わかるとかわる
認知症

コロナ 禍での新 しい日 常 を 健やかに過ごす

特別号

ケアの現場からの報告

オンラインカフェの意外なメリット
平田 知弘 さん
100BLG株式会社
取締役／CCO（最高コミュニケーション責任者）
一般社団法人栄樹庵 理事
「SHIGETAハウスプロジェクト」ディレクター

取材：2020年7月オンライン取材

置かれた状況を

この二つの活動に対して、新型コロ

本人にしっかり説明する

ナウイルスの感染拡大がどのような影
響を与えたのか、その中で私が何を感

私が今、認知症に関連して軸足を置

じたのかをお話しましょう。

い て い る 大 き く 二 つ の 活動 が あ り ま

まず、100BLG の活動の出発点になっ

す。一 つ は、100BLG 株式会社（ 以下、

た東京都町田市のデイサービス「DAYS

100BLG）での活動です（次ページ写真

BLG !」
（ 以下、BLG !）では、感染拡大が

上）。認知症の人と一緒に社会参加を進

まだ本格化していない3月初めの段階

めるために、全国でネットワークを整備

で、メンバーさんとご家族に文書で説

し、事業所同士が学び合いを共有してい

明 を 行 い ま し た。BLG! で は コ ロ ナ ウ

くプラットフォームをつくる取り組み

イルスの感染防止のために細心の注意

を進めています。

を払っていること、BLG! に来ることの

もう一つは、一般社団法人栄樹庵の

リスクは確かにあるが仲間と共に過ご

「SHIGETA ハウスプロジェクト」
（次

す意義は大きいことなどを丁寧に説明

ページ写真下）として、神奈川県平塚市

し、ご理解をいただいた上で活動を続

で“地域の集い場”を運営しています。

けました。結果として、コロナのために

2

BLG! の利用を控えたメンバーさんは

高齢者の入居施設では、感染防止のた

ほとんどいません。変化といえば、恒例

めにやむを得ず面会謝絶となるケース

のランチタイムのカラオケ BOX が中

もあるでしょう。そうした場合にも、入

止になったぐらいで、あとはいつも通

居している人たちに対し、世の中がどう

りみなさん元気で過ごしています。

いうことになっていて、なぜ家族に会え

「DAYSBLG !」と「100BLG」
「DAYSBLG!」
は、東京都の
「NPO 町田市つながりの開
（かい）
（
」前田隆行理事長）
が運営するデイサー
ビスです。認知症の人をはじめとするメンバーさんたちは、地域の企業の有償ボランティアの中か
らその日に自分がやりたいことを選び、仲間と一緒に働いたり、学童保育で紙芝居の読み聞かせを
したりすることで社会とつながっています。
この新しいタイプのデイサービスを全国に広げるために設立されたのが100BLG 株式会社（前田
隆行代表取締役）です。

2019年6月：近藤浩紀撮影

栄樹庵「SHIGETA ハウスプロジェクト」
認知症の専門医である繁田雅弘先生（東京慈恵会医科大学教授）の生家が空き家となったため、こ
の家を「SHIGETA ハウス」と名付けて、カフェや認知症について啓発する講習会の拠点、企業研修
などを行う場所に生まれ変わらせようと始まったプロジェクトです。

2019年撮影：SHIGETAハウスホームページより
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ないのかをしっかり伝えることが必要

よりリラックスしているようです。カ

だと思います。今回の経験で、あらため

フェに来ること自体、少しアウェーな

て本人への説明の大切さを感じました。

印象があったのかもしれませんね。
オンラインの会話では、それぞれの

話の腰を折らない

時間が確保されているというか、相手

コミュニケーションツール

のタイミングや空気に合わせることを
あまり要求されず、自分のペースで話

栄 樹 庵 で は こ れ ま で、
「SHIGETA

せるように思います。

ハウスプロジェクト」の一環として「平

そういう意味では、オンラインは認

塚カフェ」を毎月開いてきました。平塚

知症の方と相性が良いのかもしれませ

カフェには、認知症の方やその家族、地

ん。認知症の方たちが一番嫌がるのは、

域住民、医師、看護師、介護関係者らが

まだ言いたいことがあるのに、
「 〇〇と

集まる「だれでもカフェ」と、認知症の

いうことでしょう」などと口を挟まれ

人と家族のための「本人カフェ」があり

てしまうことで、それがすごくストレ

ますが、いずれも感染予防のために3月

スになるみたいです。その点でオンラ

の頭を最後に中止になりました。ただ、

インは、言いたいことを最後まで言えて、

やはり話がしたい、顔が見たい、みんな

それをみんなが聞くというコミュニケー

がどうしているか知りたいといった声

ションツールなので、認知症の人も安

が出てきたので、5月からはオンライン

心して話すことができるのではないで

で平塚カフェ（だれでもカフェ）を開い

しょうか。

ています。オンラインカフェで特に何

オンラインカフェには、もともと平

を話すわけでもないのですが、お互い

塚カフェに来てくれていた人たちに加

の顔が見られたことで安心し、それに

え、島根県や東北の人たちも新たに参

よって初めて自分の中にもやもやした

加してくれています。
“出会いが広がる

ものがたまっていたことに気付いた、

場”という意味合いもあるので、対面で

という感想がありました。

の平塚カフェが再開した後も、並行し

認知症の方たちも、オンラインで自

てオンラインカフェを続けていこうと

宅から参加できるということでいつも

話し合っています。
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新しい日常と脳の健康

あらためて考える
認知機能低下のリスクと対策
小原 知之 先生

九州大学病院精神科神経科

認知症の診療のかたわら、長年にわた
り福岡県久山町で、生活習慣・生活習
慣病と認知症発症の関係を調査して
いる小原知之先生。その豊富な知見と
コロナ禍での経験を踏まえ、心身の健
康のために毎日の生活で心がけたい
ことを教えていただきました。

