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もの忘れが増えると｢認知症かも…？｣と心配される方もいますが、どちらか区別しづ

らく、年齢のせいにしてしまいがちです。また最近では、認知症が関係している事故

や事件を、テレビやインターネット等で見聞きすることが増えたように感じます。

そこで今回は、認知症についての基本的なことをまとめました。

やっぱり気になる｢認知症｣

認知症の代表的な4タイプ

加齢によるもの忘れとの違い

認知症の症状

認知症とは

色々な原因で脳の細胞が壊れたり働きが悪く

なったりして、様々な障害が起こり、生活に

支障が出る状態(だいたい6ヶ月以上継続)

【アルツハイマー型認知症】

記憶力が低下したり、日時や場所、人などに

関する認識力が低下したりする。認知症の中

で最も多い。

【レビー小体型認知症】

もの忘れの前に、幻視が見えたり、動きや歩

き方がぎこちなくなったりなど、パーキンソ

ン病のような症状が現れる。

【脳血管性認知症】

脳梗塞や脳出血などの脳血管疾患が原因で発

症する。記憶障害のほか、意欲低下や運動障

害を伴うことも。

【前頭側頭型認知症】

我慢や思いやりなどの社会性を失い、ルール

が守れなかったり、周囲への配慮を欠いた行

動をとったりする。

加齢に伴うもの忘れ 認知症

出来事の一部を忘れる
(例) 昨日の晩ご飯のメニューを忘れる

出来事自体を忘れる
(例) 晩ご飯を食べたこと自体を忘れる

もの忘れの自覚がある もの忘れの自覚がない

日付や季節を間違えることがある 日付や季節が分からなくなる

＜中核症状＞

脳細胞が壊れることで直接起こる症状

記憶障害 見当識障害 実行機能障害

理解や判断の低下 etc.

＜行動・心理症状(BPSD)＞

本人の性格や環境などが絡み合って生じるこ

とのある、二次的な症状

幻覚 妄想 食行動異常 徘徊 興奮

暴力 不潔行為 うつ etc.

