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認知症になると何もわからなくなる。

自分が自分でなくなってしまう。

こうした誤解や思い込みが

認知症は恐ろしい病気、不幸なこと、

というイメージを生み出します。

間違った思い込みに惑わされず、

認知症の本当の姿を知るためには、

正しい知識を持たなければなりません。

そのひとつのきっかけに

本誌がなることを望みます。

大阪大学大学院 医学系研究科 精神医学分野 教授

池田  学

はじめに
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認知症ってなに？
そもそも

1） 「都市部における認知症有病率と認知症の生活機能障害への対応」（平成23年度～平成24年度厚生労働科学研究費補助金認知症対策総合研究事業）
2） 「日本における認知症の高齢者人口の将来推計に関する研究（平成26年度厚生労働科学研究費補助金特別研究事業）」

脳がダメージを受け、生活がしづらくなった状態です。

認知症とは、何らかの病気によって脳のはたらきが低下し、日常生活や仕事に支障を

きたした状態を指します。自然な老化に伴う変化と認知症では、脳のダメージの程度、

症状、生活のしづらさが明らかに違います。

誰がなってもおかしくない、身近なことです。

日本では、2012年の時点で認知症の人の

数は約462万人といわれています1 ) 。

2025年には650～700万人に増え、65歳

以上の高齢者の5人に1人が認知症にな

ると予測されています2)。

監修： 池田  学 先生  大阪大学大学院 医学系研究科 精神医学分野 教授

2025年2012年

650～700万人

約462万人
高齢者の
5人に1人

認
知
症
の
高
齢
者
人
口

？
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さっき話したことを忘れて、何度も同じ話を繰り返した
り、物をしまった場所や約束を忘れたりします。火の消
し忘れ、薬の飲み忘れなどのリスクもあります。

記憶

ものごとを計画し、順序
だてて実行することが苦
手になり、家事や仕事の
段取りが悪くなります。

段取り

適切な言葉が出にくくなったり、
相手の話が理解できなくなった
りします。

言葉

注意力や集中力が低下
し、同時に２つのことが
しづらくなったり、会話に
ついていけなくなります。

注意

今がいつなのか、ここが
どこなのかわからなく
なることがあります。

日付・場所

どんな症状があるの？
もの忘れだけが認知症の症状ではありません。

記憶したり、集中したり、判断したりする脳の機能（認知機能）が衰える

ことで、様々な症状があらわれます。どのような症状があらわれるかは、

個人により異なります。　　　

監修： 大阪大学  池田  学 先生
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どんな病気が原因なの？
代表的なのは
3つのタイプです。

3大認知症の原因と症状

認知症の原因となる病気は様々です。原

因によって、でやすい症状が異なります。

最も多いアルツハイマー型認知症をは

じめとする3つのタイプが、3大認知症と

呼ばれています。

治るタイプの認知症もあります。
特発性正常圧水頭症、慢性硬膜下血腫、甲状腺機能低下症などの病気が原因で
認知症の症状がでている場合は、早くみつけて治療することで、もとの状態に戻る
可能性があります。だからこそ早期診断が大切です。

アルツハイマー型
認知症

アミロイドベータやリン
酸化タウと呼ばれる異常
なたんぱく質が脳にたま
り、脳が縮んでしまいま
す。記憶力の低下から始
まることが多く、進行につ
れて日付や場所がわから
なくなる、家事や仕事の
段取りが悪くなる、など
の症状が加わります。

レビー小体型
認知症

脳の中に、レビー小体と
呼ばれる異常なたんぱく
質のかたまりがみられま
す。実際にはいない人や
物 が 見 える幻 視 、その
時々による理解や感情の
変動のほか、すり足歩行
やぎこちない動作（パー
キンソン症状）などを伴
うこともあります。

血管性認知症

脳の血管の一部が詰まる
脳梗塞、破れる脳出血な
どが原因です。ダメージ
を受ける脳の場所によっ
て症状が異なります。手
足のしびれや麻痺などの
神経症状を伴うことが多
いです。動脈硬化を防ぐ
ことで予防できる認知症
です。　

アルツハイマー型
50％

血管性
15％

その他
15％

レビー小体型
20%

出典： レビー小体型認知症サポートネットワークホームページ

監修： 大阪大学  池田  学 先生
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どのように進行するの？
アルツハイマー型認知症の場合は、
年単位でゆるやかに進行します。