取材：2020年7月オンライン取材

損なわれた「日々のルーチン」と

の際にご本人の状態の変わりように驚き

「情緒的な交流」

ました。以前は毎日外出して趣味に興じ
たり、教え事を通じて若い人との交流を

─コロナ禍で小原先生が経験されたこと、

楽しんでいた方たちが、コロナ禍での外

感じられたことを聞かせてください。

出自粛で日々のルーチンや親しい人たち

私がいる九州大学病院では、新型コロ

との交流がなくなった結果、認知症の進

ナウイルスの感染拡大が始まった3月か

行が顕在化したのです。

ら電話診療が中心となり、認知症の方々

おそらくそれまでも認知症の進行は

に直接お会いできない“空白の2カ月間”

あったのでしょう。ただそれが表には

がありました。6月からは通常の診療に戻

現れていませんでした。

り、ご本人やご家族と久しぶりに顔を合

なぜでしょう。私たちは脳を100％

わせてゆっくりお話できたのですが、そ

使っているわけではなく、ふだんは働い
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ていない“予備能”というものがありま

になるのを避けなさい」といったことを

す。脳の活動が低下した時、予備能が低

日々いわれていますよね。その結果、社

下した分をある程度カバーすることで、

会とのつながりがずいぶん低下してし

周囲からは認知症の進行が抑えられて

まったように感じます。

いるかのように見えます。しかし、骨折

リモート環境で相手の顔を見ながら話

して病院に入院するなど何らかのきっ

すことはできます。しかし、実際にその人

かけで自身の環境が急激に変化した時

に会わないと、その人の放つ雰囲気が伝

に、何とか持ちこたえていた状態が破綻

わってきません。私は、人間には五感を通

し、認知症の重症度が顕在化してしまう

じた“情緒的な交流”というものがあると

ということはよくあるのです。

思うのです。人間は、社会性などに関わる
前頭葉（大脳の前の部分）が大きく進化し

─今回のコロナ禍で日々のルーチンを

たことで、このような高い文明が築けて

行えなくなったことが、認知症の重症

います。逆にいうと、お互いが五感を通じ

度が明るみに出るきっかけになった

て何かを感じ、感性を刺激し合うような

可能性があるわけですね。

交流がなくなると、社会的な生き物であ

ええ、ご本人たちを診ていてそう感じ

る人間の成り立ちが揺らいでしまうので

ます。逆に、外出自粛期間中も家庭菜園

はないでしょうか。私はコロナ禍を経験

で土いじりをしたり、畑作業を続けてい

することで、
“ 情緒的な交流”の必要性を

た人など自身の生活範囲内で行うこと

あらためて強く感じています。

のできるルーチン活動をしていた人た
ちは、そこまで状態が悪化していない印

負のスパイラルを断ち切るために

象があります。

生活リズムの乱れは最小限に

もっとも、ルーチンの喪失だけが認知

─身体面のリスクも含め、コロナ禍の影

症の悪化の原因ではないでしょう。やは

響を整理していただけますでしょうか。

り人との交流が減ったことの影響は大

自宅でじっとしていると、運動不足に

きいと思います。
今はコロナ対策として、
「 ソーシャル

なり、筋肉量が低下します。すると体の

ディスタンスを取りなさい」
「 交流が密

代謝能力が低下して太りやすくなり、生

6

活習慣病を発症したり悪化させてしま

性がゼロではないことを考えると、社会

います。生活習慣病は、認知機能の低下

とのつながりを重視しすぎるのも無理

のリスクでもあるのです（図1）。

があるでしょう。その上でまず必要な

一方で、自宅に閉じこもり人との交流

のは、生活リズムの乱れを最小限化する

が減ると、孤独感やフラストレーション

ことです。簡単にいうと、睡眠リズムを

を感じ、人によってはお酒を飲む量が増

崩さない。睡眠時間が少なすぎてもダ

えるなど、精神衛生が悪化してしまいま

メだし、寝すぎてもいけません。

す。精神面の不調もやはり認知機能の

次に、外出自粛中は運動量の減少が否

低下につながります。

めないので、できるだけ筋肉量を保つこ

このようにコロナ禍では、身体と精神

とが大切です。外出自粛といっても、家

の両面に悪影響を及ぼす“負のスパイラ

から外に出てはいけないわけではない

ル”が生じやすいわけです。

ので、近所を散歩するのもいいでしょ
う。ご自宅の中を歩くだけでも十分です。

─負 のスパイラルを断ち切るためには

下肢の筋肉量の維持を図る行動をとる

何が必要なのでしょう。

ことで全身の代謝も活性化され、その

再び緊急事態宣言が発動される可能

図1

結果として生活習慣病のリスクが低下

コロナ禍の影響による心身両面の「負のスパイラル」
認知機能低下のリスク増大
（認知症リスクの増大）

生活習慣病の発症・悪化

精神衛生の悪化

肥満

飲酒量の増加

筋肉量の低下

フラストレーション・孤独感

運動不足

交流の減少

外出自粛

（閉じこもり）