｢認知症かも…｣と思ったら

かかりつけ医などの医療機関や、行政の相談窓口などに相談しましょう。早期の対応は、

原因によっては別の病気の発見につながることもあります。認知症と診断されたら、早期

に治療を開始することで、進行を遅らせ、自立した生活を続けることも可能です。また、

家族や周囲の人と話し合うことで、病気と向き合い、今後の備えをすることもできます。

＜参照＞

福岡市保健福祉局

｢認知症ハンドブック｣

｢認知症啓発リーフレット｣



＜診療科＞

心療内科・精神科

＜診療時間＞

月・火曜

9:30 ∼ 13:00 14:30 ∼ 17:00

木・金曜

9:30 ∼ 13:00 14:30 ∼ 18:30

土曜

9:30 ∼ 14:00

水･日･祝日 休診

※ 詳しくはクリニックにご確認ください

＜アクセス･リンク＞

福岡市東区香椎浜3ｰ2ｰ5

TEL 092ｰ674ｰ2211

URL http:// hibiki-clinic.com/

響クリニックは、香椎浜イオンの裏手にあるメンタルクリニッ

クです。平成21年4月に開院しました。当初は、従業員2名でス

タートしましたが、現在では非常勤医師 4名、非常勤心理士 5名

が勤務するようになりました。

開院当時は、中学生以上の方を診療対象としてきましたが、不

登校、発達障害関連の病理が疑われるお子さんを抱える保護者

の受診が多いことに気が付きました。そのような場合には、児

童精神科を専門とする医療機関への受診を勧めていました。し

かし、予約待ちが多く初診が数か月先となる状況を知り、当院

で小学生の診療も引き受けるようになりました。幸い、当院に

は児童の診療経験のある心理士が在籍しているので、彼らと協

働しながら対応しています。遅ればせながら、小生自身も児童

精神医学の研鑽を積んでいるところです。

連携医療機関の紹介 Vol.12

響クリニック

梅末 正裕 院長

梅末院長より

当院の診療の特徴として、予約制が挙げられます。保険外併用

療養費として初診予約料、カウンセリング予約料を設定してき

ました。開院当時は、予約料金を設定するクリニックは福岡で

はごく少数でしたが、待ち時間を少なくし、診療時間を確保す

るための方策でした。初診に十分な時間をかけ、必要であれば

心理士と協働して治療にあたる当院の診療スタイルは、幸い皆

様のご理解と支持を得て、今日まで続けることができました。

予約制の診療で悩ましいのが、緊急性の高い患者さんへの対応

です。特に、入院治療が必要な患者さんの場合は、入院先を探

すところから始めねばなりません。

このような時に、雁の巣病院は本当に頼りになります。連携室

に電話で概要を伝え、患者さんを病院に送り出し、その間に紹

介状を作成して、ファックスで送信する、という綱渡りを何度

もしてきました。受け入れる側のご苦労は、如何ばかりのもの

かと推察いたします。この場を借りて、このような患者さんを

も快く引き受けてくださる雁の巣病院のスタッフの皆様に、改

めてお礼を申し上げます。

当院は、今年で 12年目を迎えます。これからも、初心を忘れる

ことなく診療にあたる所存ですので、今後ともよろしくお願い

申し上げます。



｢リビングふくおか｣に掲載されました

地域情報誌｢リビングふくおか 2019年11月30日号｣

に、当院院長 熊谷の話が掲載されました。｢ 失敗し

ないお酒との付き合い方 楽しく飲もう！｣と題され、

年末年始に向けての適切な飲酒などについて書かれ

ています。

下記URL、右記QRコードよりご覧になれます。

https://book.living.jp/ebokks/living/

fukuoka/fukuoka20191130/index_h5.html#1

11/30に当院研修室において、第15回 九州アルコー

ル看護研究会 福岡大会が開催されました。

午前の部では、当院院長 熊谷による基調講演 ｢ アル

コール依存症の新しい治療目標 ～断酒？節酒？治療

介入のポイント～｣が行われました。

午後の部では、事例検討会や自助グループとの連携

などのワークショップが行われました。

様々な意見の交換され、参加された皆さんにとって

充実した会となったようでした。

第15回 九州アルコール看護研究会 福岡大会

昨年2019年も様々なことがありました。個人的には、

元号が平成から令和になったこと、ラグビーワール

ドカップ日本開催に大いに沸いたことが印象に残り

ました。しっかりにわかファンになりました。

新しい年を迎えましたが、1 年が経つのが年々速く

なっているように感じます。これは、時間の過ぎる

速さは年齢に比例して速くなるという ｢ ジャネーの

法則｣が関係しているそうです。1年をより良いもの

にするためには｢新しいことへのチャレンジが大切｣

だとインターネットで見かけたので、何をしようか

と思いを巡らせる今日この頃です。今年は東京オリ

ンピックもあります。2020年、今年はどんな事があ

るのか楽しみです。

｢かけはし｣に関するご意見やご感想などを、

メール・Facebook・職員・右記 QRにお願いいたします。

日記な

後記

A3病棟 課長

成清 一文



質問 ほとんどない 時々ある 頻繁にある

同じ話を無意識に繰り返す 0 1 2

知っている人の名前が思い出せない 0 1 2

物のしまい場所を忘れる 0 1 2

漢字を忘れる 0 1 2

今しようとしていることを忘れる 0 1 2

器具の使用説明書を読むのが面倒 0 1 2

理由も無いのに気がふさぐ 0 1 2

身だしなみに無関心である 0 1 2

外出がおっくうだ 0 1 2

物(財布など)が見当たらないのを
他人のせいにする

0 1 2

小計
点 点 点

合計
点

※参照 認知症予防財団 大友式認知症予測テスト

ごく初期の認知症や認知症に進展する可能性のある状態などを、自分や家族などの身近な人が、

簡単に予測できるよう考案されたものです。判断材料のひとつとしてご活用ください。

もの忘れチェックテスト

8点以下 正常
もの忘れも老化現象の範囲内。疲労やストレスによる場合もあり
ます。8点に近かったら、日にちを開けて再チェックを。

9～13点 要注意
家族に再チェックをしてもらったり、数ヶ月単位で間隔を置いて
再チェックしたりしてみて下さい。

14点以上 要診断
認知症の初期症状が出ている可能性があります。
家族の再チェックでも結果が同じなら、まずはかかりつけ医や行
政の相談窓口等に相談してみましょう。



精神科・心療内科

内科・リハビリテーション科・歯科

293 床（精神病床264 床 , 一般病床29 床 ）

〒811-0206

福岡県福岡市東区雁の巣1丁目26番1号

TEL 092-606-2861

FAX 092-607-2211

http://www.gannosu.org

患者・家族の皆様、そして私たちが

納得のいく医療の実践に努めます

診療時間

平日 9:00 ～ 17:00

土曜日 9:00 ～ 12:00

日・祝祭日 休診

9:00 ～ 19:00

納得のいく医療

外来受診は予約制となっております。

ただし、急患の際はこの限りではございません。

24時間365日、ソーシャルワーカーがご相談を

お受けします。まずはお電話にてご相談ください。

医療法人優なぎ会

訪問看護ステーションがんのす

〒811-0206 福岡市東区雁の巣 1丁目26番1号

TEL : 092-609-9119

面会時間

関連施設

アクセス

【車でお見えになる方】

・高速道路利用

九州自動車道 古賀インターから約20分

・都市高速道路利用

福岡都市高速道路･香椎浜ランプから約10分

【西鉄バスをご利用の方】

系統：21A番 ,21番 ,210番 ,220番

バス停｢雁の巣｣下車 徒歩 約2分

【JR九州をご利用の方】

香椎線(鹿児島本線 香椎駅で乗り換え)

雁ノ巣駅 下車 徒歩 約5分

※ 時刻･料金などのお問い合わせ

西鉄テレホンセンター 092-733-3333

JR香椎駅 092-681-7186

医療法人優なぎ会

もりもと病院

〒847-0056 佐賀県唐津市坊主町 441

TEL : 0955 -72-5176

医療法人共和会

小倉リハビリテーション病院

〒803-0861 北九州市小倉北区篠崎 1丁目5-1

TEL : 093-588-0668

社会福祉法人 松寿会

特別養護老人ホーム こくらの郷

〒803-0275 北九州市小倉南区高野 4-12-11

TEL : 093-453-1100