アルツハイマー型認知症は、年単位の時間をかけて徐々に記憶力、理解力、判断力が低

下し、日常生活に支障をきたしてきます。

経過には個人差がありますが、特に高齢者では、短期間で目に見えて症状が進むのは

ごくまれです。急に悪化する場合は、治るタイプの認知症も含め、別の原因が考えられ

ます。

変化は連続的で、急に何かが変わるわけではありません。

アルツハイマー型認知症の研究により、

認知症の症状が出る10～20年前から、

脳の中に異常なたんぱく質（アミロイド

ベータ）がたまり始めることがわかりま

した※。つまり、認知症が発症するずっと

前から脳の病的な変化はゆっくりと進

行します。

そしてある時点で、もの忘れなどの症状

があらわれ、やがて生活に支障をきたし

て認知症と診断されます。ただ、認知症と

診断されたからといって、それだけで脳

内の変化のスピードが速くなるわけでな

いので、その日から突然、できていたこと

ができなくなるわけではありません。

※出典： Sperling RA et al.: Alzheimers Dement 2011; 7(3): 280-292

Sperling RA et al.: Alzheimers Dement 2011; 7(3): 280-292より作図

認知機能の低下

脳の病的な変化
進行

認知症の診断もの忘れの出現
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レビー小体型認知症の場合は、
調子の良いときと悪いときを繰り返しながら進行します。

時間帯や日によって認知機能に

変動があります。しかし、次第に

認知機能は低下します。

血管性認知症の場合は、急に発症し、
階段状に進行します。

脳出血や脳梗塞の後、急激に発

症し、その後も脳出血や脳梗塞

を起こすたびに症状が階段状に

進行していくことが多いです。

●血管性認知症の症状の進み方

認
知
症
の
症
状

老化によるもの忘れ

階段状の進行

時間の流れ

時間の流れ

認
知
機
能（
注
意
や
集
中
）

老化によるもの忘れ

●レビー小体型認知症の症状の進み方 （イメージ図）

（イメージ図）

調子がよいときと悪いときを
繰り返しながら進行

図監修 : 大阪大学 池田 学先生

図監修 : 大阪大学 池田 学先生
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どのように始まるの？
「何かおかしい」という感覚が最初にあります。

軽度認知障害（MCI）とは？

自分自身や周囲の方が、以前に比べて記憶力
や判断力などの認知機能の低下を感じてい
るものの、日常生活に支障が生じるほどの大
幅な低下ではなく、認知症の診断には至らな
い状態が軽度認知障害（MCI）です。2012年
の時点で、日本国内において約400万人もの
人がこの状態にあると推測されています※。

健康な状態に戻る場合もあります。

MCIは、そこからさらに認知機能が
低下し認知症に至る可能性のある
状態といわれています。ただ、原因
によっては現状が保たれたり、回復
したりすることもあるため、MCIの
方が必ず認知症になるわけではあ
りません。これまで様々な研究がな
されており、1年で16～41％の人が
健康な状態に戻ったとの報告もあ
ります※。

認知症の症状が明らかになる前に、「何かおかしい」「以前とはどこか違う」と感じる人

が多いようです。「以前より認知機能の低下はあるものの、認知症ではない状態」を軽度

認知障害（MCI）と呼ぶことがあります。

原因は様々で個人によって
症状が異なります。

旅行の計画を立てる、明細書の整理
など細かな金銭管理を行う、現在服
用している薬を管理してきちんと飲
む、といった複雑な作業には時間がか
かったり、軽い支障をきたす場合があ
ります。原因は様々であり、どのような
症状があらわれるかは個人によって
異なります。

※出典： 認知症疾患診療ガイドライン2017，「認知症疾患診療ガイドライン」作成委員会, p147, 2017, 医学書院

※出典： 認知症対策総合研究事業「都市部における認知症有病率と
　          認知症の生活機能障害への対応」（H25.5報告）

MCI： Mild Cognitive Impairment

加齢と認知機能(イメージ図)

