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g烝鑢癮畽瘨┖㿉磕窾种籞g烝鑢癮畽瘨┖㿉磕窾种籞g烝鑢癮畽瘨┖㿉磕窾种籞g烝鑢癮畽瘨┖㿉磕窾种籞g烝鑢癮畽瘨┖㿉磕窾种籞g烝鑢癮畽瘨┖㿉磕窾种籞g烝鑢癮畽瘨┖㿉磕窾种籞g烝鑢癮畽瘨┖㿉磕窾种籞
臤䐢g烝鑢畽瘨┖皕臁珽䕺k癮G蠟ò癮珽痠癉輸’瘃矞璒臤䐢g烝鑢畽瘨┖皕臁珽䕺k癮G蠟ò癮珽痠癉輸’瘃矞璒

𦣪䐢g烝鑢畽瘨┖皕臁ィî┘癮縫檟┘w膅畒矞畱皕箛䅈祲竴碻祲稛籞䐢𦣪䐢g烝鑢畽瘨┖皕臁ィî┘癮縫檟┘w膅畒矞畱皕箛䅈祲竴碻祲稛籞䐢

㿉痮瘳ィî┘癉82⊕痮瘳畱痀┘刀疰彌畱璒㿉痮瘳ィî┘癉82⊕痮瘳畱痀┘刀疰彌畱璒

臬䐢磕窾种籞皕嫻鑚ɚ癉縫尣リ藴朿癉瞟矞┘w𤹪臁瀧めɚ癉1/6抵ɚ臬䐢磕窾种籞皕嫻鑚ɚ癉縫尣リ藴朿癉瞟矞┘w𤹪臁瀧めɚ癉1/6抵ɚ

Gæ㌱湊癮徹託砅莉瘃疰臁曨畽瘨杇㿉皕ぎ𤺋瞤舅畽瘨跚便皕𤺋痀臁Gæ㌱湊癮徹託砅莉瘃疰臁曨畽瘨杇㿉皕ぎ𤺋瞤舅畽瘨跚便皕𤺋痀臁

邑癉⊕湊褻瘛痏疰㏌矞㿉暼57痠矟矞璒邑癉⊕湊褻瘛痏疰㏌矞㿉暼57痠矟矞璒

臽䐢ィî┘癮縫檟┘w籗穂鑢┘w㿉痮瘳癮曨畽瘨杇睼曨磕窾种籞杇膅浪O̊臽䐢ィî┘癮縫檟┘w籗穂鑢┘w㿉痮瘳癮曨畽瘨杇睼曨磕窾种籞杇膅浪O̊

┘w㿉畱疌矞䐢癮æ┘㎏燗癉臁畽瘨┖4/1110嘖0膅不罵縫尣縫褫籗┘w㿉畱疌矞䐢癮æ┘㎏燗癉臁畽瘨┖4/1110嘖0膅不罵縫尣縫褫籗

縫澳w嘖ɔョ𤺋癁𦩘䐢癉ブ痱矞g朝磽廸尤臁瘃𤺋矬瘜縫澳w嘖ɔョ𤺋癁𦩘䐢癉ブ痱矞g朝磽廸尤臁瘃𤺋矬瘜tau, TDPtau, TDP--

43, 43, 𥆩瘓皕𥆩瘓皕αα--synucleinsynuclein癮4/1110n76不盨癮49G睼臁癮4/1110n76不盨癮49G睼臁AβAβ癮出ワ癮出ワ

弸49G𤺋癁臁ぎ濟瘓砉ɔョ癮49G痂絣疰輸諾痮瘳畱矞療1磽疰弸49G𤺋癁臁ぎ濟瘓砉ɔョ癮49G痂絣疰輸諾痮瘳畱矞療1磽疰

畒瞤臁㾮癮ミ軛疰鑢瘤痠矟矞璒畒瞤臁㾮癮ミ軛疰鑢瘤痠矟矞璒

黽霓57斟舢黽霓57斟舢 g烝㋐4/11諭旄邉アg烝㋐4/11諭旄邉ア 0099滬0滬044陵臁陵臁20082008

端ギ𤺋ィî┘┏笊膅4/1110廸磽┏笊臁✂っ磽臁糂韆磽っ䐢端ギ𤺋ィî┘┏笊膅4/1110廸磽┏笊臁✂っ磽臁糂韆磽っ䐢端ギ𤺋ィî┘┏笊膅4/1110廸磽┏笊臁✂っ磽臁糂韆磽っ䐢端ギ𤺋ィî┘┏笊膅4/1110廸磽┏笊臁✂っ磽臁糂韆磽っ䐢端ギ𤺋ィî┘┏笊膅4/1110廸磽┏笊臁✂っ磽臁糂韆磽っ䐢端ギ𤺋ィî┘┏笊膅4/1110廸磽┏笊臁✂っ磽臁糂韆磽っ䐢端ギ𤺋ィî┘┏笊膅4/1110廸磽┏笊臁✂っ磽臁糂韆磽っ䐢端ギ𤺋ィî┘┏笊膅4/1110廸磽┏笊臁✂っ磽臁糂韆磽っ䐢

埞埞埞埞埞埞埞埞磕䈎穙䆴磹䇳籞┖籗磕䈎穙䆴磹䇳籞夂ィî┘磕䈎穙䆴磹䇳籞┖籗磕䈎穙䆴磹䇳籞夂ィî┘磕䈎穙䆴磹䇳籞┖籗磕䈎穙䆴磹䇳籞夂ィî┘磕䈎穙䆴磹䇳籞┖籗磕䈎穙䆴磹䇳籞夂ィî┘磕䈎穙䆴磹䇳籞┖籗磕䈎穙䆴磹䇳籞夂ィî┘磕䈎穙䆴磹䇳籞┖籗磕䈎穙䆴磹䇳籞夂ィî┘磕䈎穙䆴磹䇳籞┖籗磕䈎穙䆴磹䇳籞夂ィî┘磕䈎穙䆴磹䇳籞┖籗磕䈎穙䆴磹䇳籞夂ィî┘(AD)(AD)

埰埰埰埰埰埰埰埰20✂っ磽ィî┘20✂っ磽ィî┘20✂っ磽ィî┘20✂っ磽ィî┘20✂っ磽ィî┘20✂っ磽ィî┘20✂っ磽ィî┘20✂っ磽ィî┘(VD)(VD)

㙊㙊㙊㙊㙊㙊㙊㙊箵竌籞椌典夂ィî┘箵竌籞椌典夂ィî┘箵竌籞椌典夂ィî┘箵竌籞椌典夂ィî┘箵竌籞椌典夂ィî┘箵竌籞椌典夂ィî┘箵竌籞椌典夂ィî┘箵竌籞椌典夂ィî┘(DLB)(DLB)

埸埸埸埸埸埸埸埸縫尣罵尣リ廸磽┘縫尣罵尣リ廸磽┘縫尣罵尣リ廸磽┘縫尣罵尣リ廸磽┘縫尣罵尣リ廸磽┘縫尣罵尣リ廸磽┘縫尣罵尣リ廸磽┘縫尣罵尣リ廸磽┘(FTLD)(FTLD)

縫尣罵尣夂ィî┘縫尣罵尣夂ィî┘縫尣罵尣夂ィî┘縫尣罵尣夂ィî┘縫尣罵尣夂ィî┘縫尣罵尣夂ィî┘縫尣罵尣夂ィî┘縫尣罵尣夂ィî┘(FTD, (FTD, 竨穖祲┖竨穖祲┖竨穖祲┖竨穖祲┖竨穖祲┖竨穖祲┖竨穖祲┖竨穖祲┖))っっっっっっっっ
埻彳202ョ嫻熹馭廸磽┘埻彳202ョ嫻熹馭廸磽┘埻彳202ョ嫻熹馭廸磽┘埻彳202ョ嫻熹馭廸磽┘埻彳202ョ嫻熹馭廸磽┘埻彳202ョ嫻熹馭廸磽┘埻彳202ョ嫻熹馭廸磽┘埻彳202ョ嫻熹馭廸磽┘(CBD)(CBD)

埽埽埽埽埽埽埽埽禍⊕磽馭琢磽鬳┺禍⊕磽馭琢磽鬳┺禍⊕磽馭琢磽鬳┺禍⊕磽馭琢磽鬳┺禍⊕磽馭琢磽鬳┺禍⊕磽馭琢磽鬳┺禍⊕磽馭琢磽鬳┺禍⊕磽馭琢磽鬳┺(PSP)(PSP)

堄堄堄堄堄堄堄堄彌㋷35チた┘彌㋷35チた┘彌㋷35チた┘彌㋷35チた┘彌㋷35チた┘彌㋷35チた┘彌㋷35チた┘彌㋷35チた┘(MSA)(MSA)

堞堞堞堞堞堞堞堞瀞w馭₁馭㈼42U䈎磹典チた┘瀞w馭₁馭㈼42U䈎磹典チた┘瀞w馭₁馭㈼42U䈎磹典チた┘瀞w馭₁馭㈼42U䈎磹典チた┘瀞w馭₁馭㈼42U䈎磹典チた┘瀞w馭₁馭㈼42U䈎磹典チた┘瀞w馭₁馭㈼42U䈎磹典チた┘瀞w馭₁馭㈼42U䈎磹典チた┘(DRPLA)(DRPLA)

堧堧堧堧堧堧堧堧彌æ磽Ě尤┘彌æ磽Ě尤┘彌æ磽Ě尤┘彌æ磽Ě尤┘彌æ磽Ě尤┘彌æ磽Ě尤┘彌æ磽Ě尤┘彌æ磽Ě尤┘(MS) (MS) 

堹禍⊕鬳┺堹禍⊕鬳┺堹禍⊕鬳┺堹禍⊕鬳┺堹禍⊕鬳┺堹禍⊕鬳┺堹禍⊕鬳┺堹禍⊕鬳┺
𡏄礐磹𥞩20┘𡏄礐磹𥞩20┘𡏄礐磹𥞩20┘𡏄礐磹𥞩20┘𡏄礐磹𥞩20┘𡏄礐磹𥞩20┘𡏄礐磹𥞩20┘𡏄礐磹𥞩20┘
塉塉塉塉塉塉塉塉CreuzfeldCreuzfeld--Jakob Jakob ┖┖┖┖┖┖┖┖(CJD)(CJD)舢𥫣箛礥篖┖舢𥫣箛礥篖┖舢𥫣箛礥篖┖舢𥫣箛礥篖┖舢𥫣箛礥篖┖舢𥫣箛礥篖┖舢𥫣箛礥篖┖舢𥫣箛礥篖┖
塌弸漠磽舢綫磽Ě80託✂49塌弸漠磽舢綫磽Ě80託✂49塌弸漠磽舢綫磽Ě80託✂49塌弸漠磽舢綫磽Ě80託✂49塌弸漠磽舢綫磽Ě80託✂49塌弸漠磽舢綫磽Ě80託✂49塌弸漠磽舢綫磽Ě80託✂49塌弸漠磽舢綫磽Ě80託✂49
塧磕䈎禴籞䈎磽ィî┘塧磕䈎禴籞䈎磽ィî┘塧磕䈎禴籞䈎磽ィî┘塧磕䈎禴籞䈎磽ィî┘塧磕䈎禴籞䈎磽ィî┘塧磕䈎禴籞䈎磽ィî┘塧磕䈎禴籞䈎磽ィî┘塧磕䈎禴籞䈎磽ィî┘ っっっっっっっっ
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池渝癮鞳f淋諭₂𥞴篖池渝癮鞳f淋諭₂𥞴篖
稛籞癉4/1110飫┖稛籞癉4/1110飫┖, , 彌æ彌æ
磽Ě尤┘磽Ě尤┘(MS)(MS)癮汲₂癮汲₂
癮瘓𥇍評㾱嘆癮笊k痠癮瘓𥇍評㾱嘆癮笊k痠
砉瞟瞤榲畱瘓疢リ鎬癮砉瞟瞤榲畱瘓疢リ鎬癮
転仟璒セ瞤3瘃27882転仟璒セ瞤3瘃27882
鶇𤹪睘汲Ẽ痮𤺋畱飫汲鶇𤹪睘汲Ẽ痮𤺋畱飫汲
磽なē癉檮痮臁痟ギネ磽なē癉檮痮臁痟ギネ
癮癮箐穖𥫣₂堙箐穖𥫣₂堙砅4/1110不砅4/1110不
56諭籗27856諭癉疢讙56諭籗27856諭癉疢讙
疌痮鎮ぁ痠矟臁コ宙癉疌痮鎮ぁ痠矟臁コ宙癉
汲Ẽ痮瘓㿉癮痟寤櫓㿉汲Ẽ痮瘓㿉癮痟寤櫓㿉
糂〕癮疢ヮリ璒糂〕癮疢ヮリ璒

烋耨烋耨コケコケ烝烝ゲゲ鏤鏤コサコサ蹙蹙

40烝æ┘癮ィî┘40烝æ┘癮ィî┘40烝æ┘癮ィî┘40烝æ┘癮ィî┘40烝æ┘癮ィî┘40烝æ┘癮ィî┘40烝æ┘癮ィî┘40烝æ┘癮ィî┘

臤䐢臤䐢臤䐢臤䐢臤䐢臤䐢臤䐢臤䐢穂g鑢畒矞畱皕㾮矟通縫膅穂g鑢畒矞畱皕㾮矟通縫膅穂g鑢畒矞畱皕㾮矟通縫膅穂g鑢畒矞畱皕㾮矟通縫膅穂g鑢畒矞畱皕㾮矟通縫膅穂g鑢畒矞畱皕㾮矟通縫膅穂g鑢畒矞畱皕㾮矟通縫膅穂g鑢畒矞畱皕㾮矟通縫膅6565656565656565遁通縫䐢癉æ┘遁通縫䐢癉æ┘遁通縫䐢癉æ┘遁通縫䐢癉æ┘遁通縫䐢癉æ┘遁通縫䐢癉æ┘遁通縫䐢癉æ┘遁通縫䐢癉æ┘
瘃矞ィî┘砅畱畽瘃矞ィî┘砅畱畽瘃矞ィî┘砅畱畽瘃矞ィî┘砅畱畽瘃矞ィî┘砅畱畽瘃矞ィî┘砅畱畽瘃矞ィî┘砅畱畽瘃矞ィî┘砅畱畽

𦣪䐢g烝鑢ィî┘臁穂g鑢ィî┘㿉畱畽㽷瞢臁𦣪䐢g烝鑢ィî┘臁穂g鑢ィî┘㿉畱畽㽷瞢臁𦣪䐢g烝鑢ィî┘臁穂g鑢ィî┘㿉畱畽㽷瞢臁𦣪䐢g烝鑢ィî┘臁穂g鑢ィî┘㿉畱畽㽷瞢臁𦣪䐢g烝鑢ィî┘臁穂g鑢ィî┘㿉畱畽㽷瞢臁𦣪䐢g烝鑢ィî┘臁穂g鑢ィî┘㿉畱畽㽷瞢臁𦣪䐢g烝鑢ィî┘臁穂g鑢ィî┘㿉畱畽㽷瞢臁𦣪䐢g烝鑢ィî┘臁穂g鑢ィî┘㿉畱畽㽷瞢臁
40烝鑢ィî┘膅40烝鑢ィî┘膅40烝鑢ィî┘膅40烝鑢ィî┘膅40烝鑢ィî┘膅40烝鑢ィî┘膅40烝鑢ィî┘膅40烝鑢ィî┘膅4040404040404040遁通縫艉遁通縫艉遁通縫艉遁通縫艉遁通縫艉遁通縫艉遁通縫艉遁通縫艉very earlyvery earlyvery earlyvery earlyvery earlyvery earlyvery earlyvery early--------onsetonsetonsetonsetonsetonsetonsetonset䐢䐢䐢䐢䐢䐢䐢䐢
㿉倭盉睘癮睘84𤹪畒矞疰斂圻瘃矞㿉倭盉睘癮睘84𤹪畒矞疰斂圻瘃矞㿉倭盉睘癮睘84𤹪畒矞疰斂圻瘃矞㿉倭盉睘癮睘84𤹪畒矞疰斂圻瘃矞㿉倭盉睘癮睘84𤹪畒矞疰斂圻瘃矞㿉倭盉睘癮睘84𤹪畒矞疰斂圻瘃矞㿉倭盉睘癮睘84𤹪畒矞疰斂圻瘃矞㿉倭盉睘癮睘84𤹪畒矞疰斂圻瘃矞

臬䐢Y暼癮┏笊邑哲𤹪皕𤺋畱臬䐢Y暼癮┏笊邑哲𤹪皕𤺋畱臬䐢Y暼癮┏笊邑哲𤹪皕𤺋畱臬䐢Y暼癮┏笊邑哲𤹪皕𤺋畱臬䐢Y暼癮┏笊邑哲𤹪皕𤺋畱臬䐢Y暼癮┏笊邑哲𤹪皕𤺋畱臬䐢Y暼癮┏笊邑哲𤹪皕𤺋畱臬䐢Y暼癮┏笊邑哲𤹪皕𤺋畱
臽䐢跳つ鴇絣𤹪皕刀弸ɚ乕18臽䐢跳つ鴇絣𤹪皕刀弸ɚ乕18臽䐢跳つ鴇絣𤹪皕刀弸ɚ乕18臽䐢跳つ鴇絣𤹪皕刀弸ɚ乕18臽䐢跳つ鴇絣𤹪皕刀弸ɚ乕18臽䐢跳つ鴇絣𤹪皕刀弸ɚ乕18臽䐢跳つ鴇絣𤹪皕刀弸ɚ乕18臽䐢跳つ鴇絣𤹪皕刀弸ɚ乕18
0𦣪陵癮檮ょ舢臤𦥯Y暼┏┖癮嘆癮瓖穂g鑢ィî┘瓘0𦣪陵癮檮ょ舢臤𦥯Y暼┏┖癮嘆癮瓖穂g鑢ィî┘瓘0𦣪陵癮檮ょ舢臤𦥯Y暼┏┖癮嘆癮瓖穂g鑢ィî┘瓘0𦣪陵癮檮ょ舢臤𦥯Y暼┏┖癮嘆癮瓖穂g鑢ィî┘瓘0𦣪陵癮檮ょ舢臤𦥯Y暼┏┖癮嘆癮瓖穂g鑢ィî┘瓘0𦣪陵癮檮ょ舢臤𦥯Y暼┏┖癮嘆癮瓖穂g鑢ィî┘瓘0𦣪陵癮檮ょ舢臤𦥯Y暼┏┖癮嘆癮瓖穂g鑢ィî┘瓘0𦣪陵癮檮ょ舢臤𦥯Y暼┏┖癮嘆癮瓖穂g鑢ィî┘瓘

濯悸凡歔舢濯悸凡歔舢濯悸凡歔舢濯悸凡歔舢濯悸凡歔舢濯悸凡歔舢濯悸凡歔舢濯悸凡歔舢 000000002323嘖蹙鑚g烝㋐4/11諭旄抵臁Y慕）㌳臁嘖蹙鑚g烝㋐4/11諭旄抵臁Y慕）㌳臁嘖蹙鑚g烝㋐4/11諭旄抵臁Y慕）㌳臁嘖蹙鑚g烝㋐4/11諭旄抵臁Y慕）㌳臁嘖蹙鑚g烝㋐4/11諭旄抵臁Y慕）㌳臁嘖蹙鑚g烝㋐4/11諭旄抵臁Y慕）㌳臁嘖蹙鑚g烝㋐4/11諭旄抵臁Y慕）㌳臁嘖蹙鑚g烝㋐4/11諭旄抵臁Y慕）㌳臁2008. 6.28. 2008. 6.28. 4/11胥滲4/11胥滲4/11胥滲4/11胥滲4/11胥滲4/11胥滲4/11胥滲4/11胥滲

ィî藴朿㿉ィî┘ィî藴朿㿉ィî┘ィî藴朿㿉ィî┘ィî藴朿㿉ィî┘ィî藴朿㿉ィî┘ィî藴朿㿉ィî┘ィî藴朿㿉ィî┘ィî藴朿㿉ィî┘

臤䐢端ヌɚィî藴朿臤䐢端ヌɚィî藴朿臤䐢端ヌɚィî藴朿臤䐢端ヌɚィî藴朿臤䐢端ヌɚィî藴朿臤䐢端ヌɚィî藴朿臤䐢端ヌɚィî藴朿臤䐢端ヌɚィî藴朿

(subjective cognitive impairment, (subjective cognitive impairment, (subjective cognitive impairment, (subjective cognitive impairment, (subjective cognitive impairment, (subjective cognitive impairment, (subjective cognitive impairment, (subjective cognitive impairment, SCISCISCISCISCISCISCISCI))))))))

𦣪䐢Ë燵ィî藴朿𦣪䐢Ë燵ィî藴朿𦣪䐢Ë燵ィî藴朿𦣪䐢Ë燵ィî藴朿𦣪䐢Ë燵ィî藴朿𦣪䐢Ë燵ィî藴朿𦣪䐢Ë燵ィî藴朿𦣪䐢Ë燵ィî藴朿

(mild cognitive impairment, (mild cognitive impairment, (mild cognitive impairment, (mild cognitive impairment, (mild cognitive impairment, (mild cognitive impairment, (mild cognitive impairment, (mild cognitive impairment, MCIMCIMCIMCIMCIMCIMCIMCI))))))))

臬䐢ィî┘臬䐢ィî┘臬䐢ィî┘臬䐢ィî┘臬䐢ィî┘臬䐢ィî┘臬䐢ィî┘臬䐢ィî┘

((((((((dementiadementiadementiadementiadementiadementiadementiadementia))))))))

Ë燵ィî藴朿膅Ë燵ィî藴朿膅Ë燵ィî藴朿膅Ë燵ィî藴朿膅Ë燵ィî藴朿膅Ë燵ィî藴朿膅Ë燵ィî藴朿膅Ë燵ィî藴朿膅MCIMCIMCIMCIMCIMCIMCIMCI䐢䐢䐢䐢䐢䐢䐢䐢

磕䈎穙䆴磹䇳籞┖磕䈎穙䆴磹䇳籞┖(AD)(AD)癮縫檟癮縫檟籗穂鑢┘w€お砅嘆盪癉Ë燵ィî籗穂鑢┘w€お砅嘆盪癉Ë燵ィî
藴朿膅藴朿膅mild cognitive impairment, MCImild cognitive impairment, MCI䐢㿉畱畽齪矗疰棡評痠矟瘓璒䐢㿉畱畽齪矗疰棡評痠矟瘓璒
暼57舢暼57舢瓖ィî┘𤹪皕𤺋畱疰烝䕺睼讙テ箵笽䈎𤹪皕シ軛𤹪疷𤺋畱ぇ纖瓖ィî┘𤹪皕𤺋畱疰烝䕺睼讙テ箵笽䈎𤹪皕シ軛𤹪疷𤺋畱ぇ纖
藴朿疰斂圻瘃矞睘癮瓘藴朿疰斂圻瘃矞睘癮瓘璒璒 烋堊㋼舄烝烋堊㋼舄烝𤹪𤹪ADAD盨82⊕瘃矞㿉畱矬矟矞璒盨82⊕瘃矞㿉畱矬矟矞璒
Amnestic MCI; nonamnestic MCI; multiple domain MCI.Amnestic MCI; nonamnestic MCI; multiple domain MCI.

MCIMCI癮癮瀧めɚせ贖嫻╪瀧めɚせ贖嫻╪舢舢
MMSE: 24MMSE: 24蒦蒦2828珵臁珵臁HDSHDS--R: 21R: 21蒦蒦2828珵臁珵臁CDR: 0.5CDR: 0.5

MCIMCI癮癮43%43%癉天瞢㽷癮癉天瞢㽷癮㋐4/114/1110┘w㋐4/114/1110┘w畒瞤舢畒瞤舢
20%; 20%; 畽瘨臁畽瘨臁 15%; 15%; 磕窾种籞磕窾种籞璒璒

MCIMCI皕皕臁臁4/1110┖X旄ɚぎ濟膅㿉痀癉4/1110淀n76廸尤䐢4/1110┖X旄ɚぎ濟膅㿉痀癉4/1110淀n76廸尤䐢疰疰
⑼槖媧娵砅零𥇥罵尣リ不罵使癉沪楡⑼槖媧娵砅零𥇥罵尣リ不罵使癉沪楡痮瘳畱矞w絣璒痮瘳畱矞w絣璒

MCIMCI癮癮20✂㍿20✂㍿SPECTSPECT癉瞟矞楡脉20✂㍿徹託使哲癉瞟矞楡脉20✂㍿徹託使哲舢舢
澳w嘖癆使澳w嘖癆使~~麩縫使麩縫使, , 尣夌リ2ョ尣夌リ2ョ →→ ADAD盨82⊕瘃矞盨82⊕瘃矞

端ヌɚィî藴朿膅端ヌɚィî藴朿膅端ヌɚィî藴朿膅端ヌɚィî藴朿膅端ヌɚィî藴朿膅端ヌɚィî藴朿膅端ヌɚィî藴朿膅端ヌɚィî藴朿膅SCISCISCISCISCISCISCISCI䐢䐢䐢䐢䐢䐢䐢䐢

埞埞埞埞埞埞埞埞Subjective cognitive impairment (Subjective cognitive impairment (SCISCI))皕皕皕皕皕皕皕皕, , 

Subjective memory complaints (Subjective memory complaints (SMCSMC))㿉輪57璒㿉輪57璒㿉輪57璒㿉輪57璒㿉輪57璒㿉輪57璒㿉輪57璒㿉輪57璒

埰埰埰埰埰埰埰埰PrePre--MCI stageMCI stage𤹪𤹪𤹪𤹪𤹪𤹪𤹪𤹪, MCI, MCI砅10瘳磕䈎穙䆴磹䇳籞┖砅10瘳磕䈎穙䆴磹䇳籞┖砅10瘳磕䈎穙䆴磹䇳籞┖砅10瘳磕䈎穙䆴磹䇳籞┖砅10瘳磕䈎穙䆴磹䇳籞┖砅10瘳磕䈎穙䆴磹䇳籞┖砅10瘳磕䈎穙䆴磹䇳籞┖砅10瘳磕䈎穙䆴磹䇳籞┖

(AD)(AD)盨82⊕瘃矞璒盨82⊕瘃矞璒盨82⊕瘃矞璒盨82⊕瘃矞璒盨82⊕瘃矞璒盨82⊕瘃矞璒盨82⊕瘃矞璒盨82⊕瘃矞璒

㙊㙊㙊㙊㙊㙊㙊㙊SCI; SCI; ㋼㋼㋼㋼㋼㋼㋼㋼1515烝烝烝烝烝烝烝烝,  MCI; ,  MCI; ㋼㋼㋼㋼㋼㋼㋼㋼77烝烝烝烝烝烝烝烝,  AD ,  AD 蒦蒦蒦蒦蒦蒦蒦蒦

埸埸埸埸埸埸埸埸MMSE:  29.0 MMSE:  29.0 珵珵珵珵珵珵珵珵

埻埻埻埻埻埻埻埻GDS (Global Deterioration Scale)GDS (Global Deterioration Scale) 癮癮癮癮癮癮癮癮

Stage 1: nonStage 1: non--SCI,   SCI,   Stage 2: SCIStage 2: SCI

B. Reisberg et al., Silver Congress of the IPA, Osaka, 2007B. Reisberg et al., Silver Congress of the IPA, Osaka, 2007
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穂鑢ィî┘盍馴穂鑢ィî┘盍馴穂鑢ィî┘盍馴穂鑢ィî┘盍馴穂鑢ィî┘盍馴穂鑢ィî┘盍馴穂鑢ィî┘盍馴穂鑢ィî┘盍馴
(Early Signs of Dementia)(Early Signs of Dementia)(Early Signs of Dementia)(Early Signs of Dementia)(Early Signs of Dementia)(Early Signs of Dementia)(Early Signs of Dementia)(Early Signs of Dementia)

璪璪璪璪璪璪璪璪嗔彳ィî┘林プ嗔彳ィî┘林プ嗔彳ィî┘林プ嗔彳ィî┘林プ嗔彳ィî┘林プ嗔彳ィî┘林プ嗔彳ィî┘林プ嗔彳ィî┘林プ璹璹璹璹璹璹璹璹

磕䈎穙䆴磹䇳籞┖磕䈎穙䆴磹䇳籞┖磕䈎穙䆴磹䇳籞┖磕䈎穙䆴磹䇳籞┖磕䈎穙䆴磹䇳籞┖磕䈎穙䆴磹䇳籞┖磕䈎穙䆴磹䇳籞┖磕䈎穙䆴磹䇳籞┖
(AD)(AD)(AD)(AD)(AD)(AD)(AD)(AD)
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磕䈎穙䆴磹䇳籞┖𦨞磕䈎穙䆴磹䇳籞┖𦨞磕䈎穙䆴磹䇳籞┖𦨞磕䈎穙䆴磹䇳籞┖𦨞磕䈎穙䆴磹䇳籞┖𦨞磕䈎穙䆴磹䇳籞┖𦨞磕䈎穙䆴磹䇳籞┖𦨞磕䈎穙䆴磹䇳籞┖𦨞g朝賈g朝賈g朝賈g朝賈g朝賈g朝賈g朝賈g朝賈
曨磕筿箼磹穵曨磕筿箼磹穵曨磕筿箼磹穵曨磕筿箼磹穵曨磕筿箼磹穵曨磕筿箼磹穵曨磕筿箼磹穵曨磕筿箼磹穵ββ瘓砉ɔ杇瘓砉ɔ杇瘓砉ɔ杇瘓砉ɔ杇瘓砉ɔ杇瘓砉ɔ杇瘓砉ɔ杇瘓砉ɔ杇癮ュfl癮ュfl癮ュfl癮ュfl癮ュfl癮ュfl癮ュfl癮ュfl

磕䈎穙䆴磹䇳籞┖𦨞磕䈎穙䆴磹䇳籞┖𦨞磕䈎穙䆴磹䇳籞┖𦨞磕䈎穙䆴磹䇳籞┖𦨞磕䈎穙䆴磹䇳籞┖𦨞磕䈎穙䆴磹䇳籞┖𦨞磕䈎穙䆴磹䇳籞┖𦨞磕䈎穙䆴磹䇳籞┖𦨞4/1110淀n76廸尤4/1110淀n76廸尤4/1110淀n76廸尤4/1110淀n76廸尤4/1110淀n76廸尤4/1110淀n76廸尤4/1110淀n76廸尤4/1110淀n76廸尤
曨ぎ濟箛篖巉尤稛磾瘓砉ɔ杇曨ぎ濟箛篖巉尤稛磾瘓砉ɔ杇曨ぎ濟箛篖巉尤稛磾瘓砉ɔ杇曨ぎ濟箛篖巉尤稛磾瘓砉ɔ杇曨ぎ濟箛篖巉尤稛磾瘓砉ɔ杇曨ぎ濟箛篖巉尤稛磾瘓砉ɔ杇曨ぎ濟箛篖巉尤稛磾瘓砉ɔ杇曨ぎ濟箛篖巉尤稛磾瘓砉ɔ杇癮ュfl癮ュfl癮ュfl癮ュfl癮ュfl癮ュfl癮ュfl癮ュfl
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嚔コ摩梹諭₂𥞴篖稛籞€お脉脉摩嚔コ摩梹諭₂𥞴篖稛籞€お脉脉摩嚔コ摩梹諭₂𥞴篖稛籞€お脉脉摩嚔コ摩梹諭₂𥞴篖稛籞€お脉脉摩嚔コ摩梹諭₂𥞴篖稛籞€お脉脉摩嚔コ摩梹諭₂𥞴篖稛籞€お脉脉摩嚔コ摩梹諭₂𥞴篖稛籞€お脉脉摩嚔コ摩梹諭₂𥞴篖稛籞€お脉脉摩 ゅ烋ゅ烋ゅ烋ゅ烋ゅ烋ゅ烋ゅ烋ゅ烋 屠菱ブ屠菱ブ屠菱ブ屠菱ブ屠菱ブ屠菱ブ屠菱ブ屠菱ブ 㿉㿉㿉㿉㿉㿉㿉㿉 4545454545454545

嚔薇g烝㋐4/11諭旄抵嚔薇g烝㋐4/11諭旄抵嚔薇g烝㋐4/11諭旄抵嚔薇g烝㋐4/11諭旄抵嚔薇g烝㋐4/11諭旄抵嚔薇g烝㋐4/11諭旄抵嚔薇g烝㋐4/11諭旄抵嚔薇g烝㋐4/11諭旄抵IPA 2007 Osaka Silver Congress Jubilee GalaIPA 2007 Osaka Silver Congress Jubilee GalaIPA 2007 Osaka Silver Congress Jubilee GalaIPA 2007 Osaka Silver Congress Jubilee GalaIPA 2007 Osaka Silver Congress Jubilee GalaIPA 2007 Osaka Silver Congress Jubilee GalaIPA 2007 Osaka Silver Congress Jubilee GalaIPA 2007 Osaka Silver Congress Jubilee Gala抵寢癉瘳抵寢癉瘳抵寢癉瘳抵寢癉瘳抵寢癉瘳抵寢癉瘳抵寢癉瘳抵寢癉瘳

20✂っ磽ィî┘20✂っ磽ィî┘20✂っ磽ィî┘20✂っ磽ィî┘20✂っ磽ィî┘20✂っ磽ィî┘20✂っ磽ィî┘20✂っ磽ィî┘
(VD, VaD)(VD, VaD)(VD, VaD)(VD, VaD)(VD, VaD)(VD, VaD)(VD, VaD)(VD, VaD)

彌æ鬧孱磽ィî┘彌æ鬧孱磽ィî┘彌æ鬧孱磽ィî┘彌æ鬧孱磽ィî┘彌æ鬧孱磽ィî┘彌æ鬧孱磽ィî┘彌æ鬧孱磽ィî┘彌æ鬧孱磽ィî┘(MID)(MID)(MID)(MID)(MID)(MID)(MID)(MID)
BinswangerBinswangerBinswangerBinswangerBinswangerBinswangerBinswangerBinswanger夂ɔョ20┘夂ɔョ20┘夂ɔョ20┘夂ɔョ20┘夂ɔョ20┘夂ɔョ20┘夂ɔョ20┘夂ɔョ20┘

砅零𥇥砅零𥇥砅零𥇥砅零𥇥砅零𥇥砅零𥇥砅零𥇥砅零𥇥
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箵竌籞椌典夂ィî┘箵竌籞椌典夂ィî┘箵竌籞椌典夂ィî┘箵竌籞椌典夂ィî┘箵竌籞椌典夂ィî┘箵竌籞椌典夂ィî┘箵竌籞椌典夂ィî┘箵竌籞椌典夂ィî┘
(DLB)(DLB)(DLB)(DLB)(DLB)(DLB)(DLB)(DLB)

箵竌籞椌典夂ィî┘膅箵竌籞椌典夂ィî┘膅箵竌籞椌典夂ィî┘膅箵竌籞椌典夂ィî┘膅箵竌籞椌典夂ィî┘膅箵竌籞椌典夂ィî┘膅箵竌籞椌典夂ィî┘膅箵竌籞椌典夂ィî┘膅DLBDLB䐢癮赱せ贖嫻╪䐢癮赱せ贖嫻╪䐢癮赱せ贖嫻╪䐢癮赱せ贖嫻╪䐢癮赱せ贖嫻╪䐢癮赱せ贖嫻╪䐢癮赱せ贖嫻╪䐢癮赱せ贖嫻╪
膅膅膅膅膅膅膅膅20052005烝謦ワ䐢烝謦ワ䐢烝謦ワ䐢烝謦ワ䐢烝謦ワ䐢烝謦ワ䐢烝謦ワ䐢烝謦ワ䐢

盻姒┘w盻姒┘w 禍⊕磽癮ィî㎏1癮徹託禍⊕磽癮ィî㎏1癮徹託
嘆馭┘w嘆馭┘w 埞煕ズ埞煕ズ

埰窾籞䄅篖稊窊𥞩筁埰窾籞䄅篖稊窊𥞩筁
㙊ィî㎏1籗┘w癮廸湊磽㙊ィî㎏1籗┘w癮廸湊磽

1/5伜ɚ┘w1/5伜ɚ┘w埞舩㋐4/11┖わ癉檮瘃矞糂溜磽兆禍埞舩㋐4/11┖わ癉檮瘃矞糂溜磽兆禍
埰埰REMREM̈¦⊕湊藴朿̈¦⊕湊藴朿
㙊彳20嫻熹馭癉疢痏矞㙊彳20嫻熹馭癉疢痏矞dopamine transporterdopamine transporter

流瞤Ů䀹徹託流瞤Ů䀹徹託
謚莵ɚ┘w謚莵ɚ┘w埞裴燵癮G癈4/1110┘w埞裴燵癮G癈4/1110┘w

膅I̊コ磽徹✂坎臁椰徙7䐢膅I̊コ磽徹✂坎臁椰徙7䐢
埰セ瞤3瘃¹薙㿉徙4/11埰セ瞤3瘃¹薙㿉徙4/11
㙊瀧煮磽癮粤ゖ藴朿㙊瀧煮磽癮粤ゖ藴朿,         ,         眚㽷眚㽷 1010奡¥奡¥
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箵竌籞椌典箵竌籞椌典膅膅αα--种窐祲箵磹篖䐢种窐祲箵磹篖䐢

g烝㋐4/11諭旄）燼𦨞fプg烝㋐4/11諭旄）燼𦨞fプ 蹙鑚g烝㋐4/11諭旄抵y臁蹙鑚g烝㋐4/11諭旄抵y臁20042004

縫尣罵尣リ廸磽┘縫尣罵尣リ廸磽┘縫尣罵尣リ廸磽┘縫尣罵尣リ廸磽┘縫尣罵尣リ廸磽┘縫尣罵尣リ廸磽┘縫尣罵尣リ廸磽┘縫尣罵尣リ廸磽┘
(FTLD)(FTLD)(FTLD)(FTLD)(FTLD)(FTLD)(FTLD)(FTLD)
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竨穖祲椌典竨穖祲椌典膅劑饗磽桴評典𦨞稛磾繈磽䐢膅劑饗磽桴評典𦨞稛磾繈磽䐢

g烝㋐4/11諭旄）燼𦨞fプg烝㋐4/11諭旄）燼𦨞fプ 蹙鑚g烝㋐4/11諭旄抵y臁蹙鑚g烝㋐4/11諭旄抵y臁20042004

縫尣罵尣リ廸磽┘膅縫尣罵尣リ廸磽┘膅縫尣罵尣リ廸磽┘膅縫尣罵尣リ廸磽┘膅縫尣罵尣リ廸磽┘膅縫尣罵尣リ廸磽┘膅縫尣罵尣リ廸磽┘膅縫尣罵尣リ廸磽┘膅FTLDFTLD䐢癉零𥆩矟矞䐢癉零𥆩矟矞䐢癉零𥆩矟矞䐢癉零𥆩矟矞䐢癉零𥆩矟矞䐢癉零𥆩矟矞䐢癉零𥆩矟矞䐢癉零𥆩矟矞
49Gぎ濟瘓砉ɔョ癉瞟矞┏笊便廋49Gぎ濟瘓砉ɔョ癉瞟矞┏笊便廋49Gぎ濟瘓砉ɔョ癉瞟矞┏笊便廋49Gぎ濟瘓砉ɔョ癉瞟矞┏笊便廋49Gぎ濟瘓砉ɔョ癉瞟矞┏笊便廋49Gぎ濟瘓砉ɔョ癉瞟矞┏笊便廋49Gぎ濟瘓砉ɔョ癉瞟矞┏笊便廋49Gぎ濟瘓砉ɔョ癉瞟矞┏笊便廋

竨穖祲┖竨穖祲┖ 舢舢 稛磾礥窾稸籞稛磾礥窾稸籞

FTDPFTDP--1717 舢舢 稛磾併提敕癮珵す菇廸ぎ稛磾併提敕癮珵す菇廸ぎ

FTLDFTLD--UU 舢舢 TDPTDP--43(TAR DNA binding              43(TAR DNA binding              

proteinprotein--43)43)癮ぎ濟49G𦨞癮ぎ濟49G𦨞

筳竌䄅稸篖繈磽桴評典筳竌䄅稸篖繈磽桴評典

膅膅Arai T, et al.; Neumann, et al. 2006Arai T, et al.; Neumann, et al. 2006䐢䐢

ィî睼墓贖癉輸矬矞ィî睼墓贖癉輸矬矞ィî睼墓贖癉輸矬矞ィî睼墓贖癉輸矬矞ィî睼墓贖癉輸矬矞ィî睼墓贖癉輸矬矞ィî睼墓贖癉輸矬矞ィî睼墓贖癉輸矬矞縫尣縫褫縫尣縫褫縫尣縫褫縫尣縫褫縫尣縫褫縫尣縫褫縫尣縫褫縫尣縫褫疰疰疰疰疰疰疰疰
œ癮殺¹œ癮殺¹œ癮殺¹œ癮殺¹œ癮殺¹œ癮殺¹œ癮殺¹œ癮殺¹癉睘彳疷𤺋痺某砅霙瘓痮瘳畱矞癉睘彳疷𤺋痺某砅霙瘓痮瘳畱矞癉睘彳疷𤺋痺某砅霙瘓痮瘳畱矞癉睘彳疷𤺋痺某砅霙瘓痮瘳畱矞癉睘彳疷𤺋痺某砅霙瘓痮瘳畱矞癉睘彳疷𤺋痺某砅霙瘓痮瘳畱矞癉睘彳疷𤺋痺某砅霙瘓痮瘳畱矞癉睘彳疷𤺋痺某砅霙瘓痮瘳畱矞

滿歹翅徂舢滿歹翅徂舢滿歹翅徂舢滿歹翅徂舢滿歹翅徂舢滿歹翅徂舢滿歹翅徂舢滿歹翅徂舢JAF Mate 8JAF Mate 8--9, 20089, 2008

嗔彳ィî┘癮崦燵嗔彳ィî┘癮崦燵嗔彳ィî┘癮崦燵嗔彳ィî┘癮崦燵嗔彳ィî┘癮崦燵嗔彳ィî┘癮崦燵嗔彳ィî┘癮崦燵嗔彳ィî┘癮崦燵
埞埞埞埞埞埞埞埞磕䈎穙䆴磹䇳籞┖磕䈎穙䆴磹䇳籞┖磕䈎穙䆴磹䇳籞┖磕䈎穙䆴磹䇳籞┖磕䈎穙䆴磹䇳籞┖磕䈎穙䆴磹䇳籞┖磕䈎穙䆴磹䇳籞┖磕䈎穙䆴磹䇳籞┖(AD)(AD)(AD)(AD)(AD)(AD)(AD)(AD) 臽臬䐗臽臬䐗臽臬䐗臽臬䐗臽臬䐗臽臬䐗臽臬䐗臽臬䐗

埰20✂っ磽ィî┘埰20✂っ磽ィî┘埰20✂っ磽ィî┘埰20✂っ磽ィî┘埰20✂っ磽ィî┘埰20✂っ磽ィî┘埰20✂っ磽ィî┘埰20✂っ磽ィî┘(VD)(VD)(VD)(VD)(VD)(VD)(VD)(VD) 𦣪𦣪䐗𦣪𦣪䐗𦣪𦣪䐗𦣪𦣪䐗𦣪𦣪䐗𦣪𦣪䐗𦣪𦣪䐗𦣪𦣪䐗

㙊箵竌籞椌典夂ィî┘㙊箵竌籞椌典夂ィî┘㙊箵竌籞椌典夂ィî┘㙊箵竌籞椌典夂ィî┘㙊箵竌籞椌典夂ィî┘㙊箵竌籞椌典夂ィî┘㙊箵竌籞椌典夂ィî┘㙊箵竌籞椌典夂ィî┘(DLB)(DLB)(DLB)(DLB)(DLB)(DLB)(DLB)(DLB) 臤𦧝䐗臤𦧝䐗臤𦧝䐗臤𦧝䐗臤𦧝䐗臤𦧝䐗臤𦧝䐗臤𦧝䐗

(Akatsu H, et al.,  J Neurol Sci, 196, 2002)(Akatsu H, et al.,  J Neurol Sci, 196, 2002)(Akatsu H, et al.,  J Neurol Sci, 196, 2002)(Akatsu H, et al.,  J Neurol Sci, 196, 2002)(Akatsu H, et al.,  J Neurol Sci, 196, 2002)(Akatsu H, et al.,  J Neurol Sci, 196, 2002)(Akatsu H, et al.,  J Neurol Sci, 196, 2002)(Akatsu H, et al.,  J Neurol Sci, 196, 2002)

超癆臁超癆臁超癆臁超癆臁超癆臁超癆臁超癆臁超癆臁VDVDVDVDVDVDVDVD疰㏌棍痮臁疰㏌棍痮臁疰㏌棍痮臁疰㏌棍痮臁疰㏌棍痮臁疰㏌棍痮臁疰㏌棍痮臁疰㏌棍痮臁 ADADADADADADADAD㿉㿉㿉㿉㿉㿉㿉㿉 DLBDLBDLBDLBDLBDLBDLBDLB疰崢盆瘃矞𤹪畒矤畽疰崢盆瘃矞𤹪畒矤畽疰崢盆瘃矞𤹪畒矤畽疰崢盆瘃矞𤹪畒矤畽疰崢盆瘃矞𤹪畒矤畽疰崢盆瘃矞𤹪畒矤畽疰崢盆瘃矞𤹪畒矤畽疰崢盆瘃矞𤹪畒矤畽

膘箵竌籞椌典夂ィî┘膘箵竌籞椌典夂ィî┘膘箵竌籞椌典夂ィî┘膘箵竌籞椌典夂ィî┘膘箵竌籞椌典夂ィî┘膘箵竌籞椌典夂ィî┘膘箵竌籞椌典夂ィî┘膘箵竌籞椌典夂ィî┘(DLB)(DLB)(DLB)(DLB)(DLB)(DLB)(DLB)(DLB) 臽臤䐗臽臤䐗臽臤䐗臽臤䐗臽臤䐗臽臤䐗臽臤䐗臽臤䐗

(Wakisaka Y, et al.,  The Hisayama study. (Wakisaka Y, et al.,  The Hisayama study. (Wakisaka Y, et al.,  The Hisayama study. (Wakisaka Y, et al.,  The Hisayama study. (Wakisaka Y, et al.,  The Hisayama study. (Wakisaka Y, et al.,  The Hisayama study. (Wakisaka Y, et al.,  The Hisayama study. (Wakisaka Y, et al.,  The Hisayama study. 

Acta Neuropathol, 106, 2003)Acta Neuropathol, 106, 2003)Acta Neuropathol, 106, 2003)Acta Neuropathol, 106, 2003)Acta Neuropathol, 106, 2003)Acta Neuropathol, 106, 2003)Acta Neuropathol, 106, 2003)Acta Neuropathol, 106, 2003)

埸縫尣罵尣リ廸磽┘埸縫尣罵尣リ廸磽┘埸縫尣罵尣リ廸磽┘埸縫尣罵尣リ廸磽┘埸縫尣罵尣リ廸磽┘埸縫尣罵尣リ廸磽┘埸縫尣罵尣リ廸磽┘埸縫尣罵尣リ廸磽┘(FTLD)(FTLD)(FTLD)(FTLD)(FTLD)(FTLD)(FTLD)(FTLD) 舄蒦臤臬䐗舄蒦臤臬䐗舄蒦臤臬䐗舄蒦臤臬䐗舄蒦臤臬䐗舄蒦臤臬䐗舄蒦臤臬䐗舄蒦臤臬䐗

ィî┘癮わP₂堙ィî┘癮わP₂堙ィî┘癮わP₂堙ィî┘癮わP₂堙ィî┘癮わP₂堙ィî┘癮わP₂堙ィî┘癮わP₂堙ィî┘癮わP₂堙
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磕䈎穙䆴磹䇳籞┖癮æ┘㎏燗磕䈎穙䆴磹䇳籞┖癮æ┘㎏燗磕䈎穙䆴磹䇳籞┖癮æ┘㎏燗磕䈎穙䆴磹䇳籞┖癮æ┘㎏燗磕䈎穙䆴磹䇳籞┖癮æ┘㎏燗磕䈎穙䆴磹䇳籞┖癮æ┘㎏燗磕䈎穙䆴磹䇳籞┖癮æ┘㎏燗磕䈎穙䆴磹䇳籞┖癮æ┘㎏燗
磕筿箼磹穵籗祊䅈禡籞穵槻シ磕筿箼磹穵籗祊䅈禡籞穵槻シ磕筿箼磹穵籗祊䅈禡籞穵槻シ磕筿箼磹穵籗祊䅈禡籞穵槻シ磕筿箼磹穵籗祊䅈禡籞穵槻シ磕筿箼磹穵籗祊䅈禡籞穵槻シ磕筿箼磹穵籗祊䅈禡籞穵槻シ磕筿箼磹穵籗祊䅈禡籞穵槻シ

樅旅樅旅 ɔ舢ɔ舢 摩も滿藁彿yン摩も滿藁彿yン,, ィî┘癮禡磕ィî┘癮禡磕,, p21, p21, 鯲衷鎬燒鯲衷鎬燒,  2008,  2008

磕𥞴稸䈎禴箛篖皕20廟典砅㌱磽尤瘃矞磕𥞴稸䈎禴箛篖皕20廟典砅㌱磽尤瘃矞磕𥞴稸䈎禴箛篖皕20廟典砅㌱磽尤瘃矞磕𥞴稸䈎禴箛篖皕20廟典砅㌱磽尤瘃矞磕𥞴稸䈎禴箛篖皕20廟典砅㌱磽尤瘃矞磕𥞴稸䈎禴箛篖皕20廟典砅㌱磽尤瘃矞磕𥞴稸䈎禴箛篖皕20廟典砅㌱磽尤瘃矞磕𥞴稸䈎禴箛篖皕20廟典砅㌱磽尤瘃矞

磕𥞴稸䈎禴箛篖礐䅈穟箐籞䅏杞朿傍癮磕𥞴稸䈎禴箛篖礐䅈穟箐籞䅏杞朿傍癮磕𥞴稸䈎禴箛篖礐䅈穟箐籞䅏杞朿傍癮磕𥞴稸䈎禴箛篖礐䅈穟箐籞䅏杞朿傍癮磕𥞴稸䈎禴箛篖礐䅈穟箐籞䅏杞朿傍癮磕𥞴稸䈎禴箛篖礐䅈穟箐籞䅏杞朿傍癮磕𥞴稸䈎禴箛篖礐䅈穟箐籞䅏杞朿傍癮磕𥞴稸䈎禴箛篖礐䅈穟箐籞䅏杞朿傍癮
亦霙亦霙亦霙亦霙亦霙亦霙亦霙亦霙

ShortShortShortShortShortShortShortShort--------term  Effectterm  Effectterm  Effectterm  Effectterm  Effectterm  Effectterm  Effectterm  Effect

蝙粤本癮塁琢蝙粤本癮塁琢

糂筮㎏1癮謦冏糂筮㎏1癮謦冏

繒隯糂癮㏌棍繒隯糂癮㏌棍

ィî㎏1穟䅈穪癮謦冏ィî㎏1穟䅈穪癮謦冏

LongLongLongLongLongLongLongLong--------term  Effectterm  Effectterm  Effectterm  Effectterm  Effectterm  Effectterm  Effectterm  Effect

ADAD癮禍⊕舅奉癮禍⊕舅奉

⑼槖𤺋癁癮チた癮舅奉⑼槖𤺋癁癮チた癮舅奉

20✂㍿癮76莵20✂㍿癮76莵

ィî㎏1穟䅈穪癮耨ふ徹託癮舅奉ィî㎏1穟䅈穪癮耨ふ徹託癮舅奉

ADLADL癮76莵癮76莵
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ィî┘癮わPィî┘癮わPィî┘癮わPィî┘癮わPィî┘癮わPィî┘癮わPィî┘癮わPィî┘癮わP

磕𥞴稸䈎禴箛篖礐䅈穟箐籞䅏杞朿傍膅磕𥞴稸䈎禴箛篖礐䅈穟箐籞䅏杞朿傍膅ACEIACEI䐢䐢
栾岑巉穵窬笪秖䈎膅磕箛𥞴𥫣穪䐢栾岑巉穵窬笪秖䈎膅磕箛𥞴𥫣穪䐢
祘箐篖稛筿篖祘箐篖稛筿篖
箛窹䅈稸禕筿篖箛窹䅈稸禕筿篖

NMDANMDA溜杞典茗舩わ溜杞典茗舩わ
䇮䇳篖稸篖膅4/1110癮鴇つ転ぁ䐢䇮䇳篖稸篖膅4/1110癮鴇つ転ぁ䐢

磕𥞴稸䈎禴箛篖礐䅈穟箐籞䅏杞朿傍㿉磕𥞴稸䈎禴箛篖礐䅈穟箐籞䅏杞朿傍㿉
NMDANMDA溜杞典茗舩わ癮斗ぁ溜杞典茗舩わ癮斗ぁ

ィî┘禡磕ィî┘禡磕ィî┘禡磕ィî┘禡磕ィî┘禡磕ィî┘禡磕ィî┘禡磕ィî┘禡磕

ィî┘癮流04䀹癮𦣪瘨癮ズ珵ィî┘癮流04䀹癮𦣪瘨癮ズ珵ィî┘癮流04䀹癮𦣪瘨癮ズ珵ィî┘癮流04䀹癮𦣪瘨癮ズ珵ィî┘癮流04䀹癮𦣪瘨癮ズ珵ィî┘癮流04䀹癮𦣪瘨癮ズ珵ィî┘癮流04䀹癮𦣪瘨癮ズ珵ィî┘癮流04䀹癮𦣪瘨癮ズ珵

臤䐢臤䐢臤䐢臤䐢臤䐢臤䐢臤䐢臤䐢EvidenceEvidenceEvidenceEvidenceEvidenceEvidenceEvidenceEvidence--------based approachbased approachbased approachbased approachbased approachbased approachbased approachbased approach

ィî┘砅î矞痝㿉臁ィî┘砅彌┦𤺋┏笊54㿉痮瘳㿉瞢疌臁ィî┘砅î矞痝㿉臁ィî┘砅彌┦𤺋┏笊54㿉痮瘳㿉瞢疌臁ィî┘砅î矞痝㿉臁ィî┘砅彌┦𤺋┏笊54㿉痮瘳㿉瞢疌臁ィî┘砅î矞痝㿉臁ィî┘砅彌┦𤺋┏笊54㿉痮瘳㿉瞢疌臁ィî┘砅î矞痝㿉臁ィî┘砅彌┦𤺋┏笊54㿉痮瘳㿉瞢疌臁ィî┘砅î矞痝㿉臁ィî┘砅彌┦𤺋┏笊54㿉痮瘳㿉瞢疌臁ィî┘砅î矞痝㿉臁ィî┘砅彌┦𤺋┏笊54㿉痮瘳㿉瞢疌臁ィî┘砅î矞痝㿉臁ィî┘砅彌┦𤺋┏笊54㿉痮瘳㿉瞢疌臁

鎮勉𤺋せ贖臘堙㿉汲₂聿る砅睘瘨諭旄ɚ筕穧䈎璒鎮勉𤺋せ贖臘堙㿉汲₂聿る砅睘瘨諭旄ɚ筕穧䈎璒鎮勉𤺋せ贖臘堙㿉汲₂聿る砅睘瘨諭旄ɚ筕穧䈎璒鎮勉𤺋せ贖臘堙㿉汲₂聿る砅睘瘨諭旄ɚ筕穧䈎璒鎮勉𤺋せ贖臘堙㿉汲₂聿る砅睘瘨諭旄ɚ筕穧䈎璒鎮勉𤺋せ贖臘堙㿉汲₂聿る砅睘瘨諭旄ɚ筕穧䈎璒鎮勉𤺋せ贖臘堙㿉汲₂聿る砅睘瘨諭旄ɚ筕穧䈎璒鎮勉𤺋せ贖臘堙㿉汲₂聿る砅睘瘨諭旄ɚ筕穧䈎璒

56旄ɚ馮茹癉嫻瘼痀磕𥫣箼籞稸璒56旄ɚ馮茹癉嫻瘼痀磕𥫣箼籞稸璒56旄ɚ馮茹癉嫻瘼痀磕𥫣箼籞稸璒56旄ɚ馮茹癉嫻瘼痀磕𥫣箼籞稸璒56旄ɚ馮茹癉嫻瘼痀磕𥫣箼籞稸璒56旄ɚ馮茹癉嫻瘼痀磕𥫣箼籞稸璒56旄ɚ馮茹癉嫻瘼痀磕𥫣箼籞稸璒56旄ɚ馮茹癉嫻瘼痀磕𥫣箼籞稸璒

𦣪䐢𦣪䐢𦣪䐢𦣪䐢𦣪䐢𦣪䐢𦣪䐢𦣪䐢NarrativeNarrativeNarrativeNarrativeNarrativeNarrativeNarrativeNarrative--------based approachbased approachbased approachbased approachbased approachbased approachbased approachbased approach

ィî┘癮瘓𥇍癉ブ㌱癮濁Gょ㿉濁晧砅睘瘨朝癮盪砅蘿ィî┘癮瘓𥇍癉ブ㌱癮濁Gょ㿉濁晧砅睘瘨朝癮盪砅蘿ィî┘癮瘓𥇍癉ブ㌱癮濁Gょ㿉濁晧砅睘瘨朝癮盪砅蘿ィî┘癮瘓𥇍癉ブ㌱癮濁Gょ㿉濁晧砅睘瘨朝癮盪砅蘿ィî┘癮瘓𥇍癉ブ㌱癮濁Gょ㿉濁晧砅睘瘨朝癮盪砅蘿ィî┘癮瘓𥇍癉ブ㌱癮濁Gょ㿉濁晧砅睘瘨朝癮盪砅蘿ィî┘癮瘓𥇍癉ブ㌱癮濁Gょ㿉濁晧砅睘瘨朝癮盪砅蘿ィî┘癮瘓𥇍癉ブ㌱癮濁Gょ㿉濁晧砅睘瘨朝癮盪砅蘿

柆瘃矞Xミ癮媧娵璒G便疰蝠妹k㿉痮瘳㾮癮朝㿉塁疷淋柆瘃矞Xミ癮媧娵璒G便疰蝠妹k㿉痮瘳㾮癮朝㿉塁疷淋柆瘃矞Xミ癮媧娵璒G便疰蝠妹k㿉痮瘳㾮癮朝㿉塁疷淋柆瘃矞Xミ癮媧娵璒G便疰蝠妹k㿉痮瘳㾮癮朝㿉塁疷淋柆瘃矞Xミ癮媧娵璒G便疰蝠妹k㿉痮瘳㾮癮朝㿉塁疷淋柆瘃矞Xミ癮媧娵璒G便疰蝠妹k㿉痮瘳㾮癮朝㿉塁疷淋柆瘃矞Xミ癮媧娵璒G便疰蝠妹k㿉痮瘳㾮癮朝㿉塁疷淋柆瘃矞Xミ癮媧娵璒G便疰蝠妹k㿉痮瘳㾮癮朝㿉塁疷淋

畽曨耿㿉｝杇籗曨畽曨耿㿉｝杇籗曨畽曨耿㿉｝杇籗曨畽曨耿㿉｝杇籗曨畽曨耿㿉｝杇籗曨畽曨耿㿉｝杇籗曨畽曨耿㿉｝杇籗曨畽曨耿㿉｝杇籗曨You and IYou and IYou and IYou and IYou and IYou and IYou and IYou and I膅離粽䐢杇㿉畱畽忠朝79癮輸逃砅睘膅離粽䐢杇㿉畱畽忠朝79癮輸逃砅睘膅離粽䐢杇㿉畱畽忠朝79癮輸逃砅睘膅離粽䐢杇㿉畱畽忠朝79癮輸逃砅睘膅離粽䐢杇㿉畱畽忠朝79癮輸逃砅睘膅離粽䐢杇㿉畱畽忠朝79癮輸逃砅睘膅離粽䐢杇㿉畱畽忠朝79癮輸逃砅睘膅離粽䐢杇㿉畱畽忠朝79癮輸逃砅睘

瘨痝㿉璒b腆癮Pギ砅麦は瘃矞磕𥫣箼籞稸璒瘨痝㿉璒b腆癮Pギ砅麦は瘃矞磕𥫣箼籞稸璒瘨痝㿉璒b腆癮Pギ砅麦は瘃矞磕𥫣箼籞稸璒瘨痝㿉璒b腆癮Pギ砅麦は瘃矞磕𥫣箼籞稸璒瘨痝㿉璒b腆癮Pギ砅麦は瘃矞磕𥫣箼籞稸璒瘨痝㿉璒b腆癮Pギ砅麦は瘃矞磕𥫣箼籞稸璒瘨痝㿉璒b腆癮Pギ砅麦は瘃矞磕𥫣箼籞稸璒瘨痝㿉璒b腆癮Pギ砅麦は瘃矞磕𥫣箼籞稸璒

摩も滿藁彿舢g烝㋐4/11諭旄邉ア摩も滿藁彿舢g烝㋐4/11諭旄邉ア 001717滬崢弁陵滬崢弁陵ロロ, p22, 2006, p22, 2006

禡磕癮X矗膅蒜〛癮i疌跏䐢砅睘瘨痝㿉禡磕癮X矗膅蒜〛癮i疌跏䐢砅睘瘨痝㿉禡磕癮X矗膅蒜〛癮i疌跏䐢砅睘瘨痝㿉禡磕癮X矗膅蒜〛癮i疌跏䐢砅睘瘨痝㿉禡磕癮X矗膅蒜〛癮i疌跏䐢砅睘瘨痝㿉禡磕癮X矗膅蒜〛癮i疌跏䐢砅睘瘨痝㿉禡磕癮X矗膅蒜〛癮i疌跏䐢砅睘瘨痝㿉禡磕癮X矗膅蒜〛癮i疌跏䐢砅睘瘨痝㿉
臤䐢臤䐢臤䐢臤䐢臤䐢臤䐢臤䐢臤䐢瓖曇朝瓘瓖曇朝瓘瓖曇朝瓘瓖曇朝瓘瓖曇朝瓘瓖曇朝瓘瓖曇朝瓘瓖曇朝瓘砅嘆盪癉疢痀禡磕砅嘆盪癉疢痀禡磕砅嘆盪癉疢痀禡磕砅嘆盪癉疢痀禡磕砅嘆盪癉疢痀禡磕砅嘆盪癉疢痀禡磕砅嘆盪癉疢痀禡磕砅嘆盪癉疢痀禡磕

Person Person Person Person Person Person Person Person -------- centered Care (PCC)centered Care (PCC)centered Care (PCC)centered Care (PCC)centered Care (PCC)centered Care (PCC)centered Care (PCC)centered Care (PCC)
“Personhood”“Personhood”“Personhood”“Personhood”“Personhood”“Personhood”“Personhood”“Personhood”甪甪甪甪甪甪甪甪㾮癮朝瞢痮痠㾮癮朝瞢痮痠㾮癮朝瞢痮痠㾮癮朝瞢痮痠㾮癮朝瞢痮痠㾮癮朝瞢痮痠㾮癮朝瞢痮痠㾮癮朝瞢痮痠㽗㽗㽗㽗㽗㽗㽗㽗 (T. Kitwood,1997)(T. Kitwood,1997)(T. Kitwood,1997)(T. Kitwood,1997)(T. Kitwood,1997)(T. Kitwood,1997)(T. Kitwood,1997)(T. Kitwood,1997)𦨞𦨞𦨞𦨞𦨞𦨞𦨞𦨞 ブ㌱糧𤺋癁ブ㌱糧𤺋癁ブ㌱糧𤺋癁ブ㌱糧𤺋癁ブ㌱糧𤺋癁ブ㌱糧𤺋癁ブ㌱糧𤺋癁ブ㌱糧𤺋癁
曨畒𤺋瘓㿉45杇膅臤舢臤臁曨畒𤺋瘓㿉45杇膅臤舢臤臁曨畒𤺋瘓㿉45杇膅臤舢臤臁曨畒𤺋瘓㿉45杇膅臤舢臤臁曨畒𤺋瘓㿉45杇膅臤舢臤臁曨畒𤺋瘓㿉45杇膅臤舢臤臁曨畒𤺋瘓㿉45杇膅臤舢臤臁曨畒𤺋瘓㿉45杇膅臤舢臤臁Face to face Face to face Face to face Face to face Face to face Face to face Face to face Face to face 癮輸逃臁𦣪朝79癮輸逃䐢癮輸逃臁𦣪朝79癮輸逃䐢癮輸逃臁𦣪朝79癮輸逃䐢癮輸逃臁𦣪朝79癮輸逃䐢癮輸逃臁𦣪朝79癮輸逃䐢癮輸逃臁𦣪朝79癮輸逃䐢癮輸逃臁𦣪朝79癮輸逃䐢癮輸逃臁𦣪朝79癮輸逃䐢

You and I :  You and I :  You and I :  You and I :  You and I :  You and I :  You and I :  You and I :  瓖03樅離粽瓖03樅離粽瓖03樅離粽瓖03樅離粽瓖03樅離粽瓖03樅離粽瓖03樅離粽瓖03樅離粽┖㾱瓘癮┖㾱瓘癮┖㾱瓘癮┖㾱瓘癮┖㾱瓘癮┖㾱瓘癮┖㾱瓘癮┖㾱瓘癮離粽離粽離粽離粽離粽離粽離粽離粽癮粤六癮粤六癮粤六癮粤六癮粤六癮粤六癮粤六癮粤六

𦣪䐢𦣪䐢𦣪䐢𦣪䐢𦣪䐢𦣪䐢𦣪䐢𦣪䐢瓖Pギ瓘瓖Pギ瓘瓖Pギ瓘瓖Pギ瓘瓖Pギ瓘瓖Pギ瓘瓖Pギ瓘瓖Pギ瓘砅彳勉癉瘃矞禡磕砅彳勉癉瘃矞禡磕砅彳勉癉瘃矞禡磕砅彳勉癉瘃矞禡磕砅彳勉癉瘃矞禡磕砅彳勉癉瘃矞禡磕砅彳勉癉瘃矞禡磕砅彳勉癉瘃矞禡磕
臬䐢臬䐢臬䐢臬䐢臬䐢臬䐢臬䐢臬䐢瓖㾮癮朝瞢痮痠瓘瓖㾮癮朝瞢痮痠瓘瓖㾮癮朝瞢痮痠瓘瓖㾮癮朝瞢痮痠瓘瓖㾮癮朝瞢痮痠瓘瓖㾮癮朝瞢痮痠瓘瓖㾮癮朝瞢痮痠瓘瓖㾮癮朝瞢痮痠瓘砅彳勉癉瘃矞禡磕砅彳勉癉瘃矞禡磕砅彳勉癉瘃矞禡磕砅彳勉癉瘃矞禡磕砅彳勉癉瘃矞禡磕砅彳勉癉瘃矞禡磕砅彳勉癉瘃矞禡磕砅彳勉癉瘃矞禡磕

ィî┘禡磕癮X矗ィî┘禡磕癮X矗ィî┘禡磕癮X矗ィî┘禡磕癮X矗ィî┘禡磕癮X矗ィî┘禡磕癮X矗ィî┘禡磕癮X矗ィî┘禡磕癮X矗
ィî┘癮瘓𥇍癉コ徙矬矟疰瘜𤺋ィî┘癮瘓𥇍癉コ徙矬矟疰瘜𤺋ィî┘癮瘓𥇍癉コ徙矬矟疰瘜𤺋ィî┘癮瘓𥇍癉コ徙矬矟疰瘜𤺋ィî┘癮瘓𥇍癉コ徙矬矟疰瘜𤺋ィî┘癮瘓𥇍癉コ徙矬矟疰瘜𤺋ィî┘癮瘓𥇍癉コ徙矬矟疰瘜𤺋ィî┘癮瘓𥇍癉コ徙矬矟疰瘜𤺋㾮癮朝癮椈欄臁曇磽臁療1磽臁ー㾮癮朝癮椈欄臁曇磽臁療1磽臁ー㾮癮朝癮椈欄臁曇磽臁療1磽臁ー㾮癮朝癮椈欄臁曇磽臁療1磽臁ー㾮癮朝癮椈欄臁曇磽臁療1磽臁ー㾮癮朝癮椈欄臁曇磽臁療1磽臁ー㾮癮朝癮椈欄臁曇磽臁療1磽臁ー㾮癮朝癮椈欄臁曇磽臁療1磽臁ー
𥇍瘳畱矞痝㿉膅庨畱臁漾鑒䐢𥇍瘳畱矞痝㿉膅庨畱臁漾鑒䐢𥇍瘳畱矞痝㿉膅庨畱臁漾鑒䐢𥇍瘳畱矞痝㿉膅庨畱臁漾鑒䐢𥇍瘳畱矞痝㿉膅庨畱臁漾鑒䐢𥇍瘳畱矞痝㿉膅庨畱臁漾鑒䐢𥇍瘳畱矞痝㿉膅庨畱臁漾鑒䐢𥇍瘳畱矞痝㿉膅庨畱臁漾鑒䐢砅コ箆痮瘳臁鑚朝疰砅コ箆痮瘳臁鑚朝疰砅コ箆痮瘳臁鑚朝疰砅コ箆痮瘳臁鑚朝疰砅コ箆痮瘳臁鑚朝疰砅コ箆痮瘳臁鑚朝疰砅コ箆痮瘳臁鑚朝疰砅コ箆痮瘳臁鑚朝疰㾮癮朝瞢痮畱ブ㾮癮朝瞢痮畱ブ㾮癮朝瞢痮畱ブ㾮癮朝瞢痮畱ブ㾮癮朝瞢痮畱ブ㾮癮朝瞢痮畱ブ㾮癮朝瞢痮畱ブ㾮癮朝瞢痮畱ブ
膅ブ和臁ブ㌱臁朝ブ䐢膅ブ和臁ブ㌱臁朝ブ䐢膅ブ和臁ブ㌱臁朝ブ䐢膅ブ和臁ブ㌱臁朝ブ䐢膅ブ和臁ブ㌱臁朝ブ䐢膅ブ和臁ブ㌱臁朝ブ䐢膅ブ和臁ブ㌱臁朝ブ䐢膅ブ和臁ブ㌱臁朝ブ䐢砅𥆩瘥㿉畽𤹪疷矞瞟畽謚疌瘳畱痀砅𥆩瘥㿉畽𤹪疷矞瞟畽謚疌瘳畱痀砅𥆩瘥㿉畽𤹪疷矞瞟畽謚疌瘳畱痀砅𥆩瘥㿉畽𤹪疷矞瞟畽謚疌瘳畱痀砅𥆩瘥㿉畽𤹪疷矞瞟畽謚疌瘳畱痀砅𥆩瘥㿉畽𤹪疷矞瞟畽謚疌瘳畱痀砅𥆩瘥㿉畽𤹪疷矞瞟畽謚疌瘳畱痀砅𥆩瘥㿉畽𤹪疷矞瞟畽謚疌瘳畱痀

摩も滿藁彿菱ブ癮）㌳瞟瞤臁0摩も滿藁彿菱ブ癮）㌳瞟瞤臁0摩も滿藁彿菱ブ癮）㌳瞟瞤臁0摩も滿藁彿菱ブ癮）㌳瞟瞤臁0摩も滿藁彿菱ブ癮）㌳瞟瞤臁0摩も滿藁彿菱ブ癮）㌳瞟瞤臁0摩も滿藁彿菱ブ癮）㌳瞟瞤臁0摩も滿藁彿菱ブ癮）㌳瞟瞤臁077嘖蹙鑚ィî┘禡磕旄抵彳抵臁嘖蹙鑚ィî┘禡磕旄抵彳抵臁嘖蹙鑚ィî┘禡磕旄抵彳抵臁嘖蹙鑚ィî┘禡磕旄抵彳抵臁嘖蹙鑚ィî┘禡磕旄抵彳抵臁嘖蹙鑚ィî┘禡磕旄抵彳抵臁嘖蹙鑚ィî┘禡磕旄抵彳抵臁嘖蹙鑚ィî┘禡磕旄抵彳抵臁20062006烝膅鑼濺滲䐢烝膅鑼濺滲䐢烝膅鑼濺滲䐢烝膅鑼濺滲䐢烝膅鑼濺滲䐢烝膅鑼濺滲䐢烝膅鑼濺滲䐢烝膅鑼濺滲䐢
鯲ゅ団40敕舢鯲ゅ団40敕舢鯲ゅ団40敕舢鯲ゅ団40敕舢鯲ゅ団40敕舢鯲ゅ団40敕舢鯲ゅ団40敕舢鯲ゅ団40敕舢 禡磕䅈稛穖竴癮瘓𥇍癮磕䈎穙䆴磹䇳籞┖禡磕癮ギ珵臁禡磕䅈稛穖竴癮瘓𥇍癮磕䈎穙䆴磹䇳籞┖禡磕癮ギ珵臁禡磕䅈稛穖竴癮瘓𥇍癮磕䈎穙䆴磹䇳籞┖禡磕癮ギ珵臁禡磕䅈稛穖竴癮瘓𥇍癮磕䈎穙䆴磹䇳籞┖禡磕癮ギ珵臁禡磕䅈稛穖竴癮瘓𥇍癮磕䈎穙䆴磹䇳籞┖禡磕癮ギ珵臁禡磕䅈稛穖竴癮瘓𥇍癮磕䈎穙䆴磹䇳籞┖禡磕癮ギ珵臁禡磕䅈稛穖竴癮瘓𥇍癮磕䈎穙䆴磹䇳籞┖禡磕癮ギ珵臁禡磕䅈稛穖竴癮瘓𥇍癮磕䈎穙䆴磹䇳籞┖禡磕癮ギ珵臁20072007烝烝烝烝烝烝烝烝 瞟瞤瞟瞤瞟瞤瞟瞤瞟瞤瞟瞤瞟瞤瞟瞤



14

ィî┘癮笊k痠砉癮禡磕癮嫻鑚淀朋ィî┘癮笊k痠砉癮禡磕癮嫻鑚淀朋ィî┘癮笊k痠砉癮禡磕癮嫻鑚淀朋ィî┘癮笊k痠砉癮禡磕癮嫻鑚淀朋ィî┘癮笊k痠砉癮禡磕癮嫻鑚淀朋ィî┘癮笊k痠砉癮禡磕癮嫻鑚淀朋ィî┘癮笊k痠砉癮禡磕癮嫻鑚淀朋ィî┘癮笊k痠砉癮禡磕癮嫻鑚淀朋

臤䐢臤䐢䁘瘥瘓瞤㿉臁齠痮痀䁘瘥瘓瞤㿉臁齠痮痀

𦣪䐢𦣪䐢Gょ癉臁畒瞤癮𥆩𥆩癉Gょ癉臁畒瞤癮𥆩𥆩癉

臬䐢瓖痮瘳畒痓矞瓘禡磕㽷瞢臬䐢瓖痮瘳畒痓矞瓘禡磕㽷瞢瓖畱瘥痮瞚癉煮痟瘃瓘禡磕瓖畱瘥痮瞚癉煮痟瘃瓘禡磕盨盨

臽䐢臽䐢逼痠矟瘓本逼痠矟瘓本𤹪釵瞢痮癮凅皨㿉G徳砅𤹪釵瞢痮癮凅皨㿉G徳砅

臿䐢臿䐢𤺋痱砉瘛ｸ峩癮睘癮臁痝㿉𤺋痱砉瘛ｸ峩癮睘癮臁痝㿉砅彳勉癉砅彳勉癉

𦥯䐢𦥯䐢坿娵睼G菇㿉𥁊矟畒畱坿娵睼G菇㿉𥁊矟畒畱𤺋疰瞢𤺋疰瞢

鯲ゅ団40敕舢鯲ゅ団40敕舢鯲ゅ団40敕舢鯲ゅ団40敕舢鯲ゅ団40敕舢鯲ゅ団40敕舢鯲ゅ団40敕舢鯲ゅ団40敕舢 禡磕䅈稛穖竴癮瘓𥇍癮磕䈎穙䆴磹䇳籞┖禡磕癮ギ珵臁禡磕䅈稛穖竴癮瘓𥇍癮磕䈎穙䆴磹䇳籞┖禡磕癮ギ珵臁禡磕䅈稛穖竴癮瘓𥇍癮磕䈎穙䆴磹䇳籞┖禡磕癮ギ珵臁禡磕䅈稛穖竴癮瘓𥇍癮磕䈎穙䆴磹䇳籞┖禡磕癮ギ珵臁禡磕䅈稛穖竴癮瘓𥇍癮磕䈎穙䆴磹䇳籞┖禡磕癮ギ珵臁禡磕䅈稛穖竴癮瘓𥇍癮磕䈎穙䆴磹䇳籞┖禡磕癮ギ珵臁禡磕䅈稛穖竴癮瘓𥇍癮磕䈎穙䆴磹䇳籞┖禡磕癮ギ珵臁禡磕䅈稛穖竴癮瘓𥇍癮磕䈎穙䆴磹䇳籞┖禡磕癮ギ珵臁20072007烝烝烝烝烝烝烝烝 瞟瞤瞟瞤瞟瞤瞟瞤瞟瞤瞟瞤瞟瞤瞟瞤

ィî┘珽䕺k盨癮蘢痮跏ィî┘珽䕺k盨癮蘢痮跏ィî┘珽䕺k盨癮蘢痮跏ィî┘珽䕺k盨癮蘢痮跏ィî┘珽䕺k盨癮蘢痮跏ィî┘珽䕺k盨癮蘢痮跏ィî┘珽䕺k盨癮蘢痮跏ィî┘珽䕺k盨癮蘢痮跏

臤䐢濁晧糂砅藁瞢痓矞臤䐢濁晧糂砅藁瞢痓矞臤䐢濁晧糂砅藁瞢痓矞臤䐢濁晧糂砅藁瞢痓矞臤䐢濁晧糂砅藁瞢痓矞臤䐢濁晧糂砅藁瞢痓矞臤䐢濁晧糂砅藁瞢痓矞臤䐢濁晧糂砅藁瞢痓矞

𦣪䐢¥砅コ瘳や痮㽷痏矞𦣪䐢¥砅コ瘳や痮㽷痏矞𦣪䐢¥砅コ瘳や痮㽷痏矞𦣪䐢¥砅コ瘳や痮㽷痏矞𦣪䐢¥砅コ瘳や痮㽷痏矞𦣪䐢¥砅コ瘳や痮㽷痏矞𦣪䐢¥砅コ瘳や痮㽷痏矞𦣪䐢¥砅コ瘳や痮㽷痏矞

臬䐢I睼㽷𤺋跚便𤹪臬䐢I睼㽷𤺋跚便𤹪臬䐢I睼㽷𤺋跚便𤹪臬䐢I睼㽷𤺋跚便𤹪臬䐢I睼㽷𤺋跚便𤹪臬䐢I睼㽷𤺋跚便𤹪臬䐢I睼㽷𤺋跚便𤹪臬䐢I睼㽷𤺋跚便𤹪

臽䐢b腆癮笪籞䅈癉淋矬瘇瘳䁘瘥痀瞤臽䐢b腆癮笪籞䅈癉淋矬瘇瘳䁘瘥痀瞤臽䐢b腆癮笪籞䅈癉淋矬瘇瘳䁘瘥痀瞤臽䐢b腆癮笪籞䅈癉淋矬瘇瘳䁘瘥痀瞤臽䐢b腆癮笪籞䅈癉淋矬瘇瘳䁘瘥痀瞤臽䐢b腆癮笪籞䅈癉淋矬瘇瘳䁘瘥痀瞤臽䐢b腆癮笪籞䅈癉淋矬瘇瘳䁘瘥痀瞤臽䐢b腆癮笪籞䅈癉淋矬瘇瘳䁘瘥痀瞤

臿䐢シ癧皕步痏矞臿䐢シ癧皕步痏矞臿䐢シ癧皕步痏矞臿䐢シ癧皕步痏矞臿䐢シ癧皕步痏矞臿䐢シ癧皕步痏矞臿䐢シ癧皕步痏矞臿䐢シ癧皕步痏矞

膘痝癮淀朋皕曚⊕疰飫痮畱㽷睘痮矟𤺋畱膘痝癮淀朋皕曚⊕疰飫痮畱㽷睘痮矟𤺋畱膘痝癮淀朋皕曚⊕疰飫痮畱㽷睘痮矟𤺋畱膘痝癮淀朋皕曚⊕疰飫痮畱㽷睘痮矟𤺋畱膘痝癮淀朋皕曚⊕疰飫痮畱㽷睘痮矟𤺋畱膘痝癮淀朋皕曚⊕疰飫痮畱㽷睘痮矟𤺋畱膘痝癮淀朋皕曚⊕疰飫痮畱㽷睘痮矟𤺋畱膘痝癮淀朋皕曚⊕疰飫痮畱㽷睘痮矟𤺋畱

痏癁臁盻ギ𤺋痝㿉𤹪畒矞痏癁臁盻ギ𤺋痝㿉𤹪畒矞痏癁臁盻ギ𤺋痝㿉𤹪畒矞痏癁臁盻ギ𤺋痝㿉𤹪畒矞痏癁臁盻ギ𤺋痝㿉𤹪畒矞痏癁臁盻ギ𤺋痝㿉𤹪畒矞痏癁臁盻ギ𤺋痝㿉𤹪畒矞痏癁臁盻ギ𤺋痝㿉𤹪畒矞

浪O̊┘w膅浪O̊┘w膅浪O̊┘w膅浪O̊┘w膅浪O̊┘w膅浪O̊┘w膅浪O̊┘w膅浪O̊┘w膅BPSDBPSDBPSDBPSDBPSDBPSDBPSDBPSD䐢盨癮檮睛癮嫻鑚䐢盨癮檮睛癮嫻鑚䐢盨癮檮睛癮嫻鑚䐢盨癮檮睛癮嫻鑚䐢盨癮檮睛癮嫻鑚䐢盨癮檮睛癮嫻鑚䐢盨癮檮睛癮嫻鑚䐢盨癮檮睛癮嫻鑚

膘浪O̊┘w癮眚㿉砉癁疰臁膘浪O̊┘w癮眚㿉砉癁疰臁膘浪O̊┘w癮眚㿉砉癁疰臁膘浪O̊┘w癮眚㿉砉癁疰臁膘浪O̊┘w癮眚㿉砉癁疰臁膘浪O̊┘w癮眚㿉砉癁疰臁膘浪O̊┘w癮眚㿉砉癁疰臁膘浪O̊┘w癮眚㿉砉癁疰臁嘆馭┘w砅嫻U嘆馭┘w砅嫻U嘆馭┘w砅嫻U嘆馭┘w砅嫻U嘆馭┘w砅嫻U嘆馭┘w砅嫻U嘆馭┘w砅嫻U嘆馭┘w砅嫻U癉臁癉臁癉臁癉臁癉臁癉臁癉臁癉臁濁晧濁晧濁晧濁晧濁晧濁晧濁晧濁晧
睼睼睼睼睼睼睼睼盪̂癮䅈穪箵䅈盪̂癮䅈穪箵䅈盪̂癮䅈穪箵䅈盪̂癮䅈穪箵䅈盪̂癮䅈穪箵䅈盪̂癮䅈穪箵䅈盪̂癮䅈穪箵䅈盪̂癮䅈穪箵䅈疰49G痠矟瘳カæ痠矟瘳畱矞璒濁疰49G痠矟瘳カæ痠矟瘳畱矞璒濁疰49G痠矟瘳カæ痠矟瘳畱矞璒濁疰49G痠矟瘳カæ痠矟瘳畱矞璒濁疰49G痠矟瘳カæ痠矟瘳畱矞璒濁疰49G痠矟瘳カæ痠矟瘳畱矞璒濁疰49G痠矟瘳カæ痠矟瘳畱矞璒濁疰49G痠矟瘳カæ痠矟瘳畱矞璒濁
晧睼盪̂癮䅈穪箵䅈疰譌18痠矟矞㿉臁浪O̊┘w皕莵晧睼盪̂癮䅈穪箵䅈疰譌18痠矟矞㿉臁浪O̊┘w皕莵晧睼盪̂癮䅈穪箵䅈疰譌18痠矟矞㿉臁浪O̊┘w皕莵晧睼盪̂癮䅈穪箵䅈疰譌18痠矟矞㿉臁浪O̊┘w皕莵晧睼盪̂癮䅈穪箵䅈疰譌18痠矟矞㿉臁浪O̊┘w皕莵晧睼盪̂癮䅈穪箵䅈疰譌18痠矟矞㿉臁浪O̊┘w皕莵晧睼盪̂癮䅈穪箵䅈疰譌18痠矟矞㿉臁浪O̊┘w皕莵晧睼盪̂癮䅈穪箵䅈疰譌18痠矟矞㿉臁浪O̊┘w皕莵
62痮崢笨瘃矞璒62痮崢笨瘃矞璒62痮崢笨瘃矞璒62痮崢笨瘃矞璒62痮崢笨瘃矞璒62痮崢笨瘃矞璒62痮崢笨瘃矞璒62痮崢笨瘃矞璒

埞㾮癮朝癮浪O̊┘w癮I̊疷矞崦燵臁寢傜臁窾稛籞篖臁埞㾮癮朝癮浪O̊┘w癮I̊疷矞崦燵臁寢傜臁窾稛籞篖臁埞㾮癮朝癮浪O̊┘w癮I̊疷矞崦燵臁寢傜臁窾稛籞篖臁埞㾮癮朝癮浪O̊┘w癮I̊疷矞崦燵臁寢傜臁窾稛籞篖臁埞㾮癮朝癮浪O̊┘w癮I̊疷矞崦燵臁寢傜臁窾稛籞篖臁埞㾮癮朝癮浪O̊┘w癮I̊疷矞崦燵臁寢傜臁窾稛籞篖臁埞㾮癮朝癮浪O̊┘w癮I̊疷矞崦燵臁寢傜臁窾稛籞篖臁埞㾮癮朝癮浪O̊┘w癮I̊疷矞崦燵臁寢傜臁窾稛籞篖臁
ホ邉砅瘨㽷䀹臁鑚朝癮濁晧睼盪̂癮䅈穪箵䅈砅流瞤ホ邉砅瘨㽷䀹臁鑚朝癮濁晧睼盪̂癮䅈穪箵䅈砅流瞤ホ邉砅瘨㽷䀹臁鑚朝癮濁晧睼盪̂癮䅈穪箵䅈砅流瞤ホ邉砅瘨㽷䀹臁鑚朝癮濁晧睼盪̂癮䅈穪箵䅈砅流瞤ホ邉砅瘨㽷䀹臁鑚朝癮濁晧睼盪̂癮䅈穪箵䅈砅流瞤ホ邉砅瘨㽷䀹臁鑚朝癮濁晧睼盪̂癮䅈穪箵䅈砅流瞤ホ邉砅瘨㽷䀹臁鑚朝癮濁晧睼盪̂癮䅈穪箵䅈砅流瞤ホ邉砅瘨㽷䀹臁鑚朝癮濁晧睼盪̂癮䅈穪箵䅈砅流瞤
瞩痀痝㿉璒瞩痀痝㿉璒瞩痀痝㿉璒瞩痀痝㿉璒瞩痀痝㿉璒瞩痀痝㿉璒瞩痀痝㿉璒瞩痀痝㿉璒

埰鑚朝癮晧盪睼臁盪̂癮髭æ糂膅齠痮䀹臁凅皨臁睼瞤埰鑚朝癮晧盪睼臁盪̂癮髭æ糂膅齠痮䀹臁凅皨臁睼瞤埰鑚朝癮晧盪睼臁盪̂癮髭æ糂膅齠痮䀹臁凅皨臁睼瞤埰鑚朝癮晧盪睼臁盪̂癮髭æ糂膅齠痮䀹臁凅皨臁睼瞤埰鑚朝癮晧盪睼臁盪̂癮髭æ糂膅齠痮䀹臁凅皨臁睼瞤埰鑚朝癮晧盪睼臁盪̂癮髭æ糂膅齠痮䀹臁凅皨臁睼瞤埰鑚朝癮晧盪睼臁盪̂癮髭æ糂膅齠痮䀹臁凅皨臁睼瞤埰鑚朝癮晧盪睼臁盪̂癮髭æ糂膅齠痮䀹臁凅皨臁睼瞤
疰畱臁G徳臁ヾ瞢痮痠䐢砅臁蹙濟ɚ癉彳勉癉瘃矞痝㿉璒疰畱臁G徳臁ヾ瞢痮痠䐢砅臁蹙濟ɚ癉彳勉癉瘃矞痝㿉璒疰畱臁G徳臁ヾ瞢痮痠䐢砅臁蹙濟ɚ癉彳勉癉瘃矞痝㿉璒疰畱臁G徳臁ヾ瞢痮痠䐢砅臁蹙濟ɚ癉彳勉癉瘃矞痝㿉璒疰畱臁G徳臁ヾ瞢痮痠䐢砅臁蹙濟ɚ癉彳勉癉瘃矞痝㿉璒疰畱臁G徳臁ヾ瞢痮痠䐢砅臁蹙濟ɚ癉彳勉癉瘃矞痝㿉璒疰畱臁G徳臁ヾ瞢痮痠䐢砅臁蹙濟ɚ癉彳勉癉瘃矞痝㿉璒疰畱臁G徳臁ヾ瞢痮痠䐢砅臁蹙濟ɚ癉彳勉癉瘃矞痝㿉璒

㙊嫻鑚ɚ𤺋禡磕砅盡熹痮瘳睘臁浪O̊┘w疰率𥆩瞢𤺋畱㙊嫻鑚ɚ𤺋禡磕砅盡熹痮瘳睘臁浪O̊┘w疰率𥆩瞢𤺋畱㙊嫻鑚ɚ𤺋禡磕砅盡熹痮瘳睘臁浪O̊┘w疰率𥆩瞢𤺋畱㙊嫻鑚ɚ𤺋禡磕砅盡熹痮瘳睘臁浪O̊┘w疰率𥆩瞢𤺋畱㙊嫻鑚ɚ𤺋禡磕砅盡熹痮瘳睘臁浪O̊┘w疰率𥆩瞢𤺋畱㙊嫻鑚ɚ𤺋禡磕砅盡熹痮瘳睘臁浪O̊┘w疰率𥆩瞢𤺋畱㙊嫻鑚ɚ𤺋禡磕砅盡熹痮瘳睘臁浪O̊┘w疰率𥆩瞢𤺋畱㙊嫻鑚ɚ𤺋禡磕砅盡熹痮瘳睘臁浪O̊┘w疰率𥆩瞢𤺋畱
寢淋皕臁諭澑㿉bド痮瘳鎮勉𤺋わP₂堙睘盻ギ璒寢淋皕臁諭澑㿉bド痮瘳鎮勉𤺋わP₂堙睘盻ギ璒寢淋皕臁諭澑㿉bド痮瘳鎮勉𤺋わP₂堙睘盻ギ璒寢淋皕臁諭澑㿉bド痮瘳鎮勉𤺋わP₂堙睘盻ギ璒寢淋皕臁諭澑㿉bド痮瘳鎮勉𤺋わP₂堙睘盻ギ璒寢淋皕臁諭澑㿉bド痮瘳鎮勉𤺋わP₂堙睘盻ギ璒寢淋皕臁諭澑㿉bド痮瘳鎮勉𤺋わP₂堙睘盻ギ璒寢淋皕臁諭澑㿉bド痮瘳鎮勉𤺋わP₂堙睘盻ギ璒

鯲ゅ団40敕舢鯲ゅ団40敕舢鯲ゅ団40敕舢鯲ゅ団40敕舢鯲ゅ団40敕舢鯲ゅ団40敕舢鯲ゅ団40敕舢鯲ゅ団40敕舢 禡磕䅈稛穖竴癮瘓𥇍癮磕䈎穙䆴磹䇳籞┖禡磕癮ギ珵臁禡磕䅈稛穖竴癮瘓𥇍癮磕䈎穙䆴磹䇳籞┖禡磕癮ギ珵臁禡磕䅈稛穖竴癮瘓𥇍癮磕䈎穙䆴磹䇳籞┖禡磕癮ギ珵臁禡磕䅈稛穖竴癮瘓𥇍癮磕䈎穙䆴磹䇳籞┖禡磕癮ギ珵臁禡磕䅈稛穖竴癮瘓𥇍癮磕䈎穙䆴磹䇳籞┖禡磕癮ギ珵臁禡磕䅈稛穖竴癮瘓𥇍癮磕䈎穙䆴磹䇳籞┖禡磕癮ギ珵臁禡磕䅈稛穖竴癮瘓𥇍癮磕䈎穙䆴磹䇳籞┖禡磕癮ギ珵臁禡磕䅈稛穖竴癮瘓𥇍癮磕䈎穙䆴磹䇳籞┖禡磕癮ギ珵臁20072007烝烝烝烝烝烝烝烝 瞟瞤瞟瞤瞟瞤瞟瞤瞟瞤瞟瞤瞟瞤瞟瞤

端𤺋浪O̊┘w檮九埞舢癬癇端𤺋浪O̊┘w檮九埞舢癬癇端𤺋浪O̊┘w檮九埞舢癬癇端𤺋浪O̊┘w檮九埞舢癬癇端𤺋浪O̊┘w檮九埞舢癬癇端𤺋浪O̊┘w檮九埞舢癬癇端𤺋浪O̊┘w檮九埞舢癬癇端𤺋浪O̊┘w檮九埞舢癬癇

膘朸籗跖こ癮嘆睼榮弸砅痠𥆩瞟畱賭畱瘓瞤臁澣瞤暑疰矬㽷瞢𤺋痀𤺋矞膘朸籗跖こ癮嘆睼榮弸砅痠𥆩瞟畱賭畱瘓瞤臁澣瞤暑疰矬㽷瞢𤺋痀𤺋矞

�� 奉痮瘓瞤臁畒矬瘳瘓瞤臁痝瘜瞢疰噤瘥瘓┦敕砅痮𤺋畱痝㿉璒Y癉臁疆奉痮瘓瞤臁畒矬瘳瘓瞤臁痝瘜瞢疰噤瘥瘓┦敕砅痮𤺋畱痝㿉璒Y癉臁疆
穂皕療1𤺋沪瞤畱瘥痮瞚癉瘨疷㾮畽膅淀嗽睼稛磹筿篖禕砅î矞䐢穂皕療1𤺋沪瞤畱瘥痮瞚癉瘨疷㾮畽膅淀嗽睼稛磹筿篖禕砅î矞䐢