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作成：九州大学小原知之先生

します。配偶者がいる場合は、ぜひ夫婦

が目に入ってきますし、育児に追われる

で散歩に出かけてはいかがでしょうか。

人もいるでしょう。懸命であるがゆえに、

自然に夫婦間の“情緒的な交流”が生ま

精神面への影響は比較的少ないと思わ

れます。

れます。

本来なら、家族以外の人たちとも交

一方で高齢者の場合は、仕事をリタ

流することで、前頭葉がより強く刺激

イアし、子どもも独り立ちしたことで

され、認知機能低下のリスクを減らす

日常生活 の 刺激 が 少 な く な っ て い る

ことに役立ちます。しかし、コロナ禍の

ところに外出自粛が加わることで、心

社会では、配偶者や同居家族との“情緒

身 へ の 悪影響 が 非常 に 大 き い と 思 い

的な交流”が今までにも増して大切に

ます。

なります。

WHO ガ イ ド ラ イ ン の12項目 に 関
して、高齢者に特に推奨すべきなのは

─2019年 に WHO（ 世界保健機関 ）は、

「 身体活動 」と「 社会的活動 」を 可能 な

認知機能の低下のリスク低減に向け

限 り 維持 す る こ と で し ょ う。身体 を

たガイドラインを発表しました。生

しっかり動かし、日頃から接している

活習慣の改善などが重要として12の

周囲 の 人 た ち と の 交流 の 頻度 を 低下

テーマ（図2／次ページ）を示してい

させないことが大切です。お互いにマ

ますが、今日のお話との関連で特に重

ス ク を 着用 し て 会話 を す る こ と で 新

視すべき項目をピックアップしてい

型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感染 の リ ス ク は 最

ただけますでしょうか。

小限にできます。

高齢者と中年世代の2軸に分けて考

中年世代に関しては、規則正しい生活

えたほうがいいと思います。なぜなら、

を保つことに尽きるでしょう。
「体重」

私は今回のコロナ禍は、特に高齢者に対

の増えすぎはダメ。
「血圧」
も
「血糖」
も
「脂

して大きな悪影響を及ぼす可能性が高

質」も高くなりすぎないように気をつけ

いと感じているからです。

る。その根本には規則正しい生活が必

働き盛りの世代は自宅待機で家にい

要です。健康的なライフスタイルを実

たとしても、それ相応に懸命に生活して

践することが、脳の血管年齢を若く保ち、

います。パソコンを開けば仕事の情報

認知機能低下のリスクを減らすことに
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つながります。

今お話したことをコロナ禍で様々な

最後に高齢者と中年世代に共通して

制約がある中でもできるだけ実践して

いえるのは、
「 喫煙」、
「 過度な飲酒」を止

いただくことで、
認知機能低下のリスク、

めることと、
「バランスの良い食事」をと

ひいては認知症のリスクを減らすこと

ることです。

ができると私は考えています。

図2

WHO（世界保健機関）
が推奨する12の対策※
2019年、WHO（世界保健機関）
は、認知機能の低下のリスク低減に向けた初めての
ガイドラインを発表しました。認知機能の低下は、生活習慣の改善等によってリスク
を減らすことで予防できるとし、運動や禁煙、栄養、
アルコール摂取などの12のテー
マを提示しています。

心身の管理

生活習慣の改善

● 体重の管理
● 高血圧の管理
● 高血糖の管理
● 脂質異常の管理
● うつの管理
● 聴力の管理

● 身体活動
● 禁煙
● バランスの良い食事
● 過度な飲酒の抑制

脳の活性化
● 知的活動
● 社会的活動

心の健康に役立つことは
脳の健康にも役立つ

※WHO. Risk reduction of cognitive decline and dementia. May 2019.

高齢者に特に心がけてほしいこと
・身体活動の維持
・社会的活動の維持

中年世代に特に心がけてほしいこと

高齢者＆中年世代に共通して心がけてほしいこと

・体重の管理
・高血圧の管理
・高血糖の管理
・脂質異常（高脂血症）
の管理

・規則正しい生活
・禁煙
・過度な飲酒の抑制
・バランスの良い食事
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データで明らかに！

社会的孤立の健康リスク
家にこもり、社会との接触を控えることには、新型コロナウイルスの感染リス
クを減らすメリットがありますが、一方で健康を損ねるデメリットも懸念され
ます。
日本の65歳以上の高齢者延べ約50万人を対象とした大規模疫学調査
「日本老年学的評価研究（JAGES）」
では、蓄積した多くの研究成果をもとに、
外出や人との交流、社会参加が高齢者にどのような影響を与えるのか報告を
まとめました。
その一部を紹介します。