高

低

16％～41％／年※

5％～15％／年※

MCIの人

認知症の人

健康な人

認知機能が戻る人

認知症に進む人
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専門医に聞きました

認知症の専門医は、

世の中の認知症のイメージに対して

何を思っているのでしょう。

早期の診断が早期の絶望とならないように、

本人や家族に何を伝えているのでしょう。

専門医の話を聞くことで、

あまり知られていない認知症の

実像が見えてきます。

早期に受診し、診断を受けることで、

治療に加えてどのようなアドバイスや

心理的なサポートが得られるのかがわかります。
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認知症の実像と世の中の
イメージにはギャップがあります。

専門医に聞きました

─ どのような人が認知症の専門外来を

受診されているのでしょうか？

　20年以上前は、認知症がかなり進ん

でから、家族が困って連れてこられる

ケースがほとんどでした。でも、1999

年にアルツハイマー型認知症の治療薬

が日本で発売され、2000年に介護保険

制度が始まったころからは、比較的早

期に受診されるケースが増えました。

この5年、10年は、認知症ではないMCI

（軽度認知障害）レベルの方もふつうに

受診されます。一人で来られる方も多

いですし、大学病院の複雑な受診手続

きを、すべて自分ですまされる方も少

なくありません。20年前には考えられ

なかったことですよ。

─ その一方で、一般的には、認知症の人

イコール重度の人、徘徊する人といっ

たイメージが強いようですが。

　新聞やテレビのニュースで認知症が取材：2019年7月18日 ANAクラウンプラザホテル大阪

池田  学 先生

大阪大学大学院 医学系研究科
精神医学分野 教授

池田先生は、認知症医療や脳と心の研究な

どに取り組んできました。熊本大学時代に

「熊本モデル」と呼ばれる先進的な認知症

医療ネットワークを構築するなど、地域活

動にも従事しています。
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取り上げられるのは、徘徊して行方不

明になったり、車を運転して事故が起

きたりしたときが多いですからね。医

学部の学生ですら、認知症イコール重

度という感覚です。実習で軽度の認知

症の方々を診察したあとに感想を聞く

と、たいていの学生は、「認知症の患者

さんとは思えません。ふつうのおじい

ちゃん、おばあちゃんでした」と驚きを

述べます。「そういう感覚を持ってほ

しいんだ」と私はいつも話しています。

─ 認知症に対する思い込みや偏見をな

くすためには何が必要なのでしょう。

　一番大切なのは、認知症のことを正

しく知ることです。たとえば、「認知症

になっても、最初のうちはできること

のほうが多い」というのもそのひとつ。

アルツハイマー型認知症やレビー小体

型認知症などの神経変性疾患は、世間

一般のみなさんが思っているほど早く

は進行しません。特に高齢者の場合は、

早めに医療や介護の態勢を整えれば、

1年後に目に見えて進んでいるような

人はごくわずかです。

─ 今は認知症の根本治療薬はありませ

んが、早く受診したほうが良いので

しょうか。

　そうですね。私が認知症の診療を始

めたころに比べると、今のほうが明ら

かに穏やかな経過の方が多くなってい

ます。アルツハイマー型認知症の治験

に参加し、プラセボ（偽薬）を服用した

人のデータをあらためて年代別に解析

したところ、進行のスピードが遅くなっ

ていたという報告もあります※。これは、

認知症の人に対するケアや、合併症の

管理などのレベルが、年々上がってい

るためだと思われます。　

─ アルツハイマー型認知症と診断した時

には、どのような話をするのでしょう。

「火の元と、薬の管理と、夏だったら熱

中症対策、そして場合によっては自動

車運転の中止、これだけは徹底しない

生命にかかわるリスクは徹底管理。
でもそれ以外は今までと同じ生活。

※出典： Jones RW et al .: Alzheimer Dis Assoc Disord. 2009; 23(4): 357-364
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といけませんよ。もしあなたができな