�� 跚砅㾮瞢瘃や巠睼腆疰㽷瞤砅藾瞤臁畒矬瘳𤺋畱瞟畽癉ぁ粤痮瘳疢痀跚砅㾮瞢瘃や巠睼腆疰㽷瞤砅藾瞤臁畒矬瘳𤺋畱瞟畽癉ぁ粤痮瘳疢痀

�� 穵磕疰明痀㿉蠔矞𥞴篖秇籞砅瘨痏矞𤺋癁臁箆瘳⊕痀癮疰矬㽷矞瞟畽穵磕疰明痀㿉蠔矞𥞴篖秇籞砅瘨痏矞𤺋癁臁箆瘳⊕痀癮疰矬㽷矞瞟畽
癉瘃矞癉瘃矞

�� 𥇥痮矤G鼬ɚ癉弸箆癮㎏抵砅瘨痀矞𥇥痮矤G鼬ɚ癉弸箆癮㎏抵砅瘨痀矞

�� ⇄鐓睼凞癮鑚朝疰跚癉𤺋瞢𤺋畱脉癉隣鑼砅瘨痏臁’25菱臁倭皨⇄鐓睼凞癮鑚朝疰跚癉𤺋瞢𤺋畱脉癉隣鑼砅瘨痏臁’25菱臁倭皨
隣𤺋癁砅鎬畱瘳疢痀隣𤺋癁砅鎬畱瘳疢痀

�� 隣崩砅莵瘓瘇矞璒疢晤瞤臁笪篖䅣篖穪𤺋癁鑚朝癮𤺋痱䀹癮仟癉’隣崩砅莵瘓瘇矞璒疢晤瞤臁笪篖䅣篖穪𤺋癁鑚朝癮𤺋痱䀹癮仟癉’
25菱砅鎬畱瘳評矟瘳疢痀25菱砅鎬畱瘳評矟瘳疢痀

�� 鑚朝癮𥁊瘛砉⊕痀跏塁臁コ瘜杼矞㿉痝矤砅臺蜉痮瘳疢痀鑚朝癮𥁊瘛砉⊕痀跏塁臁コ瘜杼矞㿉痝矤砅臺蜉痮瘳疢痀

�� 0脉睼凋んっ癉宙筮砅シ軛痮瘳疢疷臁拓瀧癮寢淋臁’25砅睘瞢畽0脉睼凋んっ癉宙筮砅シ軛痮瘳疢疷臁拓瀧癮寢淋臁’25砅睘瞢畽

�� 坿娵癮癬癇坿娵癮癬癇SOSSOS窬穖穪砅㌱ぁ瘃矞窬穖穪砅㌱ぁ瘃矞

�� 澣瘥瘳疷瘳睘ノ𥇍瘘臁㿗疿瞢畱癮ヮリ砅㽷痏矞澣瘥瘳疷瘳睘ノ𥇍瘘臁㿗疿瞢畱癮ヮリ砅㽷痏矞

端𤺋浪O̊┘w檮九埰舢忰篶端𤺋浪O̊┘w檮九埰舢忰篶端𤺋浪O̊┘w檮九埰舢忰篶端𤺋浪O̊┘w檮九埰舢忰篶端𤺋浪O̊┘w檮九埰舢忰篶端𤺋浪O̊┘w檮九埰舢忰篶端𤺋浪O̊┘w檮九埰舢忰篶端𤺋浪O̊┘w檮九埰舢忰篶
膘膘PL瞢矟忰篶PL瞢矟忰篶臁蔘瘳瞢矟忰篶臁搶愾忰篶𤺋癁臁蔘瘳瞢矟忰篶臁搶愾忰篶𤺋癁

膘`蘢跳つ痮瘳畱矞̂0𤺋朝癉]畱砅㽷痏矞痝㿉疰彌畱膘`蘢跳つ痮瘳畱矞̂0𤺋朝癉]畱砅㽷痏矞痝㿉疰彌畱

�� 玲暼痮瘓瞤臁シ癧痮瘓瞤痮𤺋畱玲暼痮瘓瞤臁シ癧痮瘓瞤痮𤺋畱

�� 𤺋畱㿉畱畽宙曚砅溜痏溺𥇍瘳畱瘥痮瞚癉藾瘃𤺋畱㿉畱畽宙曚砅溜痏溺𥇍瘳畱瘥痮瞚癉藾瘃

�� 禡磕砅瘃矞k癉㿉瘥瘳噤瘥瘳畱矞痝㿉㿉臁鑚朝癮噤瘥瘳畱矞痝㿉臁禡磕砅瘃矞k癉㿉瘥瘳噤瘥瘳畱矞痝㿉㿉臁鑚朝癮噤瘥瘳畱矞痝㿉臁
濁晧疰ぎ𤺋矞痝㿉砅臁痮瘥㽷瞤ィゖ瘃矞濁晧疰ぎ𤺋矞痝㿉砅臁痮瘥㽷瞤ィゖ瘃矞

�� 鑚朝癮晧盪砅盡熹痮瘳噪矞鑚朝癮晧盪砅盡熹痮瘳噪矞

�� 蹙痟矤㽷瞢睘癮砅痮𥆩畽寢脉𤺋癁砅ヌ柆痮瘳疢痀蹙痟矤㽷瞢睘癮砅痮𥆩畽寢脉𤺋癁砅ヌ柆痮瘳疢痀

�� 𤺋矞𥄢痀臁鑚朝Ĝ疰藾痮箆痮æヮ𤹪疷矞瞟畽カ棡瘃矞𤺋矞𥄢痀臁鑚朝Ĝ疰藾痮箆痮æヮ𤹪疷矞瞟畽カ棡瘃矞

�� 鎚鏥仟𤺋癁砅ぁ粤痮瘳疢疷臁藾痮瘳睘コ瘨㽷瞢𤺋畱㿉疷癉賠疌矞鎚鏥仟𤺋癁砅ぁ粤痮瘳疢疷臁藾痮瘳睘コ瘨㽷瞢𤺋畱㿉疷癉賠疌矞

�� 圻晁癮寢淋臁朸癮⑯母鎬睼〛澤𤺋癁皕朸踞疰っX瘃矞瞟畽癉圻晁癮寢淋臁朸癮⑯母鎬睼〛澤𤺋癁皕朸踞疰っX瘃矞瞟畽癉

�� 天睘瘃矞痝㿉疰𤺋畱㿉忰篶疰箆睼瘃畱臁蹙嘆癮迯戻癮煮痟痮跏天睘瘃矞痝㿉疰𤺋畱㿉忰篶疰箆睼瘃畱臁蹙嘆癮迯戻癮煮痟痮跏
砅わ㽷癉砅わ㽷癉
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瓖PL瞢矟忰篶瓘皕跳つ癮銘ノ瓖PL瞢矟忰篶瓘皕跳つ癮銘ノ瓖PL瞢矟忰篶瓘皕跳つ癮銘ノ瓖PL瞢矟忰篶瓘皕跳つ癮銘ノ瓖PL瞢矟忰篶瓘皕跳つ癮銘ノ瓖PL瞢矟忰篶瓘皕跳つ癮銘ノ瓖PL瞢矟忰篶瓘皕跳つ癮銘ノ瓖PL瞢矟忰篶瓘皕跳つ癮銘ノ

磕䈎穙䆴磹䇳籞夂ィî┘𤺋癁𤹪臁磕䈎穙䆴磹䇳籞夂ィî┘𤺋癁𤹪臁G便疰痮𥆩畱睨G便疰痮𥆩畱睨

矟瘓睘癮砅L𥆩矟瘓㿉ヮ畱甍矞矟瘓睘癮砅L𥆩矟瘓㿉ヮ畱甍矞PL瞢矟忰篶疰䀹瞢PL瞢矟忰篶疰䀹瞢
矟矞痝㿉疰瞟痀畒瞤𥆩瘃璒PL瞢矟忰篶癮檮ょ㿉𤺋矞矟矞痝㿉疰瞟痀畒瞤𥆩瘃璒PL瞢矟忰篶癮檮ょ㿉𤺋矞
癮皕臁瘓畱瘳畱臁瀧ん0痀𤹪跳つ砅痮瘳畱矞痟朸踞𤹪癮皕臁瘓畱瘳畱臁瀧ん0痀𤹪跳つ砅痮瘳畱矞痟朸踞𤹪
瘃璒痝畽痮瘓PL瞢矟忰篶皕臁瓖45疰睨矟矞皕瘘皕𤺋瘃璒痝畽痮瘓PL瞢矟忰篶皕臁瓖45疰睨矟矞皕瘘皕𤺋
畱瓘臁瓖45疰搖癮達や癉𤺋瞢𤺋痏矟皡𤺋瞢𤺋畱皕瘘皕畱瓘臁瓖45疰搖癮達や癉𤺋瞢𤺋痏矟皡𤺋瞢𤺋畱皕瘘皕
𤺋畱瓘㿉畱畽磔畱癮》3痮𤹪瘃璒畱瘥痮瞚癉藾痮瘳コ瘨𤺋畱瓘㿉畱畽磔畱癮》3痮𤹪瘃璒畱瘥痮瞚癉藾痮瘳コ瘨
㽷瘥瘓㿉疷皕痠瞤痓𤺋痀3痮瘳畒痓𥆩痮瞚畽璒瓖瘛㽷瞢45㽷瘥瘓㿉疷皕痠瞤痓𤺋痀3痮瘳畒痓𥆩痮瞚畽璒瓖瘛㽷瞢45
痱𥈞𤺋畱㿉ヮ瘥瘓𤹪痮瞚瓘𤺋癁㿉たプ痮瘓㿉痮瘳睘フ畱痝痱𥈞𤺋畱㿉ヮ瘥瘓𤹪痮瞚瓘𤺋癁㿉たプ痮瘓㿉痮瘳睘フ畱痝
㿉皕天臤瘨畒瞤𥆩瘇砉璒㿉皕天臤瘨畒瞤𥆩瘇砉璒

貮ホ塡疵舢貮ホ塡疵舢 ィî┘跳つ癮臤𦣝𦣝一阯臁紃篊籞䈎穵𥫣箐篖窊篖禕臁ィî┘跳つ癮臤𦣝𦣝一阯臁紃篊籞䈎穵𥫣箐篖窊篖禕臁20002000

端𤺋浪O̊┘w檮九㙊舢瘇砉忰端𤺋浪O̊┘w檮九㙊舢瘇砉忰端𤺋浪O̊┘w檮九㙊舢瘇砉忰端𤺋浪O̊┘w檮九㙊舢瘇砉忰端𤺋浪O̊┘w檮九㙊舢瘇砉忰端𤺋浪O̊┘w檮九㙊舢瘇砉忰端𤺋浪O̊┘w檮九㙊舢瘇砉忰端𤺋浪O̊┘w檮九㙊舢瘇砉忰

膘膘弯戻瘇砉忰弯戻瘇砉忰皕臁濁¦㿉戻涉疌睼瘃畱疰粤ゖ藴朿癮瀧ⅺ𤹪畒矞皕臁濁¦㿉戻涉疌睼瘃畱疰粤ゖ藴朿癮瀧ⅺ𤹪畒矞

膘Ë燵籗嘆っ燵癮粤ゖ㊬妤臁㋐4/11殺湊き惧臁情ソ臁煕ソ臁濁晧臁禳碣膘Ë燵籗嘆っ燵癮粤ゖ㊬妤臁㋐4/11殺湊き惧臁情ソ臁煕ソ臁濁晧臁禳碣

𤺋癁疰畒矞𤺋癁疰畒矞

�� 濁晧籗禳碣籗噤箏砅糂痱瘳矞秇磹篖砅蹣𥇍癉䄅筹穖稸痮臁臤朝癉痮𤺋畱濁晧籗禳碣籗噤箏砅糂痱瘳矞秇磹篖砅蹣𥇍癉䄅筹穖稸痮臁臤朝癉痮𤺋畱

�� ô迯戻𤹪睘臁痮瘥㽷瞤臁䁘瘥瘓瞤臁㾮皡癉畱矞ô迯戻𤹪睘臁痮瘥㽷瞤臁䁘瘥瘓瞤臁㾮皡癉畱矞

�� メ矟瘳晧盪痮瘳睘瞢畽メ矟瘳晧盪痮瘳睘瞢畽

�� 崩奣ɚ𤺋堠睼肘皕步痏臁倮㽷𤺋ｸ峩癉18痀崩奣ɚ𤺋堠睼肘皕步痏臁倮㽷𤺋ｸ峩癉18痀

�� 舫癉メ矟Q曚砅î瞢瘇矞膅隣縫癮倭皨㽷痏臁寢脉睼迚弯砅î瞢瘃䐢舫癉メ矟Q曚砅î瞢瘇矞膅隣縫癮倭皨㽷痏臁寢脉睼迚弯砅î瞢瘃䐢

�� 典癮a甍砅癕痀瘓𥇍癮㏈㽷畱挍䀹P臁韈㽷畱81藜痏𤺋癁癮溷彿睘典癮a甍砅癕痀瘓𥇍癮㏈㽷畱挍䀹P臁韈㽷畱81藜痏𤺋癁癮溷彿睘

鯲ゅ団40敕舢鯲ゅ団40敕舢鯲ゅ団40敕舢鯲ゅ団40敕舢鯲ゅ団40敕舢鯲ゅ団40敕舢鯲ゅ団40敕舢鯲ゅ団40敕舢 禡磕䅈稛穖竴癮瘓𥇍癮磕䈎穙䆴磹䇳籞┖禡磕癮ギ珵臁禡磕䅈稛穖竴癮瘓𥇍癮磕䈎穙䆴磹䇳籞┖禡磕癮ギ珵臁禡磕䅈稛穖竴癮瘓𥇍癮磕䈎穙䆴磹䇳籞┖禡磕癮ギ珵臁禡磕䅈稛穖竴癮瘓𥇍癮磕䈎穙䆴磹䇳籞┖禡磕癮ギ珵臁禡磕䅈稛穖竴癮瘓𥇍癮磕䈎穙䆴磹䇳籞┖禡磕癮ギ珵臁禡磕䅈稛穖竴癮瘓𥇍癮磕䈎穙䆴磹䇳籞┖禡磕癮ギ珵臁禡磕䅈稛穖竴癮瘓𥇍癮磕䈎穙䆴磹䇳籞┖禡磕癮ギ珵臁禡磕䅈稛穖竴癮瘓𥇍癮磕䈎穙䆴磹䇳籞┖禡磕癮ギ珵臁20072007烝烝烝烝烝烝烝烝 瞟瞤瞟瞤瞟瞤瞟瞤瞟瞤瞟瞤瞟瞤瞟瞤

筳籞筕磕舢筳籞筕磕舢筳籞筕磕舢筳籞筕磕舢筳籞筕磕舢筳籞筕磕舢筳籞筕磕舢筳籞筕磕舢瓫瓫瓫瓫瓫瓫瓫瓫癉睘㽷㽷矬瞢瘘㈩畽癉睘㽷㽷矬瞢瘘㈩畽癉睘㽷㽷矬瞢瘘㈩畽癉睘㽷㽷矬瞢瘘㈩畽癉睘㽷㽷矬瞢瘘㈩畽癉睘㽷㽷矬瞢瘘㈩畽癉睘㽷㽷矬瞢瘘㈩畽癉睘㽷㽷矬瞢瘘㈩畽𤭖𤭖𤭖𤭖𤭖𤭖𤭖𤭖
俛旄k舢俛旄k舢俛旄k舢俛旄k舢俛旄k舢俛旄k舢俛旄k舢俛旄k舢磕䈎竴礛篖䅈籗穧籞禡篖菱ブ磕䈎竴礛篖䅈籗穧籞禡篖菱ブ磕䈎竴礛篖䅈籗穧籞禡篖菱ブ磕䈎竴礛篖䅈籗穧籞禡篖菱ブ磕䈎竴礛篖䅈籗穧籞禡篖菱ブ磕䈎竴礛篖䅈籗穧籞禡篖菱ブ磕䈎竴礛篖䅈籗穧籞禡篖菱ブ磕䈎竴礛篖䅈籗穧籞禡篖菱ブ

戻池渝癮畒矞穪篖窬䈎𤹪癮曚薇癮宙鍔舢戻池渝癮畒矞穪篖窬䈎𤹪癮曚薇癮宙鍔舢戻池渝癮畒矞穪篖窬䈎𤹪癮曚薇癮宙鍔舢戻池渝癮畒矞穪篖窬䈎𤹪癮曚薇癮宙鍔舢戻池渝癮畒矞穪篖窬䈎𤹪癮曚薇癮宙鍔舢戻池渝癮畒矞穪篖窬䈎𤹪癮曚薇癮宙鍔舢戻池渝癮畒矞穪篖窬䈎𤹪癮曚薇癮宙鍔舢戻池渝癮畒矞穪篖窬䈎𤹪癮曚薇癮宙鍔舢

40烝磽ィî┘癮彿砅㽷㽷疌矞慄疰G朸ぁœ癮妹腆濂癉彿40烝磽ィî┘癮彿砅㽷㽷疌矞慄疰G朸ぁœ癮妹腆濂癉彿40烝磽ィî┘癮彿砅㽷㽷疌矞慄疰G朸ぁœ癮妹腆濂癉彿40烝磽ィî┘癮彿砅㽷㽷疌矞慄疰G朸ぁœ癮妹腆濂癉彿40烝磽ィî┘癮彿砅㽷㽷疌矞慄疰G朸ぁœ癮妹腆濂癉彿40烝磽ィî┘癮彿砅㽷㽷疌矞慄疰G朸ぁœ癮妹腆濂癉彿40烝磽ィî┘癮彿砅㽷㽷疌矞慄疰G朸ぁœ癮妹腆濂癉彿40烝磽ィî┘癮彿砅㽷㽷疌矞慄疰G朸ぁœ癮妹腆濂癉彿
砅知瘇瘳殺¹痮臁離朝晁㽷瞢澣晁〒嘆臁穪篖窬䈎癉評瘥瘓璒砅知瘇瘳殺¹痮臁離朝晁㽷瞢澣晁〒嘆臁穪篖窬䈎癉評瘥瘓璒砅知瘇瘳殺¹痮臁離朝晁㽷瞢澣晁〒嘆臁穪篖窬䈎癉評瘥瘓璒砅知瘇瘳殺¹痮臁離朝晁㽷瞢澣晁〒嘆臁穪篖窬䈎癉評瘥瘓璒砅知瘇瘳殺¹痮臁離朝晁㽷瞢澣晁〒嘆臁穪篖窬䈎癉評瘥瘓璒砅知瘇瘳殺¹痮臁離朝晁㽷瞢澣晁〒嘆臁穪篖窬䈎癉評瘥瘓璒砅知瘇瘳殺¹痮臁離朝晁㽷瞢澣晁〒嘆臁穪篖窬䈎癉評瘥瘓璒砅知瘇瘳殺¹痮臁離朝晁㽷瞢澣晁〒嘆臁穪篖窬䈎癉評瘥瘓璒
㾮癮㿉瘓砉臁瓖痝砉𤺋皧癁畱愔⊕㎏癉知瘇瘳癁痝盨’矟瘳䁘㾮癮㿉瘓砉臁瓖痝砉𤺋皧癁畱愔⊕㎏癉知瘇瘳癁痝盨’矟瘳䁘㾮癮㿉瘓砉臁瓖痝砉𤺋皧癁畱愔⊕㎏癉知瘇瘳癁痝盨’矟瘳䁘㾮癮㿉瘓砉臁瓖痝砉𤺋皧癁畱愔⊕㎏癉知瘇瘳癁痝盨’矟瘳䁘㾮癮㿉瘓砉臁瓖痝砉𤺋皧癁畱愔⊕㎏癉知瘇瘳癁痝盨’矟瘳䁘㾮癮㿉瘓砉臁瓖痝砉𤺋皧癁畱愔⊕㎏癉知瘇瘳癁痝盨’矟瘳䁘㾮癮㿉瘓砉臁瓖痝砉𤺋皧癁畱愔⊕㎏癉知瘇瘳癁痝盨’矟瘳䁘㾮癮㿉瘓砉臁瓖痝砉𤺋皧癁畱愔⊕㎏癉知瘇瘳癁痝盨’矟瘳䁘
痀砉瘛𦩘脽瓘㿉釿矟瘛痮臁竴箼篖穪祘箐䅈砅æ̃瞤癉痮瘳Ō矤畽痀砉瘛𦩘脽瓘㿉釿矟瘛痮臁竴箼篖穪祘箐䅈砅æ̃瞤癉痮瘳Ō矤畽痀砉瘛𦩘脽瓘㿉釿矟瘛痮臁竴箼篖穪祘箐䅈砅æ̃瞤癉痮瘳Ō矤畽痀砉瘛𦩘脽瓘㿉釿矟瘛痮臁竴箼篖穪祘箐䅈砅æ̃瞤癉痮瘳Ō矤畽痀砉瘛𦩘脽瓘㿉釿矟瘛痮臁竴箼篖穪祘箐䅈砅æ̃瞤癉痮瘳Ō矤畽痀砉瘛𦩘脽瓘㿉釿矟瘛痮臁竴箼篖穪祘箐䅈砅æ̃瞤癉痮瘳Ō矤畽痀砉瘛𦩘脽瓘㿉釿矟瘛痮臁竴箼篖穪祘箐䅈砅æ̃瞤癉痮瘳Ō矤畽痀砉瘛𦩘脽瓘㿉釿矟瘛痮臁竴箼篖穪祘箐䅈砅æ̃瞤癉痮瘳Ō矤畽
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臽臖曨鑚朝癉㿉瘥瘳癮晧廟㿉把睼㽷痠杇臽臖曨鑚朝癉㿉瘥瘳癮晧廟㿉把睼㽷痠杇臽臖曨鑚朝癉㿉瘥瘳癮晧廟㿉把睼㽷痠杇臽臖曨鑚朝癉㿉瘥瘳癮晧廟㿉把睼㽷痠杇臽臖曨鑚朝癉㿉瘥瘳癮晧廟㿉把睼㽷痠杇臽臖曨鑚朝癉㿉瘥瘳癮晧廟㿉把睼㽷痠杇臽臖曨鑚朝癉㿉瘥瘳癮晧廟㿉把睼㽷痠杇臽臖曨鑚朝癉㿉瘥瘳癮晧廟㿉把睼㽷痠杇→→着搨籗把爲瘼痀瞤着搨籗把爲瘼痀瞤着搨籗把爲瘼痀瞤着搨籗把爲瘼痀瞤着搨籗把爲瘼痀瞤着搨籗把爲瘼痀瞤着搨籗把爲瘼痀瞤着搨籗把爲瘼痀瞤

臿臖曨𤺋痱䀹癮釵瞢痮癮6162杇臿臖曨𤺋痱䀹癮釵瞢痮癮6162杇臿臖曨𤺋痱䀹癮釵瞢痮癮6162杇臿臖曨𤺋痱䀹癮釵瞢痮癮6162杇臿臖曨𤺋痱䀹癮釵瞢痮癮6162杇臿臖曨𤺋痱䀹癮釵瞢痮癮6162杇臿臖曨𤺋痱䀹癮釵瞢痮癮6162杇臿臖曨𤺋痱䀹癮釵瞢痮癮6162杇 →→6162籗坿娵毛茯6162籗坿娵毛茯6162籗坿娵毛茯6162籗坿娵毛茯6162籗坿娵毛茯6162籗坿娵毛茯6162籗坿娵毛茯6162籗坿娵毛茯

膅ｸ峩籗輸逃籗ブ㌱䐢膅ｸ峩籗輸逃籗ブ㌱䐢膅ｸ峩籗輸逃籗ブ㌱䐢膅ｸ峩籗輸逃籗ブ㌱䐢膅ｸ峩籗輸逃籗ブ㌱䐢膅ｸ峩籗輸逃籗ブ㌱䐢膅ｸ峩籗輸逃籗ブ㌱䐢膅ｸ峩籗輸逃籗ブ㌱䐢

𦣪𦣝臤臿烝癮珽䕺k跳つ𦣪𦣝臤臿烝癮珽䕺k跳つ𦣪𦣝臤臿烝癮珽䕺k跳つ𦣪𦣝臤臿烝癮珽䕺k跳つ𦣪𦣝臤臿烝癮珽䕺k跳つ𦣪𦣝臤臿烝癮珽䕺k跳つ𦣪𦣝臤臿烝癮珽䕺k跳つ𦣪𦣝臤臿烝癮珽䕺k跳つ

瓖畱瘨𤹪睘癁痝𤹪睘椈欄癮畒矞ブ癮曚Q瓘瓖畱瘨𤹪睘癁痝𤹪睘椈欄癮畒矞ブ癮曚Q瓘瓖畱瘨𤹪睘癁痝𤹪睘椈欄癮畒矞ブ癮曚Q瓘瓖畱瘨𤹪睘癁痝𤹪睘椈欄癮畒矞ブ癮曚Q瓘瓖畱瘨𤹪睘癁痝𤹪睘椈欄癮畒矞ブ癮曚Q瓘瓖畱瘨𤹪睘癁痝𤹪睘椈欄癮畒矞ブ癮曚Q瓘瓖畱瘨𤹪睘癁痝𤹪睘椈欄癮畒矞ブ癮曚Q瓘瓖畱瘨𤹪睘癁痝𤹪睘椈欄癮畒矞ブ癮曚Q瓘

鯲ゅ団40敕舢鯲ゅ団40敕舢鯲ゅ団40敕舢鯲ゅ団40敕舢鯲ゅ団40敕舢鯲ゅ団40敕舢鯲ゅ団40敕舢鯲ゅ団40敕舢 禡磕䅈稛穖竴癮瘓𥇍癮磕䈎穙䆴磹䇳籞┖禡磕癮ギ珵臁禡磕䅈稛穖竴癮瘓𥇍癮磕䈎穙䆴磹䇳籞┖禡磕癮ギ珵臁禡磕䅈稛穖竴癮瘓𥇍癮磕䈎穙䆴磹䇳籞┖禡磕癮ギ珵臁禡磕䅈稛穖竴癮瘓𥇍癮磕䈎穙䆴磹䇳籞┖禡磕癮ギ珵臁禡磕䅈稛穖竴癮瘓𥇍癮磕䈎穙䆴磹䇳籞┖禡磕癮ギ珵臁禡磕䅈稛穖竴癮瘓𥇍癮磕䈎穙䆴磹䇳籞┖禡磕癮ギ珵臁禡磕䅈稛穖竴癮瘓𥇍癮磕䈎穙䆴磹䇳籞┖禡磕癮ギ珵臁禡磕䅈稛穖竴癮瘓𥇍癮磕䈎穙䆴磹䇳籞┖禡磕癮ギ珵臁20072007烝烝烝烝烝烝烝烝 瞟瞤瞟瞤瞟瞤瞟瞤瞟瞤瞟瞤瞟瞤瞟瞤
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眭痏跳つ眭痏跳つ眭痏跳つ眭痏跳つ10篪阯篪阯篪阯篪阯 膅膅膅膅汁汁汁汁眭痏着搨誘抵䐢眭痏着搨誘抵䐢眭痏着搨誘抵䐢眭痏着搨誘抵䐢

㋐4/114/1110不便叛筆│旄㋐4/114/1110不便叛筆│旄㋐4/114/1110不便叛筆│旄㋐4/114/1110不便叛筆│旄㋐4/114/1110不便叛筆│旄㋐4/114/1110不便叛筆│旄㋐4/114/1110不便叛筆│旄㋐4/114/1110不便叛筆│旄
Psychoneuroendocrinoimmunology, PNEIPsychoneuroendocrinoimmunology, PNEIPsychoneuroendocrinoimmunology, PNEIPsychoneuroendocrinoimmunology, PNEIPsychoneuroendocrinoimmunology, PNEIPsychoneuroendocrinoimmunology, PNEIPsychoneuroendocrinoimmunology, PNEIPsychoneuroendocrinoimmunology, PNEI

CRHCRHCRHCRHCRHCRHCRHCRH癮穟籞䇳癮穟籞䇳癮穟籞䇳癮穟籞䇳癮穟籞䇳癮穟籞䇳癮穟籞䇳癮穟籞䇳
(corticotropin(corticotropin(corticotropin(corticotropin(corticotropin(corticotropin(corticotropin(corticotropin--------releasing hormone)releasing hormone)releasing hormone)releasing hormone)releasing hormone)releasing hormone)releasing hormone)releasing hormone)

4/1110笪𥫣稸穵4/1110笪𥫣稸穵4/1110笪𥫣稸穵4/1110笪𥫣稸穵4/1110笪𥫣稸穵4/1110笪𥫣稸穵4/1110笪𥫣稸穵4/1110笪𥫣稸穵

corticotropincorticotropincorticotropincorticotropincorticotropincorticotropincorticotropincorticotropin--------releasing hormone (CRH)releasing hormone (CRH)releasing hormone (CRH)releasing hormone (CRH)releasing hormone (CRH)releasing hormone (CRH)releasing hormone (CRH)releasing hormone (CRH)
corticotropincorticotropincorticotropincorticotropincorticotropincorticotropincorticotropincorticotropin--------releasing  factor (CRF)releasing  factor (CRF)releasing  factor (CRF)releasing  factor (CRF)releasing  factor (CRF)releasing  factor (CRF)releasing  factor (CRF)releasing  factor (CRF)

臽臤曇癮磕筿𥧔巉臽臤曇癮磕筿𥧔巉臽臤曇癮磕筿𥧔巉臽臤曇癮磕筿𥧔巉臽臤曇癮磕筿𥧔巉臽臤曇癮磕筿𥧔巉臽臤曇癮磕筿𥧔巉臽臤曇癮磕筿𥧔巉㽷瞢耨矞笪𥫣稸穵㽷瞢耨矞笪𥫣稸穵㽷瞢耨矞笪𥫣稸穵㽷瞢耨矞笪𥫣稸穵㽷瞢耨矞笪𥫣稸穵㽷瞢耨矞笪𥫣稸穵㽷瞢耨矞笪𥫣稸穵㽷瞢耨矞笪𥫣稸穵
膅膅膅膅膅膅膅膅W.W.Vale, et al.  1981; 1983W.W.Vale, et al.  1981; 1983W.W.Vale, et al.  1981; 1983W.W.Vale, et al.  1981; 1983W.W.Vale, et al.  1981; 1983W.W.Vale, et al.  1981; 1983W.W.Vale, et al.  1981; 1983W.W.Vale, et al.  1981; 1983䐢䐢䐢䐢䐢䐢䐢䐢

20不20不20不20不20不20不20不20不CRHCRHCRHCRHCRHCRHCRHCRHペブ出ワ典㿉窊筦籞箼篖癮便漱ペブ出ワ典㿉窊筦籞箼篖癮便漱ペブ出ワ典㿉窊筦籞箼篖癮便漱ペブ出ワ典㿉窊筦籞箼篖癮便漱ペブ出ワ典㿉窊筦籞箼篖癮便漱ペブ出ワ典㿉窊筦籞箼篖癮便漱ペブ出ワ典㿉窊筦籞箼篖癮便漱ペブ出ワ典㿉窊筦籞箼篖癮便漱
Swanson L.W., et al.  Neuroendocrinology, 36, 1983Swanson L.W., et al.  Neuroendocrinology, 36, 1983Swanson L.W., et al.  Neuroendocrinology, 36, 1983Swanson L.W., et al.  Neuroendocrinology, 36, 1983Swanson L.W., et al.  Neuroendocrinology, 36, 1983Swanson L.W., et al.  Neuroendocrinology, 36, 1983Swanson L.W., et al.  Neuroendocrinology, 36, 1983Swanson L.W., et al.  Neuroendocrinology, 36, 1983

20不20不20不20不20不20不20不20不CRHCRHCRHCRHCRHCRHCRHCRH溜杞典癮便漱溜杞典癮便漱溜杞典癮便漱溜杞典癮便漱溜杞典癮便漱溜杞典癮便漱溜杞典癮便漱溜杞典癮便漱
De Souza E.B.De Souza E.B.De Souza E.B.De Souza E.B.De Souza E.B.De Souza E.B.De Souza E.B.De Souza E.B.

CRHCRHCRHCRHCRHCRHCRHCRH癮端𤺋塁託壹典転ぁ㿉嘆霹転ぁ癮端𤺋塁託壹典転ぁ㿉嘆霹転ぁ癮端𤺋塁託壹典転ぁ㿉嘆霹転ぁ癮端𤺋塁託壹典転ぁ㿉嘆霹転ぁ癮端𤺋塁託壹典転ぁ㿉嘆霹転ぁ癮端𤺋塁託壹典転ぁ㿉嘆霹転ぁ癮端𤺋塁託壹典転ぁ㿉嘆霹転ぁ癮端𤺋塁託壹典転ぁ㿉嘆霹転ぁ



17

瓖⑼槖瓖⑼槖瓖⑼槖瓖⑼槖瓖⑼槖瓖⑼槖瓖⑼槖瓖⑼槖--ズ熕託使ズ熕託使ズ熕託使ズ熕託使ズ熕託使ズ熕託使ズ熕託使ズ熕託使--託壹典託壹典託壹典託壹典託壹典託壹典託壹典託壹典--房33㋷瓘癮齪矗癮:コ㿉房33㋷瓘癮齪矗癮:コ㿉房33㋷瓘癮齪矗癮:コ㿉房33㋷瓘癮齪矗癮:コ㿉房33㋷瓘癮齪矗癮:コ㿉房33㋷瓘癮齪矗癮:コ㿉房33㋷瓘癮齪矗癮:コ㿉房33㋷瓘癮齪矗癮:コ㿉
禕䈎禴禴䈎稸禴磹穵籗竴磦籞穵窹穖祲㎏├禕䈎禴禴䈎稸禴磹穵籗竴磦籞穵窹穖祲㎏├禕䈎禴禴䈎稸禴磹穵籗竴磦籞穵窹穖祲㎏├禕䈎禴禴䈎稸禴磹穵籗竴磦籞穵窹穖祲㎏├禕䈎禴禴䈎稸禴磹穵籗竴磦籞穵窹穖祲㎏├禕䈎禴禴䈎稸禴磹穵籗竴磦籞穵窹穖祲㎏├禕䈎禴禴䈎稸禴磹穵籗竴磦籞穵窹穖祲㎏├禕䈎禴禴䈎稸禴磹穵籗竴磦籞穵窹穖祲㎏├

Hippocampus Hippocampus 舢⑼槖舢⑼槖舢⑼槖舢⑼槖舢⑼槖舢⑼槖舢⑼槖舢⑼槖
禕䈎禴禴䈎稸禴磹穵溜杞典疰わ枡癉斂圻瘃矞禕䈎禴禴䈎稸禴磹穵溜杞典疰わ枡癉斂圻瘃矞禕䈎禴禴䈎稸禴磹穵溜杞典疰わ枡癉斂圻瘃矞禕䈎禴禴䈎稸禴磹穵溜杞典疰わ枡癉斂圻瘃矞禕䈎禴禴䈎稸禴磹穵溜杞典疰わ枡癉斂圻瘃矞禕䈎禴禴䈎稸禴磹穵溜杞典疰わ枡癉斂圻瘃矞禕䈎禴禴䈎稸禴磹穵溜杞典疰わ枡癉斂圻瘃矞禕䈎禴禴䈎稸禴磹穵溜杞典疰わ枡癉斂圻瘃矞

䅈穪箵䅈籗g尤癉瞟矞⑼槖窊筦籞箼篖癮19モ舢䅈穪箵䅈籗g尤癉瞟矞⑼槖窊筦籞箼篖癮19モ舢䅈穪箵䅈籗g尤癉瞟矞⑼槖窊筦籞箼篖癮19モ舢䅈穪箵䅈籗g尤癉瞟矞⑼槖窊筦籞箼篖癮19モ舢䅈穪箵䅈籗g尤癉瞟矞⑼槖窊筦籞箼篖癮19モ舢䅈穪箵䅈籗g尤癉瞟矞⑼槖窊筦籞箼篖癮19モ舢䅈穪箵䅈籗g尤癉瞟矞⑼槖窊筦籞箼篖癮19モ舢䅈穪箵䅈籗g尤癉瞟矞⑼槖窊筦籞箼篖癮19モ舢
禕䈎禴禴䈎稸禴磹穵溜杞典凾徙癉瞟矞禕䈎禴禴䈎稸禴磹穵溜杞典凾徙癉瞟矞禕䈎禴禴䈎稸禴磹穵溜杞典凾徙癉瞟矞禕䈎禴禴䈎稸禴磹穵溜杞典凾徙癉瞟矞禕䈎禴禴䈎稸禴磹穵溜杞典凾徙癉瞟矞禕䈎禴禴䈎稸禴磹穵溜杞典凾徙癉瞟矞禕䈎禴禴䈎稸禴磹穵溜杞典凾徙癉瞟矞禕䈎禴禴䈎稸禴磹穵溜杞典凾徙癉瞟矞

竴磦籞穵窹穖祲㎏├癮Ō90㿉珽禴䈎稸稕籞䈎✂┘竴磦籞穵窹穖祲㎏├癮Ō90㿉珽禴䈎稸稕籞䈎✂┘竴磦籞穵窹穖祲㎏├癮Ō90㿉珽禴䈎稸稕籞䈎✂┘竴磦籞穵窹穖祲㎏├癮Ō90㿉珽禴䈎稸稕籞䈎✂┘竴磦籞穵窹穖祲㎏├癮Ō90㿉珽禴䈎稸稕籞䈎✂┘竴磦籞穵窹穖祲㎏├癮Ō90㿉珽禴䈎稸稕籞䈎✂┘竴磦籞穵窹穖祲㎏├癮Ō90㿉珽禴䈎稸稕籞䈎✂┘竴磦籞穵窹穖祲㎏├癮Ō90㿉珽禴䈎稸稕籞䈎✂┘
Sapolsky RM, 1986Sapolsky RM, 1986Sapolsky RM, 1986Sapolsky RM, 1986Sapolsky RM, 1986Sapolsky RM, 1986Sapolsky RM, 1986Sapolsky RM, 1986

裴燵ィî┘癉疢痏矞弯戻癮裴燵ィî┘癉疢痏矞弯戻癮裴燵ィî┘癉疢痏矞弯戻癮裴燵ィî┘癉疢痏矞弯戻癮裴燵ィî┘癉疢痏矞弯戻癮裴燵ィî┘癉疢痏矞弯戻癮裴燵ィî┘癉疢痏矞弯戻癮裴燵ィî┘癉疢痏矞弯戻癮
✂嘆✂嘆✂嘆✂嘆✂嘆✂嘆✂嘆✂嘆ACTHACTHACTHACTHACTHACTHACTHACTH籗籗籗籗籗籗籗籗CortisolCortisolCortisolCortisolCortisolCortisolCortisolCortisol癮ぎ濟珽弐癮ぎ濟珽弐癮ぎ濟珽弐癮ぎ濟珽弐癮ぎ濟珽弐癮ぎ濟珽弐癮ぎ濟珽弐癮ぎ濟珽弐

Ë燵㿉裴燵ィî┘癉疢痏矞Ë燵㿉裴燵ィî┘癉疢痏矞Ë燵㿉裴燵ィî┘癉疢痏矞Ë燵㿉裴燵ィî┘癉疢痏矞Ë燵㿉裴燵ィî┘癉疢痏矞Ë燵㿉裴燵ィî┘癉疢痏矞Ë燵㿉裴燵ィî┘癉疢痏矞Ë燵㿉裴燵ィî┘癉疢痏矞
弯戻癮✂嘆弯戻癮✂嘆弯戻癮✂嘆弯戻癮✂嘆弯戻癮✂嘆弯戻癮✂嘆弯戻癮✂嘆弯戻癮✂嘆ACTHACTHACTHACTHACTHACTHACTHACTH籗籗籗籗籗籗籗籗CortisolCortisolCortisolCortisolCortisolCortisolCortisolCortisol㿉㿉㿉㿉㿉㿉㿉㿉ILILILILILILILIL--------66666666
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嘆霹4/1110㋷臃不便叛㋷臃筆│㋷’輸嘆霹4/1110㋷臃不便叛㋷臃筆│㋷’輸嘆霹4/1110㋷臃不便叛㋷臃筆│㋷’輸嘆霹4/1110㋷臃不便叛㋷臃筆│㋷’輸嘆霹4/1110㋷臃不便叛㋷臃筆│㋷’輸嘆霹4/1110㋷臃不便叛㋷臃筆│㋷’輸嘆霹4/1110㋷臃不便叛㋷臃筆│㋷’輸嘆霹4/1110㋷臃不便叛㋷臃筆│㋷’輸

4/1110㋷疢瞟皨不便叛㋷筮寤提署Pョ舢4/1110㋷疢瞟皨不便叛㋷筮寤提署Pョ舢4/1110㋷疢瞟皨不便叛㋷筮寤提署Pョ舢4/1110㋷疢瞟皨不便叛㋷筮寤提署Pョ舢4/1110㋷疢瞟皨不便叛㋷筮寤提署Pョ舢4/1110㋷疢瞟皨不便叛㋷筮寤提署Pョ舢4/1110㋷疢瞟皨不便叛㋷筮寤提署Pョ舢4/1110㋷疢瞟皨不便叛㋷筮寤提署Pョ舢
笪𥫣稸穵籗笮䈎筕篖笪𥫣稸穵籗笮䈎筕篖笪𥫣稸穵籗笮䈎筕篖笪𥫣稸穵籗笮䈎筕篖笪𥫣稸穵籗笮䈎筕篖笪𥫣稸穵籗笮䈎筕篖笪𥫣稸穵籗笮䈎筕篖笪𥫣稸穵籗笮䈎筕篖
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𦥯䐢𦥯䐢𦥯䐢𦥯䐢𦥯䐢𦥯䐢𦥯䐢𦥯䐢薺穿1本癮謦冏薺穿1本癮謦冏薺穿1本癮謦冏薺穿1本癮謦冏薺穿1本癮謦冏薺穿1本癮謦冏薺穿1本癮謦冏薺穿1本癮謦冏

舄䐢舄䐢舄䐢舄䐢舄䐢舄䐢舄䐢舄䐢ブ㌱癮ョ臁ブ㌱癮ョ臁ブ㌱癮ョ臁ブ㌱癮ョ臁ブ㌱癮ョ臁ブ㌱癮ョ臁ブ㌱癮ョ臁ブ㌱癮ョ臁Quality of Life (QOL)Quality of Life (QOL)癮謦冏癮謦冏癮謦冏癮謦冏癮謦冏癮謦冏癮謦冏癮謦冏 眚㽷眚㽷眚㽷眚㽷眚㽷眚㽷眚㽷眚㽷

瓖瓖瓖瓖倀倀倀倀くくくくgggg■■■■瓖瓖瓖瓖倀倀倀倀くくくくgggg■■■■ Outdoor Outdoor 磕磕磕磕祲祲祲祲穟穟穟穟磦磦磦磦竌竌竌竌穟穟穟穟磦磦磦磦禡禡禡禡磕磕磕磕籗籗籗籗𥫣𥫣𥫣𥫣箼箼箼箼禕禕禕禕箐箐箐箐筁筁筁筁磕磕磕磕祲祲祲祲穟穟穟穟磦磦磦磦竌竌竌竌穟穟穟穟磦磦磦磦禡禡禡禡磕磕磕磕籗籗籗籗𥫣𥫣𥫣𥫣箼箼箼箼禕禕禕禕箐箐箐箐筁筁筁筁 ( FY( FY--OACP ) OACP ) 瓘瓘瓘瓘曚曚曚曚跖跖跖跖癮癮癮癮┦┦┦┦敕敕敕敕瓘瓘瓘瓘曚曚曚曚跖跖跖跖癮癮癮癮┦┦┦┦敕敕敕敕 はた𤹪噬𥆩矟瘓g■はた𤹪噬𥆩矟瘓g■はた𤹪噬𥆩矟瘓g■はた𤹪噬𥆩矟瘓g■禕箐磾篖穵禕箐磾篖穵禕箐磾篖穵禕箐磾篖穵 𤹪癮𤹪癮𤹪癮𤹪癮磕祲穟磦竌穟磦磕祲穟磦竌穟磦磕祲穟磦竌穟磦磕祲穟磦竌穟磦 癮皧㿉痝𥆩癮皧㿉痝𥆩癮皧㿉痝𥆩癮皧㿉痝𥆩
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瓖倀くg■瓖倀くg■瓖倀くg■瓖倀くg■瓖倀くg■瓖倀くg■瓖倀くg■瓖倀くg■OutdoorOutdoor磕祲穟磦竌穟磦禡磕籗𥫣箼禕箐筁磕祲穟磦竌穟磦禡磕籗𥫣箼禕箐筁磕祲穟磦竌穟磦禡磕籗𥫣箼禕箐筁磕祲穟磦竌穟磦禡磕籗𥫣箼禕箐筁磕祲穟磦竌穟磦禡磕籗𥫣箼禕箐筁磕祲穟磦竌穟磦禡磕籗𥫣箼禕箐筁磕祲穟磦竌穟磦禡磕籗𥫣箼禕箐筁磕祲穟磦竌穟磦禡磕籗𥫣箼禕箐筁
(FY(FY--OACP)OACP)瓘癮├耨㿉禍⊕癮腆奭瓘癮├耨㿉禍⊕癮腆奭瓘癮├耨㿉禍⊕癮腆奭瓘癮├耨㿉禍⊕癮腆奭瓘癮├耨㿉禍⊕癮腆奭瓘癮├耨㿉禍⊕癮腆奭瓘癮├耨㿉禍⊕癮腆奭瓘癮├耨㿉禍⊕癮腆奭

膅臤䐢礥籞𥫣窊篖禕鍠瓖疢瞟痓瘓畱睼疷痀砉瓘𦨞g■禕箐磾篖穵砅豌九膅臤䐢礥籞𥫣窊篖禕鍠瓖疢瞟痓瘓畱睼疷痀砉瓘𦨞g■禕箐磾篖穵砅豌九膅臤䐢礥籞𥫣窊篖禕鍠瓖疢瞟痓瘓畱睼疷痀砉瓘𦨞g■禕箐磾篖穵砅豌九膅臤䐢礥籞𥫣窊篖禕鍠瓖疢瞟痓瘓畱睼疷痀砉瓘𦨞g■禕箐磾篖穵砅豌九膅臤䐢礥籞𥫣窊篖禕鍠瓖疢瞟痓瘓畱睼疷痀砉瓘𦨞g■禕箐磾篖穵砅豌九膅臤䐢礥籞𥫣窊篖禕鍠瓖疢瞟痓瘓畱睼疷痀砉瓘𦨞g■禕箐磾篖穵砅豌九膅臤䐢礥籞𥫣窊篖禕鍠瓖疢瞟痓瘓畱睼疷痀砉瓘𦨞g■禕箐磾篖穵砅豌九膅臤䐢礥籞𥫣窊篖禕鍠瓖疢瞟痓瘓畱睼疷痀砉瓘𦨞g■禕箐磾篖穵砅豌九, , カ棡カ棡カ棡カ棡カ棡カ棡カ棡カ棡, , fl濂fl濂fl濂fl濂fl濂fl濂fl濂fl濂
膅𦣪䐢萍莖膅𦣪䐢萍莖膅𦣪䐢萍莖膅𦣪䐢萍莖膅𦣪䐢萍莖膅𦣪䐢萍莖膅𦣪䐢萍莖膅𦣪䐢萍莖,, 箛磕箛穟磦籗礥箛礐篖穟籞种𥮲篖箛磕箛穟磦籗礥箛礐篖穟籞种𥮲篖箛磕箛穟磦籗礥箛礐篖穟籞种𥮲篖箛磕箛穟磦籗礥箛礐篖穟籞种𥮲篖箛磕箛穟磦籗礥箛礐篖穟籞种𥮲篖箛磕箛穟磦籗礥箛礐篖穟籞种𥮲篖箛磕箛穟磦籗礥箛礐篖穟籞种𥮲篖箛磕箛穟磦籗礥箛礐篖穟籞种𥮲篖 (RO)(RO)

埞笮篊磹穪笯籞穵籗蹙沈祊籞穵砅砺ぁ痮瘳烝鏤蹙癮:ィ埞笮篊磹穪笯籞穵籗蹙沈祊籞穵砅砺ぁ痮瘳烝鏤蹙癮:ィ埞笮篊磹穪笯籞穵籗蹙沈祊籞穵砅砺ぁ痮瘳烝鏤蹙癮:ィ埞笮篊磹穪笯籞穵籗蹙沈祊籞穵砅砺ぁ痮瘳烝鏤蹙癮:ィ埞笮篊磹穪笯籞穵籗蹙沈祊籞穵砅砺ぁ痮瘳烝鏤蹙癮:ィ埞笮篊磹穪笯籞穵籗蹙沈祊籞穵砅砺ぁ痮瘳烝鏤蹙癮:ィ埞笮篊磹穪笯籞穵籗蹙沈祊籞穵砅砺ぁ痮瘳烝鏤蹙癮:ィ埞笮篊磹穪笯籞穵籗蹙沈祊籞穵砅砺ぁ痮瘳烝鏤蹙癮:ィ
埰はたホ癮迯ヴ瞭砅コ琢痓瘳迯庖癮:ィ埰はたホ癮迯ヴ瞭砅コ琢痓瘳迯庖癮:ィ埰はたホ癮迯ヴ瞭砅コ琢痓瘳迯庖癮:ィ埰はたホ癮迯ヴ瞭砅コ琢痓瘳迯庖癮:ィ埰はたホ癮迯ヴ瞭砅コ琢痓瘳迯庖癮:ィ埰はたホ癮迯ヴ瞭砅コ琢痓瘳迯庖癮:ィ埰はたホ癮迯ヴ瞭砅コ琢痓瘳迯庖癮:ィ埰はたホ癮迯ヴ瞭砅コ琢痓瘳迯庖癮:ィ
㙊はた癮椻靱癉瞟矞剋ソ崩奣㙊はた癮椻靱癉瞟矞剋ソ崩奣㙊はた癮椻靱癉瞟矞剋ソ崩奣㙊はた癮椻靱癉瞟矞剋ソ崩奣㙊はた癮椻靱癉瞟矞剋ソ崩奣㙊はた癮椻靱癉瞟矞剋ソ崩奣㙊はた癮椻靱癉瞟矞剋ソ崩奣㙊はた癮椻靱癉瞟矞剋ソ崩奣
埸穪竨穖祲䅈籗鑚蹙癮𥫣箼禕箐筁䇮窊筦籞癮問跳籗シ軛埸穪竨穖祲䅈籗鑚蹙癮𥫣箼禕箐筁䇮窊筦籞癮問跳籗シ軛埸穪竨穖祲䅈籗鑚蹙癮𥫣箼禕箐筁䇮窊筦籞癮問跳籗シ軛埸穪竨穖祲䅈籗鑚蹙癮𥫣箼禕箐筁䇮窊筦籞癮問跳籗シ軛埸穪竨穖祲䅈籗鑚蹙癮𥫣箼禕箐筁䇮窊筦籞癮問跳籗シ軛埸穪竨穖祲䅈籗鑚蹙癮𥫣箼禕箐筁䇮窊筦籞癮問跳籗シ軛埸穪竨穖祲䅈籗鑚蹙癮𥫣箼禕箐筁䇮窊筦籞癮問跳籗シ軛埸穪竨穖祲䅈籗鑚蹙癮𥫣箼禕箐筁䇮窊筦籞癮問跳籗シ軛

膅臬䐢堠齠砅ぁ畱瘳╪賠典覓膅臬䐢堠齠砅ぁ畱瘳╪賠典覓膅臬䐢堠齠砅ぁ畱瘳╪賠典覓膅臬䐢堠齠砅ぁ畱瘳╪賠典覓膅臬䐢堠齠砅ぁ畱瘳╪賠典覓膅臬䐢堠齠砅ぁ畱瘳╪賠典覓膅臬䐢堠齠砅ぁ畱瘳╪賠典覓膅臬䐢堠齠砅ぁ畱瘳╪賠典覓
膅臽䐢蹙鏥矬瞤䇮磹篖籗𥫣箼禕箐筁籗䇮窊筦籞膅臽䐢蹙鏥矬瞤䇮磹篖籗𥫣箼禕箐筁籗䇮窊筦籞膅臽䐢蹙鏥矬瞤䇮磹篖籗𥫣箼禕箐筁籗䇮窊筦籞膅臽䐢蹙鏥矬瞤䇮磹篖籗𥫣箼禕箐筁籗䇮窊筦籞膅臽䐢蹙鏥矬瞤䇮磹篖籗𥫣箼禕箐筁籗䇮窊筦籞膅臽䐢蹙鏥矬瞤䇮磹篖籗𥫣箼禕箐筁籗䇮窊筦籞膅臽䐢蹙鏥矬瞤䇮磹篖籗𥫣箼禕箐筁籗䇮窊筦籞膅臽䐢蹙鏥矬瞤䇮磹篖籗𥫣箼禕箐筁籗䇮窊筦籞
膅臿䐢帝纈舢膅臿䐢帝纈舢膅臿䐢帝纈舢膅臿䐢帝纈舢膅臿䐢帝纈舢膅臿䐢帝纈舢膅臿䐢帝纈舢膅臿䐢帝纈舢 oつ禡磕䅈稛穖竴癉瞟矞䅣篖䅈艚乿oつ禡磕䅈稛穖竴癉瞟矞䅣篖䅈艚乿oつ禡磕䅈稛穖竴癉瞟矞䅣篖䅈艚乿oつ禡磕䅈稛穖竴癉瞟矞䅣篖䅈艚乿oつ禡磕䅈稛穖竴癉瞟矞䅣篖䅈艚乿oつ禡磕䅈稛穖竴癉瞟矞䅣篖䅈艚乿oつ禡磕䅈稛穖竴癉瞟矞䅣篖䅈艚乿oつ禡磕䅈稛穖竴癉瞟矞䅣篖䅈艚乿
膅𦥯䐢辿偖舢膅𦥯䐢辿偖舢膅𦥯䐢辿偖舢膅𦥯䐢辿偖舢膅𦥯䐢辿偖舢膅𦥯䐢辿偖舢膅𦥯䐢辿偖舢膅𦥯䐢辿偖舢 辿ぶ祊籞穵籗祊箐礥禡砅砺ぁ痮瘳廟佻𤹪淋偖辿ぶ祊籞穵籗祊箐礥禡砅砺ぁ痮瘳廟佻𤹪淋偖辿ぶ祊籞穵籗祊箐礥禡砅砺ぁ痮瘳廟佻𤹪淋偖辿ぶ祊籞穵籗祊箐礥禡砅砺ぁ痮瘳廟佻𤹪淋偖辿ぶ祊籞穵籗祊箐礥禡砅砺ぁ痮瘳廟佻𤹪淋偖辿ぶ祊籞穵籗祊箐礥禡砅砺ぁ痮瘳廟佻𤹪淋偖辿ぶ祊籞穵籗祊箐礥禡砅砺ぁ痮瘳廟佻𤹪淋偖辿ぶ祊籞穵籗祊箐礥禡砅砺ぁ痮瘳廟佻𤹪淋偖
膅舄䐢冨燵癮箛磕箛穟磦籗礥箛礐篖穟籞种𥮲篖膅舄䐢冨燵癮箛磕箛穟磦籗礥箛礐篖穟籞种𥮲篖膅舄䐢冨燵癮箛磕箛穟磦籗礥箛礐篖穟籞种𥮲篖膅舄䐢冨燵癮箛磕箛穟磦籗礥箛礐篖穟籞种𥮲篖膅舄䐢冨燵癮箛磕箛穟磦籗礥箛礐篖穟籞种𥮲篖膅舄䐢冨燵癮箛磕箛穟磦籗礥箛礐篖穟籞种𥮲篖膅舄䐢冨燵癮箛磕箛穟磦籗礥箛礐篖穟籞种𥮲篖膅舄䐢冨燵癮箛磕箛穟磦籗礥箛礐篖穟籞种𥮲篖 (RO) (RO) 㿉02嫡癮萍莖㿉02嫡癮萍莖㿉02嫡癮萍莖㿉02嫡癮萍莖㿉02嫡癮萍莖㿉02嫡癮萍莖㿉02嫡癮萍莖㿉02嫡癮萍莖
膅𦧝䐢膅𦧝䐢膅𦧝䐢膅𦧝䐢膅𦧝䐢膅𦧝䐢膅𦧝䐢膅𦧝䐢BGMBGM癮𤺋疰矟矞嘆癮𤺋疰矟矞嘆癮𤺋疰矟矞嘆癮𤺋疰矟矞嘆癮𤺋疰矟矞嘆癮𤺋疰矟矞嘆癮𤺋疰矟矞嘆癮𤺋疰矟矞嘆, , 理盆k㿉䅈稛穖竴癉瞟矞95や抵舢理盆k㿉䅈稛穖竴癉瞟矞95や抵舢理盆k㿉䅈稛穖竴癉瞟矞95や抵舢理盆k㿉䅈稛穖竴癉瞟矞95や抵舢理盆k㿉䅈稛穖竴癉瞟矞95や抵舢理盆k㿉䅈稛穖竴癉瞟矞95や抵舢理盆k㿉䅈稛穖竴癉瞟矞95や抵舢理盆k㿉䅈稛穖竴癉瞟矞95や抵舢

曨窂箐穟磦𥫤籗禡磕磕𥫣箼籞稸杇膅㾮癮朝瞢痮痠砅裴砉痱矞曇慕曨窂箐穟磦𥫤籗禡磕磕𥫣箼籞稸杇膅㾮癮朝瞢痮痠砅裴砉痱矞曇慕曨窂箐穟磦𥫤籗禡磕磕𥫣箼籞稸杇膅㾮癮朝瞢痮痠砅裴砉痱矞曇慕曨窂箐穟磦𥫤籗禡磕磕𥫣箼籞稸杇膅㾮癮朝瞢痮痠砅裴砉痱矞曇慕曨窂箐穟磦𥫤籗禡磕磕𥫣箼籞稸杇膅㾮癮朝瞢痮痠砅裴砉痱矞曇慕曨窂箐穟磦𥫤籗禡磕磕𥫣箼籞稸杇膅㾮癮朝瞢痮痠砅裴砉痱矞曇慕曨窂箐穟磦𥫤籗禡磕磕𥫣箼籞稸杇膅㾮癮朝瞢痮痠砅裴砉痱矞曇慕曨窂箐穟磦𥫤籗禡磕磕𥫣箼籞稸杇膅㾮癮朝瞢痮痠砅裴砉痱矞曇慕磕𥫣箼籞稸䐢磕𥫣箼籞稸䐢磕𥫣箼籞稸䐢磕𥫣箼籞稸䐢磕𥫣箼籞稸䐢磕𥫣箼籞稸䐢磕𥫣箼籞稸䐢磕𥫣箼籞稸䐢

膅舙䐢礐篖穧磦篖禕鍠瓖疢睘瘜𥈞癮䇳籞稸瓘𦨞膅舙䐢礐篖穧磦篖禕鍠瓖疢睘瘜𥈞癮䇳籞稸瓘𦨞膅舙䐢礐篖穧磦篖禕鍠瓖疢睘瘜𥈞癮䇳籞稸瓘𦨞膅舙䐢礐篖穧磦篖禕鍠瓖疢睘瘜𥈞癮䇳籞稸瓘𦨞膅舙䐢礐篖穧磦篖禕鍠瓖疢睘瘜𥈞癮䇳籞稸瓘𦨞膅舙䐢礐篖穧磦篖禕鍠瓖疢睘瘜𥈞癮䇳籞稸瓘𦨞膅舙䐢礐篖穧磦篖禕鍠瓖疢睘瘜𥈞癮䇳籞稸瓘𦨞膅舙䐢礐篖穧磦篖禕鍠瓖疢睘瘜𥈞癮䇳籞稸瓘𦨞 澣曦カ棡澣曦カ棡澣曦カ棡澣曦カ棡澣曦カ棡澣曦カ棡澣曦カ棡澣曦カ棡

臃脉ギ迯戻臃脉ギ迯戻臃脉ギ迯戻臃脉ギ迯戻臃脉ギ迯戻臃脉ギ迯戻臃脉ギ迯戻臃脉ギ迯戻, , ㋼𦥯𦣝便𦨞㋼𦥯𦣝便𦨞㋼𦥯𦣝便𦨞㋼𦥯𦣝便𦨞㋼𦥯𦣝便𦨞㋼𦥯𦣝便𦨞㋼𦥯𦣝便𦨞㋼𦥯𦣝便𦨞 理盆k豬理盆k豬理盆k豬理盆k豬理盆k豬理盆k豬理盆k豬理盆k豬, , ㋼𦣪𦣝隣𦨞㋼𦣪𦣝隣𦨞㋼𦣪𦣝隣𦨞㋼𦣪𦣝隣𦨞㋼𦣪𦣝隣𦨞㋼𦣪𦣝隣𦨞㋼𦣪𦣝隣𦨞㋼𦣪𦣝隣𦨞 䅈稛穖竴豬䅈稛穖竴豬䅈稛穖竴豬䅈稛穖竴豬䅈稛穖竴豬䅈稛穖竴豬䅈稛穖竴豬䅈稛穖竴豬, , ㋼臤𦣝隣臃㋼臤𦣝隣臃㋼臤𦣝隣臃㋼臤𦣝隣臃㋼臤𦣝隣臃㋼臤𦣝隣臃㋼臤𦣝隣臃㋼臤𦣝隣臃

瓖倀くg■瓖倀くg■瓖倀くg■瓖倀くg■瓖倀くg■瓖倀くg■瓖倀くg■瓖倀くg■OutdoorOutdoor磕祲穟磦竌穟磦禡磕籗磕祲穟磦竌穟磦禡磕籗磕祲穟磦竌穟磦禡磕籗磕祲穟磦竌穟磦禡磕籗磕祲穟磦竌穟磦禡磕籗磕祲穟磦竌穟磦禡磕籗磕祲穟磦竌穟磦禡磕籗磕祲穟磦竌穟磦禡磕籗
𥫣箼禕箐筁𥫣箼禕箐筁𥫣箼禕箐筁𥫣箼禕箐筁𥫣箼禕箐筁𥫣箼禕箐筁𥫣箼禕箐筁𥫣箼禕箐筁(FY(FY--OACP)OACP)瓘瓘瓘瓘瓘瓘瓘瓘

癮癮癮癮癮癮癮癮
DVDDVDズはズはズはズはズはズはズはズは

48嚔癮ン鎬膅48嚔癮ン鎬膅48嚔癮ン鎬膅48嚔癮ン鎬膅48嚔癮ン鎬膅48嚔癮ン鎬膅48嚔癮ン鎬膅48嚔癮ン鎬膅19971997199719971997199719971997烝箆7䐢癉蚣Ó烝箆7䐢癉蚣Ó烝箆7䐢癉蚣Ó烝箆7䐢癉蚣Ó烝箆7䐢癉蚣Ó烝箆7䐢癉蚣Ó烝箆7䐢癉蚣Ó烝箆7䐢癉蚣Ó
曨曨曨曨曨曨曨曨Alzheimer’s Disease: Biology, Alzheimer’s Disease: Biology, Alzheimer’s Disease: Biology, Alzheimer’s Disease: Biology, Alzheimer’s Disease: Biology, Alzheimer’s Disease: Biology, Alzheimer’s Disease: Biology, Alzheimer’s Disease: Biology, 
Diagnosis and Therapeutics”Diagnosis and Therapeutics”Diagnosis and Therapeutics”Diagnosis and Therapeutics”Diagnosis and Therapeutics”Diagnosis and Therapeutics”Diagnosis and Therapeutics”Diagnosis and Therapeutics”

FYFYFYFYFYFYFYFY--------OACPOACPOACPOACPOACPOACPOACPOACP癮⊕湊藴朿盨癮亦霙癮⊕湊藴朿盨癮亦霙癮⊕湊藴朿盨癮亦霙癮⊕湊藴朿盨癮亦霙癮⊕湊藴朿盨癮亦霙癮⊕湊藴朿盨癮亦霙癮⊕湊藴朿盨癮亦霙癮⊕湊藴朿盨癮亦霙

FYFYFYFYFYFYFYFY--------OACPOACPOACPOACPOACPOACPOACPOACP癮✂嘆癮✂嘆癮✂嘆癮✂嘆癮✂嘆癮✂嘆癮✂嘆癮✂嘆ACTHACTHACTHACTHACTHACTHACTHACTH籗籗籗籗籗籗籗籗CortisolCortisolCortisolCortisolCortisolCortisolCortisolCortisol
蹙不蹙不蹙不蹙不蹙不蹙不蹙不蹙不箛𥞩筁ã癧盨癮亦霙箛𥞩筁ã癧盨癮亦霙箛𥞩筁ã癧盨癮亦霙箛𥞩筁ã癧盨癮亦霙箛𥞩筁ã癧盨癮亦霙箛𥞩筁ã癧盨癮亦霙箛𥞩筁ã癧盨癮亦霙箛𥞩筁ã癧盨癮亦霙

瓖倀くg■瓖倀くg■瓖倀くg■瓖倀くg■瓖倀くg■瓖倀くg■瓖倀くg■瓖倀くg■Outdoor Outdoor 磕祲穟磦竌穟磦禡磕籗𥫣箼禕箐筁磕祲穟磦竌穟磦禡磕籗𥫣箼禕箐筁磕祲穟磦竌穟磦禡磕籗𥫣箼禕箐筁磕祲穟磦竌穟磦禡磕籗𥫣箼禕箐筁磕祲穟磦竌穟磦禡磕籗𥫣箼禕箐筁磕祲穟磦竌穟磦禡磕籗𥫣箼禕箐筁磕祲穟磦竌穟磦禡磕籗𥫣箼禕箐筁磕祲穟磦竌穟磦禡磕籗𥫣箼禕箐筁(FY(FY--OACP)OACP)瓘瓘瓘瓘瓘瓘瓘瓘
癉瞟矞ィî┘珽䕺k癮ブ㌱癮ョ癉瞟矞ィî┘珽䕺k癮ブ㌱癮ョ癉瞟矞ィî┘珽䕺k癮ブ㌱癮ョ癉瞟矞ィî┘珽䕺k癮ブ㌱癮ョ癉瞟矞ィî┘珽䕺k癮ブ㌱癮ョ癉瞟矞ィî┘珽䕺k癮ブ㌱癮ョ癉瞟矞ィî┘珽䕺k癮ブ㌱癮ョ癉瞟矞ィî┘珽䕺k癮ブ㌱癮ョ(QOL) (QOL) 癉疢痏矞謦冏亦霙癉疢痏矞謦冏亦霙癉疢痏矞謦冏亦霙癉疢痏矞謦冏亦霙癉疢痏矞謦冏亦霙癉疢痏矞謦冏亦霙癉疢痏矞謦冏亦霙癉疢痏矞謦冏亦霙

臃曨謦ワ蹙鑚7ィî┘珽䕺k癮ブ㌱癮ョ楮燵臃曨謦ワ蹙鑚7ィî┘珽䕺k癮ブ㌱癮ョ楮燵臃曨謦ワ蹙鑚7ィî┘珽䕺k癮ブ㌱癮ョ楮燵臃曨謦ワ蹙鑚7ィî┘珽䕺k癮ブ㌱癮ョ楮燵臃曨謦ワ蹙鑚7ィî┘珽䕺k癮ブ㌱癮ョ楮燵臃曨謦ワ蹙鑚7ィî┘珽䕺k癮ブ㌱癮ョ楮燵臃曨謦ワ蹙鑚7ィî┘珽䕺k癮ブ㌱癮ョ楮燵臃曨謦ワ蹙鑚7ィî┘珽䕺k癮ブ㌱癮ョ楮燵ォヒバネォヒバネォヒバネォヒバネォヒバネォヒバネォヒバネォヒバネギギギギギギギギヅオヅオヅオヅオヅオヅオヅオヅオ””癮愍疆磽㿉鐚ぁ磽癮愍疆磽㿉鐚ぁ磽癮愍疆磽㿉鐚ぁ磽癮愍疆磽㿉鐚ぁ磽癮愍疆磽㿉鐚ぁ磽癮愍疆磽㿉鐚ぁ磽癮愍疆磽㿉鐚ぁ磽癮愍疆磽㿉鐚ぁ磽臃臃臃臃臃臃臃臃

熏歹p熏歹p熏歹p熏歹p熏歹p熏歹p熏歹p熏歹p 諭₂堙朝㊍離抵諭₂堙朝㊍離抵諭₂堙朝㊍離抵諭₂堙朝㊍離抵諭₂堙朝㊍離抵諭₂堙朝㊍離抵諭₂堙朝㊍離抵諭₂堙朝㊍離抵 03樅離粽┖㾱03樅離粽┖㾱03樅離粽┖㾱03樅離粽┖㾱03樅離粽┖㾱03樅離粽┖㾱03樅離粽┖㾱03樅離粽┖㾱 ㋐4/1156㋐4/1156㋐4/1156㋐4/1156㋐4/1156㋐4/1156㋐4/1156㋐4/1156

淀ゅ藁敕淀ゅ藁敕淀ゅ藁敕淀ゅ藁敕淀ゅ藁敕淀ゅ藁敕淀ゅ藁敕淀ゅ藁敕, , 託〉ょぇ託〉ょぇ託〉ょぇ託〉ょぇ託〉ょぇ託〉ょぇ託〉ょぇ託〉ょぇ, , 鑽炭毒濯鑽炭毒濯鑽炭毒濯鑽炭毒濯鑽炭毒濯鑽炭毒濯鑽炭毒濯鑽炭毒濯

0臽嘖蹙鑚┸連禡磕旄抵彳抵0臽嘖蹙鑚┸連禡磕旄抵彳抵0臽嘖蹙鑚┸連禡磕旄抵彳抵0臽嘖蹙鑚┸連禡磕旄抵彳抵0臽嘖蹙鑚┸連禡磕旄抵彳抵0臽嘖蹙鑚┸連禡磕旄抵彳抵0臽嘖蹙鑚┸連禡磕旄抵彳抵0臽嘖蹙鑚┸連禡磕旄抵彳抵,  2003,  2003,  2003,  2003,  2003,  2003,  2003,  2003烝烝烝烝烝烝烝烝1111111111111111鏤鏤鏤鏤鏤鏤鏤鏤,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  珍瞭滲珍瞭滲珍瞭滲珍瞭滲珍瞭滲珍瞭滲珍瞭滲珍瞭滲
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跏堙跏堙跏堙跏堙跏堙跏堙跏堙跏堙
輳㽷瞢穂彜癮輳㽷瞢穂彜癮輳㽷瞢穂彜癮輳㽷瞢穂彜癮輳㽷瞢穂彜癮輳㽷瞢穂彜癮輳㽷瞢穂彜癮輳㽷瞢穂彜癮1.51.5篪鏤戻篪鏤戻篪鏤戻篪鏤戻篪鏤戻篪鏤戻篪鏤戻篪鏤戻, FY, FY--OACPOACP砅’蹙㋼砅’蹙㋼砅’蹙㋼砅’蹙㋼砅’蹙㋼砅’蹙㋼砅’蹙㋼砅’蹙㋼6060便臁便臁便臁便臁便臁便臁便臁便臁

㾱不癮g■禕箐磾篖穵𤹪蹈寤癮ギ媧𤹪跖⊕痮瘓璒㾱不癮g■禕箐磾篖穵𤹪蹈寤癮ギ媧𤹪跖⊕痮瘓璒㾱不癮g■禕箐磾篖穵𤹪蹈寤癮ギ媧𤹪跖⊕痮瘓璒㾱不癮g■禕箐磾篖穵𤹪蹈寤癮ギ媧𤹪跖⊕痮瘓璒㾱不癮g■禕箐磾篖穵𤹪蹈寤癮ギ媧𤹪跖⊕痮瘓璒㾱不癮g■禕箐磾篖穵𤹪蹈寤癮ギ媧𤹪跖⊕痮瘓璒㾱不癮g■禕箐磾篖穵𤹪蹈寤癮ギ媧𤹪跖⊕痮瘓璒㾱不癮g■禕箐磾篖穵𤹪蹈寤癮ギ媧𤹪跖⊕痮瘓璒

跳評縫㿉跳評跳評縫㿉跳評跳評縫㿉跳評跳評縫㿉跳評跳評縫㿉跳評跳評縫㿉跳評跳評縫㿉跳評跳評縫㿉跳評1.51.5篪鏤癆癉臁篪鏤癆癉臁篪鏤癆癉臁篪鏤癆癉臁篪鏤癆癉臁篪鏤癆癉臁篪鏤癆癉臁篪鏤癆癉臁

埞筿窊埞筿窊埞筿窊埞筿窊埞筿窊埞筿窊埞筿窊埞筿窊--䇮篖稛䈎籗䅈穟籞穪䇮篖稛䈎籗䅈穟籞穪䇮篖稛䈎籗䅈穟籞穪䇮篖稛䈎籗䅈穟籞穪䇮篖稛䈎籗䅈穟籞穪䇮篖稛䈎籗䅈穟籞穪䇮篖稛䈎籗䅈穟籞穪䇮篖稛䈎籗䅈穟籞穪(MMSE)(MMSE)

埰埰埰埰埰埰埰埰NN瑟g烝kぁ蹙濟ブ㌱湊転1本は燈楮燵瑟g烝kぁ蹙濟ブ㌱湊転1本は燈楮燵瑟g烝kぁ蹙濟ブ㌱湊転1本は燈楮燵瑟g烝kぁ蹙濟ブ㌱湊転1本は燈楮燵瑟g烝kぁ蹙濟ブ㌱湊転1本は燈楮燵瑟g烝kぁ蹙濟ブ㌱湊転1本は燈楮燵瑟g烝kぁ蹙濟ブ㌱湊転1本は燈楮燵瑟g烝kぁ蹙濟ブ㌱湊転1本は燈楮燵(N(N--ADL)ADL)

㙊粤煽癮莉④㙊粤煽癮莉④㙊粤煽癮莉④㙊粤煽癮莉④㙊粤煽癮莉④㙊粤煽癮莉④㙊粤煽癮莉④㙊粤煽癮莉④(Vitality Index, VI)(Vitality Index, VI)

埸ィî┘珽䕺k癮ブ㌱癮ョ楮燵埸ィî┘珽䕺k癮ブ㌱癮ョ楮燵埸ィî┘珽䕺k癮ブ㌱癮ョ楮燵埸ィî┘珽䕺k癮ブ㌱癮ョ楮燵埸ィî┘珽䕺k癮ブ㌱癮ョ楮燵埸ィî┘珽䕺k癮ブ㌱癮ョ楮燵埸ィî┘珽䕺k癮ブ㌱癮ョ楮燵埸ィî┘珽䕺k癮ブ㌱癮ョ楮燵 (QOL(QOL--D)D)

砅ぁ畱瘳臁ィî燵臁砅ぁ畱瘳臁ィî燵臁砅ぁ畱瘳臁ィî燵臁砅ぁ畱瘳臁ィî燵臁砅ぁ畱瘳臁ィî燵臁砅ぁ畱瘳臁ィî燵臁砅ぁ畱瘳臁ィî燵臁砅ぁ畱瘳臁ィî燵臁ADLADL膅f淋籗薺穿1本䐢臁粤煽臁疢瞟皨膅f淋籗薺穿1本䐢臁粤煽臁疢瞟皨膅f淋籗薺穿1本䐢臁粤煽臁疢瞟皨膅f淋籗薺穿1本䐢臁粤煽臁疢瞟皨膅f淋籗薺穿1本䐢臁粤煽臁疢瞟皨膅f淋籗薺穿1本䐢臁粤煽臁疢瞟皨膅f淋籗薺穿1本䐢臁粤煽臁疢瞟皨膅f淋籗薺穿1本䐢臁粤煽臁疢瞟皨QOLQOL膅媧膅媧膅媧膅媧膅媧膅媧膅媧膅媧
娵慕籗f淋䐢砅は燈痮臁㾮矟瞢癮跳評縫癆𤹪癮廸尤㿉b注癮輸’磽娵慕籗f淋䐢砅は燈痮臁㾮矟瞢癮跳評縫癆𤹪癮廸尤㿉b注癮輸’磽娵慕籗f淋䐢砅は燈痮臁㾮矟瞢癮跳評縫癆𤹪癮廸尤㿉b注癮輸’磽娵慕籗f淋䐢砅は燈痮臁㾮矟瞢癮跳評縫癆𤹪癮廸尤㿉b注癮輸’磽娵慕籗f淋䐢砅は燈痮臁㾮矟瞢癮跳評縫癆𤹪癮廸尤㿉b注癮輸’磽娵慕籗f淋䐢砅は燈痮臁㾮矟瞢癮跳評縫癆𤹪癮廸尤㿉b注癮輸’磽娵慕籗f淋䐢砅は燈痮臁㾮矟瞢癮跳評縫癆𤹪癮廸尤㿉b注癮輸’磽娵慕籗f淋䐢砅は燈痮臁㾮矟瞢癮跳評縫癆𤹪癮廸尤㿉b注癮輸’磽
癉瘨疷鶺ヹ痮瘓璒癉瘨疷鶺ヹ痮瘓璒癉瘨疷鶺ヹ痮瘓璒癉瘨疷鶺ヹ痮瘓璒癉瘨疷鶺ヹ痮瘓璒癉瘨疷鶺ヹ痮瘓璒癉瘨疷鶺ヹ痮瘓璒癉瘨疷鶺ヹ痮瘓璒

穧籞稛癮ミ霍癉皕臁穧籞稛癮ミ霍癉皕臁穧籞稛癮ミ霍癉皕臁穧籞稛癮ミ霍癉皕臁穧籞稛癮ミ霍癉皕臁穧籞稛癮ミ霍癉皕臁穧籞稛癮ミ霍癉皕臁穧籞稛癮ミ霍癉皕臁tt test test 臁臁臁臁臁臁臁臁Wilcoxon test  Wilcoxon test  砅ぁ畱瘓璒砅ぁ畱瘓璒砅ぁ畱瘓璒砅ぁ畱瘓璒砅ぁ畱瘓璒砅ぁ畱瘓璒砅ぁ畱瘓璒砅ぁ畱瘓璒

NN瑟g烝kぁ蹙濟ブ㌱湊転1本は燈楮燵瑟g烝kぁ蹙濟ブ㌱湊転1本は燈楮燵瑟g烝kぁ蹙濟ブ㌱湊転1本は燈楮燵瑟g烝kぁ蹙濟ブ㌱湊転1本は燈楮燵瑟g烝kぁ蹙濟ブ㌱湊転1本は燈楮燵瑟g烝kぁ蹙濟ブ㌱湊転1本は燈楮燵瑟g烝kぁ蹙濟ブ㌱湊転1本は燈楮燵瑟g烝kぁ蹙濟ブ㌱湊転1本は燈楮燵(N(N--ADL)ADL)

臃薺穿臃臃薺穿臃臃薺穿臃臃薺穿臃臃薺穿臃臃薺穿臃臃薺穿臃臃薺穿臃

1010珵珵珵珵珵珵珵珵 塡濟塡濟塡濟塡濟塡濟塡濟塡濟塡濟

99珵珵珵珵珵珵珵珵 穪磹箵𤹪療1籗癆慱鑽濁友便穪磹箵𤹪療1籗癆慱鑽濁友便穪磹箵𤹪療1籗癆慱鑽濁友便穪磹箵𤹪療1籗癆慱鑽濁友便穪磹箵𤹪療1籗癆慱鑽濁友便穪磹箵𤹪療1籗癆慱鑽濁友便穪磹箵𤹪療1籗癆慱鑽濁友便穪磹箵𤹪療1籗癆慱鑽濁友便

77珵珵珵珵珵珵珵珵 䇦籞稛𥫤䈎穪磹箵籗痮皨砉砺ぁ籗癆慱鑽濁友便䇦籞稛𥫤䈎穪磹箵籗痮皨砉砺ぁ籗癆慱鑽濁友便䇦籞稛𥫤䈎穪磹箵籗痮皨砉砺ぁ籗癆慱鑽濁友便䇦籞稛𥫤䈎穪磹箵籗痮皨砉砺ぁ籗癆慱鑽濁友便䇦籞稛𥫤䈎穪磹箵籗痮皨砉砺ぁ籗癆慱鑽濁友便䇦籞稛𥫤䈎穪磹箵籗痮皨砉砺ぁ籗癆慱鑽濁友便䇦籞稛𥫤䈎穪磹箵籗痮皨砉砺ぁ籗癆慱鑽濁友便䇦籞稛𥫤䈎穪磹箵籗痮皨砉砺ぁ籗癆慱鑽濁友便

55珵珵珵珵珵珵珵珵 迯璙徙7瘃矞膅跚砅盆瘥瘳跳妹瘃矟皡眚㿉砉癁徙7痮𤺋畱䐢迯璙徙7瘃矞膅跚砅盆瘥瘳跳妹瘃矟皡眚㿉砉癁徙7痮𤺋畱䐢迯璙徙7瘃矞膅跚砅盆瘥瘳跳妹瘃矟皡眚㿉砉癁徙7痮𤺋畱䐢迯璙徙7瘃矞膅跚砅盆瘥瘳跳妹瘃矟皡眚㿉砉癁徙7痮𤺋畱䐢迯璙徙7瘃矞膅跚砅盆瘥瘳跳妹瘃矟皡眚㿉砉癁徙7痮𤺋畱䐢迯璙徙7瘃矞膅跚砅盆瘥瘳跳妹瘃矟皡眚㿉砉癁徙7痮𤺋畱䐢迯璙徙7瘃矞膅跚砅盆瘥瘳跳妹瘃矟皡眚㿉砉癁徙7痮𤺋畱䐢迯璙徙7瘃矞膅跚砅盆瘥瘳跳妹瘃矟皡眚㿉砉癁徙7痮𤺋畱䐢

33珵珵珵珵珵珵珵珵 徙7瘃矞痝㿉疰彌畱膅椰謄粤砅提疌矞痝㿉療1籗濟迯疢𥇥瘨䐢徙7瘃矞痝㿉疰彌畱膅椰謄粤砅提疌矞痝㿉療1籗濟迯疢𥇥瘨䐢徙7瘃矞痝㿉疰彌畱膅椰謄粤砅提疌矞痝㿉療1籗濟迯疢𥇥瘨䐢徙7瘃矞痝㿉疰彌畱膅椰謄粤砅提疌矞痝㿉療1籗濟迯疢𥇥瘨䐢徙7瘃矞痝㿉疰彌畱膅椰謄粤砅提疌矞痝㿉療1籗濟迯疢𥇥瘨䐢徙7瘃矞痝㿉疰彌畱膅椰謄粤砅提疌矞痝㿉療1籗濟迯疢𥇥瘨䐢徙7瘃矞痝㿉疰彌畱膅椰謄粤砅提疌矞痝㿉療1籗濟迯疢𥇥瘨䐢徙7瘃矞痝㿉疰彌畱膅椰謄粤砅提疌矞痝㿉療1籗濟迯疢𥇥瘨䐢

11珵珵珵珵珵珵珵珵 濟迯濟迯濟迯濟迯濟迯濟迯濟迯濟迯, , 彳椌謄徙7膅椰謄粤畒瞤彳椌謄徙7膅椰謄粤畒瞤彳椌謄徙7膅椰謄粤畒瞤彳椌謄徙7膅椰謄粤畒瞤彳椌謄徙7膅椰謄粤畒瞤彳椌謄徙7膅椰謄粤畒瞤彳椌謄徙7膅椰謄粤畒瞤彳椌謄徙7膅椰謄粤畒瞤, , 徙7癆濁瞰糂砅1/5瘃䐢徙7癆濁瞰糂砅1/5瘃䐢徙7癆濁瞰糂砅1/5瘃䐢徙7癆濁瞰糂砅1/5瘃䐢徙7癆濁瞰糂砅1/5瘃䐢徙7癆濁瞰糂砅1/5瘃䐢徙7癆濁瞰糂砅1/5瘃䐢徙7癆濁瞰糂砅1/5瘃䐢

00珵珵珵珵珵珵珵珵 濟迯濟迯濟迯濟迯濟迯濟迯濟迯濟迯, , 彳椌謄徙7膅椰謄粤疰ィ𥇍瞢矟𤺋畱䐢彳椌謄徙7膅椰謄粤疰ィ𥇍瞢矟𤺋畱䐢彳椌謄徙7膅椰謄粤疰ィ𥇍瞢矟𤺋畱䐢彳椌謄徙7膅椰謄粤疰ィ𥇍瞢矟𤺋畱䐢彳椌謄徙7膅椰謄粤疰ィ𥇍瞢矟𤺋畱䐢彳椌謄徙7膅椰謄粤疰ィ𥇍瞢矟𤺋畱䐢彳椌謄徙7膅椰謄粤疰ィ𥇍瞢矟𤺋畱䐢彳椌謄徙7膅椰謄粤疰ィ𥇍瞢矟𤺋畱䐢

粤煽癮莉④粤煽癮莉④粤煽癮莉④粤煽癮莉④粤煽癮莉④粤煽癮莉④粤煽癮莉④粤煽癮莉④(Vitality Index, VI)(Vitality Index, VI)
瓖粤煽瓘癮暼57瓖粤煽瓘癮暼57瓖粤煽瓘癮暼57瓖粤煽瓘癮暼57瓖粤煽瓘癮暼57瓖粤煽瓘癮暼57瓖粤煽瓘癮暼57瓖粤煽瓘癮暼57
廸尤瘃矞盪Xw絣癮𤺋㽷𤹪睘廸尤瘃矞盪Xw絣癮𤺋㽷𤹪睘廸尤瘃矞盪Xw絣癮𤺋㽷𤹪睘廸尤瘃矞盪Xw絣癮𤺋㽷𤹪睘廸尤瘃矞盪Xw絣癮𤺋㽷𤹪睘廸尤瘃矞盪Xw絣癮𤺋㽷𤹪睘廸尤瘃矞盪Xw絣癮𤺋㽷𤹪睘廸尤瘃矞盪Xw絣癮𤺋㽷𤹪睘,,畒矞箛𥞩筁砅零砉瘛畒矞箛𥞩筁砅零砉瘛畒矞箛𥞩筁砅零砉瘛畒矞箛𥞩筁砅零砉瘛畒矞箛𥞩筁砅零砉瘛畒矞箛𥞩筁砅零砉瘛畒矞箛𥞩筁砅零砉瘛畒矞箛𥞩筁砅零砉瘛瓫瓫瓫瓫瓫瓫瓫瓫ツ敕ツ敕ツ敕ツ敕ツ敕ツ敕ツ敕ツ敕𤭖𤭖𤭖𤭖𤭖𤭖𤭖𤭖

瓖粤煽癮莉④瓖粤煽癮莉④瓖粤煽癮莉④瓖粤煽癮莉④瓖粤煽癮莉④瓖粤煽癮莉④瓖粤煽癮莉④瓖粤煽癮莉④(Vitality Index, VI) (Vitality Index, VI) 瓘瓘瓘瓘瓘瓘瓘瓘
臿は燈奡¥臿は燈奡¥臿は燈奡¥臿は燈奡¥臿は燈奡¥臿は燈奡¥臿は燈奡¥臿は燈奡¥
埞I̊熕埞I̊熕埞I̊熕埞I̊熕埞I̊熕埞I̊熕埞I̊熕埞I̊熕(wake up)(wake up)

埰埰埰埰埰埰埰埰粤磔〝〛粤磔〝〛粤磔〝〛粤磔〝〛粤磔〝〛粤磔〝〛粤磔〝〛粤磔〝〛(communication)(communication)

㙊㙊㙊㙊㙊㙊㙊㙊慼宙慼宙慼宙慼宙慼宙慼宙慼宙慼宙(feeding)(feeding)

埸埸埸埸埸埸埸埸薺穿薺穿薺穿薺穿薺穿薺穿薺穿薺穿(on and off toilet)(on and off toilet)

埻箛䆴竌箛埻箛䆴竌箛埻箛䆴竌箛埻箛䆴竌箛埻箛䆴竌箛埻箛䆴竌箛埻箛䆴竌箛埻箛䆴竌箛, , ㌱湊㌱湊㌱湊㌱湊㌱湊㌱湊㌱湊㌱湊(rehabilitation, activity)(rehabilitation, activity)

は燈堙は燈堙は燈堙は燈堙は燈堙は燈堙は燈堙は燈堙
林奡¥林奡¥林奡¥林奡¥林奡¥林奡¥林奡¥林奡¥00--11--22珵癮臬漣艹は燈珵癮臬漣艹は燈珵癮臬漣艹は燈珵癮臬漣艹は燈珵癮臬漣艹は燈珵癮臬漣艹は燈珵癮臬漣艹は燈珵癮臬漣艹は燈, 10, 10珵▕珵珵▕珵珵▕珵珵▕珵珵▕珵珵▕珵珵▕珵珵▕珵
癧珵疰珽畱眚癁瓖粤煽皕珽畱瓘癧珵疰珽畱眚癁瓖粤煽皕珽畱瓘癧珵疰珽畱眚癁瓖粤煽皕珽畱瓘癧珵疰珽畱眚癁瓖粤煽皕珽畱瓘癧珵疰珽畱眚癁瓖粤煽皕珽畱瓘癧珵疰珽畱眚癁瓖粤煽皕珽畱瓘癧珵疰珽畱眚癁瓖粤煽皕珽畱瓘癧珵疰珽畱眚癁瓖粤煽皕珽畱瓘
ヌ柆堙ヌ柆堙ヌ柆堙ヌ柆堙ヌ柆堙ヌ柆堙ヌ柆堙ヌ柆堙

螭68€忠螭68€忠螭68€忠螭68€忠螭68€忠螭68€忠螭68€忠螭68€忠,  ,  蹙g諭ア蹙g諭ア蹙g諭ア蹙g諭ア蹙g諭ア蹙g諭ア蹙g諭ア蹙g諭ア 35:138,  199835:138,  1998

謦ワ謦ワ謦ワ謦ワ謦ワ謦ワ謦ワ謦ワQOLQOL--D D ォゲオォゲオォゲオォゲオォゲオォゲオォゲオォゲオ

明æ癮¥ɚ明æ癮¥ɚ明æ癮¥ɚ明æ癮¥ɚ明æ癮¥ɚ明æ癮¥ɚ明æ癮¥ɚ明æ癮¥ɚ
oつ跳評籗跳つ秇籞竌䅈癮ョ癮毛茯ɚは燈oつ跳評籗跳つ秇籞竌䅈癮ョ癮毛茯ɚは燈oつ跳評籗跳つ秇籞竌䅈癮ョ癮毛茯ɚは燈oつ跳評籗跳つ秇籞竌䅈癮ョ癮毛茯ɚは燈oつ跳評籗跳つ秇籞竌䅈癮ョ癮毛茯ɚは燈oつ跳評籗跳つ秇籞竌䅈癮ョ癮毛茯ɚは燈oつ跳評籗跳つ秇籞竌䅈癮ョ癮毛茯ɚは燈oつ跳評籗跳つ秇籞竌䅈癮ョ癮毛茯ɚは燈

ィî┘珽䕺kィî┘珽䕺kィî┘珽䕺kィî┘珽䕺kィî┘珽䕺kィî┘珽䕺kィî┘珽䕺kィî┘珽䕺kQOLQOL癮oつ癮ズ珵㽷瞢癮暼57癮oつ癮ズ珵㽷瞢癮暼57癮oつ癮ズ珵㽷瞢癮暼57癮oつ癮ズ珵㽷瞢癮暼57癮oつ癮ズ珵㽷瞢癮暼57癮oつ癮ズ珵㽷瞢癮暼57癮oつ癮ズ珵㽷瞢癮暼57癮oつ癮ズ珵㽷瞢癮暼57
蓏蓏蓏蓏蓏蓏蓏蓏浪噬癮朝璙睼ｸ峩㿉ブ疷ブ疷㿉凋矬瞤浪噬癮朝璙睼ｸ峩㿉ブ疷ブ疷㿉凋矬瞤浪噬癮朝璙睼ｸ峩㿉ブ疷ブ疷㿉凋矬瞤浪噬癮朝璙睼ｸ峩㿉ブ疷ブ疷㿉凋矬瞤浪噬癮朝璙睼ｸ峩㿉ブ疷ブ疷㿉凋矬瞤浪噬癮朝璙睼ｸ峩㿉ブ疷ブ疷㿉凋矬瞤浪噬癮朝璙睼ｸ峩㿉ブ疷ブ疷㿉凋矬瞤浪噬癮朝璙睼ｸ峩㿉ブ疷ブ疷㿉凋矬瞤, , 摩烝嫺矬矟瘓G摩烝嫺矬矟瘓G摩烝嫺矬矟瘓G摩烝嫺矬矟瘓G摩烝嫺矬矟瘓G摩烝嫺矬矟瘓G摩烝嫺矬矟瘓G摩烝嫺矬矟瘓G

便瞢痮痠砅鴇瘜瘨瘨便瞢痮痠砅鴇瘜瘨瘨便瞢痮痠砅鴇瘜瘨瘨便瞢痮痠砅鴇瘜瘨瘨便瞢痮痠砅鴇瘜瘨瘨便瞢痮痠砅鴇瘜瘨瘨便瞢痮痠砅鴇瘜瘨瘨便瞢痮痠砅鴇瘜瘨瘨, , 晧盪痮瘳齠痮畱蹙濟ブ㌱疰=矟瘳畱矞晧盪痮瘳齠痮畱蹙濟ブ㌱疰=矟瘳畱矞晧盪痮瘳齠痮畱蹙濟ブ㌱疰=矟瘳畱矞晧盪痮瘳齠痮畱蹙濟ブ㌱疰=矟瘳畱矞晧盪痮瘳齠痮畱蹙濟ブ㌱疰=矟瘳畱矞晧盪痮瘳齠痮畱蹙濟ブ㌱疰=矟瘳畱矞晧盪痮瘳齠痮畱蹙濟ブ㌱疰=矟瘳畱矞晧盪痮瘳齠痮畱蹙濟ブ㌱疰=矟瘳畱矞

w絣w絣w絣w絣w絣w絣w絣w絣蓓蓓蓓蓓蓓蓓蓓蓓砅砅砅砅砅砅砅砅曨珽畱ブ㌱癮ョ曨珽畱ブ㌱癮ョ曨珽畱ブ㌱癮ョ曨珽畱ブ㌱癮ョ曨珽畱ブ㌱癮ョ曨珽畱ブ㌱癮ョ曨珽畱ブ㌱癮ョ曨珽畱ブ㌱癮ョ(QOL)(QOL)癮箵笽䈎癉畒矞杇癮箵笽䈎癉畒矞杇癮箵笽䈎癉畒矞杇癮箵笽䈎癉畒矞杇癮箵笽䈎癉畒矞杇癮箵笽䈎癉畒矞杇癮箵笽䈎癉畒矞杇癮箵笽䈎癉畒矞杇㿉暼57瘃矞㿉暼57瘃矞㿉暼57瘃矞㿉暼57瘃矞㿉暼57瘃矞㿉暼57瘃矞㿉暼57瘃矞㿉暼57瘃矞

檮ょ檮ょ檮ょ檮ょ檮ょ檮ょ檮ょ檮ょ 3737跖こ跖こ跖こ跖こ跖こ跖こ跖こ跖こ 623623隣隣隣隣隣隣隣隣 膅う膅う膅う膅う膅う膅う膅う膅う146146隣隣隣隣隣隣隣隣,  ,  悄悄悄悄悄悄悄悄477477隣䐢隣䐢隣䐢隣䐢隣䐢隣䐢隣䐢隣䐢

烝䕺烝䕺烝䕺烝䕺烝䕺烝䕺烝䕺烝䕺:      81.7:      81.7ヸヸヸヸヸヸヸヸ7.9 (mean7.9 (meanヸヸヸヸヸヸヸヸSD) SD) 遁遁遁遁遁遁遁遁

徳嵃磽徳嵃磽徳嵃磽徳嵃磽徳嵃磽徳嵃磽徳嵃磽徳嵃磽 は燈k戻徳嵃磽逃豬は燈k戻徳嵃磽逃豬は燈k戻徳嵃磽逃豬は燈k戻徳嵃磽逃豬は燈k戻徳嵃磽逃豬は燈k戻徳嵃磽逃豬は燈k戻徳嵃磽逃豬は燈k戻徳嵃磽逃豬 0.74 0.74 

不ɚ豺淋磽不ɚ豺淋磽不ɚ豺淋磽不ɚ豺淋磽不ɚ豺淋磽不ɚ豺淋磽不ɚ豺淋磽不ɚ豺淋磽: Cronbach α: Cronbach α逃豬逃豬逃豬逃豬逃豬逃豬逃豬逃豬 0.880.88

謦ワ謦ワ謦ワ謦ワ謦ワ謦ワ謦ワ謦ワQOLQOL--D D ォコオォコオォコオォコオォコオォコオォコオォコオ
媧娵㿉奡¥膅臬媧娵𦣪臽奡¥䐢媧娵㿉奡¥膅臬媧娵𦣪臽奡¥䐢媧娵㿉奡¥膅臬媧娵𦣪臽奡¥䐢媧娵㿉奡¥膅臬媧娵𦣪臽奡¥䐢媧娵㿉奡¥膅臬媧娵𦣪臽奡¥䐢媧娵㿉奡¥膅臬媧娵𦣪臽奡¥䐢媧娵㿉奡¥膅臬媧娵𦣪臽奡¥䐢媧娵㿉奡¥膅臬媧娵𦣪臽奡¥䐢
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埞皴㈩䀹睼㈩畱疰畒瞤埞皴㈩䀹睼㈩畱疰畒瞤埞皴㈩䀹睼㈩畱疰畒瞤埞皴㈩䀹睼㈩畱疰畒瞤埞皴㈩䀹睼㈩畱疰畒瞤埞皴㈩䀹睼㈩畱疰畒瞤埞皴㈩䀹睼㈩畱疰畒瞤埞皴㈩䀹睼㈩畱疰畒瞤, , 軛矞痀齠痮㾮畽癉痮瘳コ疌矞軛矞痀齠痮㾮畽癉痮瘳コ疌矞軛矞痀齠痮㾮畽癉痮瘳コ疌矞軛矞痀齠痮㾮畽癉痮瘳コ疌矞軛矞痀齠痮㾮畽癉痮瘳コ疌矞軛矞痀齠痮㾮畽癉痮瘳コ疌矞軛矞痀齠痮㾮畽癉痮瘳コ疌矞軛矞痀齠痮㾮畽癉痮瘳コ疌矞

埰直癮朝㿉畱矞㿉晧盪痮瘳畱矞埰直癮朝㿉畱矞㿉晧盪痮瘳畱矞埰直癮朝㿉畱矞㿉晧盪痮瘳畱矞埰直癮朝㿉畱矞㿉晧盪痮瘳畱矞埰直癮朝㿉畱矞㿉晧盪痮瘳畱矞埰直癮朝㿉畱矞㿉晧盪痮瘳畱矞埰直癮朝㿉畱矞㿉晧盪痮瘳畱矞埰直癮朝㿉畱矞㿉晧盪痮瘳畱矞 etc.etc.
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埞蹙濟ブ㌱𤹪粤磔←1/5砅痮瘓瞤埞蹙濟ブ㌱𤹪粤磔←1/5砅痮瘓瞤埞蹙濟ブ㌱𤹪粤磔←1/5砅痮瘓瞤埞蹙濟ブ㌱𤹪粤磔←1/5砅痮瘓瞤埞蹙濟ブ㌱𤹪粤磔←1/5砅痮瘓瞤埞蹙濟ブ㌱𤹪粤磔←1/5砅痮瘓瞤埞蹙濟ブ㌱𤹪粤磔←1/5砅痮瘓瞤埞蹙濟ブ㌱𤹪粤磔←1/5砅痮瘓瞤, , 悸䀹癮睘癮砅敏艙痮瘓瞤瘃矞悸䀹癮睘癮砅敏艙痮瘓瞤瘃矞悸䀹癮睘癮砅敏艙痮瘓瞤瘃矞悸䀹癮睘癮砅敏艙痮瘓瞤瘃矞悸䀹癮睘癮砅敏艙痮瘓瞤瘃矞悸䀹癮睘癮砅敏艙痮瘓瞤瘃矞悸䀹癮睘癮砅敏艙痮瘓瞤瘃矞悸䀹癮睘癮砅敏艙痮瘓瞤瘃矞

埰朸踞㿉G便癮輸逃膅62鞆𤺋癁䐢砅ィゖ痮瘳畱矞埰朸踞㿉G便癮輸逃膅62鞆𤺋癁䐢砅ィゖ痮瘳畱矞埰朸踞㿉G便癮輸逃膅62鞆𤺋癁䐢砅ィゖ痮瘳畱矞埰朸踞㿉G便癮輸逃膅62鞆𤺋癁䐢砅ィゖ痮瘳畱矞埰朸踞㿉G便癮輸逃膅62鞆𤺋癁䐢砅ィゖ痮瘳畱矞埰朸踞㿉G便癮輸逃膅62鞆𤺋癁䐢砅ィゖ痮瘳畱矞埰朸踞㿉G便癮輸逃膅62鞆𤺋癁䐢砅ィゖ痮瘳畱矞埰朸踞㿉G便癮輸逃膅62鞆𤺋癁䐢砅ィゖ痮瘳畱矞 etc.etc.
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埞跳妹癉艨舩瘃矞痝㿉疰𤺋畱埞跳妹癉艨舩瘃矞痝㿉疰𤺋畱埞跳妹癉艨舩瘃矞痝㿉疰𤺋畱埞跳妹癉艨舩瘃矞痝㿉疰𤺋畱埞跳妹癉艨舩瘃矞痝㿉疰𤺋畱埞跳妹癉艨舩瘃矞痝㿉疰𤺋畱埞跳妹癉艨舩瘃矞痝㿉疰𤺋畱埞跳妹癉艨舩瘃矞痝㿉疰𤺋畱

埰セ瞤3痮弸癉箆瘳畱痀痝㿉疰𤺋畱埰セ瞤3痮弸癉箆瘳畱痀痝㿉疰𤺋畱埰セ瞤3痮弸癉箆瘳畱痀痝㿉疰𤺋畱埰セ瞤3痮弸癉箆瘳畱痀痝㿉疰𤺋畱埰セ瞤3痮弸癉箆瘳畱痀痝㿉疰𤺋畱埰セ瞤3痮弸癉箆瘳畱痀痝㿉疰𤺋畱埰セ瞤3痮弸癉箆瘳畱痀痝㿉疰𤺋畱埰セ瞤3痮弸癉箆瘳畱痀痝㿉疰𤺋畱 etc.etc.