交流頻度の減少が健康リスクとなる可能性
同居以外の他者との交流が毎日か頻繁な高齢者に比べ、
月1回～週1回未満では1.3～1.4倍、要介護や認
知症になりやすくなっています。
また、
月1回未満では1.3倍、早期死亡に至りやすいという結果もみられま
した。

●同居者以外の他者との交流頻度と健康指標との関連：Cox 回帰分析
性別、年齢、世帯構成、就学年数、婚姻状態、等価所得、治療疾患の有無、
もの忘れの有無、
居住地域を調整した結果
（HR）

1.8

要介護
（全認定）

要介護
（要介2以上）

認知症

死亡

1.6
1.36

1.4

1.40 1.39

1.45
1.37

1.34

1.23

1.2
1
0.8

毎日頻繁

1日
1回程度

週4～6回
未満

週3～4回
未満

週2～3回
未満

週1～2回 月1～週1回
未満
未満

月1回
未満

【研究方法】
要介護認定を受けていない65歳以上の高齢者14,804人を対象に郵送調査を行いました
（回収率＝50.4%）。調査
時点で歩行・入浴・排泄が自立していた12,085人について調査後の約10年間を追跡しました。
斉藤雅茂，Press Release No:054-14-08, https://www.jages.net/library/pressrelease/#_1697，2020年4月2日閲覧
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地域活動への参加で認知症リスクが低減
65～74歳の前期高齢者では、地域活動への参加者は非参加者と比べ、10年後の認知症発症リスクが
22％低くなることが示されています。
さらに、参加組織の中で会長・世話役・会計係など何らかの役割を務
めている人は、役割のない人に比べて認知症発症リスクが19％低くなっていました。

●地域活参加の有無と認知症発症リスクの関連

※性、年齢、教育年数、婚姻状況、居住形態、就業状
況、歩行時間、既往歴（心疾患、脳卒中、高血圧、糖
尿病）、飲酒、喫煙、抑うつ、IADLを考慮した解析
※※各対象者は欠測値の補完前の対象者を示す。

【研究方法】
要介護認定を受けていない高齢者13,850名を
約10年間追跡し、前期高齢者（9,234人）
と後
期高齢者（4,616人）
でそれぞれ解析しました。

認知症を伴う要介護認定発生の
ハザード比

前期高齢者では、地域活動の非会員は
一般会員よりも認知症発症リスクが
22％高く、役割者では19％低い。

＊統計学的に意味のある違いが認められたもの
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1.00

（reference）
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0.81＊
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（n=3003）
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（n=2514）

（n=2784）

前期高齢者（n=9234）

根本裕太，Press Release No:130-17-23, https://www.jages.net/library/pressrelease/#_1697，2020年4月2日閲覧

複数の会に参加する人ほど要介護になりにくい。特にスポーツの会が有効
参加組織の種類数では、0（参加なし）の高齢者に比べ、1種類の社会参加で4年間に要介護になるリスク
は17%減、2種類で28%減、3種類以上で43%減となりました
（左図）。
特にスポーツの会に参加している高齢者は参加していない高齢者に比べ、4年間に要介護になるリスクが
34%低く留まっていました
（右図）。

●参加組織の種類の数別の
要介護認定の発生リスク

●参加組織別の
要介護認定の発生リスク

＊は有意差あり
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＊
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2種類

3種類

＊

＊は有意差あり

※基準は各組織の不参加

＊

0.65
ーツ
スポ

※年齢、性別、疾患、所得、教育年数、婚姻状況、
就労状況を考慮した解析を実施

＊
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※年齢、性別、疾患、所得、教育年数、婚姻状況、就労状況、
各組織への参加を考慮した解析を実施

【研究方法】
65歳以上の健常者を対象にアンケートの郵送調査を行いました。
その後、4年間追跡できた13,310人のうち、分析
に必要な項目に欠損のない12,951人を分析対象者としました。
金森悟，Press Release No:047-14-01, https://www.jages.net/library/pressrelease/#_1697，2020年4月2日閲覧
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新しい日常とテクノロジー

見えてきた
デジタル技術の必要性と普及策
數井 裕光 先生

高知大学医学部神経精神科学教室

全国からインターネットでケア体験
を投稿してもらい、コンピュータで解
析・データベース化し公開している
『認
知症ちえのわ net』
。その研究代表者で
精神科医の數井裕光先生は、デジタル
技術にどのような課題と期待を感じ
ているのでしょう。

取材：2020年7月オンライン取材

『認知症ちえのわ net』で

が少なくなってしまいました。今は徐々

ケアの工夫を共有

に患者さんが戻ってきているので、こ
れから外来で、
「こんなことがあった」
「こ

─新 型コロナウイルス感染症の蔓延に

ういうことで困った」というお話を伺

関連して認知症の患者さんに何か変

うことになると思います。

化が起きているでしょうか。

電話診療で患者さんやご家族とお話

まず前提として、外出自粛などの影

する機会もありますが、やはり直接お会

響で患者さんが病院の外来を受診され

いするのとは違い、ありありと情報が伝

る頻度と、新患の患者さんの予約がと

わるという訳にはいきません。それに

もに減っています。ですから患者さん

私たち精神科医は、言葉だけを頼りに診

やご家族がどのように過ごされている

察しているのではなく、表情や仕草など

のか、私たちが情報を直に得るソース

を総合的にみながら、その方の気持ちや
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精神状態を推測しています。電話診療

