リズ・サムプソン （Liz （EL） Sampson） UK
清家理 日本
マイク・スプレイン （Mike Splaine） USA
リー・ユー・タン （Li Yu Tang） Taiwan
ユダ・トゥラナ（ Yuda Turana） Indonesia
グンヒルド・ウォルトマー（ Gunhild Waldemar） Denmark
ホワリ・ワン（ Huali Wang） China
アンダース・ウィモ（ Anders Wimo） Sweden
山口晴保 日本
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家族の会役員、事務局、支部担当者一覧

役員　
（国際会議開催時）
髙見　国生　代表理事
杉山　孝博　副代表理事
田部井康夫　副代表理事
芦野　正憲　理事
阿部　佳世　理事、事務局長
大下　直樹　理事
小野寺彦宏　理事
片山　禎夫　理事
鎌田　晴之　理事
鎌田　松代　理事
鈴木　和代　理事
鈴木　森夫　理事
中野　篤子　理事
長谷川和世　理事
花俣ふみ代　理事
松本　律子　理事
森　久美子　理事
鷲巣　典代　理事
鎌田　正樹　監事
濱田　　昭　監事
長谷川和夫　顧問
早川　一光　顧問
中村　重信　顧問
三宅　貴夫　顧問
中島紀惠子　顧問
勝田登志子　顧問

国際会議支部担当者
荒関　克子　　北海道
東谷　康生　　青　森
今野　光子　　岩　手
蘇武　徳典　　宮　城
猪股　祥子　　秋　田
五十嵐元徳　　山　形
佐藤　敏明　　福　島

役員
（2017年度改選）
鈴木　森夫　代表理事
杉山　孝博　副代表理事
田部井康夫　副代表理事
花俣ふみ代　副代表理事
青木　雅子　理事
秋田谷　一　理事
芦野　正憲　理事
阿部　佳世　理事、事務局長
内田　妙子　理事
大下　直樹　理事
鎌田　晴之　理事
鎌田　松代　理事
川井　元晴　理事
中野　篤子　理事
長谷川和世　理事
原　　等子　理事
松本　律子　理事
宮原　節子　理事
山田留美子　理事
鷲巣　典代　理事
鎌田　正樹　監事
濱田　　昭　監事
長谷川和夫　顧問
早川　一光　顧問
中村　重信　顧問
三宅　貴夫　顧問
中島紀惠子　顧問
勝田登志子　顧問
髙見　国生　顧問

宮原　節子　　茨　城
飯島　惠子　　栃　木
田部井康夫　　群　馬
安藤　幸男　　埼　玉
広岡　成子　　千　葉
松下より子　　東　京
堀越ひろみ　　神奈川

事務局
三木　敦子　統括主任
小野　貴志　主任
辻村　康代　主任
上坂　　尚　事務局員
椋　美代子　事務局員
森浦　真理　事務局員

国際会議事務局
中村　重信　事務局長
勝田登志子　事務局次長
鷲巣　典代　事務局次長
片山　禎夫　事務局員
小嶋　美子　事務局員
原　　等子　事務局員
水谷　曜子　事務局員

田村　一貴　　山　梨
平井出設子　　山　梨
伝田　景光　　長　野
島田　玲児　　新　潟
田中由賀子　　富　山
井沢恵美子　　石　川
坂田　　稔　　福　井

〈公益社団法人認知症の人と家族の会〉
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松岡　孝宏　　岐　阜
石田　友子　　静　岡
国井由生子　　愛　知
佐野　佑樹　　三　重
山路由実子　　三　重
石崎　　章　　滋　賀
臼井　郁世　　滋　賀
奥野　茂代　　京　都
木下　　衆　　大　阪
門永るみ子　　兵　庫

正楽　忠司　　奈　良
野中たづみ　　和歌山
吉野　靖子　　鳥　取
黒松　基子　　島　根
安藤　光徳　　岡　山
村上　敬子　　広　島
対尾　伴子　　広　島
松本　麻子　　山　口
大下百合子　　徳　島
松木香代子　　香　川

柳瀬　泰和　　愛　媛
佐藤　政子　　高　知
阿部かおり　　福　岡
田渕　康子　　佐　賀
長尾　一雄　　長　崎
村田　洋子　　熊　本
古城奈緒美　　大　分
坂元　俊彦　　宮　崎
常見　裕之　　鹿児島
金武　直美　　沖　縄 
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あとがき

　第32回国際アルツハイマー病協会国際会議から早いもので６ヶ月が経ちました。振り返れば、2014年
11月、ADI（国際アルツハイマー病協会）から、2017年の開催予定地の諸事情により、急きょ日本での
開催の打診がありました。４年をかけて準備した前回2004年の経験から、準備期間が２年余りしかない
ことに不安はありましたが、2015年１月に行われた「家族の会」の臨時支部代表者会議では、全国の支
部から「ぜひ受けようではないか」という積極的な意見が相次ぎました。そして、翌２月のADI理事会
で正式に日本開催が決定され、2015年４月から準備を開始しました。そんな形で、遅いスタートとなり
ましたが、多くの皆さまのご尽力で、盛会裏に終えることができました。
　あらためて、国内外の国際会議委員の皆さま、後援いただいた厚生労働省、京都府、京都市をはじめ、
国内の団体、報道機関、助成やご寄付をお寄せいただいた皆さま、出展・協賛していただいた企業・団
体の皆さまに感謝申し上げます。　　
　また、積極的な参加で、物心両面のご協力をくださった、全国の「家族の会」の支部世話人の皆さん、
本当にありがとうございました。
　会議成功の裏には、事前の準備から当日の運営に至るまで、ご協力いただいた「家族の会」京都府支
部のみなさん、200名を超えるボランティアの皆さんのお力があったことも忘れることができません。
　時を同じくして、今年５月、世界保健機関（WHO）は認知症の人に優しい社会づくりを加盟各国に
促す「行動計画」を採択しました。世界が一致して認知症の人を支える社会の実現に向けて動き出して
います。
　今回の国際会議が、日本においても世界においても、認知症の本人、家族、支援者、そして市民にとっ
て、「ともに新しい時代へ」の大きな第一歩となったことを確信し、今後も、認知症になっても安心し
て暮らせる社会の実現を目指して、活動の輪を大きく、深く、広げていくことに努めたいと思います。
　なお、この報告書の作成にあたり、ご意見を賜りました組織委員の鳥羽研二氏、本間昭氏、杉野文篤
氏、金子裕美子氏、並びに表紙作成にご協力いただいた作者Sさんと「京都＜臨床美術＞をすすめるネッ
トワーク」の皆さんに心より感謝申し上げます。

公益社団法人　認知症の人と家族の会
代表理事　鈴木　森夫
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　表紙の絵について　

　作品は京都府立医科大学神経内科での臨床美術講座において、Sさん（75歳、女性）が制作した「色の小道」
です。墨で道のような線を描き、透明水彩絵の具の“たらし込み”という技法を用いて、色の滲みや混色を楽
しむ制作です。色使いが優しくて空間のバランスが心地よい作品に仕上がっています。「臨床美術」は、絵
やオブジェなどの作品を楽しみながら作ることによって脳を活性化させ、高齢者の介護予防や認知症の予防・ 
症状改善に効果が期待できる芸術療法（アートセラピー）のひとつです。（京都＜臨床美術＞をすすめるネットワーク）