癧珵癮箆痮跏癧珵癮箆痮跏癧珵癮箆痮跏癧珵癮箆痮跏癧珵癮箆痮跏癧珵癮箆痮跏癧珵癮箆痮跏癧珵癮箆痮跏膅林奡¥臽漣艹曠ヌは燈膅林奡¥臽漣艹曠ヌは燈膅林奡¥臽漣艹曠ヌは燈膅林奡¥臽漣艹曠ヌは燈膅林奡¥臽漣艹曠ヌは燈膅林奡¥臽漣艹曠ヌは燈膅林奡¥臽漣艹曠ヌは燈膅林奡¥臽漣艹曠ヌは燈;  ;  邑㊐盆二邑㊐盆二邑㊐盆二邑㊐盆二邑㊐盆二邑㊐盆二邑㊐盆二邑㊐盆二;  ;  舄𦣪珵▕珵䐢舄𦣪珵▕珵䐢舄𦣪珵▕珵䐢舄𦣪珵▕珵䐢舄𦣪珵▕珵䐢舄𦣪珵▕珵䐢舄𦣪珵▕珵䐢舄𦣪珵▕珵䐢

臬珵臖瞟痀畒瘳皕𥆩矞臬珵臖瞟痀畒瘳皕𥆩矞臬珵臖瞟痀畒瘳皕𥆩矞臬珵臖瞟痀畒瘳皕𥆩矞臬珵臖瞟痀畒瘳皕𥆩矞臬珵臖瞟痀畒瘳皕𥆩矞臬珵臖瞟痀畒瘳皕𥆩矞臬珵臖瞟痀畒瘳皕𥆩矞,  ,  𦣪珵臖癁瘜瞢㽷㿉畱畽㿉畒瘳皕𥆩矞𦣪珵臖癁瘜瞢㽷㿉畱畽㿉畒瘳皕𥆩矞𦣪珵臖癁瘜瞢㽷㿉畱畽㿉畒瘳皕𥆩矞𦣪珵臖癁瘜瞢㽷㿉畱畽㿉畒瘳皕𥆩矞𦣪珵臖癁瘜瞢㽷㿉畱畽㿉畒瘳皕𥆩矞𦣪珵臖癁瘜瞢㽷㿉畱畽㿉畒瘳皕𥆩矞𦣪珵臖癁瘜瞢㽷㿉畱畽㿉畒瘳皕𥆩矞𦣪珵臖癁瘜瞢㽷㿉畱畽㿉畒瘳皕𥆩矞,  ,  

臤珵臖癁瘜瞢㽷㿉畱畽㿉畒瘳皕𥆩瞢𤺋畱臤珵臖癁瘜瞢㽷㿉畱畽㿉畒瘳皕𥆩瞢𤺋畱臤珵臖癁瘜瞢㽷㿉畱畽㿉畒瘳皕𥆩瞢𤺋畱臤珵臖癁瘜瞢㽷㿉畱畽㿉畒瘳皕𥆩瞢𤺋畱臤珵臖癁瘜瞢㽷㿉畱畽㿉畒瘳皕𥆩瞢𤺋畱臤珵臖癁瘜瞢㽷㿉畱畽㿉畒瘳皕𥆩瞢𤺋畱臤珵臖癁瘜瞢㽷㿉畱畽㿉畒瘳皕𥆩瞢𤺋畱臤珵臖癁瘜瞢㽷㿉畱畽㿉畒瘳皕𥆩瞢𤺋畱,  ,  𦣝珵臖廟痀畒瘳皕𥆩瞢𤺋畱𦣝珵臖廟痀畒瘳皕𥆩瞢𤺋畱𦣝珵臖廟痀畒瘳皕𥆩瞢𤺋畱𦣝珵臖廟痀畒瘳皕𥆩瞢𤺋畱𦣝珵臖廟痀畒瘳皕𥆩瞢𤺋畱𦣝珵臖廟痀畒瘳皕𥆩瞢𤺋畱𦣝珵臖廟痀畒瘳皕𥆩瞢𤺋畱𦣝珵臖廟痀畒瘳皕𥆩瞢𤺋畱

粤煽癮莉④粤煽癮莉④粤煽癮莉④粤煽癮莉④粤煽癮莉④粤煽癮莉④粤煽癮莉④粤煽癮莉④(VI), N(VI), N--ADLADLf淋籗薺穿f淋籗薺穿f淋籗薺穿f淋籗薺穿f淋籗薺穿f淋籗薺穿f淋籗薺穿f淋籗薺穿, , 
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跳評縫跳評縫跳評縫跳評縫跳評縫跳評縫跳評縫跳評縫 跳評癆跳評癆跳評癆跳評癆跳評癆跳評癆跳評癆跳評癆 膘萹膘萹膘萹膘萹膘萹膘萹膘萹膘萹

MMS         11.5MMS         11.5ヸヸヸヸヸヸヸヸ1.5     13.21.5     13.2ヸヸヸヸヸヸヸヸ1.5      1.5      舼舼舼舼舼舼舼舼0.01   (n=20)0.01   (n=20)

NN--ADL         4.9ADL         4.9ヸヸヸヸヸヸヸヸ0.7       6.60.7       6.6ヸヸヸヸヸヸヸヸ0.7     0.7     舼舼舼舼舼舼舼舼0.01    (n=20)0.01    (n=20)

(toileting)(toileting)

NN--ADL       28.8ADL       28.8ヸヸヸヸヸヸヸヸ1.8     33.01.8     33.0ヸヸヸヸヸヸヸヸ1.9     1.9     舼舼舼舼舼舼舼舼0.01    (n=20)0.01    (n=20)

(total)(total)
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VI               6.4VI               6.4ヸヸヸヸヸヸヸヸ0.5        7.40.5        7.4ヸヸヸヸヸヸヸヸ0.4        0.4        舼舼舼舼舼舼舼舼0.02    (n=20)0.02    (n=20)

QOLQOL--D     12.8D     12.8ヸヸヸヸヸヸヸヸ1.2      16.11.2      16.1ヸヸヸヸヸヸヸヸ0.9        0.9        舼舼舼舼舼舼舼舼0.02    (n=20)0.02    (n=20)

(the 2nd)(the 2nd)

QOLQOL--D     40.3D     40.3ヸヸヸヸヸヸヸヸ4.5      46.84.5      46.8ヸヸヸヸヸヸヸヸ2.0        2.0        舼舼舼舼舼舼舼舼0.02    (n=20)0.02    (n=20)

(total) (total) 
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倻わPɚ跳評𤹪畒矞倻わPɚ跳評𤹪畒矞倻わPɚ跳評𤹪畒矞倻わPɚ跳評𤹪畒矞倻わPɚ跳評𤹪畒矞倻わPɚ跳評𤹪畒矞倻わPɚ跳評𤹪畒矞倻わPɚ跳評𤹪畒矞FYFY--OACPOACP皕皕皕皕皕皕皕皕,, ィィィィィィィィ
î㎏1î㎏1î㎏1î㎏1î㎏1î㎏1î㎏1î㎏1,, ADLADL((Y癉Y癉Y癉Y癉Y癉Y癉Y癉Y癉薺穿1本薺穿1本薺穿1本薺穿1本薺穿1本薺穿1本薺穿1本薺穿1本)) 睼睼睼睼睼睼睼睼粤煽粤煽粤煽粤煽粤煽粤煽粤煽粤煽砅砅砅砅砅砅砅砅
謦冏瘃矞㿉㿉睘癉謦冏瘃矞㿉㿉睘癉謦冏瘃矞㿉㿉睘癉謦冏瘃矞㿉㿉睘癉謦冏瘃矞㿉㿉睘癉謦冏瘃矞㿉㿉睘癉謦冏瘃矞㿉㿉睘癉謦冏瘃矞㿉㿉睘癉 QOLQOL砅謦冏痮砅謦冏痮砅謦冏痮砅謦冏痮砅謦冏痮砅謦冏痮砅謦冏痮砅謦冏痮,, ィî┘ィî┘ィî┘ィî┘ィî┘ィî┘ィî┘ィî┘

珽䕺k癮珽䕺k癮珽䕺k癮珽䕺k癮珽䕺k癮珽䕺k癮珽䕺k癮珽䕺k癮ブ㌱㎏1砅毛茯ɚ癉謦冏ブ㌱㎏1砅毛茯ɚ癉謦冏ブ㌱㎏1砅毛茯ɚ癉謦冏ブ㌱㎏1砅毛茯ɚ癉謦冏ブ㌱㎏1砅毛茯ɚ癉謦冏ブ㌱㎏1砅毛茯ɚ癉謦冏ブ㌱㎏1砅毛茯ɚ癉謦冏ブ㌱㎏1砅毛茯ɚ癉謦冏瘃矞瘃矞瘃矞瘃矞瘃矞瘃矞瘃矞瘃矞
鐚亦𤺋腆漣癉𤺋瞤癧矞痝㿉鐚亦𤺋腆漣癉𤺋瞤癧矞痝㿉鐚亦𤺋腆漣癉𤺋瞤癧矞痝㿉鐚亦𤺋腆漣癉𤺋瞤癧矞痝㿉鐚亦𤺋腆漣癉𤺋瞤癧矞痝㿉鐚亦𤺋腆漣癉𤺋瞤癧矞痝㿉鐚亦𤺋腆漣癉𤺋瞤癧矞痝㿉鐚亦𤺋腆漣癉𤺋瞤癧矞痝㿉,, 𥆩瘓𥆩瘓𥆩瘓𥆩瘓𥆩瘓𥆩瘓𥆩瘓𥆩瘓,, 謦ワ謦ワ謦ワ謦ワ謦ワ謦ワ謦ワ謦ワ
QOLQOL--DD皕ィî┘珽䕺k癮皕ィî┘珽䕺k癮皕ィî┘珽䕺k癮皕ィî┘珽䕺k癮皕ィî┘珽䕺k癮皕ィî┘珽䕺k癮皕ィî┘珽䕺k癮皕ィî┘珽䕺k癮QOLQOLは燈癮は燈癮は燈癮は燈癮は燈癮は燈癮は燈癮は燈癮

瘓𥇍癮愍疆𤹪鐚ぁ𤺋穙籞䈎𤹪畒矞痝㿉疰瘓𥇍癮愍疆𤹪鐚ぁ𤺋穙籞䈎𤹪畒矞痝㿉疰瘓𥇍癮愍疆𤹪鐚ぁ𤺋穙籞䈎𤹪畒矞痝㿉疰瘓𥇍癮愍疆𤹪鐚ぁ𤺋穙籞䈎𤹪畒矞痝㿉疰瘓𥇍癮愍疆𤹪鐚ぁ𤺋穙籞䈎𤹪畒矞痝㿉疰瘓𥇍癮愍疆𤹪鐚ぁ𤺋穙籞䈎𤹪畒矞痝㿉疰瘓𥇍癮愍疆𤹪鐚ぁ𤺋穙籞䈎𤹪畒矞痝㿉疰瘓𥇍癮愍疆𤹪鐚ぁ𤺋穙籞䈎𤹪畒矞痝㿉疰
1/5痠矟瘓1/5痠矟瘓1/5痠矟瘓1/5痠矟瘓1/5痠矟瘓1/5痠矟瘓1/5痠矟瘓1/5痠矟瘓璒璒璒璒璒璒璒璒

バヶヵュヰヰンバヶヵュヰヰンバヶヵュヰヰンバヶヵュヰヰンバヶヵュヰヰンバヶヵュヰヰンバヶヵュヰヰンバヶヵュヰヰン禡磕筕穧䈎禡磕筕穧䈎禡磕筕穧䈎禡磕筕穧䈎禡磕筕穧䈎禡磕筕穧䈎禡磕筕穧䈎禡磕筕穧䈎 蓏蓏蓏蓏蓏蓏蓏蓏倀くg■倀くg■倀くg■倀くg■倀くg■倀くg■倀くg■倀くg■バヶヵュヰヰンバヶヵュヰヰンバヶヵュヰヰンバヶヵュヰヰンバヶヵュヰヰンバヶヵュヰヰンバヶヵュヰヰンバヶヵュヰヰン
磕祲穟磦竌穟磦禡磕籗𥫣箼禕箐筁磕祲穟磦竌穟磦禡磕籗𥫣箼禕箐筁磕祲穟磦竌穟磦禡磕籗𥫣箼禕箐筁磕祲穟磦竌穟磦禡磕籗𥫣箼禕箐筁磕祲穟磦竌穟磦禡磕籗𥫣箼禕箐筁磕祲穟磦竌穟磦禡磕籗𥫣箼禕箐筁磕祲穟磦竌穟磦禡磕籗𥫣箼禕箐筁磕祲穟磦竌穟磦禡磕籗𥫣箼禕箐筁蓓蓓蓓蓓蓓蓓蓓蓓癮癮癮癮癮癮癮癮

ィî┘珽䕺k癮ブ㌱癮ョィî┘珽䕺k癮ブ㌱癮ョィî┘珽䕺k癮ブ㌱癮ョィî┘珽䕺k癮ブ㌱癮ョィî┘珽䕺k癮ブ㌱癮ョィî┘珽䕺k癮ブ㌱癮ョィî┘珽䕺k癮ブ㌱癮ョィî┘珽䕺k癮ブ㌱癮ョォヒバネオォヒバネオォヒバネオォヒバネオォヒバネオォヒバネオォヒバネオォヒバネオ癉里眭瘃亦霙癉里眭瘃亦霙癉里眭瘃亦霙癉里眭瘃亦霙癉里眭瘃亦霙癉里眭瘃亦霙癉里眭瘃亦霙癉里眭瘃亦霙

臃㊎疢𥇥瘨砺ぁk癮Gコ薺穿謚蝠亦霙㿉臃㊎疢𥇥瘨砺ぁk癮Gコ薺穿謚蝠亦霙㿉臃㊎疢𥇥瘨砺ぁk癮Gコ薺穿謚蝠亦霙㿉臃㊎疢𥇥瘨砺ぁk癮Gコ薺穿謚蝠亦霙㿉臃㊎疢𥇥瘨砺ぁk癮Gコ薺穿謚蝠亦霙㿉臃㊎疢𥇥瘨砺ぁk癮Gコ薺穿謚蝠亦霙㿉臃㊎疢𥇥瘨砺ぁk癮Gコ薺穿謚蝠亦霙㿉臃㊎疢𥇥瘨砺ぁk癮Gコ薺穿謚蝠亦霙㿉
禡磕跳評癮毛茯ɚは燈莉④𤹪畒矞禡磕跳評癮毛茯ɚは燈莉④𤹪畒矞禡磕跳評癮毛茯ɚは燈莉④𤹪畒矞禡磕跳評癮毛茯ɚは燈莉④𤹪畒矞禡磕跳評癮毛茯ɚは燈莉④𤹪畒矞禡磕跳評癮毛茯ɚは燈莉④𤹪畒矞禡磕跳評癮毛茯ɚは燈莉④𤹪畒矞禡磕跳評癮毛茯ɚは燈莉④𤹪畒矞ヒバネヒバネヒバネヒバネヒバネヒバネヒバネヒバネ癮塁琢臃癮塁琢臃癮塁琢臃癮塁琢臃癮塁琢臃癮塁琢臃癮塁琢臃癮塁琢臃
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ズズズズズズズズ珵珵珵珵珵珵珵珵 穪磹箵𤹪療1籗癆慱鑽濁友便穪磹箵𤹪療1籗癆慱鑽濁友便穪磹箵𤹪療1籗癆慱鑽濁友便穪磹箵𤹪療1籗癆慱鑽濁友便穪磹箵𤹪療1籗癆慱鑽濁友便穪磹箵𤹪療1籗癆慱鑽濁友便穪磹箵𤹪療1籗癆慱鑽濁友便穪磹箵𤹪療1籗癆慱鑽濁友便

ジジジジジジジジ珵珵珵珵珵珵珵珵 䇦籞稛𥫤䈎穪磹箵籗痮皨砉砺ぁ籗癆慱鑽濁友便䇦籞稛𥫤䈎穪磹箵籗痮皨砉砺ぁ籗癆慱鑽濁友便䇦籞稛𥫤䈎穪磹箵籗痮皨砉砺ぁ籗癆慱鑽濁友便䇦籞稛𥫤䈎穪磹箵籗痮皨砉砺ぁ籗癆慱鑽濁友便䇦籞稛𥫤䈎穪磹箵籗痮皨砉砺ぁ籗癆慱鑽濁友便䇦籞稛𥫤䈎穪磹箵籗痮皨砉砺ぁ籗癆慱鑽濁友便䇦籞稛𥫤䈎穪磹箵籗痮皨砉砺ぁ籗癆慱鑽濁友便䇦籞稛𥫤䈎穪磹箵籗痮皨砉砺ぁ籗癆慱鑽濁友便

ザザザザザザザザ珵珵珵珵珵珵珵珵 迯璙徙7瘃矞膅跚砅盆瘥瘳跳妹瘃矟皡眚㿉砉癁徙7痮𤺋畱䐢迯璙徙7瘃矞膅跚砅盆瘥瘳跳妹瘃矟皡眚㿉砉癁徙7痮𤺋畱䐢迯璙徙7瘃矞膅跚砅盆瘥瘳跳妹瘃矟皡眚㿉砉癁徙7痮𤺋畱䐢迯璙徙7瘃矞膅跚砅盆瘥瘳跳妹瘃矟皡眚㿉砉癁徙7痮𤺋畱䐢迯璙徙7瘃矞膅跚砅盆瘥瘳跳妹瘃矟皡眚㿉砉癁徙7痮𤺋畱䐢迯璙徙7瘃矞膅跚砅盆瘥瘳跳妹瘃矟皡眚㿉砉癁徙7痮𤺋畱䐢迯璙徙7瘃矞膅跚砅盆瘥瘳跳妹瘃矟皡眚㿉砉癁徙7痮𤺋畱䐢迯璙徙7瘃矞膅跚砅盆瘥瘳跳妹瘃矟皡眚㿉砉癁徙7痮𤺋畱䐢

ゴゴゴゴゴゴゴゴ珵珵珵珵珵珵珵珵 徙7瘃矞痝㿉疰彌畱膅椰謄粤砅提疌矞痝㿉療1籗濟迯疢𥇥瘨䐢徙7瘃矞痝㿉疰彌畱膅椰謄粤砅提疌矞痝㿉療1籗濟迯疢𥇥瘨䐢徙7瘃矞痝㿉疰彌畱膅椰謄粤砅提疌矞痝㿉療1籗濟迯疢𥇥瘨䐢徙7瘃矞痝㿉疰彌畱膅椰謄粤砅提疌矞痝㿉療1籗濟迯疢𥇥瘨䐢徙7瘃矞痝㿉疰彌畱膅椰謄粤砅提疌矞痝㿉療1籗濟迯疢𥇥瘨䐢徙7瘃矞痝㿉疰彌畱膅椰謄粤砅提疌矞痝㿉療1籗濟迯疢𥇥瘨䐢徙7瘃矞痝㿉疰彌畱膅椰謄粤砅提疌矞痝㿉療1籗濟迯疢𥇥瘨䐢徙7瘃矞痝㿉疰彌畱膅椰謄粤砅提疌矞痝㿉療1籗濟迯疢𥇥瘨䐢

ゲゲゲゲゲゲゲゲ珵珵珵珵珵珵珵珵 濟迯濟迯濟迯濟迯濟迯濟迯濟迯濟迯キァキァキァキァキァキァキァキァ彳椌謄徙7膅椰謄粤畒瞤彳椌謄徙7膅椰謄粤畒瞤彳椌謄徙7膅椰謄粤畒瞤彳椌謄徙7膅椰謄粤畒瞤彳椌謄徙7膅椰謄粤畒瞤彳椌謄徙7膅椰謄粤畒瞤彳椌謄徙7膅椰謄粤畒瞤彳椌謄徙7膅椰謄粤畒瞤キァキァキァキァキァキァキァキァ徙7癆濁瞰糂砅1/5瘃䐢徙7癆濁瞰糂砅1/5瘃䐢徙7癆濁瞰糂砅1/5瘃䐢徙7癆濁瞰糂砅1/5瘃䐢徙7癆濁瞰糂砅1/5瘃䐢徙7癆濁瞰糂砅1/5瘃䐢徙7癆濁瞰糂砅1/5瘃䐢徙7癆濁瞰糂砅1/5瘃䐢
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箐磹竴箛籞穟籞𥫣溺𥇍稛磹𥫣箐磹竴箛籞穟籞𥫣溺𥇍稛磹𥫣箐磹竴箛籞穟籞𥫣溺𥇍稛磹𥫣箐磹竴箛籞穟籞𥫣溺𥇍稛磹𥫣箐磹竴箛籞穟籞𥫣溺𥇍稛磹𥫣箐磹竴箛籞穟籞𥫣溺𥇍稛磹𥫣箐磹竴箛籞穟籞𥫣溺𥇍稛磹𥫣箐磹竴箛籞穟籞𥫣溺𥇍稛磹𥫣

膅悄磽ぁ䐢膅悄磽ぁ䐢膅悄磽ぁ䐢膅悄磽ぁ䐢膅悄磽ぁ䐢膅悄磽ぁ䐢膅悄磽ぁ䐢膅悄磽ぁ䐢 盪㿉疢ろ癮禡磕窾穖穵盪㿉疢ろ癮禡磕窾穖穵盪㿉疢ろ癮禡磕窾穖穵盪㿉疢ろ癮禡磕窾穖穵盪㿉疢ろ癮禡磕窾穖穵盪㿉疢ろ癮禡磕窾穖穵盪㿉疢ろ癮禡磕窾穖穵盪㿉疢ろ癮禡磕窾穖穵 膅う磽ぁ䐢膅う磽ぁ䐢膅う磽ぁ䐢膅う磽ぁ䐢膅う磽ぁ䐢膅う磽ぁ䐢膅う磽ぁ䐢膅う磽ぁ䐢

箛䆴竌箛窾篖穙箛䆴竌箛窾篖穙箛䆴竌箛窾篖穙箛䆴竌箛窾篖穙箛䆴竌箛窾篖穙箛䆴竌箛窾篖穙箛䆴竌箛窾篖穙箛䆴竌箛窾篖穙
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14霙ɚ癉通託癮𦣪54癉彳慕痠矟瘓璒14霙ɚ癉通託癮𦣪54癉彳慕痠矟瘓璒14霙ɚ癉通託癮𦣪54癉彳慕痠矟瘓璒14霙ɚ癉通託癮𦣪54癉彳慕痠矟瘓璒14霙ɚ癉通託癮𦣪54癉彳慕痠矟瘓璒14霙ɚ癉通託癮𦣪54癉彳慕痠矟瘓璒14霙ɚ癉通託癮𦣪54癉彳慕痠矟瘓璒14霙ɚ癉通託癮𦣪54癉彳慕痠矟瘓璒

埞薺穿1本埞薺穿1本埞薺穿1本埞薺穿1本埞薺穿1本埞薺穿1本埞薺穿1本埞薺穿1本謦冏54謦冏54謦冏54謦冏54謦冏54謦冏54謦冏54謦冏54 𦧝𦧝𦧝𦧝𦧝𦧝𦧝𦧝 隣隣隣隣隣隣隣隣
㊎疢𥇥瘨㊎疢𥇥瘨㊎疢𥇥瘨㊎疢𥇥瘨㊎疢𥇥瘨㊎疢𥇥瘨㊎疢𥇥瘨㊎疢𥇥瘨葟ァ葟ァ葟ァ葟ァ葟ァ葟ァ葟ァ葟ァ䇦籞稛𥫤䈎穪磹箵籗穪磹箵砺ぁ籗Gコ薺穿䇦籞稛𥫤䈎穪磹箵籗穪磹箵砺ぁ籗Gコ薺穿䇦籞稛𥫤䈎穪磹箵籗穪磹箵砺ぁ籗Gコ薺穿䇦籞稛𥫤䈎穪磹箵籗穪磹箵砺ぁ籗Gコ薺穿䇦籞稛𥫤䈎穪磹箵籗穪磹箵砺ぁ籗Gコ薺穿䇦籞稛𥫤䈎穪磹箵籗穪磹箵砺ぁ籗Gコ薺穿䇦籞稛𥫤䈎穪磹箵籗穪磹箵砺ぁ籗Gコ薺穿䇦籞稛𥫤䈎穪磹箵籗穪磹箵砺ぁ籗Gコ薺穿
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通琢癮薺穿1本謦冏燵癮穧籞稛㽷瞢臁通琢癮薺穿1本謦冏燵癮穧籞稛㽷瞢臁通琢癮薺穿1本謦冏燵癮穧籞稛㽷瞢臁通琢癮薺穿1本謦冏燵癮穧籞稛㽷瞢臁通琢癮薺穿1本謦冏燵癮穧籞稛㽷瞢臁通琢癮薺穿1本謦冏燵癮穧籞稛㽷瞢臁通琢癮薺穿1本謦冏燵癮穧籞稛㽷瞢臁通琢癮薺穿1本謦冏燵癮穧籞稛㽷瞢臁
瓖瓖瓖瓖瓖瓖瓖瓖禍尤痮瘓㊎疢𥇥瘨禍尤痮瘓㊎疢𥇥瘨禍尤痮瘓㊎疢𥇥瘨禍尤痮瘓㊎疢𥇥瘨禍尤痮瘓㊎疢𥇥瘨禍尤痮瘓㊎疢𥇥瘨禍尤痮瘓㊎疢𥇥瘨禍尤痮瘓㊎疢𥇥瘨砅砺ぁ痮臁砅砺ぁ痮臁砅砺ぁ痮臁砅砺ぁ痮臁砅砺ぁ痮臁砅砺ぁ痮臁砅砺ぁ痮臁砅砺ぁ痮臁 OutdoorOutdoor磕祲穟磦竌穟磦磕祲穟磦竌穟磦磕祲穟磦竌穟磦磕祲穟磦竌穟磦磕祲穟磦竌穟磦磕祲穟磦竌穟磦磕祲穟磦竌穟磦磕祲穟磦竌穟磦
禡磕癮跳評禡磕癮跳評禡磕癮跳評禡磕癮跳評禡磕癮跳評禡磕癮跳評禡磕癮跳評禡磕癮跳評砅⊕畽痝㿉癉瞟瞤臁/シɚ癉砅⊕畽痝㿉癉瞟瞤臁/シɚ癉砅⊕畽痝㿉癉瞟瞤臁/シɚ癉砅⊕畽痝㿉癉瞟瞤臁/シɚ癉砅⊕畽痝㿉癉瞟瞤臁/シɚ癉砅⊕畽痝㿉癉瞟瞤臁/シɚ癉砅⊕畽痝㿉癉瞟瞤臁/シɚ癉砅⊕畽痝㿉癉瞟瞤臁/シɚ癉㊎疢𥇥瘨㽷瞢頹㊎疢𥇥瘨㽷瞢頹㊎疢𥇥瘨㽷瞢頹㊎疢𥇥瘨㽷瞢頹㊎疢𥇥瘨㽷瞢頹㊎疢𥇥瘨㽷瞢頹㊎疢𥇥瘨㽷瞢頹㊎疢𥇥瘨㽷瞢頹
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穪籞稛䈎禡磕䇳窬秖䇮篖穪穪籞稛䈎禡磕䇳窬秖䇮篖穪穪籞稛䈎禡磕䇳窬秖䇮篖穪穪籞稛䈎禡磕䇳窬秖䇮篖穪穪籞稛䈎禡磕䇳窬秖䇮篖穪穪籞稛䈎禡磕䇳窬秖䇮篖穪穪籞稛䈎禡磕䇳窬秖䇮篖穪穪籞稛䈎禡磕䇳窬秖䇮篖穪 5(4):735(4):73--79 (2000)79 (2000)
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デペギバヂツパ跳評癆癮薺穿1本デペギバヂツパ跳評癆癮薺穿1本デペギバヂツパ跳評癆癮薺穿1本デペギバヂツパ跳評癆癮薺穿1本
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薺穿1本謦冏54薺穿1本謦冏54薺穿1本謦冏54薺穿1本謦冏54*p<0.05

*p<0.05
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デペギバヂツパ跳評縫癆癉疢痏矞薺穿1本デペギバヂツパ跳評縫癆癉疢痏矞薺穿1本デペギバヂツパ跳評縫癆癉疢痏矞薺穿1本デペギバヂツパ跳評縫癆癉疢痏矞薺穿1本
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薺穿1本倻謦冏54薺穿1本倻謦冏54薺穿1本倻謦冏54薺穿1本倻謦冏54
薺穿1本謦冏54薺穿1本謦冏54薺穿1本謦冏54薺穿1本謦冏54

*p<0.05
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デペデペデペデペデペデペデペデペギギギギギギギギバヂツパバヂツパバヂツパバヂツパバヂツパバヂツパバヂツパバヂツパ癉瞟矞薺穿1本謦冏54𤹪皕臁倻謦冏54癉癉瞟矞薺穿1本謦冏54𤹪皕臁倻謦冏54癉癉瞟矞薺穿1本謦冏54𤹪皕臁倻謦冏54癉癉瞟矞薺穿1本謦冏54𤹪皕臁倻謦冏54癉癉瞟矞薺穿1本謦冏54𤹪皕臁倻謦冏54癉癉瞟矞薺穿1本謦冏54𤹪皕臁倻謦冏54癉癉瞟矞薺穿1本謦冏54𤹪皕臁倻謦冏54癉癉瞟矞薺穿1本謦冏54𤹪皕臁倻謦冏54癉
柺𥄢臁ィî1本癮嫻3/10箵笽䈎疰珽痀臁跳評癆臁柺𥄢臁ィî1本癮嫻3/10箵笽䈎疰珽痀臁跳評癆臁柺𥄢臁ィî1本癮嫻3/10箵笽䈎疰珽痀臁跳評癆臁柺𥄢臁ィî1本癮嫻3/10箵笽䈎疰珽痀臁跳評癆臁柺𥄢臁ィî1本癮嫻3/10箵笽䈎疰珽痀臁跳評癆臁柺𥄢臁ィî1本癮嫻3/10箵笽䈎疰珽痀臁跳評癆臁柺𥄢臁ィî1本癮嫻3/10箵笽䈎疰珽痀臁跳評癆臁柺𥄢臁ィî1本癮嫻3/10箵笽䈎疰珽痀臁跳評癆臁ヒバネヒバネヒバネヒバネヒバネヒバネヒバネヒバネギギギギギギギギヅヅヅヅヅヅヅヅffffffff
淋䅈禴磕癮琢軆臁瘃𤺋矬瘜淋䅈禴磕癮琢軆臁瘃𤺋矬瘜淋䅈禴磕癮琢軆臁瘃𤺋矬瘜淋䅈禴磕癮琢軆臁瘃𤺋矬瘜淋䅈禴磕癮琢軆臁瘃𤺋矬瘜淋䅈禴磕癮琢軆臁瘃𤺋矬瘜淋䅈禴磕癮琢軆臁瘃𤺋矬瘜淋䅈禴磕癮琢軆臁瘃𤺋矬瘜 ヒバネヒバネヒバネヒバネヒバネヒバネヒバネヒバネ癮塁琢砅ィ𥇍瘓璒癮塁琢砅ィ𥇍瘓璒癮塁琢砅ィ𥇍瘓璒癮塁琢砅ィ𥇍瘓璒癮塁琢砅ィ𥇍瘓璒癮塁琢砅ィ𥇍瘓璒癮塁琢砅ィ𥇍瘓璒癮塁琢砅ィ𥇍瘓璒 通琢通琢通琢通琢通琢通琢通琢通琢
瞟瞤臁┦璙𤺋磕祲穟磦竌穟磦𤹪├耨痠矟臁瞟瞤臁┦璙𤺋磕祲穟磦竌穟磦𤹪├耨痠矟臁瞟瞤臁┦璙𤺋磕祲穟磦竌穟磦𤹪├耨痠矟臁瞟瞤臁┦璙𤺋磕祲穟磦竌穟磦𤹪├耨痠矟臁瞟瞤臁┦璙𤺋磕祲穟磦竌穟磦𤹪├耨痠矟臁瞟瞤臁┦璙𤺋磕祲穟磦竌穟磦𤹪├耨痠矟臁瞟瞤臁┦璙𤺋磕祲穟磦竌穟磦𤹪├耨痠矟臁瞟瞤臁┦璙𤺋磕祲穟磦竌穟磦𤹪├耨痠矟臁バヶヵュヰヰンバヶヵュヰヰンバヶヵュヰヰンバヶヵュヰヰンバヶヵュヰヰンバヶヵュヰヰンバヶヵュヰヰンバヶヵュヰヰン磕祲穟磦磕祲穟磦磕祲穟磦磕祲穟磦磕祲穟磦磕祲穟磦磕祲穟磦磕祲穟磦
竌穟磦禡磕癮35淋ɚ𤺋𥫣箼禕箐筁筕穧䈎竌穟磦禡磕癮35淋ɚ𤺋𥫣箼禕箐筁筕穧䈎竌穟磦禡磕癮35淋ɚ𤺋𥫣箼禕箐筁筕穧䈎竌穟磦禡磕癮35淋ɚ𤺋𥫣箼禕箐筁筕穧䈎竌穟磦禡磕癮35淋ɚ𤺋𥫣箼禕箐筁筕穧䈎竌穟磦禡磕癮35淋ɚ𤺋𥫣箼禕箐筁筕穧䈎竌穟磦禡磕癮35淋ɚ𤺋𥫣箼禕箐筁筕穧䈎竌穟磦禡磕癮35淋ɚ𤺋𥫣箼禕箐筁筕穧䈎𤹪畒矞𤹪畒矞𤹪畒矞𤹪畒矞𤹪畒矞𤹪畒矞𤹪畒矞𤹪畒矞デペデペデペデペデペデペデペデペギギギギギギギギバヂツパバヂツパバヂツパバヂツパバヂツパバヂツパバヂツパバヂツパ
皕臁裴燵ィî┘砅瞩痀皕臁裴燵ィî┘砅瞩痀皕臁裴燵ィî┘砅瞩痀皕臁裴燵ィî┘砅瞩痀皕臁裴燵ィî┘砅瞩痀皕臁裴燵ィî┘砅瞩痀皕臁裴燵ィî┘砅瞩痀皕臁裴燵ィî┘砅瞩痀ィî┘珽䕺kィî┘珽䕺kィî┘珽䕺kィî┘珽䕺kィî┘珽䕺kィî┘珽䕺kィî┘珽䕺kィî┘珽䕺k癉疢畱瘳臁癉疢畱瘳臁癉疢畱瘳臁癉疢畱瘳臁癉疢畱瘳臁癉疢畱瘳臁癉疢畱瘳臁癉疢畱瘳臁薺穿1本薺穿1本薺穿1本薺穿1本薺穿1本薺穿1本薺穿1本薺穿1本
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箐筁𤹪畒矞痝㿉疰1/5伜痠矟瘓璒𥆩瘓箐筁𤹪畒矞痝㿉疰1/5伜痠矟瘓璒𥆩瘓箐筁𤹪畒矞痝㿉疰1/5伜痠矟瘓璒𥆩瘓箐筁𤹪畒矞痝㿉疰1/5伜痠矟瘓璒𥆩瘓箐筁𤹪畒矞痝㿉疰1/5伜痠矟瘓璒𥆩瘓箐筁𤹪畒矞痝㿉疰1/5伜痠矟瘓璒𥆩瘓箐筁𤹪畒矞痝㿉疰1/5伜痠矟瘓璒𥆩瘓箐筁𤹪畒矞痝㿉疰1/5伜痠矟瘓璒𥆩瘓キァキァキァキァキァキァキァキァ瀧めɚ癉瀧めɚ癉瀧めɚ癉瀧めɚ癉瀧めɚ癉瀧めɚ癉瀧めɚ癉瀧めɚ癉キキキキキキキキ 禡磕秇籞禡磕秇籞禡磕秇籞禡磕秇籞禡磕秇籞禡磕秇籞禡磕秇籞禡磕秇籞
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�� 超癆癮ィî┘檮九癮嫻鑚ɚ𤺋顫舢超癆癮ィî┘檮九癮嫻鑚ɚ𤺋顫舢超癆癮ィî┘檮九癮嫻鑚ɚ𤺋顫舢超癆癮ィî┘檮九癮嫻鑚ɚ𤺋顫舢超癆癮ィî┘檮九癮嫻鑚ɚ𤺋顫舢超癆癮ィî┘檮九癮嫻鑚ɚ𤺋顫舢超癆癮ィî┘檮九癮嫻鑚ɚ𤺋顫舢超癆癮ィî┘檮九癮嫻鑚ɚ𤺋顫舢 臿奡¥臿奡¥臿奡¥臿奡¥臿奡¥臿奡¥臿奡¥臿奡¥

臤䐢瓖曚絣癮臺蜉瓘臤䐢瓖曚絣癮臺蜉瓘

𦣪䐢瓖€お籗明æ癮透禍瓘𦣪䐢瓖€お籗明æ癮透禍瓘

臬䐢瓖蹣鑢せ贖癮蘿禍㿉鎮勉𤺋諭₂癮蛬盗瓘臬䐢瓖蹣鑢せ贖癮蘿禍㿉鎮勉𤺋諭₂癮蛬盗瓘

臽䐢瓖鎮勉𤺋禡磕癮邊里里皨鑚朝籗朸踞謚蝠瓘臽䐢瓖鎮勉𤺋禡磕癮邊里里皨鑚朝籗朸踞謚蝠瓘

臿䐢瓖40烝磽ィî┘檮九瓘臿䐢瓖40烝磽ィî┘檮九瓘

翌ブ枕畑hg把楡ヴきゼィî┘籗㌁瘤搨溺檮九蘿禍曦翌ブ枕畑hg把楡ヴきゼィî┘籗㌁瘤搨溺檮九蘿禍曦
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臤䐢曚絣癮臺蜉臤䐢曚絣癮臺蜉臤䐢曚絣癮臺蜉臤䐢曚絣癮臺蜉臤䐢曚絣癮臺蜉臤䐢曚絣癮臺蜉臤䐢曚絣癮臺蜉臤䐢曚絣癮臺蜉

ィî┘癮曚絣臺蜉ィî┘癮曚絣臺蜉ィî┘癮曚絣臺蜉ィî┘癮曚絣臺蜉ィî┘癮曚絣臺蜉ィî┘癮曚絣臺蜉ィî┘癮曚絣臺蜉ィî┘癮曚絣臺蜉

�� 諭旄ɚ癉せ贖痠矟瘓ィî┘癮諭旄ɚ癉せ贖痠矟瘓ィî┘癮鐚┖ò鐚┖òツ颱砅曚跖ツ颱砅曚跖

�� ィî┘笊k癮ィî┘笊k癮┘w慕臁諭₂㎏輸籗跖こ慕癮母ぁ曚絣┘w慕臁諭₂㎏輸籗跖こ慕癮母ぁ曚絣
癮ツ颱癮ツ颱

�� 坿娵癉疢痏矞ィî┘癉檮瘃矞坿娵癉疢痏矞ィî┘癉檮瘃矞諭₂籗跳つ秇籞竌䅈ユ═諭₂籗跳つ秇籞竌䅈ユ═
癮曚絣っ癉瘨疷ツ颱癮曚絣っ癉瘨疷ツ颱

�� 瓖瓖ィî┘珽䕺k癮蹙濟ブ㌱Gコ燵ィî┘珽䕺k癮蹙濟ブ㌱Gコ燵瓘砅瞟瞤曠ヌɚ𤺋56瓘砅瞟瞤曠ヌɚ𤺋56
旄ɚ馮茹癉嫻瘼痀睘癮盨コ`瘃旄ɚ馮茹癉嫻瘼痀睘癮盨コ`瘃

膘鑚烝燵癆湧瞟瞤曚跖痮瘳䁘疷臁烋耨膘鑚烝燵癆湧瞟瞤曚跖痮瘳䁘疷臁烋耨2121212121212121--------2222222222222222烝燵癉皕𥆩㿉烝燵癉皕𥆩㿉
𥇍琢痓矞着暼𥇍琢痓矞着暼

𦣪䐢€お明æ癮透禍𦣪䐢€お明æ癮透禍𦣪䐢€お明æ癮透禍𦣪䐢€お明æ癮透禍𦣪䐢€お明æ癮透禍𦣪䐢€お明æ癮透禍𦣪䐢€お明æ癮透禍𦣪䐢€お明æ癮透禍

䇮稛笯箛穖祲种篖穵箼籞筁㿉䇮稛笯箛穖祲种篖穵箼籞筁㿉䇮稛笯箛穖祲种篖穵箼籞筁㿉䇮稛笯箛穖祲种篖穵箼籞筁㿉䇮稛笯箛穖祲种篖穵箼籞筁㿉䇮稛笯箛穖祲种篖穵箼籞筁㿉䇮稛笯箛穖祲种篖穵箼籞筁㿉䇮稛笯箛穖祲种篖穵箼籞筁㿉
磕䈎穙䆴磹䇳籞┖膅磕䈎穙䆴磹䇳籞┖膅磕䈎穙䆴磹䇳籞┖膅磕䈎穙䆴磹䇳籞┖膅磕䈎穙䆴磹䇳籞┖膅磕䈎穙䆴磹䇳籞┖膅磕䈎穙䆴磹䇳籞┖膅磕䈎穙䆴磹䇳籞┖膅ADADADADADADADAD䐢æ┘癮輸逃䐢æ┘癮輸逃䐢æ┘癮輸逃䐢æ┘癮輸逃䐢æ┘癮輸逃䐢æ┘癮輸逃䐢æ┘癮輸逃䐢æ┘癮輸逃

臤䐢痝癮輸逃疰畒矞㿉癮14霙疰1/5痠矟瘳畱矞疰臤䐢痝癮輸逃疰畒矞㿉癮14霙疰1/5痠矟瘳畱矞疰, , 𥆩瘛友便𥆩瘛友便
癉:コ痠矟瘓睘癮𤹪皕𤺋畱璒癉:コ痠矟瘓睘癮𤹪皕𤺋畱璒
𦣪䐢䇮稛笯箛穖祲种篖穵箼籞筁癉疢畱瘳皕𦣪䐢䇮稛笯箛穖祲种篖穵箼籞筁癉疢畱瘳皕, , 不o2ス49G㽷不o2ス49G㽷
瞢癮磕穧磦䇦秇磹穪祊磹篖癮便叛ぎ濟疰畒瞤瞢癮磕穧磦䇦秇磹穪祊磹篖癮便叛ぎ濟疰畒瞤, , 磹篖䅈箛篖磹篖䅈箛篖
艨舩磽艨舩磽砅疷瘓瘃璒𥆩瘓砅疷瘓瘃璒𥆩瘓, , 㾮矟皕㾮矟皕瀨┘砅簫I̊瀨┘砅簫I̊瘃矞璒痝矟瞢瘃矞璒痝矟瞢
忠k皕忠k皕ββ磕筿箼磹穵鎚〕ぎ濟砅疷瘓瘃磕筿箼磹穵鎚〕ぎ濟砅疷瘓瘃 →→ ADADADADADADADADæ┘æ┘
臬䐢痠瞢癉臬䐢痠瞢癉, , 湊04Ě尤癉瞟瞤20オングストローム✂湊04Ě尤癉瞟瞤20オングストローム✂砅ブ痱矞㿉砅ブ痱矞㿉, , オングストローム✂皕オングストローム✂皕ββ磕筿磕筿
箼磹穵癮ペブ砅透禍痮箼磹穵癮ペブ砅透禍痮,, ✂㉚20輸魔癮㎏1藴朿✂㉚20輸魔癮㎏1藴朿癉瞟瞤癉瞟瞤
ββ磕筿箼磹穵癮薺穿疰藴朿痠矟矞磕筿箼磹穵癮薺穿疰藴朿痠矟矞 →→ ADADADADADADADADæ┘æ┘
臽䐢䇮稛笯箛穖祲种篖穵箼籞筁籗ブ㌱80總┖癮着搨睼謦冏疰臽䐢䇮稛笯箛穖祲种篖穵箼籞筁籗ブ㌱80總┖癮着搨睼謦冏疰

ADADADADADADADAD癮æ┘着搨癉鐚亦㽷癁畽㽷皕超癆癮ゼ巠𤹪畒矞璒癮æ┘着搨癉鐚亦㽷癁畽㽷皕超癆癮ゼ巠𤹪畒矞璒
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20磕筿箼磹穵磹䇮籞秖篖禕臘△癮明æ20磕筿箼磹穵磹䇮籞秖篖禕臘△癮明æ20磕筿箼磹穵磹䇮籞秖篖禕臘△癮明æ20磕筿箼磹穵磹䇮籞秖篖禕臘△癮明æ20磕筿箼磹穵磹䇮籞秖篖禕臘△癮明æ20磕筿箼磹穵磹䇮籞秖篖禕臘△癮明æ20磕筿箼磹穵磹䇮籞秖篖禕臘△癮明æ20磕筿箼磹穵磹䇮籞秖篖禕臘△癮明æ
�� g朝賈磕筿箼磹穵砅④ɚ㿉痮瘓磕䈎穙䆴磹䇳籞┖癮赱瘓𤺋せ贖堙g朝賈磕筿箼磹穵砅④ɚ㿉痮瘓磕䈎穙䆴磹䇳籞┖癮赱瘓𤺋せ贖堙g朝賈磕筿箼磹穵砅④ɚ㿉痮瘓磕䈎穙䆴磹䇳籞┖癮赱瘓𤺋せ贖堙g朝賈磕筿箼磹穵砅④ɚ㿉痮瘓磕䈎穙䆴磹䇳籞┖癮赱瘓𤺋せ贖堙g朝賈磕筿箼磹穵砅④ɚ㿉痮瘓磕䈎穙䆴磹䇳籞┖癮赱瘓𤺋せ贖堙g朝賈磕筿箼磹穵砅④ɚ㿉痮瘓磕䈎穙䆴磹䇳籞┖癮赱瘓𤺋せ贖堙g朝賈磕筿箼磹穵砅④ɚ㿉痮瘓磕䈎穙䆴磹䇳籞┖癮赱瘓𤺋せ贖堙g朝賈磕筿箼磹穵砅④ɚ㿉痮瘓磕䈎穙䆴磹䇳籞┖癮赱瘓𤺋せ贖堙

疢瞟皨汲₂堙癮明æ癮𤺋㽷𤹪臁ブ典20癉49G瘃矞磕筿箼磹穵砅疢瞟皨汲₂堙癮明æ癮𤺋㽷𤹪臁ブ典20癉49G瘃矞磕筿箼磹穵砅疢瞟皨汲₂堙癮明æ癮𤺋㽷𤹪臁ブ典20癉49G瘃矞磕筿箼磹穵砅疢瞟皨汲₂堙癮明æ癮𤺋㽷𤹪臁ブ典20癉49G瘃矞磕筿箼磹穵砅疢瞟皨汲₂堙癮明æ癮𤺋㽷𤹪臁ブ典20癉49G瘃矞磕筿箼磹穵砅疢瞟皨汲₂堙癮明æ癮𤺋㽷𤹪臁ブ典20癉49G瘃矞磕筿箼磹穵砅疢瞟皨汲₂堙癮明æ癮𤺋㽷𤹪臁ブ典20癉49G瘃矞磕筿箼磹穵砅疢瞟皨汲₂堙癮明æ癮𤺋㽷𤹪臁ブ典20癉49G瘃矞磕筿箼磹穵砅
き八尤瘃矞臘△癮鐚ぁ磽癉蝙¥疰邊𥆩瘥瘳畱矞璒き八尤瘃矞臘△癮鐚ぁ磽癉蝙¥疰邊𥆩瘥瘳畱矞璒き八尤瘃矞臘△癮鐚ぁ磽癉蝙¥疰邊𥆩瘥瘳畱矞璒き八尤瘃矞臘△癮鐚ぁ磽癉蝙¥疰邊𥆩瘥瘳畱矞璒き八尤瘃矞臘△癮鐚ぁ磽癉蝙¥疰邊𥆩瘥瘳畱矞璒き八尤瘃矞臘△癮鐚ぁ磽癉蝙¥疰邊𥆩瘥瘳畱矞璒き八尤瘃矞臘△癮鐚ぁ磽癉蝙¥疰邊𥆩瘥瘳畱矞璒き八尤瘃矞臘△癮鐚ぁ磽癉蝙¥疰邊𥆩瘥瘳畱矞璒

�� ¥ɚ㿉療1磽舢¥ɚ㿉療1磽舢¥ɚ㿉療1磽舢¥ɚ㿉療1磽舢¥ɚ㿉療1磽舢¥ɚ㿉療1磽舢¥ɚ㿉療1磽舢¥ɚ㿉療1磽舢 鼬蹣鑢癮せ贖臁┖鑢癮は燈臁汲₂亦霙癮は燈鼬蹣鑢癮せ贖臁┖鑢癮は燈臁汲₂亦霙癮は燈鼬蹣鑢癮せ贖臁┖鑢癮は燈臁汲₂亦霙癮は燈鼬蹣鑢癮せ贖臁┖鑢癮は燈臁汲₂亦霙癮は燈鼬蹣鑢癮せ贖臁┖鑢癮は燈臁汲₂亦霙癮は燈鼬蹣鑢癮せ贖臁┖鑢癮は燈臁汲₂亦霙癮は燈鼬蹣鑢癮せ贖臁┖鑢癮は燈臁汲₂亦霙癮は燈鼬蹣鑢癮せ贖臁┖鑢癮は燈臁汲₂亦霙癮は燈
�� 舩磕筿箼磹穵₂堙舢舩磕筿箼磹穵₂堙舢舩磕筿箼磹穵₂堙舢舩磕筿箼磹穵₂堙舢舩磕筿箼磹穵₂堙舢舩磕筿箼磹穵₂堙舢舩磕筿箼磹穵₂堙舢舩磕筿箼磹穵₂堙舢 埞埞埞埞埞埞埞埞AAAAAAAAββ篊祲稸篖₂堙膅1湊筆│䐢篊祲稸篖₂堙膅1湊筆│䐢篊祲稸篖₂堙膅1湊筆│䐢篊祲稸篖₂堙膅1湊筆│䐢篊祲稸篖₂堙膅1湊筆│䐢篊祲稸篖₂堙膅1湊筆│䐢篊祲稸篖₂堙膅1湊筆│䐢篊祲稸篖₂堙膅1湊筆│䐢

埰舩埰舩埰舩埰舩埰舩埰舩埰舩埰舩AAAAAAAAββ舩典₂堙舩典₂堙舩典₂堙舩典₂堙舩典₂堙舩典₂堙舩典₂堙舩典₂堙 膅溜湊筆│䐢膅溜湊筆│䐢膅溜湊筆│䐢膅溜湊筆│䐢膅溜湊筆│䐢膅溜湊筆│䐢膅溜湊筆│䐢膅溜湊筆│䐢
磕筿箼磹穵磕筿箼磹穵磕筿箼磹穵磕筿箼磹穵磕筿箼磹穵磕筿箼磹穵磕筿箼磹穵磕筿箼磹穵PETPETPETPETPETPETPETPETっ𤹪臁舩っ𤹪臁舩っ𤹪臁舩っ𤹪臁舩っ𤹪臁舩っ𤹪臁舩っ𤹪臁舩っ𤹪臁舩AAAAAAAAββ舩典癉瞟瞤㌱磽尤痠矟瘓筿祲箼禕箛舩典癉瞟瞤㌱磽尤痠矟瘓筿祲箼禕箛舩典癉瞟瞤㌱磽尤痠矟瘓筿祲箼禕箛舩典癉瞟瞤㌱磽尤痠矟瘓筿祲箼禕箛舩典癉瞟瞤㌱磽尤痠矟瘓筿祲箼禕箛舩典癉瞟瞤㌱磽尤痠矟瘓筿祲箼禕箛舩典癉瞟瞤㌱磽尤痠矟瘓筿祲箼禕箛舩典癉瞟瞤㌱磽尤痠矟瘓筿祲箼禕箛
磕疰g朝賈磕筿箼磹穵砅瞩履瘃矞10迯ɚ廸尤砅9畽痝㿉疰療1璒磕疰g朝賈磕筿箼磹穵砅瞩履瘃矞10迯ɚ廸尤砅9畽痝㿉疰療1璒磕疰g朝賈磕筿箼磹穵砅瞩履瘃矞10迯ɚ廸尤砅9畽痝㿉疰療1璒磕疰g朝賈磕筿箼磹穵砅瞩履瘃矞10迯ɚ廸尤砅9畽痝㿉疰療1璒磕疰g朝賈磕筿箼磹穵砅瞩履瘃矞10迯ɚ廸尤砅9畽痝㿉疰療1璒磕疰g朝賈磕筿箼磹穵砅瞩履瘃矞10迯ɚ廸尤砅9畽痝㿉疰療1璒磕疰g朝賈磕筿箼磹穵砅瞩履瘃矞10迯ɚ廸尤砅9畽痝㿉疰療1璒磕疰g朝賈磕筿箼磹穵砅瞩履瘃矞10迯ɚ廸尤砅9畽痝㿉疰療1璒

PETPETPETPETPETPETPETPETぁぁぁぁぁぁぁぁ磕筿箼磹穵磕筿箼磹穵磕筿箼磹穵磕筿箼磹穵磕筿箼磹穵磕筿箼磹穵磕筿箼磹穵磕筿箼磹穵穪箵籞秇籞舢穪箵籞秇籞舢穪箵籞秇籞舢穪箵籞秇籞舢穪箵籞秇籞舢穪箵籞秇籞舢穪箵籞秇籞舢穪箵籞秇籞舢 Pittsburgh CompoundPittsburgh CompoundPittsburgh CompoundPittsburgh CompoundPittsburgh CompoundPittsburgh CompoundPittsburgh CompoundPittsburgh Compound--------B (PIB)B (PIB)B (PIB)B (PIB)B (PIB)B (PIB)B (PIB)B (PIB)
PETPETPETPETPETPETPETPETぁぁぁぁぁぁぁぁ㌱磽尤筿祲箼禕箛磕㌱磽尤筿祲箼禕箛磕㌱磽尤筿祲箼禕箛磕㌱磽尤筿祲箼禕箛磕㌱磽尤筿祲箼禕箛磕㌱磽尤筿祲箼禕箛磕㌱磽尤筿祲箼禕箛磕㌱磽尤筿祲箼禕箛磕穪箵籞秇籞舢穪箵籞秇籞舢穪箵籞秇籞舢穪箵籞秇籞舢穪箵籞秇籞舢穪箵籞秇籞舢穪箵籞秇籞舢穪箵籞秇籞舢 DAA1106DAA1106DAA1106DAA1106DAA1106DAA1106DAA1106DAA1106
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�� 瓖瘇砉忰瓖瘇砉忰 艉艉 粤ゖ藴朿粤ゖ藴朿 膲膲 ㋐4/11┘w瓘㋐4/11┘w瓘

膅蝙粤臁ィî本癮徹託䐢膅蝙粤臁ィî本癮徹託䐢 膅き惧臁煕ソ臁濁晧䐢膅き惧臁煕ソ臁濁晧䐢

�� 瘇砉忰癮稛磹𥫣瘇砉忰癮稛磹𥫣

埞き惧煮ソ椰夂埞き惧煮ソ椰夂 (hyperactive form)(hyperactive form)(hyperactive form)(hyperactive form)(hyperactive form)(hyperactive form)(hyperactive form)(hyperactive form)
㌱湊磽疰兆禍痮臁煕ソ籗忰篶睼き惧疰¥コ瘨㌱湊磽疰兆禍痮臁煕ソ籗忰篶睼き惧疰¥コ瘨

埰麦¦徹ソ椰夂埰麦¦徹ソ椰夂 (hypoactive  form)(hypoactive  form)(hypoactive  form)(hypoactive  form)(hypoactive  form)(hypoactive  form)(hypoactive  form)(hypoactive  form)
㌱湊磽疰徹託痮粤ゖ藴朿膅粤ゖ癮㊬妤䐢疰被哲㿉𤺋瘥瘳㌱湊磽疰徹託痮粤ゖ藴朿膅粤ゖ癮㊬妤䐢疰被哲㿉𤺋瘥瘳

瀧蹙畽瘨瞢畽瘨瞢痮瘳煮痟瘃瀧蹙畽瘨瞢畽瘨瞢痮瘳煮痟瘃

盆ゅ雄44舢盆ゅ雄44舢 蹙鑚ィî┘禡磕旄抵0蹙鑚ィî┘禡磕旄抵01313嘖讙テ）㌳抵嘖讙テ）㌳抵 20082008烝烝99鏤鏤2626蹙臁珽隰滲蹙臁珽隰滲
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g烝鑢癮畽瘨┖㿉磕窾种籞g烝鑢癮畽瘨┖㿉磕窾种籞g烝鑢癮畽瘨┖㿉磕窾种籞g烝鑢癮畽瘨┖㿉磕窾种籞g烝鑢癮畽瘨┖㿉磕窾种籞g烝鑢癮畽瘨┖㿉磕窾种籞g烝鑢癮畽瘨┖㿉磕窾种籞g烝鑢癮畽瘨┖㿉磕窾种籞
臤䐢g烝鑢畽瘨┖皕臁珽䕺k癮G蠟ò癮珽痠癉輸’瘃矞璒臤䐢g烝鑢畽瘨┖皕臁珽䕺k癮G蠟ò癮珽痠癉輸’瘃矞璒

𦣪䐢g烝鑢畽瘨┖皕臁ィî┘癮縫檟┘w膅畒矞畱皕箛䅈祲竴碻祲稛籞䐢𦣪䐢g烝鑢畽瘨┖皕臁ィî┘癮縫檟┘w膅畒矞畱皕箛䅈祲竴碻祲稛籞䐢

㿉痮瘳ィî┘癉82⊕痮瘳畱痀┘刀疰彌畱璒㿉痮瘳ィî┘癉82⊕痮瘳畱痀┘刀疰彌畱璒

臬䐢磕窾种籞皕嫻鑚ɚ癉縫尣リ藴朿癉瞟矞┘w𤹪臁瀧めɚ癉1/6抵ɚ臬䐢磕窾种籞皕嫻鑚ɚ癉縫尣リ藴朿癉瞟矞┘w𤹪臁瀧めɚ癉1/6抵ɚ

Gæ㌱湊癮徹託砅莉瘃疰臁曨畽瘨杇㿉皕ぎ𤺋瞤舅畽瘨跚便皕𤺋痀臁Gæ㌱湊癮徹託砅莉瘃疰臁曨畽瘨杇㿉皕ぎ𤺋瞤舅畽瘨跚便皕𤺋痀臁

邑癉⊕湊褻瘛痏疰㏌矞㿉暼57痠矟矞璒邑癉⊕湊褻瘛痏疰㏌矞㿉暼57痠矟矞璒

臽䐢ィî┘癮縫檟┘w籗穂鑢┘w㿉痮瘳癮曨畽瘨杇睼曨磕窾种籞杇膅浪O̊臽䐢ィî┘癮縫檟┘w籗穂鑢┘w㿉痮瘳癮曨畽瘨杇睼曨磕窾种籞杇膅浪O̊

┘w㿉畱疌矞䐢癮æ┘㎏燗癉臁畽瘨┖4/1110嘖0膅不罵縫尣縫褫籗┘w㿉畱疌矞䐢癮æ┘㎏燗癉臁畽瘨┖4/1110嘖0膅不罵縫尣縫褫籗

縫澳w嘖ɔョ𤺋癁𦩘䐢癉ブ痱矞g朝磽廸尤臁瘃𤺋矬瘜縫澳w嘖ɔョ𤺋癁𦩘䐢癉ブ痱矞g朝磽廸尤臁瘃𤺋矬瘜tau, TDPtau, TDP--

43, 43, 𥆩瘓皕𥆩瘓皕αα--synucleinsynuclein癮4/1110n76不盨癮49G睼臁癮4/1110n76不盨癮49G睼臁AβAβ癮出ワ癮出ワ

弸49G𤺋癁臁ぎ濟瘓砉ɔョ癮49G痂絣疰輸諾痮瘳畱矞療1磽疰弸49G𤺋癁臁ぎ濟瘓砉ɔョ癮49G痂絣疰輸諾痮瘳畱矞療1磽疰

畒瞤臁㾮癮ミ軛疰鑢瘤痠矟矞璒畒瞤臁㾮癮ミ軛疰鑢瘤痠矟矞璒

黽霓57斟舢黽霓57斟舢 g烝㋐4/11諭旄邉アg烝㋐4/11諭旄邉ア 0099滬0滬044陵臁陵臁20082008

端ギ𤺋ィî┘┏笊膅4/1110廸磽┏笊臁✂っ磽臁糂韆磽っ䐢端ギ𤺋ィî┘┏笊膅4/1110廸磽┏笊臁✂っ磽臁糂韆磽っ䐢端ギ𤺋ィî┘┏笊膅4/1110廸磽┏笊臁✂っ磽臁糂韆磽っ䐢端ギ𤺋ィî┘┏笊膅4/1110廸磽┏笊臁✂っ磽臁糂韆磽っ䐢端ギ𤺋ィî┘┏笊膅4/1110廸磽┏笊臁✂っ磽臁糂韆磽っ䐢端ギ𤺋ィî┘┏笊膅4/1110廸磽┏笊臁✂っ磽臁糂韆磽っ䐢端ギ𤺋ィî┘┏笊膅4/1110廸磽┏笊臁✂っ磽臁糂韆磽っ䐢端ギ𤺋ィî┘┏笊膅4/1110廸磽┏笊臁✂っ磽臁糂韆磽っ䐢

埞埞埞埞埞埞埞埞磕䈎穙䆴磹䇳籞┖籗磕䈎穙䆴磹䇳籞夂ィî┘磕䈎穙䆴磹䇳籞┖籗磕䈎穙䆴磹䇳籞夂ィî┘磕䈎穙䆴磹䇳籞┖籗磕䈎穙䆴磹䇳籞夂ィî┘磕䈎穙䆴磹䇳籞┖籗磕䈎穙䆴磹䇳籞夂ィî┘磕䈎穙䆴磹䇳籞┖籗磕䈎穙䆴磹䇳籞夂ィî┘磕䈎穙䆴磹䇳籞┖籗磕䈎穙䆴磹䇳籞夂ィî┘磕䈎穙䆴磹䇳籞┖籗磕䈎穙䆴磹䇳籞夂ィî┘磕䈎穙䆴磹䇳籞┖籗磕䈎穙䆴磹䇳籞夂ィî┘(AD)(AD)

埰埰埰埰埰埰埰埰20✂っ磽ィî┘20✂っ磽ィî┘20✂っ磽ィî┘20✂っ磽ィî┘20✂っ磽ィî┘20✂っ磽ィî┘20✂っ磽ィî┘20✂っ磽ィî┘(VD)(VD)

㙊㙊㙊㙊㙊㙊㙊㙊箵竌籞椌典夂ィî┘箵竌籞椌典夂ィî┘箵竌籞椌典夂ィî┘箵竌籞椌典夂ィî┘箵竌籞椌典夂ィî┘箵竌籞椌典夂ィî┘箵竌籞椌典夂ィî┘箵竌籞椌典夂ィî┘(DLB)(DLB)

埸埸埸埸埸埸埸埸縫尣罵尣リ廸磽┘縫尣罵尣リ廸磽┘縫尣罵尣リ廸磽┘縫尣罵尣リ廸磽┘縫尣罵尣リ廸磽┘縫尣罵尣リ廸磽┘縫尣罵尣リ廸磽┘縫尣罵尣リ廸磽┘(FTLD)(FTLD)

縫尣罵尣夂ィî┘縫尣罵尣夂ィî┘縫尣罵尣夂ィî┘縫尣罵尣夂ィî┘縫尣罵尣夂ィî┘縫尣罵尣夂ィî┘縫尣罵尣夂ィî┘縫尣罵尣夂ィî┘(FTD, (FTD, 竨穖祲┖竨穖祲┖竨穖祲┖竨穖祲┖竨穖祲┖竨穖祲┖竨穖祲┖竨穖祲┖))っっっっっっっっ
埻彳202ョ嫻熹馭廸磽┘埻彳202ョ嫻熹馭廸磽┘埻彳202ョ嫻熹馭廸磽┘埻彳202ョ嫻熹馭廸磽┘埻彳202ョ嫻熹馭廸磽┘埻彳202ョ嫻熹馭廸磽┘埻彳202ョ嫻熹馭廸磽┘埻彳202ョ嫻熹馭廸磽┘(CBD)(CBD)

埽埽埽埽埽埽埽埽禍⊕磽馭琢磽鬳┺禍⊕磽馭琢磽鬳┺禍⊕磽馭琢磽鬳┺禍⊕磽馭琢磽鬳┺禍⊕磽馭琢磽鬳┺禍⊕磽馭琢磽鬳┺禍⊕磽馭琢磽鬳┺禍⊕磽馭琢磽鬳┺(PSP)(PSP)

堄堄堄堄堄堄堄堄彌㋷35チた┘彌㋷35チた┘彌㋷35チた┘彌㋷35チた┘彌㋷35チた┘彌㋷35チた┘彌㋷35チた┘彌㋷35チた┘(MSA)(MSA)

堞堞堞堞堞堞堞堞瀞w馭₁馭㈼42U䈎磹典チた┘瀞w馭₁馭㈼42U䈎磹典チた┘瀞w馭₁馭㈼42U䈎磹典チた┘瀞w馭₁馭㈼42U䈎磹典チた┘瀞w馭₁馭㈼42U䈎磹典チた┘瀞w馭₁馭㈼42U䈎磹典チた┘瀞w馭₁馭㈼42U䈎磹典チた┘瀞w馭₁馭㈼42U䈎磹典チた┘(DRPLA)(DRPLA)

堧堧堧堧堧堧堧堧彌æ磽Ě尤┘彌æ磽Ě尤┘彌æ磽Ě尤┘彌æ磽Ě尤┘彌æ磽Ě尤┘彌æ磽Ě尤┘彌æ磽Ě尤┘彌æ磽Ě尤┘(MS) (MS) 

堹禍⊕鬳┺堹禍⊕鬳┺堹禍⊕鬳┺堹禍⊕鬳┺堹禍⊕鬳┺堹禍⊕鬳┺堹禍⊕鬳┺堹禍⊕鬳┺
𡏄礐磹𥞩20┘𡏄礐磹𥞩20┘𡏄礐磹𥞩20┘𡏄礐磹𥞩20┘𡏄礐磹𥞩20┘𡏄礐磹𥞩20┘𡏄礐磹𥞩20┘𡏄礐磹𥞩20┘
塉塉塉塉塉塉塉塉CreuzfeldCreuzfeld--Jakob Jakob ┖┖┖┖┖┖┖┖(CJD)(CJD)舢𥫣箛礥篖┖舢𥫣箛礥篖┖舢𥫣箛礥篖┖舢𥫣箛礥篖┖舢𥫣箛礥篖┖舢𥫣箛礥篖┖舢𥫣箛礥篖┖舢𥫣箛礥篖┖
塌弸漠磽舢綫磽Ě80託✂49塌弸漠磽舢綫磽Ě80託✂49塌弸漠磽舢綫磽Ě80託✂49塌弸漠磽舢綫磽Ě80託✂49塌弸漠磽舢綫磽Ě80託✂49塌弸漠磽舢綫磽Ě80託✂49塌弸漠磽舢綫磽Ě80託✂49塌弸漠磽舢綫磽Ě80託✂49
塧磕䈎禴籞䈎磽ィî┘塧磕䈎禴籞䈎磽ィî┘塧磕䈎禴籞䈎磽ィî┘塧磕䈎禴籞䈎磽ィî┘塧磕䈎禴籞䈎磽ィî┘塧磕䈎禴籞䈎磽ィî┘塧磕䈎禴籞䈎磽ィî┘塧磕䈎禴籞䈎磽ィî┘ っっっっっっっっ
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池渝癮鞳f淋諭₂𥞴篖池渝癮鞳f淋諭₂𥞴篖
稛籞癉4/1110飫┖稛籞癉4/1110飫┖, , 彌æ彌æ
磽Ě尤┘磽Ě尤┘(MS)(MS)癮汲₂癮汲₂
癮瘓𥇍評㾱嘆癮笊k痠癮瘓𥇍評㾱嘆癮笊k痠
砉瞟瞤榲畱瘓疢リ鎬癮砉瞟瞤榲畱瘓疢リ鎬癮
転仟璒セ瞤3瘃27882転仟璒セ瞤3瘃27882
鶇𤹪睘汲Ẽ痮𤺋畱飫汲鶇𤹪睘汲Ẽ痮𤺋畱飫汲
磽なē癉檮痮臁痟ギネ磽なē癉檮痮臁痟ギネ
癮癮箐穖𥫣₂堙箐穖𥫣₂堙砅4/1110不砅4/1110不
56諭籗27856諭癉疢讙56諭籗27856諭癉疢讙
疌痮鎮ぁ痠矟臁コ宙癉疌痮鎮ぁ痠矟臁コ宙癉
汲Ẽ痮瘓㿉癮痟寤櫓㿉汲Ẽ痮瘓㿉癮痟寤櫓㿉
糂〕癮疢ヮリ璒糂〕癮疢ヮリ璒

烋耨烋耨コケコケ烝烝ゲゲ鏤鏤コサコサ蹙蹙

40烝æ┘癮ィî┘40烝æ┘癮ィî┘40烝æ┘癮ィî┘40烝æ┘癮ィî┘40烝æ┘癮ィî┘40烝æ┘癮ィî┘40烝æ┘癮ィî┘40烝æ┘癮ィî┘

臤䐢臤䐢臤䐢臤䐢臤䐢臤䐢臤䐢臤䐢穂g鑢畒矞畱皕㾮矟通縫膅穂g鑢畒矞畱皕㾮矟通縫膅穂g鑢畒矞畱皕㾮矟通縫膅穂g鑢畒矞畱皕㾮矟通縫膅穂g鑢畒矞畱皕㾮矟通縫膅穂g鑢畒矞畱皕㾮矟通縫膅穂g鑢畒矞畱皕㾮矟通縫膅穂g鑢畒矞畱皕㾮矟通縫膅6565656565656565遁通縫䐢癉æ┘遁通縫䐢癉æ┘遁通縫䐢癉æ┘遁通縫䐢癉æ┘遁通縫䐢癉æ┘遁通縫䐢癉æ┘遁通縫䐢癉æ┘遁通縫䐢癉æ┘
瘃矞ィî┘砅畱畽瘃矞ィî┘砅畱畽瘃矞ィî┘砅畱畽瘃矞ィî┘砅畱畽瘃矞ィî┘砅畱畽瘃矞ィî┘砅畱畽瘃矞ィî┘砅畱畽瘃矞ィî┘砅畱畽

𦣪䐢g烝鑢ィî┘臁穂g鑢ィî┘㿉畱畽㽷瞢臁𦣪䐢g烝鑢ィî┘臁穂g鑢ィî┘㿉畱畽㽷瞢臁𦣪䐢g烝鑢ィî┘臁穂g鑢ィî┘㿉畱畽㽷瞢臁𦣪䐢g烝鑢ィî┘臁穂g鑢ィî┘㿉畱畽㽷瞢臁𦣪䐢g烝鑢ィî┘臁穂g鑢ィî┘㿉畱畽㽷瞢臁𦣪䐢g烝鑢ィî┘臁穂g鑢ィî┘㿉畱畽㽷瞢臁𦣪䐢g烝鑢ィî┘臁穂g鑢ィî┘㿉畱畽㽷瞢臁𦣪䐢g烝鑢ィî┘臁穂g鑢ィî┘㿉畱畽㽷瞢臁
40烝鑢ィî┘膅40烝鑢ィî┘膅40烝鑢ィî┘膅40烝鑢ィî┘膅40烝鑢ィî┘膅40烝鑢ィî┘膅40烝鑢ィî┘膅40烝鑢ィî┘膅4040404040404040遁通縫艉遁通縫艉遁通縫艉遁通縫艉遁通縫艉遁通縫艉遁通縫艉遁通縫艉very earlyvery earlyvery earlyvery earlyvery earlyvery earlyvery earlyvery early--------onsetonsetonsetonsetonsetonsetonsetonset䐢䐢䐢䐢䐢䐢䐢䐢
㿉倭盉睘癮睘84𤹪畒矞疰斂圻瘃矞㿉倭盉睘癮睘84𤹪畒矞疰斂圻瘃矞㿉倭盉睘癮睘84𤹪畒矞疰斂圻瘃矞㿉倭盉睘癮睘84𤹪畒矞疰斂圻瘃矞㿉倭盉睘癮睘84𤹪畒矞疰斂圻瘃矞㿉倭盉睘癮睘84𤹪畒矞疰斂圻瘃矞㿉倭盉睘癮睘84𤹪畒矞疰斂圻瘃矞㿉倭盉睘癮睘84𤹪畒矞疰斂圻瘃矞

臬䐢Y暼癮┏笊邑哲𤹪皕𤺋畱臬䐢Y暼癮┏笊邑哲𤹪皕𤺋畱臬䐢Y暼癮┏笊邑哲𤹪皕𤺋畱臬䐢Y暼癮┏笊邑哲𤹪皕𤺋畱臬䐢Y暼癮┏笊邑哲𤹪皕𤺋畱臬䐢Y暼癮┏笊邑哲𤹪皕𤺋畱臬䐢Y暼癮┏笊邑哲𤹪皕𤺋畱臬䐢Y暼癮┏笊邑哲𤹪皕𤺋畱
臽䐢跳つ鴇絣𤹪皕刀弸ɚ乕18臽䐢跳つ鴇絣𤹪皕刀弸ɚ乕18臽䐢跳つ鴇絣𤹪皕刀弸ɚ乕18臽䐢跳つ鴇絣𤹪皕刀弸ɚ乕18臽䐢跳つ鴇絣𤹪皕刀弸ɚ乕18臽䐢跳つ鴇絣𤹪皕刀弸ɚ乕18臽䐢跳つ鴇絣𤹪皕刀弸ɚ乕18臽䐢跳つ鴇絣𤹪皕刀弸ɚ乕18
0𦣪陵癮檮ょ舢臤𦥯Y暼┏┖癮嘆癮瓖穂g鑢ィî┘瓘0𦣪陵癮檮ょ舢臤𦥯Y暼┏┖癮嘆癮瓖穂g鑢ィî┘瓘0𦣪陵癮檮ょ舢臤𦥯Y暼┏┖癮嘆癮瓖穂g鑢ィî┘瓘0𦣪陵癮檮ょ舢臤𦥯Y暼┏┖癮嘆癮瓖穂g鑢ィî┘瓘0𦣪陵癮檮ょ舢臤𦥯Y暼┏┖癮嘆癮瓖穂g鑢ィî┘瓘0𦣪陵癮檮ょ舢臤𦥯Y暼┏┖癮嘆癮瓖穂g鑢ィî┘瓘0𦣪陵癮檮ょ舢臤𦥯Y暼┏┖癮嘆癮瓖穂g鑢ィî┘瓘0𦣪陵癮檮ょ舢臤𦥯Y暼┏┖癮嘆癮瓖穂g鑢ィî┘瓘

濯悸凡歔舢濯悸凡歔舢濯悸凡歔舢濯悸凡歔舢濯悸凡歔舢濯悸凡歔舢濯悸凡歔舢濯悸凡歔舢 000000002323嘖蹙鑚g烝㋐4/11諭旄抵臁Y慕）㌳臁嘖蹙鑚g烝㋐4/11諭旄抵臁Y慕）㌳臁嘖蹙鑚g烝㋐4/11諭旄抵臁Y慕）㌳臁嘖蹙鑚g烝㋐4/11諭旄抵臁Y慕）㌳臁嘖蹙鑚g烝㋐4/11諭旄抵臁Y慕）㌳臁嘖蹙鑚g烝㋐4/11諭旄抵臁Y慕）㌳臁嘖蹙鑚g烝㋐4/11諭旄抵臁Y慕）㌳臁嘖蹙鑚g烝㋐4/11諭旄抵臁Y慕）㌳臁2008. 6.28. 2008. 6.28. 4/11胥滲4/11胥滲4/11胥滲4/11胥滲4/11胥滲4/11胥滲4/11胥滲4/11胥滲

ィî藴朿㿉ィî┘ィî藴朿㿉ィî┘ィî藴朿㿉ィî┘ィî藴朿㿉ィî┘ィî藴朿㿉ィî┘ィî藴朿㿉ィî┘ィî藴朿㿉ィî┘ィî藴朿㿉ィî┘

臤䐢端ヌɚィî藴朿臤䐢端ヌɚィî藴朿臤䐢端ヌɚィî藴朿臤䐢端ヌɚィî藴朿臤䐢端ヌɚィî藴朿臤䐢端ヌɚィî藴朿臤䐢端ヌɚィî藴朿臤䐢端ヌɚィî藴朿

(subjective cognitive impairment, (subjective cognitive impairment, (subjective cognitive impairment, (subjective cognitive impairment, (subjective cognitive impairment, (subjective cognitive impairment, (subjective cognitive impairment, (subjective cognitive impairment, SCISCISCISCISCISCISCISCI))))))))

𦣪䐢Ë燵ィî藴朿𦣪䐢Ë燵ィî藴朿𦣪䐢Ë燵ィî藴朿𦣪䐢Ë燵ィî藴朿𦣪䐢Ë燵ィî藴朿𦣪䐢Ë燵ィî藴朿𦣪䐢Ë燵ィî藴朿𦣪䐢Ë燵ィî藴朿

(mild cognitive impairment, (mild cognitive impairment, (mild cognitive impairment, (mild cognitive impairment, (mild cognitive impairment, (mild cognitive impairment, (mild cognitive impairment, (mild cognitive impairment, MCIMCIMCIMCIMCIMCIMCIMCI))))))))

臬䐢ィî┘臬䐢ィî┘臬䐢ィî┘臬䐢ィî┘臬䐢ィî┘臬䐢ィî┘臬䐢ィî┘臬䐢ィî┘

((((((((dementiadementiadementiadementiadementiadementiadementiadementia))))))))

Ë燵ィî藴朿膅Ë燵ィî藴朿膅Ë燵ィî藴朿膅Ë燵ィî藴朿膅Ë燵ィî藴朿膅Ë燵ィî藴朿膅Ë燵ィî藴朿膅Ë燵ィî藴朿膅MCIMCIMCIMCIMCIMCIMCIMCI䐢䐢䐢䐢䐢䐢䐢䐢

磕䈎穙䆴磹䇳籞┖磕䈎穙䆴磹䇳籞┖(AD)(AD)癮縫檟癮縫檟籗穂鑢┘w€お砅嘆盪癉Ë燵ィî籗穂鑢┘w€お砅嘆盪癉Ë燵ィî
藴朿膅藴朿膅mild cognitive impairment, MCImild cognitive impairment, MCI䐢㿉畱畽齪矗疰棡評痠矟瘓璒䐢㿉畱畽齪矗疰棡評痠矟瘓璒
暼57舢暼57舢瓖ィî┘𤹪皕𤺋畱疰烝䕺睼讙テ箵笽䈎𤹪皕シ軛𤹪疷𤺋畱ぇ纖瓖ィî┘𤹪皕𤺋畱疰烝䕺睼讙テ箵笽䈎𤹪皕シ軛𤹪疷𤺋畱ぇ纖
藴朿疰斂圻瘃矞睘癮瓘藴朿疰斂圻瘃矞睘癮瓘璒璒 烋堊㋼舄烝烋堊㋼舄烝𤹪𤹪ADAD盨82⊕瘃矞㿉畱矬矟矞璒盨82⊕瘃矞㿉畱矬矟矞璒
Amnestic MCI; nonamnestic MCI; multiple domain MCI.Amnestic MCI; nonamnestic MCI; multiple domain MCI.