とがパッと思い浮かび、それに合わせ

ではそれが非常に制限されます。

て自分からどんどん行動することがで

一方、私たちが進めている『認知症ち

きます。認知症の方の場合はそうはい

えのわ net』には、コロナ関連の投稿も上

きません。やることが何も決まってい

がっています。今はむしろそちらを見て

ないと、部屋でただじっとしてしまい

いただいたほうが、認知症の方やご家族

がちです。そのため認知症の方に対し

のお困り事がわかるかもしれませんね。

ては、規則正しい、リズムのある生活の

たとえば認知症の方のご家族からこ

枠組みというものを、周囲の人が組み

のような投稿がありました。お母さま

立ててあげて、それに乗っかってもら

がアルツハイマー病で、サ高住（サービ

うことがとても大切だと思っています。

ス付き高齢者向け住宅）
にお住まいです。

昼間はちゃんと起きていて、体を動か

外出自粛で週3回のデイサービスもサ

すなり誰かと話すなりして発散し、そ

高住内のアクティビティもすべて休止。

れで疲れて夜はしっかり眠るというリ

食事以外はいつも部屋で居眠りをして

ズムある生活ですね。

いるようで、ご家族が電話をかけると

─先ほどの投稿のケースでは、懐かしい

日に日に声がぼんやりしてきました。

パーソナリティのラジオ番組を聞く

ふだんは言わない妄想を語るようにも

ことが気持ちの発散になったようで

なったそうです。

すね。コロナ禍の影響により、
『 認知

ご家族の対応としては、お母さまが

症ちえのわ net』の意味合いにも変化

昔、仕事をしながらよく聞いていたラ

がみられるでしょうか。

ジオ番組のパーソナリティが今も現役
で活躍しているので、その番組を聞か

そもそもなぜこうした取り組みを始

せてあげたところ「うまくいった」との

めたのかに関係するのですが、認知症

ことです。

の専門家にすぐにアクセスできる地域
であれば、もしかすると『認知症ちえの

─日 々のルーチンが行えなくなること

わ net』はなくてもいいのかもしれませ

の影響はやはり大きいのですね。

ん。しかし日本全国を見渡せば、決して

若く健康な方なら、今日やりたいこ

そうした地域ばかりではありません。
『認
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知症ちえのわ net』は、どこにお住まい

たりすることが激減してしまいました。

でも、認知症ケアに役立つ情報が容易

そ う し た 状況 の 中、
『 認知症 ち え の わ

に得られるコミュニティサイトととし

net』のような取り組みはますます重要

て、公的な支援をいただいて開設して

になっていると思います。

います。

ちなみに、
『認知症ちえのわ net』の登

もともとそうした位置づけだったと

録者 で 最 も 多 い の は50代 の 女性 で す

ころに今回のコロナ禍です。今や都会

が、70代や80代の高齢家族介護者では

にいても、認知症の専門医に会って話

男性のほうが多くなっています。認知

を聞いたり、ケアサービスを受けなが

症になった妻を介護する高齢の男性は、

ら介護スタッフからアドバイスを受け

孤立しがちなことが知られています。

認知症ちえのわnet

https://chienowa-net.com/

全国の家族介護者、介護職、医療職から、
「認知症に関連して起きた困り事」
「それに対して行っ
た対応策」
「それによって困り事が軽減したか否か」
を投稿してもらい、困り事別に検索できるか
たちで公開しています。
日本医療研究開発機構（AMED）認知症研究開発事業として2014年度
開設。2020年9月16日時点で登録利用者数4817人。
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一般的に女性は他者とコミュニケーショ

で電話よりははるかに良いとはいえ、

ンをとることが得意で、近所の人との

直接会うのに比べるとやはり限界があ

おしゃべりも上手で、家族が認知症に

ります。一つには、リモートだと同じ場

なった際はケア施設の支援を受けるこ

所にいるという“空気感”が生まれませ

とに躊躇しません。一方で男性は女性

ん。認知症ケアでは、体にやさしく触れ

よりも社会交流が少なく、妻が認知症

てあげることが重要視されますし、実

になってもどこにも相談しない傾向が

際に触れないにしても、そばにいると

みられます。そうした高齢の男性介護

感じてもらうことがとても大切です。

者がインターネットを使い、介護情報

そうした“空気感”が得られない点は大

を得ようとしている可能性が高いのだ

きなマイナスだと思います。

と思います。地域や性別を問わず、誰も

また、私はだいぶ慣れましたが、
リモー

が必要な情報を得ることができるデジ

トで会話する時には、それなりのスキ

タルツールの必要性は今後ますます高

ルが必要です。いきなりリモートで話

まると感じています。

してくださいといわれても、ハードル
が高いでしょう。ましてや認知症にな

新しい技術を

ると、古い記憶は比較的保たれる一方

生活に定着させるには

で、新たな記憶やスキルを身につける
のは難しくなります。

─コ ロナ禍の影響により、多くの病院

私は、リモートでの会話も含め、ICT

や高齢者施設で家族らの面会が禁止

（情報コミュニケーション技術）を上手

になりました。そのためインターネッ

に使いこなすために大事な点が2つあ

トを活用し、パソコンなどの画面で

ると思っています。一つは技術者の方々

お互いの顔を見ながら話す “ リモー

へのお願いになりますが、技術・システ

ト面会 ” を導入したところも多いよ

ムをできるだけ簡単で使いやすいもの

うです。

にしていただきたい。もう一つは、認知

私自身はリモート環境で患者さんと

症になる前から、ふだんの生活の中で

お話したことはないので、会議で利用

ICT を使い、慣れ、その延長線上で認知

した印象になりますが、顔が見えるの

症になってからも普通に利用する、そ
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のような仕組みを作ることです。言い