いなら、ご家族にしっかり管理しても

らってください。ただ逆にいうと、もの

忘れがあっても命にかかわるのはこれ

ぐらいです。あとは今までの生活を変

える必要はありませんよ」ということ

は必ず説明しています。

─ 世間では認知症の予防法がいろいろ

と話題になっています。

　かかりつけ医の先生と一緒に糖尿病

や高血圧をきちんと管理し、脳卒中を予

防しましょう、というのが最もオーソドッ

クスな方法ではないでしょうか。血管

性認知症をある程度予防できますし、ア

ルツハイマー型認知症やレビー小体型

認知症の進行が早まることも防げます。

ただそれ以外の方法に関しては、ほとん

どエビデンス（根拠）がないので、認知症

を予防できるかのように強調するのは

危険です。認知症になった人が負い目

を感じてしまいかねないし、「家族が認

知症になったのは、私のお世話の仕方が

悪かったからだ」と自分を責める真面目

な介護者はたくさんいます。

　バランスの良い食事、適度な運動、社

会的な活動など、健康全般に良いとさ

れる習慣は取り入れるといいでしょう。

脳トレは、好きならおやりになるとい

い。でも、嫌々やってストレスをためる

ぐらいなら、友だちとカラオケで歌う

なり、庭づくりをするなり、自分の好き

なことに時間を使ったほうがよっぽど

充実した生活を送れます。

─ 「認知症の人と共生する社会」という

言葉が使われます。具体的にはどの

ような社会なのでしょう。

　コミュニティや家族のなかに認知症

の方がいて当たり前ということではな

いでしょうか。認知症のために困る事

こともあるでしょうが、仲間と一緒に

いるのが当たり前。周囲の人も特別に

構えるわけでもなく、ふつうに一緒に

いる。隣にいて当たり前ということが

「共生」なのだと思います。

認知症の人が当たり前に隣にいる。
仲間としている。
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今後の見通しを具体的に 
伝える

　砂川市立病院の認知症疾患医療セン

ター（以下、同センター）では、医師が初

回の診察に1時間、診断後の説明に30分

～1時間をかけています。説明の内容は、

①認知機能検査と、脳の形や血液の流れ

をみる画像検査の結果、②認知症であれ

ば診断名（病気）とその特徴、③治療法、

④日常生活での注意点、⑤介護保険の利

用の勧め、などです。

　同センター長で認知症専門医の内海

久美子先生は、「ご本人とご家族にとっ

て、診断・告知は認知症とともに生きる

スタートラインです。特に早期で来ら

れた方ほど動揺が大きいので、今後の生

活に対してご本人とご家族が抱える不

診断直後の不安に寄り添う
診断・告知の現場から

取材：2019年7月12日 砂川市立病院（北海道）

内海 久美子 先生

砂川市立病院 
認知症疾患医療センター長

柳
やなぎわたり

渡 彩香 先生

砂川市立病院 
公認心理師 臨床心理士

内海先生は、2004年に砂川市立病
院で「もの忘れ専門外来」を開設し
ました。その後、行政、介護スタッフ、
家族の会、市民とともに、地域で認
知症の人を支えるための様々な活
動に取り組まれています。内海先生
の声かけで、認知症の人の受診付き
添いなどをするボランティアの会
“ぽっけ”も誕生しました。

砂川市 旭川市

札幌市
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安や、たくさんの疑問により時間をかけ

て耳を傾け、しっかりお答えするように

しています」と話します。

　説明の内容や仕方は、病気の種類や

進行度、そして本人や家族がどのよう

な不安を持っているかによって異な

ります。たとえば、内海先生は認知症

と診断した本人・家族からよく、「いつ

からオムツになるんですか？」「徘徊

はいつごろから始まるんですか？」と

いった質問を受けるそうです。進行が

緩やかなアルツハイマー型認知症で、

かつ軽度の場合、内海先生はこのよう

に答えることが多いといいます。

「経過には個人差がありますが、今の軽

度の段階から、これまでできていた家

事や一人での外出が難しくなってしま

う中等度に進むまで約5年というスパ

ンです。数年でアッという間に進むわ

けではありません。私の患者さんにも、

軽度で受診されてから5年ほど過ぎ、中

等度に進んでいる方々がいますが、そ

の段階でも一人でトイレに行かれます

し、お洋服も着られます。同じことを聞

く回数が増え、料理や買い物をできな

くなることはあるかもしれませんが、

おそらく自分のことは、ほんのわずか

な声掛けや手伝いがあれば自分ででき

ると思いますよ」

つながりを切らさない

　今後の見通しに対する誤解や過度な

不安を取り除いたうえで、内海先生は

早期の認知症の人に、「せっかく早く受

診してくださったのですから、できる

だけ状態が悪くならないような活動を

５
年
後
、認
知
症
の

中
等
度
に
進
ん
だ
と
し
て
も
、

自
分
で
で
き
る
こ
と
は

た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
よ
。
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しましょう」と提案します。具体的には、