MCIMCI癮癮瀧めɚせ贖嫻╪瀧めɚせ贖嫻╪舢舢
MMSE: 24MMSE: 24蒦蒦2828珵臁珵臁HDSHDS--R: 21R: 21蒦蒦2828珵臁珵臁CDR: 0.5CDR: 0.5

MCIMCI癮癮43%43%癉天瞢㽷癮癉天瞢㽷癮㋐4/114/1110┘w㋐4/114/1110┘w畒瞤舢畒瞤舢
20%; 20%; 畽瘨臁畽瘨臁 15%; 15%; 磕窾种籞磕窾种籞璒璒

MCIMCI皕皕臁臁4/1110┖X旄ɚぎ濟膅㿉痀癉4/1110淀n76廸尤䐢4/1110┖X旄ɚぎ濟膅㿉痀癉4/1110淀n76廸尤䐢疰疰
⑼槖媧娵砅零𥇥罵尣リ不罵使癉沪楡⑼槖媧娵砅零𥇥罵尣リ不罵使癉沪楡痮瘳畱矞w絣璒痮瘳畱矞w絣璒

MCIMCI癮癮20✂㍿20✂㍿SPECTSPECT癉瞟矞楡脉20✂㍿徹託使哲癉瞟矞楡脉20✂㍿徹託使哲舢舢
澳w嘖癆使澳w嘖癆使~~麩縫使麩縫使, , 尣夌リ2ョ尣夌リ2ョ →→ ADAD盨82⊕瘃矞盨82⊕瘃矞

端ヌɚィî藴朿膅端ヌɚィî藴朿膅端ヌɚィî藴朿膅端ヌɚィî藴朿膅端ヌɚィî藴朿膅端ヌɚィî藴朿膅端ヌɚィî藴朿膅端ヌɚィî藴朿膅SCISCISCISCISCISCISCISCI䐢䐢䐢䐢䐢䐢䐢䐢

埞埞埞埞埞埞埞埞Subjective cognitive impairment (Subjective cognitive impairment (SCISCI))皕皕皕皕皕皕皕皕, , 

Subjective memory complaints (Subjective memory complaints (SMCSMC))㿉輪57璒㿉輪57璒㿉輪57璒㿉輪57璒㿉輪57璒㿉輪57璒㿉輪57璒㿉輪57璒

埰埰埰埰埰埰埰埰PrePre--MCI stageMCI stage𤹪𤹪𤹪𤹪𤹪𤹪𤹪𤹪, MCI, MCI砅10瘳磕䈎穙䆴磹䇳籞┖砅10瘳磕䈎穙䆴磹䇳籞┖砅10瘳磕䈎穙䆴磹䇳籞┖砅10瘳磕䈎穙䆴磹䇳籞┖砅10瘳磕䈎穙䆴磹䇳籞┖砅10瘳磕䈎穙䆴磹䇳籞┖砅10瘳磕䈎穙䆴磹䇳籞┖砅10瘳磕䈎穙䆴磹䇳籞┖

(AD)(AD)盨82⊕瘃矞璒盨82⊕瘃矞璒盨82⊕瘃矞璒盨82⊕瘃矞璒盨82⊕瘃矞璒盨82⊕瘃矞璒盨82⊕瘃矞璒盨82⊕瘃矞璒

㙊㙊㙊㙊㙊㙊㙊㙊SCI; SCI; ㋼㋼㋼㋼㋼㋼㋼㋼1515烝烝烝烝烝烝烝烝,  MCI; ,  MCI; ㋼㋼㋼㋼㋼㋼㋼㋼77烝烝烝烝烝烝烝烝,  AD ,  AD 蒦蒦蒦蒦蒦蒦蒦蒦

埸埸埸埸埸埸埸埸MMSE:  29.0 MMSE:  29.0 珵珵珵珵珵珵珵珵

埻埻埻埻埻埻埻埻GDS (Global Deterioration Scale)GDS (Global Deterioration Scale) 癮癮癮癮癮癮癮癮

Stage 1: nonStage 1: non--SCI,   SCI,   Stage 2: SCIStage 2: SCI

B. Reisberg et al., Silver Congress of the IPA, Osaka, 2007B. Reisberg et al., Silver Congress of the IPA, Osaka, 2007
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穂鑢ィî┘盍馴穂鑢ィî┘盍馴穂鑢ィî┘盍馴穂鑢ィî┘盍馴穂鑢ィî┘盍馴穂鑢ィî┘盍馴穂鑢ィî┘盍馴穂鑢ィî┘盍馴
(Early Signs of Dementia)(Early Signs of Dementia)(Early Signs of Dementia)(Early Signs of Dementia)(Early Signs of Dementia)(Early Signs of Dementia)(Early Signs of Dementia)(Early Signs of Dementia)

璪璪璪璪璪璪璪璪嗔彳ィî┘林プ嗔彳ィî┘林プ嗔彳ィî┘林プ嗔彳ィî┘林プ嗔彳ィî┘林プ嗔彳ィî┘林プ嗔彳ィî┘林プ嗔彳ィî┘林プ璹璹璹璹璹璹璹璹

磕䈎穙䆴磹䇳籞┖磕䈎穙䆴磹䇳籞┖磕䈎穙䆴磹䇳籞┖磕䈎穙䆴磹䇳籞┖磕䈎穙䆴磹䇳籞┖磕䈎穙䆴磹䇳籞┖磕䈎穙䆴磹䇳籞┖磕䈎穙䆴磹䇳籞┖
(AD)(AD)(AD)(AD)(AD)(AD)(AD)(AD)
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磕䈎穙䆴磹䇳籞┖𦨞磕䈎穙䆴磹䇳籞┖𦨞磕䈎穙䆴磹䇳籞┖𦨞磕䈎穙䆴磹䇳籞┖𦨞磕䈎穙䆴磹䇳籞┖𦨞磕䈎穙䆴磹䇳籞┖𦨞磕䈎穙䆴磹䇳籞┖𦨞磕䈎穙䆴磹䇳籞┖𦨞g朝賈g朝賈g朝賈g朝賈g朝賈g朝賈g朝賈g朝賈
曨磕筿箼磹穵曨磕筿箼磹穵曨磕筿箼磹穵曨磕筿箼磹穵曨磕筿箼磹穵曨磕筿箼磹穵曨磕筿箼磹穵曨磕筿箼磹穵ββ瘓砉ɔ杇瘓砉ɔ杇瘓砉ɔ杇瘓砉ɔ杇瘓砉ɔ杇瘓砉ɔ杇瘓砉ɔ杇瘓砉ɔ杇癮ュfl癮ュfl癮ュfl癮ュfl癮ュfl癮ュfl癮ュfl癮ュfl

磕䈎穙䆴磹䇳籞┖𦨞磕䈎穙䆴磹䇳籞┖𦨞磕䈎穙䆴磹䇳籞┖𦨞磕䈎穙䆴磹䇳籞┖𦨞磕䈎穙䆴磹䇳籞┖𦨞磕䈎穙䆴磹䇳籞┖𦨞磕䈎穙䆴磹䇳籞┖𦨞磕䈎穙䆴磹䇳籞┖𦨞4/1110淀n76廸尤4/1110淀n76廸尤4/1110淀n76廸尤4/1110淀n76廸尤4/1110淀n76廸尤4/1110淀n76廸尤4/1110淀n76廸尤4/1110淀n76廸尤
曨ぎ濟箛篖巉尤稛磾瘓砉ɔ杇曨ぎ濟箛篖巉尤稛磾瘓砉ɔ杇曨ぎ濟箛篖巉尤稛磾瘓砉ɔ杇曨ぎ濟箛篖巉尤稛磾瘓砉ɔ杇曨ぎ濟箛篖巉尤稛磾瘓砉ɔ杇曨ぎ濟箛篖巉尤稛磾瘓砉ɔ杇曨ぎ濟箛篖巉尤稛磾瘓砉ɔ杇曨ぎ濟箛篖巉尤稛磾瘓砉ɔ杇癮ュfl癮ュfl癮ュfl癮ュfl癮ュfl癮ュfl癮ュfl癮ュfl
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嚔コ摩梹諭₂𥞴篖稛籞€お脉脉摩嚔コ摩梹諭₂𥞴篖稛籞€お脉脉摩嚔コ摩梹諭₂𥞴篖稛籞€お脉脉摩嚔コ摩梹諭₂𥞴篖稛籞€お脉脉摩嚔コ摩梹諭₂𥞴篖稛籞€お脉脉摩嚔コ摩梹諭₂𥞴篖稛籞€お脉脉摩嚔コ摩梹諭₂𥞴篖稛籞€お脉脉摩嚔コ摩梹諭₂𥞴篖稛籞€お脉脉摩 ゅ烋ゅ烋ゅ烋ゅ烋ゅ烋ゅ烋ゅ烋ゅ烋 屠菱ブ屠菱ブ屠菱ブ屠菱ブ屠菱ブ屠菱ブ屠菱ブ屠菱ブ 㿉㿉㿉㿉㿉㿉㿉㿉 4545454545454545

嚔薇g烝㋐4/11諭旄抵嚔薇g烝㋐4/11諭旄抵嚔薇g烝㋐4/11諭旄抵嚔薇g烝㋐4/11諭旄抵嚔薇g烝㋐4/11諭旄抵嚔薇g烝㋐4/11諭旄抵嚔薇g烝㋐4/11諭旄抵嚔薇g烝㋐4/11諭旄抵IPA 2007 Osaka Silver Congress Jubilee GalaIPA 2007 Osaka Silver Congress Jubilee GalaIPA 2007 Osaka Silver Congress Jubilee GalaIPA 2007 Osaka Silver Congress Jubilee GalaIPA 2007 Osaka Silver Congress Jubilee GalaIPA 2007 Osaka Silver Congress Jubilee GalaIPA 2007 Osaka Silver Congress Jubilee GalaIPA 2007 Osaka Silver Congress Jubilee Gala抵寢癉瘳抵寢癉瘳抵寢癉瘳抵寢癉瘳抵寢癉瘳抵寢癉瘳抵寢癉瘳抵寢癉瘳

20✂っ磽ィî┘20✂っ磽ィî┘20✂っ磽ィî┘20✂っ磽ィî┘20✂っ磽ィî┘20✂っ磽ィî┘20✂っ磽ィî┘20✂っ磽ィî┘
(VD, VaD)(VD, VaD)(VD, VaD)(VD, VaD)(VD, VaD)(VD, VaD)(VD, VaD)(VD, VaD)

彌æ鬧孱磽ィî┘彌æ鬧孱磽ィî┘彌æ鬧孱磽ィî┘彌æ鬧孱磽ィî┘彌æ鬧孱磽ィî┘彌æ鬧孱磽ィî┘彌æ鬧孱磽ィî┘彌æ鬧孱磽ィî┘(MID)(MID)(MID)(MID)(MID)(MID)(MID)(MID)
BinswangerBinswangerBinswangerBinswangerBinswangerBinswangerBinswangerBinswanger夂ɔョ20┘夂ɔョ20┘夂ɔョ20┘夂ɔョ20┘夂ɔョ20┘夂ɔョ20┘夂ɔョ20┘夂ɔョ20┘

砅零𥇥砅零𥇥砅零𥇥砅零𥇥砅零𥇥砅零𥇥砅零𥇥砅零𥇥
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箵竌籞椌典夂ィî┘箵竌籞椌典夂ィî┘箵竌籞椌典夂ィî┘箵竌籞椌典夂ィî┘箵竌籞椌典夂ィî┘箵竌籞椌典夂ィî┘箵竌籞椌典夂ィî┘箵竌籞椌典夂ィî┘
(DLB)(DLB)(DLB)(DLB)(DLB)(DLB)(DLB)(DLB)

箵竌籞椌典夂ィî┘膅箵竌籞椌典夂ィî┘膅箵竌籞椌典夂ィî┘膅箵竌籞椌典夂ィî┘膅箵竌籞椌典夂ィî┘膅箵竌籞椌典夂ィî┘膅箵竌籞椌典夂ィî┘膅箵竌籞椌典夂ィî┘膅DLBDLB䐢癮赱せ贖嫻╪䐢癮赱せ贖嫻╪䐢癮赱せ贖嫻╪䐢癮赱せ贖嫻╪䐢癮赱せ贖嫻╪䐢癮赱せ贖嫻╪䐢癮赱せ贖嫻╪䐢癮赱せ贖嫻╪
膅膅膅膅膅膅膅膅20052005烝謦ワ䐢烝謦ワ䐢烝謦ワ䐢烝謦ワ䐢烝謦ワ䐢烝謦ワ䐢烝謦ワ䐢烝謦ワ䐢

盻姒┘w盻姒┘w 禍⊕磽癮ィî㎏1癮徹託禍⊕磽癮ィî㎏1癮徹託
嘆馭┘w嘆馭┘w 埞煕ズ埞煕ズ

埰窾籞䄅篖稊窊𥞩筁埰窾籞䄅篖稊窊𥞩筁
㙊ィî㎏1籗┘w癮廸湊磽㙊ィî㎏1籗┘w癮廸湊磽

1/5伜ɚ┘w1/5伜ɚ┘w埞舩㋐4/11┖わ癉檮瘃矞糂溜磽兆禍埞舩㋐4/11┖わ癉檮瘃矞糂溜磽兆禍
埰埰REMREM̈¦⊕湊藴朿̈¦⊕湊藴朿
㙊彳20嫻熹馭癉疢痏矞㙊彳20嫻熹馭癉疢痏矞dopamine transporterdopamine transporter

流瞤Ů䀹徹託流瞤Ů䀹徹託
謚莵ɚ┘w謚莵ɚ┘w埞裴燵癮G癈4/1110┘w埞裴燵癮G癈4/1110┘w

膅I̊コ磽徹✂坎臁椰徙7䐢膅I̊コ磽徹✂坎臁椰徙7䐢
埰セ瞤3瘃¹薙㿉徙4/11埰セ瞤3瘃¹薙㿉徙4/11
㙊瀧煮磽癮粤ゖ藴朿㙊瀧煮磽癮粤ゖ藴朿,         ,         眚㽷眚㽷 1010奡¥奡¥
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箵竌籞椌典箵竌籞椌典膅膅αα--种窐祲箵磹篖䐢种窐祲箵磹篖䐢

g烝㋐4/11諭旄）燼𦨞fプg烝㋐4/11諭旄）燼𦨞fプ 蹙鑚g烝㋐4/11諭旄抵y臁蹙鑚g烝㋐4/11諭旄抵y臁20042004

縫尣罵尣リ廸磽┘縫尣罵尣リ廸磽┘縫尣罵尣リ廸磽┘縫尣罵尣リ廸磽┘縫尣罵尣リ廸磽┘縫尣罵尣リ廸磽┘縫尣罵尣リ廸磽┘縫尣罵尣リ廸磽┘
(FTLD)(FTLD)(FTLD)(FTLD)(FTLD)(FTLD)(FTLD)(FTLD)
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竨穖祲椌典竨穖祲椌典膅劑饗磽桴評典𦨞稛磾繈磽䐢膅劑饗磽桴評典𦨞稛磾繈磽䐢

g烝㋐4/11諭旄）燼𦨞fプg烝㋐4/11諭旄）燼𦨞fプ 蹙鑚g烝㋐4/11諭旄抵y臁蹙鑚g烝㋐4/11諭旄抵y臁20042004

縫尣罵尣リ廸磽┘膅縫尣罵尣リ廸磽┘膅縫尣罵尣リ廸磽┘膅縫尣罵尣リ廸磽┘膅縫尣罵尣リ廸磽┘膅縫尣罵尣リ廸磽┘膅縫尣罵尣リ廸磽┘膅縫尣罵尣リ廸磽┘膅FTLDFTLD䐢癉零𥆩矟矞䐢癉零𥆩矟矞䐢癉零𥆩矟矞䐢癉零𥆩矟矞䐢癉零𥆩矟矞䐢癉零𥆩矟矞䐢癉零𥆩矟矞䐢癉零𥆩矟矞
49Gぎ濟瘓砉ɔョ癉瞟矞┏笊便廋49Gぎ濟瘓砉ɔョ癉瞟矞┏笊便廋49Gぎ濟瘓砉ɔョ癉瞟矞┏笊便廋49Gぎ濟瘓砉ɔョ癉瞟矞┏笊便廋49Gぎ濟瘓砉ɔョ癉瞟矞┏笊便廋49Gぎ濟瘓砉ɔョ癉瞟矞┏笊便廋49Gぎ濟瘓砉ɔョ癉瞟矞┏笊便廋49Gぎ濟瘓砉ɔョ癉瞟矞┏笊便廋

竨穖祲┖竨穖祲┖ 舢舢 稛磾礥窾稸籞稛磾礥窾稸籞

FTDPFTDP--1717 舢舢 稛磾併提敕癮珵す菇廸ぎ稛磾併提敕癮珵す菇廸ぎ

FTLDFTLD--UU 舢舢 TDPTDP--43(TAR DNA binding              43(TAR DNA binding              

proteinprotein--43)43)癮ぎ濟49G𦨞癮ぎ濟49G𦨞

筳竌䄅稸篖繈磽桴評典筳竌䄅稸篖繈磽桴評典

膅膅Arai T, et al.; Neumann, et al. 2006Arai T, et al.; Neumann, et al. 2006䐢䐢

ィî睼墓贖癉輸矬矞ィî睼墓贖癉輸矬矞ィî睼墓贖癉輸矬矞ィî睼墓贖癉輸矬矞ィî睼墓贖癉輸矬矞ィî睼墓贖癉輸矬矞ィî睼墓贖癉輸矬矞ィî睼墓贖癉輸矬矞縫尣縫褫縫尣縫褫縫尣縫褫縫尣縫褫縫尣縫褫縫尣縫褫縫尣縫褫縫尣縫褫疰疰疰疰疰疰疰疰
œ癮殺¹œ癮殺¹œ癮殺¹œ癮殺¹œ癮殺¹œ癮殺¹œ癮殺¹œ癮殺¹癉睘彳疷𤺋痺某砅霙瘓痮瘳畱矞癉睘彳疷𤺋痺某砅霙瘓痮瘳畱矞癉睘彳疷𤺋痺某砅霙瘓痮瘳畱矞癉睘彳疷𤺋痺某砅霙瘓痮瘳畱矞癉睘彳疷𤺋痺某砅霙瘓痮瘳畱矞癉睘彳疷𤺋痺某砅霙瘓痮瘳畱矞癉睘彳疷𤺋痺某砅霙瘓痮瘳畱矞癉睘彳疷𤺋痺某砅霙瘓痮瘳畱矞

滿歹翅徂舢滿歹翅徂舢滿歹翅徂舢滿歹翅徂舢滿歹翅徂舢滿歹翅徂舢滿歹翅徂舢滿歹翅徂舢JAF Mate 8JAF Mate 8--9, 20089, 2008

嗔彳ィî┘癮崦燵嗔彳ィî┘癮崦燵嗔彳ィî┘癮崦燵嗔彳ィî┘癮崦燵嗔彳ィî┘癮崦燵嗔彳ィî┘癮崦燵嗔彳ィî┘癮崦燵嗔彳ィî┘癮崦燵
埞埞埞埞埞埞埞埞磕䈎穙䆴磹䇳籞┖磕䈎穙䆴磹䇳籞┖磕䈎穙䆴磹䇳籞┖磕䈎穙䆴磹䇳籞┖磕䈎穙䆴磹䇳籞┖磕䈎穙䆴磹䇳籞┖磕䈎穙䆴磹䇳籞┖磕䈎穙䆴磹䇳籞┖(AD)(AD)(AD)(AD)(AD)(AD)(AD)(AD) 臽臬䐗臽臬䐗臽臬䐗臽臬䐗臽臬䐗臽臬䐗臽臬䐗臽臬䐗

埰20✂っ磽ィî┘埰20✂っ磽ィî┘埰20✂っ磽ィî┘埰20✂っ磽ィî┘埰20✂っ磽ィî┘埰20✂っ磽ィî┘埰20✂っ磽ィî┘埰20✂っ磽ィî┘(VD)(VD)(VD)(VD)(VD)(VD)(VD)(VD) 𦣪𦣪䐗𦣪𦣪䐗𦣪𦣪䐗𦣪𦣪䐗𦣪𦣪䐗𦣪𦣪䐗𦣪𦣪䐗𦣪𦣪䐗

㙊箵竌籞椌典夂ィî┘㙊箵竌籞椌典夂ィî┘㙊箵竌籞椌典夂ィî┘㙊箵竌籞椌典夂ィî┘㙊箵竌籞椌典夂ィî┘㙊箵竌籞椌典夂ィî┘㙊箵竌籞椌典夂ィî┘㙊箵竌籞椌典夂ィî┘(DLB)(DLB)(DLB)(DLB)(DLB)(DLB)(DLB)(DLB) 臤𦧝䐗臤𦧝䐗臤𦧝䐗臤𦧝䐗臤𦧝䐗臤𦧝䐗臤𦧝䐗臤𦧝䐗

(Akatsu H, et al.,  J Neurol Sci, 196, 2002)(Akatsu H, et al.,  J Neurol Sci, 196, 2002)(Akatsu H, et al.,  J Neurol Sci, 196, 2002)(Akatsu H, et al.,  J Neurol Sci, 196, 2002)(Akatsu H, et al.,  J Neurol Sci, 196, 2002)(Akatsu H, et al.,  J Neurol Sci, 196, 2002)(Akatsu H, et al.,  J Neurol Sci, 196, 2002)(Akatsu H, et al.,  J Neurol Sci, 196, 2002)

超癆臁超癆臁超癆臁超癆臁超癆臁超癆臁超癆臁超癆臁VDVDVDVDVDVDVDVD疰㏌棍痮臁疰㏌棍痮臁疰㏌棍痮臁疰㏌棍痮臁疰㏌棍痮臁疰㏌棍痮臁疰㏌棍痮臁疰㏌棍痮臁 ADADADADADADADAD㿉㿉㿉㿉㿉㿉㿉㿉 DLBDLBDLBDLBDLBDLBDLBDLB疰崢盆瘃矞𤹪畒矤畽疰崢盆瘃矞𤹪畒矤畽疰崢盆瘃矞𤹪畒矤畽疰崢盆瘃矞𤹪畒矤畽疰崢盆瘃矞𤹪畒矤畽疰崢盆瘃矞𤹪畒矤畽疰崢盆瘃矞𤹪畒矤畽疰崢盆瘃矞𤹪畒矤畽

膘箵竌籞椌典夂ィî┘膘箵竌籞椌典夂ィî┘膘箵竌籞椌典夂ィî┘膘箵竌籞椌典夂ィî┘膘箵竌籞椌典夂ィî┘膘箵竌籞椌典夂ィî┘膘箵竌籞椌典夂ィî┘膘箵竌籞椌典夂ィî┘(DLB)(DLB)(DLB)(DLB)(DLB)(DLB)(DLB)(DLB) 臽臤䐗臽臤䐗臽臤䐗臽臤䐗臽臤䐗臽臤䐗臽臤䐗臽臤䐗

(Wakisaka Y, et al.,  The Hisayama study. (Wakisaka Y, et al.,  The Hisayama study. (Wakisaka Y, et al.,  The Hisayama study. (Wakisaka Y, et al.,  The Hisayama study. (Wakisaka Y, et al.,  The Hisayama study. (Wakisaka Y, et al.,  The Hisayama study. (Wakisaka Y, et al.,  The Hisayama study. (Wakisaka Y, et al.,  The Hisayama study. 

Acta Neuropathol, 106, 2003)Acta Neuropathol, 106, 2003)Acta Neuropathol, 106, 2003)Acta Neuropathol, 106, 2003)Acta Neuropathol, 106, 2003)Acta Neuropathol, 106, 2003)Acta Neuropathol, 106, 2003)Acta Neuropathol, 106, 2003)

埸縫尣罵尣リ廸磽┘埸縫尣罵尣リ廸磽┘埸縫尣罵尣リ廸磽┘埸縫尣罵尣リ廸磽┘埸縫尣罵尣リ廸磽┘埸縫尣罵尣リ廸磽┘埸縫尣罵尣リ廸磽┘埸縫尣罵尣リ廸磽┘(FTLD)(FTLD)(FTLD)(FTLD)(FTLD)(FTLD)(FTLD)(FTLD) 舄蒦臤臬䐗舄蒦臤臬䐗舄蒦臤臬䐗舄蒦臤臬䐗舄蒦臤臬䐗舄蒦臤臬䐗舄蒦臤臬䐗舄蒦臤臬䐗

ィî┘癮わP₂堙ィî┘癮わP₂堙ィî┘癮わP₂堙ィî┘癮わP₂堙ィî┘癮わP₂堙ィî┘癮わP₂堙ィî┘癮わP₂堙ィî┘癮わP₂堙
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磕䈎穙䆴磹䇳籞┖癮æ┘㎏燗磕䈎穙䆴磹䇳籞┖癮æ┘㎏燗磕䈎穙䆴磹䇳籞┖癮æ┘㎏燗磕䈎穙䆴磹䇳籞┖癮æ┘㎏燗磕䈎穙䆴磹䇳籞┖癮æ┘㎏燗磕䈎穙䆴磹䇳籞┖癮æ┘㎏燗磕䈎穙䆴磹䇳籞┖癮æ┘㎏燗磕䈎穙䆴磹䇳籞┖癮æ┘㎏燗
磕筿箼磹穵籗祊䅈禡籞穵槻シ磕筿箼磹穵籗祊䅈禡籞穵槻シ磕筿箼磹穵籗祊䅈禡籞穵槻シ磕筿箼磹穵籗祊䅈禡籞穵槻シ磕筿箼磹穵籗祊䅈禡籞穵槻シ磕筿箼磹穵籗祊䅈禡籞穵槻シ磕筿箼磹穵籗祊䅈禡籞穵槻シ磕筿箼磹穵籗祊䅈禡籞穵槻シ

樅旅樅旅 ɔ舢ɔ舢 摩も滿藁彿yン摩も滿藁彿yン,, ィî┘癮禡磕ィî┘癮禡磕,, p21, p21, 鯲衷鎬燒鯲衷鎬燒,  2008,  2008

磕𥞴稸䈎禴箛篖皕20廟典砅㌱磽尤瘃矞磕𥞴稸䈎禴箛篖皕20廟典砅㌱磽尤瘃矞磕𥞴稸䈎禴箛篖皕20廟典砅㌱磽尤瘃矞磕𥞴稸䈎禴箛篖皕20廟典砅㌱磽尤瘃矞磕𥞴稸䈎禴箛篖皕20廟典砅㌱磽尤瘃矞磕𥞴稸䈎禴箛篖皕20廟典砅㌱磽尤瘃矞磕𥞴稸䈎禴箛篖皕20廟典砅㌱磽尤瘃矞磕𥞴稸䈎禴箛篖皕20廟典砅㌱磽尤瘃矞

磕𥞴稸䈎禴箛篖礐䅈穟箐籞䅏杞朿傍癮磕𥞴稸䈎禴箛篖礐䅈穟箐籞䅏杞朿傍癮磕𥞴稸䈎禴箛篖礐䅈穟箐籞䅏杞朿傍癮磕𥞴稸䈎禴箛篖礐䅈穟箐籞䅏杞朿傍癮磕𥞴稸䈎禴箛篖礐䅈穟箐籞䅏杞朿傍癮磕𥞴稸䈎禴箛篖礐䅈穟箐籞䅏杞朿傍癮磕𥞴稸䈎禴箛篖礐䅈穟箐籞䅏杞朿傍癮磕𥞴稸䈎禴箛篖礐䅈穟箐籞䅏杞朿傍癮
亦霙亦霙亦霙亦霙亦霙亦霙亦霙亦霙

ShortShortShortShortShortShortShortShort--------term  Effectterm  Effectterm  Effectterm  Effectterm  Effectterm  Effectterm  Effectterm  Effect

蝙粤本癮塁琢蝙粤本癮塁琢

糂筮㎏1癮謦冏糂筮㎏1癮謦冏

繒隯糂癮㏌棍繒隯糂癮㏌棍

ィî㎏1穟䅈穪癮謦冏ィî㎏1穟䅈穪癮謦冏

LongLongLongLongLongLongLongLong--------term  Effectterm  Effectterm  Effectterm  Effectterm  Effectterm  Effectterm  Effectterm  Effect

ADAD癮禍⊕舅奉癮禍⊕舅奉

⑼槖𤺋癁癮チた癮舅奉⑼槖𤺋癁癮チた癮舅奉

20✂㍿癮76莵20✂㍿癮76莵

ィî㎏1穟䅈穪癮耨ふ徹託癮舅奉ィî㎏1穟䅈穪癮耨ふ徹託癮舅奉

ADLADL癮76莵癮76莵
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ィî┘癮わPィî┘癮わPィî┘癮わPィî┘癮わPィî┘癮わPィî┘癮わPィî┘癮わPィî┘癮わP

磕𥞴稸䈎禴箛篖礐䅈穟箐籞䅏杞朿傍膅磕𥞴稸䈎禴箛篖礐䅈穟箐籞䅏杞朿傍膅ACEIACEI䐢䐢
栾岑巉穵窬笪秖䈎膅磕箛𥞴𥫣穪䐢栾岑巉穵窬笪秖䈎膅磕箛𥞴𥫣穪䐢
祘箐篖稛筿篖祘箐篖稛筿篖
箛窹䅈稸禕筿篖箛窹䅈稸禕筿篖

NMDANMDA溜杞典茗舩わ溜杞典茗舩わ
䇮䇳篖稸篖膅4/1110癮鴇つ転ぁ䐢䇮䇳篖稸篖膅4/1110癮鴇つ転ぁ䐢

磕𥞴稸䈎禴箛篖礐䅈穟箐籞䅏杞朿傍㿉磕𥞴稸䈎禴箛篖礐䅈穟箐籞䅏杞朿傍㿉
NMDANMDA溜杞典茗舩わ癮斗ぁ溜杞典茗舩わ癮斗ぁ

ィî┘禡磕ィî┘禡磕ィî┘禡磕ィî┘禡磕ィî┘禡磕ィî┘禡磕ィî┘禡磕ィî┘禡磕

ィî┘癮流04䀹癮𦣪瘨癮ズ珵ィî┘癮流04䀹癮𦣪瘨癮ズ珵ィî┘癮流04䀹癮𦣪瘨癮ズ珵ィî┘癮流04䀹癮𦣪瘨癮ズ珵ィî┘癮流04䀹癮𦣪瘨癮ズ珵ィî┘癮流04䀹癮𦣪瘨癮ズ珵ィî┘癮流04䀹癮𦣪瘨癮ズ珵ィî┘癮流04䀹癮𦣪瘨癮ズ珵

臤䐢臤䐢臤䐢臤䐢臤䐢臤䐢臤䐢臤䐢EvidenceEvidenceEvidenceEvidenceEvidenceEvidenceEvidenceEvidence--------based approachbased approachbased approachbased approachbased approachbased approachbased approachbased approach

ィî┘砅î矞痝㿉臁ィî┘砅彌┦𤺋┏笊54㿉痮瘳㿉瞢疌臁ィî┘砅î矞痝㿉臁ィî┘砅彌┦𤺋┏笊54㿉痮瘳㿉瞢疌臁ィî┘砅î矞痝㿉臁ィî┘砅彌┦𤺋┏笊54㿉痮瘳㿉瞢疌臁ィî┘砅î矞痝㿉臁ィî┘砅彌┦𤺋┏笊54㿉痮瘳㿉瞢疌臁ィî┘砅î矞痝㿉臁ィî┘砅彌┦𤺋┏笊54㿉痮瘳㿉瞢疌臁ィî┘砅î矞痝㿉臁ィî┘砅彌┦𤺋┏笊54㿉痮瘳㿉瞢疌臁ィî┘砅î矞痝㿉臁ィî┘砅彌┦𤺋┏笊54㿉痮瘳㿉瞢疌臁ィî┘砅î矞痝㿉臁ィî┘砅彌┦𤺋┏笊54㿉痮瘳㿉瞢疌臁

鎮勉𤺋せ贖臘堙㿉汲₂聿る砅睘瘨諭旄ɚ筕穧䈎璒鎮勉𤺋せ贖臘堙㿉汲₂聿る砅睘瘨諭旄ɚ筕穧䈎璒鎮勉𤺋せ贖臘堙㿉汲₂聿る砅睘瘨諭旄ɚ筕穧䈎璒鎮勉𤺋せ贖臘堙㿉汲₂聿る砅睘瘨諭旄ɚ筕穧䈎璒鎮勉𤺋せ贖臘堙㿉汲₂聿る砅睘瘨諭旄ɚ筕穧䈎璒鎮勉𤺋せ贖臘堙㿉汲₂聿る砅睘瘨諭旄ɚ筕穧䈎璒鎮勉𤺋せ贖臘堙㿉汲₂聿る砅睘瘨諭旄ɚ筕穧䈎璒鎮勉𤺋せ贖臘堙㿉汲₂聿る砅睘瘨諭旄ɚ筕穧䈎璒

56旄ɚ馮茹癉嫻瘼痀磕𥫣箼籞稸璒56旄ɚ馮茹癉嫻瘼痀磕𥫣箼籞稸璒56旄ɚ馮茹癉嫻瘼痀磕𥫣箼籞稸璒56旄ɚ馮茹癉嫻瘼痀磕𥫣箼籞稸璒56旄ɚ馮茹癉嫻瘼痀磕𥫣箼籞稸璒56旄ɚ馮茹癉嫻瘼痀磕𥫣箼籞稸璒56旄ɚ馮茹癉嫻瘼痀磕𥫣箼籞稸璒56旄ɚ馮茹癉嫻瘼痀磕𥫣箼籞稸璒

𦣪䐢𦣪䐢𦣪䐢𦣪䐢𦣪䐢𦣪䐢𦣪䐢𦣪䐢NarrativeNarrativeNarrativeNarrativeNarrativeNarrativeNarrativeNarrative--------based approachbased approachbased approachbased approachbased approachbased approachbased approachbased approach
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�� 穵磕疰明痀㿉蠔矞𥞴篖秇籞砅瘨痏矞𤺋癁臁箆瘳⊕痀癮疰矬㽷矞瞟畽穵磕疰明痀㿉蠔矞𥞴篖秇籞砅瘨痏矞𤺋癁臁箆瘳⊕痀癮疰矬㽷矞瞟畽
癉瘃矞癉瘃矞

�� 𥇥痮矤G鼬ɚ癉弸箆癮㎏抵砅瘨痀矞𥇥痮矤G鼬ɚ癉弸箆癮㎏抵砅瘨痀矞

�� ⇄鐓睼凞癮鑚朝疰跚癉𤺋瞢𤺋畱脉癉隣鑼砅瘨痏臁’25菱臁倭皨⇄鐓睼凞癮鑚朝疰跚癉𤺋瞢𤺋畱脉癉隣鑼砅瘨痏臁’25菱臁倭皨
隣𤺋癁砅鎬畱瘳疢痀隣𤺋癁砅鎬畱瘳疢痀

�� 隣崩砅莵瘓瘇矞璒疢晤瞤臁笪篖䅣篖穪𤺋癁鑚朝癮𤺋痱䀹癮仟癉’隣崩砅莵瘓瘇矞璒疢晤瞤臁笪篖䅣篖穪𤺋癁鑚朝癮𤺋痱䀹癮仟癉’
25菱砅鎬畱瘳評矟瘳疢痀25菱砅鎬畱瘳評矟瘳疢痀

�� 鑚朝癮𥁊瘛砉⊕痀跏塁臁コ瘜杼矞㿉痝矤砅臺蜉痮瘳疢痀鑚朝癮𥁊瘛砉⊕痀跏塁臁コ瘜杼矞㿉痝矤砅臺蜉痮瘳疢痀

�� 0脉睼凋んっ癉宙筮砅シ軛痮瘳疢疷臁拓瀧癮寢淋臁’25砅睘瞢畽0脉睼凋んっ癉宙筮砅シ軛痮瘳疢疷臁拓瀧癮寢淋臁’25砅睘瞢畽

�� 坿娵癮癬癇坿娵癮癬癇SOSSOS窬穖穪砅㌱ぁ瘃矞窬穖穪砅㌱ぁ瘃矞

�� 澣瘥瘳疷瘳睘ノ𥇍瘘臁㿗疿瞢畱癮ヮリ砅㽷痏矞澣瘥瘳疷瘳睘ノ𥇍瘘臁㿗疿瞢畱癮ヮリ砅㽷痏矞

端𤺋浪O̊┘w檮九埰舢忰篶端𤺋浪O̊┘w檮九埰舢忰篶端𤺋浪O̊┘w檮九埰舢忰篶端𤺋浪O̊┘w檮九埰舢忰篶端𤺋浪O̊┘w檮九埰舢忰篶端𤺋浪O̊┘w檮九埰舢忰篶端𤺋浪O̊┘w檮九埰舢忰篶端𤺋浪O̊┘w檮九埰舢忰篶
膘膘PL瞢矟忰篶PL瞢矟忰篶臁蔘瘳瞢矟忰篶臁搶愾忰篶𤺋癁臁蔘瘳瞢矟忰篶臁搶愾忰篶𤺋癁

膘`蘢跳つ痮瘳畱矞̂0𤺋朝癉]畱砅㽷痏矞痝㿉疰彌畱膘`蘢跳つ痮瘳畱矞̂0𤺋朝癉]畱砅㽷痏矞痝㿉疰彌畱

�� 玲暼痮瘓瞤臁シ癧痮瘓瞤痮𤺋畱玲暼痮瘓瞤臁シ癧痮瘓瞤痮𤺋畱

�� 𤺋畱㿉畱畽宙曚砅溜痏溺𥇍瘳畱瘥痮瞚癉藾瘃𤺋畱㿉畱畽宙曚砅溜痏溺𥇍瘳畱瘥痮瞚癉藾瘃

�� 禡磕砅瘃矞k癉㿉瘥瘳噤瘥瘳畱矞痝㿉㿉臁鑚朝癮噤瘥瘳畱矞痝㿉臁禡磕砅瘃矞k癉㿉瘥瘳噤瘥瘳畱矞痝㿉㿉臁鑚朝癮噤瘥瘳畱矞痝㿉臁
濁晧疰ぎ𤺋矞痝㿉砅臁痮瘥㽷瞤ィゖ瘃矞濁晧疰ぎ𤺋矞痝㿉砅臁痮瘥㽷瞤ィゖ瘃矞

�� 鑚朝癮晧盪砅盡熹痮瘳噪矞鑚朝癮晧盪砅盡熹痮瘳噪矞

�� 蹙痟矤㽷瞢睘癮砅痮𥆩畽寢脉𤺋癁砅ヌ柆痮瘳疢痀蹙痟矤㽷瞢睘癮砅痮𥆩畽寢脉𤺋癁砅ヌ柆痮瘳疢痀

�� 𤺋矞𥄢痀臁鑚朝Ĝ疰藾痮箆痮æヮ𤹪疷矞瞟畽カ棡瘃矞𤺋矞𥄢痀臁鑚朝Ĝ疰藾痮箆痮æヮ𤹪疷矞瞟畽カ棡瘃矞

�� 鎚鏥仟𤺋癁砅ぁ粤痮瘳疢疷臁藾痮瘳睘コ瘨㽷瞢𤺋畱㿉疷癉賠疌矞鎚鏥仟𤺋癁砅ぁ粤痮瘳疢疷臁藾痮瘳睘コ瘨㽷瞢𤺋畱㿉疷癉賠疌矞

�� 圻晁癮寢淋臁朸癮⑯母鎬睼〛澤𤺋癁皕朸踞疰っX瘃矞瞟畽癉圻晁癮寢淋臁朸癮⑯母鎬睼〛澤𤺋癁皕朸踞疰っX瘃矞瞟畽癉

�� 天睘瘃矞痝㿉疰𤺋畱㿉忰篶疰箆睼瘃畱臁蹙嘆癮迯戻癮煮痟痮跏天睘瘃矞痝㿉疰𤺋畱㿉忰篶疰箆睼瘃畱臁蹙嘆癮迯戻癮煮痟痮跏
砅わ㽷癉砅わ㽷癉
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瓖PL瞢矟忰篶瓘皕跳つ癮銘ノ瓖PL瞢矟忰篶瓘皕跳つ癮銘ノ瓖PL瞢矟忰篶瓘皕跳つ癮銘ノ瓖PL瞢矟忰篶瓘皕跳つ癮銘ノ瓖PL瞢矟忰篶瓘皕跳つ癮銘ノ瓖PL瞢矟忰篶瓘皕跳つ癮銘ノ瓖PL瞢矟忰篶瓘皕跳つ癮銘ノ瓖PL瞢矟忰篶瓘皕跳つ癮銘ノ

磕䈎穙䆴磹䇳籞夂ィî┘𤺋癁𤹪臁磕䈎穙䆴磹䇳籞夂ィî┘𤺋癁𤹪臁G便疰痮𥆩畱睨G便疰痮𥆩畱睨

矟瘓睘癮砅L𥆩矟瘓㿉ヮ畱甍矞矟瘓睘癮砅L𥆩矟瘓㿉ヮ畱甍矞PL瞢矟忰篶疰䀹瞢PL瞢矟忰篶疰䀹瞢
矟矞痝㿉疰瞟痀畒瞤𥆩瘃璒PL瞢矟忰篶癮檮ょ㿉𤺋矞矟矞痝㿉疰瞟痀畒瞤𥆩瘃璒PL瞢矟忰篶癮檮ょ㿉𤺋矞
癮皕臁瘓畱瘳畱臁瀧ん0痀𤹪跳つ砅痮瘳畱矞痟朸踞𤹪癮皕臁瘓畱瘳畱臁瀧ん0痀𤹪跳つ砅痮瘳畱矞痟朸踞𤹪
瘃璒痝畽痮瘓PL瞢矟忰篶皕臁瓖45疰睨矟矞皕瘘皕𤺋瘃璒痝畽痮瘓PL瞢矟忰篶皕臁瓖45疰睨矟矞皕瘘皕𤺋
畱瓘臁瓖45疰搖癮達や癉𤺋瞢𤺋痏矟皡𤺋瞢𤺋畱皕瘘皕畱瓘臁瓖45疰搖癮達や癉𤺋瞢𤺋痏矟皡𤺋瞢𤺋畱皕瘘皕
𤺋畱瓘㿉畱畽磔畱癮》3痮𤹪瘃璒畱瘥痮瞚癉藾痮瘳コ瘨𤺋畱瓘㿉畱畽磔畱癮》3痮𤹪瘃璒畱瘥痮瞚癉藾痮瘳コ瘨
㽷瘥瘓㿉疷皕痠瞤痓𤺋痀3痮瘳畒痓𥆩痮瞚畽璒瓖瘛㽷瞢45㽷瘥瘓㿉疷皕痠瞤痓𤺋痀3痮瘳畒痓𥆩痮瞚畽璒瓖瘛㽷瞢45
痱𥈞𤺋畱㿉ヮ瘥瘓𤹪痮瞚瓘𤺋癁㿉たプ痮瘓㿉痮瘳睘フ畱痝痱𥈞𤺋畱㿉ヮ瘥瘓𤹪痮瞚瓘𤺋癁㿉たプ痮瘓㿉痮瘳睘フ畱痝
㿉皕天臤瘨畒瞤𥆩瘇砉璒㿉皕天臤瘨畒瞤𥆩瘇砉璒

貮ホ塡疵舢貮ホ塡疵舢 ィî┘跳つ癮臤𦣝𦣝一阯臁紃篊籞䈎穵𥫣箐篖窊篖禕臁ィî┘跳つ癮臤𦣝𦣝一阯臁紃篊籞䈎穵𥫣箐篖窊篖禕臁20002000

端𤺋浪O̊┘w檮九㙊舢瘇砉忰端𤺋浪O̊┘w檮九㙊舢瘇砉忰端𤺋浪O̊┘w檮九㙊舢瘇砉忰端𤺋浪O̊┘w檮九㙊舢瘇砉忰端𤺋浪O̊┘w檮九㙊舢瘇砉忰端𤺋浪O̊┘w檮九㙊舢瘇砉忰端𤺋浪O̊┘w檮九㙊舢瘇砉忰端𤺋浪O̊┘w檮九㙊舢瘇砉忰

膘膘弯戻瘇砉忰弯戻瘇砉忰皕臁濁¦㿉戻涉疌睼瘃畱疰粤ゖ藴朿癮瀧ⅺ𤹪畒矞皕臁濁¦㿉戻涉疌睼瘃畱疰粤ゖ藴朿癮瀧ⅺ𤹪畒矞

膘Ë燵籗嘆っ燵癮粤ゖ㊬妤臁㋐4/11殺湊き惧臁情ソ臁煕ソ臁濁晧臁禳碣膘Ë燵籗嘆っ燵癮粤ゖ㊬妤臁㋐4/11殺湊き惧臁情ソ臁煕ソ臁濁晧臁禳碣

𤺋癁疰畒矞𤺋癁疰畒矞

�� 濁晧籗禳碣籗噤箏砅糂痱瘳矞秇磹篖砅蹣𥇍癉䄅筹穖稸痮臁臤朝癉痮𤺋畱濁晧籗禳碣籗噤箏砅糂痱瘳矞秇磹篖砅蹣𥇍癉䄅筹穖稸痮臁臤朝癉痮𤺋畱

�� ô迯戻𤹪睘臁痮瘥㽷瞤臁䁘瘥瘓瞤臁㾮皡癉畱矞ô迯戻𤹪睘臁痮瘥㽷瞤臁䁘瘥瘓瞤臁㾮皡癉畱矞

�� メ矟瘳晧盪痮瘳睘瞢畽メ矟瘳晧盪痮瘳睘瞢畽

�� 崩奣ɚ𤺋堠睼肘皕步痏臁倮㽷𤺋ｸ峩癉18痀崩奣ɚ𤺋堠睼肘皕步痏臁倮㽷𤺋ｸ峩癉18痀

�� 舫癉メ矟Q曚砅î瞢瘇矞膅隣縫癮倭皨㽷痏臁寢脉睼迚弯砅î瞢瘃䐢舫癉メ矟Q曚砅î瞢瘇矞膅隣縫癮倭皨㽷痏臁寢脉睼迚弯砅î瞢瘃䐢

�� 典癮a甍砅癕痀瘓𥇍癮㏈㽷畱挍䀹P臁韈㽷畱81藜痏𤺋癁癮溷彿睘典癮a甍砅癕痀瘓𥇍癮㏈㽷畱挍䀹P臁韈㽷畱81藜痏𤺋癁癮溷彿睘

鯲ゅ団40敕舢鯲ゅ団40敕舢鯲ゅ団40敕舢鯲ゅ団40敕舢鯲ゅ団40敕舢鯲ゅ団40敕舢鯲ゅ団40敕舢鯲ゅ団40敕舢 禡磕䅈稛穖竴癮瘓𥇍癮磕䈎穙䆴磹䇳籞┖禡磕癮ギ珵臁禡磕䅈稛穖竴癮瘓𥇍癮磕䈎穙䆴磹䇳籞┖禡磕癮ギ珵臁禡磕䅈稛穖竴癮瘓𥇍癮磕䈎穙䆴磹䇳籞┖禡磕癮ギ珵臁禡磕䅈稛穖竴癮瘓𥇍癮磕䈎穙䆴磹䇳籞┖禡磕癮ギ珵臁禡磕䅈稛穖竴癮瘓𥇍癮磕䈎穙䆴磹䇳籞┖禡磕癮ギ珵臁禡磕䅈稛穖竴癮瘓𥇍癮磕䈎穙䆴磹䇳籞┖禡磕癮ギ珵臁禡磕䅈稛穖竴癮瘓𥇍癮磕䈎穙䆴磹䇳籞┖禡磕癮ギ珵臁禡磕䅈稛穖竴癮瘓𥇍癮磕䈎穙䆴磹䇳籞┖禡磕癮ギ珵臁20072007烝烝烝烝烝烝烝烝 瞟瞤瞟瞤瞟瞤瞟瞤瞟瞤瞟瞤瞟瞤瞟瞤

筳籞筕磕舢筳籞筕磕舢筳籞筕磕舢筳籞筕磕舢筳籞筕磕舢筳籞筕磕舢筳籞筕磕舢筳籞筕磕舢瓫瓫瓫瓫瓫瓫瓫瓫癉睘㽷㽷矬瞢瘘㈩畽癉睘㽷㽷矬瞢瘘㈩畽癉睘㽷㽷矬瞢瘘㈩畽癉睘㽷㽷矬瞢瘘㈩畽癉睘㽷㽷矬瞢瘘㈩畽癉睘㽷㽷矬瞢瘘㈩畽癉睘㽷㽷矬瞢瘘㈩畽癉睘㽷㽷矬瞢瘘㈩畽𤭖𤭖𤭖𤭖𤭖𤭖𤭖𤭖
俛旄k舢俛旄k舢俛旄k舢俛旄k舢俛旄k舢俛旄k舢俛旄k舢俛旄k舢磕䈎竴礛篖䅈籗穧籞禡篖菱ブ磕䈎竴礛篖䅈籗穧籞禡篖菱ブ磕䈎竴礛篖䅈籗穧籞禡篖菱ブ磕䈎竴礛篖䅈籗穧籞禡篖菱ブ磕䈎竴礛篖䅈籗穧籞禡篖菱ブ磕䈎竴礛篖䅈籗穧籞禡篖菱ブ磕䈎竴礛篖䅈籗穧籞禡篖菱ブ磕䈎竴礛篖䅈籗穧籞禡篖菱ブ

戻池渝癮畒矞穪篖窬䈎𤹪癮曚薇癮宙鍔舢戻池渝癮畒矞穪篖窬䈎𤹪癮曚薇癮宙鍔舢戻池渝癮畒矞穪篖窬䈎𤹪癮曚薇癮宙鍔舢戻池渝癮畒矞穪篖窬䈎𤹪癮曚薇癮宙鍔舢戻池渝癮畒矞穪篖窬䈎𤹪癮曚薇癮宙鍔舢戻池渝癮畒矞穪篖窬䈎𤹪癮曚薇癮宙鍔舢戻池渝癮畒矞穪篖窬䈎𤹪癮曚薇癮宙鍔舢戻池渝癮畒矞穪篖窬䈎𤹪癮曚薇癮宙鍔舢

40烝磽ィî┘癮彿砅㽷㽷疌矞慄疰G朸ぁœ癮妹腆濂癉彿40烝磽ィî┘癮彿砅㽷㽷疌矞慄疰G朸ぁœ癮妹腆濂癉彿40烝磽ィî┘癮彿砅㽷㽷疌矞慄疰G朸ぁœ癮妹腆濂癉彿40烝磽ィî┘癮彿砅㽷㽷疌矞慄疰G朸ぁœ癮妹腆濂癉彿40烝磽ィî┘癮彿砅㽷㽷疌矞慄疰G朸ぁœ癮妹腆濂癉彿40烝磽ィî┘癮彿砅㽷㽷疌矞慄疰G朸ぁœ癮妹腆濂癉彿40烝磽ィî┘癮彿砅㽷㽷疌矞慄疰G朸ぁœ癮妹腆濂癉彿40烝磽ィî┘癮彿砅㽷㽷疌矞慄疰G朸ぁœ癮妹腆濂癉彿
砅知瘇瘳殺¹痮臁離朝晁㽷瞢澣晁〒嘆臁穪篖窬䈎癉評瘥瘓璒砅知瘇瘳殺¹痮臁離朝晁㽷瞢澣晁〒嘆臁穪篖窬䈎癉評瘥瘓璒砅知瘇瘳殺¹痮臁離朝晁㽷瞢澣晁〒嘆臁穪篖窬䈎癉評瘥瘓璒砅知瘇瘳殺¹痮臁離朝晁㽷瞢澣晁〒嘆臁穪篖窬䈎癉評瘥瘓璒砅知瘇瘳殺¹痮臁離朝晁㽷瞢澣晁〒嘆臁穪篖窬䈎癉評瘥瘓璒砅知瘇瘳殺¹痮臁離朝晁㽷瞢澣晁〒嘆臁穪篖窬䈎癉評瘥瘓璒砅知瘇瘳殺¹痮臁離朝晁㽷瞢澣晁〒嘆臁穪篖窬䈎癉評瘥瘓璒砅知瘇瘳殺¹痮臁離朝晁㽷瞢澣晁〒嘆臁穪篖窬䈎癉評瘥瘓璒
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𦣪臖曨鑚朝癮晧盪臁瞰杇𦣪臖曨鑚朝癮晧盪臁瞰杇𦣪臖曨鑚朝癮晧盪臁瞰杇𦣪臖曨鑚朝癮晧盪臁瞰杇𦣪臖曨鑚朝癮晧盪臁瞰杇𦣪臖曨鑚朝癮晧盪臁瞰杇𦣪臖曨鑚朝癮晧盪臁瞰杇𦣪臖曨鑚朝癮晧盪臁瞰杇 →→晧盪晧盪晧盪晧盪晧盪晧盪晧盪晧盪

臬臖曨鑚朝癮本癮æ蜥杇臬臖曨鑚朝癮本癮æ蜥杇臬臖曨鑚朝癮本癮æ蜥杇臬臖曨鑚朝癮本癮æ蜥杇臬臖曨鑚朝癮本癮æ蜥杇臬臖曨鑚朝癮本癮æ蜥杇臬臖曨鑚朝癮本癮æ蜥杇臬臖曨鑚朝癮本癮æ蜥杇 →→箛䆴竌箛籗Gコ箛䆴竌箛籗Gコ箛䆴竌箛籗Gコ箛䆴竌箛籗Gコ箛䆴竌箛籗Gコ箛䆴竌箛籗Gコ箛䆴竌箛籗Gコ箛䆴竌箛籗Gコ

臽臖曨鑚朝癉㿉瘥瘳癮晧廟㿉把睼㽷痠杇臽臖曨鑚朝癉㿉瘥瘳癮晧廟㿉把睼㽷痠杇臽臖曨鑚朝癉㿉瘥瘳癮晧廟㿉把睼㽷痠杇臽臖曨鑚朝癉㿉瘥瘳癮晧廟㿉把睼㽷痠杇臽臖曨鑚朝癉㿉瘥瘳癮晧廟㿉把睼㽷痠杇臽臖曨鑚朝癉㿉瘥瘳癮晧廟㿉把睼㽷痠杇臽臖曨鑚朝癉㿉瘥瘳癮晧廟㿉把睼㽷痠杇臽臖曨鑚朝癉㿉瘥瘳癮晧廟㿉把睼㽷痠杇→→着搨籗把爲瘼痀瞤着搨籗把爲瘼痀瞤着搨籗把爲瘼痀瞤着搨籗把爲瘼痀瞤着搨籗把爲瘼痀瞤着搨籗把爲瘼痀瞤着搨籗把爲瘼痀瞤着搨籗把爲瘼痀瞤

臿臖曨𤺋痱䀹癮釵瞢痮癮6162杇臿臖曨𤺋痱䀹癮釵瞢痮癮6162杇臿臖曨𤺋痱䀹癮釵瞢痮癮6162杇臿臖曨𤺋痱䀹癮釵瞢痮癮6162杇臿臖曨𤺋痱䀹癮釵瞢痮癮6162杇臿臖曨𤺋痱䀹癮釵瞢痮癮6162杇臿臖曨𤺋痱䀹癮釵瞢痮癮6162杇臿臖曨𤺋痱䀹癮釵瞢痮癮6162杇 →→6162籗坿娵毛茯6162籗坿娵毛茯6162籗坿娵毛茯6162籗坿娵毛茯6162籗坿娵毛茯6162籗坿娵毛茯6162籗坿娵毛茯6162籗坿娵毛茯

膅ｸ峩籗輸逃籗ブ㌱䐢膅ｸ峩籗輸逃籗ブ㌱䐢膅ｸ峩籗輸逃籗ブ㌱䐢膅ｸ峩籗輸逃籗ブ㌱䐢膅ｸ峩籗輸逃籗ブ㌱䐢膅ｸ峩籗輸逃籗ブ㌱䐢膅ｸ峩籗輸逃籗ブ㌱䐢膅ｸ峩籗輸逃籗ブ㌱䐢

𦣪𦣝臤臿烝癮珽䕺k跳つ𦣪𦣝臤臿烝癮珽䕺k跳つ𦣪𦣝臤臿烝癮珽䕺k跳つ𦣪𦣝臤臿烝癮珽䕺k跳つ𦣪𦣝臤臿烝癮珽䕺k跳つ𦣪𦣝臤臿烝癮珽䕺k跳つ𦣪𦣝臤臿烝癮珽䕺k跳つ𦣪𦣝臤臿烝癮珽䕺k跳つ

瓖畱瘨𤹪睘癁痝𤹪睘椈欄癮畒矞ブ癮曚Q瓘瓖畱瘨𤹪睘癁痝𤹪睘椈欄癮畒矞ブ癮曚Q瓘瓖畱瘨𤹪睘癁痝𤹪睘椈欄癮畒矞ブ癮曚Q瓘瓖畱瘨𤹪睘癁痝𤹪睘椈欄癮畒矞ブ癮曚Q瓘瓖畱瘨𤹪睘癁痝𤹪睘椈欄癮畒矞ブ癮曚Q瓘瓖畱瘨𤹪睘癁痝𤹪睘椈欄癮畒矞ブ癮曚Q瓘瓖畱瘨𤹪睘癁痝𤹪睘椈欄癮畒矞ブ癮曚Q瓘瓖畱瘨𤹪睘癁痝𤹪睘椈欄癮畒矞ブ癮曚Q瓘

鯲ゅ団40敕舢鯲ゅ団40敕舢鯲ゅ団40敕舢鯲ゅ団40敕舢鯲ゅ団40敕舢鯲ゅ団40敕舢鯲ゅ団40敕舢鯲ゅ団40敕舢 禡磕䅈稛穖竴癮瘓𥇍癮磕䈎穙䆴磹䇳籞┖禡磕癮ギ珵臁禡磕䅈稛穖竴癮瘓𥇍癮磕䈎穙䆴磹䇳籞┖禡磕癮ギ珵臁禡磕䅈稛穖竴癮瘓𥇍癮磕䈎穙䆴磹䇳籞┖禡磕癮ギ珵臁禡磕䅈稛穖竴癮瘓𥇍癮磕䈎穙䆴磹䇳籞┖禡磕癮ギ珵臁禡磕䅈稛穖竴癮瘓𥇍癮磕䈎穙䆴磹䇳籞┖禡磕癮ギ珵臁禡磕䅈稛穖竴癮瘓𥇍癮磕䈎穙䆴磹䇳籞┖禡磕癮ギ珵臁禡磕䅈稛穖竴癮瘓𥇍癮磕䈎穙䆴磹䇳籞┖禡磕癮ギ珵臁禡磕䅈稛穖竴癮瘓𥇍癮磕䈎穙䆴磹䇳籞┖禡磕癮ギ珵臁20072007烝烝烝烝烝烝烝烝 瞟瞤瞟瞤瞟瞤瞟瞤瞟瞤瞟瞤瞟瞤瞟瞤
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眭痏跳つ眭痏跳つ眭痏跳つ眭痏跳つ10篪阯篪阯篪阯篪阯 膅膅膅膅汁汁汁汁眭痏着搨誘抵䐢眭痏着搨誘抵䐢眭痏着搨誘抵䐢眭痏着搨誘抵䐢

㋐4/114/1110不便叛筆│旄㋐4/114/1110不便叛筆│旄㋐4/114/1110不便叛筆│旄㋐4/114/1110不便叛筆│旄㋐4/114/1110不便叛筆│旄㋐4/114/1110不便叛筆│旄㋐4/114/1110不便叛筆│旄㋐4/114/1110不便叛筆│旄
Psychoneuroendocrinoimmunology, PNEIPsychoneuroendocrinoimmunology, PNEIPsychoneuroendocrinoimmunology, PNEIPsychoneuroendocrinoimmunology, PNEIPsychoneuroendocrinoimmunology, PNEIPsychoneuroendocrinoimmunology, PNEIPsychoneuroendocrinoimmunology, PNEIPsychoneuroendocrinoimmunology, PNEI

CRHCRHCRHCRHCRHCRHCRHCRH癮穟籞䇳癮穟籞䇳癮穟籞䇳癮穟籞䇳癮穟籞䇳癮穟籞䇳癮穟籞䇳癮穟籞䇳
(corticotropin(corticotropin(corticotropin(corticotropin(corticotropin(corticotropin(corticotropin(corticotropin--------releasing hormone)releasing hormone)releasing hormone)releasing hormone)releasing hormone)releasing hormone)releasing hormone)releasing hormone)

4/1110笪𥫣稸穵4/1110笪𥫣稸穵4/1110笪𥫣稸穵4/1110笪𥫣稸穵4/1110笪𥫣稸穵4/1110笪𥫣稸穵4/1110笪𥫣稸穵4/1110笪𥫣稸穵

corticotropincorticotropincorticotropincorticotropincorticotropincorticotropincorticotropincorticotropin--------releasing hormone (CRH)releasing hormone (CRH)releasing hormone (CRH)releasing hormone (CRH)releasing hormone (CRH)releasing hormone (CRH)releasing hormone (CRH)releasing hormone (CRH)
corticotropincorticotropincorticotropincorticotropincorticotropincorticotropincorticotropincorticotropin--------releasing  factor (CRF)releasing  factor (CRF)releasing  factor (CRF)releasing  factor (CRF)releasing  factor (CRF)releasing  factor (CRF)releasing  factor (CRF)releasing  factor (CRF)

臽臤曇癮磕筿𥧔巉臽臤曇癮磕筿𥧔巉臽臤曇癮磕筿𥧔巉臽臤曇癮磕筿𥧔巉臽臤曇癮磕筿𥧔巉臽臤曇癮磕筿𥧔巉臽臤曇癮磕筿𥧔巉臽臤曇癮磕筿𥧔巉㽷瞢耨矞笪𥫣稸穵㽷瞢耨矞笪𥫣稸穵㽷瞢耨矞笪𥫣稸穵㽷瞢耨矞笪𥫣稸穵㽷瞢耨矞笪𥫣稸穵㽷瞢耨矞笪𥫣稸穵㽷瞢耨矞笪𥫣稸穵㽷瞢耨矞笪𥫣稸穵
膅膅膅膅膅膅膅膅W.W.Vale, et al.  1981; 1983W.W.Vale, et al.  1981; 1983W.W.Vale, et al.  1981; 1983W.W.Vale, et al.  1981; 1983W.W.Vale, et al.  1981; 1983W.W.Vale, et al.  1981; 1983W.W.Vale, et al.  1981; 1983W.W.Vale, et al.  1981; 1983䐢䐢䐢䐢䐢䐢䐢䐢

20不20不20不20不20不20不20不20不CRHCRHCRHCRHCRHCRHCRHCRHペブ出ワ典㿉窊筦籞箼篖癮便漱ペブ出ワ典㿉窊筦籞箼篖癮便漱ペブ出ワ典㿉窊筦籞箼篖癮便漱ペブ出ワ典㿉窊筦籞箼篖癮便漱ペブ出ワ典㿉窊筦籞箼篖癮便漱ペブ出ワ典㿉窊筦籞箼篖癮便漱ペブ出ワ典㿉窊筦籞箼篖癮便漱ペブ出ワ典㿉窊筦籞箼篖癮便漱
Swanson L.W., et al.  Neuroendocrinology, 36, 1983Swanson L.W., et al.  Neuroendocrinology, 36, 1983Swanson L.W., et al.  Neuroendocrinology, 36, 1983Swanson L.W., et al.  Neuroendocrinology, 36, 1983Swanson L.W., et al.  Neuroendocrinology, 36, 1983Swanson L.W., et al.  Neuroendocrinology, 36, 1983Swanson L.W., et al.  Neuroendocrinology, 36, 1983Swanson L.W., et al.  Neuroendocrinology, 36, 1983

20不20不20不20不20不20不20不20不CRHCRHCRHCRHCRHCRHCRHCRH溜杞典癮便漱溜杞典癮便漱溜杞典癮便漱溜杞典癮便漱溜杞典癮便漱溜杞典癮便漱溜杞典癮便漱溜杞典癮便漱
De Souza E.B.De Souza E.B.De Souza E.B.De Souza E.B.De Souza E.B.De Souza E.B.De Souza E.B.De Souza E.B.

CRHCRHCRHCRHCRHCRHCRHCRH癮端𤺋塁託壹典転ぁ㿉嘆霹転ぁ癮端𤺋塁託壹典転ぁ㿉嘆霹転ぁ癮端𤺋塁託壹典転ぁ㿉嘆霹転ぁ癮端𤺋塁託壹典転ぁ㿉嘆霹転ぁ癮端𤺋塁託壹典転ぁ㿉嘆霹転ぁ癮端𤺋塁託壹典転ぁ㿉嘆霹転ぁ癮端𤺋塁託壹典転ぁ㿉嘆霹転ぁ癮端𤺋塁託壹典転ぁ㿉嘆霹転ぁ
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瓖⑼槖瓖⑼槖瓖⑼槖瓖⑼槖瓖⑼槖瓖⑼槖瓖⑼槖瓖⑼槖--ズ熕託使ズ熕託使ズ熕託使ズ熕託使ズ熕託使ズ熕託使ズ熕託使ズ熕託使--託壹典託壹典託壹典託壹典託壹典託壹典託壹典託壹典--房33㋷瓘癮齪矗癮:コ㿉房33㋷瓘癮齪矗癮:コ㿉房33㋷瓘癮齪矗癮:コ㿉房33㋷瓘癮齪矗癮:コ㿉房33㋷瓘癮齪矗癮:コ㿉房33㋷瓘癮齪矗癮:コ㿉房33㋷瓘癮齪矗癮:コ㿉房33㋷瓘癮齪矗癮:コ㿉
禕䈎禴禴䈎稸禴磹穵籗竴磦籞穵窹穖祲㎏├禕䈎禴禴䈎稸禴磹穵籗竴磦籞穵窹穖祲㎏├禕䈎禴禴䈎稸禴磹穵籗竴磦籞穵窹穖祲㎏├禕䈎禴禴䈎稸禴磹穵籗竴磦籞穵窹穖祲㎏├禕䈎禴禴䈎稸禴磹穵籗竴磦籞穵窹穖祲㎏├禕䈎禴禴䈎稸禴磹穵籗竴磦籞穵窹穖祲㎏├禕䈎禴禴䈎稸禴磹穵籗竴磦籞穵窹穖祲㎏├禕䈎禴禴䈎稸禴磹穵籗竴磦籞穵窹穖祲㎏├

Hippocampus Hippocampus 舢⑼槖舢⑼槖舢⑼槖舢⑼槖舢⑼槖舢⑼槖舢⑼槖舢⑼槖
禕䈎禴禴䈎稸禴磹穵溜杞典疰わ枡癉斂圻瘃矞禕䈎禴禴䈎稸禴磹穵溜杞典疰わ枡癉斂圻瘃矞禕䈎禴禴䈎稸禴磹穵溜杞典疰わ枡癉斂圻瘃矞禕䈎禴禴䈎稸禴磹穵溜杞典疰わ枡癉斂圻瘃矞禕䈎禴禴䈎稸禴磹穵溜杞典疰わ枡癉斂圻瘃矞禕䈎禴禴䈎稸禴磹穵溜杞典疰わ枡癉斂圻瘃矞禕䈎禴禴䈎稸禴磹穵溜杞典疰わ枡癉斂圻瘃矞禕䈎禴禴䈎稸禴磹穵溜杞典疰わ枡癉斂圻瘃矞

䅈穪箵䅈籗g尤癉瞟矞⑼槖窊筦籞箼篖癮19モ舢䅈穪箵䅈籗g尤癉瞟矞⑼槖窊筦籞箼篖癮19モ舢䅈穪箵䅈籗g尤癉瞟矞⑼槖窊筦籞箼篖癮19モ舢䅈穪箵䅈籗g尤癉瞟矞⑼槖窊筦籞箼篖癮19モ舢䅈穪箵䅈籗g尤癉瞟矞⑼槖窊筦籞箼篖癮19モ舢䅈穪箵䅈籗g尤癉瞟矞⑼槖窊筦籞箼篖癮19モ舢䅈穪箵䅈籗g尤癉瞟矞⑼槖窊筦籞箼篖癮19モ舢䅈穪箵䅈籗g尤癉瞟矞⑼槖窊筦籞箼篖癮19モ舢
禕䈎禴禴䈎稸禴磹穵溜杞典凾徙癉瞟矞禕䈎禴禴䈎稸禴磹穵溜杞典凾徙癉瞟矞禕䈎禴禴䈎稸禴磹穵溜杞典凾徙癉瞟矞禕䈎禴禴䈎稸禴磹穵溜杞典凾徙癉瞟矞禕䈎禴禴䈎稸禴磹穵溜杞典凾徙癉瞟矞禕䈎禴禴䈎稸禴磹穵溜杞典凾徙癉瞟矞禕䈎禴禴䈎稸禴磹穵溜杞典凾徙癉瞟矞禕䈎禴禴䈎稸禴磹穵溜杞典凾徙癉瞟矞

竴磦籞穵窹穖祲㎏├癮Ō90㿉珽禴䈎稸稕籞䈎✂┘竴磦籞穵窹穖祲㎏├癮Ō90㿉珽禴䈎稸稕籞䈎✂┘竴磦籞穵窹穖祲㎏├癮Ō90㿉珽禴䈎稸稕籞䈎✂┘竴磦籞穵窹穖祲㎏├癮Ō90㿉珽禴䈎稸稕籞䈎✂┘竴磦籞穵窹穖祲㎏├癮Ō90㿉珽禴䈎稸稕籞䈎✂┘竴磦籞穵窹穖祲㎏├癮Ō90㿉珽禴䈎稸稕籞䈎✂┘竴磦籞穵窹穖祲㎏├癮Ō90㿉珽禴䈎稸稕籞䈎✂┘竴磦籞穵窹穖祲㎏├癮Ō90㿉珽禴䈎稸稕籞䈎✂┘
Sapolsky RM, 1986Sapolsky RM, 1986Sapolsky RM, 1986Sapolsky RM, 1986Sapolsky RM, 1986Sapolsky RM, 1986Sapolsky RM, 1986Sapolsky RM, 1986

裴燵ィî┘癉疢痏矞弯戻癮裴燵ィî┘癉疢痏矞弯戻癮裴燵ィî┘癉疢痏矞弯戻癮裴燵ィî┘癉疢痏矞弯戻癮裴燵ィî┘癉疢痏矞弯戻癮裴燵ィî┘癉疢痏矞弯戻癮裴燵ィî┘癉疢痏矞弯戻癮裴燵ィî┘癉疢痏矞弯戻癮
✂嘆✂嘆✂嘆✂嘆✂嘆✂嘆✂嘆✂嘆ACTHACTHACTHACTHACTHACTHACTHACTH籗籗籗籗籗籗籗籗CortisolCortisolCortisolCortisolCortisolCortisolCortisolCortisol癮ぎ濟珽弐癮ぎ濟珽弐癮ぎ濟珽弐癮ぎ濟珽弐癮ぎ濟珽弐癮ぎ濟珽弐癮ぎ濟珽弐癮ぎ濟珽弐

Ë燵㿉裴燵ィî┘癉疢痏矞Ë燵㿉裴燵ィî┘癉疢痏矞Ë燵㿉裴燵ィî┘癉疢痏矞Ë燵㿉裴燵ィî┘癉疢痏矞Ë燵㿉裴燵ィî┘癉疢痏矞Ë燵㿉裴燵ィî┘癉疢痏矞Ë燵㿉裴燵ィî┘癉疢痏矞Ë燵㿉裴燵ィî┘癉疢痏矞
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臬䐢糂韆搨皀1膅筆│1䐢癮崢甓臬䐢糂韆搨皀1膅筆│1䐢癮崢甓臬䐢糂韆搨皀1膅筆│1䐢癮崢甓臬䐢糂韆搨皀1膅筆│1䐢癮崢甓臬䐢糂韆搨皀1膅筆│1䐢癮崢甓臬䐢糂韆搨皀1膅筆│1䐢癮崢甓臬䐢糂韆搨皀1膅筆│1䐢癮崢甓臬䐢糂韆搨皀1膅筆│1䐢癮崢甓

臽䐢臽䐢臽䐢臽䐢臽䐢臽䐢臽䐢臽䐢⊕湊藴朿膅儁巠⊕湊䐢癮㏌棍⊕湊藴朿膅儁巠⊕湊䐢癮㏌棍⊕湊藴朿膅儁巠⊕湊䐢癮㏌棍⊕湊藴朿膅儁巠⊕湊䐢癮㏌棍⊕湊藴朿膅儁巠⊕湊䐢癮㏌棍⊕湊藴朿膅儁巠⊕湊䐢癮㏌棍⊕湊藴朿膅儁巠⊕湊䐢癮㏌棍⊕湊藴朿膅儁巠⊕湊䐢癮㏌棍

臿䐢臿䐢臿䐢臿䐢臿䐢臿䐢臿䐢臿䐢ィî㎏1籗蹙濟ブ㌱湊転1本ィî㎏1籗蹙濟ブ㌱湊転1本ィî㎏1籗蹙濟ブ㌱湊転1本ィî㎏1籗蹙濟ブ㌱湊転1本ィî㎏1籗蹙濟ブ㌱湊転1本ィî㎏1籗蹙濟ブ㌱湊転1本ィî㎏1籗蹙濟ブ㌱湊転1本ィî㎏1籗蹙濟ブ㌱湊転1本(ADL)(ADL)籗粤煽癮謦冏籗粤煽癮謦冏籗粤煽癮謦冏籗粤煽癮謦冏籗粤煽癮謦冏籗粤煽癮謦冏籗粤煽癮謦冏籗粤煽癮謦冏

𦥯䐢𦥯䐢𦥯䐢𦥯䐢𦥯䐢𦥯䐢𦥯䐢𦥯䐢薺穿1本癮謦冏薺穿1本癮謦冏薺穿1本癮謦冏薺穿1本癮謦冏薺穿1本癮謦冏薺穿1本癮謦冏薺穿1本癮謦冏薺穿1本癮謦冏

舄䐢舄䐢舄䐢舄䐢舄䐢舄䐢舄䐢舄䐢ブ㌱癮ョ臁ブ㌱癮ョ臁ブ㌱癮ョ臁ブ㌱癮ョ臁ブ㌱癮ョ臁ブ㌱癮ョ臁ブ㌱癮ョ臁ブ㌱癮ョ臁Quality of Life (QOL)Quality of Life (QOL)癮謦冏癮謦冏癮謦冏癮謦冏癮謦冏癮謦冏癮謦冏癮謦冏 眚㽷眚㽷眚㽷眚㽷眚㽷眚㽷眚㽷眚㽷

瓖瓖瓖瓖倀倀倀倀くくくくgggg■■■■瓖瓖瓖瓖倀倀倀倀くくくくgggg■■■■ Outdoor Outdoor 磕磕磕磕祲祲祲祲穟穟穟穟磦磦磦磦竌竌竌竌穟穟穟穟磦磦磦磦禡禡禡禡磕磕磕磕籗籗籗籗𥫣𥫣𥫣𥫣箼箼箼箼禕禕禕禕箐箐箐箐筁筁筁筁磕磕磕磕祲祲祲祲穟穟穟穟磦磦磦磦竌竌竌竌穟穟穟穟磦磦磦磦禡禡禡禡磕磕磕磕籗籗籗籗𥫣𥫣𥫣𥫣箼箼箼箼禕禕禕禕箐箐箐箐筁筁筁筁 ( FY( FY--OACP ) OACP ) 瓘瓘瓘瓘曚曚曚曚跖跖跖跖癮癮癮癮┦┦┦┦敕敕敕敕瓘瓘瓘瓘曚曚曚曚跖跖跖跖癮癮癮癮┦┦┦┦敕敕敕敕 はた𤹪噬𥆩矟瘓g■はた𤹪噬𥆩矟瘓g■はた𤹪噬𥆩矟瘓g■はた𤹪噬𥆩矟瘓g■禕箐磾篖穵禕箐磾篖穵禕箐磾篖穵禕箐磾篖穵 𤹪癮𤹪癮𤹪癮𤹪癮磕祲穟磦竌穟磦磕祲穟磦竌穟磦磕祲穟磦竌穟磦磕祲穟磦竌穟磦 癮皧㿉痝𥆩癮皧㿉痝𥆩癮皧㿉痝𥆩癮皧㿉痝𥆩
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瓖倀くg■瓖倀くg■瓖倀くg■瓖倀くg■瓖倀くg■瓖倀くg■瓖倀くg■瓖倀くg■OutdoorOutdoor磕祲穟磦竌穟磦禡磕籗𥫣箼禕箐筁磕祲穟磦竌穟磦禡磕籗𥫣箼禕箐筁磕祲穟磦竌穟磦禡磕籗𥫣箼禕箐筁磕祲穟磦竌穟磦禡磕籗𥫣箼禕箐筁磕祲穟磦竌穟磦禡磕籗𥫣箼禕箐筁磕祲穟磦竌穟磦禡磕籗𥫣箼禕箐筁磕祲穟磦竌穟磦禡磕籗𥫣箼禕箐筁磕祲穟磦竌穟磦禡磕籗𥫣箼禕箐筁
(FY(FY--OACP)OACP)瓘癮├耨㿉禍⊕癮腆奭瓘癮├耨㿉禍⊕癮腆奭瓘癮├耨㿉禍⊕癮腆奭瓘癮├耨㿉禍⊕癮腆奭瓘癮├耨㿉禍⊕癮腆奭瓘癮├耨㿉禍⊕癮腆奭瓘癮├耨㿉禍⊕癮腆奭瓘癮├耨㿉禍⊕癮腆奭

膅臤䐢礥籞𥫣窊篖禕鍠瓖疢瞟痓瘓畱睼疷痀砉瓘𦨞g■禕箐磾篖穵砅豌九膅臤䐢礥籞𥫣窊篖禕鍠瓖疢瞟痓瘓畱睼疷痀砉瓘𦨞g■禕箐磾篖穵砅豌九膅臤䐢礥籞𥫣窊篖禕鍠瓖疢瞟痓瘓畱睼疷痀砉瓘𦨞g■禕箐磾篖穵砅豌九膅臤䐢礥籞𥫣窊篖禕鍠瓖疢瞟痓瘓畱睼疷痀砉瓘𦨞g■禕箐磾篖穵砅豌九膅臤䐢礥籞𥫣窊篖禕鍠瓖疢瞟痓瘓畱睼疷痀砉瓘𦨞g■禕箐磾篖穵砅豌九膅臤䐢礥籞𥫣窊篖禕鍠瓖疢瞟痓瘓畱睼疷痀砉瓘𦨞g■禕箐磾篖穵砅豌九膅臤䐢礥籞𥫣窊篖禕鍠瓖疢瞟痓瘓畱睼疷痀砉瓘𦨞g■禕箐磾篖穵砅豌九膅臤䐢礥籞𥫣窊篖禕鍠瓖疢瞟痓瘓畱睼疷痀砉瓘𦨞g■禕箐磾篖穵砅豌九, , カ棡カ棡カ棡カ棡カ棡カ棡カ棡カ棡, , fl濂fl濂fl濂fl濂fl濂fl濂fl濂fl濂
膅𦣪䐢萍莖膅𦣪䐢萍莖膅𦣪䐢萍莖膅𦣪䐢萍莖膅𦣪䐢萍莖膅𦣪䐢萍莖膅𦣪䐢萍莖膅𦣪䐢萍莖,, 箛磕箛穟磦籗礥箛礐篖穟籞种𥮲篖箛磕箛穟磦籗礥箛礐篖穟籞种𥮲篖箛磕箛穟磦籗礥箛礐篖穟籞种𥮲篖箛磕箛穟磦籗礥箛礐篖穟籞种𥮲篖箛磕箛穟磦籗礥箛礐篖穟籞种𥮲篖箛磕箛穟磦籗礥箛礐篖穟籞种𥮲篖箛磕箛穟磦籗礥箛礐篖穟籞种𥮲篖箛磕箛穟磦籗礥箛礐篖穟籞种𥮲篖 (RO)(RO)

埞笮篊磹穪笯籞穵籗蹙沈祊籞穵砅砺ぁ痮瘳烝鏤蹙癮:ィ埞笮篊磹穪笯籞穵籗蹙沈祊籞穵砅砺ぁ痮瘳烝鏤蹙癮:ィ埞笮篊磹穪笯籞穵籗蹙沈祊籞穵砅砺ぁ痮瘳烝鏤蹙癮:ィ埞笮篊磹穪笯籞穵籗蹙沈祊籞穵砅砺ぁ痮瘳烝鏤蹙癮:ィ埞笮篊磹穪笯籞穵籗蹙沈祊籞穵砅砺ぁ痮瘳烝鏤蹙癮:ィ埞笮篊磹穪笯籞穵籗蹙沈祊籞穵砅砺ぁ痮瘳烝鏤蹙癮:ィ埞笮篊磹穪笯籞穵籗蹙沈祊籞穵砅砺ぁ痮瘳烝鏤蹙癮:ィ埞笮篊磹穪笯籞穵籗蹙沈祊籞穵砅砺ぁ痮瘳烝鏤蹙癮:ィ
埰はたホ癮迯ヴ瞭砅コ琢痓瘳迯庖癮:ィ埰はたホ癮迯ヴ瞭砅コ琢痓瘳迯庖癮:ィ埰はたホ癮迯ヴ瞭砅コ琢痓瘳迯庖癮:ィ埰はたホ癮迯ヴ瞭砅コ琢痓瘳迯庖癮:ィ埰はたホ癮迯ヴ瞭砅コ琢痓瘳迯庖癮:ィ埰はたホ癮迯ヴ瞭砅コ琢痓瘳迯庖癮:ィ埰はたホ癮迯ヴ瞭砅コ琢痓瘳迯庖癮:ィ埰はたホ癮迯ヴ瞭砅コ琢痓瘳迯庖癮:ィ
㙊はた癮椻靱癉瞟矞剋ソ崩奣㙊はた癮椻靱癉瞟矞剋ソ崩奣㙊はた癮椻靱癉瞟矞剋ソ崩奣㙊はた癮椻靱癉瞟矞剋ソ崩奣㙊はた癮椻靱癉瞟矞剋ソ崩奣㙊はた癮椻靱癉瞟矞剋ソ崩奣㙊はた癮椻靱癉瞟矞剋ソ崩奣㙊はた癮椻靱癉瞟矞剋ソ崩奣
埸穪竨穖祲䅈籗鑚蹙癮𥫣箼禕箐筁䇮窊筦籞癮問跳籗シ軛埸穪竨穖祲䅈籗鑚蹙癮𥫣箼禕箐筁䇮窊筦籞癮問跳籗シ軛埸穪竨穖祲䅈籗鑚蹙癮𥫣箼禕箐筁䇮窊筦籞癮問跳籗シ軛埸穪竨穖祲䅈籗鑚蹙癮𥫣箼禕箐筁䇮窊筦籞癮問跳籗シ軛埸穪竨穖祲䅈籗鑚蹙癮𥫣箼禕箐筁䇮窊筦籞癮問跳籗シ軛埸穪竨穖祲䅈籗鑚蹙癮𥫣箼禕箐筁䇮窊筦籞癮問跳籗シ軛埸穪竨穖祲䅈籗鑚蹙癮𥫣箼禕箐筁䇮窊筦籞癮問跳籗シ軛埸穪竨穖祲䅈籗鑚蹙癮𥫣箼禕箐筁䇮窊筦籞癮問跳籗シ軛

膅臬䐢堠齠砅ぁ畱瘳╪賠典覓膅臬䐢堠齠砅ぁ畱瘳╪賠典覓膅臬䐢堠齠砅ぁ畱瘳╪賠典覓膅臬䐢堠齠砅ぁ畱瘳╪賠典覓膅臬䐢堠齠砅ぁ畱瘳╪賠典覓膅臬䐢堠齠砅ぁ畱瘳╪賠典覓膅臬䐢堠齠砅ぁ畱瘳╪賠典覓膅臬䐢堠齠砅ぁ畱瘳╪賠典覓
膅臽䐢蹙鏥矬瞤䇮磹篖籗𥫣箼禕箐筁籗䇮窊筦籞膅臽䐢蹙鏥矬瞤䇮磹篖籗𥫣箼禕箐筁籗䇮窊筦籞膅臽䐢蹙鏥矬瞤䇮磹篖籗𥫣箼禕箐筁籗䇮窊筦籞膅臽䐢蹙鏥矬瞤䇮磹篖籗𥫣箼禕箐筁籗䇮窊筦籞膅臽䐢蹙鏥矬瞤䇮磹篖籗𥫣箼禕箐筁籗䇮窊筦籞膅臽䐢蹙鏥矬瞤䇮磹篖籗𥫣箼禕箐筁籗䇮窊筦籞膅臽䐢蹙鏥矬瞤䇮磹篖籗𥫣箼禕箐筁籗䇮窊筦籞膅臽䐢蹙鏥矬瞤䇮磹篖籗𥫣箼禕箐筁籗䇮窊筦籞
膅臿䐢帝纈舢膅臿䐢帝纈舢膅臿䐢帝纈舢膅臿䐢帝纈舢膅臿䐢帝纈舢膅臿䐢帝纈舢膅臿䐢帝纈舢膅臿䐢帝纈舢 oつ禡磕䅈稛穖竴癉瞟矞䅣篖䅈艚乿oつ禡磕䅈稛穖竴癉瞟矞䅣篖䅈艚乿oつ禡磕䅈稛穖竴癉瞟矞䅣篖䅈艚乿oつ禡磕䅈稛穖竴癉瞟矞䅣篖䅈艚乿oつ禡磕䅈稛穖竴癉瞟矞䅣篖䅈艚乿oつ禡磕䅈稛穖竴癉瞟矞䅣篖䅈艚乿oつ禡磕䅈稛穖竴癉瞟矞䅣篖䅈艚乿oつ禡磕䅈稛穖竴癉瞟矞䅣篖䅈艚乿
膅𦥯䐢辿偖舢膅𦥯䐢辿偖舢膅𦥯䐢辿偖舢膅𦥯䐢辿偖舢膅𦥯䐢辿偖舢膅𦥯䐢辿偖舢膅𦥯䐢辿偖舢膅𦥯䐢辿偖舢 辿ぶ祊籞穵籗祊箐礥禡砅砺ぁ痮瘳廟佻𤹪淋偖辿ぶ祊籞穵籗祊箐礥禡砅砺ぁ痮瘳廟佻𤹪淋偖辿ぶ祊籞穵籗祊箐礥禡砅砺ぁ痮瘳廟佻𤹪淋偖辿ぶ祊籞穵籗祊箐礥禡砅砺ぁ痮瘳廟佻𤹪淋偖辿ぶ祊籞穵籗祊箐礥禡砅砺ぁ痮瘳廟佻𤹪淋偖辿ぶ祊籞穵籗祊箐礥禡砅砺ぁ痮瘳廟佻𤹪淋偖辿ぶ祊籞穵籗祊箐礥禡砅砺ぁ痮瘳廟佻𤹪淋偖辿ぶ祊籞穵籗祊箐礥禡砅砺ぁ痮瘳廟佻𤹪淋偖
膅舄䐢冨燵癮箛磕箛穟磦籗礥箛礐篖穟籞种𥮲篖膅舄䐢冨燵癮箛磕箛穟磦籗礥箛礐篖穟籞种𥮲篖膅舄䐢冨燵癮箛磕箛穟磦籗礥箛礐篖穟籞种𥮲篖膅舄䐢冨燵癮箛磕箛穟磦籗礥箛礐篖穟籞种𥮲篖膅舄䐢冨燵癮箛磕箛穟磦籗礥箛礐篖穟籞种𥮲篖膅舄䐢冨燵癮箛磕箛穟磦籗礥箛礐篖穟籞种𥮲篖膅舄䐢冨燵癮箛磕箛穟磦籗礥箛礐篖穟籞种𥮲篖膅舄䐢冨燵癮箛磕箛穟磦籗礥箛礐篖穟籞种𥮲篖 (RO) (RO) 㿉02嫡癮萍莖㿉02嫡癮萍莖㿉02嫡癮萍莖㿉02嫡癮萍莖㿉02嫡癮萍莖㿉02嫡癮萍莖㿉02嫡癮萍莖㿉02嫡癮萍莖
膅𦧝䐢膅𦧝䐢膅𦧝䐢膅𦧝䐢膅𦧝䐢膅𦧝䐢膅𦧝䐢膅𦧝䐢BGMBGM癮𤺋疰矟矞嘆癮𤺋疰矟矞嘆癮𤺋疰矟矞嘆癮𤺋疰矟矞嘆癮𤺋疰矟矞嘆癮𤺋疰矟矞嘆癮𤺋疰矟矞嘆癮𤺋疰矟矞嘆, , 理盆k㿉䅈稛穖竴癉瞟矞95や抵舢理盆k㿉䅈稛穖竴癉瞟矞95や抵舢理盆k㿉䅈稛穖竴癉瞟矞95や抵舢理盆k㿉䅈稛穖竴癉瞟矞95や抵舢理盆k㿉䅈稛穖竴癉瞟矞95や抵舢理盆k㿉䅈稛穖竴癉瞟矞95や抵舢理盆k㿉䅈稛穖竴癉瞟矞95や抵舢理盆k㿉䅈稛穖竴癉瞟矞95や抵舢

曨窂箐穟磦𥫤籗禡磕磕𥫣箼籞稸杇膅㾮癮朝瞢痮痠砅裴砉痱矞曇慕曨窂箐穟磦𥫤籗禡磕磕𥫣箼籞稸杇膅㾮癮朝瞢痮痠砅裴砉痱矞曇慕曨窂箐穟磦𥫤籗禡磕磕𥫣箼籞稸杇膅㾮癮朝瞢痮痠砅裴砉痱矞曇慕曨窂箐穟磦𥫤籗禡磕磕𥫣箼籞稸杇膅㾮癮朝瞢痮痠砅裴砉痱矞曇慕曨窂箐穟磦𥫤籗禡磕磕𥫣箼籞稸杇膅㾮癮朝瞢痮痠砅裴砉痱矞曇慕曨窂箐穟磦𥫤籗禡磕磕𥫣箼籞稸杇膅㾮癮朝瞢痮痠砅裴砉痱矞曇慕曨窂箐穟磦𥫤籗禡磕磕𥫣箼籞稸杇膅㾮癮朝瞢痮痠砅裴砉痱矞曇慕曨窂箐穟磦𥫤籗禡磕磕𥫣箼籞稸杇膅㾮癮朝瞢痮痠砅裴砉痱矞曇慕磕𥫣箼籞稸䐢磕𥫣箼籞稸䐢磕𥫣箼籞稸䐢磕𥫣箼籞稸䐢磕𥫣箼籞稸䐢磕𥫣箼籞稸䐢磕𥫣箼籞稸䐢磕𥫣箼籞稸䐢

膅舙䐢礐篖穧磦篖禕鍠瓖疢睘瘜𥈞癮䇳籞稸瓘𦨞膅舙䐢礐篖穧磦篖禕鍠瓖疢睘瘜𥈞癮䇳籞稸瓘𦨞膅舙䐢礐篖穧磦篖禕鍠瓖疢睘瘜𥈞癮䇳籞稸瓘𦨞膅舙䐢礐篖穧磦篖禕鍠瓖疢睘瘜𥈞癮䇳籞稸瓘𦨞膅舙䐢礐篖穧磦篖禕鍠瓖疢睘瘜𥈞癮䇳籞稸瓘𦨞膅舙䐢礐篖穧磦篖禕鍠瓖疢睘瘜𥈞癮䇳籞稸瓘𦨞膅舙䐢礐篖穧磦篖禕鍠瓖疢睘瘜𥈞癮䇳籞稸瓘𦨞膅舙䐢礐篖穧磦篖禕鍠瓖疢睘瘜𥈞癮䇳籞稸瓘𦨞 澣曦カ棡澣曦カ棡澣曦カ棡澣曦カ棡澣曦カ棡澣曦カ棡澣曦カ棡澣曦カ棡

臃脉ギ迯戻臃脉ギ迯戻臃脉ギ迯戻臃脉ギ迯戻臃脉ギ迯戻臃脉ギ迯戻臃脉ギ迯戻臃脉ギ迯戻, , ㋼𦥯𦣝便𦨞㋼𦥯𦣝便𦨞㋼𦥯𦣝便𦨞㋼𦥯𦣝便𦨞㋼𦥯𦣝便𦨞㋼𦥯𦣝便𦨞㋼𦥯𦣝便𦨞㋼𦥯𦣝便𦨞 理盆k豬理盆k豬理盆k豬理盆k豬理盆k豬理盆k豬理盆k豬理盆k豬, , ㋼𦣪𦣝隣𦨞㋼𦣪𦣝隣𦨞㋼𦣪𦣝隣𦨞㋼𦣪𦣝隣𦨞㋼𦣪𦣝隣𦨞㋼𦣪𦣝隣𦨞㋼𦣪𦣝隣𦨞㋼𦣪𦣝隣𦨞 䅈稛穖竴豬䅈稛穖竴豬䅈稛穖竴豬䅈稛穖竴豬䅈稛穖竴豬䅈稛穖竴豬䅈稛穖竴豬䅈稛穖竴豬, , ㋼臤𦣝隣臃㋼臤𦣝隣臃㋼臤𦣝隣臃㋼臤𦣝隣臃㋼臤𦣝隣臃㋼臤𦣝隣臃㋼臤𦣝隣臃㋼臤𦣝隣臃

瓖倀くg■瓖倀くg■瓖倀くg■瓖倀くg■瓖倀くg■瓖倀くg■瓖倀くg■瓖倀くg■OutdoorOutdoor磕祲穟磦竌穟磦禡磕籗磕祲穟磦竌穟磦禡磕籗磕祲穟磦竌穟磦禡磕籗磕祲穟磦竌穟磦禡磕籗磕祲穟磦竌穟磦禡磕籗磕祲穟磦竌穟磦禡磕籗磕祲穟磦竌穟磦禡磕籗磕祲穟磦竌穟磦禡磕籗
𥫣箼禕箐筁𥫣箼禕箐筁𥫣箼禕箐筁𥫣箼禕箐筁𥫣箼禕箐筁𥫣箼禕箐筁𥫣箼禕箐筁𥫣箼禕箐筁(FY(FY--OACP)OACP)瓘瓘瓘瓘瓘瓘瓘瓘

癮癮癮癮癮癮癮癮
DVDDVDズはズはズはズはズはズはズはズは

48嚔癮ン鎬膅48嚔癮ン鎬膅48嚔癮ン鎬膅48嚔癮ン鎬膅48嚔癮ン鎬膅48嚔癮ン鎬膅48嚔癮ン鎬膅48嚔癮ン鎬膅19971997199719971997199719971997烝箆7䐢癉蚣Ó烝箆7䐢癉蚣Ó烝箆7䐢癉蚣Ó烝箆7䐢癉蚣Ó烝箆7䐢癉蚣Ó烝箆7䐢癉蚣Ó烝箆7䐢癉蚣Ó烝箆7䐢癉蚣Ó
曨曨曨曨曨曨曨曨Alzheimer’s Disease: Biology, Alzheimer’s Disease: Biology, Alzheimer’s Disease: Biology, Alzheimer’s Disease: Biology, Alzheimer’s Disease: Biology, Alzheimer’s Disease: Biology, Alzheimer’s Disease: Biology, Alzheimer’s Disease: Biology, 
Diagnosis and Therapeutics”Diagnosis and Therapeutics”Diagnosis and Therapeutics”Diagnosis and Therapeutics”Diagnosis and Therapeutics”Diagnosis and Therapeutics”Diagnosis and Therapeutics”Diagnosis and Therapeutics”

FYFYFYFYFYFYFYFY--------OACPOACPOACPOACPOACPOACPOACPOACP癮⊕湊藴朿盨癮亦霙癮⊕湊藴朿盨癮亦霙癮⊕湊藴朿盨癮亦霙癮⊕湊藴朿盨癮亦霙癮⊕湊藴朿盨癮亦霙癮⊕湊藴朿盨癮亦霙癮⊕湊藴朿盨癮亦霙癮⊕湊藴朿盨癮亦霙

FYFYFYFYFYFYFYFY--------OACPOACPOACPOACPOACPOACPOACPOACP癮✂嘆癮✂嘆癮✂嘆癮✂嘆癮✂嘆癮✂嘆癮✂嘆癮✂嘆ACTHACTHACTHACTHACTHACTHACTHACTH籗籗籗籗籗籗籗籗CortisolCortisolCortisolCortisolCortisolCortisolCortisolCortisol
蹙不蹙不蹙不蹙不蹙不蹙不蹙不蹙不箛𥞩筁ã癧盨癮亦霙箛𥞩筁ã癧盨癮亦霙箛𥞩筁ã癧盨癮亦霙箛𥞩筁ã癧盨癮亦霙箛𥞩筁ã癧盨癮亦霙箛𥞩筁ã癧盨癮亦霙箛𥞩筁ã癧盨癮亦霙箛𥞩筁ã癧盨癮亦霙

瓖倀くg■瓖倀くg■瓖倀くg■瓖倀くg■瓖倀くg■瓖倀くg■瓖倀くg■瓖倀くg■Outdoor Outdoor 磕祲穟磦竌穟磦禡磕籗𥫣箼禕箐筁磕祲穟磦竌穟磦禡磕籗𥫣箼禕箐筁磕祲穟磦竌穟磦禡磕籗𥫣箼禕箐筁磕祲穟磦竌穟磦禡磕籗𥫣箼禕箐筁磕祲穟磦竌穟磦禡磕籗𥫣箼禕箐筁磕祲穟磦竌穟磦禡磕籗𥫣箼禕箐筁磕祲穟磦竌穟磦禡磕籗𥫣箼禕箐筁磕祲穟磦竌穟磦禡磕籗𥫣箼禕箐筁(FY(FY--OACP)OACP)瓘瓘瓘瓘瓘瓘瓘瓘
癉瞟矞ィî┘珽䕺k癮ブ㌱癮ョ癉瞟矞ィî┘珽䕺k癮ブ㌱癮ョ癉瞟矞ィî┘珽䕺k癮ブ㌱癮ョ癉瞟矞ィî┘珽䕺k癮ブ㌱癮ョ癉瞟矞ィî┘珽䕺k癮ブ㌱癮ョ癉瞟矞ィî┘珽䕺k癮ブ㌱癮ョ癉瞟矞ィî┘珽䕺k癮ブ㌱癮ョ癉瞟矞ィî┘珽䕺k癮ブ㌱癮ョ(QOL) (QOL) 癉疢痏矞謦冏亦霙癉疢痏矞謦冏亦霙癉疢痏矞謦冏亦霙癉疢痏矞謦冏亦霙癉疢痏矞謦冏亦霙癉疢痏矞謦冏亦霙癉疢痏矞謦冏亦霙癉疢痏矞謦冏亦霙

臃曨謦ワ蹙鑚7ィî┘珽䕺k癮ブ㌱癮ョ楮燵臃曨謦ワ蹙鑚7ィî┘珽䕺k癮ブ㌱癮ョ楮燵臃曨謦ワ蹙鑚7ィî┘珽䕺k癮ブ㌱癮ョ楮燵臃曨謦ワ蹙鑚7ィî┘珽䕺k癮ブ㌱癮ョ楮燵臃曨謦ワ蹙鑚7ィî┘珽䕺k癮ブ㌱癮ョ楮燵臃曨謦ワ蹙鑚7ィî┘珽䕺k癮ブ㌱癮ョ楮燵臃曨謦ワ蹙鑚7ィî┘珽䕺k癮ブ㌱癮ョ楮燵臃曨謦ワ蹙鑚7ィî┘珽䕺k癮ブ㌱癮ョ楮燵ォヒバネォヒバネォヒバネォヒバネォヒバネォヒバネォヒバネォヒバネギギギギギギギギヅオヅオヅオヅオヅオヅオヅオヅオ””癮愍疆磽㿉鐚ぁ磽癮愍疆磽㿉鐚ぁ磽癮愍疆磽㿉鐚ぁ磽癮愍疆磽㿉鐚ぁ磽癮愍疆磽㿉鐚ぁ磽癮愍疆磽㿉鐚ぁ磽癮愍疆磽㿉鐚ぁ磽癮愍疆磽㿉鐚ぁ磽臃臃臃臃臃臃臃臃