か、その人がどういう状態なのかを推

換えると、認知症になってから活用し

測しなければなりません。しかしその

てほしい技術を、日常的な習慣─例

推測の精度を向上させるために必要な

えば電子回覧板のようなかたちであら

基礎データはまだ不十分だと思います。

かじめ生活の中に組み込んでおくわけ

私の専門分野でいいますと、妄想や

ですね。

不安など認知症の BPSD（行動・心理症

私がいる高知県は山間部が多く、誰

状）に関して、評価尺度（質問項目）を用

かの家を訪ねるのに、山を登ったり谷

いた研究などは盛んに行われています。

を降りたりしなければならなかったり

しかし、実際に BPSD が家の中でどの

し ま す。こ う し た 地域 で は、日頃 の コ

ような困り事として表面化しているの

ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン に ICT を 活用 す る

かは、まだ十分にわかっていません。こ

メリットはとても大きいと思います。

れはセンシングする際にも重要な点で、

今回のコロナ禍での経験も踏まえ、今、

AI が学習するための“教師データ”の不

ICT の 整備 に つ い て 行政 の 方 と 話 し

足といえるのではないでしょうか。

合っているところです。

─たとえば、
「熱センサでこういうパター

─デジタル技術に関しては、センシング

ンのデータが検出されたら、これこれ

技術や AI（人工知能）技術などを活用

の BPSD が生じている可能性が高い」

した「独居高齢者の見守り・生活支援」

といった規則性を学ぶための “ 教科

も構想されています。

書 ” がないわけですね。

一つの大きな問題は、24時間観察さ

はい。ですからまずは基礎データを

れることを、ご本人やご家族が承諾す

収集・蓄積し、AI に学習させることが

るかということです。常時ビデオに撮

必要なのだと思います。その上でパー

られることを嫌う人も多いでしょう。

ソナルなデータを加えることにより、

熱センサや加速度センサによる行動認

個人個人に適応した本当に便利な技術

識なら心理的抵抗が少ないかもしれま

として受け入れられるようになるで

せん。ただその場合は、AI がセンサの検

しょう。今、AI や ICT の研究者の方々

出データをもとに何が起こっているの

が最も欲しているのは BPSD などに関
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する基礎データであり、
『 認知症ちえの

情もあるので、
『認知症ちえのわ net』の

わ net』のデータに対しても強い関心を

拡充に向けてもうひと頑張りしなけれ

持っていただいています。そうした事

ばと思っています。

認知症ちえのわnet こんなこともできます（ホームページから一部抜粋）
ケア体験を集計！ みんなのちえのわ公開

●うまくいったこと、
うまくいかなかったこと
困り事別に、それぞれの
対応策の成功確率（「うま
くいった」「
/ うまくいった
＋うまくいかなかった」の
割合）
を集計し紹介してい
ます。

●
「場所」
と
「時間」
での集計を見る
成功確率を、症状が起こりやすい場所や時間帯から閲覧することができます。

場 所
“リビング”に関する集計結果：
・薬を飲み忘れる
・食事を食べたことを忘れる
・失禁する
など、全16件。

“風呂”に関する集計結果：

リビング

・入浴を拒否する
・下着・オムツの交換を
拒否する
など、全9件。

風呂

時間帯
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新しい日常と健康二次被害

浮き彫りになった
運動・会話の減少のデメリット
久野 譜也 先生

筑波大学人間総合科学学術院

新型コロナウイルス感染症対策のた
めの外出自粛で、体を動かしたり、人
と会話したりする機会が減ったことは、
高齢者にどのような影響を与えてい
るのでしょう。健康政策とスポーツ医
学が専門の久野譜也先生に、明らかに
なった実情と対策を伺いました。

取材：2020年7月オンライン取材

緊急調査で明らかになった

た。60歳以上の174人から回答を得ま

自粛生活中の高齢者の変化

したが、新型コロナウイルスの影響を受
ける前と比較して
「外出頻度が減少した」

─5 月25日に緊急事態宣言が解除され

という人が、全体の8割を超えていまし

た後も、外出しづらい状況が長引いて

た。外に出ないために、友人・知人と会

います。持病が悪化したり、心の病気

う機会や趣味・娯楽を楽しむ機会が減り、

になったりする「健康二次被害」が懸

多くの高齢者がストレスを感じている

念されているようですが。

実態が浮き彫りになったのです。さらに、

私の研究室では、この7月末に大阪府

全体のおよそ4人に1人が「同じことを

高石市や福岡県飯塚市など全国の4つ

何度も聞いたり、もの忘れが気になるよ

の自治体で、高齢者の健康二次被害に関

うになった」と答えています。
実は私たちはそれよりも前、緊急事態

する緊急アンケート調査を実施しまし
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宣言中の5月にも、新潟県見附市の協力で