適度な運動を続けること、社交的であ

ること、飲酒を控えること、新聞の見出

しだけでも読む習慣をつけること、3行

でもいいから日記を書き、翌日読んで

昨日の出来事を振り返ること、などを

勧めています。

「無理な運動は骨折のリスクがあるの

で、散歩レベルで十分です。また、北海

道は雪かきがあるので、『雪かき、がん

ばってください』とお話しています」

　最後に、「何か心配でしたら、いつで

もお電話をくださいね」という声かけ

で内海先生の説明は終了します。

　医師の説明に続き、看護師・心理士が、

地域での支援体制を紹介しつつ介護相

談に応じます。心理士の柳渡彩香さん

は、「ご本人とご家族は、医師から『今ま

でどおり自信をもって暮らしていいの

よ』といったお話を聞いているので、私

がお会いするときにはもう気持ちが切

り替わっている印象を受けます」と言

います。

　柳渡さんも内海先生と同様に、診断・

告知を機に、医療職とのつながりが生

まれ、続いていくことを強調します。

「『何か困ったことがあったら、誰に聞

けばいいのかわからないようなこと

でもかまわないので、とりあえず電話

してください。遠慮しないで。待って

いますからね』とお伝えしています」

　診断・告知後の不安に寄り添うこう

した姿勢があるからなのでしょう。同

センターが、早期の認知症の人と家族

を対象にアンケートを行ったところ、「受

診前に抱えていた不安が、受診後は軽

減した」という声が多くみられたそう

です。

困
っ
た
こ
と
が
あ
っ
た
ら
、

い
つ
で
も
電
話
し
て
く
だ
さ
い
。

待
っ
て
い
ま
す
か
ら
ね
。
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なんとなく、おかしい ・・・

秋男さん　頭に霧がかかるというか、

ボワーッとするようになって、やる気

も起きないんです。市場の上司からは、

「おまえ、大丈夫か？」って言われまし

た。目が死んだようになっていたんだ

と思います。

仲間と一緒に品川を盛り上げたい。

認知症とともに暮らす

柿下 秋男 さん
東京都品川区在住、65歳。
大学時代、ボート競技のコックス

（舵とり）として、モントリオール
オリンピックに出場。

パートナー

柿下 房代 さん

柿下秋男さんは東京大田市場で40年間勤務していましたが、2014年ごろに「なんとなく
おかしい」と感じ、軽度な認知障害の疑いがあると告げられ、その後認知症と診断されました。
2016年に退職。現在は『みんなの談義所しながわ』の仲間たちと様々なイベントを行う
など、充実した日々を送っています。

取材：2019年7月8日　アワーズイン阪急（東京）
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房代さん　夫が勤めから帰ってきて、

椅子に座っていても気配を感じないん

です。こんなに人って存在感がなくな

るものかなあ、と思いました。あと、仕

事以外の土日はボートしかしてなくて、

海外の大会にも行ってたんですけれど、

荷物の用意を何回もするんですよ。昨

日用意したのに、また今日もって。

秋男さん　今、妻が言っているような

ことも、そういえばそんなことがあっ

たかな、ぐらいで、記憶のなかにもあ

んまりないんですよ。

デイケアで 
暮らしにメリハリを

房代さん　通っている認知症の専門

クリニックで「デイケアもありますよ」

と誘われて、夫と見学した日は書道を

やっていました。帰りに喫茶店に入っ

たんですけれど、夫は「う～ん。行くの

か……」と気が進まない様子で。

秋男さん　はじめはそうだったな。

房代 さ ん　「でもまあ行ってみよう

よ」って、市場の仕事を早く終われる

土曜日の午後のデイケアに参加しま

した。その時間のプログラムがたま

認知症とともに暮らす

たま筋トレで、スポーツが好きな夫に

合っていたみたいです。　

秋男さん　自分の体重を負荷にする

少し軽い筋トレなんです。最後は眠る

ようなかたち（自律訓練法）で終わる

んですが、頭がスーッと軽くなってと

ても気持ちいいんですよ。ああこれで

1週間終わったなと区切りになり、ま

た1週間がんばろうと思える。筋トレ

をしないとリズムがくるうのでずっ

と続けています。　

房代さん　一緒に筋トレをしている

人たちが、みんなすごいしゃべって楽

しい雰囲気なんですよ。

秋男さん　特に女の人。ほら、元気な

年配の女性が2、3人いるじゃん。冗談

言い合って、蹴飛ばされちゃうもんね。

本当に認知症か、みたいな。　

房代さん　お互いそう思ってますよ。

ゆるやかに退職へ

房代さん　軽度な認知障害の疑いが

あると告げられたあとも1年半ほど仕

事を続けました。　　

秋男さん　退職は自分で決めました。

私は役員として100人ほどの部下を
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抱えていたので、ストレスも大きいわ