熏歹p熏歹p熏歹p熏歹p熏歹p熏歹p熏歹p熏歹p 諭₂堙朝㊍離抵諭₂堙朝㊍離抵諭₂堙朝㊍離抵諭₂堙朝㊍離抵諭₂堙朝㊍離抵諭₂堙朝㊍離抵諭₂堙朝㊍離抵諭₂堙朝㊍離抵 03樅離粽┖㾱03樅離粽┖㾱03樅離粽┖㾱03樅離粽┖㾱03樅離粽┖㾱03樅離粽┖㾱03樅離粽┖㾱03樅離粽┖㾱 ㋐4/1156㋐4/1156㋐4/1156㋐4/1156㋐4/1156㋐4/1156㋐4/1156㋐4/1156

淀ゅ藁敕淀ゅ藁敕淀ゅ藁敕淀ゅ藁敕淀ゅ藁敕淀ゅ藁敕淀ゅ藁敕淀ゅ藁敕, , 託〉ょぇ託〉ょぇ託〉ょぇ託〉ょぇ託〉ょぇ託〉ょぇ託〉ょぇ託〉ょぇ, , 鑽炭毒濯鑽炭毒濯鑽炭毒濯鑽炭毒濯鑽炭毒濯鑽炭毒濯鑽炭毒濯鑽炭毒濯

0臽嘖蹙鑚┸連禡磕旄抵彳抵0臽嘖蹙鑚┸連禡磕旄抵彳抵0臽嘖蹙鑚┸連禡磕旄抵彳抵0臽嘖蹙鑚┸連禡磕旄抵彳抵0臽嘖蹙鑚┸連禡磕旄抵彳抵0臽嘖蹙鑚┸連禡磕旄抵彳抵0臽嘖蹙鑚┸連禡磕旄抵彳抵0臽嘖蹙鑚┸連禡磕旄抵彳抵,  2003,  2003,  2003,  2003,  2003,  2003,  2003,  2003烝烝烝烝烝烝烝烝1111111111111111鏤鏤鏤鏤鏤鏤鏤鏤,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  珍瞭滲珍瞭滲珍瞭滲珍瞭滲珍瞭滲珍瞭滲珍瞭滲珍瞭滲
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跏堙跏堙跏堙跏堙跏堙跏堙跏堙跏堙
輳㽷瞢穂彜癮輳㽷瞢穂彜癮輳㽷瞢穂彜癮輳㽷瞢穂彜癮輳㽷瞢穂彜癮輳㽷瞢穂彜癮輳㽷瞢穂彜癮輳㽷瞢穂彜癮1.51.5篪鏤戻篪鏤戻篪鏤戻篪鏤戻篪鏤戻篪鏤戻篪鏤戻篪鏤戻, FY, FY--OACPOACP砅’蹙㋼砅’蹙㋼砅’蹙㋼砅’蹙㋼砅’蹙㋼砅’蹙㋼砅’蹙㋼砅’蹙㋼6060便臁便臁便臁便臁便臁便臁便臁便臁

㾱不癮g■禕箐磾篖穵𤹪蹈寤癮ギ媧𤹪跖⊕痮瘓璒㾱不癮g■禕箐磾篖穵𤹪蹈寤癮ギ媧𤹪跖⊕痮瘓璒㾱不癮g■禕箐磾篖穵𤹪蹈寤癮ギ媧𤹪跖⊕痮瘓璒㾱不癮g■禕箐磾篖穵𤹪蹈寤癮ギ媧𤹪跖⊕痮瘓璒㾱不癮g■禕箐磾篖穵𤹪蹈寤癮ギ媧𤹪跖⊕痮瘓璒㾱不癮g■禕箐磾篖穵𤹪蹈寤癮ギ媧𤹪跖⊕痮瘓璒㾱不癮g■禕箐磾篖穵𤹪蹈寤癮ギ媧𤹪跖⊕痮瘓璒㾱不癮g■禕箐磾篖穵𤹪蹈寤癮ギ媧𤹪跖⊕痮瘓璒

跳評縫㿉跳評跳評縫㿉跳評跳評縫㿉跳評跳評縫㿉跳評跳評縫㿉跳評跳評縫㿉跳評跳評縫㿉跳評跳評縫㿉跳評1.51.5篪鏤癆癉臁篪鏤癆癉臁篪鏤癆癉臁篪鏤癆癉臁篪鏤癆癉臁篪鏤癆癉臁篪鏤癆癉臁篪鏤癆癉臁

埞筿窊埞筿窊埞筿窊埞筿窊埞筿窊埞筿窊埞筿窊埞筿窊--䇮篖稛䈎籗䅈穟籞穪䇮篖稛䈎籗䅈穟籞穪䇮篖稛䈎籗䅈穟籞穪䇮篖稛䈎籗䅈穟籞穪䇮篖稛䈎籗䅈穟籞穪䇮篖稛䈎籗䅈穟籞穪䇮篖稛䈎籗䅈穟籞穪䇮篖稛䈎籗䅈穟籞穪(MMSE)(MMSE)

埰埰埰埰埰埰埰埰NN瑟g烝kぁ蹙濟ブ㌱湊転1本は燈楮燵瑟g烝kぁ蹙濟ブ㌱湊転1本は燈楮燵瑟g烝kぁ蹙濟ブ㌱湊転1本は燈楮燵瑟g烝kぁ蹙濟ブ㌱湊転1本は燈楮燵瑟g烝kぁ蹙濟ブ㌱湊転1本は燈楮燵瑟g烝kぁ蹙濟ブ㌱湊転1本は燈楮燵瑟g烝kぁ蹙濟ブ㌱湊転1本は燈楮燵瑟g烝kぁ蹙濟ブ㌱湊転1本は燈楮燵(N(N--ADL)ADL)

㙊粤煽癮莉④㙊粤煽癮莉④㙊粤煽癮莉④㙊粤煽癮莉④㙊粤煽癮莉④㙊粤煽癮莉④㙊粤煽癮莉④㙊粤煽癮莉④(Vitality Index, VI)(Vitality Index, VI)

埸ィî┘珽䕺k癮ブ㌱癮ョ楮燵埸ィî┘珽䕺k癮ブ㌱癮ョ楮燵埸ィî┘珽䕺k癮ブ㌱癮ョ楮燵埸ィî┘珽䕺k癮ブ㌱癮ョ楮燵埸ィî┘珽䕺k癮ブ㌱癮ョ楮燵埸ィî┘珽䕺k癮ブ㌱癮ョ楮燵埸ィî┘珽䕺k癮ブ㌱癮ョ楮燵埸ィî┘珽䕺k癮ブ㌱癮ョ楮燵 (QOL(QOL--D)D)

砅ぁ畱瘳臁ィî燵臁砅ぁ畱瘳臁ィî燵臁砅ぁ畱瘳臁ィî燵臁砅ぁ畱瘳臁ィî燵臁砅ぁ畱瘳臁ィî燵臁砅ぁ畱瘳臁ィî燵臁砅ぁ畱瘳臁ィî燵臁砅ぁ畱瘳臁ィî燵臁ADLADL膅f淋籗薺穿1本䐢臁粤煽臁疢瞟皨膅f淋籗薺穿1本䐢臁粤煽臁疢瞟皨膅f淋籗薺穿1本䐢臁粤煽臁疢瞟皨膅f淋籗薺穿1本䐢臁粤煽臁疢瞟皨膅f淋籗薺穿1本䐢臁粤煽臁疢瞟皨膅f淋籗薺穿1本䐢臁粤煽臁疢瞟皨膅f淋籗薺穿1本䐢臁粤煽臁疢瞟皨膅f淋籗薺穿1本䐢臁粤煽臁疢瞟皨QOLQOL膅媧膅媧膅媧膅媧膅媧膅媧膅媧膅媧
娵慕籗f淋䐢砅は燈痮臁㾮矟瞢癮跳評縫癆𤹪癮廸尤㿉b注癮輸’磽娵慕籗f淋䐢砅は燈痮臁㾮矟瞢癮跳評縫癆𤹪癮廸尤㿉b注癮輸’磽娵慕籗f淋䐢砅は燈痮臁㾮矟瞢癮跳評縫癆𤹪癮廸尤㿉b注癮輸’磽娵慕籗f淋䐢砅は燈痮臁㾮矟瞢癮跳評縫癆𤹪癮廸尤㿉b注癮輸’磽娵慕籗f淋䐢砅は燈痮臁㾮矟瞢癮跳評縫癆𤹪癮廸尤㿉b注癮輸’磽娵慕籗f淋䐢砅は燈痮臁㾮矟瞢癮跳評縫癆𤹪癮廸尤㿉b注癮輸’磽娵慕籗f淋䐢砅は燈痮臁㾮矟瞢癮跳評縫癆𤹪癮廸尤㿉b注癮輸’磽娵慕籗f淋䐢砅は燈痮臁㾮矟瞢癮跳評縫癆𤹪癮廸尤㿉b注癮輸’磽
癉瘨疷鶺ヹ痮瘓璒癉瘨疷鶺ヹ痮瘓璒癉瘨疷鶺ヹ痮瘓璒癉瘨疷鶺ヹ痮瘓璒癉瘨疷鶺ヹ痮瘓璒癉瘨疷鶺ヹ痮瘓璒癉瘨疷鶺ヹ痮瘓璒癉瘨疷鶺ヹ痮瘓璒

穧籞稛癮ミ霍癉皕臁穧籞稛癮ミ霍癉皕臁穧籞稛癮ミ霍癉皕臁穧籞稛癮ミ霍癉皕臁穧籞稛癮ミ霍癉皕臁穧籞稛癮ミ霍癉皕臁穧籞稛癮ミ霍癉皕臁穧籞稛癮ミ霍癉皕臁tt test test 臁臁臁臁臁臁臁臁Wilcoxon test  Wilcoxon test  砅ぁ畱瘓璒砅ぁ畱瘓璒砅ぁ畱瘓璒砅ぁ畱瘓璒砅ぁ畱瘓璒砅ぁ畱瘓璒砅ぁ畱瘓璒砅ぁ畱瘓璒

NN瑟g烝kぁ蹙濟ブ㌱湊転1本は燈楮燵瑟g烝kぁ蹙濟ブ㌱湊転1本は燈楮燵瑟g烝kぁ蹙濟ブ㌱湊転1本は燈楮燵瑟g烝kぁ蹙濟ブ㌱湊転1本は燈楮燵瑟g烝kぁ蹙濟ブ㌱湊転1本は燈楮燵瑟g烝kぁ蹙濟ブ㌱湊転1本は燈楮燵瑟g烝kぁ蹙濟ブ㌱湊転1本は燈楮燵瑟g烝kぁ蹙濟ブ㌱湊転1本は燈楮燵(N(N--ADL)ADL)

臃薺穿臃臃薺穿臃臃薺穿臃臃薺穿臃臃薺穿臃臃薺穿臃臃薺穿臃臃薺穿臃

1010珵珵珵珵珵珵珵珵 塡濟塡濟塡濟塡濟塡濟塡濟塡濟塡濟

99珵珵珵珵珵珵珵珵 穪磹箵𤹪療1籗癆慱鑽濁友便穪磹箵𤹪療1籗癆慱鑽濁友便穪磹箵𤹪療1籗癆慱鑽濁友便穪磹箵𤹪療1籗癆慱鑽濁友便穪磹箵𤹪療1籗癆慱鑽濁友便穪磹箵𤹪療1籗癆慱鑽濁友便穪磹箵𤹪療1籗癆慱鑽濁友便穪磹箵𤹪療1籗癆慱鑽濁友便

77珵珵珵珵珵珵珵珵 䇦籞稛𥫤䈎穪磹箵籗痮皨砉砺ぁ籗癆慱鑽濁友便䇦籞稛𥫤䈎穪磹箵籗痮皨砉砺ぁ籗癆慱鑽濁友便䇦籞稛𥫤䈎穪磹箵籗痮皨砉砺ぁ籗癆慱鑽濁友便䇦籞稛𥫤䈎穪磹箵籗痮皨砉砺ぁ籗癆慱鑽濁友便䇦籞稛𥫤䈎穪磹箵籗痮皨砉砺ぁ籗癆慱鑽濁友便䇦籞稛𥫤䈎穪磹箵籗痮皨砉砺ぁ籗癆慱鑽濁友便䇦籞稛𥫤䈎穪磹箵籗痮皨砉砺ぁ籗癆慱鑽濁友便䇦籞稛𥫤䈎穪磹箵籗痮皨砉砺ぁ籗癆慱鑽濁友便

55珵珵珵珵珵珵珵珵 迯璙徙7瘃矞膅跚砅盆瘥瘳跳妹瘃矟皡眚㿉砉癁徙7痮𤺋畱䐢迯璙徙7瘃矞膅跚砅盆瘥瘳跳妹瘃矟皡眚㿉砉癁徙7痮𤺋畱䐢迯璙徙7瘃矞膅跚砅盆瘥瘳跳妹瘃矟皡眚㿉砉癁徙7痮𤺋畱䐢迯璙徙7瘃矞膅跚砅盆瘥瘳跳妹瘃矟皡眚㿉砉癁徙7痮𤺋畱䐢迯璙徙7瘃矞膅跚砅盆瘥瘳跳妹瘃矟皡眚㿉砉癁徙7痮𤺋畱䐢迯璙徙7瘃矞膅跚砅盆瘥瘳跳妹瘃矟皡眚㿉砉癁徙7痮𤺋畱䐢迯璙徙7瘃矞膅跚砅盆瘥瘳跳妹瘃矟皡眚㿉砉癁徙7痮𤺋畱䐢迯璙徙7瘃矞膅跚砅盆瘥瘳跳妹瘃矟皡眚㿉砉癁徙7痮𤺋畱䐢

33珵珵珵珵珵珵珵珵 徙7瘃矞痝㿉疰彌畱膅椰謄粤砅提疌矞痝㿉療1籗濟迯疢𥇥瘨䐢徙7瘃矞痝㿉疰彌畱膅椰謄粤砅提疌矞痝㿉療1籗濟迯疢𥇥瘨䐢徙7瘃矞痝㿉疰彌畱膅椰謄粤砅提疌矞痝㿉療1籗濟迯疢𥇥瘨䐢徙7瘃矞痝㿉疰彌畱膅椰謄粤砅提疌矞痝㿉療1籗濟迯疢𥇥瘨䐢徙7瘃矞痝㿉疰彌畱膅椰謄粤砅提疌矞痝㿉療1籗濟迯疢𥇥瘨䐢徙7瘃矞痝㿉疰彌畱膅椰謄粤砅提疌矞痝㿉療1籗濟迯疢𥇥瘨䐢徙7瘃矞痝㿉疰彌畱膅椰謄粤砅提疌矞痝㿉療1籗濟迯疢𥇥瘨䐢徙7瘃矞痝㿉疰彌畱膅椰謄粤砅提疌矞痝㿉療1籗濟迯疢𥇥瘨䐢

11珵珵珵珵珵珵珵珵 濟迯濟迯濟迯濟迯濟迯濟迯濟迯濟迯, , 彳椌謄徙7膅椰謄粤畒瞤彳椌謄徙7膅椰謄粤畒瞤彳椌謄徙7膅椰謄粤畒瞤彳椌謄徙7膅椰謄粤畒瞤彳椌謄徙7膅椰謄粤畒瞤彳椌謄徙7膅椰謄粤畒瞤彳椌謄徙7膅椰謄粤畒瞤彳椌謄徙7膅椰謄粤畒瞤, , 徙7癆濁瞰糂砅1/5瘃䐢徙7癆濁瞰糂砅1/5瘃䐢徙7癆濁瞰糂砅1/5瘃䐢徙7癆濁瞰糂砅1/5瘃䐢徙7癆濁瞰糂砅1/5瘃䐢徙7癆濁瞰糂砅1/5瘃䐢徙7癆濁瞰糂砅1/5瘃䐢徙7癆濁瞰糂砅1/5瘃䐢

00珵珵珵珵珵珵珵珵 濟迯濟迯濟迯濟迯濟迯濟迯濟迯濟迯, , 彳椌謄徙7膅椰謄粤疰ィ𥇍瞢矟𤺋畱䐢彳椌謄徙7膅椰謄粤疰ィ𥇍瞢矟𤺋畱䐢彳椌謄徙7膅椰謄粤疰ィ𥇍瞢矟𤺋畱䐢彳椌謄徙7膅椰謄粤疰ィ𥇍瞢矟𤺋畱䐢彳椌謄徙7膅椰謄粤疰ィ𥇍瞢矟𤺋畱䐢彳椌謄徙7膅椰謄粤疰ィ𥇍瞢矟𤺋畱䐢彳椌謄徙7膅椰謄粤疰ィ𥇍瞢矟𤺋畱䐢彳椌謄徙7膅椰謄粤疰ィ𥇍瞢矟𤺋畱䐢

粤煽癮莉④粤煽癮莉④粤煽癮莉④粤煽癮莉④粤煽癮莉④粤煽癮莉④粤煽癮莉④粤煽癮莉④(Vitality Index, VI)(Vitality Index, VI)
瓖粤煽瓘癮暼57瓖粤煽瓘癮暼57瓖粤煽瓘癮暼57瓖粤煽瓘癮暼57瓖粤煽瓘癮暼57瓖粤煽瓘癮暼57瓖粤煽瓘癮暼57瓖粤煽瓘癮暼57
廸尤瘃矞盪Xw絣癮𤺋㽷𤹪睘廸尤瘃矞盪Xw絣癮𤺋㽷𤹪睘廸尤瘃矞盪Xw絣癮𤺋㽷𤹪睘廸尤瘃矞盪Xw絣癮𤺋㽷𤹪睘廸尤瘃矞盪Xw絣癮𤺋㽷𤹪睘廸尤瘃矞盪Xw絣癮𤺋㽷𤹪睘廸尤瘃矞盪Xw絣癮𤺋㽷𤹪睘廸尤瘃矞盪Xw絣癮𤺋㽷𤹪睘,,畒矞箛𥞩筁砅零砉瘛畒矞箛𥞩筁砅零砉瘛畒矞箛𥞩筁砅零砉瘛畒矞箛𥞩筁砅零砉瘛畒矞箛𥞩筁砅零砉瘛畒矞箛𥞩筁砅零砉瘛畒矞箛𥞩筁砅零砉瘛畒矞箛𥞩筁砅零砉瘛瓫瓫瓫瓫瓫瓫瓫瓫ツ敕ツ敕ツ敕ツ敕ツ敕ツ敕ツ敕ツ敕𤭖𤭖𤭖𤭖𤭖𤭖𤭖𤭖

瓖粤煽癮莉④瓖粤煽癮莉④瓖粤煽癮莉④瓖粤煽癮莉④瓖粤煽癮莉④瓖粤煽癮莉④瓖粤煽癮莉④瓖粤煽癮莉④(Vitality Index, VI) (Vitality Index, VI) 瓘瓘瓘瓘瓘瓘瓘瓘
臿は燈奡¥臿は燈奡¥臿は燈奡¥臿は燈奡¥臿は燈奡¥臿は燈奡¥臿は燈奡¥臿は燈奡¥
埞I̊熕埞I̊熕埞I̊熕埞I̊熕埞I̊熕埞I̊熕埞I̊熕埞I̊熕(wake up)(wake up)

埰埰埰埰埰埰埰埰粤磔〝〛粤磔〝〛粤磔〝〛粤磔〝〛粤磔〝〛粤磔〝〛粤磔〝〛粤磔〝〛(communication)(communication)

㙊㙊㙊㙊㙊㙊㙊㙊慼宙慼宙慼宙慼宙慼宙慼宙慼宙慼宙(feeding)(feeding)

埸埸埸埸埸埸埸埸薺穿薺穿薺穿薺穿薺穿薺穿薺穿薺穿(on and off toilet)(on and off toilet)

埻箛䆴竌箛埻箛䆴竌箛埻箛䆴竌箛埻箛䆴竌箛埻箛䆴竌箛埻箛䆴竌箛埻箛䆴竌箛埻箛䆴竌箛, , ㌱湊㌱湊㌱湊㌱湊㌱湊㌱湊㌱湊㌱湊(rehabilitation, activity)(rehabilitation, activity)

は燈堙は燈堙は燈堙は燈堙は燈堙は燈堙は燈堙は燈堙
林奡¥林奡¥林奡¥林奡¥林奡¥林奡¥林奡¥林奡¥00--11--22珵癮臬漣艹は燈珵癮臬漣艹は燈珵癮臬漣艹は燈珵癮臬漣艹は燈珵癮臬漣艹は燈珵癮臬漣艹は燈珵癮臬漣艹は燈珵癮臬漣艹は燈, 10, 10珵▕珵珵▕珵珵▕珵珵▕珵珵▕珵珵▕珵珵▕珵珵▕珵
癧珵疰珽畱眚癁瓖粤煽皕珽畱瓘癧珵疰珽畱眚癁瓖粤煽皕珽畱瓘癧珵疰珽畱眚癁瓖粤煽皕珽畱瓘癧珵疰珽畱眚癁瓖粤煽皕珽畱瓘癧珵疰珽畱眚癁瓖粤煽皕珽畱瓘癧珵疰珽畱眚癁瓖粤煽皕珽畱瓘癧珵疰珽畱眚癁瓖粤煽皕珽畱瓘癧珵疰珽畱眚癁瓖粤煽皕珽畱瓘
ヌ柆堙ヌ柆堙ヌ柆堙ヌ柆堙ヌ柆堙ヌ柆堙ヌ柆堙ヌ柆堙

螭68€忠螭68€忠螭68€忠螭68€忠螭68€忠螭68€忠螭68€忠螭68€忠,  ,  蹙g諭ア蹙g諭ア蹙g諭ア蹙g諭ア蹙g諭ア蹙g諭ア蹙g諭ア蹙g諭ア 35:138,  199835:138,  1998

謦ワ謦ワ謦ワ謦ワ謦ワ謦ワ謦ワ謦ワQOLQOL--D D ォゲオォゲオォゲオォゲオォゲオォゲオォゲオォゲオ

明æ癮¥ɚ明æ癮¥ɚ明æ癮¥ɚ明æ癮¥ɚ明æ癮¥ɚ明æ癮¥ɚ明æ癮¥ɚ明æ癮¥ɚ
oつ跳評籗跳つ秇籞竌䅈癮ョ癮毛茯ɚは燈oつ跳評籗跳つ秇籞竌䅈癮ョ癮毛茯ɚは燈oつ跳評籗跳つ秇籞竌䅈癮ョ癮毛茯ɚは燈oつ跳評籗跳つ秇籞竌䅈癮ョ癮毛茯ɚは燈oつ跳評籗跳つ秇籞竌䅈癮ョ癮毛茯ɚは燈oつ跳評籗跳つ秇籞竌䅈癮ョ癮毛茯ɚは燈oつ跳評籗跳つ秇籞竌䅈癮ョ癮毛茯ɚは燈oつ跳評籗跳つ秇籞竌䅈癮ョ癮毛茯ɚは燈

ィî┘珽䕺kィî┘珽䕺kィî┘珽䕺kィî┘珽䕺kィî┘珽䕺kィî┘珽䕺kィî┘珽䕺kィî┘珽䕺kQOLQOL癮oつ癮ズ珵㽷瞢癮暼57癮oつ癮ズ珵㽷瞢癮暼57癮oつ癮ズ珵㽷瞢癮暼57癮oつ癮ズ珵㽷瞢癮暼57癮oつ癮ズ珵㽷瞢癮暼57癮oつ癮ズ珵㽷瞢癮暼57癮oつ癮ズ珵㽷瞢癮暼57癮oつ癮ズ珵㽷瞢癮暼57
蓏蓏蓏蓏蓏蓏蓏蓏浪噬癮朝璙睼ｸ峩㿉ブ疷ブ疷㿉凋矬瞤浪噬癮朝璙睼ｸ峩㿉ブ疷ブ疷㿉凋矬瞤浪噬癮朝璙睼ｸ峩㿉ブ疷ブ疷㿉凋矬瞤浪噬癮朝璙睼ｸ峩㿉ブ疷ブ疷㿉凋矬瞤浪噬癮朝璙睼ｸ峩㿉ブ疷ブ疷㿉凋矬瞤浪噬癮朝璙睼ｸ峩㿉ブ疷ブ疷㿉凋矬瞤浪噬癮朝璙睼ｸ峩㿉ブ疷ブ疷㿉凋矬瞤浪噬癮朝璙睼ｸ峩㿉ブ疷ブ疷㿉凋矬瞤, , 摩烝嫺矬矟瘓G摩烝嫺矬矟瘓G摩烝嫺矬矟瘓G摩烝嫺矬矟瘓G摩烝嫺矬矟瘓G摩烝嫺矬矟瘓G摩烝嫺矬矟瘓G摩烝嫺矬矟瘓G

便瞢痮痠砅鴇瘜瘨瘨便瞢痮痠砅鴇瘜瘨瘨便瞢痮痠砅鴇瘜瘨瘨便瞢痮痠砅鴇瘜瘨瘨便瞢痮痠砅鴇瘜瘨瘨便瞢痮痠砅鴇瘜瘨瘨便瞢痮痠砅鴇瘜瘨瘨便瞢痮痠砅鴇瘜瘨瘨, , 晧盪痮瘳齠痮畱蹙濟ブ㌱疰=矟瘳畱矞晧盪痮瘳齠痮畱蹙濟ブ㌱疰=矟瘳畱矞晧盪痮瘳齠痮畱蹙濟ブ㌱疰=矟瘳畱矞晧盪痮瘳齠痮畱蹙濟ブ㌱疰=矟瘳畱矞晧盪痮瘳齠痮畱蹙濟ブ㌱疰=矟瘳畱矞晧盪痮瘳齠痮畱蹙濟ブ㌱疰=矟瘳畱矞晧盪痮瘳齠痮畱蹙濟ブ㌱疰=矟瘳畱矞晧盪痮瘳齠痮畱蹙濟ブ㌱疰=矟瘳畱矞

w絣w絣w絣w絣w絣w絣w絣w絣蓓蓓蓓蓓蓓蓓蓓蓓砅砅砅砅砅砅砅砅曨珽畱ブ㌱癮ョ曨珽畱ブ㌱癮ョ曨珽畱ブ㌱癮ョ曨珽畱ブ㌱癮ョ曨珽畱ブ㌱癮ョ曨珽畱ブ㌱癮ョ曨珽畱ブ㌱癮ョ曨珽畱ブ㌱癮ョ(QOL)(QOL)癮箵笽䈎癉畒矞杇癮箵笽䈎癉畒矞杇癮箵笽䈎癉畒矞杇癮箵笽䈎癉畒矞杇癮箵笽䈎癉畒矞杇癮箵笽䈎癉畒矞杇癮箵笽䈎癉畒矞杇癮箵笽䈎癉畒矞杇㿉暼57瘃矞㿉暼57瘃矞㿉暼57瘃矞㿉暼57瘃矞㿉暼57瘃矞㿉暼57瘃矞㿉暼57瘃矞㿉暼57瘃矞

檮ょ檮ょ檮ょ檮ょ檮ょ檮ょ檮ょ檮ょ 3737跖こ跖こ跖こ跖こ跖こ跖こ跖こ跖こ 623623隣隣隣隣隣隣隣隣 膅う膅う膅う膅う膅う膅う膅う膅う146146隣隣隣隣隣隣隣隣,  ,  悄悄悄悄悄悄悄悄477477隣䐢隣䐢隣䐢隣䐢隣䐢隣䐢隣䐢隣䐢

烝䕺烝䕺烝䕺烝䕺烝䕺烝䕺烝䕺烝䕺:      81.7:      81.7ヸヸヸヸヸヸヸヸ7.9 (mean7.9 (meanヸヸヸヸヸヸヸヸSD) SD) 遁遁遁遁遁遁遁遁

徳嵃磽徳嵃磽徳嵃磽徳嵃磽徳嵃磽徳嵃磽徳嵃磽徳嵃磽 は燈k戻徳嵃磽逃豬は燈k戻徳嵃磽逃豬は燈k戻徳嵃磽逃豬は燈k戻徳嵃磽逃豬は燈k戻徳嵃磽逃豬は燈k戻徳嵃磽逃豬は燈k戻徳嵃磽逃豬は燈k戻徳嵃磽逃豬 0.74 0.74 

不ɚ豺淋磽不ɚ豺淋磽不ɚ豺淋磽不ɚ豺淋磽不ɚ豺淋磽不ɚ豺淋磽不ɚ豺淋磽不ɚ豺淋磽: Cronbach α: Cronbach α逃豬逃豬逃豬逃豬逃豬逃豬逃豬逃豬 0.880.88

謦ワ謦ワ謦ワ謦ワ謦ワ謦ワ謦ワ謦ワQOLQOL--D D ォコオォコオォコオォコオォコオォコオォコオォコオ
媧娵㿉奡¥膅臬媧娵𦣪臽奡¥䐢媧娵㿉奡¥膅臬媧娵𦣪臽奡¥䐢媧娵㿉奡¥膅臬媧娵𦣪臽奡¥䐢媧娵㿉奡¥膅臬媧娵𦣪臽奡¥䐢媧娵㿉奡¥膅臬媧娵𦣪臽奡¥䐢媧娵㿉奡¥膅臬媧娵𦣪臽奡¥䐢媧娵㿉奡¥膅臬媧娵𦣪臽奡¥䐢媧娵㿉奡¥膅臬媧娵𦣪臽奡¥䐢

0瀧媧娵舢0瀧媧娵舢0瀧媧娵舢0瀧媧娵舢0瀧媧娵舢0瀧媧娵舢0瀧媧娵舢0瀧媧娵舢浪噬㿉癮ブ疷ブ疷痮瘓凋㍿浪噬㿉癮ブ疷ブ疷痮瘓凋㍿浪噬㿉癮ブ疷ブ疷痮瘓凋㍿浪噬㿉癮ブ疷ブ疷痮瘓凋㍿浪噬㿉癮ブ疷ブ疷痮瘓凋㍿浪噬㿉癮ブ疷ブ疷痮瘓凋㍿浪噬㿉癮ブ疷ブ疷痮瘓凋㍿浪噬㿉癮ブ疷ブ疷痮瘓凋㍿ 膅𦧝奡¥䐢膅𦧝奡¥䐢膅𦧝奡¥䐢膅𦧝奡¥䐢膅𦧝奡¥䐢膅𦧝奡¥䐢膅𦧝奡¥䐢膅𦧝奡¥䐢

埞皴㈩䀹睼㈩畱疰畒瞤埞皴㈩䀹睼㈩畱疰畒瞤埞皴㈩䀹睼㈩畱疰畒瞤埞皴㈩䀹睼㈩畱疰畒瞤埞皴㈩䀹睼㈩畱疰畒瞤埞皴㈩䀹睼㈩畱疰畒瞤埞皴㈩䀹睼㈩畱疰畒瞤埞皴㈩䀹睼㈩畱疰畒瞤, , 軛矞痀齠痮㾮畽癉痮瘳コ疌矞軛矞痀齠痮㾮畽癉痮瘳コ疌矞軛矞痀齠痮㾮畽癉痮瘳コ疌矞軛矞痀齠痮㾮畽癉痮瘳コ疌矞軛矞痀齠痮㾮畽癉痮瘳コ疌矞軛矞痀齠痮㾮畽癉痮瘳コ疌矞軛矞痀齠痮㾮畽癉痮瘳コ疌矞軛矞痀齠痮㾮畽癉痮瘳コ疌矞

埰直癮朝㿉畱矞㿉晧盪痮瘳畱矞埰直癮朝㿉畱矞㿉晧盪痮瘳畱矞埰直癮朝㿉畱矞㿉晧盪痮瘳畱矞埰直癮朝㿉畱矞㿉晧盪痮瘳畱矞埰直癮朝㿉畱矞㿉晧盪痮瘳畱矞埰直癮朝㿉畱矞㿉晧盪痮瘳畱矞埰直癮朝㿉畱矞㿉晧盪痮瘳畱矞埰直癮朝㿉畱矞㿉晧盪痮瘳畱矞 etc.etc.

0忠媧娵舢0忠媧娵舢0忠媧娵舢0忠媧娵舢0忠媧娵舢0忠媧娵舢0忠媧娵舢0忠媧娵舢G便瞢痮痠癮←QG便瞢痮痠癮←QG便瞢痮痠癮←QG便瞢痮痠癮←QG便瞢痮痠癮←QG便瞢痮痠癮←QG便瞢痮痠癮←QG便瞢痮痠癮←Q 膅臤𦣝奡¥䐢膅臤𦣝奡¥䐢膅臤𦣝奡¥䐢膅臤𦣝奡¥䐢膅臤𦣝奡¥䐢膅臤𦣝奡¥䐢膅臤𦣝奡¥䐢膅臤𦣝奡¥䐢

埞蹙濟ブ㌱𤹪粤磔←1/5砅痮瘓瞤埞蹙濟ブ㌱𤹪粤磔←1/5砅痮瘓瞤埞蹙濟ブ㌱𤹪粤磔←1/5砅痮瘓瞤埞蹙濟ブ㌱𤹪粤磔←1/5砅痮瘓瞤埞蹙濟ブ㌱𤹪粤磔←1/5砅痮瘓瞤埞蹙濟ブ㌱𤹪粤磔←1/5砅痮瘓瞤埞蹙濟ブ㌱𤹪粤磔←1/5砅痮瘓瞤埞蹙濟ブ㌱𤹪粤磔←1/5砅痮瘓瞤, , 悸䀹癮睘癮砅敏艙痮瘓瞤瘃矞悸䀹癮睘癮砅敏艙痮瘓瞤瘃矞悸䀹癮睘癮砅敏艙痮瘓瞤瘃矞悸䀹癮睘癮砅敏艙痮瘓瞤瘃矞悸䀹癮睘癮砅敏艙痮瘓瞤瘃矞悸䀹癮睘癮砅敏艙痮瘓瞤瘃矞悸䀹癮睘癮砅敏艙痮瘓瞤瘃矞悸䀹癮睘癮砅敏艙痮瘓瞤瘃矞

埰朸踞㿉G便癮輸逃膅62鞆𤺋癁䐢砅ィゖ痮瘳畱矞埰朸踞㿉G便癮輸逃膅62鞆𤺋癁䐢砅ィゖ痮瘳畱矞埰朸踞㿉G便癮輸逃膅62鞆𤺋癁䐢砅ィゖ痮瘳畱矞埰朸踞㿉G便癮輸逃膅62鞆𤺋癁䐢砅ィゖ痮瘳畱矞埰朸踞㿉G便癮輸逃膅62鞆𤺋癁䐢砅ィゖ痮瘳畱矞埰朸踞㿉G便癮輸逃膅62鞆𤺋癁䐢砅ィゖ痮瘳畱矞埰朸踞㿉G便癮輸逃膅62鞆𤺋癁䐢砅ィゖ痮瘳畱矞埰朸踞㿉G便癮輸逃膅62鞆𤺋癁䐢砅ィゖ痮瘳畱矞 etc.etc.
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埞跳妹癉艨舩瘃矞痝㿉疰𤺋畱埞跳妹癉艨舩瘃矞痝㿉疰𤺋畱埞跳妹癉艨舩瘃矞痝㿉疰𤺋畱埞跳妹癉艨舩瘃矞痝㿉疰𤺋畱埞跳妹癉艨舩瘃矞痝㿉疰𤺋畱埞跳妹癉艨舩瘃矞痝㿉疰𤺋畱埞跳妹癉艨舩瘃矞痝㿉疰𤺋畱埞跳妹癉艨舩瘃矞痝㿉疰𤺋畱

埰セ瞤3痮弸癉箆瘳畱痀痝㿉疰𤺋畱埰セ瞤3痮弸癉箆瘳畱痀痝㿉疰𤺋畱埰セ瞤3痮弸癉箆瘳畱痀痝㿉疰𤺋畱埰セ瞤3痮弸癉箆瘳畱痀痝㿉疰𤺋畱埰セ瞤3痮弸癉箆瘳畱痀痝㿉疰𤺋畱埰セ瞤3痮弸癉箆瘳畱痀痝㿉疰𤺋畱埰セ瞤3痮弸癉箆瘳畱痀痝㿉疰𤺋畱埰セ瞤3痮弸癉箆瘳畱痀痝㿉疰𤺋畱 etc.etc.

癧珵癮箆痮跏癧珵癮箆痮跏癧珵癮箆痮跏癧珵癮箆痮跏癧珵癮箆痮跏癧珵癮箆痮跏癧珵癮箆痮跏癧珵癮箆痮跏膅林奡¥臽漣艹曠ヌは燈膅林奡¥臽漣艹曠ヌは燈膅林奡¥臽漣艹曠ヌは燈膅林奡¥臽漣艹曠ヌは燈膅林奡¥臽漣艹曠ヌは燈膅林奡¥臽漣艹曠ヌは燈膅林奡¥臽漣艹曠ヌは燈膅林奡¥臽漣艹曠ヌは燈;  ;  邑㊐盆二邑㊐盆二邑㊐盆二邑㊐盆二邑㊐盆二邑㊐盆二邑㊐盆二邑㊐盆二;  ;  舄𦣪珵▕珵䐢舄𦣪珵▕珵䐢舄𦣪珵▕珵䐢舄𦣪珵▕珵䐢舄𦣪珵▕珵䐢舄𦣪珵▕珵䐢舄𦣪珵▕珵䐢舄𦣪珵▕珵䐢

臬珵臖瞟痀畒瘳皕𥆩矞臬珵臖瞟痀畒瘳皕𥆩矞臬珵臖瞟痀畒瘳皕𥆩矞臬珵臖瞟痀畒瘳皕𥆩矞臬珵臖瞟痀畒瘳皕𥆩矞臬珵臖瞟痀畒瘳皕𥆩矞臬珵臖瞟痀畒瘳皕𥆩矞臬珵臖瞟痀畒瘳皕𥆩矞,  ,  𦣪珵臖癁瘜瞢㽷㿉畱畽㿉畒瘳皕𥆩矞𦣪珵臖癁瘜瞢㽷㿉畱畽㿉畒瘳皕𥆩矞𦣪珵臖癁瘜瞢㽷㿉畱畽㿉畒瘳皕𥆩矞𦣪珵臖癁瘜瞢㽷㿉畱畽㿉畒瘳皕𥆩矞𦣪珵臖癁瘜瞢㽷㿉畱畽㿉畒瘳皕𥆩矞𦣪珵臖癁瘜瞢㽷㿉畱畽㿉畒瘳皕𥆩矞𦣪珵臖癁瘜瞢㽷㿉畱畽㿉畒瘳皕𥆩矞𦣪珵臖癁瘜瞢㽷㿉畱畽㿉畒瘳皕𥆩矞,  ,  

臤珵臖癁瘜瞢㽷㿉畱畽㿉畒瘳皕𥆩瞢𤺋畱臤珵臖癁瘜瞢㽷㿉畱畽㿉畒瘳皕𥆩瞢𤺋畱臤珵臖癁瘜瞢㽷㿉畱畽㿉畒瘳皕𥆩瞢𤺋畱臤珵臖癁瘜瞢㽷㿉畱畽㿉畒瘳皕𥆩瞢𤺋畱臤珵臖癁瘜瞢㽷㿉畱畽㿉畒瘳皕𥆩瞢𤺋畱臤珵臖癁瘜瞢㽷㿉畱畽㿉畒瘳皕𥆩瞢𤺋畱臤珵臖癁瘜瞢㽷㿉畱畽㿉畒瘳皕𥆩瞢𤺋畱臤珵臖癁瘜瞢㽷㿉畱畽㿉畒瘳皕𥆩瞢𤺋畱,  ,  𦣝珵臖廟痀畒瘳皕𥆩瞢𤺋畱𦣝珵臖廟痀畒瘳皕𥆩瞢𤺋畱𦣝珵臖廟痀畒瘳皕𥆩瞢𤺋畱𦣝珵臖廟痀畒瘳皕𥆩瞢𤺋畱𦣝珵臖廟痀畒瘳皕𥆩瞢𤺋畱𦣝珵臖廟痀畒瘳皕𥆩瞢𤺋畱𦣝珵臖廟痀畒瘳皕𥆩瞢𤺋畱𦣝珵臖廟痀畒瘳皕𥆩瞢𤺋畱

粤煽癮莉④粤煽癮莉④粤煽癮莉④粤煽癮莉④粤煽癮莉④粤煽癮莉④粤煽癮莉④粤煽癮莉④(VI), N(VI), N--ADLADLf淋籗薺穿f淋籗薺穿f淋籗薺穿f淋籗薺穿f淋籗薺穿f淋籗薺穿f淋籗薺穿f淋籗薺穿, , 
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ヰ
ンユ

ピ
ヤ
ヰ
ンユ

ピ
ヤ
ヰ
ンユ

ァ ンゾケ クシゴゴァンゾケ クシゴゴァンゾケ クシゴゴァンゾケ クシゴゴ
ヱソケクケゲヱソケクケゲヱソケクケゲヱソケクケゲ
ォワゾコケ オォワゾコケ オォワゾコケ オォワゾコケ オ
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跳評縫跳評縫跳評縫跳評縫跳評縫跳評縫跳評縫跳評縫 跳評癆跳評癆跳評癆跳評癆跳評癆跳評癆跳評癆跳評癆 膘萹膘萹膘萹膘萹膘萹膘萹膘萹膘萹

MMS         11.5MMS         11.5ヸヸヸヸヸヸヸヸ1.5     13.21.5     13.2ヸヸヸヸヸヸヸヸ1.5      1.5      舼舼舼舼舼舼舼舼0.01   (n=20)0.01   (n=20)

NN--ADL         4.9ADL         4.9ヸヸヸヸヸヸヸヸ0.7       6.60.7       6.6ヸヸヸヸヸヸヸヸ0.7     0.7     舼舼舼舼舼舼舼舼0.01    (n=20)0.01    (n=20)

(toileting)(toileting)

NN--ADL       28.8ADL       28.8ヸヸヸヸヸヸヸヸ1.8     33.01.8     33.0ヸヸヸヸヸヸヸヸ1.9     1.9     舼舼舼舼舼舼舼舼0.01    (n=20)0.01    (n=20)

(total)(total)

甪甪甪甪甪甪甪甪MeanMeanヸヸヸヸヸヸヸヸSESE㽗㽗㽗㽗㽗㽗㽗㽗

ケケケケ

ザザザザ

ゲ ケゲ ケゲ ケゲ ケ

ゲ ザゲ ザゲ ザゲ ザ

コ ケコ ケコ ケコ ケ

コ ザコ ザコ ザコ ザ

ゴ ケゴ ケゴ ケゴ ケ

ッユョヰンユァァァ ァッユョヰンユァァァ ァッユョヰンユァァァ ァッユョヰンユァァァ ァ ヂョヵユンヂョヵユンヂョヵユンヂョヵユン

ノノピノノピノノピノノピ

カ ヱソ ケ クケ ゲカ ヱソ ケ クケ ゲカ ヱソ ケ クケ ゲカ ヱソ ケ クケ ゲ

ケケケケ

ココココ

ササササ

シシシシ

スススス

ゲケゲケゲケゲケ

ゲコゲコゲコゲコ

ッユョヰンユァ ァァァッユョヰンユァ ァァァッユョヰンユァ ァァァッユョヰンユァ ァァァ ヂョヵユンヂョヵユンヂョヵユンヂョヵユン

璈璈ハギヂヅネォヵヰリロユヵリワヨオ璈璈ハギヂヅネォヵヰリロユヵリワヨオ璈璈ハギヂヅネォヵヰリロユヵリワヨオ璈璈ハギヂヅネォヵヰリロユヵリワヨオ

カヱソケ クケ ゲカ ヱソケ クケ ゲカ ヱソケ クケ ゲカ ヱソケ クケ ゲ

デペデペデペデペデペデペデペデペギギギギギギギギバヂツパバヂツパバヂツパバヂツパバヂツパバヂツパバヂツパバヂツパ跳評縫癆𤹪癮跳評縫癆𤹪癮跳評縫癆𤹪癮跳評縫癆𤹪癮跳評縫癆𤹪癮跳評縫癆𤹪癮跳評縫癆𤹪癮跳評縫癆𤹪癮ノノピキァハノノピキァハノノピキァハノノピキァハノノピキァハノノピキァハノノピキァハノノピキァハギギギギギギギギヂヅネヂヅネヂヅネヂヅネヂヅネヂヅネヂヅネヂヅネ薺穿籗f淋癧珵癮廸尤薺穿籗f淋癧珵癮廸尤薺穿籗f淋癧珵癮廸尤薺穿籗f淋癧珵癮廸尤薺穿籗f淋癧珵癮廸尤薺穿籗f淋癧珵癮廸尤薺穿籗f淋癧珵癮廸尤薺穿籗f淋癧珵癮廸尤

ケケケケ

ザザザザ

ゲケゲケゲケゲケ

ゲザゲザゲザゲザ

コケコケコケコケ

コザコザコザコザ

ゴケゴケゴケゴケ

ゴザゴザゴザゴザ

サケサケサケサケ

サザサザサザサザ

ザケザケザケザケ

ッユョヰンユァァ ァァッユョヰンユァァ ァァッユョヰンユァァ ァァッユョヰンユァァ ァァ ヂョヵユンヂョヵユンヂョヵユンヂョヵユン

璈璈璈ハギヂヅネォヵヰヵモロオ璈璈璈ハギヂヅネォヵヰヵモロオ璈璈璈ハギヂヅネォヵヰヵモロオ璈璈璈ハギヂヅネォヵヰヵモロオ

カヱソケ クケ ゲカヱソケ クケ ゲカヱソケ クケ ゲカヱソケ クケ ゲ

FYFY--OACPOACP跳評縫癆𤹪癮跳評縫癆𤹪癮跳評縫癆𤹪癮跳評縫癆𤹪癮跳評縫癆𤹪癮跳評縫癆𤹪癮跳評縫癆𤹪癮跳評縫癆𤹪癮VI, QOLVI, QOL--DD0000000022媧娵籗f淋癧珵癮廸尤媧娵籗f淋癧珵癮廸尤媧娵籗f淋癧珵癮廸尤媧娵籗f淋癧珵癮廸尤媧娵籗f淋癧珵癮廸尤媧娵籗f淋癧珵癮廸尤媧娵籗f淋癧珵癮廸尤媧娵籗f淋癧珵癮廸尤

ケケケケ

ザザザザ

ゲケゲケゲケゲケ

ゲザゲザゲザゲザ

コケコケコケコケ

コザコザコザコザ

ッユョヰンユッユョヰンユッユョヰンユッユョヰンユ ヂョヵユンヂョヵユンヂョヵユンヂョヵユン

ヒバネギヅァォヵラユァコワュァツモヵユヨヰンケ゚オヒバネギヅァォヵラユァコワュァツモヵユヨヰンケ゚オヒバネギヅァォヵラユァコワュァツモヵユヨヰンケ゚オヒバネギヅァォヵラユァコワュァツモヵユヨヰンケ゚オ

カヱソケ クケコカヱソケ クケコカヱソケ クケコカヱソケ クケコ

ケケケケ

ゲケゲケゲケゲケ

コケコケコケコケ

ゴケゴケゴケゴケ

サケサケサケサケ

ザケザケザケザケ

シケシケシケシケ

ジケジケジケジケ

ッユョヰンユッユョヰンユッユョヰンユッユョヰンユ ヂョヵユンヂョヵユンヂョヵユンヂョヵユン

ァァァァヒバネギヅァォヵヰヵモロオァァァァヒバネギヅァォヵヰヵモロオァァァァヒバネギヅァォヵヰヵモロオァァァァヒバネギヅァォヵヰヵモロオ

カヱソケ クケ コカヱソケ クケ コカヱソケ クケ コカヱソケ クケ コ

跳評縫跳評縫跳評縫跳評縫跳評縫跳評縫跳評縫跳評縫 跳評癆跳評癆跳評癆跳評癆跳評癆跳評癆跳評癆跳評癆 膘萹膘萹膘萹膘萹膘萹膘萹膘萹膘萹

VI               6.4VI               6.4ヸヸヸヸヸヸヸヸ0.5        7.40.5        7.4ヸヸヸヸヸヸヸヸ0.4        0.4        舼舼舼舼舼舼舼舼0.02    (n=20)0.02    (n=20)

QOLQOL--D     12.8D     12.8ヸヸヸヸヸヸヸヸ1.2      16.11.2      16.1ヸヸヸヸヸヸヸヸ0.9        0.9        舼舼舼舼舼舼舼舼0.02    (n=20)0.02    (n=20)

(the 2nd)(the 2nd)

QOLQOL--D     40.3D     40.3ヸヸヸヸヸヸヸヸ4.5      46.84.5      46.8ヸヸヸヸヸヸヸヸ2.0        2.0        舼舼舼舼舼舼舼舼0.02    (n=20)0.02    (n=20)

(total) (total) 

甪甪甪甪甪甪甪甪MeanMeanヸヸヸヸヸヸヸヸSESE㽗㽗㽗㽗㽗㽗㽗㽗

ケケケケ

ココココ

ササササ

シシシシ

スススス

ゲケゲケゲケゲケ

ゲコゲコゲコゲコ

ッユョヰンユッユョヰンユッユョヰンユッユョヰンユ ヂョヵユンヂョヵユンヂョヵユンヂョヵユン

ァァァプリヵモロリヵケ゚ァナワュユク゚ァォプナオァァァプリヵモロリヵケ゚ァナワュユク゚ァォプナオァァァプリヵモロリヵケ゚ァナワュユク゚ァォプナオァァァプリヵモロリヵケ゚ァナワュユク゚ァォプナオ

カヱソケ クケ コカヱソケ クケ コカヱソケ クケ コカヱソケ クケ コ

FYFY--OACPOACP跳評縫癆𤹪癮跳評縫癆𤹪癮MMS, MMS, 

NN--ADLADLf淋f淋, QOL, QOL--DDf淋癧珵癮廸尤f淋癧珵癮廸尤

ッユョヰンユァァァァッユョヰンユァァァァッユョヰンユァァァァッユョヰンユァァァァ
ヂョヵユンヂョヵユンヂョヵユンヂョヵユン

ノノピノノピノノピノノピ

ハギヂヅネォヵヰヵモロオハギヂヅネォヵヰヵモロオハギヂヅネォヵヰヵモロオハギヂヅネォヵヰヵモロオ
ヒバネギヅォヵヰヵモロオヒバネギヅォヵヰヵモロオヒバネギヅォヵヰヵモロオヒバネギヅォヵヰヵモロオ

ケケケケ

ゲケゲケゲケゲケ

コケコケコケコケ

ゴケゴケゴケゴケ

サケサケサケサケ

ザケザケザケザケ

ノノピノノピノノピノノピ

ハギヂヅネォヵヰヵモロオハギヂヅネォヵヰヵモロオハギヂヅネォヵヰヵモロオハギヂヅネォヵヰヵモロオ

ヒバネギヅォヵヰヵモロオヒバネギヅォヵヰヵモロオヒバネギヅォヵヰヵモロオヒバネギヅォヵヰヵモロオ

カ゚ヴクァッユョヰンユカ゚ヴクァッユョヰンユカ゚ヴクァッユョヰンユカ゚ヴクァッユョヰンユ

カカカカ

ォワゾコケオォワゾコケオォワゾコケオォワゾコケオ

カカヱソケクケゲカカヱソケクケゲカカヱソケクケゲカカヱソケクケゲ

ァカヱソケクケコァカヱソケクケコァカヱソケクケコァカヱソケクケコカカカカカカカカ

カカカカカカカカ

1414141414141414 ププププププププ

倻わPɚ跳評𤹪畒矞倻わPɚ跳評𤹪畒矞倻わPɚ跳評𤹪畒矞倻わPɚ跳評𤹪畒矞倻わPɚ跳評𤹪畒矞倻わPɚ跳評𤹪畒矞倻わPɚ跳評𤹪畒矞倻わPɚ跳評𤹪畒矞FYFY--OACPOACP皕皕皕皕皕皕皕皕,, ィィィィィィィィ
î㎏1î㎏1î㎏1î㎏1î㎏1î㎏1î㎏1î㎏1,, ADLADL((Y癉Y癉Y癉Y癉Y癉Y癉Y癉Y癉薺穿1本薺穿1本薺穿1本薺穿1本薺穿1本薺穿1本薺穿1本薺穿1本)) 睼睼睼睼睼睼睼睼粤煽粤煽粤煽粤煽粤煽粤煽粤煽粤煽砅砅砅砅砅砅砅砅
謦冏瘃矞㿉㿉睘癉謦冏瘃矞㿉㿉睘癉謦冏瘃矞㿉㿉睘癉謦冏瘃矞㿉㿉睘癉謦冏瘃矞㿉㿉睘癉謦冏瘃矞㿉㿉睘癉謦冏瘃矞㿉㿉睘癉謦冏瘃矞㿉㿉睘癉 QOLQOL砅謦冏痮砅謦冏痮砅謦冏痮砅謦冏痮砅謦冏痮砅謦冏痮砅謦冏痮砅謦冏痮,, ィî┘ィî┘ィî┘ィî┘ィî┘ィî┘ィî┘ィî┘

珽䕺k癮珽䕺k癮珽䕺k癮珽䕺k癮珽䕺k癮珽䕺k癮珽䕺k癮珽䕺k癮ブ㌱㎏1砅毛茯ɚ癉謦冏ブ㌱㎏1砅毛茯ɚ癉謦冏ブ㌱㎏1砅毛茯ɚ癉謦冏ブ㌱㎏1砅毛茯ɚ癉謦冏ブ㌱㎏1砅毛茯ɚ癉謦冏ブ㌱㎏1砅毛茯ɚ癉謦冏ブ㌱㎏1砅毛茯ɚ癉謦冏ブ㌱㎏1砅毛茯ɚ癉謦冏瘃矞瘃矞瘃矞瘃矞瘃矞瘃矞瘃矞瘃矞
鐚亦𤺋腆漣癉𤺋瞤癧矞痝㿉鐚亦𤺋腆漣癉𤺋瞤癧矞痝㿉鐚亦𤺋腆漣癉𤺋瞤癧矞痝㿉鐚亦𤺋腆漣癉𤺋瞤癧矞痝㿉鐚亦𤺋腆漣癉𤺋瞤癧矞痝㿉鐚亦𤺋腆漣癉𤺋瞤癧矞痝㿉鐚亦𤺋腆漣癉𤺋瞤癧矞痝㿉鐚亦𤺋腆漣癉𤺋瞤癧矞痝㿉,, 𥆩瘓𥆩瘓𥆩瘓𥆩瘓𥆩瘓𥆩瘓𥆩瘓𥆩瘓,, 謦ワ謦ワ謦ワ謦ワ謦ワ謦ワ謦ワ謦ワ
QOLQOL--DD皕ィî┘珽䕺k癮皕ィî┘珽䕺k癮皕ィî┘珽䕺k癮皕ィî┘珽䕺k癮皕ィî┘珽䕺k癮皕ィî┘珽䕺k癮皕ィî┘珽䕺k癮皕ィî┘珽䕺k癮QOLQOLは燈癮は燈癮は燈癮は燈癮は燈癮は燈癮は燈癮は燈癮

瘓𥇍癮愍疆𤹪鐚ぁ𤺋穙籞䈎𤹪畒矞痝㿉疰瘓𥇍癮愍疆𤹪鐚ぁ𤺋穙籞䈎𤹪畒矞痝㿉疰瘓𥇍癮愍疆𤹪鐚ぁ𤺋穙籞䈎𤹪畒矞痝㿉疰瘓𥇍癮愍疆𤹪鐚ぁ𤺋穙籞䈎𤹪畒矞痝㿉疰瘓𥇍癮愍疆𤹪鐚ぁ𤺋穙籞䈎𤹪畒矞痝㿉疰瘓𥇍癮愍疆𤹪鐚ぁ𤺋穙籞䈎𤹪畒矞痝㿉疰瘓𥇍癮愍疆𤹪鐚ぁ𤺋穙籞䈎𤹪畒矞痝㿉疰瘓𥇍癮愍疆𤹪鐚ぁ𤺋穙籞䈎𤹪畒矞痝㿉疰
1/5痠矟瘓1/5痠矟瘓1/5痠矟瘓1/5痠矟瘓1/5痠矟瘓1/5痠矟瘓1/5痠矟瘓1/5痠矟瘓璒璒璒璒璒璒璒璒

バヶヵュヰヰンバヶヵュヰヰンバヶヵュヰヰンバヶヵュヰヰンバヶヵュヰヰンバヶヵュヰヰンバヶヵュヰヰンバヶヵュヰヰン禡磕筕穧䈎禡磕筕穧䈎禡磕筕穧䈎禡磕筕穧䈎禡磕筕穧䈎禡磕筕穧䈎禡磕筕穧䈎禡磕筕穧䈎 蓏蓏蓏蓏蓏蓏蓏蓏倀くg■倀くg■倀くg■倀くg■倀くg■倀くg■倀くg■倀くg■バヶヵュヰヰンバヶヵュヰヰンバヶヵュヰヰンバヶヵュヰヰンバヶヵュヰヰンバヶヵュヰヰンバヶヵュヰヰンバヶヵュヰヰン
磕祲穟磦竌穟磦禡磕籗𥫣箼禕箐筁磕祲穟磦竌穟磦禡磕籗𥫣箼禕箐筁磕祲穟磦竌穟磦禡磕籗𥫣箼禕箐筁磕祲穟磦竌穟磦禡磕籗𥫣箼禕箐筁磕祲穟磦竌穟磦禡磕籗𥫣箼禕箐筁磕祲穟磦竌穟磦禡磕籗𥫣箼禕箐筁磕祲穟磦竌穟磦禡磕籗𥫣箼禕箐筁磕祲穟磦竌穟磦禡磕籗𥫣箼禕箐筁蓓蓓蓓蓓蓓蓓蓓蓓癮癮癮癮癮癮癮癮

ィî┘珽䕺k癮ブ㌱癮ョィî┘珽䕺k癮ブ㌱癮ョィî┘珽䕺k癮ブ㌱癮ョィî┘珽䕺k癮ブ㌱癮ョィî┘珽䕺k癮ブ㌱癮ョィî┘珽䕺k癮ブ㌱癮ョィî┘珽䕺k癮ブ㌱癮ョィî┘珽䕺k癮ブ㌱癮ョォヒバネオォヒバネオォヒバネオォヒバネオォヒバネオォヒバネオォヒバネオォヒバネオ癉里眭瘃亦霙癉里眭瘃亦霙癉里眭瘃亦霙癉里眭瘃亦霙癉里眭瘃亦霙癉里眭瘃亦霙癉里眭瘃亦霙癉里眭瘃亦霙
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廸尤砅鶺ヹ痮瘓璒廸尤砅鶺ヹ痮瘓璒廸尤砅鶺ヹ痮瘓璒廸尤砅鶺ヹ痮瘓璒廸尤砅鶺ヹ痮瘓璒廸尤砅鶺ヹ痮瘓璒廸尤砅鶺ヹ痮瘓璒廸尤砅鶺ヹ痮瘓璒
穧籞稛癮ミ霍癉皕臁穧籞稛癮ミ霍癉皕臁穧籞稛癮ミ霍癉皕臁穧籞稛癮ミ霍癉皕臁穧籞稛癮ミ霍癉皕臁穧籞稛癮ミ霍癉皕臁穧籞稛癮ミ霍癉皕臁穧籞稛癮ミ霍癉皕臁ヵヵヵヵヵヵヵヵ ヵユヴヵァヵユヴヵァヵユヴヵァヵユヴヵァヵユヴヵァヵユヴヵァヵユヴヵァヵユヴヵァ臁臁臁臁臁臁臁臁ヘリロヤヰク゚ヰワァヵユヴヵァァヘリロヤヰク゚ヰワァヵユヴヵァァヘリロヤヰク゚ヰワァヵユヴヵァァヘリロヤヰク゚ヰワァヵユヴヵァァヘリロヤヰク゚ヰワァヵユヴヵァァヘリロヤヰク゚ヰワァヵユヴヵァァヘリロヤヰク゚ヰワァヵユヴヵァァヘリロヤヰク゚ヰワァヵユヴヵァァ砅ぁ畱瘓璒砅ぁ畱瘓璒砅ぁ畱瘓璒砅ぁ畱瘓璒砅ぁ畱瘓璒砅ぁ畱瘓璒砅ぁ畱瘓璒砅ぁ畱瘓璒

NN瑟g烝kぁ蹙濟ブ㌱湊転1本は燈楮燵瑟g烝kぁ蹙濟ブ㌱湊転1本は燈楮燵瑟g烝kぁ蹙濟ブ㌱湊転1本は燈楮燵瑟g烝kぁ蹙濟ブ㌱湊転1本は燈楮燵瑟g烝kぁ蹙濟ブ㌱湊転1本は燈楮燵瑟g烝kぁ蹙濟ブ㌱湊転1本は燈楮燵瑟g烝kぁ蹙濟ブ㌱湊転1本は燈楮燵瑟g烝kぁ蹙濟ブ㌱湊転1本は燈楮燵(N(N--ADL)ADL)

臃薺穿臃臃薺穿臃臃薺穿臃臃薺穿臃臃薺穿臃臃薺穿臃臃薺穿臃臃薺穿臃
ゲケゲケゲケゲケゲケゲケゲケゲケ珵珵珵珵珵珵珵珵 塡濟塡濟塡濟塡濟塡濟塡濟塡濟塡濟

ズズズズズズズズ珵珵珵珵珵珵珵珵 穪磹箵𤹪療1籗癆慱鑽濁友便穪磹箵𤹪療1籗癆慱鑽濁友便穪磹箵𤹪療1籗癆慱鑽濁友便穪磹箵𤹪療1籗癆慱鑽濁友便穪磹箵𤹪療1籗癆慱鑽濁友便穪磹箵𤹪療1籗癆慱鑽濁友便穪磹箵𤹪療1籗癆慱鑽濁友便穪磹箵𤹪療1籗癆慱鑽濁友便

ジジジジジジジジ珵珵珵珵珵珵珵珵 䇦籞稛𥫤䈎穪磹箵籗痮皨砉砺ぁ籗癆慱鑽濁友便䇦籞稛𥫤䈎穪磹箵籗痮皨砉砺ぁ籗癆慱鑽濁友便䇦籞稛𥫤䈎穪磹箵籗痮皨砉砺ぁ籗癆慱鑽濁友便䇦籞稛𥫤䈎穪磹箵籗痮皨砉砺ぁ籗癆慱鑽濁友便䇦籞稛𥫤䈎穪磹箵籗痮皨砉砺ぁ籗癆慱鑽濁友便䇦籞稛𥫤䈎穪磹箵籗痮皨砉砺ぁ籗癆慱鑽濁友便䇦籞稛𥫤䈎穪磹箵籗痮皨砉砺ぁ籗癆慱鑽濁友便䇦籞稛𥫤䈎穪磹箵籗痮皨砉砺ぁ籗癆慱鑽濁友便

ザザザザザザザザ珵珵珵珵珵珵珵珵 迯璙徙7瘃矞膅跚砅盆瘥瘳跳妹瘃矟皡眚㿉砉癁徙7痮𤺋畱䐢迯璙徙7瘃矞膅跚砅盆瘥瘳跳妹瘃矟皡眚㿉砉癁徙7痮𤺋畱䐢迯璙徙7瘃矞膅跚砅盆瘥瘳跳妹瘃矟皡眚㿉砉癁徙7痮𤺋畱䐢迯璙徙7瘃矞膅跚砅盆瘥瘳跳妹瘃矟皡眚㿉砉癁徙7痮𤺋畱䐢迯璙徙7瘃矞膅跚砅盆瘥瘳跳妹瘃矟皡眚㿉砉癁徙7痮𤺋畱䐢迯璙徙7瘃矞膅跚砅盆瘥瘳跳妹瘃矟皡眚㿉砉癁徙7痮𤺋畱䐢迯璙徙7瘃矞膅跚砅盆瘥瘳跳妹瘃矟皡眚㿉砉癁徙7痮𤺋畱䐢迯璙徙7瘃矞膅跚砅盆瘥瘳跳妹瘃矟皡眚㿉砉癁徙7痮𤺋畱䐢

ゴゴゴゴゴゴゴゴ珵珵珵珵珵珵珵珵 徙7瘃矞痝㿉疰彌畱膅椰謄粤砅提疌矞痝㿉療1籗濟迯疢𥇥瘨䐢徙7瘃矞痝㿉疰彌畱膅椰謄粤砅提疌矞痝㿉療1籗濟迯疢𥇥瘨䐢徙7瘃矞痝㿉疰彌畱膅椰謄粤砅提疌矞痝㿉療1籗濟迯疢𥇥瘨䐢徙7瘃矞痝㿉疰彌畱膅椰謄粤砅提疌矞痝㿉療1籗濟迯疢𥇥瘨䐢徙7瘃矞痝㿉疰彌畱膅椰謄粤砅提疌矞痝㿉療1籗濟迯疢𥇥瘨䐢徙7瘃矞痝㿉疰彌畱膅椰謄粤砅提疌矞痝㿉療1籗濟迯疢𥇥瘨䐢徙7瘃矞痝㿉疰彌畱膅椰謄粤砅提疌矞痝㿉療1籗濟迯疢𥇥瘨䐢徙7瘃矞痝㿉疰彌畱膅椰謄粤砅提疌矞痝㿉療1籗濟迯疢𥇥瘨䐢

ゲゲゲゲゲゲゲゲ珵珵珵珵珵珵珵珵 濟迯濟迯濟迯濟迯濟迯濟迯濟迯濟迯キァキァキァキァキァキァキァキァ彳椌謄徙7膅椰謄粤畒瞤彳椌謄徙7膅椰謄粤畒瞤彳椌謄徙7膅椰謄粤畒瞤彳椌謄徙7膅椰謄粤畒瞤彳椌謄徙7膅椰謄粤畒瞤彳椌謄徙7膅椰謄粤畒瞤彳椌謄徙7膅椰謄粤畒瞤彳椌謄徙7膅椰謄粤畒瞤キァキァキァキァキァキァキァキァ徙7癆濁瞰糂砅1/5瘃䐢徙7癆濁瞰糂砅1/5瘃䐢徙7癆濁瞰糂砅1/5瘃䐢徙7癆濁瞰糂砅1/5瘃䐢徙7癆濁瞰糂砅1/5瘃䐢徙7癆濁瞰糂砅1/5瘃䐢徙7癆濁瞰糂砅1/5瘃䐢徙7癆濁瞰糂砅1/5瘃䐢

ケケケケケケケケ珵珵珵珵珵珵珵珵 濟迯濟迯濟迯濟迯濟迯濟迯濟迯濟迯キァキァキァキァキァキァキァキァ彳椌謄徙7膅椰謄粤疰ィ𥇍瞢矟𤺋畱䐢彳椌謄徙7膅椰謄粤疰ィ𥇍瞢矟𤺋畱䐢彳椌謄徙7膅椰謄粤疰ィ𥇍瞢矟𤺋畱䐢彳椌謄徙7膅椰謄粤疰ィ𥇍瞢矟𤺋畱䐢彳椌謄徙7膅椰謄粤疰ィ𥇍瞢矟𤺋畱䐢彳椌謄徙7膅椰謄粤疰ィ𥇍瞢矟𤺋畱䐢彳椌謄徙7膅椰謄粤疰ィ𥇍瞢矟𤺋畱䐢彳椌謄徙7膅椰謄粤疰ィ𥇍瞢矟𤺋畱䐢

箐磹竴箛籞穟籞𥫣溺𥇍稛磹𥫣箐磹竴箛籞穟籞𥫣溺𥇍稛磹𥫣箐磹竴箛籞穟籞𥫣溺𥇍稛磹𥫣箐磹竴箛籞穟籞𥫣溺𥇍稛磹𥫣箐磹竴箛籞穟籞𥫣溺𥇍稛磹𥫣箐磹竴箛籞穟籞𥫣溺𥇍稛磹𥫣箐磹竴箛籞穟籞𥫣溺𥇍稛磹𥫣箐磹竴箛籞穟籞𥫣溺𥇍稛磹𥫣

膅悄磽ぁ䐢膅悄磽ぁ䐢膅悄磽ぁ䐢膅悄磽ぁ䐢膅悄磽ぁ䐢膅悄磽ぁ䐢膅悄磽ぁ䐢膅悄磽ぁ䐢 盪㿉疢ろ癮禡磕窾穖穵盪㿉疢ろ癮禡磕窾穖穵盪㿉疢ろ癮禡磕窾穖穵盪㿉疢ろ癮禡磕窾穖穵盪㿉疢ろ癮禡磕窾穖穵盪㿉疢ろ癮禡磕窾穖穵盪㿉疢ろ癮禡磕窾穖穵盪㿉疢ろ癮禡磕窾穖穵 膅う磽ぁ䐢膅う磽ぁ䐢膅う磽ぁ䐢膅う磽ぁ䐢膅う磽ぁ䐢膅う磽ぁ䐢膅う磽ぁ䐢膅う磽ぁ䐢

箛䆴竌箛窾篖穙箛䆴竌箛窾篖穙箛䆴竌箛窾篖穙箛䆴竌箛窾篖穙箛䆴竌箛窾篖穙箛䆴竌箛窾篖穙箛䆴竌箛窾篖穙箛䆴竌箛窾篖穙

1414141414141414 霙霙霙霙霙霙霙霙

檮ょk檮ょk檮ょk檮ょk檮ょk檮ょk檮ょk檮ょkゲサゲサゲサゲサゲサゲサゲサゲサ隣隣隣隣隣隣隣隣皕臁皕臁皕臁皕臁皕臁皕臁皕臁皕臁
14霙ɚ癉通託癮𦣪54癉彳慕痠矟瘓璒14霙ɚ癉通託癮𦣪54癉彳慕痠矟瘓璒14霙ɚ癉通託癮𦣪54癉彳慕痠矟瘓璒14霙ɚ癉通託癮𦣪54癉彳慕痠矟瘓璒14霙ɚ癉通託癮𦣪54癉彳慕痠矟瘓璒14霙ɚ癉通託癮𦣪54癉彳慕痠矟瘓璒14霙ɚ癉通託癮𦣪54癉彳慕痠矟瘓璒14霙ɚ癉通託癮𦣪54癉彳慕痠矟瘓璒

埞薺穿1本埞薺穿1本埞薺穿1本埞薺穿1本埞薺穿1本埞薺穿1本埞薺穿1本埞薺穿1本謦冏54謦冏54謦冏54謦冏54謦冏54謦冏54謦冏54謦冏54 𦧝𦧝𦧝𦧝𦧝𦧝𦧝𦧝 隣隣隣隣隣隣隣隣
㊎疢𥇥瘨㊎疢𥇥瘨㊎疢𥇥瘨㊎疢𥇥瘨㊎疢𥇥瘨㊎疢𥇥瘨㊎疢𥇥瘨㊎疢𥇥瘨葟ァ葟ァ葟ァ葟ァ葟ァ葟ァ葟ァ葟ァ䇦籞稛𥫤䈎穪磹箵籗穪磹箵砺ぁ籗Gコ薺穿䇦籞稛𥫤䈎穪磹箵籗穪磹箵砺ぁ籗Gコ薺穿䇦籞稛𥫤䈎穪磹箵籗穪磹箵砺ぁ籗Gコ薺穿䇦籞稛𥫤䈎穪磹箵籗穪磹箵砺ぁ籗Gコ薺穿䇦籞稛𥫤䈎穪磹箵籗穪磹箵砺ぁ籗Gコ薺穿䇦籞稛𥫤䈎穪磹箵籗穪磹箵砺ぁ籗Gコ薺穿䇦籞稛𥫤䈎穪磹箵籗穪磹箵砺ぁ籗Gコ薺穿䇦籞稛𥫤䈎穪磹箵籗穪磹箵砺ぁ籗Gコ薺穿

埰薺穿1本埰薺穿1本埰薺穿1本埰薺穿1本埰薺穿1本埰薺穿1本埰薺穿1本埰薺穿1本倻謦冏54膅濁廸54䐢倻謦冏54膅濁廸54䐢倻謦冏54膅濁廸54䐢倻謦冏54膅濁廸54䐢倻謦冏54膅濁廸54䐢倻謦冏54膅濁廸54䐢倻謦冏54膅濁廸54䐢倻謦冏54膅濁廸54䐢 𦥯𦥯𦥯𦥯𦥯𦥯𦥯𦥯 隣隣隣隣隣隣隣隣
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デペデペデペデペデペデペデペデペギギギギギギギギバヂツパバヂツパバヂツパバヂツパバヂツパバヂツパバヂツパバヂツパ跳評癆癮薺穿1本謦冏54跳評癆癮薺穿1本謦冏54跳評癆癮薺穿1本謦冏54跳評癆癮薺穿1本謦冏54跳評癆癮薺穿1本謦冏54跳評癆癮薺穿1本謦冏54跳評癆癮薺穿1本謦冏54跳評癆癮薺穿1本謦冏54
スススススススス隣癮隣癮隣癮隣癮隣癮隣癮隣癮隣癮ハハハハハハハハギギギギギギギギヂヅネヂヅネヂヅネヂヅネヂヅネヂヅネヂヅネヂヅネ薺穿䅈禴磕癮廸尤薺穿䅈禴磕癮廸尤薺穿䅈禴磕癮廸尤薺穿䅈禴磕癮廸尤薺穿䅈禴磕癮廸尤薺穿䅈禴磕癮廸尤薺穿䅈禴磕癮廸尤薺穿䅈禴磕癮廸尤

ケケケケ

ゲゲゲゲ

ココココ

ゴゴゴゴ

ササササ

ザザザザ

シシシシ

ジジジジ

スススス

ズズズズ

ゲケゲケゲケゲケ

ハ
ギ
ヂ
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ネ
薺
穿
䅈
禴
磕
璈
膅
珵
䐢

ハ
ギ
ヂ
ヅ
ネ
薺
穿
䅈
禴
磕
璈
膅
珵
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ハ
ギ
ヂ
ヅ
ネ
薺
穿
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膅
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ハ
ギ
ヂ
ヅ
ネ
薺
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䅈
禴
磕
璈
膅
珵
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㋷補ゲ㋷補ゲ㋷補ゲ㋷補ゲ ゴゴゴゴ ジジジジ

㋷補コ㋷補コ㋷補コ㋷補コ ザザザザ ズズズズ

㋷補ゴ㋷補ゴ㋷補ゴ㋷補ゴ ゴゴゴゴ ジジジジ

㋷補サ㋷補サ㋷補サ㋷補サ ケケケケ ザザザザ

㋷補ザ㋷補ザ㋷補ザ㋷補ザ ザザザザ ジジジジ

㋷補シ㋷補シ㋷補シ㋷補シ ザザザザ ゲケゲケゲケゲケ

㋷補ジ㋷補ジ㋷補ジ㋷補ジ ゲゲゲゲ ザザザザ

㋷補ス㋷補ス㋷補ス㋷補ス ザザザザ ズズズズ

縫縫縫縫 ゲクザ篪鏤癆ゲクザ篪鏤癆ゲクザ篪鏤癆ゲクザ篪鏤癆
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通琢癮薺穿1本謦冏燵癮穧籞稛㽷瞢臁通琢癮薺穿1本謦冏燵癮穧籞稛㽷瞢臁通琢癮薺穿1本謦冏燵癮穧籞稛㽷瞢臁通琢癮薺穿1本謦冏燵癮穧籞稛㽷瞢臁通琢癮薺穿1本謦冏燵癮穧籞稛㽷瞢臁通琢癮薺穿1本謦冏燵癮穧籞稛㽷瞢臁通琢癮薺穿1本謦冏燵癮穧籞稛㽷瞢臁通琢癮薺穿1本謦冏燵癮穧籞稛㽷瞢臁
瓖瓖瓖瓖瓖瓖瓖瓖禍尤痮瘓㊎疢𥇥瘨禍尤痮瘓㊎疢𥇥瘨禍尤痮瘓㊎疢𥇥瘨禍尤痮瘓㊎疢𥇥瘨禍尤痮瘓㊎疢𥇥瘨禍尤痮瘓㊎疢𥇥瘨禍尤痮瘓㊎疢𥇥瘨禍尤痮瘓㊎疢𥇥瘨砅砺ぁ痮臁砅砺ぁ痮臁砅砺ぁ痮臁砅砺ぁ痮臁砅砺ぁ痮臁砅砺ぁ痮臁砅砺ぁ痮臁砅砺ぁ痮臁 OutdoorOutdoor磕祲穟磦竌穟磦磕祲穟磦竌穟磦磕祲穟磦竌穟磦磕祲穟磦竌穟磦磕祲穟磦竌穟磦磕祲穟磦竌穟磦磕祲穟磦竌穟磦磕祲穟磦竌穟磦
禡磕癮跳評禡磕癮跳評禡磕癮跳評禡磕癮跳評禡磕癮跳評禡磕癮跳評禡磕癮跳評禡磕癮跳評砅⊕畽痝㿉癉瞟瞤臁/シɚ癉砅⊕畽痝㿉癉瞟瞤臁/シɚ癉砅⊕畽痝㿉癉瞟瞤臁/シɚ癉砅⊕畽痝㿉癉瞟瞤臁/シɚ癉砅⊕畽痝㿉癉瞟瞤臁/シɚ癉砅⊕畽痝㿉癉瞟瞤臁/シɚ癉砅⊕畽痝㿉癉瞟瞤臁/シɚ癉砅⊕畽痝㿉癉瞟瞤臁/シɚ癉㊎疢𥇥瘨㽷瞢頹㊎疢𥇥瘨㽷瞢頹㊎疢𥇥瘨㽷瞢頹㊎疢𥇥瘨㽷瞢頹㊎疢𥇥瘨㽷瞢頹㊎疢𥇥瘨㽷瞢頹㊎疢𥇥瘨㽷瞢頹㊎疢𥇥瘨㽷瞢頹
1919191919191919瘃矞瓘痝㿉疰療1癉𤺋矞臁瘃𤺋矬瘜瘃矞瓘痝㿉疰療1癉𤺋矞臁瘃𤺋矬瘜瘃矞瓘痝㿉疰療1癉𤺋矞臁瘃𤺋矬瘜瘃矞瓘痝㿉疰療1癉𤺋矞臁瘃𤺋矬瘜瘃矞瓘痝㿉疰療1癉𤺋矞臁瘃𤺋矬瘜瘃矞瓘痝㿉疰療1癉𤺋矞臁瘃𤺋矬瘜瘃矞瓘痝㿉疰療1癉𤺋矞臁瘃𤺋矬瘜瘃矞瓘痝㿉疰療1癉𤺋矞臁瘃𤺋矬瘜Gコ薺穿盨癮謚Gコ薺穿盨癮謚Gコ薺穿盨癮謚Gコ薺穿盨癮謚Gコ薺穿盨癮謚Gコ薺穿盨癮謚Gコ薺穿盨癮謚Gコ薺穿盨癮謚
蝠蝠蝠蝠蝠蝠蝠蝠砅亦霙ɚ癉響⊕𤹪疷矞砅亦霙ɚ癉響⊕𤹪疷矞砅亦霙ɚ癉響⊕𤹪疷矞砅亦霙ɚ癉響⊕𤹪疷矞砅亦霙ɚ癉響⊕𤹪疷矞砅亦霙ɚ癉響⊕𤹪疷矞砅亦霙ɚ癉響⊕𤹪疷矞砅亦霙ɚ癉響⊕𤹪疷矞 痝㿉疰1/5伜痠矟瘓璒痝㿉疰1/5伜痠矟瘓璒痝㿉疰1/5伜痠矟瘓璒痝㿉疰1/5伜痠矟瘓璒痝㿉疰1/5伜痠矟瘓璒痝㿉疰1/5伜痠矟瘓璒痝㿉疰1/5伜痠矟瘓璒痝㿉疰1/5伜痠矟瘓璒

ろ㎆フ彿舢㊎疢𥇥瘨㿉薺穿箛䆴竌箛穟籞种𥮲篖臁ろ㎆フ彿舢㊎疢𥇥瘨㿉薺穿箛䆴竌箛穟籞种𥮲篖臁ろ㎆フ彿舢㊎疢𥇥瘨㿉薺穿箛䆴竌箛穟籞种𥮲篖臁ろ㎆フ彿舢㊎疢𥇥瘨㿉薺穿箛䆴竌箛穟籞种𥮲篖臁ろ㎆フ彿舢㊎疢𥇥瘨㿉薺穿箛䆴竌箛穟籞种𥮲篖臁ろ㎆フ彿舢㊎疢𥇥瘨㿉薺穿箛䆴竌箛穟籞种𥮲篖臁ろ㎆フ彿舢㊎疢𥇥瘨㿉薺穿箛䆴竌箛穟籞种𥮲篖臁ろ㎆フ彿舢㊎疢𥇥瘨㿉薺穿箛䆴竌箛穟籞种𥮲篖臁
穪籞稛䈎禡磕䇳窬秖䇮篖穪穪籞稛䈎禡磕䇳窬秖䇮篖穪穪籞稛䈎禡磕䇳窬秖䇮篖穪穪籞稛䈎禡磕䇳窬秖䇮篖穪穪籞稛䈎禡磕䇳窬秖䇮篖穪穪籞稛䈎禡磕䇳窬秖䇮篖穪穪籞稛䈎禡磕䇳窬秖䇮篖穪穪籞稛䈎禡磕䇳窬秖䇮篖穪 5(4):735(4):73--79 (2000)79 (2000)

淀ゅ藁敕臁託〉ょぇ臁鑽炭毒濯舢淀ゅ藁敕臁託〉ょぇ臁鑽炭毒濯舢淀ゅ藁敕臁託〉ょぇ臁鑽炭毒濯舢淀ゅ藁敕臁託〉ょぇ臁鑽炭毒濯舢淀ゅ藁敕臁託〉ょぇ臁鑽炭毒濯舢淀ゅ藁敕臁託〉ょぇ臁鑽炭毒濯舢淀ゅ藁敕臁託〉ょぇ臁鑽炭毒濯舢淀ゅ藁敕臁託〉ょぇ臁鑽炭毒濯舢
蹙鑚ィî┘禡磕旄抵ア蹙鑚ィî┘禡磕旄抵ア蹙鑚ィî┘禡磕旄抵ア蹙鑚ィî┘禡磕旄抵ア蹙鑚ィî┘禡磕旄抵ア蹙鑚ィî┘禡磕旄抵ア蹙鑚ィî┘禡磕旄抵ア蹙鑚ィî┘禡磕旄抵ア 2(1):682(1):68--78 (2003)78 (2003)

ケケケケ

ゲゲゲゲ

ココココ

ゴゴゴゴ

ササササ

ザザザザ

シシシシ

ジジジジ

スススス

ハ
ギ
ヂ
ヅ
ネ
薺
穿
䅈
禴
磕
膅
珵
䐢

ハ
ギ
ヂ
ヅ
ネ
薺
穿
䅈
禴
磕
膅
珵
䐢

ハ
ギ
ヂ
ヅ
ネ
薺
穿
䅈
禴
磕
膅
珵
䐢

ハ
ギ
ヂ
ヅ
ネ
薺
穿
䅈
禴
磕
膅
珵
䐢

縫縫縫縫 ゲクザ篪鏤癆ゲクザ篪鏤癆ゲクザ篪鏤癆ゲクザ篪鏤癆

デペギバヂツパ跳評癆癮薺穿1本デペギバヂツパ跳評癆癮薺穿1本デペギバヂツパ跳評癆癮薺穿1本デペギバヂツパ跳評癆癮薺穿1本
倻謦冏54㿉謦冏54倻謦冏54㿉謦冏54倻謦冏54㿉謦冏54倻謦冏54㿉謦冏54

薺穿1本倻謦冏54薺穿1本倻謦冏54薺穿1本倻謦冏54薺穿1本倻謦冏54

薺穿1本謦冏54薺穿1本謦冏54薺穿1本謦冏54薺穿1本謦冏54

***p<0.001

<S

ケケケケ

ザザザザ

ゲケゲケゲケゲケ

ゲザゲザゲザゲザ

ノ
ノ
ピ
テ
䅈
禴
磕
璈
膅
珵
䐢

ノ
ノ
ピ
テ
䅈
禴
磕
璈
膅
珵
䐢

ノ
ノ
ピ
テ
䅈
禴
磕
璈
膅
珵
䐢

ノ
ノ
ピ
テ
䅈
禴
磕
璈
膅
珵
䐢

縫縫縫縫 ゲクザ篪鏤癆ゲクザ篪鏤癆ゲクザ篪鏤癆ゲクザ篪鏤癆

デペギバヂツパ跳評縫癆癉疢痏矞薺穿1本デペギバヂツパ跳評縫癆癉疢痏矞薺穿1本デペギバヂツパ跳評縫癆癉疢痏矞薺穿1本デペギバヂツパ跳評縫癆癉疢痏矞薺穿1本
倻謦冏54㿉謦冏54癮戻癮ィî1本癮滔倻謦冏54㿉謦冏54癮戻癮ィî1本癮滔倻謦冏54㿉謦冏54癮戻癮ィî1本癮滔倻謦冏54㿉謦冏54癮戻癮ィî1本癮滔

薺穿1本倻謦冏54薺穿1本倻謦冏54薺穿1本倻謦冏54薺穿1本倻謦冏54
薺穿1本謦冏54薺穿1本謦冏54薺穿1本謦冏54薺穿1本謦冏54*p<0.05

*p<0.05

ケケケケ

ゲケゲケゲケゲケ

コケコケコケコケ

ゴケゴケゴケゴケ

サケサケサケサケ

ザケザケザケザケ

ヒ
バ
ネ
ギ
ヅ
f
淋
䅈
禴
磕
璈
膅
珵
䐢

ヒ
バ
ネ
ギ
ヅ
f
淋
䅈
禴
磕
璈
膅
珵
䐢

ヒ
バ
ネ
ギ
ヅ
f
淋
䅈
禴
磕
璈
膅
珵
䐢

ヒ
バ
ネ
ギ
ヅ
f
淋
䅈
禴
磕
璈
膅
珵
䐢

縫縫縫縫 ゲクザ篪鏤癆ゲクザ篪鏤癆ゲクザ篪鏤癆ゲクザ篪鏤癆

デペギバヂツパ跳評縫癆癉疢痏矞薺穿1本デペギバヂツパ跳評縫癆癉疢痏矞薺穿1本デペギバヂツパ跳評縫癆癉疢痏矞薺穿1本デペギバヂツパ跳評縫癆癉疢痏矞薺穿1本
倻謦冏54㿉謦冏54癮ヒバネ箵笽䈎癮廸尤倻謦冏54㿉謦冏54癮ヒバネ箵笽䈎癮廸尤倻謦冏54㿉謦冏54癮ヒバネ箵笽䈎癮廸尤倻謦冏54㿉謦冏54癮ヒバネ箵笽䈎癮廸尤

薺穿1本倻謦冏54薺穿1本倻謦冏54薺穿1本倻謦冏54薺穿1本倻謦冏54
薺穿1本謦冏54薺穿1本謦冏54薺穿1本謦冏54薺穿1本謦冏54

*p<0.05
<S

i柆籗14プi柆籗14プi柆籗14プi柆籗14プi柆籗14プi柆籗14プi柆籗14プi柆籗14プ

デペデペデペデペデペデペデペデペギギギギギギギギバヂツパバヂツパバヂツパバヂツパバヂツパバヂツパバヂツパバヂツパ癉瞟矞薺穿1本謦冏54𤹪皕臁倻謦冏54癉癉瞟矞薺穿1本謦冏54𤹪皕臁倻謦冏54癉癉瞟矞薺穿1本謦冏54𤹪皕臁倻謦冏54癉癉瞟矞薺穿1本謦冏54𤹪皕臁倻謦冏54癉癉瞟矞薺穿1本謦冏54𤹪皕臁倻謦冏54癉癉瞟矞薺穿1本謦冏54𤹪皕臁倻謦冏54癉癉瞟矞薺穿1本謦冏54𤹪皕臁倻謦冏54癉癉瞟矞薺穿1本謦冏54𤹪皕臁倻謦冏54癉
柺𥄢臁ィî1本癮嫻3/10箵笽䈎疰珽痀臁跳評癆臁柺𥄢臁ィî1本癮嫻3/10箵笽䈎疰珽痀臁跳評癆臁柺𥄢臁ィî1本癮嫻3/10箵笽䈎疰珽痀臁跳評癆臁柺𥄢臁ィî1本癮嫻3/10箵笽䈎疰珽痀臁跳評癆臁柺𥄢臁ィî1本癮嫻3/10箵笽䈎疰珽痀臁跳評癆臁柺𥄢臁ィî1本癮嫻3/10箵笽䈎疰珽痀臁跳評癆臁柺𥄢臁ィî1本癮嫻3/10箵笽䈎疰珽痀臁跳評癆臁柺𥄢臁ィî1本癮嫻3/10箵笽䈎疰珽痀臁跳評癆臁ヒバネヒバネヒバネヒバネヒバネヒバネヒバネヒバネギギギギギギギギヅヅヅヅヅヅヅヅffffffff
淋䅈禴磕癮琢軆臁瘃𤺋矬瘜淋䅈禴磕癮琢軆臁瘃𤺋矬瘜淋䅈禴磕癮琢軆臁瘃𤺋矬瘜淋䅈禴磕癮琢軆臁瘃𤺋矬瘜淋䅈禴磕癮琢軆臁瘃𤺋矬瘜淋䅈禴磕癮琢軆臁瘃𤺋矬瘜淋䅈禴磕癮琢軆臁瘃𤺋矬瘜淋䅈禴磕癮琢軆臁瘃𤺋矬瘜 ヒバネヒバネヒバネヒバネヒバネヒバネヒバネヒバネ癮塁琢砅ィ𥇍瘓璒癮塁琢砅ィ𥇍瘓璒癮塁琢砅ィ𥇍瘓璒癮塁琢砅ィ𥇍瘓璒癮塁琢砅ィ𥇍瘓璒癮塁琢砅ィ𥇍瘓璒癮塁琢砅ィ𥇍瘓璒癮塁琢砅ィ𥇍瘓璒 通琢通琢通琢通琢通琢通琢通琢通琢
瞟瞤臁┦璙𤺋磕祲穟磦竌穟磦𤹪├耨痠矟臁瞟瞤臁┦璙𤺋磕祲穟磦竌穟磦𤹪├耨痠矟臁瞟瞤臁┦璙𤺋磕祲穟磦竌穟磦𤹪├耨痠矟臁瞟瞤臁┦璙𤺋磕祲穟磦竌穟磦𤹪├耨痠矟臁瞟瞤臁┦璙𤺋磕祲穟磦竌穟磦𤹪├耨痠矟臁瞟瞤臁┦璙𤺋磕祲穟磦竌穟磦𤹪├耨痠矟臁瞟瞤臁┦璙𤺋磕祲穟磦竌穟磦𤹪├耨痠矟臁瞟瞤臁┦璙𤺋磕祲穟磦竌穟磦𤹪├耨痠矟臁バヶヵュヰヰンバヶヵュヰヰンバヶヵュヰヰンバヶヵュヰヰンバヶヵュヰヰンバヶヵュヰヰンバヶヵュヰヰンバヶヵュヰヰン磕祲穟磦磕祲穟磦磕祲穟磦磕祲穟磦磕祲穟磦磕祲穟磦磕祲穟磦磕祲穟磦
竌穟磦禡磕癮35淋ɚ𤺋𥫣箼禕箐筁筕穧䈎竌穟磦禡磕癮35淋ɚ𤺋𥫣箼禕箐筁筕穧䈎竌穟磦禡磕癮35淋ɚ𤺋𥫣箼禕箐筁筕穧䈎竌穟磦禡磕癮35淋ɚ𤺋𥫣箼禕箐筁筕穧䈎竌穟磦禡磕癮35淋ɚ𤺋𥫣箼禕箐筁筕穧䈎竌穟磦禡磕癮35淋ɚ𤺋𥫣箼禕箐筁筕穧䈎竌穟磦禡磕癮35淋ɚ𤺋𥫣箼禕箐筁筕穧䈎竌穟磦禡磕癮35淋ɚ𤺋𥫣箼禕箐筁筕穧䈎𤹪畒矞𤹪畒矞𤹪畒矞𤹪畒矞𤹪畒矞𤹪畒矞𤹪畒矞𤹪畒矞デペデペデペデペデペデペデペデペギギギギギギギギバヂツパバヂツパバヂツパバヂツパバヂツパバヂツパバヂツパバヂツパ
皕臁裴燵ィî┘砅瞩痀皕臁裴燵ィî┘砅瞩痀皕臁裴燵ィî┘砅瞩痀皕臁裴燵ィî┘砅瞩痀皕臁裴燵ィî┘砅瞩痀皕臁裴燵ィî┘砅瞩痀皕臁裴燵ィî┘砅瞩痀皕臁裴燵ィî┘砅瞩痀ィî┘珽䕺kィî┘珽䕺kィî┘珽䕺kィî┘珽䕺kィî┘珽䕺kィî┘珽䕺kィî┘珽䕺kィî┘珽䕺k癉疢畱瘳臁癉疢畱瘳臁癉疢畱瘳臁癉疢畱瘳臁癉疢畱瘳臁癉疢畱瘳臁癉疢畱瘳臁癉疢畱瘳臁薺穿1本薺穿1本薺穿1本薺穿1本薺穿1本薺穿1本薺穿1本薺穿1本
砅謦冏瘃矞砅謦冏瘃矞砅謦冏瘃矞砅謦冏瘃矞砅謦冏瘃矞砅謦冏瘃矞砅謦冏瘃矞砅謦冏瘃矞㿉㿉睘癉㿉㿉睘癉㿉㿉睘癉㿉㿉睘癉㿉㿉睘癉㿉㿉睘癉㿉㿉睘癉㿉㿉睘癉ヒバネヒバネヒバネヒバネヒバネヒバネヒバネヒバネ砅塁琢痠瘇矞砅塁琢痠瘇矞砅塁琢痠瘇矞砅塁琢痠瘇矞砅塁琢痠瘇矞砅塁琢痠瘇矞砅塁琢痠瘇矞砅塁琢痠瘇矞鐚亦𤺋禡磕籗𥫣箼禕鐚亦𤺋禡磕籗𥫣箼禕鐚亦𤺋禡磕籗𥫣箼禕鐚亦𤺋禡磕籗𥫣箼禕鐚亦𤺋禡磕籗𥫣箼禕鐚亦𤺋禡磕籗𥫣箼禕鐚亦𤺋禡磕籗𥫣箼禕鐚亦𤺋禡磕籗𥫣箼禕
箐筁𤹪畒矞痝㿉疰1/5伜痠矟瘓璒𥆩瘓箐筁𤹪畒矞痝㿉疰1/5伜痠矟瘓璒𥆩瘓箐筁𤹪畒矞痝㿉疰1/5伜痠矟瘓璒𥆩瘓箐筁𤹪畒矞痝㿉疰1/5伜痠矟瘓璒𥆩瘓箐筁𤹪畒矞痝㿉疰1/5伜痠矟瘓璒𥆩瘓箐筁𤹪畒矞痝㿉疰1/5伜痠矟瘓璒𥆩瘓箐筁𤹪畒矞痝㿉疰1/5伜痠矟瘓璒𥆩瘓箐筁𤹪畒矞痝㿉疰1/5伜痠矟瘓璒𥆩瘓キァキァキァキァキァキァキァキァ瀧めɚ癉瀧めɚ癉瀧めɚ癉瀧めɚ癉瀧めɚ癉瀧めɚ癉瀧めɚ癉瀧めɚ癉キキキキキキキキ 禡磕秇籞禡磕秇籞禡磕秇籞禡磕秇籞禡磕秇籞禡磕秇籞禡磕秇籞禡磕秇籞
竌䅈癮ョ癮毛茯ɚは燈莉④㿉痮瘳竌䅈癮ョ癮毛茯ɚは燈莉④㿉痮瘳竌䅈癮ョ癮毛茯ɚは燈莉④㿉痮瘳竌䅈癮ョ癮毛茯ɚは燈莉④㿉痮瘳竌䅈癮ョ癮毛茯ɚは燈莉④㿉痮瘳竌䅈癮ョ癮毛茯ɚは燈莉④㿉痮瘳竌䅈癮ョ癮毛茯ɚは燈莉④㿉痮瘳竌䅈癮ョ癮毛茯ɚは燈莉④㿉痮瘳キァキァキァキァキァキァキァキァヒバネヒバネヒバネヒバネヒバネヒバネヒバネヒバネ印燵疰鐚ぁ𤹪畒印燵疰鐚ぁ𤹪畒印燵疰鐚ぁ𤹪畒印燵疰鐚ぁ𤹪畒印燵疰鐚ぁ𤹪畒印燵疰鐚ぁ𤹪畒印燵疰鐚ぁ𤹪畒印燵疰鐚ぁ𤹪畒
矞㿉i疌瞢矟矞璒矞㿉i疌瞢矟矞璒矞㿉i疌瞢矟矞璒矞㿉i疌瞢矟矞璒矞㿉i疌瞢矟矞璒矞㿉i疌瞢矟矞璒矞㿉i疌瞢矟矞璒矞㿉i疌瞢矟矞璒