から、コロナ禍以前は元気だった人が、

自粛の影響を調査しています。対象は市

このわずか数カ月間で認知症を疑わせ

の健康教室に通っていた587人（平均年

る言動を示すようになったという情報

齢69.4歳）。健康教室は3月から休止にな

も寄せられています。

りました。約2カ月間の自粛生活で、70％

おそらく高齢者に関しては、今のよ

の人が運動不足を実感し、63％の人は会

うに運動や会話が減少し、社会との関

話の頻度が減ったと感じ、26％の人は持

りが少ない生活があと半年も続くと、

病が悪化することへの不安を感じていま

高血圧や糖尿病などの基礎疾患が悪化

した。会話が減った人は減っていない人

したり、認知機能がより低下して認知

に比べ、
「明るく楽しい気分で過ごせなく

症を発症したりする人が増えてしまう

なった」
「 意欲的で活動的に過ごせなく

のではないでしょうか。

なった」
「日常生活の中に興味あることが

運動面だけなら、家の周りの、人にあ

減った」割合が高くなっています。

まり会わないところを散歩すれば、あ
る程度不足を解消できます。しかしそ

─2つの調査からわかるのは、
5月にみら

れでは会話の楽しみがありません。

れた感染症対策の影響が、緊急事態宣

従来は、自治体が健康教室などのイベ

言解除後の7月も依然として続いてい

ントを開催し、出会いや会話を楽しむコ

る、あるいは強まっているということ

ミュニティの場を支えてきました。し

でしょうか。

かし、7月に入って新型コロナウイルス

ええ。5月の時点で、運動不足による

の感染者がまた一気に増えたことで、自

身体面の懸念に加え、会話の減少や社

治体の腰が引け、イベントの休止を延長

会参加の制限のためにメンタルヘルス

する傾向がみられます。私が今一番不

が悪化し、認知機能低下のリスクが高

安に感じているのはその点で、健康二次

まっている傾向がうかがえました。7月

被害に対する危機感をもっと強めてほ

末になると、実際に認知機能の低下を

しいですね。先ほどお話した私たちの7

自覚する人が多くなっています。私の

月の調査では、
「 感染対策を十分にした

もとには、全国の自治体の保健師の方々

上での自治体による運動教室の実施」に

や、フィットネスクラブの関係者の方々

ついては7割以上の人が「良い」と答え
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ています。高齢者の方々自身は、今の状

活は新型コロナウイルス感染症が重症

況が自分たちにとってマイナスである

化しやすい状態をつくっているともい

ことに気付き始めているんです。

えます。今は新型コロナウイルスに絶
対に感染しないということはないので、

新型コロナウイルス感染症を

感染しても重症化しない体をつくると

重症化させない体づくり

いう発想に切り替え、運動不足を避け
ることが大切です。

─感 染リスクを低めるための対策が、
他の病気や認知症のリスクを高めて

─具体的にはどのような運動を行えば

しまうとは皮肉な話ですね。

いいのでしょう。

もちろん感染予防は必要です。しか

血管 を 柔 ら か く し て 動脈硬化 を 予

しそれに伴う心身のリスクも認識しな

防・改善する有酸素運動と、筋トレの両

ければなりません。要はバランスが大

方を行ってください。代表的な有酸素

切なのです。たとえばマスメディアに

運動はウォーキングで、高齢者の場合

しても、感染しやすい無謀な行動をと

は1日7000歩 が 目安 で す。た だ、た と

る人たちに警告のメッセージを発する

えば30分間まとめて歩く必要は必ず

ことは重要ですが、それによって閉じ

しもなくて、10分間ずつ3回に分けて

こもってしまう高齢者もいることを意

歩 い て も、1日 の 合計 が 同 じ な ら 効果

識して、もう少し伝え方を分けたほう

に大差はありません。

がいいと思います。

一方で、有酸素運動には筋肉量の減少

高齢者や基礎疾患がある人は、新型

を防ぐ効果はほとんどありません。人

コロナウイルス感染症が重症化しやす

間の筋肉は中年期から1年に1％、10年

いとされています。ほとんどの高齢者

で10％の割合で減っていきます。加齢

は糖尿病などの基礎疾患を持っている

による筋肉低下を「サルコペニア」と呼

ので、基礎疾患が悪化した状態が特に

びますが、70歳以降も人に会いにいっ

危険なのでしょう。家に閉じこもり運

たり、趣味や娯楽に出かけたりするため

動不足になると、基礎疾患が悪化する

には、サルコペニアを予防し、移動能力

リスクが高くなるため、過度な自粛生

を保たなければなりません。そのため
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リモート食卓で笑顔が広がる