けですよ。この先ずっとストレスを背

負うのは相当きついし、親分がそんな

状態では部下の士気も上がりません

よね。もうそろそろ次の人生に進もう

と思いました。脳が嫌がることはせず、

自分が好きなこと、脳が喜ぶことをし

ようと。仕事を辞める寂しさはありま

したが、クリニックに通いながら少し

ずつ移行する感じだったので、そんな

に抵抗感はなかったですね。　

房代さん　みなさんあったかくて、い

い感じで辞めさせてもらいましたよ

ね。「元気になって良かったね」という

年賀状もいただいて。

秋男さん　毎年OB会があり、当時の

上司や部下がいっぱい集まるんです。

そこでも「顔色、いいじゃないですか」

とか言われるんですよ。　

地域の仲間たちと

房代さん　この前、談義所のメンバーが

朝5時ぐらいに車で迎えに来てくださっ

て、静岡の富士宮市で行われた

ソフトボール大会に行ってきま

した。それがすごい楽しくて。　

秋男さん　ねえ、楽しかったぁ。

グラウンドのうしろに富士山が

あって素晴らしい景観でした。

それでMVPまでもらっちゃっ

たからね。談義所のメンバーと

は、ほかにもマラソン大会や餅

つきなど、いろいろな活動を一

緒に楽しんでいます。

房代さん　夫が談義所の集まり

に初めて出たときは、「認知症

じゃない人と久しぶりに話した」

と言って、「疲れる」とつぶやい

若年性認知症の人たちの支援をきっかけに集まった地
域の仲間。認知症本人・家族、医療・介護・福祉の専門職
など地域の方々がゆるやかにつながっています。

みんなの談義所しながわ

写真提供：柿下さん
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ていました。　

秋男さん　向こうの人が

こう言って、こっちの人

がこう言って、というの

を集中して聞くのは、こ

こんとこない体験だった

んで、脳が疲れるんです

よ。だけどそれが良い刺

激になるし、楽しいとも

感じるようになりました。

応援してくれる仲間たち

と、「次なにやる？」「じゃ

あこれやりたいな」「やろ

うやろう」って一緒になっ

て遊んでいます。

房代さん　この前、談義所の人と話し

ていてすごくうれしかったのは、「別に

誰かが誰かを支えるとかじゃなく、自

分たちも自分たちのやりたいことを

やって楽しいんですよ」と言ってくれ

たこと。餅つきをしたときも、つきた

い人はついて、つきたくない人は座っ

て飲んでいたりして、「いいんだよ。こ

こで全員自由にしてていいんだよ」と

いう感じなんです。これなら知り合い

の認知症の人も呼びやすいなあって。　

秋男さん　品川にはまだ下町の風土が

残っていて、東京なんだけど田舎のあ

たたかさみたいなものを持った人たち

がいるんですよ。談義所のメンバーは、

そうした地域が元気になるような活動

を地道に続けてくれています。僕もそ

うした人たちとつながりながら、認知

症本人として、できることをしていき

たいですね※。「あたたかい人がいて、

住みやすくて、素晴らしいな、品川」み

たいに、みんなで盛り上げていけたら

いいなあと思っています。

※ 柿下さんは、地域の認知症関連の講座等では 
講師役も務めています。

認知症とともに暮らす

談義所のメンバーの同行で『第6回全日本認知症ソフトボール
大会』に参加。（2019年3月24日 静岡県富士宮市）。柿下さんは
攻守にわたり活躍し、大会MVPを受賞しました。

写真提供：柿下さん



2020年4月作成
DTIE1002CKA

東京海上日動火災保険株式会社
東京都千代田区丸の内 1-2-1

エーザイ株式会社 
東京都文京区小石川 4-6-10