26

瑰ぁ貭®瑰ぁ貭®瑰ぁ貭®瑰ぁ貭®瑰ぁ貭®瑰ぁ貭®瑰ぁ貭®瑰ぁ貭®

ゲオァゲオァゲオァゲオァゲオァゲオァゲオァゲオァ縫寢焜ɔ臁鑽炭毒濯臁淀ゅ藁敕眚㽷舢縫寢焜ɔ臁鑽炭毒濯臁淀ゅ藁敕眚㽷舢縫寢焜ɔ臁鑽炭毒濯臁淀ゅ藁敕眚㽷舢縫寢焜ɔ臁鑽炭毒濯臁淀ゅ藁敕眚㽷舢縫寢焜ɔ臁鑽炭毒濯臁淀ゅ藁敕眚㽷舢縫寢焜ɔ臁鑽炭毒濯臁淀ゅ藁敕眚㽷舢縫寢焜ɔ臁鑽炭毒濯臁淀ゅ藁敕眚㽷舢縫寢焜ɔ臁鑽炭毒濯臁淀ゅ藁敕眚㽷舢

g朝禡磕€お臁g朝禡磕€お臁g朝禡磕€お臁g朝禡磕€お臁g朝禡磕€お臁g朝禡磕€お臁g朝禡磕€お臁g朝禡磕€お臁ゲケセァスゲケセァスゲケセァスゲケセァスゲケセァスゲケセァスゲケセァスゲケセァスギギギギギギギギゲズァォゲズズズオゲズァォゲズズズオゲズァォゲズズズオゲズァォゲズズズオゲズァォゲズズズオゲズァォゲズズズオゲズァォゲズズズオゲズァォゲズズズオ

コオァコオァコオァコオァコオァコオァコオァコオァ淀ゅ藁敕臁託〉ょぇ臁鑽炭毒濯舢淀ゅ藁敕臁託〉ょぇ臁鑽炭毒濯舢淀ゅ藁敕臁託〉ょぇ臁鑽炭毒濯舢淀ゅ藁敕臁託〉ょぇ臁鑽炭毒濯舢淀ゅ藁敕臁託〉ょぇ臁鑽炭毒濯舢淀ゅ藁敕臁託〉ょぇ臁鑽炭毒濯舢淀ゅ藁敕臁託〉ょぇ臁鑽炭毒濯舢淀ゅ藁敕臁託〉ょぇ臁鑽炭毒濯舢

蹙鑚┸連禡磕旄抵ア臁蹙鑚┸連禡磕旄抵ア臁蹙鑚┸連禡磕旄抵ア臁蹙鑚┸連禡磕旄抵ア臁蹙鑚┸連禡磕旄抵ア臁蹙鑚┸連禡磕旄抵ア臁蹙鑚┸連禡磕旄抵ア臁蹙鑚┸連禡磕旄抵ア臁コァォゲオセァシスコァォゲオセァシスコァォゲオセァシスコァォゲオセァシスコァォゲオセァシスコァォゲオセァシスコァォゲオセァシスコァォゲオセァシスギギギギギギギギジジァォコケケゴオァジジァォコケケゴオァジジァォコケケゴオァジジァォコケケゴオァジジァォコケケゴオァジジァォコケケゴオァジジァォコケケゴオァジジァォコケケゴオァ
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a磧𥫣箼秖𥖧祲穪膅𦣪䐢a磧𥫣箼秖𥖧祲穪膅𦣪䐢a磧𥫣箼秖𥖧祲穪膅𦣪䐢a磧𥫣箼秖𥖧祲穪膅𦣪䐢a磧𥫣箼秖𥖧祲穪膅𦣪䐢a磧𥫣箼秖𥖧祲穪膅𦣪䐢a磧𥫣箼秖𥖧祲穪膅𦣪䐢a磧𥫣箼秖𥖧祲穪膅𦣪䐢

�� 超癆癮ィî┘檮九癮嫻鑚ɚ𤺋顫舢超癆癮ィî┘檮九癮嫻鑚ɚ𤺋顫舢超癆癮ィî┘檮九癮嫻鑚ɚ𤺋顫舢超癆癮ィî┘檮九癮嫻鑚ɚ𤺋顫舢超癆癮ィî┘檮九癮嫻鑚ɚ𤺋顫舢超癆癮ィî┘檮九癮嫻鑚ɚ𤺋顫舢超癆癮ィî┘檮九癮嫻鑚ɚ𤺋顫舢超癆癮ィî┘檮九癮嫻鑚ɚ𤺋顫舢 臿奡¥臿奡¥臿奡¥臿奡¥臿奡¥臿奡¥臿奡¥臿奡¥

臤䐢瓖曚絣癮臺蜉瓘臤䐢瓖曚絣癮臺蜉瓘

𦣪䐢瓖€お籗明æ癮透禍瓘𦣪䐢瓖€お籗明æ癮透禍瓘

臬䐢瓖蹣鑢せ贖癮蘿禍㿉鎮勉𤺋諭₂癮蛬盗瓘臬䐢瓖蹣鑢せ贖癮蘿禍㿉鎮勉𤺋諭₂癮蛬盗瓘

臽䐢瓖鎮勉𤺋禡磕癮邊里里皨鑚朝籗朸踞謚蝠瓘臽䐢瓖鎮勉𤺋禡磕癮邊里里皨鑚朝籗朸踞謚蝠瓘

臿䐢瓖40烝磽ィî┘檮九瓘臿䐢瓖40烝磽ィî┘檮九瓘

翌ブ枕畑hg把楡ヴきゼィî┘籗㌁瘤搨溺檮九蘿禍曦翌ブ枕畑hg把楡ヴきゼィî┘籗㌁瘤搨溺檮九蘿禍曦

臤䐢曚絣癮臺蜉臤䐢曚絣癮臺蜉臤䐢曚絣癮臺蜉臤䐢曚絣癮臺蜉臤䐢曚絣癮臺蜉臤䐢曚絣癮臺蜉臤䐢曚絣癮臺蜉臤䐢曚絣癮臺蜉
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ィî┘癮曚絣臺蜉ィî┘癮曚絣臺蜉ィî┘癮曚絣臺蜉ィî┘癮曚絣臺蜉ィî┘癮曚絣臺蜉ィî┘癮曚絣臺蜉ィî┘癮曚絣臺蜉ィî┘癮曚絣臺蜉

�� 諭旄ɚ癉せ贖痠矟瘓ィî┘癮諭旄ɚ癉せ贖痠矟瘓ィî┘癮鐚┖ò鐚┖òツ颱砅曚跖ツ颱砅曚跖

�� ィî┘笊k癮ィî┘笊k癮┘w慕臁諭₂㎏輸籗跖こ慕癮母ぁ曚絣┘w慕臁諭₂㎏輸籗跖こ慕癮母ぁ曚絣
癮ツ颱癮ツ颱

�� 坿娵癉疢痏矞ィî┘癉檮瘃矞坿娵癉疢痏矞ィî┘癉檮瘃矞諭₂籗跳つ秇籞竌䅈ユ═諭₂籗跳つ秇籞竌䅈ユ═
癮曚絣っ癉瘨疷ツ颱癮曚絣っ癉瘨疷ツ颱

�� 瓖瓖ィî┘珽䕺k癮蹙濟ブ㌱Gコ燵ィî┘珽䕺k癮蹙濟ブ㌱Gコ燵瓘砅瞟瞤曠ヌɚ𤺋56瓘砅瞟瞤曠ヌɚ𤺋56
旄ɚ馮茹癉嫻瘼痀睘癮盨コ`瘃旄ɚ馮茹癉嫻瘼痀睘癮盨コ`瘃

膘鑚烝燵癆湧瞟瞤曚跖痮瘳䁘疷臁烋耨膘鑚烝燵癆湧瞟瞤曚跖痮瘳䁘疷臁烋耨2121212121212121--------2222222222222222烝燵癉皕𥆩㿉烝燵癉皕𥆩㿉
𥇍琢痓矞着暼𥇍琢痓矞着暼

𦣪䐢€お明æ癮透禍𦣪䐢€お明æ癮透禍𦣪䐢€お明æ癮透禍𦣪䐢€お明æ癮透禍𦣪䐢€お明æ癮透禍𦣪䐢€お明æ癮透禍𦣪䐢€お明æ癮透禍𦣪䐢€お明æ癮透禍

䇮稛笯箛穖祲种篖穵箼籞筁㿉䇮稛笯箛穖祲种篖穵箼籞筁㿉䇮稛笯箛穖祲种篖穵箼籞筁㿉䇮稛笯箛穖祲种篖穵箼籞筁㿉䇮稛笯箛穖祲种篖穵箼籞筁㿉䇮稛笯箛穖祲种篖穵箼籞筁㿉䇮稛笯箛穖祲种篖穵箼籞筁㿉䇮稛笯箛穖祲种篖穵箼籞筁㿉
磕䈎穙䆴磹䇳籞┖膅磕䈎穙䆴磹䇳籞┖膅磕䈎穙䆴磹䇳籞┖膅磕䈎穙䆴磹䇳籞┖膅磕䈎穙䆴磹䇳籞┖膅磕䈎穙䆴磹䇳籞┖膅磕䈎穙䆴磹䇳籞┖膅磕䈎穙䆴磹䇳籞┖膅ADADADADADADADAD䐢æ┘癮輸逃䐢æ┘癮輸逃䐢æ┘癮輸逃䐢æ┘癮輸逃䐢æ┘癮輸逃䐢æ┘癮輸逃䐢æ┘癮輸逃䐢æ┘癮輸逃

臤䐢痝癮輸逃疰畒矞㿉癮14霙疰1/5痠矟瘳畱矞疰臤䐢痝癮輸逃疰畒矞㿉癮14霙疰1/5痠矟瘳畱矞疰, , 𥆩瘛友便𥆩瘛友便
癉:コ痠矟瘓睘癮𤹪皕𤺋畱璒癉:コ痠矟瘓睘癮𤹪皕𤺋畱璒
𦣪䐢䇮稛笯箛穖祲种篖穵箼籞筁癉疢畱瘳皕𦣪䐢䇮稛笯箛穖祲种篖穵箼籞筁癉疢畱瘳皕, , 不o2ス49G㽷不o2ス49G㽷
瞢癮磕穧磦䇦秇磹穪祊磹篖癮便叛ぎ濟疰畒瞤瞢癮磕穧磦䇦秇磹穪祊磹篖癮便叛ぎ濟疰畒瞤, , 磹篖䅈箛篖磹篖䅈箛篖
艨舩磽艨舩磽砅疷瘓瘃璒𥆩瘓砅疷瘓瘃璒𥆩瘓, , 㾮矟皕㾮矟皕瀨┘砅簫I̊瀨┘砅簫I̊瘃矞璒痝矟瞢瘃矞璒痝矟瞢
忠k皕忠k皕ββ磕筿箼磹穵鎚〕ぎ濟砅疷瘓瘃磕筿箼磹穵鎚〕ぎ濟砅疷瘓瘃 →→ ADADADADADADADADæ┘æ┘
臬䐢痠瞢癉臬䐢痠瞢癉, , 湊04Ě尤癉瞟瞤20オングストローム✂湊04Ě尤癉瞟瞤20オングストローム✂砅ブ痱矞㿉砅ブ痱矞㿉, , オングストローム✂皕オングストローム✂皕ββ磕筿磕筿
箼磹穵癮ペブ砅透禍痮箼磹穵癮ペブ砅透禍痮,, ✂㉚20輸魔癮㎏1藴朿✂㉚20輸魔癮㎏1藴朿癉瞟瞤癉瞟瞤
ββ磕筿箼磹穵癮薺穿疰藴朿痠矟矞磕筿箼磹穵癮薺穿疰藴朿痠矟矞 →→ ADADADADADADADADæ┘æ┘
臽䐢䇮稛笯箛穖祲种篖穵箼籞筁籗ブ㌱80總┖癮着搨睼謦冏疰臽䐢䇮稛笯箛穖祲种篖穵箼籞筁籗ブ㌱80總┖癮着搨睼謦冏疰

ADADADADADADADAD癮æ┘着搨癉鐚亦㽷癁畽㽷皕超癆癮ゼ巠𤹪畒矞璒癮æ┘着搨癉鐚亦㽷癁畽㽷皕超癆癮ゼ巠𤹪畒矞璒
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20磕筿箼磹穵磹䇮籞秖篖禕臘△癮明æ20磕筿箼磹穵磹䇮籞秖篖禕臘△癮明æ20磕筿箼磹穵磹䇮籞秖篖禕臘△癮明æ20磕筿箼磹穵磹䇮籞秖篖禕臘△癮明æ20磕筿箼磹穵磹䇮籞秖篖禕臘△癮明æ20磕筿箼磹穵磹䇮籞秖篖禕臘△癮明æ20磕筿箼磹穵磹䇮籞秖篖禕臘△癮明æ20磕筿箼磹穵磹䇮籞秖篖禕臘△癮明æ
�� g朝賈磕筿箼磹穵砅④ɚ㿉痮瘓磕䈎穙䆴磹䇳籞┖癮赱瘓𤺋せ贖堙g朝賈磕筿箼磹穵砅④ɚ㿉痮瘓磕䈎穙䆴磹䇳籞┖癮赱瘓𤺋せ贖堙g朝賈磕筿箼磹穵砅④ɚ㿉痮瘓磕䈎穙䆴磹䇳籞┖癮赱瘓𤺋せ贖堙g朝賈磕筿箼磹穵砅④ɚ㿉痮瘓磕䈎穙䆴磹䇳籞┖癮赱瘓𤺋せ贖堙g朝賈磕筿箼磹穵砅④ɚ㿉痮瘓磕䈎穙䆴磹䇳籞┖癮赱瘓𤺋せ贖堙g朝賈磕筿箼磹穵砅④ɚ㿉痮瘓磕䈎穙䆴磹䇳籞┖癮赱瘓𤺋せ贖堙g朝賈磕筿箼磹穵砅④ɚ㿉痮瘓磕䈎穙䆴磹䇳籞┖癮赱瘓𤺋せ贖堙g朝賈磕筿箼磹穵砅④ɚ㿉痮瘓磕䈎穙䆴磹䇳籞┖癮赱瘓𤺋せ贖堙

疢瞟皨汲₂堙癮明æ癮𤺋㽷𤹪臁ブ典20癉49G瘃矞磕筿箼磹穵砅疢瞟皨汲₂堙癮明æ癮𤺋㽷𤹪臁ブ典20癉49G瘃矞磕筿箼磹穵砅疢瞟皨汲₂堙癮明æ癮𤺋㽷𤹪臁ブ典20癉49G瘃矞磕筿箼磹穵砅疢瞟皨汲₂堙癮明æ癮𤺋㽷𤹪臁ブ典20癉49G瘃矞磕筿箼磹穵砅疢瞟皨汲₂堙癮明æ癮𤺋㽷𤹪臁ブ典20癉49G瘃矞磕筿箼磹穵砅疢瞟皨汲₂堙癮明æ癮𤺋㽷𤹪臁ブ典20癉49G瘃矞磕筿箼磹穵砅疢瞟皨汲₂堙癮明æ癮𤺋㽷𤹪臁ブ典20癉49G瘃矞磕筿箼磹穵砅疢瞟皨汲₂堙癮明æ癮𤺋㽷𤹪臁ブ典20癉49G瘃矞磕筿箼磹穵砅
き八尤瘃矞臘△癮鐚ぁ磽癉蝙¥疰邊𥆩瘥瘳畱矞璒き八尤瘃矞臘△癮鐚ぁ磽癉蝙¥疰邊𥆩瘥瘳畱矞璒き八尤瘃矞臘△癮鐚ぁ磽癉蝙¥疰邊𥆩瘥瘳畱矞璒き八尤瘃矞臘△癮鐚ぁ磽癉蝙¥疰邊𥆩瘥瘳畱矞璒き八尤瘃矞臘△癮鐚ぁ磽癉蝙¥疰邊𥆩瘥瘳畱矞璒き八尤瘃矞臘△癮鐚ぁ磽癉蝙¥疰邊𥆩瘥瘳畱矞璒き八尤瘃矞臘△癮鐚ぁ磽癉蝙¥疰邊𥆩瘥瘳畱矞璒き八尤瘃矞臘△癮鐚ぁ磽癉蝙¥疰邊𥆩瘥瘳畱矞璒

�� ¥ɚ㿉療1磽舢¥ɚ㿉療1磽舢¥ɚ㿉療1磽舢¥ɚ㿉療1磽舢¥ɚ㿉療1磽舢¥ɚ㿉療1磽舢¥ɚ㿉療1磽舢¥ɚ㿉療1磽舢 鼬蹣鑢癮せ贖臁┖鑢癮は燈臁汲₂亦霙癮は燈鼬蹣鑢癮せ贖臁┖鑢癮は燈臁汲₂亦霙癮は燈鼬蹣鑢癮せ贖臁┖鑢癮は燈臁汲₂亦霙癮は燈鼬蹣鑢癮せ贖臁┖鑢癮は燈臁汲₂亦霙癮は燈鼬蹣鑢癮せ贖臁┖鑢癮は燈臁汲₂亦霙癮は燈鼬蹣鑢癮せ贖臁┖鑢癮は燈臁汲₂亦霙癮は燈鼬蹣鑢癮せ贖臁┖鑢癮は燈臁汲₂亦霙癮は燈鼬蹣鑢癮せ贖臁┖鑢癮は燈臁汲₂亦霙癮は燈
�� 舩磕筿箼磹穵₂堙舢舩磕筿箼磹穵₂堙舢舩磕筿箼磹穵₂堙舢舩磕筿箼磹穵₂堙舢舩磕筿箼磹穵₂堙舢舩磕筿箼磹穵₂堙舢舩磕筿箼磹穵₂堙舢舩磕筿箼磹穵₂堙舢 埞埞埞埞埞埞埞埞AAAAAAAAββ篊祲稸篖₂堙膅1湊筆│䐢篊祲稸篖₂堙膅1湊筆│䐢篊祲稸篖₂堙膅1湊筆│䐢篊祲稸篖₂堙膅1湊筆│䐢篊祲稸篖₂堙膅1湊筆│䐢篊祲稸篖₂堙膅1湊筆│䐢篊祲稸篖₂堙膅1湊筆│䐢篊祲稸篖₂堙膅1湊筆│䐢

埰舩埰舩埰舩埰舩埰舩埰舩埰舩埰舩AAAAAAAAββ舩典₂堙舩典₂堙舩典₂堙舩典₂堙舩典₂堙舩典₂堙舩典₂堙舩典₂堙 膅溜湊筆│䐢膅溜湊筆│䐢膅溜湊筆│䐢膅溜湊筆│䐢膅溜湊筆│䐢膅溜湊筆│䐢膅溜湊筆│䐢膅溜湊筆│䐢
磕筿箼磹穵磕筿箼磹穵磕筿箼磹穵磕筿箼磹穵磕筿箼磹穵磕筿箼磹穵磕筿箼磹穵磕筿箼磹穵PETPETPETPETPETPETPETPETっ𤹪臁舩っ𤹪臁舩っ𤹪臁舩っ𤹪臁舩っ𤹪臁舩っ𤹪臁舩っ𤹪臁舩っ𤹪臁舩AAAAAAAAββ舩典癉瞟瞤㌱磽尤痠矟瘓筿祲箼禕箛舩典癉瞟瞤㌱磽尤痠矟瘓筿祲箼禕箛舩典癉瞟瞤㌱磽尤痠矟瘓筿祲箼禕箛舩典癉瞟瞤㌱磽尤痠矟瘓筿祲箼禕箛舩典癉瞟瞤㌱磽尤痠矟瘓筿祲箼禕箛舩典癉瞟瞤㌱磽尤痠矟瘓筿祲箼禕箛舩典癉瞟瞤㌱磽尤痠矟瘓筿祲箼禕箛舩典癉瞟瞤㌱磽尤痠矟瘓筿祲箼禕箛
磕疰g朝賈磕筿箼磹穵砅瞩履瘃矞10迯ɚ廸尤砅9畽痝㿉疰療1璒磕疰g朝賈磕筿箼磹穵砅瞩履瘃矞10迯ɚ廸尤砅9畽痝㿉疰療1璒磕疰g朝賈磕筿箼磹穵砅瞩履瘃矞10迯ɚ廸尤砅9畽痝㿉疰療1璒磕疰g朝賈磕筿箼磹穵砅瞩履瘃矞10迯ɚ廸尤砅9畽痝㿉疰療1璒磕疰g朝賈磕筿箼磹穵砅瞩履瘃矞10迯ɚ廸尤砅9畽痝㿉疰療1璒磕疰g朝賈磕筿箼磹穵砅瞩履瘃矞10迯ɚ廸尤砅9畽痝㿉疰療1璒磕疰g朝賈磕筿箼磹穵砅瞩履瘃矞10迯ɚ廸尤砅9畽痝㿉疰療1璒磕疰g朝賈磕筿箼磹穵砅瞩履瘃矞10迯ɚ廸尤砅9畽痝㿉疰療1璒

PETPETPETPETPETPETPETPETぁぁぁぁぁぁぁぁ磕筿箼磹穵磕筿箼磹穵磕筿箼磹穵磕筿箼磹穵磕筿箼磹穵磕筿箼磹穵磕筿箼磹穵磕筿箼磹穵穪箵籞秇籞舢穪箵籞秇籞舢穪箵籞秇籞舢穪箵籞秇籞舢穪箵籞秇籞舢穪箵籞秇籞舢穪箵籞秇籞舢穪箵籞秇籞舢 Pittsburgh CompoundPittsburgh CompoundPittsburgh CompoundPittsburgh CompoundPittsburgh CompoundPittsburgh CompoundPittsburgh CompoundPittsburgh Compound--------B (PIB)B (PIB)B (PIB)B (PIB)B (PIB)B (PIB)B (PIB)B (PIB)
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坿娵毛茯謚蝠𥞴篖稛籞癮臽瘨癮㎏1坿娵毛茯謚蝠𥞴篖稛籞癮臽瘨癮㎏1坿娵毛茯謚蝠𥞴篖稛籞癮臽瘨癮㎏1坿娵毛茯謚蝠𥞴篖稛籞癮臽瘨癮㎏1坿娵毛茯謚蝠𥞴篖稛籞癮臽瘨癮㎏1坿娵毛茯謚蝠𥞴篖稛籞癮臽瘨癮㎏1坿娵毛茯謚蝠𥞴篖稛籞癮臽瘨癮㎏1坿娵毛茯謚蝠𥞴篖稛籞癮臽瘨癮㎏1

臤䐢f淋ɚ𤺋bドの旅㎏1臤䐢f淋ɚ𤺋bドの旅㎏1臤䐢f淋ɚ𤺋bドの旅㎏1臤䐢f淋ɚ𤺋bドの旅㎏1臤䐢f淋ɚ𤺋bドの旅㎏1臤䐢f淋ɚ𤺋bドの旅㎏1臤䐢f淋ɚ𤺋bドの旅㎏1臤䐢f淋ɚ𤺋bドの旅㎏1
穂鑢bド檮睛臁bド謚蝠臁曚絣臺蜉臁⑯母襭つ𤺋癁穂鑢bド檮睛臁bド謚蝠臁曚絣臺蜉臁⑯母襭つ𤺋癁穂鑢bド檮睛臁bド謚蝠臁曚絣臺蜉臁⑯母襭つ𤺋癁穂鑢bド檮睛臁bド謚蝠臁曚絣臺蜉臁⑯母襭つ𤺋癁穂鑢bド檮睛臁bド謚蝠臁曚絣臺蜉臁⑯母襭つ𤺋癁穂鑢bド檮睛臁bド謚蝠臁曚絣臺蜉臁⑯母襭つ𤺋癁穂鑢bド檮睛臁bド謚蝠臁曚絣臺蜉臁⑯母襭つ𤺋癁穂鑢bド檮睛臁bド謚蝠臁曚絣臺蜉臁⑯母襭つ𤺋癁
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跳つ着搨𥫣箐篖癮転耨𤺋癁癮跳つ着搨秇籞竌䅈癮母ぁ癉ギ瘃矞黻妙璒跳つ着搨𥫣箐篖癮転耨𤺋癁癮跳つ着搨秇籞竌䅈癮母ぁ癉ギ瘃矞黻妙璒跳つ着搨𥫣箐篖癮転耨𤺋癁癮跳つ着搨秇籞竌䅈癮母ぁ癉ギ瘃矞黻妙璒跳つ着搨𥫣箐篖癮転耨𤺋癁癮跳つ着搨秇籞竌䅈癮母ぁ癉ギ瘃矞黻妙璒跳つ着搨𥫣箐篖癮転耨𤺋癁癮跳つ着搨秇籞竌䅈癮母ぁ癉ギ瘃矞黻妙璒跳つ着搨𥫣箐篖癮転耨𤺋癁癮跳つ着搨秇籞竌䅈癮母ぁ癉ギ瘃矞黻妙璒跳つ着搨𥫣箐篖癮転耨𤺋癁癮跳つ着搨秇籞竌䅈癮母ぁ癉ギ瘃矞黻妙璒跳つ着搨𥫣箐篖癮転耨𤺋癁癮跳つ着搨秇籞竌䅈癮母ぁ癉ギ瘃矞黻妙璒
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→→ 林ⅺ跳つ着搨讙曦林ⅺ跳つ着搨讙曦林ⅺ跳つ着搨讙曦林ⅺ跳つ着搨讙曦林ⅺ跳つ着搨讙曦林ⅺ跳つ着搨讙曦林ⅺ跳つ着搨讙曦林ⅺ跳つ着搨讙曦:  :  殺湊咏癮㎏1塁琢殺湊咏癮㎏1塁琢殺湊咏癮㎏1塁琢殺湊咏癮㎏1塁琢殺湊咏癮㎏1塁琢殺湊咏癮㎏1塁琢殺湊咏癮㎏1塁琢殺湊咏癮㎏1塁琢,, 餃揜謦冏餃揜謦冏餃揜謦冏餃揜謦冏餃揜謦冏餃揜謦冏餃揜謦冏餃揜謦冏,, 旅38㎏1癮塁琢旅38㎏1癮塁琢旅38㎏1癮塁琢旅38㎏1癮塁琢旅38㎏1癮塁琢旅38㎏1癮塁琢旅38㎏1癮塁琢旅38㎏1癮塁琢っっっっっっっっ
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蹙鑚ィî┘禡磕旄抵舢蹙鑚ィî┘禡磕旄抵舢 瓖坿娵癉疢痏矞ィî┘檮睛曚6）燼瓘瓖坿娵癉疢痏矞ィî┘檮睛曚6）燼瓘
饅瑟抵1/6篊籞䈎穵𥫣箐篖窊篖禕饅瑟抵1/6篊籞䈎穵𥫣箐篖窊篖禕 籗籗 テ嗹堙朝テ嗹堙朝 眭痏着搨誘抵眭痏着搨誘抵 眚㽷眚㽷

穂旛穂旛穂旛穂旛穂旛穂旛穂旛穂旛 鑽炭眺㋹膅癮瞤疷䐢鑽炭眺㋹膅癮瞤疷䐢鑽炭眺㋹膅癮瞤疷䐢鑽炭眺㋹膅癮瞤疷䐢鑽炭眺㋹膅癮瞤疷䐢鑽炭眺㋹膅癮瞤疷䐢鑽炭眺㋹膅癮瞤疷䐢鑽炭眺㋹膅癮瞤疷䐢 臽㽷鏤臽㽷鏤臽㽷鏤臽㽷鏤臽㽷鏤臽㽷鏤臽㽷鏤臽㽷鏤

超癮髪皕臁超癮髪皕臁超癮髪皕臁超癮髪皕臁超癮髪皕臁超癮髪皕臁超癮髪皕臁超癮髪皕臁
𥆩瘛𥆩瘛𥆩瘛𥆩瘛𥆩瘛𥆩瘛𥆩瘛𥆩瘛

天睘ヮ疌㿗疌脽天睘ヮ疌㿗疌脽天睘ヮ疌㿗疌脽天睘ヮ疌㿗疌脽天睘ヮ疌㿗疌脽天睘ヮ疌㿗疌脽天睘ヮ疌㿗疌脽天睘ヮ疌㿗疌脽
窹磹窹磹籗籗籗窹磹窹磹籗籗籗窹磹窹磹籗籗籗窹磹窹磹籗籗籗窹磹窹磹籗籗籗窹磹窹磹籗籗籗窹磹窹磹籗籗籗窹磹窹磹籗籗籗

痟⎬は畒瞤疰㿉畽痟痧畱𥆩痮瘓痟⎬は畒瞤疰㿉畽痟痧畱𥆩痮瘓痟⎬は畒瞤疰㿉畽痟痧畱𥆩痮瘓痟⎬は畒瞤疰㿉畽痟痧畱𥆩痮瘓痟⎬は畒瞤疰㿉畽痟痧畱𥆩痮瘓痟⎬は畒瞤疰㿉畽痟痧畱𥆩痮瘓痟⎬は畒瞤疰㿉畽痟痧畱𥆩痮瘓痟⎬は畒瞤疰㿉畽痟痧畱𥆩痮瘓
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マスと個に対応する認知症ケアマスと個に対応する認知症ケアマスと個に対応する認知症ケアマスと個に対応する認知症ケアマスと個に対応する認知症ケアマスと個に対応する認知症ケアマスと個に対応する認知症ケアマスと個に対応する認知症ケア

広島県広島県広島県広島県広島県広島県広島県広島県 医療法人紘友会医療法人紘友会医療法人紘友会医療法人紘友会医療法人紘友会医療法人紘友会医療法人紘友会医療法人紘友会 福山友愛病院福山友愛病院福山友愛病院福山友愛病院福山友愛病院福山友愛病院福山友愛病院福山友愛病院

末丸末丸末丸末丸末丸末丸末丸末丸 修三修三修三修三修三修三修三修三

南房総地域：「地域介護力アップのための認知症講演会」南房総地域：「地域介護力アップのための認知症講演会」南房総地域：「地域介護力アップのための認知症講演会」南房総地域：「地域介護力アップのための認知症講演会」南房総地域：「地域介護力アップのための認知症講演会」南房総地域：「地域介護力アップのための認知症講演会」南房総地域：「地域介護力アップのための認知症講演会」南房総地域：「地域介護力アップのための認知症講演会」
20082008年年年年年年年年1111月月月月月月月月88日，千葉県鴨川市，亀田総合病院附属亀田医療技術専門学校ホール日，千葉県鴨川市，亀田総合病院附属亀田医療技術専門学校ホール日，千葉県鴨川市，亀田総合病院附属亀田医療技術専門学校ホール日，千葉県鴨川市，亀田総合病院附属亀田医療技術専門学校ホール日，千葉県鴨川市，亀田総合病院附属亀田医療技術専門学校ホール日，千葉県鴨川市，亀田総合病院附属亀田医療技術専門学校ホール日，千葉県鴨川市，亀田総合病院附属亀田医療技術専門学校ホール日，千葉県鴨川市，亀田総合病院附属亀田医療技術専門学校ホール

今日お話する内容今日お話する内容今日お話する内容今日お話する内容今日お話する内容今日お話する内容今日お話する内容今日お話する内容

�� 認知症とは？認知症とは？認知症とは？認知症とは？認知症とは？認知症とは？認知症とは？認知症とは？ 初期認知症徴候，認知症各論初期認知症徴候，認知症各論初期認知症徴候，認知症各論初期認知症徴候，認知症各論初期認知症徴候，認知症各論初期認知症徴候，認知症各論初期認知症徴候，認知症各論初期認知症徴候，認知症各論
�� 認知症の薬物療法認知症の薬物療法認知症の薬物療法認知症の薬物療法認知症の薬物療法認知症の薬物療法認知症の薬物療法認知症の薬物療法
�� 認知症ケア（対応の仕方）認知症ケア（対応の仕方）認知症ケア（対応の仕方）認知症ケア（対応の仕方）認知症ケア（対応の仕方）認知症ケア（対応の仕方）認知症ケア（対応の仕方）認知症ケア（対応の仕方）
�� 認知症の精神神経内分泌免疫学：認知症の精神神経内分泌免疫学：認知症の精神神経内分泌免疫学：認知症の精神神経内分泌免疫学：認知症の精神神経内分泌免疫学：認知症の精神神経内分泌免疫学：認知症の精神神経内分泌免疫学：認知症の精神神経内分泌免疫学： CRHCRHCRHCRHCRHCRHCRHCRHのテーマのテーマのテーマのテーマのテーマのテーマのテーマのテーマ
�� 「青空緑芝「青空緑芝「青空緑芝「青空緑芝「青空緑芝「青空緑芝「青空緑芝「青空緑芝OutdoorOutdoorOutdoorOutdoorOutdoorOutdoorOutdoorOutdoorアクティビティケア・プログラムアクティビティケア・プログラムアクティビティケア・プログラムアクティビティケア・プログラムアクティビティケア・プログラムアクティビティケア・プログラムアクティビティケア・プログラムアクティビティケア・プログラム

(FY(FY(FY(FY(FY(FY(FY(FY--------OACP)OACP)OACP)OACP)OACP)OACP)OACP)OACP)」の認知症高齢者の生活の質」の認知症高齢者の生活の質」の認知症高齢者の生活の質」の認知症高齢者の生活の質」の認知症高齢者の生活の質」の認知症高齢者の生活の質」の認知症高齢者の生活の質」の認知症高齢者の生活の質(QOL)(QOL)(QOL)(QOL)(QOL)(QOL)(QOL)(QOL)
等に及ぼす効果等に及ぼす効果等に及ぼす効果等に及ぼす効果等に及ぼす効果等に及ぼす効果等に及ぼす効果等に及ぼす効果

�� 日本国のこれからの認知症対策：緊急プロジェクト！日本国のこれからの認知症対策：緊急プロジェクト！日本国のこれからの認知症対策：緊急プロジェクト！日本国のこれからの認知症対策：緊急プロジェクト！日本国のこれからの認知症対策：緊急プロジェクト！日本国のこれからの認知症対策：緊急プロジェクト！日本国のこれからの認知症対策：緊急プロジェクト！日本国のこれからの認知症対策：緊急プロジェクト！
～認知症と地域づくり：地域ネットワークの構築～～認知症と地域づくり：地域ネットワークの構築～～認知症と地域づくり：地域ネットワークの構築～～認知症と地域づくり：地域ネットワークの構築～～認知症と地域づくり：地域ネットワークの構築～～認知症と地域づくり：地域ネットワークの構築～～認知症と地域づくり：地域ネットワークの構築～～認知症と地域づくり：地域ネットワークの構築～

20012001200120012001200120012001年年年年年年年年 “若年性アルツハイマー病”“若年性アルツハイマー病”“若年性アルツハイマー病”“若年性アルツハイマー病”“若年性アルツハイマー病”“若年性アルツハイマー病”“若年性アルツハイマー病”“若年性アルツハイマー病”ドラマドラマドラマドラマドラマドラマドラマドラマ

「「「「「「「「Pure Soul Pure Soul ～君が僕を忘れても～」～君が僕を忘れても～」～君が僕を忘れても～」～君が僕を忘れても～」～君が僕を忘れても～」～君が僕を忘れても～」～君が僕を忘れても～」～君が僕を忘れても～」

主演主演主演主演主演主演主演主演
永作博美，緒方直人永作博美，緒方直人永作博美，緒方直人永作博美，緒方直人永作博美，緒方直人永作博美，緒方直人永作博美，緒方直人永作博美，緒方直人

愛する人愛する人が徐々に記憶を失い，過去の生活やが徐々に記憶を失い，過去の生活や夫夫の顔の顔
やや幼い愛娘幼い愛娘の顔さえ判らなくなってしまったなら・・・。の顔さえ判らなくなってしまったなら・・・。

薫薫は，「は，「ひまわりひまわりにママは天国へ行ったと伝えてほしい。にママは天国へ行ったと伝えてほしい。
連れ戻しに来ないでほしい。」と書いた手紙と離婚届を連れ戻しに来ないでほしい。」と書いた手紙と離婚届を
残し，夫の残し，夫の浩介浩介に黙って家を出て，自らに黙って家を出て，自ら認知症疾患療認知症疾患療
養病棟のある施設養病棟のある施設に入所する・・・。に入所する・・・。

薫薫薫薫薫薫薫薫が入所したが入所したが入所したが入所したが入所したが入所したが入所したが入所した認知症疾患療養病棟のある施設認知症疾患療養病棟のある施設認知症疾患療養病棟のある施設認知症疾患療養病棟のある施設認知症疾患療養病棟のある施設認知症疾患療養病棟のある施設認知症疾患療養病棟のある施設認知症疾患療養病棟のある施設：：：：：：：：「みはま療養所」「みはま療養所」「みはま療養所」「みはま療養所」「みはま療養所」「みはま療養所」「みはま療養所」「みはま療養所」

実は実は 『『『『『『『『リゾート・ホテルアクシオン館山リゾート・ホテルアクシオン館山リゾート・ホテルアクシオン館山リゾート・ホテルアクシオン館山リゾート・ホテルアクシオン館山リゾート・ホテルアクシオン館山リゾート・ホテルアクシオン館山リゾート・ホテルアクシオン館山』』』』』』』』 と判明と判明

認知症とは？認知症とは？認知症とは？認知症とは？認知症とは？認知症とは？認知症とは？認知症とは？

認知症高齢者数の予測認知症高齢者数の予測認知症高齢者数の予測認知症高齢者数の予測認知症高齢者数の予測認知症高齢者数の予測認知症高齢者数の予測認知症高齢者数の予測

２００５年２００５年２００５年２００５年２００５年２００５年２００５年２００５年 １６９万人１６９万人１６９万人１６９万人１６９万人１６９万人１６９万人１６９万人

２０１５年２０１５年２０１５年２０１５年２０１５年２０１５年２０１５年２０１５年 ２５０万人２５０万人２５０万人２５０万人２５０万人２５０万人２５０万人２５０万人

２０２５年２０２５年２０２５年２０２５年２０２５年２０２５年２０２５年２０２５年 ３２３万人３２３万人３２３万人３２３万人３２３万人３２３万人３２３万人３２３万人

厚生労働省厚生労働省 老健局老健局 計画課より計画課より
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長谷川和夫先生と私長谷川和夫先生と私長谷川和夫先生と私長谷川和夫先生と私長谷川和夫先生と私長谷川和夫先生と私長谷川和夫先生と私長谷川和夫先生と私
（二人とも，カリフォルニア大学サンフランシスコ校（二人とも，カリフォルニア大学サンフランシスコ校（二人とも，カリフォルニア大学サンフランシスコ校（二人とも，カリフォルニア大学サンフランシスコ校（二人とも，カリフォルニア大学サンフランシスコ校（二人とも，カリフォルニア大学サンフランシスコ校（二人とも，カリフォルニア大学サンフランシスコ校（二人とも，カリフォルニア大学サンフランシスコ校医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部留学）留学）留学）留学）留学）留学）留学）留学）

国際老年精神医学会国際老年精神医学会国際老年精神医学会国際老年精神医学会国際老年精神医学会国際老年精神医学会国際老年精神医学会国際老年精神医学会IPA 2007 Osaka Silver CongressIPA 2007 Osaka Silver CongressIPA 2007 Osaka Silver CongressIPA 2007 Osaka Silver CongressIPA 2007 Osaka Silver CongressIPA 2007 Osaka Silver CongressIPA 2007 Osaka Silver CongressIPA 2007 Osaka Silver Congress会場にて会場にて会場にて会場にて会場にて会場にて会場にて会場にて

認知症というもの認知症というもの認知症というもの認知症というもの認知症というもの認知症というもの認知症というもの認知症というもの

中核症状中核症状中核症状中核症状中核症状中核症状中核症状中核症状（記憶障害・失見当識・失語失認失行）（記憶障害・失見当識・失語失認失行）（記憶障害・失見当識・失語失認失行）（記憶障害・失見当識・失語失認失行）（記憶障害・失見当識・失語失認失行）（記憶障害・失見当識・失語失認失行）（記憶障害・失見当識・失語失認失行）（記憶障害・失見当識・失語失認失行）

により，により，により，により，により，により，により，により，

“何とかしよう”とするが，“何とかしよう”とするが，“何とかしよう”とするが，“何とかしよう”とするが，“何とかしよう”とするが，“何とかしよう”とするが，“何とかしよう”とするが，“何とかしよう”とするが，

一生懸命努力しようとした結果，一生懸命努力しようとした結果，一生懸命努力しようとした結果，一生懸命努力しようとした結果，一生懸命努力しようとした結果，一生懸命努力しようとした結果，一生懸命努力しようとした結果，一生懸命努力しようとした結果，

『『『『『『『『間違い行動間違い行動間違い行動間違い行動間違い行動間違い行動間違い行動間違い行動』』』』』』』』をしてしまうをしてしまうをしてしまうをしてしまうをしてしまうをしてしまうをしてしまうをしてしまう

→→周辺症状周辺症状周辺症状周辺症状周辺症状周辺症状周辺症状周辺症状

（認知症の行動・心理症状：（認知症の行動・心理症状：（認知症の行動・心理症状：（認知症の行動・心理症状：（認知症の行動・心理症状：（認知症の行動・心理症状：（認知症の行動・心理症状：（認知症の行動・心理症状： BPSDBPSDBPSDBPSDBPSDBPSDBPSDBPSD,,,,,,,,

bbbbbbbbehavioral and ehavioral and ehavioral and ehavioral and ehavioral and ehavioral and ehavioral and ehavioral and ppppppppsychological sychological sychological sychological sychological sychological sychological sychological ssssssssymptoms of ymptoms of ymptoms of ymptoms of ymptoms of ymptoms of ymptoms of ymptoms of ddddddddementiaementiaementiaementiaementiaementiaementiaementia））））））））

認知症認知症認知症認知症認知症認知症認知症認知症
生活に障害をきたす生活に障害をきたす生活に障害をきたす生活に障害をきたす生活に障害をきたす生活に障害をきたす生活に障害をきたす生活に障害をきたす著しい記憶・認知障害著しい記憶・認知障害著しい記憶・認知障害著しい記憶・認知障害著しい記憶・認知障害著しい記憶・認知障害著しい記憶・認知障害著しい記憶・認知障害

中核症状中核症状中核症状中核症状中核症状中核症状中核症状中核症状 著しい物忘れ著しい物忘れ著しい物忘れ著しい物忘れ著しい物忘れ著しい物忘れ著しい物忘れ著しい物忘れ 場所の見当つかない場所の見当つかない場所の見当つかない場所の見当つかない場所の見当つかない場所の見当つかない場所の見当つかない場所の見当つかない 簡単な道具の操作不可簡単な道具の操作不可簡単な道具の操作不可簡単な道具の操作不可簡単な道具の操作不可簡単な道具の操作不可簡単な道具の操作不可簡単な道具の操作不可

（記憶障害）（記憶障害）（記憶障害）（記憶障害）（記憶障害）（記憶障害）（記憶障害）（記憶障害） （失見当識）（失見当識）（失見当識）（失見当識）（失見当識）（失見当識）（失見当識）（失見当識） （失語・失認・失行）（失語・失認・失行）（失語・失認・失行）（失語・失認・失行）（失語・失認・失行）（失語・失認・失行）（失語・失認・失行）（失語・失認・失行）

周辺症状周辺症状周辺症状周辺症状周辺症状周辺症状周辺症状周辺症状 いつも不安な気分いつも不安な気分いつも不安な気分いつも不安な気分いつも不安な気分いつも不安な気分いつも不安な気分いつも不安な気分 徘徊徘徊徘徊徘徊徘徊徘徊徘徊徘徊 混乱混乱混乱混乱混乱混乱混乱混乱

(BPSD)(BPSD)(BPSD)(BPSD)(BPSD)(BPSD)(BPSD)(BPSD) パニック状態パニック状態パニック状態パニック状態パニック状態パニック状態パニック状態パニック状態 間違い行動間違い行動間違い行動間違い行動間違い行動間違い行動間違い行動間違い行動

＊＊＊＊＊＊＊＊BPSDBPSDBPSDBPSDBPSDBPSDBPSDBPSD: : 認知症の行動・心理症状認知症の行動・心理症状認知症の行動・心理症状認知症の行動・心理症状認知症の行動・心理症状認知症の行動・心理症状認知症の行動・心理症状認知症の行動・心理症状

““通常の物忘れ”と“認知症”のちがい通常の物忘れ”と“認知症”のちがい通常の物忘れ”と“認知症”のちがい通常の物忘れ”と“認知症”のちがい通常の物忘れ”と“認知症”のちがい通常の物忘れ”と“認知症”のちがい通常の物忘れ”と“認知症”のちがい通常の物忘れ”と“認知症”のちがい

記憶の帯記憶の帯記憶の帯記憶の帯記憶の帯記憶の帯記憶の帯記憶の帯

健常な物忘れ健常な物忘れ健常な物忘れ健常な物忘れ健常な物忘れ健常な物忘れ健常な物忘れ健常な物忘れ 体験の一部のみを忘れる体験の一部のみを忘れる体験の一部のみを忘れる体験の一部のみを忘れる体験の一部のみを忘れる体験の一部のみを忘れる体験の一部のみを忘れる体験の一部のみを忘れる

他の記憶から思い出せる他の記憶から思い出せる他の記憶から思い出せる他の記憶から思い出せる他の記憶から思い出せる他の記憶から思い出せる他の記憶から思い出せる他の記憶から思い出せる

認知症の物忘れ認知症の物忘れ認知症の物忘れ認知症の物忘れ認知症の物忘れ認知症の物忘れ認知症の物忘れ認知症の物忘れ 体験全体を忘れる体験全体を忘れる体験全体を忘れる体験全体を忘れる体験全体を忘れる体験全体を忘れる体験全体を忘れる体験全体を忘れる

思い出すことが困難思い出すことが困難思い出すことが困難思い出すことが困難思い出すことが困難思い出すことが困難思い出すことが困難思い出すことが困難

エピソード記憶の低下エピソード記憶の低下エピソード記憶の低下エピソード記憶の低下エピソード記憶の低下エピソード記憶の低下エピソード記憶の低下エピソード記憶の低下

〔〔〔〔〔〔〔〔長谷川和夫先生の講演より，長谷川和夫先生の講演より，長谷川和夫先生の講演より，長谷川和夫先生の講演より，長谷川和夫先生の講演より，長谷川和夫先生の講演より，長谷川和夫先生の講演より，長谷川和夫先生の講演より，20062006年札幌市年札幌市年札幌市年札幌市年札幌市年札幌市年札幌市年札幌市〕〕〕〕〕〕〕〕
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「私をもっとよく見て！」「私をもっとよく見て！」「私をもっとよく見て！」「私をもっとよく見て！」「私をもっとよく見て！」「私をもっとよく見て！」「私をもっとよく見て！」「私をもっとよく見て！」
～入院中の認知症の老婦人がつづっていた詩より～～入院中の認知症の老婦人がつづっていた詩より～～入院中の認知症の老婦人がつづっていた詩より～～入院中の認知症の老婦人がつづっていた詩より～～入院中の認知症の老婦人がつづっていた詩より～～入院中の認知症の老婦人がつづっていた詩より～～入院中の認知症の老婦人がつづっていた詩より～～入院中の認知症の老婦人がつづっていた詩より～

�� 認知症であっても，１人ひとり，認知症であっても，１人ひとり，認知症であっても，１人ひとり，認知症であっても，１人ひとり，認知症であっても，１人ひとり，認知症であっても，１人ひとり，認知症であっても，１人ひとり，認知症であっても，１人ひとり，その人の思いと物語その人の思いと物語その人の思いと物語その人の思いと物語その人の思いと物語その人の思いと物語その人の思いと物語その人の思いと物語
（患者さんが伝えたいこと）（患者さんが伝えたいこと）（患者さんが伝えたいこと）（患者さんが伝えたいこと）（患者さんが伝えたいこと）（患者さんが伝えたいこと）（患者さんが伝えたいこと）（患者さんが伝えたいこと）を持っているを持っているを持っているを持っているを持っているを持っているを持っているを持っている

�� 外見からは想像もつかないような外見からは想像もつかないような外見からは想像もつかないような外見からは想像もつかないような外見からは想像もつかないような外見からは想像もつかないような外見からは想像もつかないような外見からは想像もつかないような苦しみ苦しみ苦しみ苦しみ苦しみ苦しみ苦しみ苦しみ，そして，そして，そして，そして，そして，そして，そして，そして希望希望希望希望希望希望希望希望
を持っているを持っているを持っているを持っているを持っているを持っているを持っているを持っている

�� 周囲の関わりと環境周囲の関わりと環境周囲の関わりと環境周囲の関わりと環境周囲の関わりと環境周囲の関わりと環境周囲の関わりと環境周囲の関わりと環境によって，よくも悪くもによって，よくも悪くもによって，よくも悪くもによって，よくも悪くもによって，よくも悪くもによって，よくも悪くもによって，よくも悪くもによって，よくも悪くもダイナミックダイナミックダイナミックダイナミックダイナミックダイナミックダイナミックダイナミック
に変化に変化に変化に変化に変化に変化に変化に変化するするするするするするするする

＊あなたが向き合う認知症の患者さんは＊あなたが向き合う認知症の患者さんは＊あなたが向き合う認知症の患者さんは＊あなたが向き合う認知症の患者さんは＊あなたが向き合う認知症の患者さんは＊あなたが向き合う認知症の患者さんは＊あなたが向き合う認知症の患者さんは＊あなたが向き合う認知症の患者さんはどんな思いどんな思いどんな思いどんな思いどんな思いどんな思いどんな思いどんな思いと，と，と，と，と，と，と，と，
その人なりの物語その人なりの物語その人なりの物語その人なりの物語その人なりの物語その人なりの物語その人なりの物語その人なりの物語を持って暮らしているのだろうか？を持って暮らしているのだろうか？を持って暮らしているのだろうか？を持って暮らしているのだろうか？を持って暮らしているのだろうか？を持って暮らしているのだろうか？を持って暮らしているのだろうか？を持って暮らしているのだろうか？

永田久美子：永田久美子：永田久美子：永田久美子：永田久美子：永田久美子：永田久美子：永田久美子： ケアスタッフのためのアルツハイマー病ケアの要点，ケアスタッフのためのアルツハイマー病ケアの要点，ケアスタッフのためのアルツハイマー病ケアの要点，ケアスタッフのためのアルツハイマー病ケアの要点，ケアスタッフのためのアルツハイマー病ケアの要点，ケアスタッフのためのアルツハイマー病ケアの要点，ケアスタッフのためのアルツハイマー病ケアの要点，ケアスタッフのためのアルツハイマー病ケアの要点，2007  2007  よりよりよりよりよりよりよりより

認知症の患者さんの体験世界認知症の患者さんの体験世界認知症の患者さんの体験世界認知症の患者さんの体験世界認知症の患者さんの体験世界認知症の患者さんの体験世界認知症の患者さんの体験世界認知症の患者さんの体験世界
①『①『何？どこ？いつ？誰？なんで？何？どこ？いつ？誰？なんで？』』

不可解の連続，現実の世界がわからず見知らぬ世界へ不可解の連続，現実の世界がわからず見知らぬ世界へ

迷い込んだよう，迷い込んだよう，不安と緊張の連続不安と緊張の連続

②②『『世界が飛ぶようで追いつけない，世界をつかめない，世界がぐ世界が飛ぶようで追いつけない，世界をつかめない，世界がぐ

らぐらするらぐらする』』 焦り，混乱，心身の動揺焦り，混乱，心身の動揺

③③『『まわりの世界から不可解な何かが次々と攻撃してくるまわりの世界から不可解な何かが次々と攻撃してくる』』

ストレス耐性の低下：ストレス耐性の低下： 周囲のありふれた生活の刺激が脅かす周囲のありふれた生活の刺激が脅かす

④④『『自分の身体が自分を脅かす自分の身体が自分を脅かす』』

身体の不快が侵襲となり，混乱・嫌悪・怒り身体の不快が侵襲となり，混乱・嫌悪・怒りなどを体験などを体験

⑤⑤『『自分自身が壊れていく自分自身が壊れていく，おぼろになっていく，おぼろになっていく』』

⑥『⑥『大切な出来事や大切な人が，今まさにここに存在する大切な出来事や大切な人が，今まさにここに存在する』』

逆行性の体験逆行性の体験

永田久美子：永田久美子：永田久美子：永田久美子：永田久美子：永田久美子：永田久美子：永田久美子： ケアスタッフのためのアルツハイマー病ケアの要点，ケアスタッフのためのアルツハイマー病ケアの要点，ケアスタッフのためのアルツハイマー病ケアの要点，ケアスタッフのためのアルツハイマー病ケアの要点，ケアスタッフのためのアルツハイマー病ケアの要点，ケアスタッフのためのアルツハイマー病ケアの要点，ケアスタッフのためのアルツハイマー病ケアの要点，ケアスタッフのためのアルツハイマー病ケアの要点，2007  2007  よりよりよりよりよりよりよりより

せん妄とは？せん妄とは？せん妄とは？せん妄とは？せん妄とは？せん妄とは？せん妄とは？せん妄とは？
�� 「せん妄「せん妄 ＝＝ 意識障害意識障害 ＋＋ 精神症状」精神症状」

（注意，認知力の低下）（注意，認知力の低下） （興奮，幻覚，不安）（興奮，幻覚，不安）

�� せん妄のタイプせん妄のタイプ

①興奮過覚醒型①興奮過覚醒型 (hyperactive form)(hyperactive form)(hyperactive form)(hyperactive form)(hyperactive form)(hyperactive form)(hyperactive form)(hyperactive form)
活動性が亢進し，幻覚・妄想や興奮が目立つ活動性が亢進し，幻覚・妄想や興奮が目立つ

②傾眠低覚醒型②傾眠低覚醒型 (hypoactive  form)(hypoactive  form)(hypoactive  form)(hypoactive  form)(hypoactive  form)(hypoactive  form)(hypoactive  form)(hypoactive  form)
活動性が低下し意識障害（意識の混濁）が優位となって活動性が低下し意識障害（意識の混濁）が優位となって

一日うつらうつらして過ごす一日うつらうつらして過ごす

加田博秀：加田博秀： 日本認知症ケア学会第日本認知症ケア学会第1313回教育講演会回教育講演会 20082008年年99月月2626日，高松市日，高松市
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老年期のうつ病とアパシー老年期のうつ病とアパシー老年期のうつ病とアパシー老年期のうつ病とアパシー老年期のうつ病とアパシー老年期のうつ病とアパシー老年期のうつ病とアパシー老年期のうつ病とアパシー
１）老年期うつ病は，高齢者の自殺率の高さに関連する。１）老年期うつ病は，高齢者の自殺率の高さに関連する。

２）老年期うつ病は，認知症の前駆症状（あるいはリスクファクター）２）老年期うつ病は，認知症の前駆症状（あるいはリスクファクター）

として認知症に移行していく症例が多い。として認知症に移行していく症例が多い。

３）アパシーは基本的に前頭葉障害による症状で，一般的に社会的３）アパシーは基本的に前頭葉障害による症状で，一般的に社会的

自発活動の低下を指すが，“うつ”とは異なり抑うつ気分はなく，自発活動の低下を指すが，“うつ”とは異なり抑うつ気分はなく，

単に行動量だけが減ると定義される。単に行動量だけが減ると定義される。

４）認知症の前駆症状・初期症状としての“うつ”や“アパシー”（周辺４）認知症の前駆症状・初期症状としての“うつ”や“アパシー”（周辺

症状といえる）の発症機序に，うつ病神経回路（内側前頭前野・症状といえる）の発症機序に，うつ病神経回路（内側前頭前野・

前帯状回白質など？）に生じる老人性変化，すなわち前帯状回白質など？）に生じる老人性変化，すなわちtau, TDPtau, TDP--

43, 43, またはまたはαα--synucleinsynucleinの神経線維内への蓄積や，の神経線維内への蓄積や，AβAβの細胞の細胞

外蓄積など，異常たん白質の蓄積形態が関与している可能性が外蓄積など，異常たん白質の蓄積形態が関与している可能性が

あり，その解明が期待される。あり，その解明が期待される。

楯林義孝：楯林義孝： 老年精神医学雑誌老年精神医学雑誌 第第99巻第巻第44号，号，20082008

主要な認知症疾患（神経変性疾患，血管性，感染性等）主要な認知症疾患（神経変性疾患，血管性，感染性等）主要な認知症疾患（神経変性疾患，血管性，感染性等）主要な認知症疾患（神経変性疾患，血管性，感染性等）主要な認知症疾患（神経変性疾患，血管性，感染性等）主要な認知症疾患（神経変性疾患，血管性，感染性等）主要な認知症疾患（神経変性疾患，血管性，感染性等）主要な認知症疾患（神経変性疾患，血管性，感染性等）

①①①①①①①①アルツハイマー病・アルツハイマー型認知症アルツハイマー病・アルツハイマー型認知症アルツハイマー病・アルツハイマー型認知症アルツハイマー病・アルツハイマー型認知症アルツハイマー病・アルツハイマー型認知症アルツハイマー病・アルツハイマー型認知症アルツハイマー病・アルツハイマー型認知症アルツハイマー病・アルツハイマー型認知症(AD)(AD)

②②②②②②②②脳血管性認知症脳血管性認知症脳血管性認知症脳血管性認知症脳血管性認知症脳血管性認知症脳血管性認知症脳血管性認知症(VD)(VD)

③③③③③③③③レビー小体型認知症レビー小体型認知症レビー小体型認知症レビー小体型認知症レビー小体型認知症レビー小体型認知症レビー小体型認知症レビー小体型認知症(DLB)(DLB)

④④④④④④④④前頭側頭葉変性症前頭側頭葉変性症前頭側頭葉変性症前頭側頭葉変性症前頭側頭葉変性症前頭側頭葉変性症前頭側頭葉変性症前頭側頭葉変性症(FTLD)(FTLD)

前頭側頭型認知症前頭側頭型認知症前頭側頭型認知症前頭側頭型認知症前頭側頭型認知症前頭側頭型認知症前頭側頭型認知症前頭側頭型認知症(FTD, (FTD, ピック病ピック病ピック病ピック病ピック病ピック病ピック病ピック病))等等等等等等等等
⑤大脳皮質基底核変性症⑤大脳皮質基底核変性症⑤大脳皮質基底核変性症⑤大脳皮質基底核変性症⑤大脳皮質基底核変性症⑤大脳皮質基底核変性症⑤大脳皮質基底核変性症⑤大脳皮質基底核変性症(CBD)(CBD)

⑥⑥⑥⑥⑥⑥⑥⑥進行性核上性麻痺進行性核上性麻痺進行性核上性麻痺進行性核上性麻痺進行性核上性麻痺進行性核上性麻痺進行性核上性麻痺進行性核上性麻痺(PSP)(PSP)

⑦⑦⑦⑦⑦⑦⑦⑦多系統萎縮症多系統萎縮症多系統萎縮症多系統萎縮症多系統萎縮症多系統萎縮症多系統萎縮症多系統萎縮症(MSA)(MSA)

⑧⑧⑧⑧⑧⑧⑧⑧歯状核赤核淡蒼球ルイ体萎縮症歯状核赤核淡蒼球ルイ体萎縮症歯状核赤核淡蒼球ルイ体萎縮症歯状核赤核淡蒼球ルイ体萎縮症歯状核赤核淡蒼球ルイ体萎縮症歯状核赤核淡蒼球ルイ体萎縮症歯状核赤核淡蒼球ルイ体萎縮症歯状核赤核淡蒼球ルイ体萎縮症(DRPLA)(DRPLA)

⑨⑨⑨⑨⑨⑨⑨⑨多発性硬化症多発性硬化症多発性硬化症多発性硬化症多発性硬化症多発性硬化症多発性硬化症多発性硬化症(MS) (MS) 

⑩進行麻痺⑩進行麻痺⑩進行麻痺⑩進行麻痺⑩進行麻痺⑩進行麻痺⑩進行麻痺⑩進行麻痺
⑪エイズ脳症⑪エイズ脳症⑪エイズ脳症⑪エイズ脳症⑪エイズ脳症⑪エイズ脳症⑪エイズ脳症⑪エイズ脳症
⑫⑫⑫⑫⑫⑫⑫⑫CreuzfeldCreuzfeld--Jakob Jakob 病病病病病病病病(CJD)(CJD)：プリオン病：プリオン病：プリオン病：プリオン病：プリオン病：プリオン病：プリオン病：プリオン病
⑬外傷性：慢性硬膜下血腫⑬外傷性：慢性硬膜下血腫⑬外傷性：慢性硬膜下血腫⑬外傷性：慢性硬膜下血腫⑬外傷性：慢性硬膜下血腫⑬外傷性：慢性硬膜下血腫⑬外傷性：慢性硬膜下血腫⑬外傷性：慢性硬膜下血腫
⑭アルコール性認知症⑭アルコール性認知症⑭アルコール性認知症⑭アルコール性認知症⑭アルコール性認知症⑭アルコール性認知症⑭アルコール性認知症⑭アルコール性認知症 等等等等等等等等

九州の某総合医療セン九州の某総合医療セン
ターに神経難病ターに神経難病, , 多発多発
性硬化症性硬化症(MS)(MS)の治療の治療
のため入院中の患者さのため入院中の患者さ
んより届いたお葉書のんより届いたお葉書の
作品。繰り返す皮膚移作品。繰り返す皮膚移
植でも治癒しない難治植でも治癒しない難治
性褥瘡に対し，ご要請性褥瘡に対し，ご要請
ののラップ療法ラップ療法を神経内を神経内
科医・皮膚科医にお教科医・皮膚科医にお教
えし適用され，見事にえし適用され，見事に
治癒したとのご報告と治癒したとのご報告と
感謝のお言葉。感謝のお言葉。

平成平成2020年年11月月2424日日
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若年発症の認知症若年発症の認知症若年発症の認知症若年発症の認知症若年発症の認知症若年発症の認知症若年発症の認知症若年発症の認知症

１）１）１）１）１）１）１）１）初老期あるいはそれ以前（初老期あるいはそれ以前（初老期あるいはそれ以前（初老期あるいはそれ以前（初老期あるいはそれ以前（初老期あるいはそれ以前（初老期あるいはそれ以前（初老期あるいはそれ以前（6565656565656565歳以前）に発症歳以前）に発症歳以前）に発症歳以前）に発症歳以前）に発症歳以前）に発症歳以前）に発症歳以前）に発症
する認知症をいうする認知症をいうする認知症をいうする認知症をいうする認知症をいうする認知症をいうする認知症をいうする認知症をいう

２）老年期認知症，初老期認知症というから，２）老年期認知症，初老期認知症というから，２）老年期認知症，初老期認知症というから，２）老年期認知症，初老期認知症というから，２）老年期認知症，初老期認知症というから，２）老年期認知症，初老期認知症というから，２）老年期認知症，初老期認知症というから，２）老年期認知症，初老期認知症というから，
若年期認知症（若年期認知症（若年期認知症（若年期認知症（若年期認知症（若年期認知症（若年期認知症（若年期認知症（4040404040404040歳以前＝歳以前＝歳以前＝歳以前＝歳以前＝歳以前＝歳以前＝歳以前＝very earlyvery earlyvery earlyvery earlyvery earlyvery earlyvery earlyvery early--------onsetonsetonsetonsetonsetonsetonsetonset））））））））
と呼ぶものも稀であるが存在すると呼ぶものも稀であるが存在すると呼ぶものも稀であるが存在すると呼ぶものも稀であるが存在すると呼ぶものも稀であるが存在すると呼ぶものも稀であるが存在すると呼ぶものも稀であるが存在すると呼ぶものも稀であるが存在する

３）特定の疾患単位ではない３）特定の疾患単位ではない３）特定の疾患単位ではない３）特定の疾患単位ではない３）特定の疾患単位ではない３）特定の疾患単位ではない３）特定の疾患単位ではない３）特定の疾患単位ではない
４）介護保険では例外的措置４）介護保険では例外的措置４）介護保険では例外的措置４）介護保険では例外的措置４）介護保険では例外的措置４）介護保険では例外的措置４）介護保険では例外的措置４）介護保険では例外的措置

第２号の対象：１６特定疾病の中の「初老期認知症」第２号の対象：１６特定疾病の中の「初老期認知症」第２号の対象：１６特定疾病の中の「初老期認知症」第２号の対象：１６特定疾病の中の「初老期認知症」第２号の対象：１６特定疾病の中の「初老期認知症」第２号の対象：１６特定疾病の中の「初老期認知症」第２号の対象：１６特定疾病の中の「初老期認知症」第２号の対象：１６特定疾病の中の「初老期認知症」

三好功峰：三好功峰：三好功峰：三好功峰：三好功峰：三好功峰：三好功峰：三好功峰： 第第第第第第第第2323回日本老年精神医学会，特別講演，回日本老年精神医学会，特別講演，回日本老年精神医学会，特別講演，回日本老年精神医学会，特別講演，回日本老年精神医学会，特別講演，回日本老年精神医学会，特別講演，回日本老年精神医学会，特別講演，回日本老年精神医学会，特別講演，2008. 6.28. 2008. 6.28. 神戸市神戸市神戸市神戸市神戸市神戸市神戸市神戸市

認知障害と認知症認知障害と認知症認知障害と認知症認知障害と認知症認知障害と認知症認知障害と認知症認知障害と認知症認知障害と認知症

１）主観的認知障害１）主観的認知障害１）主観的認知障害１）主観的認知障害１）主観的認知障害１）主観的認知障害１）主観的認知障害１）主観的認知障害

(subjective cognitive impairment, (subjective cognitive impairment, (subjective cognitive impairment, (subjective cognitive impairment, (subjective cognitive impairment, (subjective cognitive impairment, (subjective cognitive impairment, (subjective cognitive impairment, SCISCISCISCISCISCISCISCI))))))))

２）軽度認知障害２）軽度認知障害２）軽度認知障害２）軽度認知障害２）軽度認知障害２）軽度認知障害２）軽度認知障害２）軽度認知障害

(mild cognitive impairment, (mild cognitive impairment, (mild cognitive impairment, (mild cognitive impairment, (mild cognitive impairment, (mild cognitive impairment, (mild cognitive impairment, (mild cognitive impairment, MCIMCIMCIMCIMCIMCIMCIMCI))))))))

３）認知症３）認知症３）認知症３）認知症３）認知症３）認知症３）認知症３）認知症

((((((((dementiadementiadementiadementiadementiadementiadementiadementia))))))))

軽度認知障害（軽度認知障害（軽度認知障害（軽度認知障害（軽度認知障害（軽度認知障害（軽度認知障害（軽度認知障害（MCIMCIMCIMCIMCIMCIMCIMCI））））））））

アルツハイマー病アルツハイマー病(AD)(AD)の前駆の前駆・初期症状研究を中心に軽度認知・初期症状研究を中心に軽度認知
障害（障害（mild cognitive impairment, MCImild cognitive impairment, MCI）という概念が導入された。）という概念が導入された。
定義：定義：「認知症ではないが年齢や教育レベルでは説明できない記憶「認知症ではないが年齢や教育レベルでは説明できない記憶
障害が存在するもの」障害が存在するもの」。。 平均約７年平均約７年ででADADへ移行するといわれる。へ移行するといわれる。
Amnestic MCI; nonamnestic MCI; multiple domain MCI.Amnestic MCI; nonamnestic MCI; multiple domain MCI.

MCIMCIのの一般的診断基準一般的診断基準：：
MMSE: 24MMSE: 24～～2828点，点，HDSHDS--R: 21R: 21～～2828点，点，CDR: 0.5CDR: 0.5

MCIMCIのの43%43%に何らかのに何らかの精神神経症状精神神経症状あり：あり：
20%; 20%; うつ，うつ， 15%; 15%; アパシーアパシー。。

MCIMCIはは，，神経病理学的異常（とくに神経原線維変化）神経病理学的異常（とくに神経原線維変化）がが
海馬領域を含む側頭葉内側部に限局海馬領域を含む側頭葉内側部に限局している状態。している状態。

MCIMCIのの脳血流脳血流SPECTSPECTによる局所脳血流低下部位による局所脳血流低下部位：：
帯状回後部帯状回後部~~楔前部楔前部, , 頭頂葉皮質頭頂葉皮質 →→ ADADへ移行するへ移行する

主観的認知障害（主観的認知障害（主観的認知障害（主観的認知障害（主観的認知障害（主観的認知障害（主観的認知障害（主観的認知障害（SCISCISCISCISCISCISCISCI））））））））

①①①①①①①①Subjective cognitive impairment (Subjective cognitive impairment (SCISCI))はははははははは, , 

Subjective memory complaints (Subjective memory complaints (SMCSMC))と同義。と同義。と同義。と同義。と同義。と同義。と同義。と同義。

②②②②②②②②PrePre--MCI stageMCI stageでででででででで, MCI, MCIを経てアルツハイマー病を経てアルツハイマー病を経てアルツハイマー病を経てアルツハイマー病を経てアルツハイマー病を経てアルツハイマー病を経てアルツハイマー病を経てアルツハイマー病

(AD)(AD)へ移行する。へ移行する。へ移行する。へ移行する。へ移行する。へ移行する。へ移行する。へ移行する。

③③③③③③③③SCI; SCI; 約約約約約約約約1515年年年年年年年年,  MCI; ,  MCI; 約約約約約約約約77年年年年年年年年,  AD ,  AD ～～～～～～～～

④④④④④④④④MMSE:  29.0 MMSE:  29.0 点点点点点点点点

⑤⑤⑤⑤⑤⑤⑤⑤GDS (Global Deterioration Scale)GDS (Global Deterioration Scale) のののののののの

Stage 1: nonStage 1: non--SCI,   SCI,   Stage 2: SCIStage 2: SCI

B. Reisberg et al., Silver Congress of the IPA, Osaka, 2007B. Reisberg et al., Silver Congress of the IPA, Osaka, 2007

初期認知症徴候初期認知症徴候初期認知症徴候初期認知症徴候初期認知症徴候初期認知症徴候初期認知症徴候初期認知症徴候
(Early Signs of Dementia)(Early Signs of Dementia)(Early Signs of Dementia)(Early Signs of Dementia)(Early Signs of Dementia)(Early Signs of Dementia)(Early Signs of Dementia)(Early Signs of Dementia)
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〈〈〈〈〈〈〈〈四大認知症各論四大認知症各論四大認知症各論四大認知症各論四大認知症各論四大認知症各論四大認知症各論四大認知症各論〉〉〉〉〉〉〉〉

アルツハイマー病アルツハイマー病アルツハイマー病アルツハイマー病アルツハイマー病アルツハイマー病アルツハイマー病アルツハイマー病
(AD)(AD)(AD)(AD)(AD)(AD)(AD)(AD)
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アルツハイマー病；アルツハイマー病；アルツハイマー病；アルツハイマー病；アルツハイマー病；アルツハイマー病；アルツハイマー病；アルツハイマー病； 老人斑老人斑老人斑老人斑老人斑老人斑老人斑老人斑
“アミロイド“アミロイド“アミロイド“アミロイド“アミロイド“アミロイド“アミロイド“アミロイドββたん白”たん白”たん白”たん白”たん白”たん白”たん白”たん白”の沈着の沈着の沈着の沈着の沈着の沈着の沈着の沈着

アルツハイマー病；アルツハイマー病；アルツハイマー病；アルツハイマー病；アルツハイマー病；アルツハイマー病；アルツハイマー病；アルツハイマー病；神経原線維変化神経原線維変化神経原線維変化神経原線維変化神経原線維変化神経原線維変化神経原線維変化神経原線維変化
“異常リン酸化タウたん白”“異常リン酸化タウたん白”“異常リン酸化タウたん白”“異常リン酸化タウたん白”“異常リン酸化タウたん白”“異常リン酸化タウたん白”“異常リン酸化タウたん白”“異常リン酸化タウたん白”の沈着の沈着の沈着の沈着の沈着の沈着の沈着の沈着

国立長寿医療センター研究所所長国立長寿医療センター研究所所長国立長寿医療センター研究所所長国立長寿医療センター研究所所長国立長寿医療センター研究所所長国立長寿医療センター研究所所長国立長寿医療センター研究所所長国立長寿医療センター研究所所長 田平田平田平田平田平田平田平田平 武先生武先生武先生武先生武先生武先生武先生武先生 とととととととと 私私私私私私私私

国際老年精神医学会国際老年精神医学会国際老年精神医学会国際老年精神医学会国際老年精神医学会国際老年精神医学会国際老年精神医学会国際老年精神医学会IPA 2007 Osaka Silver Congress Jubilee GalaIPA 2007 Osaka Silver Congress Jubilee GalaIPA 2007 Osaka Silver Congress Jubilee GalaIPA 2007 Osaka Silver Congress Jubilee GalaIPA 2007 Osaka Silver Congress Jubilee GalaIPA 2007 Osaka Silver Congress Jubilee GalaIPA 2007 Osaka Silver Congress Jubilee GalaIPA 2007 Osaka Silver Congress Jubilee Gala会場にて会場にて会場にて会場にて会場にて会場にて会場にて会場にて
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脳血管性認知症脳血管性認知症脳血管性認知症脳血管性認知症脳血管性認知症脳血管性認知症脳血管性認知症脳血管性認知症
(VD, VaD)(VD, VaD)(VD, VaD)(VD, VaD)(VD, VaD)(VD, VaD)(VD, VaD)(VD, VaD)

多発梗塞性認知症多発梗塞性認知症多発梗塞性認知症多発梗塞性認知症多発梗塞性認知症多発梗塞性認知症多発梗塞性認知症多発梗塞性認知症(MID)(MID)(MID)(MID)(MID)(MID)(MID)(MID)
BinswangerBinswangerBinswangerBinswangerBinswangerBinswangerBinswangerBinswanger型白質脳症型白質脳症型白質脳症型白質脳症型白質脳症型白質脳症型白質脳症型白質脳症

を含むを含むを含むを含むを含むを含むを含むを含む
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レビー小体型認知症レビー小体型認知症レビー小体型認知症レビー小体型認知症レビー小体型認知症レビー小体型認知症レビー小体型認知症レビー小体型認知症
(DLB)(DLB)(DLB)(DLB)(DLB)(DLB)(DLB)(DLB)

レビー小体型認知症（レビー小体型認知症（レビー小体型認知症（レビー小体型認知症（レビー小体型認知症（レビー小体型認知症（レビー小体型認知症（レビー小体型認知症（DLBDLB）の新診断基準）の新診断基準）の新診断基準）の新診断基準）の新診断基準）の新診断基準）の新診断基準）の新診断基準
（（（（（（（（20052005年改訂）年改訂）年改訂）年改訂）年改訂）年改訂）年改訂）年改訂）

必須症状必須症状 進行性の認知機能の低下進行性の認知機能の低下
中核症状中核症状 ①幻視①幻視

②パーキンソニズム②パーキンソニズム
③認知機能・症状の変動性③認知機能・症状の変動性

示唆的症状示唆的症状 ①抗精神病薬に対する感受性亢進①抗精神病薬に対する感受性亢進
②②REMREM睡眠行動障害睡眠行動障害
③大脳基底核における③大脳基底核におけるdopamine transporterdopamine transporter

取り込み低下取り込み低下
支持的症状支持的症状 ①重度の自律神経症状①重度の自律神経症状

（起立性低血圧，尿失禁）（起立性低血圧，尿失禁）
②繰り返す転倒と失神②繰り返す転倒と失神
③一過性の意識障害③一過性の意識障害,         ,         ほかほか 1010項目項目

レビー小体レビー小体（（αα--シヌクレイン）シヌクレイン）

老年精神医学講座；総論老年精神医学講座；総論 日本老年精神医学会編，日本老年精神医学会編，20042004
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前頭側頭葉変性症前頭側頭葉変性症前頭側頭葉変性症前頭側頭葉変性症前頭側頭葉変性症前頭側頭葉変性症前頭側頭葉変性症前頭側頭葉変性症
(FTLD)(FTLD)(FTLD)(FTLD)(FTLD)(FTLD)(FTLD)(FTLD)

ピック小体ピック小体（嗜銀性封入体；タウ陽性）（嗜銀性封入体；タウ陽性）

老年精神医学講座；総論老年精神医学講座；総論 日本老年精神医学会編，日本老年精神医学会編，20042004

前頭側頭葉変性症（前頭側頭葉変性症（前頭側頭葉変性症（前頭側頭葉変性症（前頭側頭葉変性症（前頭側頭葉変性症（前頭側頭葉変性症（前頭側頭葉変性症（FTLDFTLD）に含まれる）に含まれる）に含まれる）に含まれる）に含まれる）に含まれる）に含まれる）に含まれる
蓄積異常たん白質による疾患分類蓄積異常たん白質による疾患分類蓄積異常たん白質による疾患分類蓄積異常たん白質による疾患分類蓄積異常たん白質による疾患分類蓄積異常たん白質による疾患分類蓄積異常たん白質による疾患分類蓄積異常たん白質による疾患分類

ピック病ピック病 ：： タウオパチータウオパチー

FTDPFTDP--1717 ：： タウ遺伝子の点突然変異タウ遺伝子の点突然変異

FTLDFTLD--UU ：： TDPTDP--43(TAR DNA binding                  43(TAR DNA binding                  

proteinprotein--43)43)の異常蓄積；の異常蓄積；

ユビキチン陽性封入体ユビキチン陽性封入体

（（Arai T, et al.; Neumann, et al. 2006Arai T, et al.; Neumann, et al. 2006））
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認知や判断に関わる認知や判断に関わる認知や判断に関わる認知や判断に関わる認知や判断に関わる認知や判断に関わる認知や判断に関わる認知や判断に関わる前頭前野前頭前野前頭前野前頭前野前頭前野前頭前野前頭前野前頭前野がががががががが
車の運転車の運転車の運転車の運転車の運転車の運転車の運転車の運転にも大きな役割を果たしているにも大きな役割を果たしているにも大きな役割を果たしているにも大きな役割を果たしているにも大きな役割を果たしているにも大きな役割を果たしているにも大きな役割を果たしているにも大きな役割を果たしている

川島隆太：川島隆太：川島隆太：川島隆太：川島隆太：川島隆太：川島隆太：川島隆太：JAF Mate 8JAF Mate 8--9, 20089, 2008

四大認知症の頻度四大認知症の頻度四大認知症の頻度四大認知症の頻度四大認知症の頻度四大認知症の頻度四大認知症の頻度四大認知症の頻度
①①①①①①①①アルツハイマー病アルツハイマー病アルツハイマー病アルツハイマー病アルツハイマー病アルツハイマー病アルツハイマー病アルツハイマー病(AD)(AD)(AD)(AD)(AD)(AD)(AD)(AD) ４３％４３％４３％４３％４３％４３％４３％４３％

②脳血管性認知症②脳血管性認知症②脳血管性認知症②脳血管性認知症②脳血管性認知症②脳血管性認知症②脳血管性認知症②脳血管性認知症(VD)(VD)(VD)(VD)(VD)(VD)(VD)(VD) ２２％２２％２２％２２％２２％２２％２２％２２％

③レビー小体型認知症③レビー小体型認知症③レビー小体型認知症③レビー小体型認知症③レビー小体型認知症③レビー小体型認知症③レビー小体型認知症③レビー小体型認知症(DLB)(DLB)(DLB)(DLB)(DLB)(DLB)(DLB)(DLB) １８％１８％１８％１８％１８％１８％１８％１８％

(Akatsu H, et al.,  J Neurol Sci, 196, 2002)(Akatsu H, et al.,  J Neurol Sci, 196, 2002)(Akatsu H, et al.,  J Neurol Sci, 196, 2002)(Akatsu H, et al.,  J Neurol Sci, 196, 2002)(Akatsu H, et al.,  J Neurol Sci, 196, 2002)(Akatsu H, et al.,  J Neurol Sci, 196, 2002)(Akatsu H, et al.,  J Neurol Sci, 196, 2002)(Akatsu H, et al.,  J Neurol Sci, 196, 2002)

今後，今後，今後，今後，今後，今後，今後，今後，VDVDVDVDVDVDVDVDが減少し，が減少し，が減少し，が減少し，が減少し，が減少し，が減少し，が減少し， ADADADADADADADADとととととととと DLBDLBDLBDLBDLBDLBDLBDLBが増加するであろうが増加するであろうが増加するであろうが増加するであろうが増加するであろうが増加するであろうが増加するであろうが増加するであろう

＊レビー小体型認知症＊レビー小体型認知症＊レビー小体型認知症＊レビー小体型認知症＊レビー小体型認知症＊レビー小体型認知症＊レビー小体型認知症＊レビー小体型認知症(DLB)(DLB)(DLB)(DLB)(DLB)(DLB)(DLB)(DLB) ４１％４１％４１％４１％４１％４１％４１％４１％

(Wakisaka Y, et al.,  The Hisayama study. (Wakisaka Y, et al.,  The Hisayama study. (Wakisaka Y, et al.,  The Hisayama study. (Wakisaka Y, et al.,  The Hisayama study. (Wakisaka Y, et al.,  The Hisayama study. (Wakisaka Y, et al.,  The Hisayama study. (Wakisaka Y, et al.,  The Hisayama study. (Wakisaka Y, et al.,  The Hisayama study. 