には筋トレが必要です。
筋トレの基本は下半身の筋肉を中心

─会 話の機会を維持するために、他に

に鍛えることです。なぜかというと、下

も何か工夫はあるでしょうか。

半身の筋肉のほうが上半身の筋肉より
もずっと衰えやすく、筋肉量の減少率に

with コロナ、あるいは after コロナに

して1.5倍の差があるとされているため

おいても、オンサイト（対面）とオンラ

です。その下半身の筋肉の中でも、移動

インとのハイブリットなコミュニティ

能力を維持するために特に重要なのが
「大

というものを考えていく必要があると

腰筋」と「大腿四頭筋」です。この2つの筋

思っています。

肉を鍛える基本的な筋トレを2つ挙げろ

実 は あ る 実 験 を し ま し た。私 は

といわれたら、
「 スクワット」と「ひざ伸

YouTube に健康二次被害の予防に関

ばし」ははずせません（23ページ参照）。

する動画を15本アップしていますが、

ただ、一人家で筋トレをし、人気のな

その最後の1本で、
“孤食”予防のための

い屋外を7000歩歩いても、人との会話

“リモート食卓”を取り上げています※。

はありません。ですから新型コロナウ

都内に住むお母さんと娘さんが、手作

イルスを正しく恐れ、2メートルの距離
を開けて誰かと一緒に散歩をしたり、

※久 野 先 生 の 研 究 室 の ホ ー ム ペ ー ジ か ら
「YouTube チャンネル
（外部サイト）
」
の動画シリー
ズにリンクが貼られています。
「筑波大学久野研
究室」で検索してください。

換気の良い場所で人に会ったりするこ
とが大切になります。

東京に住むお母さん・娘さんと、青森のおじいちゃん・おばあちゃんが “ リモート食卓 ” で会話を
楽しみました。
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りのカボチャケーキを青森で暮らすお

者の孤立や認知機能低下の防止につな

じいちゃん・おばあちゃんに事前に送り、

がると感じています。

オンライン会議アプリで顔を見て会話

─オンラインでの交流の普及も含め、コ

をしながら一緒に食べたんです。その

ロナ禍が何か良い方向への転換点に

時のおじいちゃん・おばあちゃんの笑

なるといいですね。

顔が忘れられません。電話の声だけで
は、あんなに楽しそうな表情にはなら

実際に、自粛生活を経験したことで

ないでしょう。

健康に関心を持ち、健康情報にアクセ

東京のお母さんは私の共同研究者で、

スしようとする人が以前よりも増えて

実家のご両親に頼んで実験に参加して

います。このつらいコロナ禍を乗り切っ

もらいました。実家では前日から「Wi-

た後には、多くの人が健康に関する正

Fi って何だ ?」と大騒ぎだったそうで、

しい知識を持ち、自分から行動を変え、

近くに住むお姉さんが準備を手伝い、

その結果、生活習慣病や要介護の人が

結局当日も仕事を半休して立ち会って

減ったという社会にすべきです。その

くれました。ただ、ご両親にとってお孫

ために私も、運動習慣を持つ人が増え

さんの顔を見ながら話ができるという

るような情報の発信に努めますし、教

ことが強いインセンティブ（意欲を引

育研究機関、政府、自治体、マスメディ

き出す動機）になったようで、今は自分

アなどみんなが力を尽くさなければな

たちでタブレットを用意し、東京との

らないと思っています。

オンラインでの会話を楽しんでいるそ
うです。
今回のコロナ禍での経験から、仕事
をリタイアした高齢者ほど社会との関
りが減りやすいため、オンラインのコ
ミュニティを整備することが必要だと
あらためて認識しました。何回かオン
ラインを体験すれば慣れるはずなので、
最初のハードルを下げることが、高齢
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～筋肉量を維持し、何歳になってもハツラツと～

10回で1セット
週に3回以上が目標

自宅でできるおすすめ筋トレ2選
■ ストレッチ

下半身の筋肉をバランスよく鍛える。
股関節を意識しながら
4 秒 間かけて腰を落と
し、
1秒間キープ。
4 秒 間かけて元に戻す
（最大90度までを目指
す）。
膝はつま先より先に出
さない。

■ ひざ伸ばし

●足腰が弱い方はイスを使いましょう

衰えやすい
「大腿四頭筋」
（太もも前側）
を鍛える。

背筋を伸ばし、
イスに
浅く座る。
両手でイスの座面の
前側を軽く押さえる。
両足は肩幅くらいに
開く。

足が床と平行になる
ように力を入れて4秒
間で上げる。
1秒間キープし、4秒
間かけて元に戻す。
左右それぞれ10回ず
つ繰り返す。

※久野譜也「60歳からの筋活」
（三笠書房）
より引用

久野先生が勧める筋トレ・運動のコツ
❶ ゆっくり動かす
トレーニング器具を使わない基本筋トレでは、一つひとつの動作をゆっくり丁寧に行うことで、
目的の
筋肉にしっかりと負荷をかけることができる。

❷ 長続きする「仕掛け」を準備してから運動を始める
運動の成果や回数を測定・記録する。
一緒に運動する仲間をつくり、
励みにする。
● 運動を始めることを周囲の人に宣言する。
●
●

❸ まず3週間は必ず続ける
「階段を上る時に息切れしなくなった」
「膝や腰の痛みが和らいだ」
といった運動効果を実感するまで
に3週間ほどかかるので、始める時に
「3週間は絶対に続ける」
と決意する。3週間を過ぎても効果を感
じなかったら運動の内容を見直す。
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