Acta Neuropathol, 106, 2003)Acta Neuropathol, 106, 2003)Acta Neuropathol, 106, 2003)Acta Neuropathol, 106, 2003)Acta Neuropathol, 106, 2003)Acta Neuropathol, 106, 2003)Acta Neuropathol, 106, 2003)Acta Neuropathol, 106, 2003)

④前頭側頭葉変性症④前頭側頭葉変性症④前頭側頭葉変性症④前頭側頭葉変性症④前頭側頭葉変性症④前頭側頭葉変性症④前頭側頭葉変性症④前頭側頭葉変性症(FTLD)(FTLD)(FTLD)(FTLD)(FTLD)(FTLD)(FTLD)(FTLD) ７～１３％７～１３％７～１３％７～１３％７～１３％７～１３％７～１３％７～１３％

認知症の薬物療法認知症の薬物療法認知症の薬物療法認知症の薬物療法認知症の薬物療法認知症の薬物療法認知症の薬物療法認知症の薬物療法

アルツハイマー病の発症機序アルツハイマー病の発症機序アルツハイマー病の発症機序アルツハイマー病の発症機序アルツハイマー病の発症機序アルツハイマー病の発症機序アルツハイマー病の発症機序アルツハイマー病の発症機序
アミロイド・カスケード仮説アミロイド・カスケード仮説アミロイド・カスケード仮説アミロイド・カスケード仮説アミロイド・カスケード仮説アミロイド・カスケード仮説アミロイド・カスケード仮説アミロイド・カスケード仮説

山口山口 登：登： 長谷川和夫編著長谷川和夫編著,, 認知症のケア認知症のケア,, p21, p21, 永井書店永井書店,  2008,  2008

アセチルコリンは脳全体を活性化するアセチルコリンは脳全体を活性化するアセチルコリンは脳全体を活性化するアセチルコリンは脳全体を活性化するアセチルコリンは脳全体を活性化するアセチルコリンは脳全体を活性化するアセチルコリンは脳全体を活性化するアセチルコリンは脳全体を活性化する

アセチルコリンエステラーゼ阻害剤のアセチルコリンエステラーゼ阻害剤のアセチルコリンエステラーゼ阻害剤のアセチルコリンエステラーゼ阻害剤のアセチルコリンエステラーゼ阻害剤のアセチルコリンエステラーゼ阻害剤のアセチルコリンエステラーゼ阻害剤のアセチルコリンエステラーゼ阻害剤の
効果効果効果効果効果効果効果効果
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ShortShortShortShortShortShortShortShort--------term  Effectterm  Effectterm  Effectterm  Effectterm  Effectterm  Effectterm  Effectterm  Effect

注意力の向上注意力の向上

感情機能の改善感情機能の改善

焦燥感の減少焦燥感の減少

認知機能テストの改善認知機能テストの改善

LongLongLongLongLongLongLongLong--------term  Effectterm  Effectterm  Effectterm  Effectterm  Effectterm  Effectterm  Effectterm  Effect

ADADの進行抑制の進行抑制

海馬などの萎縮の抑制海馬などの萎縮の抑制

脳血流の維持脳血流の維持

認知機能テストの成績低下の抑制認知機能テストの成績低下の抑制

ADLADLの維持の維持

認知症の薬物認知症の薬物認知症の薬物認知症の薬物認知症の薬物認知症の薬物認知症の薬物認知症の薬物

アセチルコリンエステラーゼ阻害剤（アセチルコリンエステラーゼ阻害剤（ACEIACEI））
○塩酸ドネペジル（アリセプト）○塩酸ドネペジル（アリセプト）

ガランタミンガランタミン
リバスチグミンリバスチグミン

NMDANMDA受容体拮抗薬受容体拮抗薬
メマンチン（神経の保護作用）メマンチン（神経の保護作用）

アセチルコリンエステラーゼ阻害剤とアセチルコリンエステラーゼ阻害剤と
NMDANMDA受容体拮抗薬の併用受容体拮抗薬の併用
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認知症ケア認知症ケア認知症ケア認知症ケア認知症ケア認知症ケア認知症ケア認知症ケア

認知症の取組みの２つの視点認知症の取組みの２つの視点認知症の取組みの２つの視点認知症の取組みの２つの視点認知症の取組みの２つの視点認知症の取組みの２つの視点認知症の取組みの２つの視点認知症の取組みの２つの視点

１）１）１）１）１）１）１）１）EvidenceEvidenceEvidenceEvidenceEvidenceEvidenceEvidenceEvidence--------based approachbased approachbased approachbased approachbased approachbased approachbased approachbased approach

認知症を知ること，認知症を多様な疾患群としてとらえ，認知症を知ること，認知症を多様な疾患群としてとらえ，認知症を知ること，認知症を多様な疾患群としてとらえ，認知症を知ること，認知症を多様な疾患群としてとらえ，認知症を知ること，認知症を多様な疾患群としてとらえ，認知症を知ること，認知症を多様な疾患群としてとらえ，認知症を知ること，認知症を多様な疾患群としてとらえ，認知症を知ること，認知症を多様な疾患群としてとらえ，

適切な診断技法と治療戦略をもつ医学的モデル。適切な診断技法と治療戦略をもつ医学的モデル。適切な診断技法と治療戦略をもつ医学的モデル。適切な診断技法と治療戦略をもつ医学的モデル。適切な診断技法と治療戦略をもつ医学的モデル。適切な診断技法と治療戦略をもつ医学的モデル。適切な診断技法と治療戦略をもつ医学的モデル。適切な診断技法と治療戦略をもつ医学的モデル。

科学的根拠に基づくアプローチ。科学的根拠に基づくアプローチ。科学的根拠に基づくアプローチ。科学的根拠に基づくアプローチ。科学的根拠に基づくアプローチ。科学的根拠に基づくアプローチ。科学的根拠に基づくアプローチ。科学的根拠に基づくアプローチ。

２）２）２）２）２）２）２）２）NarrativeNarrativeNarrativeNarrativeNarrativeNarrativeNarrativeNarrative--------based approachbased approachbased approachbased approachbased approachbased approachbased approachbased approach

認知症のために生活の不自由と不安をもつ人の心を推認知症のために生活の不自由と不安をもつ人の心を推認知症のために生活の不自由と不安をもつ人の心を推認知症のために生活の不自由と不安をもつ人の心を推認知症のために生活の不自由と不安をもつ人の心を推認知症のために生活の不自由と不安をもつ人の心を推認知症のために生活の不自由と不安をもつ人の心を推認知症のために生活の不自由と不安をもつ人の心を推

察する理解の領域。自分が援助者としてその人と向き合察する理解の領域。自分が援助者としてその人と向き合察する理解の領域。自分が援助者としてその人と向き合察する理解の領域。自分が援助者としてその人と向き合察する理解の領域。自分が援助者としてその人と向き合察する理解の領域。自分が援助者としてその人と向き合察する理解の領域。自分が援助者としてその人と向き合察する理解の領域。自分が援助者としてその人と向き合

う“我と汝”・“う“我と汝”・“う“我と汝”・“う“我と汝”・“う“我と汝”・“う“我と汝”・“う“我と汝”・“う“我と汝”・“You and IYou and IYou and IYou and IYou and IYou and IYou and IYou and I（友愛）”という二人称の関係をも（友愛）”という二人称の関係をも（友愛）”という二人称の関係をも（友愛）”という二人称の関係をも（友愛）”という二人称の関係をも（友愛）”という二人称の関係をも（友愛）”という二人称の関係をも（友愛）”という二人称の関係をも

つこと。相手の物語を傾聴するアプローチ。つこと。相手の物語を傾聴するアプローチ。つこと。相手の物語を傾聴するアプローチ。つこと。相手の物語を傾聴するアプローチ。つこと。相手の物語を傾聴するアプローチ。つこと。相手の物語を傾聴するアプローチ。つこと。相手の物語を傾聴するアプローチ。つこと。相手の物語を傾聴するアプローチ。

長谷川和夫：老年精神医学雑誌長谷川和夫：老年精神医学雑誌 第第1717巻増刊号巻増刊号ⅡⅡ, p22, 2006, p22, 2006

ケアの理念（共通の考え方）をもつことケアの理念（共通の考え方）をもつことケアの理念（共通の考え方）をもつことケアの理念（共通の考え方）をもつことケアの理念（共通の考え方）をもつことケアの理念（共通の考え方）をもつことケアの理念（共通の考え方）をもつことケアの理念（共通の考え方）をもつこと
１）１）１）１）１）１）１）１）「個人」「個人」「個人」「個人」「個人」「個人」「個人」「個人」を中心におくケアを中心におくケアを中心におくケアを中心におくケアを中心におくケアを中心におくケアを中心におくケアを中心におくケア

Person Person Person Person Person Person Person Person -------- centered Care (PCC)centered Care (PCC)centered Care (PCC)centered Care (PCC)centered Care (PCC)centered Care (PCC)centered Care (PCC)centered Care (PCC)
“Personhood”“Personhood”“Personhood”“Personhood”“Personhood”“Personhood”“Personhood”“Personhood”〔〔〔〔〔〔〔〔その人らしさその人らしさその人らしさその人らしさその人らしさその人らしさその人らしさその人らしさ〕〕〕〕〕〕〕〕 (T. Kitwood,1997)(T. Kitwood,1997)(T. Kitwood,1997)(T. Kitwood,1997)(T. Kitwood,1997)(T. Kitwood,1997)(T. Kitwood,1997)(T. Kitwood,1997)；；；；；；；； 生活史など生活史など生活史など生活史など生活史など生活史など生活史など生活史など
“あなたと私”（１：１，“あなたと私”（１：１，“あなたと私”（１：１，“あなたと私”（１：１，“あなたと私”（１：１，“あなたと私”（１：１，“あなたと私”（１：１，“あなたと私”（１：１，Face to face Face to face Face to face Face to face Face to face Face to face Face to face Face to face の関係，２人称の関係）の関係，２人称の関係）の関係，２人称の関係）の関係，２人称の関係）の関係，２人称の関係）の関係，２人称の関係）の関係，２人称の関係）の関係，２人称の関係）

You and I :  You and I :  You and I :  You and I :  You and I :  You and I :  You and I :  You and I :  「福山友愛「福山友愛「福山友愛「福山友愛「福山友愛「福山友愛「福山友愛「福山友愛病院」の病院」の病院」の病院」の病院」の病院」の病院」の病院」の友愛友愛友愛友愛友愛友愛友愛友愛の意味の意味の意味の意味の意味の意味の意味の意味

２）２）２）２）２）２）２）２）「物語」「物語」「物語」「物語」「物語」「物語」「物語」「物語」を大切にするケアを大切にするケアを大切にするケアを大切にするケアを大切にするケアを大切にするケアを大切にするケアを大切にするケア
３）３）３）３）３）３）３）３）「その人らしさ」「その人らしさ」「その人らしさ」「その人らしさ」「その人らしさ」「その人らしさ」「その人らしさ」「その人らしさ」を大切にするケアを大切にするケアを大切にするケアを大切にするケアを大切にするケアを大切にするケアを大切にするケアを大切にするケア

認知症ケアの理念認知症ケアの理念認知症ケアの理念認知症ケアの理念認知症ケアの理念認知症ケアの理念認知症ケアの理念認知症ケアの理念
認知症のために見失われがちな認知症のために見失われがちな認知症のために見失われがちな認知症のために見失われがちな認知症のために見失われがちな認知症のために見失われがちな認知症のために見失われがちな認知症のために見失われがちなその人の尊厳，個性，可能性，求その人の尊厳，個性，可能性，求その人の尊厳，個性，可能性，求その人の尊厳，個性，可能性，求その人の尊厳，個性，可能性，求その人の尊厳，個性，可能性，求その人の尊厳，個性，可能性，求その人の尊厳，個性，可能性，求
めていること（願い，希望）めていること（願い，希望）めていること（願い，希望）めていること（願い，希望）めていること（願い，希望）めていること（願い，希望）めていること（願い，希望）めていること（願い，希望）を見出して，本人がを見出して，本人がを見出して，本人がを見出して，本人がを見出して，本人がを見出して，本人がを見出して，本人がを見出して，本人がその人らしい生その人らしい生その人らしい生その人らしい生その人らしい生その人らしい生その人らしい生その人らしい生
（生命，生活，人生）（生命，生活，人生）（生命，生活，人生）（生命，生活，人生）（生命，生活，人生）（生命，生活，人生）（生命，生活，人生）（生命，生活，人生）をまっとうできるよう支えていくをまっとうできるよう支えていくをまっとうできるよう支えていくをまっとうできるよう支えていくをまっとうできるよう支えていくをまっとうできるよう支えていくをまっとうできるよう支えていくをまっとうできるよう支えていく

長谷川和夫先生の講演より，第長谷川和夫先生の講演より，第長谷川和夫先生の講演より，第長谷川和夫先生の講演より，第長谷川和夫先生の講演より，第長谷川和夫先生の講演より，第長谷川和夫先生の講演より，第長谷川和夫先生の講演より，第77回日本認知症ケア学会大会，回日本認知症ケア学会大会，回日本認知症ケア学会大会，回日本認知症ケア学会大会，回日本認知症ケア学会大会，回日本認知症ケア学会大会，回日本認知症ケア学会大会，回日本認知症ケア学会大会，20062006年（札幌市）年（札幌市）年（札幌市）年（札幌市）年（札幌市）年（札幌市）年（札幌市）年（札幌市）
永田久美子：永田久美子：永田久美子：永田久美子：永田久美子：永田久美子：永田久美子：永田久美子： ケアスタッフのためのアルツハイマー病ケアの要点，ケアスタッフのためのアルツハイマー病ケアの要点，ケアスタッフのためのアルツハイマー病ケアの要点，ケアスタッフのためのアルツハイマー病ケアの要点，ケアスタッフのためのアルツハイマー病ケアの要点，ケアスタッフのためのアルツハイマー病ケアの要点，ケアスタッフのためのアルツハイマー病ケアの要点，ケアスタッフのためのアルツハイマー病ケアの要点，20072007年年年年年年年年 よりよりよりよりよりよりよりより

認知症の患者さんのケアの基本原則認知症の患者さんのケアの基本原則認知症の患者さんのケアの基本原則認知症の患者さんのケアの基本原則認知症の患者さんのケアの基本原則認知症の患者さんのケアの基本原則認知症の患者さんのケアの基本原則認知症の患者さんのケアの基本原則

１）１）ゆったりと，楽しくゆったりと，楽しく

２）２）自由に，ありのままに自由に，ありのままに

３）「してあげる」ケアから３）「してあげる」ケアから「いっしょに過ごす」ケア「いっしょに過ごす」ケアへへ

４）４）残された力残された力で暮らしの喜びと自信をで暮らしの喜びと自信を

５）５）なじんだ環境のもの，ことなじんだ環境のもの，ことを大切にを大切に

６）６）地域や自然とふれあい地域や自然とふれあいながらながら

永田久美子：永田久美子：永田久美子：永田久美子：永田久美子：永田久美子：永田久美子：永田久美子： ケアスタッフのためのアルツハイマー病ケアの要点，ケアスタッフのためのアルツハイマー病ケアの要点，ケアスタッフのためのアルツハイマー病ケアの要点，ケアスタッフのためのアルツハイマー病ケアの要点，ケアスタッフのためのアルツハイマー病ケアの要点，ケアスタッフのためのアルツハイマー病ケアの要点，ケアスタッフのためのアルツハイマー病ケアの要点，ケアスタッフのためのアルツハイマー病ケアの要点，20072007年年年年年年年年 よりよりよりよりよりよりよりより

認知症高齢者への接し方認知症高齢者への接し方認知症高齢者への接し方認知症高齢者への接し方認知症高齢者への接し方認知症高齢者への接し方認知症高齢者への接し方認知症高齢者への接し方

１）不安感を和らげる１）不安感を和らげる１）不安感を和らげる１）不安感を和らげる１）不安感を和らげる１）不安感を和らげる１）不安感を和らげる１）不安感を和らげる

２）目を見て話しかける２）目を見て話しかける２）目を見て話しかける２）目を見て話しかける２）目を見て話しかける２）目を見て話しかける２）目を見て話しかける２）目を見て話しかける

３）穏やかな気分で３）穏やかな気分で３）穏やかな気分で３）穏やかな気分で３）穏やかな気分で３）穏やかな気分で３）穏やかな気分で３）穏やかな気分で

４）相手のペースに合わせてゆっくり４）相手のペースに合わせてゆっくり４）相手のペースに合わせてゆっくり４）相手のペースに合わせてゆっくり４）相手のペースに合わせてゆっくり４）相手のペースに合わせてゆっくり４）相手のペースに合わせてゆっくり４）相手のペースに合わせてゆっくり

５）説得は避ける５）説得は避ける５）説得は避ける５）説得は避ける５）説得は避ける５）説得は避ける５）説得は避ける５）説得は避ける

＊この原則は実行が難しいかもしれない＊この原則は実行が難しいかもしれない＊この原則は実行が難しいかもしれない＊この原則は実行が難しいかもしれない＊この原則は実行が難しいかもしれない＊この原則は実行が難しいかもしれない＊この原則は実行が難しいかもしれない＊この原則は実行が難しいかもしれない

けど，必要なことであるけど，必要なことであるけど，必要なことであるけど，必要なことであるけど，必要なことであるけど，必要なことであるけど，必要なことであるけど，必要なことである
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周辺症状（周辺症状（周辺症状（周辺症状（周辺症状（周辺症状（周辺症状（周辺症状（BPSDBPSDBPSDBPSDBPSDBPSDBPSDBPSD）への対応の基本）への対応の基本）への対応の基本）への対応の基本）への対応の基本）への対応の基本）への対応の基本）への対応の基本

＊周辺症状のほとんどが，＊周辺症状のほとんどが，＊周辺症状のほとんどが，＊周辺症状のほとんどが，＊周辺症状のほとんどが，＊周辺症状のほとんどが，＊周辺症状のほとんどが，＊周辺症状のほとんどが，中核症状を基盤中核症状を基盤中核症状を基盤中核症状を基盤中核症状を基盤中核症状を基盤中核症状を基盤中核症状を基盤に，に，に，に，に，に，に，に，不安不安不安不安不安不安不安不安
やややややややや心身のストレス心身のストレス心身のストレス心身のストレス心身のストレス心身のストレス心身のストレス心身のストレスが蓄積されて誘発されている。不が蓄積されて誘発されている。不が蓄積されて誘発されている。不が蓄積されて誘発されている。不が蓄積されて誘発されている。不が蓄積されて誘発されている。不が蓄積されて誘発されている。不が蓄積されて誘発されている。不
安や心身のストレスが放置されると，周辺症状は持安や心身のストレスが放置されると，周辺症状は持安や心身のストレスが放置されると，周辺症状は持安や心身のストレスが放置されると，周辺症状は持安や心身のストレスが放置されると，周辺症状は持安や心身のストレスが放置されると，周辺症状は持安や心身のストレスが放置されると，周辺症状は持安や心身のストレスが放置されると，周辺症状は持
続し増悪する。続し増悪する。続し増悪する。続し増悪する。続し増悪する。続し増悪する。続し増悪する。続し増悪する。

①その人の周辺症状の起きる頻度，場面，パターン，①その人の周辺症状の起きる頻度，場面，パターン，①その人の周辺症状の起きる頻度，場面，パターン，①その人の周辺症状の起きる頻度，場面，パターン，①その人の周辺症状の起きる頻度，場面，パターン，①その人の周辺症状の起きる頻度，場面，パターン，①その人の周辺症状の起きる頻度，場面，パターン，①その人の周辺症状の起きる頻度，場面，パターン，
背景をつかみ，本人の不安や心身のストレスを取り背景をつかみ，本人の不安や心身のストレスを取り背景をつかみ，本人の不安や心身のストレスを取り背景をつかみ，本人の不安や心身のストレスを取り背景をつかみ，本人の不安や心身のストレスを取り背景をつかみ，本人の不安や心身のストレスを取り背景をつかみ，本人の不安や心身のストレスを取り背景をつかみ，本人の不安や心身のストレスを取り
除くこと。除くこと。除くこと。除くこと。除くこと。除くこと。除くこと。除くこと。

②本人の安心や，心身の充足感（楽しみ，喜び，やり②本人の安心や，心身の充足感（楽しみ，喜び，やり②本人の安心や，心身の充足感（楽しみ，喜び，やり②本人の安心や，心身の充足感（楽しみ，喜び，やり②本人の安心や，心身の充足感（楽しみ，喜び，やり②本人の安心や，心身の充足感（楽しみ，喜び，やり②本人の安心や，心身の充足感（楽しみ，喜び，やり②本人の安心や，心身の充足感（楽しみ，喜び，やり
がい，自信，誇らしさ）を，日常的に大切にすること。がい，自信，誇らしさ）を，日常的に大切にすること。がい，自信，誇らしさ）を，日常的に大切にすること。がい，自信，誇らしさ）を，日常的に大切にすること。がい，自信，誇らしさ）を，日常的に大切にすること。がい，自信，誇らしさ）を，日常的に大切にすること。がい，自信，誇らしさ）を，日常的に大切にすること。がい，自信，誇らしさ）を，日常的に大切にすること。

③基本的なケアを徹底しても，周辺症状が収まらない③基本的なケアを徹底しても，周辺症状が収まらない③基本的なケアを徹底しても，周辺症状が収まらない③基本的なケアを徹底しても，周辺症状が収まらない③基本的なケアを徹底しても，周辺症状が収まらない③基本的なケアを徹底しても，周辺症状が収まらない③基本的なケアを徹底しても，周辺症状が収まらない③基本的なケアを徹底しても，周辺症状が収まらない
場合は，医師と相談して適切な薬物療法も必要。場合は，医師と相談して適切な薬物療法も必要。場合は，医師と相談して適切な薬物療法も必要。場合は，医師と相談して適切な薬物療法も必要。場合は，医師と相談して適切な薬物療法も必要。場合は，医師と相談して適切な薬物療法も必要。場合は，医師と相談して適切な薬物療法も必要。場合は，医師と相談して適切な薬物療法も必要。

永田久美子：永田久美子：永田久美子：永田久美子：永田久美子：永田久美子：永田久美子：永田久美子： ケアスタッフのためのアルツハイマー病ケアの要点，ケアスタッフのためのアルツハイマー病ケアの要点，ケアスタッフのためのアルツハイマー病ケアの要点，ケアスタッフのためのアルツハイマー病ケアの要点，ケアスタッフのためのアルツハイマー病ケアの要点，ケアスタッフのためのアルツハイマー病ケアの要点，ケアスタッフのためのアルツハイマー病ケアの要点，ケアスタッフのためのアルツハイマー病ケアの要点，20072007年年年年年年年年 よりよりよりよりよりよりよりより

主な周辺症状対策①：徘徊主な周辺症状対策①：徘徊主な周辺症状対策①：徘徊主な周辺症状対策①：徘徊主な周辺症状対策①：徘徊主な周辺症状対策①：徘徊主な周辺症状対策①：徘徊主な周辺症状対策①：徘徊

＊家・施設の中や屋外をさまよい歩いたり，帰り道がわからなくなる＊家・施設の中や屋外をさまよい歩いたり，帰り道がわからなくなる

�� 制したり，あわてたり，こちらが困った様子をしないこと。特に，当制したり，あわてたり，こちらが困った様子をしないこと。特に，当
初は可能な限りいっしょにつきそう（原因やタイミングを知る）初は可能な限りいっしょにつきそう（原因やタイミングを知る）

�� 気をそらす話題や手がかりを探り，あわてないように用意しておく気をそらす話題や手がかりを探り，あわてないように用意しておく

�� ドアが開くと鳴るセンサーをつけるなど，出て行くのがわかるようドアが開くと鳴るセンサーをつけるなど，出て行くのがわかるよう
にするにする

�� むしろ積極的に外出の機会をつくるむしろ積極的に外出の機会をつくる

�� 衣服や靴の本人が気にならない所に名札をつけ，連絡先，呼び衣服や靴の本人が気にならない所に名札をつけ，連絡先，呼び
名などを書いておく名などを書いておく

�� 名刺を持たせる。お守り，ペンダントなど本人のなじみの品に連名刺を持たせる。お守り，ペンダントなど本人のなじみの品に連
絡先を書いて入れておく絡先を書いて入れておく

�� 本人のふだん行く方向，立ち寄るところを把握しておく本人のふだん行く方向，立ち寄るところを把握しておく

�� 近所や交番等に事情を説明しておき，万一の場合，連絡をもらう近所や交番等に事情を説明しておき，万一の場合，連絡をもらう

�� 地域の徘徊地域の徘徊SOSSOSネットを活用するネットを活用する

�� 帰ってきても責めず，ねぎらいの言葉をかける帰ってきても責めず，ねぎらいの言葉をかける

主な周辺症状対策②：妄想主な周辺症状対策②：妄想主な周辺症状対策②：妄想主な周辺症状対策②：妄想主な周辺症状対策②：妄想主な周辺症状対策②：妄想主な周辺症状対策②：妄想主な周辺症状対策②：妄想
＊＊物盗られ妄想物盗られ妄想，捨てられ妄想，嫉妬妄想など，捨てられ妄想，嫉妬妄想など

＊直接介護している身近な人に疑いをかけることが多い＊直接介護している身近な人に疑いをかけることが多い

�� 否定したり，説得したりしない否定したり，説得したりしない

�� ないという事実を受け止めていっしょに探すないという事実を受け止めていっしょに探す

�� ケアをする者にとって困っていることと，本人の困っていること，ケアをする者にとって困っていることと，本人の困っていること，
不安が異なることを，しっかり認識する不安が異なることを，しっかり認識する

�� 本人の安心を徹底して図る本人の安心を徹底して図る

�� 日ごろからものをしまう場所などを観察しておく日ごろからものをしまう場所などを観察しておく

�� なるべく，本人自身が探し出し発言できるよう誘導するなるべく，本人自身が探し出し発言できるよう誘導する

�� 代替品などを用意しておき，探しても見つからないときに備える代替品などを用意しておき，探しても見つからないときに備える

�� 在宅の場合，家の権利書や通帳などは家族が管理するように在宅の場合，家の権利書や通帳などは家族が管理するように

�� 何もすることがないと妄想が出やすい，日中の時間の過ごし方何もすることがないと妄想が出やすい，日中の時間の過ごし方
を豊かにを豊かに

「物盗られ妄想」は介護の勲章「物盗られ妄想」は介護の勲章「物盗られ妄想」は介護の勲章「物盗られ妄想」は介護の勲章「物盗られ妄想」は介護の勲章「物盗られ妄想」は介護の勲章「物盗られ妄想」は介護の勲章「物盗られ妄想」は介護の勲章

アルツハイマー型認知症などで，アルツハイマー型認知症などで，自分がしまい忘自分がしまい忘

れたものを盗まれたと言い張るれたものを盗まれたと言い張る物盗られ妄想がみら物盗られ妄想がみら
れることがよくあります。物盗られ妄想の対象となるれることがよくあります。物盗られ妄想の対象となる
のは，たいてい，一番近くで介護をしているご家族でのは，たいてい，一番近くで介護をしているご家族で
す。こうした物盗られ妄想は，「私が忘れるはずはなす。こうした物盗られ妄想は，「私が忘れるはずはな
い」，「私が嫁の世話にならなければならないはずはい」，「私が嫁の世話にならなければならないはずは
ない」という思いの裏返しです。いっしょに探して見つない」という思いの裏返しです。いっしょに探して見つ
かったときはさりげなく返してあげましょう。「だから私かったときはさりげなく返してあげましょう。「だから私
じゃないと言ったでしょ」などと議論したとしても良いこじゃないと言ったでしょ」などと議論したとしても良いこ
とは何１つありません。とは何１つありません。

斎藤正彦：斎藤正彦： 認知症介護の１００箇条，㈱ワールドプランニング，認知症介護の１００箇条，㈱ワールドプランニング，20002000

主な周辺症状対策③：せん妄主な周辺症状対策③：せん妄主な周辺症状対策③：せん妄主な周辺症状対策③：せん妄主な周辺症状対策③：せん妄主な周辺症状対策③：せん妄主な周辺症状対策③：せん妄主な周辺症状対策③：せん妄

＊＊夜間せん妄夜間せん妄は，不眠と間違えやすいが意識障害の一種であるは，不眠と間違えやすいが意識障害の一種である

＊軽度・中等度の意識混濁，精神運動興奮，錯覚，幻覚，不安，恐怖＊軽度・中等度の意識混濁，精神運動興奮，錯覚，幻覚，不安，恐怖

などがあるなどがある

�� 不安・恐怖・困惑を感じてるサインを早めにキャッチし，１人にしない不安・恐怖・困惑を感じてるサインを早めにキャッチし，１人にしない

�� 短時間でも，しっかり，ゆったり，そばにいる短時間でも，しっかり，ゆったり，そばにいる

�� 触れて安心してもらう触れて安心してもらう

�� 刺激的な音や光は避け，静かな環境に置く刺激的な音や光は避け，静かな環境に置く

�� 折に触れ現実を知らせる（名前の呼びかけ，場所や昼夜を知らす）折に触れ現実を知らせる（名前の呼びかけ，場所や昼夜を知らす）

�� 体の緊張をぬくための温かい飲み物，柔かい膝掛けなどの工夫も体の緊張をぬくための温かい飲み物，柔かい膝掛けなどの工夫も

永田久美子：永田久美子：永田久美子：永田久美子：永田久美子：永田久美子：永田久美子：永田久美子： ケアスタッフのためのアルツハイマー病ケアの要点，ケアスタッフのためのアルツハイマー病ケアの要点，ケアスタッフのためのアルツハイマー病ケアの要点，ケアスタッフのためのアルツハイマー病ケアの要点，ケアスタッフのためのアルツハイマー病ケアの要点，ケアスタッフのためのアルツハイマー病ケアの要点，ケアスタッフのためのアルツハイマー病ケアの要点，ケアスタッフのためのアルツハイマー病ケアの要点，20072007年年年年年年年年 よりよりよりよりよりよりよりより

ユーモア：ユーモア：ユーモア：ユーモア：ユーモア：ユーモア：ユーモア：ユーモア：『『『『『『『『にもかかわらず笑うにもかかわらず笑うにもかかわらず笑うにもかかわらず笑うにもかかわらず笑うにもかかわらず笑うにもかかわらず笑うにもかかわらず笑う』』』』』』』』
哲学者：哲学者：哲学者：哲学者：哲学者：哲学者：哲学者：哲学者：アルフォンス・デーケン先生アルフォンス・デーケン先生アルフォンス・デーケン先生アルフォンス・デーケン先生アルフォンス・デーケン先生アルフォンス・デーケン先生アルフォンス・デーケン先生アルフォンス・デーケン先生

北九州のあるトンネルでの実際の事件：北九州のあるトンネルでの実際の事件：北九州のあるトンネルでの実際の事件：北九州のあるトンネルでの実際の事件：北九州のあるトンネルでの実際の事件：北九州のあるトンネルでの実際の事件：北九州のあるトンネルでの実際の事件：北九州のあるトンネルでの実際の事件：

若年性認知症の夫をかかえる妻が自家用車の助手席に夫若年性認知症の夫をかかえる妻が自家用車の助手席に夫若年性認知症の夫をかかえる妻が自家用車の助手席に夫若年性認知症の夫をかかえる妻が自家用車の助手席に夫若年性認知症の夫をかかえる妻が自家用車の助手席に夫若年性認知症の夫をかかえる妻が自家用車の助手席に夫若年性認知症の夫をかかえる妻が自家用車の助手席に夫若年性認知症の夫をかかえる妻が自家用車の助手席に夫
を乗せて運転し，友人宅から帰宅途中，トンネルに入った。を乗せて運転し，友人宅から帰宅途中，トンネルに入った。を乗せて運転し，友人宅から帰宅途中，トンネルに入った。を乗せて運転し，友人宅から帰宅途中，トンネルに入った。を乗せて運転し，友人宅から帰宅途中，トンネルに入った。を乗せて運転し，友人宅から帰宅途中，トンネルに入った。を乗せて運転し，友人宅から帰宅途中，トンネルに入った。を乗せて運転し，友人宅から帰宅途中，トンネルに入った。
そのとたん，「こんなひどい飛行機に乗せてどこへ連れてゆそのとたん，「こんなひどい飛行機に乗せてどこへ連れてゆそのとたん，「こんなひどい飛行機に乗せてどこへ連れてゆそのとたん，「こんなひどい飛行機に乗せてどこへ連れてゆそのとたん，「こんなひどい飛行機に乗せてどこへ連れてゆそのとたん，「こんなひどい飛行機に乗せてどこへ連れてゆそのとたん，「こんなひどい飛行機に乗せてどこへ連れてゆそのとたん，「こんなひどい飛行機に乗せてどこへ連れてゆ
くんだ？！」と暴れだし，フロントガラスを足蹴りにして破ろうくんだ？！」と暴れだし，フロントガラスを足蹴りにして破ろうくんだ？！」と暴れだし，フロントガラスを足蹴りにして破ろうくんだ？！」と暴れだし，フロントガラスを足蹴りにして破ろうくんだ？！」と暴れだし，フロントガラスを足蹴りにして破ろうくんだ？！」と暴れだし，フロントガラスを足蹴りにして破ろうくんだ？！」と暴れだし，フロントガラスを足蹴りにして破ろうくんだ？！」と暴れだし，フロントガラスを足蹴りにして破ろう
とするので危険を察知し，妻はトンネルを出た所でドアを開とするので危険を察知し，妻はトンネルを出た所でドアを開とするので危険を察知し，妻はトンネルを出た所でドアを開とするので危険を察知し，妻はトンネルを出た所でドアを開とするので危険を察知し，妻はトンネルを出た所でドアを開とするので危険を察知し，妻はトンネルを出た所でドアを開とするので危険を察知し，妻はトンネルを出た所でドアを開とするので危険を察知し，妻はトンネルを出た所でドアを開
け夫を車から側道へ出した。すると，夫は走って行ってトンネけ夫を車から側道へ出した。すると，夫は走って行ってトンネけ夫を車から側道へ出した。すると，夫は走って行ってトンネけ夫を車から側道へ出した。すると，夫は走って行ってトンネけ夫を車から側道へ出した。すると，夫は走って行ってトンネけ夫を車から側道へ出した。すると，夫は走って行ってトンネけ夫を車から側道へ出した。すると，夫は走って行ってトンネけ夫を車から側道へ出した。すると，夫は走って行ってトンネ
ルの警報機を鳴らしたので，警察がやって来てルの警報機を鳴らしたので，警察がやって来てルの警報機を鳴らしたので，警察がやって来てルの警報機を鳴らしたので，警察がやって来てルの警報機を鳴らしたので，警察がやって来てルの警報機を鳴らしたので，警察がやって来てルの警報機を鳴らしたので，警察がやって来てルの警報機を鳴らしたので，警察がやって来て2, 32, 3人で取り人で取り人で取り人で取り人で取り人で取り人で取り人で取り
押さえられ，留置場に入れられた。夜２時のことだった。翌朝，押さえられ，留置場に入れられた。夜２時のことだった。翌朝，押さえられ，留置場に入れられた。夜２時のことだった。翌朝，押さえられ，留置場に入れられた。夜２時のことだった。翌朝，押さえられ，留置場に入れられた。夜２時のことだった。翌朝，押さえられ，留置場に入れられた。夜２時のことだった。翌朝，押さえられ，留置場に入れられた。夜２時のことだった。翌朝，押さえられ，留置場に入れられた。夜２時のことだった。翌朝，

妻が夫を引き取りにゆくと，夫は何も覚えておらず，「あちこ妻が夫を引き取りにゆくと，夫は何も覚えておらず，「あちこ妻が夫を引き取りにゆくと，夫は何も覚えておらず，「あちこ妻が夫を引き取りにゆくと，夫は何も覚えておらず，「あちこ妻が夫を引き取りにゆくと，夫は何も覚えておらず，「あちこ妻が夫を引き取りにゆくと，夫は何も覚えておらず，「あちこ妻が夫を引き取りにゆくと，夫は何も覚えておらず，「あちこ妻が夫を引き取りにゆくと，夫は何も覚えておらず，「あちこ
ちの関節がいたくてなあ。」と妻に言ったところ，妻は，「そうちの関節がいたくてなあ。」と妻に言ったところ，妻は，「そうちの関節がいたくてなあ。」と妻に言ったところ，妻は，「そうちの関節がいたくてなあ。」と妻に言ったところ，妻は，「そうちの関節がいたくてなあ。」と妻に言ったところ，妻は，「そうちの関節がいたくてなあ。」と妻に言ったところ，妻は，「そうちの関節がいたくてなあ。」と妻に言ったところ，妻は，「そうちの関節がいたくてなあ。」と妻に言ったところ，妻は，「そう
でしょうね。あなた，昨夜，大活躍，頑張りすぎよ，大働きなでしょうね。あなた，昨夜，大活躍，頑張りすぎよ，大働きなでしょうね。あなた，昨夜，大活躍，頑張りすぎよ，大働きなでしょうね。あなた，昨夜，大活躍，頑張りすぎよ，大働きなでしょうね。あなた，昨夜，大活躍，頑張りすぎよ，大働きなでしょうね。あなた，昨夜，大活躍，頑張りすぎよ，大働きなでしょうね。あなた，昨夜，大活躍，頑張りすぎよ，大働きなでしょうね。あなた，昨夜，大活躍，頑張りすぎよ，大働きな
さったんだから・・・」，さったんだから・・・」，さったんだから・・・」，さったんだから・・・」，さったんだから・・・」，さったんだから・・・」，さったんだから・・・」，さったんだから・・・」， と言って，と言って，と言って，と言って，と言って，と言って，と言って，と言って， 夫婦二人で，「あっはっ夫婦二人で，「あっはっ夫婦二人で，「あっはっ夫婦二人で，「あっはっ夫婦二人で，「あっはっ夫婦二人で，「あっはっ夫婦二人で，「あっはっ夫婦二人で，「あっはっ
は！」と笑い合ったという。は！」と笑い合ったという。は！」と笑い合ったという。は！」と笑い合ったという。は！」と笑い合ったという。は！」と笑い合ったという。は！」と笑い合ったという。は！」と笑い合ったという。 長谷川和夫先生の講演より長谷川和夫先生の講演より長谷川和夫先生の講演より長谷川和夫先生の講演より長谷川和夫先生の講演より長谷川和夫先生の講演より長谷川和夫先生の講演より長谷川和夫先生の講演より



15

家族の接し方家族の接し方家族の接し方家族の接し方10ヵ条ヵ条ヵ条ヵ条 （（（（㊖㊖㊖㊖ぼけ予防協会）ぼけ予防協会）ぼけ予防協会）ぼけ予防協会）

介護する人がそこにいるだけで，介護さ介護する人がそこにいるだけで，介護さ介護する人がそこにいるだけで，介護さ介護する人がそこにいるだけで，介護さ介護する人がそこにいるだけで，介護さ介護する人がそこにいるだけで，介護さ介護する人がそこにいるだけで，介護さ介護する人がそこにいるだけで，介護さ
れる認知症の人は，ホッとしている！れる認知症の人は，ホッとしている！れる認知症の人は，ホッとしている！れる認知症の人は，ホッとしている！れる認知症の人は，ホッとしている！れる認知症の人は，ホッとしている！れる認知症の人は，ホッとしている！れる認知症の人は，ホッとしている！
認知症の人にとって，介護者のみなさん認知症の人にとって，介護者のみなさん認知症の人にとって，介護者のみなさん認知症の人にとって，介護者のみなさん認知症の人にとって，介護者のみなさん認知症の人にとって，介護者のみなさん認知症の人にとって，介護者のみなさん認知症の人にとって，介護者のみなさん
しか頼りになる人はいないんです。しか頼りになる人はいないんです。しか頼りになる人はいないんです。しか頼りになる人はいないんです。しか頼りになる人はいないんです。しか頼りになる人はいないんです。しか頼りになる人はいないんです。しか頼りになる人はいないんです。

センター方式の理念と共通の「５つの視点」センター方式の理念と共通の「５つの視点」センター方式の理念と共通の「５つの視点」センター方式の理念と共通の「５つの視点」センター方式の理念と共通の「５つの視点」センター方式の理念と共通の「５つの視点」センター方式の理念と共通の「５つの視点」センター方式の理念と共通の「５つの視点」

１．“その人らしいあり方”１．“その人らしいあり方”１．“その人らしいあり方”１．“その人らしいあり方”１．“その人らしいあり方”１．“その人らしいあり方”１．“その人らしいあり方”１．“その人らしいあり方” →→尊厳尊厳尊厳尊厳尊厳尊厳尊厳尊厳

（これぞ，その人！）（これぞ，その人！）（これぞ，その人！）（これぞ，その人！）（これぞ，その人！）（これぞ，その人！）（これぞ，その人！）（これぞ，その人！）

２．“本人の安心，快”２．“本人の安心，快”２．“本人の安心，快”２．“本人の安心，快”２．“本人の安心，快”２．“本人の安心，快”２．“本人の安心，快”２．“本人の安心，快” →→安心安心安心安心安心安心安心安心

３．“本人の力の発揮”３．“本人の力の発揮”３．“本人の力の発揮”３．“本人の力の発揮”３．“本人の力の発揮”３．“本人の力の発揮”３．“本人の力の発揮”３．“本人の力の発揮” →→リハビリ・自立リハビリ・自立リハビリ・自立リハビリ・自立リハビリ・自立リハビリ・自立リハビリ・自立リハビリ・自立

４．“本人にとっての安全と健やかさ”４．“本人にとっての安全と健やかさ”４．“本人にとっての安全と健やかさ”４．“本人にとっての安全と健やかさ”４．“本人にとっての安全と健やかさ”４．“本人にとっての安全と健やかさ”４．“本人にとっての安全と健やかさ”４．“本人にとっての安全と健やかさ”→→予防・健康づくり予防・健康づくり予防・健康づくり予防・健康づくり予防・健康づくり予防・健康づくり予防・健康づくり予防・健康づくり

５．“なじみの暮らしの継続”５．“なじみの暮らしの継続”５．“なじみの暮らしの継続”５．“なじみの暮らしの継続”５．“なじみの暮らしの継続”５．“なじみの暮らしの継続”５．“なじみの暮らしの継続”５．“なじみの暮らしの継続” →→継続・地域包括継続・地域包括継続・地域包括継続・地域包括継続・地域包括継続・地域包括継続・地域包括継続・地域包括

（環境・関係・生活）（環境・関係・生活）（環境・関係・生活）（環境・関係・生活）（環境・関係・生活）（環境・関係・生活）（環境・関係・生活）（環境・関係・生活）

２０１５年の高齢者介護２０１５年の高齢者介護２０１５年の高齢者介護２０１５年の高齢者介護２０１５年の高齢者介護２０１５年の高齢者介護２０１５年の高齢者介護２０１５年の高齢者介護

「いつでもどこでも尊厳のある生の実現」「いつでもどこでも尊厳のある生の実現」「いつでもどこでも尊厳のある生の実現」「いつでもどこでも尊厳のある生の実現」「いつでもどこでも尊厳のある生の実現」「いつでもどこでも尊厳のある生の実現」「いつでもどこでも尊厳のある生の実現」「いつでもどこでも尊厳のある生の実現」

永田久美子：永田久美子：永田久美子：永田久美子：永田久美子：永田久美子：永田久美子：永田久美子： ケアスタッフのためのアルツハイマー病ケアの要点，ケアスタッフのためのアルツハイマー病ケアの要点，ケアスタッフのためのアルツハイマー病ケアの要点，ケアスタッフのためのアルツハイマー病ケアの要点，ケアスタッフのためのアルツハイマー病ケアの要点，ケアスタッフのためのアルツハイマー病ケアの要点，ケアスタッフのためのアルツハイマー病ケアの要点，ケアスタッフのためのアルツハイマー病ケアの要点，20072007年年年年年年年年 よりよりよりよりよりよりよりより

ぼけ介護ぼけ介護ぼけ介護ぼけ介護10ヵ条ヵ条ヵ条ヵ条 （（（（㊖㊖㊖㊖ぼけ予防協会）ぼけ予防協会）ぼけ予防協会）ぼけ予防協会）

精神神経内分泌免疫学精神神経内分泌免疫学精神神経内分泌免疫学精神神経内分泌免疫学精神神経内分泌免疫学精神神経内分泌免疫学精神神経内分泌免疫学精神神経内分泌免疫学
Psychoneuroendocrinoimmunology, PNEIPsychoneuroendocrinoimmunology, PNEIPsychoneuroendocrinoimmunology, PNEIPsychoneuroendocrinoimmunology, PNEIPsychoneuroendocrinoimmunology, PNEIPsychoneuroendocrinoimmunology, PNEIPsychoneuroendocrinoimmunology, PNEIPsychoneuroendocrinoimmunology, PNEI

CRHCRHCRHCRHCRHCRHCRHCRHのテーマのテーマのテーマのテーマのテーマのテーマのテーマのテーマ
(corticotropin(corticotropin(corticotropin(corticotropin(corticotropin(corticotropin(corticotropin(corticotropin--------releasing hormone)releasing hormone)releasing hormone)releasing hormone)releasing hormone)releasing hormone)releasing hormone)releasing hormone)

神経ペプチド神経ペプチド神経ペプチド神経ペプチド神経ペプチド神経ペプチド神経ペプチド神経ペプチド

corticotropincorticotropincorticotropincorticotropincorticotropincorticotropincorticotropincorticotropin--------releasing hormone (CRH)releasing hormone (CRH)releasing hormone (CRH)releasing hormone (CRH)releasing hormone (CRH)releasing hormone (CRH)releasing hormone (CRH)releasing hormone (CRH)
corticotropincorticotropincorticotropincorticotropincorticotropincorticotropincorticotropincorticotropin--------releasing  factor (CRF)releasing  factor (CRF)releasing  factor (CRF)releasing  factor (CRF)releasing  factor (CRF)releasing  factor (CRF)releasing  factor (CRF)releasing  factor (CRF)

４１個のアミノ酸４１個のアミノ酸４１個のアミノ酸４１個のアミノ酸４１個のアミノ酸４１個のアミノ酸４１個のアミノ酸４１個のアミノ酸から成るペプチドから成るペプチドから成るペプチドから成るペプチドから成るペプチドから成るペプチドから成るペプチドから成るペプチド
（（（（（（（（W.W.Vale, et al.  1981; 1983W.W.Vale, et al.  1981; 1983W.W.Vale, et al.  1981; 1983W.W.Vale, et al.  1981; 1983W.W.Vale, et al.  1981; 1983W.W.Vale, et al.  1981; 1983W.W.Vale, et al.  1981; 1983W.W.Vale, et al.  1981; 1983））））））））
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脳内脳内脳内脳内脳内脳内脳内脳内CRHCRHCRHCRHCRHCRHCRHCRH産生細胞体とニューロンの分布産生細胞体とニューロンの分布産生細胞体とニューロンの分布産生細胞体とニューロンの分布産生細胞体とニューロンの分布産生細胞体とニューロンの分布産生細胞体とニューロンの分布産生細胞体とニューロンの分布
Swanson L.W., et al.  Neuroendocrinology, 36, 1983Swanson L.W., et al.  Neuroendocrinology, 36, 1983Swanson L.W., et al.  Neuroendocrinology, 36, 1983Swanson L.W., et al.  Neuroendocrinology, 36, 1983Swanson L.W., et al.  Neuroendocrinology, 36, 1983Swanson L.W., et al.  Neuroendocrinology, 36, 1983Swanson L.W., et al.  Neuroendocrinology, 36, 1983Swanson L.W., et al.  Neuroendocrinology, 36, 1983

脳内脳内脳内脳内脳内脳内脳内脳内CRHCRHCRHCRHCRHCRHCRHCRH受容体の分布受容体の分布受容体の分布受容体の分布受容体の分布受容体の分布受容体の分布受容体の分布
De Souza E.B.De Souza E.B.De Souza E.B.De Souza E.B.De Souza E.B.De Souza E.B.De Souza E.B.De Souza E.B.

CRHCRHCRHCRHCRHCRHCRHCRHの主な向下垂体作用と中枢作用の主な向下垂体作用と中枢作用の主な向下垂体作用と中枢作用の主な向下垂体作用と中枢作用の主な向下垂体作用と中枢作用の主な向下垂体作用と中枢作用の主な向下垂体作用と中枢作用の主な向下垂体作用と中枢作用

「海馬「海馬「海馬「海馬「海馬「海馬「海馬「海馬--視床下部視床下部視床下部視床下部視床下部視床下部視床下部視床下部--下垂体下垂体下垂体下垂体下垂体下垂体下垂体下垂体--副腎系」の概念の確立と副腎系」の概念の確立と副腎系」の概念の確立と副腎系」の概念の確立と副腎系」の概念の確立と副腎系」の概念の確立と副腎系」の概念の確立と副腎系」の概念の確立と
グルココルチコイド・フィードバック機構グルココルチコイド・フィードバック機構グルココルチコイド・フィードバック機構グルココルチコイド・フィードバック機構グルココルチコイド・フィードバック機構グルココルチコイド・フィードバック機構グルココルチコイド・フィードバック機構グルココルチコイド・フィードバック機構

Hippocampus Hippocampus ：海馬：海馬：海馬：海馬：海馬：海馬：海馬：海馬
グルココルチコイド受容体が豊富に存在するグルココルチコイド受容体が豊富に存在するグルココルチコイド受容体が豊富に存在するグルココルチコイド受容体が豊富に存在するグルココルチコイド受容体が豊富に存在するグルココルチコイド受容体が豊富に存在するグルココルチコイド受容体が豊富に存在するグルココルチコイド受容体が豊富に存在する
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ストレス・老化による海馬ニューロンの脱落：ストレス・老化による海馬ニューロンの脱落：ストレス・老化による海馬ニューロンの脱落：ストレス・老化による海馬ニューロンの脱落：ストレス・老化による海馬ニューロンの脱落：ストレス・老化による海馬ニューロンの脱落：ストレス・老化による海馬ニューロンの脱落：ストレス・老化による海馬ニューロンの脱落：
グルココルチコイド受容体喪失によるグルココルチコイド受容体喪失によるグルココルチコイド受容体喪失によるグルココルチコイド受容体喪失によるグルココルチコイド受容体喪失によるグルココルチコイド受容体喪失によるグルココルチコイド受容体喪失によるグルココルチコイド受容体喪失による

フィードバック機構の破綻と高コルチゾール血症フィードバック機構の破綻と高コルチゾール血症フィードバック機構の破綻と高コルチゾール血症フィードバック機構の破綻と高コルチゾール血症フィードバック機構の破綻と高コルチゾール血症フィードバック機構の破綻と高コルチゾール血症フィードバック機構の破綻と高コルチゾール血症フィードバック機構の破綻と高コルチゾール血症
Sapolsky RM, 1986Sapolsky RM, 1986Sapolsky RM, 1986Sapolsky RM, 1986Sapolsky RM, 1986Sapolsky RM, 1986Sapolsky RM, 1986Sapolsky RM, 1986

重度認知症における夜間の重度認知症における夜間の重度認知症における夜間の重度認知症における夜間の重度認知症における夜間の重度認知症における夜間の重度認知症における夜間の重度認知症における夜間の
血中血中血中血中血中血中血中血中ACTHACTHACTHACTHACTHACTHACTHACTH・・・・・・・・CortisolCortisolCortisolCortisolCortisolCortisolCortisolCortisolの異常高値の異常高値の異常高値の異常高値の異常高値の異常高値の異常高値の異常高値

軽度と重度認知症における軽度と重度認知症における軽度と重度認知症における軽度と重度認知症における軽度と重度認知症における軽度と重度認知症における軽度と重度認知症における軽度と重度認知症における
夜間の血中夜間の血中夜間の血中夜間の血中夜間の血中夜間の血中夜間の血中夜間の血中ACTHACTHACTHACTHACTHACTHACTHACTH・・・・・・・・CortisolCortisolCortisolCortisolCortisolCortisolCortisolCortisolととととととととILILILILILILILIL--------66666666

中枢神経系－内分泌系－免疫系連関中枢神経系－内分泌系－免疫系連関中枢神経系－内分泌系－免疫系連関中枢神経系－内分泌系－免疫系連関中枢神経系－内分泌系－免疫系連関中枢神経系－内分泌系－免疫系連関中枢神経系－内分泌系－免疫系連関中枢神経系－内分泌系－免疫系連関

神経系および内分泌系情報伝達物質：神経系および内分泌系情報伝達物質：神経系および内分泌系情報伝達物質：神経系および内分泌系情報伝達物質：神経系および内分泌系情報伝達物質：神経系および内分泌系情報伝達物質：神経系および内分泌系情報伝達物質：神経系および内分泌系情報伝達物質：
ペプチド・ホルモンペプチド・ホルモンペプチド・ホルモンペプチド・ホルモンペプチド・ホルモンペプチド・ホルモンペプチド・ホルモンペプチド・ホルモン

免疫系情報伝達物質：免疫系情報伝達物質：免疫系情報伝達物質：免疫系情報伝達物質：免疫系情報伝達物質：免疫系情報伝達物質：免疫系情報伝達物質：免疫系情報伝達物質：
サイトカイン（多種類）サイトカイン（多種類）サイトカイン（多種類）サイトカイン（多種類）サイトカイン（多種類）サイトカイン（多種類）サイトカイン（多種類）サイトカイン（多種類）

アルツハイマー病患者脳におけるアルツハイマー病患者脳におけるアルツハイマー病患者脳におけるアルツハイマー病患者脳におけるアルツハイマー病患者脳におけるアルツハイマー病患者脳におけるアルツハイマー病患者脳におけるアルツハイマー病患者脳における
CRHCRHCRHCRHCRHCRHCRHCRH含量と受容体数含量と受容体数含量と受容体数含量と受容体数含量と受容体数含量と受容体数含量と受容体数含量と受容体数
De Souza E.B. et al., De Souza E.B. et al., De Souza E.B. et al., De Souza E.B. et al., De Souza E.B. et al., De Souza E.B. et al., De Souza E.B. et al., De Souza E.B. et al., Nature, 319, 1986Nature, 319, 1986Nature, 319, 1986Nature, 319, 1986Nature, 319, 1986Nature, 319, 1986Nature, 319, 1986Nature, 319, 1986
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アルツハイマー病患者のアルツハイマー病患者のアルツハイマー病患者のアルツハイマー病患者のアルツハイマー病患者のアルツハイマー病患者のアルツハイマー病患者のアルツハイマー病患者の
髄液中髄液中髄液中髄液中髄液中髄液中髄液中髄液中CRHCRHCRHCRHCRHCRHCRHCRHレベルの有意な低下レベルの有意な低下レベルの有意な低下レベルの有意な低下レベルの有意な低下レベルの有意な低下レベルの有意な低下レベルの有意な低下

Suemaru S. et al., Suemaru S. et al., Suemaru S. et al., Suemaru S. et al., Suemaru S. et al., Suemaru S. et al., Suemaru S. et al., Suemaru S. et al., Life Sci. 1991Life Sci. 1991Life Sci. 1991Life Sci. 1991Life Sci. 1991Life Sci. 1991Life Sci. 1991Life Sci. 1991

重度アルツハイマー病患者の重度アルツハイマー病患者の重度アルツハイマー病患者の重度アルツハイマー病患者の重度アルツハイマー病患者の重度アルツハイマー病患者の重度アルツハイマー病患者の重度アルツハイマー病患者の
髄液中髄液中髄液中髄液中髄液中髄液中髄液中髄液中CRHCRHCRHCRHCRHCRHCRHCRHレベルの有意な低下レベルの有意な低下レベルの有意な低下レベルの有意な低下レベルの有意な低下レベルの有意な低下レベルの有意な低下レベルの有意な低下

Suemaru S. et al., Life Sci. 1991Suemaru S. et al., Life Sci. 1991Suemaru S. et al., Life Sci. 1991Suemaru S. et al., Life Sci. 1991Suemaru S. et al., Life Sci. 1991Suemaru S. et al., Life Sci. 1991Suemaru S. et al., Life Sci. 1991Suemaru S. et al., Life Sci. 1991

アルツハイマー病脳の大脳皮質アルツハイマー病脳の大脳皮質アルツハイマー病脳の大脳皮質アルツハイマー病脳の大脳皮質アルツハイマー病脳の大脳皮質アルツハイマー病脳の大脳皮質アルツハイマー病脳の大脳皮質アルツハイマー病脳の大脳皮質CRHCRHCRHCRHCRHCRHCRHCRH受容受容受容受容受容受容受容受容
体の増加に対し体の増加に対し体の増加に対し体の増加に対し体の増加に対し体の増加に対し体の増加に対し体の増加に対しCRHCRHCRHCRHCRHCRHCRHCRH含量の減少，髄液中含量の減少，髄液中含量の減少，髄液中含量の減少，髄液中含量の減少，髄液中含量の減少，髄液中含量の減少，髄液中含量の減少，髄液中
CRHCRHCRHCRHCRHCRHCRHCRHレベルの低下，レベルの低下，レベルの低下，レベルの低下，レベルの低下，レベルの低下，レベルの低下，レベルの低下，CRHCRHCRHCRHCRHCRHCRHCRHとコリンアセチルトとコリンアセチルトとコリンアセチルトとコリンアセチルトとコリンアセチルトとコリンアセチルトとコリンアセチルトとコリンアセチルト
ランスフェラーゼ活性の相関等の事実から，ランスフェラーゼ活性の相関等の事実から，ランスフェラーゼ活性の相関等の事実から，ランスフェラーゼ活性の相関等の事実から，ランスフェラーゼ活性の相関等の事実から，ランスフェラーゼ活性の相関等の事実から，ランスフェラーゼ活性の相関等の事実から，ランスフェラーゼ活性の相関等の事実から，
CRHCRHCRHCRHCRHCRHCRHCRHのアナログ・フラグメントのアナログ・フラグメントのアナログ・フラグメントのアナログ・フラグメントのアナログ・フラグメントのアナログ・フラグメントのアナログ・フラグメントのアナログ・フラグメントは，アルツハイは，アルツハイは，アルツハイは，アルツハイは，アルツハイは，アルツハイは，アルツハイは，アルツハイ
マー病の有効な治療薬になり得ると考えらマー病の有効な治療薬になり得ると考えらマー病の有効な治療薬になり得ると考えらマー病の有効な治療薬になり得ると考えらマー病の有効な治療薬になり得ると考えらマー病の有効な治療薬になり得ると考えらマー病の有効な治療薬になり得ると考えらマー病の有効な治療薬になり得ると考えら
れ，創薬が期待されるれ，創薬が期待されるれ，創薬が期待されるれ，創薬が期待されるれ，創薬が期待されるれ，創薬が期待されるれ，創薬が期待されるれ，創薬が期待される

世界へ提唱！世界へ提唱！世界へ提唱！世界へ提唱！世界へ提唱！世界へ提唱！世界へ提唱！世界へ提唱！
De Souza E.B.,  Suemaru S.;   1991De Souza E.B.,  Suemaru S.;   1991De Souza E.B.,  Suemaru S.;   1991De Souza E.B.,  Suemaru S.;   1991De Souza E.B.,  Suemaru S.;   1991De Souza E.B.,  Suemaru S.;   1991De Souza E.B.,  Suemaru S.;   1991De Souza E.B.,  Suemaru S.;   1991

アルツハイマー病の老人斑アルツハイマー病の老人斑アルツハイマー病の老人斑アルツハイマー病の老人斑アルツハイマー病の老人斑アルツハイマー病の老人斑アルツハイマー病の老人斑アルツハイマー病の老人斑
活性化ミクログリア活性化ミクログリア活性化ミクログリア活性化ミクログリア活性化ミクログリア活性化ミクログリア活性化ミクログリア活性化ミクログリア//マクロファージによるサイトカイン産生マクロファージによるサイトカイン産生マクロファージによるサイトカイン産生マクロファージによるサイトカイン産生マクロファージによるサイトカイン産生マクロファージによるサイトカイン産生マクロファージによるサイトカイン産生マクロファージによるサイトカイン産生

CRHCRH産生ニューロンの混在産生ニューロンの混在産生ニューロンの混在産生ニューロンの混在産生ニューロンの混在産生ニューロンの混在産生ニューロンの混在産生ニューロンの混在

アルツハイマー病老人斑での悪循環アルツハイマー病老人斑での悪循環アルツハイマー病老人斑での悪循環アルツハイマー病老人斑での悪循環アルツハイマー病老人斑での悪循環アルツハイマー病老人斑での悪循環アルツハイマー病老人斑での悪循環アルツハイマー病老人斑での悪循環
AAββたん白によるグリア細胞刺激でサイトカイン産生，たん白によるグリア細胞刺激でサイトカイン産生，たん白によるグリア細胞刺激でサイトカイン産生，たん白によるグリア細胞刺激でサイトカイン産生，たん白によるグリア細胞刺激でサイトカイン産生，たん白によるグリア細胞刺激でサイトカイン産生，たん白によるグリア細胞刺激でサイトカイン産生，たん白によるグリア細胞刺激でサイトカイン産生，

サイトカインがニューロンのアミロイド前駆体たん白からサイトカインがニューロンのアミロイド前駆体たん白からサイトカインがニューロンのアミロイド前駆体たん白からサイトカインがニューロンのアミロイド前駆体たん白からサイトカインがニューロンのアミロイド前駆体たん白からサイトカインがニューロンのアミロイド前駆体たん白からサイトカインがニューロンのアミロイド前駆体たん白からサイトカインがニューロンのアミロイド前駆体たん白から

AAββたん白産生を亢進させるたん白産生を亢進させるたん白産生を亢進させるたん白産生を亢進させるたん白産生を亢進させるたん白産生を亢進させるたん白産生を亢進させるたん白産生を亢進させる

脊髄小脳変性症脊髄小脳変性症脊髄小脳変性症脊髄小脳変性症脊髄小脳変性症脊髄小脳変性症脊髄小脳変性症脊髄小脳変性症(SCD)(SCD)(SCD)(SCD)(SCD)(SCD)(SCD)(SCD)患者の患者の患者の患者の患者の患者の患者の患者の
髄液中髄液中髄液中髄液中髄液中髄液中髄液中髄液中CRHCRHCRHCRHCRHCRHCRHCRHの異常低値の異常低値の異常低値の異常低値の異常低値の異常低値の異常低値の異常低値
Suemaru S., et al.,  Life Sci.  1995Suemaru S., et al.,  Life Sci.  1995Suemaru S., et al.,  Life Sci.  1995Suemaru S., et al.,  Life Sci.  1995Suemaru S., et al.,  Life Sci.  1995Suemaru S., et al.,  Life Sci.  1995Suemaru S., et al.,  Life Sci.  1995Suemaru S., et al.,  Life Sci.  1995
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小脳には小脳には小脳には小脳には小脳には小脳には小脳には小脳にはCRHCRHCRHCRHCRHCRHCRHCRH受容体が極めて多く，また受容体が極めて多く，また受容体が極めて多く，また受容体が極めて多く，また受容体が極めて多く，また受容体が極めて多く，また受容体が極めて多く，また受容体が極めて多く，また
延髄下オリーブ核から小脳プルキンエ細延髄下オリーブ核から小脳プルキンエ細延髄下オリーブ核から小脳プルキンエ細延髄下オリーブ核から小脳プルキンエ細延髄下オリーブ核から小脳プルキンエ細延髄下オリーブ核から小脳プルキンエ細延髄下オリーブ核から小脳プルキンエ細延髄下オリーブ核から小脳プルキンエ細
胞への登上線維胞への登上線維胞への登上線維胞への登上線維胞への登上線維胞への登上線維胞への登上線維胞への登上線維 (Climbing Fibers) (Climbing Fibers) (Climbing Fibers) (Climbing Fibers) (Climbing Fibers) (Climbing Fibers) (Climbing Fibers) (Climbing Fibers) のののののののの
神経伝達物質は神経伝達物質は神経伝達物質は神経伝達物質は神経伝達物質は神経伝達物質は神経伝達物質は神経伝達物質はCRHCRHCRHCRHCRHCRHCRHCRHであると判明。であると判明。であると判明。であると判明。であると判明。であると判明。であると判明。であると判明。脊髄脊髄脊髄脊髄脊髄脊髄脊髄脊髄
小脳変性症患者髄液中小脳変性症患者髄液中小脳変性症患者髄液中小脳変性症患者髄液中小脳変性症患者髄液中小脳変性症患者髄液中小脳変性症患者髄液中小脳変性症患者髄液中CRHCRHCRHCRHCRHCRHCRHCRHレベルの異レベルの異レベルの異レベルの異レベルの異レベルの異レベルの異レベルの異
常低値の病態を併せ考えると，常低値の病態を併せ考えると，常低値の病態を併せ考えると，常低値の病態を併せ考えると，常低値の病態を併せ考えると，常低値の病態を併せ考えると，常低値の病態を併せ考えると，常低値の病態を併せ考えると，CRHCRHCRHCRHCRHCRHCRHCRHのアのアのアのアのアのアのアのア
ナログ・フラグメントナログ・フラグメントナログ・フラグメントナログ・フラグメントナログ・フラグメントナログ・フラグメントナログ・フラグメントナログ・フラグメントは，脊髄小脳変性症は，脊髄小脳変性症は，脊髄小脳変性症は，脊髄小脳変性症は，脊髄小脳変性症は，脊髄小脳変性症は，脊髄小脳変性症は，脊髄小脳変性症
の有効な治療薬になり得る可能性があり，の有効な治療薬になり得る可能性があり，の有効な治療薬になり得る可能性があり，の有効な治療薬になり得る可能性があり，の有効な治療薬になり得る可能性があり，の有効な治療薬になり得る可能性があり，の有効な治療薬になり得る可能性があり，の有効な治療薬になり得る可能性があり，
創薬が強く期待される。創薬が強く期待される。創薬が強く期待される。創薬が強く期待される。創薬が強く期待される。創薬が強く期待される。創薬が強く期待される。創薬が強く期待される。

臨床医家として世界初の報告！臨床医家として世界初の報告！臨床医家として世界初の報告！臨床医家として世界初の報告！臨床医家として世界初の報告！臨床医家として世界初の報告！臨床医家として世界初の報告！臨床医家として世界初の報告！
Suemaru S,  Life Sci, 1995Suemaru S,  Life Sci, 1995Suemaru S,  Life Sci, 1995Suemaru S,  Life Sci, 1995Suemaru S,  Life Sci, 1995Suemaru S,  Life Sci, 1995Suemaru S,  Life Sci, 1995Suemaru S,  Life Sci, 1995

神経系におけるサイトカインネットワーク神経系におけるサイトカインネットワーク神経系におけるサイトカインネットワーク神経系におけるサイトカインネットワーク神経系におけるサイトカインネットワーク神経系におけるサイトカインネットワーク神経系におけるサイトカインネットワーク神経系におけるサイトカインネットワーク
「こころ」「こころ」「こころ」「こころ」「こころ」「こころ」「こころ」「こころ」をつくっている生理活性物質かも？をつくっている生理活性物質かも？をつくっている生理活性物質かも？をつくっている生理活性物質かも？をつくっている生理活性物質かも？をつくっている生理活性物質かも？をつくっている生理活性物質かも？をつくっている生理活性物質かも？

青空緑芝青空緑芝青空緑芝青空緑芝青空緑芝青空緑芝青空緑芝青空緑芝OutdoorOutdoorOutdoorOutdoorOutdoorOutdoorOutdoorOutdoorアクティビティケア・アクティビティケア・アクティビティケア・アクティビティケア・アクティビティケア・アクティビティケア・アクティビティケア・アクティビティケア・
プログラムプログラムプログラムプログラムプログラムプログラムプログラムプログラム (FY(FY(FY(FY(FY(FY(FY(FY--------OACP)OACP)OACP)OACP)OACP)OACP)OACP)OACP)

発想の転換（発想の転換（発想の転換（発想の転換（発想の転換（発想の転換（発想の転換（発想の転換（19941994199419941994199419941994年～）年～）年～）年～）年～）年～）年～）年～）
�� 「認知症高齢者の治療・ケアの場は，「認知症高齢者の治療・ケアの場は，「認知症高齢者の治療・ケアの場は，「認知症高齢者の治療・ケアの場は，「認知症高齢者の治療・ケアの場は，「認知症高齢者の治療・ケアの場は，「認知症高齢者の治療・ケアの場は，「認知症高齢者の治療・ケアの場は，indoorindoorindoorindoorindoorindoorindoorindoor（屋（屋（屋（屋（屋（屋（屋（屋

内病棟）のみならず，内病棟）のみならず，内病棟）のみならず，内病棟）のみならず，内病棟）のみならず，内病棟）のみならず，内病棟）のみならず，内病棟）のみならず，outdooroutdooroutdooroutdooroutdooroutdooroutdooroutdoorをも病棟として考をも病棟として考をも病棟として考をも病棟として考をも病棟として考をも病棟として考をも病棟として考をも病棟として考
えるべし！」えるべし！」えるべし！」えるべし！」えるべし！」えるべし！」えるべし！」えるべし！」

�� ““““““““太陽の光，青空，緑芝と広い空間という快適な太陽の光，青空，緑芝と広い空間という快適な太陽の光，青空，緑芝と広い空間という快適な太陽の光，青空，緑芝と広い空間という快適な太陽の光，青空，緑芝と広い空間という快適な太陽の光，青空，緑芝と広い空間という快適な太陽の光，青空，緑芝と広い空間という快適な太陽の光，青空，緑芝と広い空間という快適な
自然環境のなかでくりひろげられるアクティビ自然環境のなかでくりひろげられるアクティビ自然環境のなかでくりひろげられるアクティビ自然環境のなかでくりひろげられるアクティビ自然環境のなかでくりひろげられるアクティビ自然環境のなかでくりひろげられるアクティビ自然環境のなかでくりひろげられるアクティビ自然環境のなかでくりひろげられるアクティビ
ティケアティケアティケアティケアティケアティケアティケアティケア”の”の”の”の”の”の”の”の認知症高齢者に及ぼす効果の研究認知症高齢者に及ぼす効果の研究認知症高齢者に及ぼす効果の研究認知症高齢者に及ぼす効果の研究認知症高齢者に及ぼす効果の研究認知症高齢者に及ぼす効果の研究認知症高齢者に及ぼす効果の研究認知症高齢者に及ぼす効果の研究

〔〔〔〔〔〔〔〔仮説・目的仮説・目的仮説・目的仮説・目的仮説・目的仮説・目的仮説・目的仮説・目的〕〕〕〕〕〕〕〕

＊＊＊＊＊＊＊＊IndoorIndoorIndoorIndoorIndoorIndoorIndoorIndoorでの過密・拘束ストレスからの解放での過密・拘束ストレスからの解放

＊＊陽光による光療法陽光による光療法およびおよび日中の活動性増加日中の活動性増加にに
よる睡眠よる睡眠--覚醒リズムの是正覚醒リズムの是正: : 日内リズムの獲得日内リズムの獲得

＊行動・心理学的症候（＊行動・心理学的症候（BPSDBPSDBPSDBPSDBPSDBPSDBPSDBPSD）の軽減）の軽減
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認知症高齢者のための認知症高齢者のための

「青空緑芝「青空緑芝Outdoor Outdoor アクティビティケア・プログラムアクティビティケア・プログラム
Fukuyama YuaiFukuyama Yuai-- Outdoor Activity Care Program (FYOutdoor Activity Care Program (FY--OACP)OACP)」」」」」」」」

《《福山友愛病院創案福山友愛病院創案 19941994年～年～》》

効果効果効果効果効果効果効果効果
１）寝たきり・褥瘡の予防１）寝たきり・褥瘡の予防１）寝たきり・褥瘡の予防１）寝たきり・褥瘡の予防１）寝たきり・褥瘡の予防１）寝たきり・褥瘡の予防１）寝たきり・褥瘡の予防１）寝たきり・褥瘡の予防

２）２）２）２）２）２）２）２）生体の日内リズムの是正：ストレスからの解放生体の日内リズムの是正：ストレスからの解放生体の日内リズムの是正：ストレスからの解放生体の日内リズムの是正：ストレスからの解放生体の日内リズムの是正：ストレスからの解放生体の日内リズムの是正：ストレスからの解放生体の日内リズムの是正：ストレスからの解放生体の日内リズムの是正：ストレスからの解放

３）感染防御能（免疫能）の増強３）感染防御能（免疫能）の増強３）感染防御能（免疫能）の増強３）感染防御能（免疫能）の増強３）感染防御能（免疫能）の増強３）感染防御能（免疫能）の増強３）感染防御能（免疫能）の増強３）感染防御能（免疫能）の増強

４）４）４）４）４）４）４）４）行動障害（問題行動）の減少行動障害（問題行動）の減少行動障害（問題行動）の減少行動障害（問題行動）の減少行動障害（問題行動）の減少行動障害（問題行動）の減少行動障害（問題行動）の減少行動障害（問題行動）の減少

５）５）５）５）５）５）５）５）認知機能・日常生活動作能力認知機能・日常生活動作能力認知機能・日常生活動作能力認知機能・日常生活動作能力認知機能・日常生活動作能力認知機能・日常生活動作能力認知機能・日常生活動作能力認知機能・日常生活動作能力(ADL)(ADL)・意欲の改善・意欲の改善・意欲の改善・意欲の改善・意欲の改善・意欲の改善・意欲の改善・意欲の改善

６）６）６）６）６）６）６）６）排泄能力の改善排泄能力の改善排泄能力の改善排泄能力の改善排泄能力の改善排泄能力の改善排泄能力の改善排泄能力の改善

７）７）７）７）７）７）７）７）生活の質，生活の質，生活の質，生活の質，生活の質，生活の質，生活の質，生活の質，Quality of Life (QOL)Quality of Life (QOL)の改善の改善の改善の改善の改善の改善の改善の改善 ほかほかほかほかほかほかほかほか 「「「「青青青青空空空空緑緑緑緑芝芝芝芝「「「「青青青青空空空空緑緑緑緑芝芝芝芝 Outdoor Outdoor アアアアククククテテテティィィィビビビビテテテティィィィケケケケアアアア・・・・ププププロロロロググググララララムムムムアアアアククククテテテティィィィビビビビテテテティィィィケケケケアアアア・・・・ププププロロロロググググララララムムムム ( FY( FY--OACP ) OACP ) 」」」」実実実実施施施施のののの様様様様子子子子」」」」実実実実施施施施のののの様様様様子子子子

薔薇で囲まれた緑芝薔薇で囲まれた緑芝薔薇で囲まれた緑芝薔薇で囲まれた緑芝グラウンドグラウンドグラウンドグラウンド でのでのでのでのアクティビティアクティビティアクティビティアクティビティ のひとこまのひとこまのひとこまのひとこま

「青空緑芝「青空緑芝「青空緑芝「青空緑芝「青空緑芝「青空緑芝「青空緑芝「青空緑芝OutdoorOutdoorアクティビティケア・プログラムアクティビティケア・プログラムアクティビティケア・プログラムアクティビティケア・プログラムアクティビティケア・プログラムアクティビティケア・プログラムアクティビティケア・プログラムアクティビティケア・プログラム
(FY(FY--OACP)OACP)」の構成と進行の手順」の構成と進行の手順」の構成と進行の手順」の構成と進行の手順」の構成と進行の手順」の構成と進行の手順」の構成と進行の手順」の構成と進行の手順

（１）オープニング曲「およげたいやきくん」；緑芝グラウンドを散策（１）オープニング曲「およげたいやきくん」；緑芝グラウンドを散策（１）オープニング曲「およげたいやきくん」；緑芝グラウンドを散策（１）オープニング曲「およげたいやきくん」；緑芝グラウンドを散策（１）オープニング曲「およげたいやきくん」；緑芝グラウンドを散策（１）オープニング曲「およげたいやきくん」；緑芝グラウンドを散策（１）オープニング曲「およげたいやきくん」；緑芝グラウンドを散策（１）オープニング曲「およげたいやきくん」；緑芝グラウンドを散策, , 誘導誘導誘導誘導誘導誘導誘導誘導, , 着席着席着席着席着席着席着席着席
（２）挨拶（２）挨拶（２）挨拶（２）挨拶（２）挨拶（２）挨拶（２）挨拶（２）挨拶,, リアリティ・オリエンテーションリアリティ・オリエンテーションリアリティ・オリエンテーションリアリティ・オリエンテーションリアリティ・オリエンテーションリアリティ・オリエンテーションリアリティ・オリエンテーションリアリティ・オリエンテーション (RO)(RO)

①ホワイトボード・日付カードを使用して年月日の確認①ホワイトボード・日付カードを使用して年月日の確認①ホワイトボード・日付カードを使用して年月日の確認①ホワイトボード・日付カードを使用して年月日の確認①ホワイトボード・日付カードを使用して年月日の確認①ホワイトボード・日付カードを使用して年月日の確認①ホワイトボード・日付カードを使用して年月日の確認①ホワイトボード・日付カードを使用して年月日の確認
②薔薇色の時計台を見上げて時刻の確認②薔薇色の時計台を見上げて時刻の確認②薔薇色の時計台を見上げて時刻の確認②薔薇色の時計台を見上げて時刻の確認②薔薇色の時計台を見上げて時刻の確認②薔薇色の時計台を見上げて時刻の確認②薔薇色の時計台を見上げて時刻の確認②薔薇色の時計台を見上げて時刻の確認
③薔薇の香水による嗅覚刺激③薔薇の香水による嗅覚刺激③薔薇の香水による嗅覚刺激③薔薇の香水による嗅覚刺激③薔薇の香水による嗅覚刺激③薔薇の香水による嗅覚刺激③薔薇の香水による嗅覚刺激③薔薇の香水による嗅覚刺激
④トピックス・本日のプログラムメニューの紹介・説明④トピックス・本日のプログラムメニューの紹介・説明④トピックス・本日のプログラムメニューの紹介・説明④トピックス・本日のプログラムメニューの紹介・説明④トピックス・本日のプログラムメニューの紹介・説明④トピックス・本日のプログラムメニューの紹介・説明④トピックス・本日のプログラムメニューの紹介・説明④トピックス・本日のプログラムメニューの紹介・説明

（３）音楽を用いて準備体操（３）音楽を用いて準備体操（３）音楽を用いて準備体操（３）音楽を用いて準備体操（３）音楽を用いて準備体操（３）音楽を用いて準備体操（３）音楽を用いて準備体操（３）音楽を用いて準備体操
（４）日替わりメイン・プログラム・メニュー（４）日替わりメイン・プログラム・メニュー（４）日替わりメイン・プログラム・メニュー（４）日替わりメイン・プログラム・メニュー（４）日替わりメイン・プログラム・メニュー（４）日替わりメイン・プログラム・メニュー（４）日替わりメイン・プログラム・メニュー（４）日替わりメイン・プログラム・メニュー
（５）休憩：（５）休憩：（５）休憩：（５）休憩：（５）休憩：（５）休憩：（５）休憩：（５）休憩： 看護ケアスタッフによるダンス披露看護ケアスタッフによるダンス披露看護ケアスタッフによるダンス披露看護ケアスタッフによるダンス披露看護ケアスタッフによるダンス披露看護ケアスタッフによるダンス披露看護ケアスタッフによるダンス披露看護ケアスタッフによるダンス披露
（６）歌唱：（６）歌唱：（６）歌唱：（６）歌唱：（６）歌唱：（６）歌唱：（６）歌唱：（６）歌唱： 歌詞カード・カラオケを使用して全員で合唱歌詞カード・カラオケを使用して全員で合唱歌詞カード・カラオケを使用して全員で合唱歌詞カード・カラオケを使用して全員で合唱歌詞カード・カラオケを使用して全員で合唱歌詞カード・カラオケを使用して全員で合唱歌詞カード・カラオケを使用して全員で合唱歌詞カード・カラオケを使用して全員で合唱
（７）再度のリアリティ・オリエンテーション（７）再度のリアリティ・オリエンテーション（７）再度のリアリティ・オリエンテーション（７）再度のリアリティ・オリエンテーション（７）再度のリアリティ・オリエンテーション（７）再度のリアリティ・オリエンテーション（７）再度のリアリティ・オリエンテーション（７）再度のリアリティ・オリエンテーション (RO) (RO) と終了の挨拶と終了の挨拶と終了の挨拶と終了の挨拶と終了の挨拶と終了の挨拶と終了の挨拶と終了の挨拶
（８）（８）（８）（８）（８）（８）（８）（８）BGMBGMのながれる中のながれる中のながれる中のながれる中のながれる中のながれる中のながれる中のながれる中, , 参加者とスタッフによる茶話会：参加者とスタッフによる茶話会：参加者とスタッフによる茶話会：参加者とスタッフによる茶話会：参加者とスタッフによる茶話会：参加者とスタッフによる茶話会：参加者とスタッフによる茶話会：参加者とスタッフによる茶話会：

“ナラティブ・ケアアプローチ”（その人らしさを重んじる個別“ナラティブ・ケアアプローチ”（その人らしさを重んじる個別“ナラティブ・ケアアプローチ”（その人らしさを重んじる個別“ナラティブ・ケアアプローチ”（その人らしさを重んじる個別“ナラティブ・ケアアプローチ”（その人らしさを重んじる個別“ナラティブ・ケアアプローチ”（その人らしさを重んじる個別“ナラティブ・ケアアプローチ”（その人らしさを重んじる個別“ナラティブ・ケアアプローチ”（その人らしさを重んじる個別アプローチ）アプローチ）アプローチ）アプローチ）アプローチ）アプローチ）アプローチ）アプローチ）

（９）エンディング曲「おもちゃのマーチ」；（９）エンディング曲「おもちゃのマーチ」；（９）エンディング曲「おもちゃのマーチ」；（９）エンディング曲「おもちゃのマーチ」；（９）エンディング曲「おもちゃのマーチ」；（９）エンディング曲「おもちゃのマーチ」；（９）エンディング曲「おもちゃのマーチ」；（９）エンディング曲「おもちゃのマーチ」； 帰室誘導帰室誘導帰室誘導帰室誘導帰室誘導帰室誘導帰室誘導帰室誘導

－所要時間－所要時間－所要時間－所要時間－所要時間－所要時間－所要時間－所要時間, , 約６０分；約６０分；約６０分；約６０分；約６０分；約６０分；約６０分；約６０分； 参加者数参加者数参加者数参加者数参加者数参加者数参加者数参加者数, , 約２０名；約２０名；約２０名；約２０名；約２０名；約２０名；約２０名；約２０名； スタッフ数スタッフ数スタッフ数スタッフ数スタッフ数スタッフ数スタッフ数スタッフ数, , 約１０名－約１０名－約１０名－約１０名－約１０名－約１０名－約１０名－約１０名－

「青空緑芝「青空緑芝「青空緑芝「青空緑芝「青空緑芝「青空緑芝「青空緑芝「青空緑芝OutdoorOutdoorアクティビティケア・アクティビティケア・アクティビティケア・アクティビティケア・アクティビティケア・アクティビティケア・アクティビティケア・アクティビティケア・
プログラムプログラムプログラムプログラムプログラムプログラムプログラムプログラム(FY(FY--OACP)OACP)」」」」」」」」

のののののののの
DVDDVD視聴視聴視聴視聴視聴視聴視聴視聴

英国の著書（英国の著書（英国の著書（英国の著書（英国の著書（英国の著書（英国の著書（英国の著書（19971997199719971997199719971997年出版）に掲載年出版）に掲載年出版）に掲載年出版）に掲載年出版）に掲載年出版）に掲載年出版）に掲載年出版）に掲載
““““““““Alzheimer’s Disease: Biology, Alzheimer’s Disease: Biology, Alzheimer’s Disease: Biology, Alzheimer’s Disease: Biology, Alzheimer’s Disease: Biology, Alzheimer’s Disease: Biology, Alzheimer’s Disease: Biology, Alzheimer’s Disease: Biology, 
Diagnosis and Therapeutics”Diagnosis and Therapeutics”Diagnosis and Therapeutics”Diagnosis and Therapeutics”Diagnosis and Therapeutics”Diagnosis and Therapeutics”Diagnosis and Therapeutics”Diagnosis and Therapeutics”
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FYFYFYFYFYFYFYFY--------OACPOACPOACPOACPOACPOACPOACPOACPの行動障害への効果の行動障害への効果の行動障害への効果の行動障害への効果の行動障害への効果の行動障害への効果の行動障害への効果の行動障害への効果
FYFYFYFYFYFYFYFY--------OACPOACPOACPOACPOACPOACPOACPOACPの血中の血中の血中の血中の血中の血中の血中の血中ACTHACTHACTHACTHACTHACTHACTHACTH・・・・・・・・CortisolCortisolCortisolCortisolCortisolCortisolCortisolCortisol

日内日内日内日内日内日内日内日内リズム獲得への効果リズム獲得への効果リズム獲得への効果リズム獲得への効果リズム獲得への効果リズム獲得への効果リズム獲得への効果リズム獲得への効果

「青空緑芝「青空緑芝「青空緑芝「青空緑芝「青空緑芝「青空緑芝「青空緑芝「青空緑芝Outdoor Outdoor アクティビティケア・プログラムアクティビティケア・プログラムアクティビティケア・プログラムアクティビティケア・プログラムアクティビティケア・プログラムアクティビティケア・プログラムアクティビティケア・プログラムアクティビティケア・プログラム(FY(FY--OACP)OACP)」」」」」」」」
による認知症高齢者の生活の質による認知症高齢者の生活の質による認知症高齢者の生活の質による認知症高齢者の生活の質による認知症高齢者の生活の質による認知症高齢者の生活の質による認知症高齢者の生活の質による認知症高齢者の生活の質(QOL) (QOL) における改善効果における改善効果における改善効果における改善効果における改善効果における改善効果における改善効果における改善効果

－“改訂日本版認知症高齢者の生活の質尺度－“改訂日本版認知症高齢者の生活の質尺度－“改訂日本版認知症高齢者の生活の質尺度－“改訂日本版認知症高齢者の生活の質尺度－“改訂日本版認知症高齢者の生活の質尺度－“改訂日本版認知症高齢者の生活の質尺度－“改訂日本版認知症高齢者の生活の質尺度－“改訂日本版認知症高齢者の生活の質尺度(QOL(QOL(QOL(QOL(QOL(QOL(QOL(QOL--------D)D)D)D)D)D)D)D)””の妥当性と有用性の妥当性と有用性の妥当性と有用性の妥当性と有用性の妥当性と有用性の妥当性と有用性の妥当性と有用性の妥当性と有用性 －－－－－－－－

広島県広島県広島県広島県広島県広島県広島県広島県 医療法人紘友会医療法人紘友会医療法人紘友会医療法人紘友会医療法人紘友会医療法人紘友会医療法人紘友会医療法人紘友会 福山友愛病院福山友愛病院福山友愛病院福山友愛病院福山友愛病院福山友愛病院福山友愛病院福山友愛病院 精神科精神科精神科精神科精神科精神科精神科精神科

原田和子原田和子原田和子原田和子原田和子原田和子原田和子原田和子, , 下江由記下江由記下江由記下江由記下江由記下江由記下江由記下江由記, , 末丸修三末丸修三末丸修三末丸修三末丸修三末丸修三末丸修三末丸修三

第４回日本痴呆ケア学会大会第４回日本痴呆ケア学会大会第４回日本痴呆ケア学会大会第４回日本痴呆ケア学会大会第４回日本痴呆ケア学会大会第４回日本痴呆ケア学会大会第４回日本痴呆ケア学会大会第４回日本痴呆ケア学会大会,  2003,  2003,  2003,  2003,  2003,  2003,  2003,  2003年年年年年年年年1111111111111111月月月月月月月月,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  仙台市仙台市仙台市仙台市仙台市仙台市仙台市仙台市

方法方法方法方法方法方法方法方法
春から初夏の春から初夏の春から初夏の春から初夏の春から初夏の春から初夏の春から初夏の春から初夏の1.51.5ヵ月間ヵ月間ヵ月間ヵ月間ヵ月間ヵ月間ヵ月間ヵ月間, FY, FY--OACPOACPを連日約を連日約を連日約を連日約を連日約を連日約を連日約を連日約6060分，分，分，分，分，分，分，分，

院内の緑芝グラウンドで既報の要領で施行した。院内の緑芝グラウンドで既報の要領で施行した。院内の緑芝グラウンドで既報の要領で施行した。院内の緑芝グラウンドで既報の要領で施行した。院内の緑芝グラウンドで既報の要領で施行した。院内の緑芝グラウンドで既報の要領で施行した。院内の緑芝グラウンドで既報の要領で施行した。院内の緑芝グラウンドで既報の要領で施行した。

介入前と介入介入前と介入介入前と介入介入前と介入介入前と介入介入前と介入介入前と介入介入前と介入1.51.5ヵ月後に，ヵ月後に，ヵ月後に，ヵ月後に，ヵ月後に，ヵ月後に，ヵ月後に，ヵ月後に，

①ミニ①ミニ①ミニ①ミニ①ミニ①ミニ①ミニ①ミニ--メンタル・ステートメンタル・ステートメンタル・ステートメンタル・ステートメンタル・ステートメンタル・ステートメンタル・ステートメンタル・ステート(MMSE)(MMSE)

②②②②②②②②NN式老年者用日常生活動作能力評価尺度式老年者用日常生活動作能力評価尺度式老年者用日常生活動作能力評価尺度式老年者用日常生活動作能力評価尺度式老年者用日常生活動作能力評価尺度式老年者用日常生活動作能力評価尺度式老年者用日常生活動作能力評価尺度式老年者用日常生活動作能力評価尺度(N(N--ADL)ADL)

③意欲の指標③意欲の指標③意欲の指標③意欲の指標③意欲の指標③意欲の指標③意欲の指標③意欲の指標(Vitality Index, VI)(Vitality Index, VI)

④認知症高齢者の生活の質尺度④認知症高齢者の生活の質尺度④認知症高齢者の生活の質尺度④認知症高齢者の生活の質尺度④認知症高齢者の生活の質尺度④認知症高齢者の生活の質尺度④認知症高齢者の生活の質尺度④認知症高齢者の生活の質尺度 (QOL(QOL--D)D)

を用いて，認知度，を用いて，認知度，を用いて，認知度，を用いて，認知度，を用いて，認知度，を用いて，認知度，を用いて，認知度，を用いて，認知度，ADLADL（総合・排泄能力），意欲，および（総合・排泄能力），意欲，および（総合・排泄能力），意欲，および（総合・排泄能力），意欲，および（総合・排泄能力），意欲，および（総合・排泄能力），意欲，および（総合・排泄能力），意欲，および（総合・排泄能力），意欲，およびQOLQOL（領（領（領（領（領（領（領（領
域別・総合）を評価し，それらの介入前後での変化と相互の関連性域別・総合）を評価し，それらの介入前後での変化と相互の関連性域別・総合）を評価し，それらの介入前後での変化と相互の関連性域別・総合）を評価し，それらの介入前後での変化と相互の関連性域別・総合）を評価し，それらの介入前後での変化と相互の関連性域別・総合）を評価し，それらの介入前後での変化と相互の関連性域別・総合）を評価し，それらの介入前後での変化と相互の関連性域別・総合）を評価し，それらの介入前後での変化と相互の関連性
につき検討した。につき検討した。につき検討した。につき検討した。につき検討した。につき検討した。につき検討した。につき検討した。

データの解析には，データの解析には，データの解析には，データの解析には，データの解析には，データの解析には，データの解析には，データの解析には，tt test test ，，，，，，，，Wilcoxon test  Wilcoxon test  を用いた。を用いた。を用いた。を用いた。を用いた。を用いた。を用いた。を用いた。

NN式老年者用日常生活動作能力評価尺度式老年者用日常生活動作能力評価尺度式老年者用日常生活動作能力評価尺度式老年者用日常生活動作能力評価尺度式老年者用日常生活動作能力評価尺度式老年者用日常生活動作能力評価尺度式老年者用日常生活動作能力評価尺度式老年者用日常生活動作能力評価尺度(N(N--ADL)ADL)

－排泄－－排泄－－排泄－－排泄－－排泄－－排泄－－排泄－－排泄－

1010点点点点点点点点 正常正常正常正常正常正常正常正常

99点点点点点点点点 トイレで可能・後始末不十分トイレで可能・後始末不十分トイレで可能・後始末不十分トイレで可能・後始末不十分トイレで可能・後始末不十分トイレで可能・後始末不十分トイレで可能・後始末不十分トイレで可能・後始末不十分

77点点点点点点点点 ポータブルトイレ・しびん使用・後始末不十分ポータブルトイレ・しびん使用・後始末不十分ポータブルトイレ・しびん使用・後始末不十分ポータブルトイレ・しびん使用・後始末不十分ポータブルトイレ・しびん使用・後始末不十分ポータブルトイレ・しびん使用・後始末不十分ポータブルトイレ・しびん使用・後始末不十分ポータブルトイレ・しびん使用・後始末不十分

55点点点点点点点点 時々失禁する（気を配って介助すればほとんど失禁しない）時々失禁する（気を配って介助すればほとんど失禁しない）時々失禁する（気を配って介助すればほとんど失禁しない）時々失禁する（気を配って介助すればほとんど失禁しない）時々失禁する（気を配って介助すればほとんど失禁しない）時々失禁する（気を配って介助すればほとんど失禁しない）時々失禁する（気を配って介助すればほとんど失禁しない）時々失禁する（気を配って介助すればほとんど失禁しない）

33点点点点点点点点 失禁することが多い（尿便意を伝えること可能・常時おむつ）失禁することが多い（尿便意を伝えること可能・常時おむつ）失禁することが多い（尿便意を伝えること可能・常時おむつ）失禁することが多い（尿便意を伝えること可能・常時おむつ）失禁することが多い（尿便意を伝えること可能・常時おむつ）失禁することが多い（尿便意を伝えること可能・常時おむつ）失禁することが多い（尿便意を伝えること可能・常時おむつ）失禁することが多い（尿便意を伝えること可能・常時おむつ）

11点点点点点点点点 常時常時常時常時常時常時常時常時, , 大小便失禁（尿便意あり大小便失禁（尿便意あり大小便失禁（尿便意あり大小便失禁（尿便意あり大小便失禁（尿便意あり大小便失禁（尿便意あり大小便失禁（尿便意あり大小便失禁（尿便意あり, , 失禁後不快感を示す）失禁後不快感を示す）失禁後不快感を示す）失禁後不快感を示す）失禁後不快感を示す）失禁後不快感を示す）失禁後不快感を示す）失禁後不快感を示す）

00点点点点点点点点 常時常時常時常時常時常時常時常時, , 大小便失禁（尿便意が認められない）大小便失禁（尿便意が認められない）大小便失禁（尿便意が認められない）大小便失禁（尿便意が認められない）大小便失禁（尿便意が認められない）大小便失禁（尿便意が認められない）大小便失禁（尿便意が認められない）大小便失禁（尿便意が認められない）

意欲の指標意欲の指標意欲の指標意欲の指標意欲の指標意欲の指標意欲の指標意欲の指標(Vitality Index, VI)(Vitality Index, VI)
「意欲」の定義「意欲」の定義「意欲」の定義「意欲」の定義「意欲」の定義「意欲」の定義「意欲」の定義「意欲」の定義

変化する心理状態のなかでも変化する心理状態のなかでも変化する心理状態のなかでも変化する心理状態のなかでも変化する心理状態のなかでも変化する心理状態のなかでも変化する心理状態のなかでも変化する心理状態のなかでも,,あるリズムを含んだあるリズムを含んだあるリズムを含んだあるリズムを含んだあるリズムを含んだあるリズムを含んだあるリズムを含んだあるリズムを含んだ『『『『『『『『調子調子調子調子調子調子調子調子』』』』』』』』

「意欲の指標「意欲の指標「意欲の指標「意欲の指標「意欲の指標「意欲の指標「意欲の指標「意欲の指標(Vitality Index, VI) (Vitality Index, VI) 」」」」」」」」
５評価項目５評価項目５評価項目５評価項目５評価項目５評価項目５評価項目５評価項目

①起床①起床①起床①起床①起床①起床①起床①起床(wake up)(wake up)

②②②②②②②②意思疎通意思疎通意思疎通意思疎通意思疎通意思疎通意思疎通意思疎通(communication)(communication)

③③③③③③③③食事食事食事食事食事食事食事食事(feeding)(feeding)

④④④④④④④④排泄排泄排泄排泄排泄排泄排泄排泄(on and off toilet)(on and off toilet)

⑤リハビリ⑤リハビリ⑤リハビリ⑤リハビリ⑤リハビリ⑤リハビリ⑤リハビリ⑤リハビリ, , 活動活動活動活動活動活動活動活動(rehabilitation, activity)(rehabilitation, activity)

評価法評価法評価法評価法評価法評価法評価法評価法
各項目各項目各項目各項目各項目各項目各項目各項目00--11--22点の３段階評価点の３段階評価点の３段階評価点の３段階評価点の３段階評価点の３段階評価点の３段階評価点の３段階評価, 10, 10点満点点満点点満点点満点点満点点満点点満点点満点
得点が高いほど「意欲は高い」得点が高いほど「意欲は高い」得点が高いほど「意欲は高い」得点が高いほど「意欲は高い」得点が高いほど「意欲は高い」得点が高いほど「意欲は高い」得点が高いほど「意欲は高い」得点が高いほど「意欲は高い」
観察法観察法観察法観察法観察法観察法観察法観察法

鳥羽研二鳥羽研二鳥羽研二鳥羽研二鳥羽研二鳥羽研二鳥羽研二鳥羽研二,  ,  日老医誌日老医誌日老医誌日老医誌日老医誌日老医誌日老医誌日老医誌 35:138,  199835:138,  1998
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改訂改訂改訂改訂改訂改訂改訂改訂QOLQOL--D D (1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)

開発の目的開発の目的開発の目的開発の目的開発の目的開発の目的開発の目的開発の目的
看護介入・介護サービスの質の包括的評価看護介入・介護サービスの質の包括的評価看護介入・介護サービスの質の包括的評価看護介入・介護サービスの質の包括的評価看護介入・介護サービスの質の包括的評価看護介入・介護サービスの質の包括的評価看護介入・介護サービスの質の包括的評価看護介入・介護サービスの質の包括的評価

認知症高齢者認知症高齢者認知症高齢者認知症高齢者認知症高齢者認知症高齢者認知症高齢者認知症高齢者QOLQOLの看護の視点からの定義の看護の視点からの定義の看護の視点からの定義の看護の視点からの定義の看護の視点からの定義の看護の視点からの定義の看護の視点からの定義の看護の視点からの定義
｢｢｢｢｢｢｢｢周囲の人々や環境と生き生きと交わり周囲の人々や環境と生き生きと交わり周囲の人々や環境と生き生きと交わり周囲の人々や環境と生き生きと交わり周囲の人々や環境と生き生きと交わり周囲の人々や環境と生き生きと交わり周囲の人々や環境と生き生きと交わり周囲の人々や環境と生き生きと交わり, , 長年培われた自長年培われた自長年培われた自長年培われた自長年培われた自長年培われた自長年培われた自長年培われた自

分らしさを保ちつつ分らしさを保ちつつ分らしさを保ちつつ分らしさを保ちつつ分らしさを保ちつつ分らしさを保ちつつ分らしさを保ちつつ分らしさを保ちつつ, , 安心して楽しい日常生活が送れている安心して楽しい日常生活が送れている安心して楽しい日常生活が送れている安心して楽しい日常生活が送れている安心して楽しい日常生活が送れている安心して楽しい日常生活が送れている安心して楽しい日常生活が送れている安心して楽しい日常生活が送れている

状態状態状態状態状態状態状態状態｣｣｣｣｣｣｣｣をををををををを“高い生活の質“高い生活の質“高い生活の質“高い生活の質“高い生活の質“高い生活の質“高い生活の質“高い生活の質(QOL)(QOL)のレベルにある”のレベルにある”のレベルにある”のレベルにある”のレベルにある”のレベルにある”のレベルにある”のレベルにある”と定義すると定義すると定義すると定義すると定義すると定義すると定義すると定義する

対象対象対象対象対象対象対象対象 3737施設施設施設施設施設施設施設施設 623623名名名名名名名名 （男（男（男（男（男（男（男（男146146名名名名名名名名,  ,  女女女女女女女女477477名）名）名）名）名）名）名）名）

年齢年齢年齢年齢年齢年齢年齢年齢:      81.7:      81.7±±±±±±±±7.9 (mean7.9 (mean±±±±±±±±SD) SD) 歳歳歳歳歳歳歳歳

信頼性信頼性信頼性信頼性信頼性信頼性信頼性信頼性 評価者間信頼性係数評価者間信頼性係数評価者間信頼性係数評価者間信頼性係数評価者間信頼性係数評価者間信頼性係数評価者間信頼性係数評価者間信頼性係数 0.74 0.74 

内的整合性内的整合性内的整合性内的整合性内的整合性内的整合性内的整合性内的整合性: Cronbach α: Cronbach α係数係数係数係数係数係数係数係数 0.880.88

改訂改訂改訂改訂改訂改訂改訂改訂QOLQOL--D D (2)(2)(2)(2)(2)(2)(2)(2)
領域と項目（３領域２４項目）領域と項目（３領域２４項目）領域と項目（３領域２４項目）領域と項目（３領域２４項目）領域と項目（３領域２４項目）領域と項目（３領域２４項目）領域と項目（３領域２４項目）領域と項目（３領域２４項目）

第一領域：第一領域：第一領域：第一領域：第一領域：第一領域：第一領域：第一領域： 周囲との生き生きした交流周囲との生き生きした交流周囲との生き生きした交流周囲との生き生きした交流周囲との生き生きした交流周囲との生き生きした交流周囲との生き生きした交流周囲との生き生きした交流 （８項目）（８項目）（８項目）（８項目）（８項目）（８項目）（８項目）（８項目）

①微笑みや笑いがあり①微笑みや笑いがあり①微笑みや笑いがあり①微笑みや笑いがあり①微笑みや笑いがあり①微笑みや笑いがあり①微笑みや笑いがあり①微笑みや笑いがあり, , 明るく楽しそうにして見える明るく楽しそうにして見える明るく楽しそうにして見える明るく楽しそうにして見える明るく楽しそうにして見える明るく楽しそうにして見える明るく楽しそうにして見える明るく楽しそうにして見える

②他の人といると安心している②他の人といると安心している②他の人といると安心している②他の人といると安心している②他の人といると安心している②他の人といると安心している②他の人といると安心している②他の人といると安心している etc.etc.

第二領域：第二領域：第二領域：第二領域：第二領域：第二領域：第二領域：第二領域： 自分らしさの表現自分らしさの表現自分らしさの表現自分らしさの表現自分らしさの表現自分らしさの表現自分らしさの表現自分らしさの表現 （１０項目）（１０項目）（１０項目）（１０項目）（１０項目）（１０項目）（１０項目）（１０項目）

①日常生活で意思表示をしたり①日常生活で意思表示をしたり①日常生活で意思表示をしたり①日常生活で意思表示をしたり①日常生活で意思表示をしたり①日常生活で意思表示をしたり①日常生活で意思表示をしたり①日常生活で意思表示をしたり, , 好みのものを選択したりする好みのものを選択したりする好みのものを選択したりする好みのものを選択したりする好みのものを選択したりする好みのものを選択したりする好みのものを選択したりする好みのものを選択したりする

②家族と自分の関係（続柄など）を認識している②家族と自分の関係（続柄など）を認識している②家族と自分の関係（続柄など）を認識している②家族と自分の関係（続柄など）を認識している②家族と自分の関係（続柄など）を認識している②家族と自分の関係（続柄など）を認識している②家族と自分の関係（続柄など）を認識している②家族と自分の関係（続柄など）を認識している etc.etc.

第三領域：第三領域：第三領域：第三領域：第三領域：第三領域：第三領域：第三領域： 対応困難行動のコントロール対応困難行動のコントロール対応困難行動のコントロール対応困難行動のコントロール対応困難行動のコントロール対応困難行動のコントロール対応困難行動のコントロール対応困難行動のコントロール （６項目）（６項目）（６項目）（６項目）（６項目）（６項目）（６項目）（６項目）

①介助に抵抗することがない①介助に抵抗することがない①介助に抵抗することがない①介助に抵抗することがない①介助に抵抗することがない①介助に抵抗することがない①介助に抵抗することがない①介助に抵抗することがない

②繰り返し外に出ていくことがない②繰り返し外に出ていくことがない②繰り返し外に出ていくことがない②繰り返し外に出ていくことがない②繰り返し外に出ていくことがない②繰り返し外に出ていくことがない②繰り返し外に出ていくことがない②繰り返し外に出ていくことがない etc.etc.

得点の出し方得点の出し方得点の出し方得点の出し方得点の出し方得点の出し方得点の出し方得点の出し方（各項目４段階客観評価（各項目４段階客観評価（各項目４段階客観評価（各項目４段階客観評価（各項目４段階客観評価（各項目４段階客観評価（各項目４段階客観評価（各項目４段階客観評価;  ;  単純加算単純加算単純加算単純加算単純加算単純加算単純加算単純加算;  ;  ７２点満点）７２点満点）７２点満点）７２点満点）７２点満点）７２点満点）７２点満点）７２点満点）

３点．よくあてはまる３点．よくあてはまる３点．よくあてはまる３点．よくあてはまる３点．よくあてはまる３点．よくあてはまる３点．よくあてはまる３点．よくあてはまる,  ,  ２点．どちらかというとあてはまる２点．どちらかというとあてはまる２点．どちらかというとあてはまる２点．どちらかというとあてはまる２点．どちらかというとあてはまる２点．どちらかというとあてはまる２点．どちらかというとあてはまる２点．どちらかというとあてはまる,  ,  

１点．どちらかというとあてはまらない１点．どちらかというとあてはまらない１点．どちらかというとあてはまらない１点．どちらかというとあてはまらない１点．どちらかというとあてはまらない１点．どちらかというとあてはまらない１点．どちらかというとあてはまらない１点．どちらかというとあてはまらない,  ,  ０点．全くあてはまらない０点．全くあてはまらない０点．全くあてはまらない０点．全くあてはまらない０点．全くあてはまらない０点．全くあてはまらない０点．全くあてはまらない０点．全くあてはまらない

意欲の指標意欲の指標意欲の指標意欲の指標意欲の指標意欲の指標意欲の指標意欲の指標(VI), N(VI), N--ADLADL総合・排泄総合・排泄総合・排泄総合・排泄総合・排泄総合・排泄総合・排泄総合・排泄, , 

QOLQOL--DD第第第第第第第第22領域得点の間の相関領域得点の間の相関領域得点の間の相関領域得点の間の相関領域得点の間の相関領域得点の間の相関領域得点の間の相関領域得点の間の相関
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介入前介入前介入前介入前介入前介入前介入前介入前 介入後介入後介入後介入後介入後介入後介入後介入後 ＊ｐ＊ｐ＊ｐ＊ｐ＊ｐ＊ｐ＊ｐ＊ｐ

MMS         11.5MMS         11.5±±±±±±±±1.5     13.21.5     13.2±±±±±±±±1.5      1.5      ＜＜＜＜＜＜＜＜0.01   (n=20)0.01   (n=20)

NN--ADL         4.9ADL         4.9±±±±±±±±0.7       6.60.7       6.6±±±±±±±±0.7     0.7     ＜＜＜＜＜＜＜＜0.01    (n=20)0.01    (n=20)

(toileting)(toileting)

NN--ADL       28.8ADL       28.8±±±±±±±±1.8     33.01.8     33.0±±±±±±±±1.9     1.9     ＜＜＜＜＜＜＜＜0.01    (n=20)0.01    (n=20)

(total)(total)

〔〔〔〔〔〔〔〔MeanMean±±±±±±±±SESE〕〕〕〕〕〕〕〕
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FYFYFYFYFYFYFYFY--------OACPOACPOACPOACPOACPOACPOACPOACP介入前後での介入前後での介入前後での介入前後での介入前後での介入前後での介入前後での介入前後でのMMS, NMMS, NMMS, NMMS, NMMS, NMMS, NMMS, NMMS, N--------ADLADLADLADLADLADLADLADL排泄・総合得点の変化排泄・総合得点の変化排泄・総合得点の変化排泄・総合得点の変化排泄・総合得点の変化排泄・総合得点の変化排泄・総合得点の変化排泄・総合得点の変化
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FYFY--OACPOACP介入前後での介入前後での介入前後での介入前後での介入前後での介入前後での介入前後での介入前後でのVI, QOLVI, QOL--DD第第第第第第第第22領域・総合得点の変化領域・総合得点の変化領域・総合得点の変化領域・総合得点の変化領域・総合得点の変化領域・総合得点の変化領域・総合得点の変化領域・総合得点の変化
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介入前介入前介入前介入前介入前介入前介入前介入前 介入後介入後介入後介入後介入後介入後介入後介入後 ＊ｐ＊ｐ＊ｐ＊ｐ＊ｐ＊ｐ＊ｐ＊ｐ

VI               6.4VI               6.4±±±±±±±±0.5        7.40.5        7.4±±±±±±±±0.4        0.4        ＜＜＜＜＜＜＜＜0.02    (n=20)0.02    (n=20)

QOLQOL--D     12.8D     12.8±±±±±±±±1.2      16.11.2      16.1±±±±±±±±0.9        0.9        ＜＜＜＜＜＜＜＜0.02    (n=20)0.02    (n=20)

(the 2nd)(the 2nd)

QOLQOL--D     40.3D     40.3±±±±±±±±4.5      46.84.5      46.8±±±±±±±±2.0        2.0        ＜＜＜＜＜＜＜＜0.02    (n=20)0.02    (n=20)

(total) (total) 

〔〔〔〔〔〔〔〔MeanMean±±±±±±±±SESE〕〕〕〕〕〕〕〕
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(n=20)(n=20)(n=20)(n=20)

**p<0.01**p<0.01**p<0.01**p<0.01

 *p<0.02 *p<0.02 *p<0.02 *p<0.02********

********
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結結結結結結結結 論論論論論論論論

非薬物的介入である非薬物的介入である非薬物的介入である非薬物的介入である非薬物的介入である非薬物的介入である非薬物的介入である非薬物的介入であるFYFY--OACPOACPはははははははは,, 認認認認認認認認
知機能知機能知機能知機能知機能知機能知機能知機能,, ADLADL((特に特に特に特に特に特に特に特に排泄能力排泄能力排泄能力排泄能力排泄能力排泄能力排泄能力排泄能力)) やややややややや意欲意欲意欲意欲意欲意欲意欲意欲をををををををを
改善するとともに改善するとともに改善するとともに改善するとともに改善するとともに改善するとともに改善するとともに改善するとともに QOLQOLを改善しを改善しを改善しを改善しを改善しを改善しを改善しを改善し,, 認知症認知症認知症認知症認知症認知症認知症認知症

高齢者の高齢者の高齢者の高齢者の高齢者の高齢者の高齢者の高齢者の生活機能を包括的に改善生活機能を包括的に改善生活機能を包括的に改善生活機能を包括的に改善生活機能を包括的に改善生活機能を包括的に改善生活機能を包括的に改善生活機能を包括的に改善するするするするするするするする
有効な手段になり得ること有効な手段になり得ること有効な手段になり得ること有効な手段になり得ること有効な手段になり得ること有効な手段になり得ること有効な手段になり得ること有効な手段になり得ること,, またまたまたまたまたまたまたまた,, 改訂改訂改訂改訂改訂改訂改訂改訂
QOLQOL--DDは認知症高齢者のは認知症高齢者のは認知症高齢者のは認知症高齢者のは認知症高齢者のは認知症高齢者のは認知症高齢者のは認知症高齢者のQOLQOL評価の評価の評価の評価の評価の評価の評価の評価の

ための妥当で有用なツールであることがための妥当で有用なツールであることがための妥当で有用なツールであることがための妥当で有用なツールであることがための妥当で有用なツールであることがための妥当で有用なツールであることがための妥当で有用なツールであることがための妥当で有用なツールであることが
示された示された示された示された示された示された示された示された。。。。。。。。

OutdoorOutdoorOutdoorOutdoorOutdoorOutdoorOutdoorOutdoorケアモデルケアモデルケアモデルケアモデルケアモデルケアモデルケアモデルケアモデル ｢｢｢｢｢｢｢｢青空緑芝青空緑芝青空緑芝青空緑芝青空緑芝青空緑芝青空緑芝青空緑芝OutdoorOutdoorOutdoorOutdoorOutdoorOutdoorOutdoorOutdoor
アクティビティケア・プログラムアクティビティケア・プログラムアクティビティケア・プログラムアクティビティケア・プログラムアクティビティケア・プログラムアクティビティケア・プログラムアクティビティケア・プログラムアクティビティケア・プログラム｣｣｣｣｣｣｣｣のののののののの

認知症高齢者の生活の質認知症高齢者の生活の質認知症高齢者の生活の質認知症高齢者の生活の質認知症高齢者の生活の質認知症高齢者の生活の質認知症高齢者の生活の質認知症高齢者の生活の質(QOL)(QOL)(QOL)(QOL)(QOL)(QOL)(QOL)(QOL)に及ぼす効果に及ぼす効果に及ぼす効果に及ぼす効果に及ぼす効果に及ぼす効果に及ぼす効果に及ぼす効果

－紙おむつ使用者の自立排泄支援効果と－紙おむつ使用者の自立排泄支援効果と－紙おむつ使用者の自立排泄支援効果と－紙おむつ使用者の自立排泄支援効果と－紙おむつ使用者の自立排泄支援効果と－紙おむつ使用者の自立排泄支援効果と－紙おむつ使用者の自立排泄支援効果と－紙おむつ使用者の自立排泄支援効果と
ケア介入の包括的評価指標であるケア介入の包括的評価指標であるケア介入の包括的評価指標であるケア介入の包括的評価指標であるケア介入の包括的評価指標であるケア介入の包括的評価指標であるケア介入の包括的評価指標であるケア介入の包括的評価指標であるQOLQOLQOLQOLQOLQOLQOLQOLの向上－の向上－の向上－の向上－の向上－の向上－の向上－の向上－

１１１１１１１１医療法人紘友会医療法人紘友会医療法人紘友会医療法人紘友会医療法人紘友会医療法人紘友会医療法人紘友会医療法人紘友会 福山友愛病院，福山友愛病院，福山友愛病院，福山友愛病院，福山友愛病院，福山友愛病院，福山友愛病院，福山友愛病院， ２２２２２２２２居宅介護支援事業所居宅介護支援事業所居宅介護支援事業所居宅介護支援事業所居宅介護支援事業所居宅介護支援事業所居宅介護支援事業所居宅介護支援事業所 ローズローズローズローズローズローズローズローズ

（職名）看護師長，介護支援専門員（職名）看護師長，介護支援専門員（職名）看護師長，介護支援専門員（職名）看護師長，介護支援専門員（職名）看護師長，介護支援専門員（職名）看護師長，介護支援専門員（職名）看護師長，介護支援専門員（職名）看護師長，介護支援専門員 （職種名）看護師（職種名）看護師（職種名）看護師（職種名）看護師（職種名）看護師（職種名）看護師（職種名）看護師（職種名）看護師

○原田和子○原田和子○原田和子○原田和子○原田和子○原田和子○原田和子○原田和子11111111，末丸修三，末丸修三，末丸修三，末丸修三，末丸修三，末丸修三，末丸修三，末丸修三11111111 ，下江由記，下江由記，下江由記，下江由記，下江由記，下江由記，下江由記，下江由記11111111 ，奥嶋実江，奥嶋実江，奥嶋実江，奥嶋実江，奥嶋実江，奥嶋実江，奥嶋実江，奥嶋実江11111111

森政純子森政純子森政純子森政純子森政純子森政純子森政純子森政純子11111111，，，，，，，，梅田由子梅田由子梅田由子梅田由子梅田由子梅田由子梅田由子梅田由子11111111 ，前場幸登，前場幸登，前場幸登，前場幸登，前場幸登，前場幸登，前場幸登，前場幸登11111111 ，渡辺福子，渡辺福子，渡辺福子，渡辺福子，渡辺福子，渡辺福子，渡辺福子，渡辺福子22222222

第５回広島ケアマネジメント学会第５回広島ケアマネジメント学会第５回広島ケアマネジメント学会第５回広島ケアマネジメント学会第５回広島ケアマネジメント学会第５回広島ケアマネジメント学会第５回広島ケアマネジメント学会第５回広島ケアマネジメント学会 20052005200520052005200520052005年年年年年年年年1111111111111111月月月月月月月月2020202020202020日日日日日日日日 広島市；広島市；広島市；広島市；広島市；広島市；広島市；広島市； 広島国際会議場広島国際会議場広島国際会議場広島国際会議場広島国際会議場広島国際会議場広島国際会議場広島国際会議場

対象対象対象対象対象対象対象対象

NNNNNNNN--------ADLADLADLADLADLADLADLADL排泄スコア排泄スコア排泄スコア排泄スコア排泄スコア排泄スコア排泄スコア排泄スコア55555555点以下の紙おむつ使用者点以下の紙おむつ使用者点以下の紙おむつ使用者点以下の紙おむつ使用者点以下の紙おむつ使用者点以下の紙おむつ使用者点以下の紙おむつ使用者点以下の紙おむつ使用者

1414141414141414名名名名名名名名 （男性（男性（男性（男性（男性（男性（男性（男性 22222222名，女性名，女性名，女性名，女性名，女性名，女性名，女性名，女性 1212121212121212名；平均年齢名；平均年齢名；平均年齢名；平均年齢名；平均年齢名；平均年齢名；平均年齢名；平均年齢77.677.677.677.677.677.677.677.6歳）歳）歳）歳）歳）歳）歳）歳）

障害老人の日常生活自立度：障害老人の日常生活自立度：障害老人の日常生活自立度：障害老人の日常生活自立度：障害老人の日常生活自立度：障害老人の日常生活自立度：障害老人の日常生活自立度：障害老人の日常生活自立度： 全員全員全員全員全員全員全員全員 ランクランクランクランクランクランクランクランクAAAAAAAA

認知症重症度，ミニ・メンタル・ステート認知症重症度，ミニ・メンタル・ステート認知症重症度，ミニ・メンタル・ステート認知症重症度，ミニ・メンタル・ステート認知症重症度，ミニ・メンタル・ステート認知症重症度，ミニ・メンタル・ステート認知症重症度，ミニ・メンタル・ステート認知症重症度，ミニ・メンタル・ステート(MMSE) (MMSE) (MMSE) (MMSE) (MMSE) (MMSE) (MMSE) (MMSE) ：：：：：：：：

00000000～～～～～～～～2121212121212121点に分布点に分布点に分布点に分布点に分布点に分布点に分布点に分布

方法方法方法方法方法方法方法方法

春から初夏の春から初夏の春から初夏の春から初夏の春から初夏の春から初夏の春から初夏の春から初夏の1.51.51.51.51.51.51.51.5ヵ月間ヵ月間ヵ月間ヵ月間ヵ月間ヵ月間ヵ月間ヵ月間, FY, FY, FY, FY, FY, FY, FY, FY--------OACPOACPOACPOACPOACPOACPOACPOACPを連日約を連日約を連日約を連日約を連日約を連日約を連日約を連日約6060606060606060分，分，分，分，分，分，分，分， 院院院院院院院院
内の緑芝グラウンドで既報の要領で施行した。内の緑芝グラウンドで既報の要領で施行した。内の緑芝グラウンドで既報の要領で施行した。内の緑芝グラウンドで既報の要領で施行した。内の緑芝グラウンドで既報の要領で施行した。内の緑芝グラウンドで既報の要領で施行した。内の緑芝グラウンドで既報の要領で施行した。内の緑芝グラウンドで既報の要領で施行した。

介入前と介入介入前と介入介入前と介入介入前と介入介入前と介入介入前と介入介入前と介入介入前と介入1.51.51.51.51.51.51.51.5ヵ月後に，ヵ月後に，ヵ月後に，ヵ月後に，ヵ月後に，ヵ月後に，ヵ月後に，ヵ月後に，
①ミニ①ミニ①ミニ①ミニ①ミニ①ミニ①ミニ①ミニ--------メンタル・ステートメンタル・ステートメンタル・ステートメンタル・ステートメンタル・ステートメンタル・ステートメンタル・ステートメンタル・ステート (MMSE)(MMSE)(MMSE)(MMSE)(MMSE)(MMSE)(MMSE)(MMSE)
②②②②②②②②NNNNNNNN式老年者用日常生活動作能力評価尺度式老年者用日常生活動作能力評価尺度式老年者用日常生活動作能力評価尺度式老年者用日常生活動作能力評価尺度式老年者用日常生活動作能力評価尺度式老年者用日常生活動作能力評価尺度式老年者用日常生活動作能力評価尺度式老年者用日常生活動作能力評価尺度 (N(N(N(N(N(N(N(N--------ADL)ADL)ADL)ADL)ADL)ADL)ADL)ADL)
③認知症高齢者の生活の質尺度③認知症高齢者の生活の質尺度③認知症高齢者の生活の質尺度③認知症高齢者の生活の質尺度③認知症高齢者の生活の質尺度③認知症高齢者の生活の質尺度③認知症高齢者の生活の質尺度③認知症高齢者の生活の質尺度 (QOL(QOL(QOL(QOL(QOL(QOL(QOL(QOL--------D)D)D)D)D)D)D)D)

を用いて，を用いて，を用いて，を用いて，を用いて，を用いて，を用いて，を用いて，認知認知認知認知認知認知認知認知（痴呆）（痴呆）（痴呆）（痴呆）（痴呆）（痴呆）（痴呆）（痴呆）度度度度度度度度，，，，，，，，ADLADLADLADLADLADLADLADL（総合・排泄能力），およ（総合・排泄能力），およ（総合・排泄能力），およ（総合・排泄能力），およ（総合・排泄能力），およ（総合・排泄能力），およ（総合・排泄能力），およ（総合・排泄能力），およ
びびびびびびびびQOLQOLQOLQOLQOLQOLQOLQOL（領域別・総合）を評価し，それらの介入前後での（領域別・総合）を評価し，それらの介入前後での（領域別・総合）を評価し，それらの介入前後での（領域別・総合）を評価し，それらの介入前後での（領域別・総合）を評価し，それらの介入前後での（領域別・総合）を評価し，それらの介入前後での（領域別・総合）を評価し，それらの介入前後での（領域別・総合）を評価し，それらの介入前後での
変化を検討した。変化を検討した。変化を検討した。変化を検討した。変化を検討した。変化を検討した。変化を検討した。変化を検討した。

データの解析には，データの解析には，データの解析には，データの解析には，データの解析には，データの解析には，データの解析には，データの解析には，tttttttt test test test test test test test test ，，，，，，，，Wilcoxon test  Wilcoxon test  Wilcoxon test  Wilcoxon test  Wilcoxon test  Wilcoxon test  Wilcoxon test  Wilcoxon test  を用いた。を用いた。を用いた。を用いた。を用いた。を用いた。を用いた。を用いた。

NN式老年者用日常生活動作能力評価尺度式老年者用日常生活動作能力評価尺度式老年者用日常生活動作能力評価尺度式老年者用日常生活動作能力評価尺度式老年者用日常生活動作能力評価尺度式老年者用日常生活動作能力評価尺度式老年者用日常生活動作能力評価尺度式老年者用日常生活動作能力評価尺度(N(N--ADL)ADL)

－排泄－－排泄－－排泄－－排泄－－排泄－－排泄－－排泄－－排泄－
1010101010101010点点点点点点点点 正常正常正常正常正常正常正常正常

99999999点点点点点点点点 トイレで可能・後始末不十分トイレで可能・後始末不十分トイレで可能・後始末不十分トイレで可能・後始末不十分トイレで可能・後始末不十分トイレで可能・後始末不十分トイレで可能・後始末不十分トイレで可能・後始末不十分

77777777点点点点点点点点 ポータブルトイレ・しびん使用・後始末不十分ポータブルトイレ・しびん使用・後始末不十分ポータブルトイレ・しびん使用・後始末不十分ポータブルトイレ・しびん使用・後始末不十分ポータブルトイレ・しびん使用・後始末不十分ポータブルトイレ・しびん使用・後始末不十分ポータブルトイレ・しびん使用・後始末不十分ポータブルトイレ・しびん使用・後始末不十分

55555555点点点点点点点点 時々失禁する（気を配って介助すればほとんど失禁しない）時々失禁する（気を配って介助すればほとんど失禁しない）時々失禁する（気を配って介助すればほとんど失禁しない）時々失禁する（気を配って介助すればほとんど失禁しない）時々失禁する（気を配って介助すればほとんど失禁しない）時々失禁する（気を配って介助すればほとんど失禁しない）時々失禁する（気を配って介助すればほとんど失禁しない）時々失禁する（気を配って介助すればほとんど失禁しない）

33333333点点点点点点点点 失禁することが多い（尿便意を伝えること可能・常時おむつ）失禁することが多い（尿便意を伝えること可能・常時おむつ）失禁することが多い（尿便意を伝えること可能・常時おむつ）失禁することが多い（尿便意を伝えること可能・常時おむつ）失禁することが多い（尿便意を伝えること可能・常時おむつ）失禁することが多い（尿便意を伝えること可能・常時おむつ）失禁することが多い（尿便意を伝えること可能・常時おむつ）失禁することが多い（尿便意を伝えること可能・常時おむつ）

11111111点点点点点点点点 常時常時常時常時常時常時常時常時, , , , , , , , 大小便失禁（尿便意あり大小便失禁（尿便意あり大小便失禁（尿便意あり大小便失禁（尿便意あり大小便失禁（尿便意あり大小便失禁（尿便意あり大小便失禁（尿便意あり大小便失禁（尿便意あり, , , , , , , , 失禁後不快感を示す）失禁後不快感を示す）失禁後不快感を示す）失禁後不快感を示す）失禁後不快感を示す）失禁後不快感を示す）失禁後不快感を示す）失禁後不快感を示す）

00000000点点点点点点点点 常時常時常時常時常時常時常時常時, , , , , , , , 大小便失禁（尿便意が認められない）大小便失禁（尿便意が認められない）大小便失禁（尿便意が認められない）大小便失禁（尿便意が認められない）大小便失禁（尿便意が認められない）大小便失禁（尿便意が認められない）大小便失禁（尿便意が認められない）大小便失禁（尿便意が認められない）

ライフリーテープ止めタイプライフリーテープ止めタイプライフリーテープ止めタイプライフリーテープ止めタイプライフリーテープ止めタイプライフリーテープ止めタイプライフリーテープ止めタイプライフリーテープ止めタイプ

（女性用）（女性用）（女性用）（女性用）（女性用）（女性用）（女性用）（女性用） 心とお肌のケアパッド心とお肌のケアパッド心とお肌のケアパッド心とお肌のケアパッド心とお肌のケアパッド心とお肌のケアパッド心とお肌のケアパッド心とお肌のケアパッド （男性用）（男性用）（男性用）（男性用）（男性用）（男性用）（男性用）（男性用）
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リハビリパンツリハビリパンツリハビリパンツリハビリパンツリハビリパンツリハビリパンツリハビリパンツリハビリパンツ

結結結結結結結結 果果果果果果果果

対象者対象者対象者対象者対象者対象者対象者対象者1414141414141414名名名名名名名名は，は，は，は，は，は，は，は，
結果的に以下の２群に大別された。結果的に以下の２群に大別された。結果的に以下の２群に大別された。結果的に以下の２群に大別された。結果的に以下の２群に大別された。結果的に以下の２群に大別された。結果的に以下の２群に大別された。結果的に以下の２群に大別された。

①排泄能力①排泄能力①排泄能力①排泄能力①排泄能力①排泄能力①排泄能力①排泄能力改善群改善群改善群改善群改善群改善群改善群改善群 ８８８８８８８８ 名名名名名名名名
紙おむつ紙おむつ紙おむつ紙おむつ紙おむつ紙おむつ紙おむつ紙おむつ → → → → → → → → ポータブルトイレ・トイレ使用・自立排泄ポータブルトイレ・トイレ使用・自立排泄ポータブルトイレ・トイレ使用・自立排泄ポータブルトイレ・トイレ使用・自立排泄ポータブルトイレ・トイレ使用・自立排泄ポータブルトイレ・トイレ使用・自立排泄ポータブルトイレ・トイレ使用・自立排泄ポータブルトイレ・トイレ使用・自立排泄

②排泄能力②排泄能力②排泄能力②排泄能力②排泄能力②排泄能力②排泄能力②排泄能力非改善群（不変群）非改善群（不変群）非改善群（不変群）非改善群（不変群）非改善群（不変群）非改善群（不変群）非改善群（不変群）非改善群（不変群） ６６６６６６６６ 名名名名名名名名

FYFYFYFYFYFYFYFY--------OACPOACPOACPOACPOACPOACPOACPOACP介入後の排泄能力改善群介入後の排泄能力改善群介入後の排泄能力改善群介入後の排泄能力改善群介入後の排泄能力改善群介入後の排泄能力改善群介入後の排泄能力改善群介入後の排泄能力改善群
88888888名の名の名の名の名の名の名の名のNNNNNNNN--------ADLADLADLADLADLADLADLADL排泄スコアの変化排泄スコアの変化排泄スコアの変化排泄スコアの変化排泄スコアの変化排泄スコアの変化排泄スコアの変化排泄スコアの変化
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系列1系列1系列1系列1 3333 7777

系列2系列2系列2系列2 5555 9999

系列3系列3系列3系列3 3333 7777

系列4系列4系列4系列4 0000 5555

系列5系列5系列5系列5 5555 7777

系列6系列6系列6系列6 5555 10101010

系列7系列7系列7系列7 1111 5555

系列8系列8系列8系列8 5555 9999

前前前前 1.5ヵ月後1.5ヵ月後1.5ヵ月後1.5ヵ月後

22

22

以上の排泄能力改善度のデータから，以上の排泄能力改善度のデータから，以上の排泄能力改善度のデータから，以上の排泄能力改善度のデータから，以上の排泄能力改善度のデータから，以上の排泄能力改善度のデータから，以上の排泄能力改善度のデータから，以上の排泄能力改善度のデータから，
「「「「「「「「進化した紙おむつ進化した紙おむつ進化した紙おむつ進化した紙おむつ進化した紙おむつ進化した紙おむつ進化した紙おむつ進化した紙おむつを使用し，を使用し，を使用し，を使用し，を使用し，を使用し，を使用し，を使用し， OutdoorOutdoorアクティビティアクティビティアクティビティアクティビティアクティビティアクティビティアクティビティアクティビティ
ケアの介入ケアの介入ケアの介入ケアの介入ケアの介入ケアの介入ケアの介入ケアの介入を行うことにより，逆説的にを行うことにより，逆説的にを行うことにより，逆説的にを行うことにより，逆説的にを行うことにより，逆説的にを行うことにより，逆説的にを行うことにより，逆説的にを行うことにより，逆説的に紙おむつから離紙おむつから離紙おむつから離紙おむつから離紙おむつから離紙おむつから離紙おむつから離紙おむつから離
脱脱脱脱脱脱脱脱する」ことが可能になる，すなわちする」ことが可能になる，すなわちする」ことが可能になる，すなわちする」ことが可能になる，すなわちする」ことが可能になる，すなわちする」ことが可能になる，すなわちする」ことが可能になる，すなわちする」ことが可能になる，すなわち自立排泄への支自立排泄への支自立排泄への支自立排泄への支自立排泄への支自立排泄への支自立排泄への支自立排泄への支
援援援援援援援援を効果的に遂行できるを効果的に遂行できるを効果的に遂行できるを効果的に遂行できるを効果的に遂行できるを効果的に遂行できるを効果的に遂行できるを効果的に遂行できる ことが示唆された。ことが示唆された。ことが示唆された。ことが示唆された。ことが示唆された。ことが示唆された。ことが示唆された。ことが示唆された。

船津良夫：紙おむつと排泄リハビリテーション，船津良夫：紙おむつと排泄リハビリテーション，船津良夫：紙おむつと排泄リハビリテーション，船津良夫：紙おむつと排泄リハビリテーション，船津良夫：紙おむつと排泄リハビリテーション，船津良夫：紙おむつと排泄リハビリテーション，船津良夫：紙おむつと排泄リハビリテーション，船津良夫：紙おむつと排泄リハビリテーション，
トータルケアマネジメントトータルケアマネジメントトータルケアマネジメントトータルケアマネジメントトータルケアマネジメントトータルケアマネジメントトータルケアマネジメントトータルケアマネジメント 5(4):735(4):73--79 (2000)79 (2000)

原田和子，下江由記，末丸修三：原田和子，下江由記，末丸修三：原田和子，下江由記，末丸修三：原田和子，下江由記，末丸修三：原田和子，下江由記，末丸修三：原田和子，下江由記，末丸修三：原田和子，下江由記，末丸修三：原田和子，下江由記，末丸修三：
日本認知症ケア学会誌日本認知症ケア学会誌日本認知症ケア学会誌日本認知症ケア学会誌日本認知症ケア学会誌日本認知症ケア学会誌日本認知症ケア学会誌日本認知症ケア学会誌 2(1):682(1):68--78 (2003)78 (2003) 0000
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前前前前 1.5ヵ月 後1.5ヵ月 後1.5ヵ月 後1.5ヵ月 後

FY-OACP介 入 後 の 排 泄 能 力FY-OACP介 入 後 の 排 泄 能 力FY-OACP介 入 後 の 排 泄 能 力FY-OACP介 入 後 の 排 泄 能 力
非 改 善 群 と改 善 群非 改 善 群 と改 善 群非 改 善 群 と改 善 群非 改 善 群 と改 善 群

排 泄 能 力 非 改 善 群排 泄 能 力 非 改 善 群排 泄 能 力 非 改 善 群排 泄 能 力 非 改 善 群

排 泄 能 力 改 善 群排 泄 能 力 改 善 群排 泄 能 力 改 善 群排 泄 能 力 改 善 群

***p<0.001

<S
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FY-OACP介入前後における排泄能力FY-OACP介入前後における排泄能力FY-OACP介入前後における排泄能力FY-OACP介入前後における排泄能力
非改善群と改善群の間の認知能力の差非改善群と改善群の間の認知能力の差非改善群と改善群の間の認知能力の差非改善群と改善群の間の認知能力の差

排泄能力非改善群排泄能力非改善群排泄能力非改善群排泄能力非改善群
排泄能力改善群排泄能力改善群排泄能力改善群排泄能力改善群*p<0.05

*p<0.05
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前前前前 1.5ヵ月後1.5ヵ月後1.5ヵ月後1.5ヵ月後

FY-OACP介入前後における排泄能力FY-OACP介入前後における排泄能力FY-OACP介入前後における排泄能力FY-OACP介入前後における排泄能力
非改善群と改善群のQOLレベルの変化非改善群と改善群のQOLレベルの変化非改善群と改善群のQOLレベルの変化非改善群と改善群のQOLレベルの変化

排泄能力非改善群排泄能力非改善群排泄能力非改善群排泄能力非改善群
排泄能力改善群排泄能力改善群排泄能力改善群排泄能力改善群

*p<0.05
<S

考察・結論考察・結論考察・結論考察・結論考察・結論考察・結論考察・結論考察・結論

FYFYFYFYFYFYFYFY--------OACPOACPOACPOACPOACPOACPOACPOACPによる排泄能力改善群では，非改善群にによる排泄能力改善群では，非改善群にによる排泄能力改善群では，非改善群にによる排泄能力改善群では，非改善群にによる排泄能力改善群では，非改善群にによる排泄能力改善群では，非改善群にによる排泄能力改善群では，非改善群にによる排泄能力改善群では，非改善群に
比べ，認知能力の基礎レベルが高く，介入後，比べ，認知能力の基礎レベルが高く，介入後，比べ，認知能力の基礎レベルが高く，介入後，比べ，認知能力の基礎レベルが高く，介入後，比べ，認知能力の基礎レベルが高く，介入後，比べ，認知能力の基礎レベルが高く，介入後，比べ，認知能力の基礎レベルが高く，介入後，比べ，認知能力の基礎レベルが高く，介入後，QOLQOLQOLQOLQOLQOLQOLQOL--------DDDDDDDD総総総総総総総総
合スコアの上昇，すなわち合スコアの上昇，すなわち合スコアの上昇，すなわち合スコアの上昇，すなわち合スコアの上昇，すなわち合スコアの上昇，すなわち合スコアの上昇，すなわち合スコアの上昇，すなわち QOLQOLQOLQOLQOLQOLQOLQOLの向上を認めた。の向上を認めた。の向上を認めた。の向上を認めた。の向上を認めた。の向上を認めた。の向上を認めた。の向上を認めた。 以上以上以上以上以上以上以上以上
より，様々なアクティビティで構成され，より，様々なアクティビティで構成され，より，様々なアクティビティで構成され，より，様々なアクティビティで構成され，より，様々なアクティビティで構成され，より，様々なアクティビティで構成され，より，様々なアクティビティで構成され，より，様々なアクティビティで構成され，OutdoorOutdoorOutdoorOutdoorOutdoorOutdoorOutdoorOutdoorアクティアクティアクティアクティアクティアクティアクティアクティ
ビティケアの統合的なプログラムモデルビティケアの統合的なプログラムモデルビティケアの統合的なプログラムモデルビティケアの統合的なプログラムモデルビティケアの統合的なプログラムモデルビティケアの統合的なプログラムモデルビティケアの統合的なプログラムモデルビティケアの統合的なプログラムモデルであるであるであるであるであるであるであるであるFYFYFYFYFYFYFYFY--------OACPOACPOACPOACPOACPOACPOACPOACP
は，重度認知症を除くは，重度認知症を除くは，重度認知症を除くは，重度認知症を除くは，重度認知症を除くは，重度認知症を除くは，重度認知症を除くは，重度認知症を除く認知症高齢者認知症高齢者認知症高齢者認知症高齢者認知症高齢者認知症高齢者認知症高齢者認知症高齢者において，において，において，において，において，において，において，において，排泄能力排泄能力排泄能力排泄能力排泄能力排泄能力排泄能力排泄能力
を改善するを改善するを改善するを改善するを改善するを改善するを改善するを改善するとともにとともにとともにとともにとともにとともにとともにとともにQOLQOLQOLQOLQOLQOLQOLQOLを向上させるを向上させるを向上させるを向上させるを向上させるを向上させるを向上させるを向上させる有効なケア・プログ有効なケア・プログ有効なケア・プログ有効なケア・プログ有効なケア・プログ有効なケア・プログ有効なケア・プログ有効なケア・プログ
ラムであることが示唆された。またラムであることが示唆された。またラムであることが示唆された。またラムであることが示唆された。またラムであることが示唆された。またラムであることが示唆された。またラムであることが示唆された。またラムであることが示唆された。また, , , , , , , , 一般的に一般的に一般的に一般的に一般的に一般的に一般的に一般的に,,,,,,,, ケアサーケアサーケアサーケアサーケアサーケアサーケアサーケアサー
ビスの質の包括的評価指標としてビスの質の包括的評価指標としてビスの質の包括的評価指標としてビスの質の包括的評価指標としてビスの質の包括的評価指標としてビスの質の包括的評価指標としてビスの質の包括的評価指標としてビスの質の包括的評価指標として, , , , , , , , QOLQOLQOLQOLQOLQOLQOLQOL測度が有用であ測度が有用であ測度が有用であ測度が有用であ測度が有用であ測度が有用であ測度が有用であ測度が有用であ
ると考えられる。ると考えられる。ると考えられる。ると考えられる。ると考えられる。ると考えられる。ると考えられる。ると考えられる。
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4) 4) 4) 4) 4) 4) 4) 4) 小林敏子，播口之朗，西村小林敏子，播口之朗，西村小林敏子，播口之朗，西村小林敏子，播口之朗，西村小林敏子，播口之朗，西村小林敏子，播口之朗，西村小林敏子，播口之朗，西村小林敏子，播口之朗，西村 健ほか：健ほか：健ほか：健ほか：健ほか：健ほか：健ほか：健ほか：

臨床精神医学，臨床精神医学，臨床精神医学，臨床精神医学，臨床精神医学，臨床精神医学，臨床精神医学，臨床精神医学，17 (11): 165317 (11): 165317 (11): 165317 (11): 165317 (11): 165317 (11): 165317 (11): 165317 (11): 1653--------1668 (1988) 1668 (1988) 1668 (1988) 1668 (1988) 1668 (1988) 1668 (1988) 1668 (1988) 1668 (1988) 

地域ネットワークの構築地域ネットワークの構築地域ネットワークの構築地域ネットワークの構築地域ネットワークの構築地域ネットワークの構築地域ネットワークの構築地域ネットワークの構築

日本国の認知症対策日本国の認知症対策日本国の認知症対策日本国の認知症対策日本国の認知症対策日本国の認知症対策日本国の認知症対策日本国の認知症対策
緊急プロジェクト緊急プロジェクト緊急プロジェクト緊急プロジェクト緊急プロジェクト緊急プロジェクト緊急プロジェクト緊急プロジェクト
（２００８年７月とりまとめ）（２００８年７月とりまとめ）（２００８年７月とりまとめ）（２００８年７月とりまとめ）（２００８年７月とりまとめ）（２００８年７月とりまとめ）（２００８年７月とりまとめ）（２００８年７月とりまとめ）

厚生労働省厚生労働省厚生労働省厚生労働省厚生労働省厚生労働省厚生労働省厚生労働省
老健局計画課認知症・虐待防止対策推進室老健局計画課認知症・虐待防止対策推進室老健局計画課認知症・虐待防止対策推進室老健局計画課認知症・虐待防止対策推進室老健局計画課認知症・虐待防止対策推進室老健局計画課認知症・虐待防止対策推進室老健局計画課認知症・虐待防止対策推進室老健局計画課認知症・虐待防止対策推進室
井内雅明室長井内雅明室長井内雅明室長井内雅明室長井内雅明室長井内雅明室長井内雅明室長井内雅明室長の基調講演より（追加改変）の基調講演より（追加改変）の基調講演より（追加改変）の基調講演より（追加改変）の基調講演より（追加改変）の基調講演より（追加改変）の基調講演より（追加改変）の基調講演より（追加改変）

第９回日本認知症ケア学会大会，高松市，第９回日本認知症ケア学会大会，高松市，第９回日本認知症ケア学会大会，高松市，第９回日本認知症ケア学会大会，高松市，第９回日本認知症ケア学会大会，高松市，第９回日本認知症ケア学会大会，高松市，第９回日本認知症ケア学会大会，高松市，第９回日本認知症ケア学会大会，高松市，20082008200820082008200820082008年年年年年年年年99999999月月月月月月月月2828282828282828日日日日日日日日



26

認知症の医療と生活の質を高める認知症の医療と生活の質を高める認知症の医療と生活の質を高める認知症の医療と生活の質を高める認知症の医療と生活の質を高める認知症の医療と生活の質を高める認知症の医療と生活の質を高める認知症の医療と生活の質を高める
緊急プロジェクト（１）緊急プロジェクト（１）緊急プロジェクト（１）緊急プロジェクト（１）緊急プロジェクト（１）緊急プロジェクト（１）緊急プロジェクト（１）緊急プロジェクト（１）

�� プロジェクトチームの設置プロジェクトチームの設置（（20082008年年55月月~7~7月）月）

＊＊ 認知症に関する研究開発の促進から，医療・介護現場での認知症に関する研究開発の促進から，医療・介護現場での

連携・支援に至るまで，認知症に関する包括的・総合的な対連携・支援に至るまで，認知症に関する包括的・総合的な対

策を促進するため，舛添厚生労働大臣の指示により，「策を促進するため，舛添厚生労働大臣の指示により，「認知認知

症の医療と生活の質を高める緊急プロジェクト症の医療と生活の質を高める緊急プロジェクト」を検討するた」を検討するた

めの「プロジェクトチーム」を設置。めの「プロジェクトチーム」を設置。

＊＊ 「プロジェクトチーム」は，認知症に関して専門的知見を有す「プロジェクトチーム」は，認知症に関して専門的知見を有す

る研究者等により構成。る研究者等により構成。

�� スケジュールスケジュール

＊＊ 本年本年77月に「基本方針」及び「短期的対策」，「中長期的対策」月に「基本方針」及び「短期的対策」，「中長期的対策」

のとりまとめ。のとりまとめ。

＊＊ 「短期的対策」については，「短期的対策」については，20092009年度概算要求に盛り込む。年度概算要求に盛り込む。

認知症の医療と生活の質を高める認知症の医療と生活の質を高める認知症の医療と生活の質を高める認知症の医療と生活の質を高める認知症の医療と生活の質を高める認知症の医療と生活の質を高める認知症の医療と生活の質を高める認知症の医療と生活の質を高める
緊急プロジェクト（２）緊急プロジェクト（２）緊急プロジェクト（２）緊急プロジェクト（２）緊急プロジェクト（２）緊急プロジェクト（２）緊急プロジェクト（２）緊急プロジェクト（２）

�� 今後の認知症対策の基本的な柱：今後の認知症対策の基本的な柱：今後の認知症対策の基本的な柱：今後の認知症対策の基本的な柱：今後の認知症対策の基本的な柱：今後の認知症対策の基本的な柱：今後の認知症対策の基本的な柱：今後の認知症対策の基本的な柱： ５項目５項目５項目５項目５項目５項目５項目５項目

１）「実態の把握」１）「実態の把握」

２）「研究・開発の促進」２）「研究・開発の促進」

３）「早期診断の推進と適切な医療の提供」３）「早期診断の推進と適切な医療の提供」

４）「適切なケアの普及及び本人・家族支援」４）「適切なケアの普及及び本人・家族支援」

５）「若年性認知症対策」５）「若年性認知症対策」

厚生労働省老健局計画課認知症・虐待防止対策推進室厚生労働省老健局計画課認知症・虐待防止対策推進室

１）実態の把握１）実態の把握１）実態の把握１）実態の把握１）実態の把握１）実態の把握１）実態の把握１）実態の把握

認知症の実態把握認知症の実態把握認知症の実態把握認知症の実態把握認知症の実態把握認知症の実態把握認知症の実態把握認知症の実態把握

�� 医学的に診断された認知症の医学的に診断された認知症の有病率有病率調査を実施調査を実施

�� 認知症患者の認知症患者の症状別，医療機関・施設別の利用実態症状別，医療機関・施設別の利用実態
の調査の調査

�� 地域における認知症に対する地域における認知症に対する医療・介護サービス資源医療・介護サービス資源
の実態等につき調査の実態等につき調査

�� 「「認知症高齢者の日常生活自立度認知症高齢者の日常生活自立度」をより客観的な科」をより客観的な科
学的根拠に基づくものへ見直す学的根拠に基づくものへ見直す

＊本年度後半より実施してゆき，平成＊本年度後半より実施してゆき，平成2121212121212121--------2222222222222222年度にはまと年度にはまと
め上げる予定め上げる予定

２）研究開発の促進２）研究開発の促進２）研究開発の促進２）研究開発の促進２）研究開発の促進２）研究開発の促進２）研究開発の促進２）研究開発の促進
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メタボリックシンドロームとメタボリックシンドロームとメタボリックシンドロームとメタボリックシンドロームとメタボリックシンドロームとメタボリックシンドロームとメタボリックシンドロームとメタボリックシンドロームと
アルツハイマー病（アルツハイマー病（アルツハイマー病（アルツハイマー病（アルツハイマー病（アルツハイマー病（アルツハイマー病（アルツハイマー病（ADADADADADADADAD）発症の関係）発症の関係）発症の関係）発症の関係）発症の関係）発症の関係）発症の関係）発症の関係

１）この関係があるとの結果が示されているが１）この関係があるとの結果が示されているが, , まだ十分まだ十分
に確立されたものではない。に確立されたものではない。

２）メタボリックシンドロームにおいては２）メタボリックシンドロームにおいては, , 内臓脂肪蓄積か内臓脂肪蓄積か
らのアディポサイトカインの分泌異常がありらのアディポサイトカインの分泌異常があり, , インスリンインスリン
抵抗性抵抗性をきたす。またをきたす。また, , それはそれは炎症を惹起炎症を惹起する。これらする。これら
二者は二者はββアミロイド代謝異常をきたすアミロイド代謝異常をきたす →→ ADADADADADADADAD発症発症

３）さらに３）さらに, , 動脈硬化により脳虚血動脈硬化により脳虚血を生じるとを生じると, , 虚血は虚血はββアミアミ
ロイドの産生を促進しロイドの産生を促進し,, 血液脳関門の機能障害血液脳関門の機能障害によりにより
ββアミロイドの排泄が障害されるアミロイドの排泄が障害される →→ ADADADADADADADAD発症発症

４）メタボリックシンドローム・生活習慣病の予防や改善が４）メタボリックシンドローム・生活習慣病の予防や改善が
ADADADADADADADADの発症予防に有効かどうかは今後の課題である。の発症予防に有効かどうかは今後の課題である。

北村北村 伸：伸： 老年精神医学雑誌老年精神医学雑誌 第第1818巻第巻第1010号号, 2007, 2007

脳アミロイドイメージング技術の開発脳アミロイドイメージング技術の開発脳アミロイドイメージング技術の開発脳アミロイドイメージング技術の開発脳アミロイドイメージング技術の開発脳アミロイドイメージング技術の開発脳アミロイドイメージング技術の開発脳アミロイドイメージング技術の開発
�� 老人斑アミロイドを標的としたアルツハイマー病の新たな診断法老人斑アミロイドを標的としたアルツハイマー病の新たな診断法老人斑アミロイドを標的としたアルツハイマー病の新たな診断法老人斑アミロイドを標的としたアルツハイマー病の新たな診断法老人斑アミロイドを標的としたアルツハイマー病の新たな診断法老人斑アミロイドを標的としたアルツハイマー病の新たな診断法老人斑アミロイドを標的としたアルツハイマー病の新たな診断法老人斑アミロイドを標的としたアルツハイマー病の新たな診断法

および治療法の開発のなかで，生体脳に蓄積するアミロイドをおよび治療法の開発のなかで，生体脳に蓄積するアミロイドをおよび治療法の開発のなかで，生体脳に蓄積するアミロイドをおよび治療法の開発のなかで，生体脳に蓄積するアミロイドをおよび治療法の開発のなかで，生体脳に蓄積するアミロイドをおよび治療法の開発のなかで，生体脳に蓄積するアミロイドをおよび治療法の開発のなかで，生体脳に蓄積するアミロイドをおよび治療法の開発のなかで，生体脳に蓄積するアミロイドを
画像化する技術の有用性に注目が集まっている。画像化する技術の有用性に注目が集まっている。画像化する技術の有用性に注目が集まっている。画像化する技術の有用性に注目が集まっている。画像化する技術の有用性に注目が集まっている。画像化する技術の有用性に注目が集まっている。画像化する技術の有用性に注目が集まっている。画像化する技術の有用性に注目が集まっている。

�� 目的と可能性：目的と可能性：目的と可能性：目的と可能性：目的と可能性：目的と可能性：目的と可能性：目的と可能性： 極早期の診断，病期の評価，治療効果の評価極早期の診断，病期の評価，治療効果の評価極早期の診断，病期の評価，治療効果の評価極早期の診断，病期の評価，治療効果の評価極早期の診断，病期の評価，治療効果の評価極早期の診断，病期の評価，治療効果の評価極早期の診断，病期の評価，治療効果の評価極早期の診断，病期の評価，治療効果の評価
�� 抗アミロイド療法：抗アミロイド療法：抗アミロイド療法：抗アミロイド療法：抗アミロイド療法：抗アミロイド療法：抗アミロイド療法：抗アミロイド療法： ①①①①①①①①AAAAAAAAββワクチン療法（能動免疫）ワクチン療法（能動免疫）ワクチン療法（能動免疫）ワクチン療法（能動免疫）ワクチン療法（能動免疫）ワクチン療法（能動免疫）ワクチン療法（能動免疫）ワクチン療法（能動免疫）

②抗②抗②抗②抗②抗②抗②抗②抗AAAAAAAAββ抗体療法抗体療法抗体療法抗体療法抗体療法抗体療法抗体療法抗体療法 （受動免疫）（受動免疫）（受動免疫）（受動免疫）（受動免疫）（受動免疫）（受動免疫）（受動免疫）
アミロイドアミロイドアミロイドアミロイドアミロイドアミロイドアミロイドアミロイドPETPETPETPETPETPETPETPET等で，抗等で，抗等で，抗等で，抗等で，抗等で，抗等で，抗等で，抗AAAAAAAAββ抗体により活性化されたミクログリ抗体により活性化されたミクログリ抗体により活性化されたミクログリ抗体により活性化されたミクログリ抗体により活性化されたミクログリ抗体により活性化されたミクログリ抗体により活性化されたミクログリ抗体により活性化されたミクログリ
アが老人斑アミロイドを除去する経時的変化を追うことが可能。アが老人斑アミロイドを除去する経時的変化を追うことが可能。アが老人斑アミロイドを除去する経時的変化を追うことが可能。アが老人斑アミロイドを除去する経時的変化を追うことが可能。アが老人斑アミロイドを除去する経時的変化を追うことが可能。アが老人斑アミロイドを除去する経時的変化を追うことが可能。アが老人斑アミロイドを除去する経時的変化を追うことが可能。アが老人斑アミロイドを除去する経時的変化を追うことが可能。
PETPETPETPETPETPETPETPET用用用用用用用用アミロイドアミロイドアミロイドアミロイドアミロイドアミロイドアミロイドアミロイドトレーサー：トレーサー：トレーサー：トレーサー：トレーサー：トレーサー：トレーサー：トレーサー： Pittsburgh CompoundPittsburgh CompoundPittsburgh CompoundPittsburgh CompoundPittsburgh CompoundPittsburgh CompoundPittsburgh CompoundPittsburgh Compound--------B (PIB)B (PIB)B (PIB)B (PIB)B (PIB)B (PIB)B (PIB)B (PIB)
PETPETPETPETPETPETPETPET用用用用用用用用活性化ミクログリア活性化ミクログリア活性化ミクログリア活性化ミクログリア活性化ミクログリア活性化ミクログリア活性化ミクログリア活性化ミクログリアトレーサー：トレーサー：トレーサー：トレーサー：トレーサー：トレーサー：トレーサー：トレーサー： DAA1106DAA1106DAA1106DAA1106DAA1106DAA1106DAA1106DAA1106
を用いてを用いてを用いてを用いてを用いてを用いてを用いてを用いてアミロイドアミロイドアミロイドアミロイドアミロイドアミロイドアミロイドアミロイドとととととととと活性化ミクログリア活性化ミクログリア活性化ミクログリア活性化ミクログリア活性化ミクログリア活性化ミクログリア活性化ミクログリア活性化ミクログリアの動きを検討したところ，の動きを検討したところ，の動きを検討したところ，の動きを検討したところ，の動きを検討したところ，の動きを検討したところ，の動きを検討したところ，の動きを検討したところ，
活性化ミクログリアがタウ異常に基づく神経原線維変化（変性）活性化ミクログリアがタウ異常に基づく神経原線維変化（変性）活性化ミクログリアがタウ異常に基づく神経原線維変化（変性）活性化ミクログリアがタウ異常に基づく神経原線維変化（変性）活性化ミクログリアがタウ異常に基づく神経原線維変化（変性）活性化ミクログリアがタウ異常に基づく神経原線維変化（変性）活性化ミクログリアがタウ異常に基づく神経原線維変化（変性）活性化ミクログリアがタウ異常に基づく神経原線維変化（変性）
を加速することが判明した。を加速することが判明した。を加速することが判明した。を加速することが判明した。を加速することが判明した。を加速することが判明した。を加速することが判明した。を加速することが判明した。

�� ワクチン療法では，ミクログリアの過剰な活性化を起こさないようワクチン療法では，ミクログリアの過剰な活性化を起こさないようワクチン療法では，ミクログリアの過剰な活性化を起こさないようワクチン療法では，ミクログリアの過剰な活性化を起こさないようワクチン療法では，ミクログリアの過剰な活性化を起こさないようワクチン療法では，ミクログリアの過剰な活性化を起こさないようワクチン療法では，ミクログリアの過剰な活性化を起こさないようワクチン療法では，ミクログリアの過剰な活性化を起こさないよう
にしながら効率よくアミロイドを除去する必要がある。そのためにしながら効率よくアミロイドを除去する必要がある。そのためにしながら効率よくアミロイドを除去する必要がある。そのためにしながら効率よくアミロイドを除去する必要がある。そのためにしながら効率よくアミロイドを除去する必要がある。そのためにしながら効率よくアミロイドを除去する必要がある。そのためにしながら効率よくアミロイドを除去する必要がある。そのためにしながら効率よくアミロイドを除去する必要がある。そのため
にも，生体でアミロイドとミクログリア活性化を画像上でモニタリにも，生体でアミロイドとミクログリア活性化を画像上でモニタリにも，生体でアミロイドとミクログリア活性化を画像上でモニタリにも，生体でアミロイドとミクログリア活性化を画像上でモニタリにも，生体でアミロイドとミクログリア活性化を画像上でモニタリにも，生体でアミロイドとミクログリア活性化を画像上でモニタリにも，生体でアミロイドとミクログリア活性化を画像上でモニタリにも，生体でアミロイドとミクログリア活性化を画像上でモニタリ
ングすることが重要となり得る。ングすることが重要となり得る。ングすることが重要となり得る。ングすることが重要となり得る。ングすることが重要となり得る。ングすることが重要となり得る。ングすることが重要となり得る。ングすることが重要となり得る。

樋口真人：樋口真人：樋口真人：樋口真人：樋口真人：樋口真人：樋口真人：樋口真人： 老年精神医学雑誌，老年精神医学雑誌，老年精神医学雑誌，老年精神医学雑誌，老年精神医学雑誌，老年精神医学雑誌，老年精神医学雑誌，老年精神医学雑誌，第第第第第第第第1919191919191919巻増刊号巻増刊号巻増刊号巻増刊号巻増刊号巻増刊号巻増刊号巻増刊号--------ⅠⅠⅠⅠⅠⅠⅠⅠ，，，，，，，，20082008200820082008200820082008年年年年年年年年11111111月月月月月月月月

老人斑モデルマウスにおける老人斑モデルマウスにおける老人斑モデルマウスにおける老人斑モデルマウスにおける老人斑モデルマウスにおける老人斑モデルマウスにおける老人斑モデルマウスにおける老人斑モデルマウスにおけるAAββワクチン療法のワクチン療法のワクチン療法のワクチン療法のワクチン療法のワクチン療法のワクチン療法のワクチン療法の

経時的・非侵襲的評価（アミロイドイメージング）経時的・非侵襲的評価（アミロイドイメージング）経時的・非侵襲的評価（アミロイドイメージング）経時的・非侵襲的評価（アミロイドイメージング）経時的・非侵襲的評価（アミロイドイメージング）経時的・非侵襲的評価（アミロイドイメージング）経時的・非侵襲的評価（アミロイドイメージング）経時的・非侵襲的評価（アミロイドイメージング）
Maeda J.,et al., J Neurosci, 27: 10957Maeda J.,et al., J Neurosci, 27: 10957--10968, 2007 10968, 2007 （樋口真人論文より）（樋口真人論文より）（樋口真人論文より）（樋口真人論文より）（樋口真人論文より）（樋口真人論文より）（樋口真人論文より）（樋口真人論文より）
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研究開発の促進研究開発の促進研究開発の促進研究開発の促進研究開発の促進研究開発の促進研究開発の促進研究開発の促進

�� 関係省庁とも連携し，関係省庁とも連携し，

①①今後５年以内に今後５年以内に；；

アルツハイマー病の有効なアルツハイマー病の有効な予防方法の開発予防方法の開発，，

早期診断技術の実用化早期診断技術の実用化を目標とした研究を推進を目標とした研究を推進

②②今後１０年以内に今後１０年以内に；；

根本的治療薬の実用化根本的治療薬の実用化を目標とした研究を推進を目標とした研究を推進

３）早期診断の推進と３）早期診断の推進と３）早期診断の推進と３）早期診断の推進と３）早期診断の推進と３）早期診断の推進と３）早期診断の推進と３）早期診断の推進と
適切な医療の提供適切な医療の提供適切な医療の提供適切な医療の提供適切な医療の提供適切な医療の提供適切な医療の提供適切な医療の提供

認知症医療に関する対策認知症医療に関する対策認知症医療に関する対策認知症医療に関する対策認知症医療に関する対策認知症医療に関する対策認知症医療に関する対策認知症医療に関する対策

①①認知症診療ガイドライン認知症診療ガイドラインの開発・普及のための支援の開発・普及のための支援

②②認知症疾患医療センター認知症疾患医療センターを中核としたを中核とした認知症専門医認知症専門医
療体制の強化療体制の強化

・・ 認知症疾患医療センターの整備（全国１５０ヶ所）認知症疾患医療センターの整備（全国１５０ヶ所）

・・ 認知症疾患医療センター認知症疾患医療センター にに連携担当者連携担当者を配置を配置

・・ 認知症疾患医療センター認知症疾患医療センター 従事者への研修従事者への研修

③認知症診療に係る③認知症診療に係る研修の充実研修の充実

・・ 地域のかかりつけ医やコメディカルに対する研修地域のかかりつけ医やコメディカルに対する研修

認知症地域医療支援事業認知症地域医療支援事業認知症地域医療支援事業認知症地域医療支援事業認知症地域医療支援事業認知症地域医療支援事業認知症地域医療支援事業認知症地域医療支援事業

�� 実施主体：実施主体： 都道府県，指定都市都道府県，指定都市
�� 事業内容：事業内容：
（１）（１）認知症サポート医認知症サポート医養成研修事業養成研修事業

・・ 認知症の早期診断等に関する認知症の早期診断等に関するかかりつけ医（主治医）かかりつけ医（主治医）へのへの
助言や，認知症に係る地域医療体制の中核的な役割を担う助言や，認知症に係る地域医療体制の中核的な役割を担う
「認知症サポート医」「認知症サポート医」の養成の養成

＊国立長寿医療センターに委託して実施。＊国立長寿医療センターに委託して実施。
平成平成1717171717171717--------1919191919191919年度で年度で597597597597597597597597名のサポート医を養成名のサポート医を養成

（２）（２）かかりつけ医かかりつけ医認知症対応力向上研修事業認知症対応力向上研修事業
・・ 認知症サポート医認知症サポート医が都道府県医師会等と連携してが都道府県医師会等と連携してかかりかかり

つけ医（主治医）つけ医（主治医）に対し，適切な認知症診断の知識・技術や，に対し，適切な認知症診断の知識・技術や，
本人や家族支援のための地域資源との連携等について研本人や家族支援のための地域資源との連携等について研
修を行う。修を行う。

＊平成＊平成1818181818181818--------1919191919191919年度で年度で14,29914,29914,29914,29914,29914,29914,29914,299名が研修を終了名が研修を終了
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認知症サポート医の役割認知症サポート医の役割認知症サポート医の役割認知症サポート医の役割認知症サポート医の役割認知症サポート医の役割認知症サポート医の役割認知症サポート医の役割

�� かかりつけ医の認知症診断などに関する相談・アドかかりつけ医の認知症診断などに関する相談・アド
バイザーバイザー

�� 認知症サポート医同士の連携体制の構築認知症サポート医同士の連携体制の構築

�� 各地域医師会と地域包括支援センターとの連携づく各地域医師会と地域包括支援センターとの連携づく
りへの協力りへの協力

�� 都道府県・指定都市医師会を単位とした，かかりつ都道府県・指定都市医師会を単位とした，かかりつ
け医を対象とした認知症対応力の向上を図るためけ医を対象とした認知症対応力の向上を図るため
の研修の企画立案の研修の企画立案

４）適切なケアの普及４）適切なケアの普及４）適切なケアの普及４）適切なケアの普及４）適切なケアの普及４）適切なケアの普及４）適切なケアの普及４）適切なケアの普及
及び及び及び及び及び及び及び及び

本人・家族支援本人・家族支援本人・家族支援本人・家族支援本人・家族支援本人・家族支援本人・家族支援本人・家族支援

地域包括支援センターの４つの機能地域包括支援センターの４つの機能地域包括支援センターの４つの機能地域包括支援センターの４つの機能地域包括支援センターの４つの機能地域包括支援センターの４つの機能地域包括支援センターの４つの機能地域包括支援センターの４つの機能

１）総合的な相談窓口機能１）総合的な相談窓口機能１）総合的な相談窓口機能１）総合的な相談窓口機能１）総合的な相談窓口機能１）総合的な相談窓口機能１）総合的な相談窓口機能１）総合的な相談窓口機能
初期相談対応，相談支援，実態把握，権利擁護など初期相談対応，相談支援，実態把握，権利擁護など初期相談対応，相談支援，実態把握，権利擁護など初期相談対応，相談支援，実態把握，権利擁護など初期相談対応，相談支援，実態把握，権利擁護など初期相談対応，相談支援，実態把握，権利擁護など初期相談対応，相談支援，実態把握，権利擁護など初期相談対応，相談支援，実態把握，権利擁護など

２）介護予防マネジメント：２）介護予防マネジメント：２）介護予防マネジメント：２）介護予防マネジメント：２）介護予防マネジメント：２）介護予防マネジメント：２）介護予防マネジメント：２）介護予防マネジメント：地域支援事業地域支援事業地域支援事業地域支援事業地域支援事業地域支援事業地域支援事業地域支援事業
介護予防プランの作成などの介護予防サービスの利用に要する業務。介護予防プランの作成などの介護予防サービスの利用に要する業務。介護予防プランの作成などの介護予防サービスの利用に要する業務。介護予防プランの作成などの介護予防サービスの利用に要する業務。介護予防プランの作成などの介護予防サービスの利用に要する業務。介護予防プランの作成などの介護予防サービスの利用に要する業務。介護予防プランの作成などの介護予防サービスの利用に要する業務。介護予防プランの作成などの介護予防サービスの利用に要する業務。
““““““““生活機能評価”の基本チェックリスト２５項目生活機能評価”の基本チェックリスト２５項目生活機能評価”の基本チェックリスト２５項目生活機能評価”の基本チェックリスト２５項目生活機能評価”の基本チェックリスト２５項目生活機能評価”の基本チェックリスト２５項目生活機能評価”の基本チェックリスト２５項目生活機能評価”の基本チェックリスト２５項目の結果に基づき実施される。の結果に基づき実施される。の結果に基づき実施される。の結果に基づき実施される。の結果に基づき実施される。の結果に基づき実施される。の結果に基づき実施される。の結果に基づき実施される。
“特定高齢者施策”“特定高齢者施策”“特定高齢者施策”“特定高齢者施策”“特定高齢者施策”“特定高齢者施策”“特定高齢者施策”“特定高齢者施策” （ハイリスクアプローチ：軽度認知障害（ハイリスクアプローチ：軽度認知障害（ハイリスクアプローチ：軽度認知障害（ハイリスクアプローチ：軽度認知障害（ハイリスクアプローチ：軽度認知障害（ハイリスクアプローチ：軽度認知障害（ハイリスクアプローチ：軽度認知障害（ハイリスクアプローチ：軽度認知障害MCIMCIの高齢者対象の高齢者対象の高齢者対象の高齢者対象の高齢者対象の高齢者対象の高齢者対象の高齢者対象??））））））））

→→ 各種介護予防教室各種介護予防教室各種介護予防教室各種介護予防教室各種介護予防教室各種介護予防教室各種介護予防教室各種介護予防教室:  :  運動器の機能向上運動器の機能向上運動器の機能向上運動器の機能向上運動器の機能向上運動器の機能向上運動器の機能向上運動器の機能向上,, 栄養改善栄養改善栄養改善栄養改善栄養改善栄養改善栄養改善栄養改善,, 口腔機能の向上口腔機能の向上口腔機能の向上口腔機能の向上口腔機能の向上口腔機能の向上口腔機能の向上口腔機能の向上等等等等等等等等
**「「「「「「「「認知症予防認知症予防認知症予防認知症予防認知症予防認知症予防認知症予防認知症予防」項目；」項目；」項目；」項目；」項目；」項目；」項目；」項目； ①物忘れの指摘①物忘れの指摘①物忘れの指摘①物忘れの指摘①物忘れの指摘①物忘れの指摘①物忘れの指摘①物忘れの指摘,,,,,,,, ②自ら電話をかけられない②自ら電話をかけられない②自ら電話をかけられない②自ら電話をかけられない②自ら電話をかけられない②自ら電話をかけられない②自ら電話をかけられない②自ら電話をかけられない,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  

③年月日が言えない③年月日が言えない③年月日が言えない③年月日が言えない③年月日が言えない③年月日が言えない③年月日が言えない③年月日が言えない, , , , , , , , のいずれか１項目該当のいずれか１項目該当のいずれか１項目該当のいずれか１項目該当のいずれか１項目該当のいずれか１項目該当のいずれか１項目該当のいずれか１項目該当
→→“一般高齢者施策”（ポピュレーションアプローチ：全ての高齢者対象）“一般高齢者施策”（ポピュレーションアプローチ：全ての高齢者対象）“一般高齢者施策”（ポピュレーションアプローチ：全ての高齢者対象）“一般高齢者施策”（ポピュレーションアプローチ：全ての高齢者対象）“一般高齢者施策”（ポピュレーションアプローチ：全ての高齢者対象）“一般高齢者施策”（ポピュレーションアプローチ：全ての高齢者対象）“一般高齢者施策”（ポピュレーションアプローチ：全ての高齢者対象）“一般高齢者施策”（ポピュレーションアプローチ：全ての高齢者対象）としてのとしてのとしてのとしてのとしてのとしてのとしてのとしての

認知症予防教室認知症予防教室認知症予防教室認知症予防教室認知症予防教室認知症予防教室認知症予防教室認知症予防教室

３）包括的マネジメント（マネジメントの統括）３）包括的マネジメント（マネジメントの統括）３）包括的マネジメント（マネジメントの統括）３）包括的マネジメント（マネジメントの統括）３）包括的マネジメント（マネジメントの統括）３）包括的マネジメント（マネジメントの統括）３）包括的マネジメント（マネジメントの統括）３）包括的マネジメント（マネジメントの統括）
市区町村，関係機関との調整，ケアマネジメントなどのバックアップなど市区町村，関係機関との調整，ケアマネジメントなどのバックアップなど市区町村，関係機関との調整，ケアマネジメントなどのバックアップなど市区町村，関係機関との調整，ケアマネジメントなどのバックアップなど市区町村，関係機関との調整，ケアマネジメントなどのバックアップなど市区町村，関係機関との調整，ケアマネジメントなどのバックアップなど市区町村，関係機関との調整，ケアマネジメントなどのバックアップなど市区町村，関係機関との調整，ケアマネジメントなどのバックアップなど

４）権利擁護４）権利擁護４）権利擁護４）権利擁護４）権利擁護４）権利擁護４）権利擁護４）権利擁護

地域密着型サービス（平成１８年度～）地域密着型サービス（平成１８年度～）地域密着型サービス（平成１８年度～）地域密着型サービス（平成１８年度～）地域密着型サービス（平成１８年度～）地域密着型サービス（平成１８年度～）地域密着型サービス（平成１８年度～）地域密着型サービス（平成１８年度～）

�� 住み慣れた地域での生活の継続を支えるため，身近な市町村住み慣れた地域での生活の継続を支えるため，身近な市町村
を主体とするサービス類型（＝地域密着型サービス）を創設を主体とするサービス類型（＝地域密着型サービス）を創設

�� 地域密着型サービスに含まれるもの地域密着型サービスに含まれるもの

①小規模多機能型居宅介護①小規模多機能型居宅介護（平成１８年度～（平成１８年度～ ））

「通い」を中心として，要介護者の様態や希望に応じて，随時「通い」を中心として，要介護者の様態や希望に応じて，随時「通い」を中心として，要介護者の様態や希望に応じて，随時「通い」を中心として，要介護者の様態や希望に応じて，随時「通い」を中心として，要介護者の様態や希望に応じて，随時「通い」を中心として，要介護者の様態や希望に応じて，随時「通い」を中心として，要介護者の様態や希望に応じて，随時「通い」を中心として，要介護者の様態や希望に応じて，随時

「訪問」や「泊まり」を組み合わせてサービスを提供することで，「訪問」や「泊まり」を組み合わせてサービスを提供することで，「訪問」や「泊まり」を組み合わせてサービスを提供することで，「訪問」や「泊まり」を組み合わせてサービスを提供することで，「訪問」や「泊まり」を組み合わせてサービスを提供することで，「訪問」や「泊まり」を組み合わせてサービスを提供することで，「訪問」や「泊まり」を組み合わせてサービスを提供することで，「訪問」や「泊まり」を組み合わせてサービスを提供することで，

中重度となっても在宅での生活が継続できるよう支援する。中重度となっても在宅での生活が継続できるよう支援する。中重度となっても在宅での生活が継続できるよう支援する。中重度となっても在宅での生活が継続できるよう支援する。中重度となっても在宅での生活が継続できるよう支援する。中重度となっても在宅での生活が継続できるよう支援する。中重度となっても在宅での生活が継続できるよう支援する。中重度となっても在宅での生活が継続できるよう支援する。

②認知症高齢者グループホーム②認知症高齢者グループホーム

③夜間対応型訪問介護③夜間対応型訪問介護

④認知症高齢者専用デイサービス④認知症高齢者専用デイサービス

⑤小規模（定員２９人以下）の介護老人福祉施設⑤小規模（定員２９人以下）の介護老人福祉施設

⑥小規模（定員２９人以下）の介護専用型特定施設⑥小規模（定員２９人以下）の介護専用型特定施設

ケアと本人・家族支援に関する対策ケアと本人・家族支援に関する対策ケアと本人・家族支援に関する対策ケアと本人・家族支援に関する対策ケアと本人・家族支援に関する対策ケアと本人・家族支援に関する対策ケアと本人・家族支援に関する対策ケアと本人・家族支援に関する対策

①①認知症ケアの標準化・高度化認知症ケアの標準化・高度化に向けた取り組みに向けた取り組み

②医療との連携を含めた地域包括ケア体制の強化②医療との連携を含めた地域包括ケア体制の強化

＊＊地域包括支援センター地域包括支援センターに認知症連携担当者に認知症連携担当者を配置しを配置し,,

認知症疾患医療センター認知症疾患医療センターやや認知症サポート医認知症サポート医との連携との連携
を強化（を強化（全国１５０ヶ所全国１５０ヶ所））〔〔認知症強化型認知症強化型〕〕

＊地域における多職種研修＊地域における多職種研修

③専門家や経験者が相談に応じる③専門家や経験者が相談に応じるコールセンターコールセンター

の設置（各都道府県・指定都市に１ヶ所）の設置（各都道府県・指定都市に１ヶ所）

④④「認知症を知り地域をつくる１０か年」構想「認知症を知り地域をつくる１０か年」構想等等の推進の推進

厚生労働省老健局計画課認知症・虐待防止対策推進室厚生労働省老健局計画課認知症・虐待防止対策推進室
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「認知症を知り地域をつくる１０ヵ年」の構想「認知症を知り地域をつくる１０ヵ年」の構想「認知症を知り地域をつくる１０ヵ年」の構想「認知症を知り地域をつくる１０ヵ年」の構想「認知症を知り地域をつくる１０ヵ年」の構想「認知症を知り地域をつくる１０ヵ年」の構想「認知症を知り地域をつくる１０ヵ年」の構想「認知症を知り地域をつくる１０ヵ年」の構想

�� 20052005200520052005200520052005年年年年年年年年44444444月スタート月スタート月スタート月スタート月スタート月スタート月スタート月スタート
（（（（（（（（20042004200420042004200420042004年の「痴呆」年の「痴呆」年の「痴呆」年の「痴呆」年の「痴呆」年の「痴呆」年の「痴呆」年の「痴呆」→→→→→→→→「認知症」への用語変更を契機として）「認知症」への用語変更を契機として）「認知症」への用語変更を契機として）「認知症」への用語変更を契機として）「認知症」への用語変更を契機として）「認知症」への用語変更を契機として）「認知症」への用語変更を契機として）「認知症」への用語変更を契機として）

�� 20052005200520052005200520052005年「認知症を知る１年」：年「認知症を知る１年」：年「認知症を知る１年」：年「認知症を知る１年」：年「認知症を知る１年」：年「認知症を知る１年」：年「認知症を知る１年」：年「認知症を知る１年」： 20052005200520052005200520052005年度到達目標年度到達目標年度到達目標年度到達目標年度到達目標年度到達目標年度到達目標年度到達目標
多くの住民が認知症について知り，各自なりの対応・支援を考え多くの住民が認知症について知り，各自なりの対応・支援を考え多くの住民が認知症について知り，各自なりの対応・支援を考え多くの住民が認知症について知り，各自なりの対応・支援を考え多くの住民が認知症について知り，各自なりの対応・支援を考え多くの住民が認知症について知り，各自なりの対応・支援を考え多くの住民が認知症について知り，各自なりの対応・支援を考え多くの住民が認知症について知り，各自なりの対応・支援を考え

ていただくための素材づくり，地域づくりのモデルができている。ていただくための素材づくり，地域づくりのモデルができている。ていただくための素材づくり，地域づくりのモデルができている。ていただくための素材づくり，地域づくりのモデルができている。ていただくための素材づくり，地域づくりのモデルができている。ていただくための素材づくり，地域づくりのモデルができている。ていただくための素材づくり，地域づくりのモデルができている。ていただくための素材づくり，地域づくりのモデルができている。

�� 20092009200920092009200920092009年（中間年）：年（中間年）：年（中間年）：年（中間年）：年（中間年）：年（中間年）：年（中間年）：年（中間年）： 20092009200920092009200920092009年度到達目標年度到達目標年度到達目標年度到達目標年度到達目標年度到達目標年度到達目標年度到達目標
＊認知症について学んだ住民等が＊認知症について学んだ住民等が＊認知症について学んだ住民等が＊認知症について学んだ住民等が＊認知症について学んだ住民等が＊認知症について学んだ住民等が＊認知症について学んだ住民等が＊認知症について学んだ住民等が100100100100100100100100万人程度に達し，地域のサ万人程度に達し，地域のサ万人程度に達し，地域のサ万人程度に達し，地域のサ万人程度に達し，地域のサ万人程度に達し，地域のサ万人程度に達し，地域のサ万人程度に達し，地域のサ

ポーターになっているポーターになっているポーターになっているポーターになっているポーターになっているポーターになっているポーターになっているポーターになっている((((((((認知症サポーター認知症サポーター認知症サポーター認知症サポーター認知症サポーター認知症サポーター認知症サポーター認知症サポーター100100100100100100100100万人キャラバン万人キャラバン万人キャラバン万人キャラバン万人キャラバン万人キャラバン万人キャラバン万人キャラバン))))))))。。。。。。。。

＊認知症になっても安心して暮らせるモデル的な地域が全国都道＊認知症になっても安心して暮らせるモデル的な地域が全国都道＊認知症になっても安心して暮らせるモデル的な地域が全国都道＊認知症になっても安心して暮らせるモデル的な地域が全国都道＊認知症になっても安心して暮らせるモデル的な地域が全国都道＊認知症になっても安心して暮らせるモデル的な地域が全国都道＊認知症になっても安心して暮らせるモデル的な地域が全国都道＊認知症になっても安心して暮らせるモデル的な地域が全国都道

府県でいくつかできている。府県でいくつかできている。府県でいくつかできている。府県でいくつかできている。府県でいくつかできている。府県でいくつかできている。府県でいくつかできている。府県でいくつかできている。

�� 「認知症を知り地域をつくる１０ヵ年」「認知症を知り地域をつくる１０ヵ年」「認知症を知り地域をつくる１０ヵ年」「認知症を知り地域をつくる１０ヵ年」「認知症を知り地域をつくる１０ヵ年」「認知症を知り地域をつくる１０ヵ年」「認知症を知り地域をつくる１０ヵ年」「認知症を知り地域をつくる１０ヵ年」 20142014201420142014201420142014年度到達目標年度到達目標年度到達目標年度到達目標年度到達目標年度到達目標年度到達目標年度到達目標
認知症を理解し支援する人（サポーター）が地域に数多く存在し，認知症を理解し支援する人（サポーター）が地域に数多く存在し，認知症を理解し支援する人（サポーター）が地域に数多く存在し，認知症を理解し支援する人（サポーター）が地域に数多く存在し，認知症を理解し支援する人（サポーター）が地域に数多く存在し，認知症を理解し支援する人（サポーター）が地域に数多く存在し，認知症を理解し支援する人（サポーター）が地域に数多く存在し，認知症を理解し支援する人（サポーター）が地域に数多く存在し，

全ての町が認知症になっても安心して暮らせる地域になっている。全ての町が認知症になっても安心して暮らせる地域になっている。全ての町が認知症になっても安心して暮らせる地域になっている。全ての町が認知症になっても安心して暮らせる地域になっている。全ての町が認知症になっても安心して暮らせる地域になっている。全ての町が認知症になっても安心して暮らせる地域になっている。全ての町が認知症になっても安心して暮らせる地域になっている。全ての町が認知症になっても安心して暮らせる地域になっている。

認知症地域支援体制構築等推進事業認知症地域支援体制構築等推進事業認知症地域支援体制構築等推進事業認知症地域支援体制構築等推進事業認知症地域支援体制構築等推進事業認知症地域支援体制構築等推進事業認知症地域支援体制構築等推進事業認知症地域支援体制構築等推進事業
（平成１９年度～）（平成１９年度～）（平成１９年度～）（平成１９年度～）（平成１９年度～）（平成１９年度～）（平成１９年度～）（平成１９年度～）

地域において認知症の人と家族を支えるため地域において認知症の人と家族を支えるため,,支援を行う「資源」支援を行う「資源」
をネットワーク化しをネットワーク化し,,相互連携を通じた地域支援体制を構築相互連携を通じた地域支援体制を構築

（実施主体）都道府県（実施主体）都道府県

（事業内容）（事業内容）

１．推進会議の設置（都道府県）１．推進会議の設置（都道府県）

２．地域支援体制構築事業２．地域支援体制構築事業

＊＊コーディネーターコーディネーターの配置の配置

＊＊地域資源マップ地域資源マップの作成の作成

＊地域支援体制推進事業＊地域支援体制推進事業

コーディネーター等によるケアのサポートコーディネーター等によるケアのサポート

徘徊徘徊SOSSOSネットワークの構築ネットワークの構築 などなど

＊認知症対応型サービス事例の普及＊認知症対応型サービス事例の普及

地域資源マップ地域資源マップ地域資源マップ地域資源マップ地域資源マップ地域資源マップ地域資源マップ地域資源マップ

（例）地域包括支援センター（例）地域包括支援センター, , 認知症サポート医認知症サポート医,,
かかりつけ医かかりつけ医, , 認知症介護指導者認知症介護指導者, , 
キャラバンメイトキャラバンメイト, , 認知症サポーター認知症サポーター, , 介護施設介護施設,,
事業所事業所, , 民生委員民生委員, , 認知症の人と家族の支援団体認知症の人と家族の支援団体,,
警察・消防等警察・消防等, , 権利擁護関係者権利擁護関係者, , 福祉福祉NPONPONPONPONPONPONPONPO, , 近隣商店近隣商店
等等

＊マップ掲載者の留意事項＊マップ掲載者の留意事項
・役割の合意形成・役割の合意形成
・ネットワーク形成・ネットワーク形成

５）若年性認知症対策５）若年性認知症対策５）若年性認知症対策５）若年性認知症対策５）若年性認知症対策５）若年性認知症対策５）若年性認知症対策５）若年性認知症対策
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若年性認知症に関する現状と課題若年性認知症に関する現状と課題若年性認知症に関する現状と課題若年性認知症に関する現状と課題若年性認知症に関する現状と課題若年性認知症に関する現状と課題若年性認知症に関する現状と課題若年性認知症に関する現状と課題

�� 現役世代で発症し，仕事の継続が困難となる現役世代で発症し，仕事の継続が困難となる

�� 経済的な面も含めて本人・家族の生活が困難経済的な面も含めて本人・家族の生活が困難
になりやすいになりやすい

�� 利用できる福祉や雇用の施策があまり知られ利用できる福祉や雇用の施策があまり知られ
ていないていない

�� 現時点で，３万人～１０万人？の患者がいる現時点で，３万人～１０万人？の患者がいる

→→ 社会問題！社会問題！

若年性認知症対策の概要若年性認知症対策の概要若年性認知症対策の概要若年性認知症対策の概要若年性認知症対策の概要若年性認知症対策の概要若年性認知症対策の概要若年性認知症対策の概要

①①若年性認知症コールセンター若年性認知症コールセンターの設置（全国１か所）の設置（全国１か所）

②オーダーメイドの支援体制の形成②オーダーメイドの支援体制の形成

認知症連携担当者が本人の状態に合わせて認知症連携担当者が本人の状態に合わせて雇雇

用・就労，障害者福祉，介護サービス用・就労，障害者福祉，介護サービスにつなぐにつなぐ

③③若年性認知症就労支援ネットワーク若年性認知症就労支援ネットワークの創設の創設

④モデル事業による④モデル事業による若年性認知症若年性認知症ケアの研究・普及ケアの研究・普及

⑤国民・企業等への広報啓発⑤国民・企業等への広報啓発

厚生労働省老健局計画課認知症・虐待防止対策推進室厚生労働省老健局計画課認知症・虐待防止対策推進室

若年性認知症対策（１）若年性認知症対策（１）若年性認知症対策（１）若年性認知症対策（１）若年性認知症対策（１）若年性認知症対策（１）若年性認知症対策（１）若年性認知症対策（１）

�� 若年性認知症コールセンター・かかりつけ医若年性認知症コールセンター・かかりつけ医若年性認知症コールセンター・かかりつけ医若年性認知症コールセンター・かかりつけ医若年性認知症コールセンター・かかりつけ医若年性認知症コールセンター・かかりつけ医若年性認知症コールセンター・かかりつけ医若年性認知症コールセンター・かかりつけ医
若年性認知症に関する相談若年性認知症に関する相談若年性認知症に関する相談若年性認知症に関する相談若年性認知症に関する相談若年性認知症に関する相談若年性認知症に関する相談若年性認知症に関する相談

雇用継続に関する相談・助言雇用継続に関する相談・助言雇用継続に関する相談・助言雇用継続に関する相談・助言雇用継続に関する相談・助言雇用継続に関する相談・助言雇用継続に関する相談・助言雇用継続に関する相談・助言

確定診断の依頼確定診断の依頼確定診断の依頼確定診断の依頼確定診断の依頼確定診断の依頼確定診断の依頼確定診断の依頼

�� 認知症疾患医療センター（全国認知症疾患医療センター（全国認知症疾患医療センター（全国認知症疾患医療センター（全国認知症疾患医療センター（全国認知症疾患医療センター（全国認知症疾患医療センター（全国認知症疾患医療センター（全国150150ヶ所）ヶ所）ヶ所）ヶ所）ヶ所）ヶ所）ヶ所）ヶ所）
確定診断－連携担当者確定診断－連携担当者確定診断－連携担当者確定診断－連携担当者確定診断－連携担当者確定診断－連携担当者確定診断－連携担当者確定診断－連携担当者

�� 地域包括支援センター地域包括支援センター地域包括支援センター地域包括支援センター地域包括支援センター地域包括支援センター地域包括支援センター地域包括支援センター （全国（全国（全国（全国（全国（全国（全国（全国150150ヶ所）ヶ所）ヶ所）ヶ所）ヶ所）ヶ所）ヶ所）ヶ所）
認知症連携担当者認知症連携担当者認知症連携担当者認知症連携担当者認知症連携担当者認知症連携担当者認知症連携担当者認知症連携担当者

（２）（２）（２）（２）（２）（２）（２）（２）〔〔〔〔〔〔〔〔ⅠⅠⅠⅠⅠⅠⅠⅠ・・・・・・・・ⅡⅡⅡⅡⅡⅡⅡⅡ〕〕〕〕〕〕〕〕

若年性認知症対策（２）若年性認知症対策（２）若年性認知症対策（２）若年性認知症対策（２）若年性認知症対策（２）若年性認知症対策（２）若年性認知症対策（２）若年性認知症対策（２）
ⅠⅠⅠⅠⅠⅠⅠⅠ．障害者．障害者．障害者．障害者．障害者．障害者．障害者．障害者就労支援関係（相談支援事業者：市町村設置）就労支援関係（相談支援事業者：市町村設置）就労支援関係（相談支援事業者：市町村設置）就労支援関係（相談支援事業者：市町村設置）就労支援関係（相談支援事業者：市町村設置）就労支援関係（相談支援事業者：市町村設置）就労支援関係（相談支援事業者：市町村設置）就労支援関係（相談支援事業者：市町村設置）

①①①①①①①①雇用継続雇用継続雇用継続雇用継続雇用継続雇用継続雇用継続雇用継続を希望を希望を希望を希望を希望を希望を希望を希望 →→障害者就業・生活支援センター障害者就業・生活支援センター障害者就業・生活支援センター障害者就業・生活支援センター障害者就業・生活支援センター障害者就業・生活支援センター障害者就業・生活支援センター障害者就業・生活支援センター
地域障害者職業センター地域障害者職業センター地域障害者職業センター地域障害者職業センター地域障害者職業センター地域障害者職業センター地域障害者職業センター地域障害者職業センター

②②②②②②②②障害福祉サービス障害福祉サービス障害福祉サービス障害福祉サービス障害福祉サービス障害福祉サービス障害福祉サービス障害福祉サービス利用を希望利用を希望利用を希望利用を希望利用を希望利用を希望利用を希望利用を希望
→→障害者自立支援法障害者自立支援法障害者自立支援法障害者自立支援法障害者自立支援法障害者自立支援法障害者自立支援法障害者自立支援法に基づくに基づくに基づくに基づくに基づくに基づくに基づくに基づく

障害福祉サービス事業所障害福祉サービス事業所障害福祉サービス事業所障害福祉サービス事業所障害福祉サービス事業所障害福祉サービス事業所障害福祉サービス事業所障害福祉サービス事業所

ⅡⅡⅡⅡⅡⅡⅡⅡ．介護サービス関係（住所地の地域包括支援センター）．介護サービス関係（住所地の地域包括支援センター）．介護サービス関係（住所地の地域包括支援センター）．介護サービス関係（住所地の地域包括支援センター）．介護サービス関係（住所地の地域包括支援センター）．介護サービス関係（住所地の地域包括支援センター）．介護サービス関係（住所地の地域包括支援センター）．介護サービス関係（住所地の地域包括支援センター）
①①①①①①①①介護保険以外のデイサービス介護保険以外のデイサービス介護保険以外のデイサービス介護保険以外のデイサービス介護保険以外のデイサービス介護保険以外のデイサービス介護保険以外のデイサービス介護保険以外のデイサービス等（等（等（等（等（等（等（等（モデル事業モデル事業モデル事業モデル事業モデル事業モデル事業モデル事業モデル事業：：：：：：：： NPONPONPONPONPONPONPONPO法人等）法人等）法人等）法人等）法人等）法人等）法人等）法人等）
②②②②②②②②介護保険サービス介護保険サービス介護保険サービス介護保険サービス介護保険サービス介護保険サービス介護保険サービス介護保険サービス事業所事業所事業所事業所事業所事業所事業所事業所

＊若年性認知症就労支援ネットワーク＊若年性認知症就労支援ネットワーク＊若年性認知症就労支援ネットワーク＊若年性認知症就労支援ネットワーク＊若年性認知症就労支援ネットワーク＊若年性認知症就労支援ネットワーク＊若年性認知症就労支援ネットワーク＊若年性認知症就労支援ネットワーク
〔〔〔〔〔〔〔〔障害者就労支援ネットワークの発展型障害者就労支援ネットワークの発展型障害者就労支援ネットワークの発展型障害者就労支援ネットワークの発展型障害者就労支援ネットワークの発展型障害者就労支援ネットワークの発展型障害者就労支援ネットワークの発展型障害者就労支援ネットワークの発展型〕〕〕〕〕〕〕〕

都道府県（介護部門・障害福祉部門），医療機関，経済団体都道府県（介護部門・障害福祉部門），医療機関，経済団体都道府県（介護部門・障害福祉部門），医療機関，経済団体都道府県（介護部門・障害福祉部門），医療機関，経済団体都道府県（介護部門・障害福祉部門），医療機関，経済団体都道府県（介護部門・障害福祉部門），医療機関，経済団体都道府県（介護部門・障害福祉部門），医療機関，経済団体都道府県（介護部門・障害福祉部門），医療機関，経済団体

認知症と地域づくり認知症と地域づくり認知症と地域づくり認知症と地域づくり認知症と地域づくり認知症と地域づくり認知症と地域づくり認知症と地域づくり

国立長寿医療センター包括診療部長国立長寿医療センター包括診療部長国立長寿医療センター包括診療部長国立長寿医療センター包括診療部長国立長寿医療センター包括診療部長国立長寿医療センター包括診療部長国立長寿医療センター包括診療部長国立長寿医療センター包括診療部長

遠藤英俊先生遠藤英俊先生遠藤英俊先生遠藤英俊先生遠藤英俊先生遠藤英俊先生遠藤英俊先生遠藤英俊先生
の基調講演より（一部）の基調講演より（一部）の基調講演より（一部）の基調講演より（一部）の基調講演より（一部）の基調講演より（一部）の基調講演より（一部）の基調講演より（一部）

香川県介護支援専門員協議会公開講座香川県介護支援専門員協議会公開講座香川県介護支援専門員協議会公開講座香川県介護支援専門員協議会公開講座香川県介護支援専門員協議会公開講座香川県介護支援専門員協議会公開講座香川県介護支援専門員協議会公開講座香川県介護支援専門員協議会公開講座

第第第第第第第第99999999回日本認知症ケア学会大会回日本認知症ケア学会大会回日本認知症ケア学会大会回日本認知症ケア学会大会回日本認知症ケア学会大会回日本認知症ケア学会大会回日本認知症ケア学会大会回日本認知症ケア学会大会

20082008200820082008200820082008年年年年年年年年99999999月月月月月月月月2828282828282828日日日日日日日日，高松市，高松市，高松市，高松市，高松市，高松市，高松市，高松市

認知症と地域づくり認知症と地域づくり認知症と地域づくり認知症と地域づくり認知症と地域づくり認知症と地域づくり認知症と地域づくり認知症と地域づくり

①①地域包括支援センター地域包括支援センター中心のネットワーク（中心のネットワーク（地域力地域力））
②②ケアマネジャー（介護支援専門員）ケアマネジャー（介護支援専門員）人材育成・生涯学習人材育成・生涯学習
③③医師をまき込んだ連携システム医師をまき込んだ連携システム（病院（病院→→在宅）在宅）
④④地域資源マップ地域資源マップの作成の作成
⑤⑤インフォーマルケアインフォーマルケアの育成の育成
⑥⑥サポーター養成サポーター養成からから支えあいネットワーク支えあいネットワーク
⑦⑦徘徊ＳＯＳネットワーク徘徊ＳＯＳネットワーク，地震等被災時対策，傾聴，，地震等被災時対策，傾聴，

独居高齢者対策独居高齢者対策，見守り支援，見守り支援 などなど

⑧⑧小規模多機能居宅介護，ケア付き集合住宅小規模多機能居宅介護，ケア付き集合住宅の重要性（将来，の重要性（将来，
ターミナルケア・看とりの場）ターミナルケア・看とりの場）

国立長寿医療センター包括診療部長国立長寿医療センター包括診療部長国立長寿医療センター包括診療部長国立長寿医療センター包括診療部長国立長寿医療センター包括診療部長国立長寿医療センター包括診療部長国立長寿医療センター包括診療部長国立長寿医療センター包括診療部長 遠藤英俊：基調講演「認知症と地域づくり」遠藤英俊：基調講演「認知症と地域づくり」遠藤英俊：基調講演「認知症と地域づくり」遠藤英俊：基調講演「認知症と地域づくり」遠藤英俊：基調講演「認知症と地域づくり」遠藤英俊：基調講演「認知症と地域づくり」遠藤英俊：基調講演「認知症と地域づくり」遠藤英俊：基調講演「認知症と地域づくり」
第第第第第第第第99回日本認知症ケア学会大会：香川県介護支援専門員協議会公開講座回日本認知症ケア学会大会：香川県介護支援専門員協議会公開講座回日本認知症ケア学会大会：香川県介護支援専門員協議会公開講座回日本認知症ケア学会大会：香川県介護支援専門員協議会公開講座回日本認知症ケア学会大会：香川県介護支援専門員協議会公開講座回日本認知症ケア学会大会：香川県介護支援専門員協議会公開講座回日本認知症ケア学会大会：香川県介護支援専門員協議会公開講座回日本認知症ケア学会大会：香川県介護支援専門員協議会公開講座

20082008年年年年年年年年99月月月月月月月月2828日，高松市日，高松市日，高松市日，高松市日，高松市日，高松市日，高松市日，高松市
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認知症強化型地域包括支援センターの構想認知症強化型地域包括支援センターの構想認知症強化型地域包括支援センターの構想認知症強化型地域包括支援センターの構想認知症強化型地域包括支援センターの構想認知症強化型地域包括支援センターの構想認知症強化型地域包括支援センターの構想認知症強化型地域包括支援センターの構想

①①認知症の地域包括ケア認知症の地域包括ケア

②②認知症強化型認知症強化型地域包括支援センター地域包括支援センター （全国１５０ヶ所）（全国１５０ヶ所）

にに認知症連携担当者認知症連携担当者を配置を配置

③他の地域包括支援センター③他の地域包括支援センター ケアマネジャーとの連携ケアマネジャーとの連携

④④認知症疾患医療センター認知症疾患医療センター（（連携担当者；連携担当者；PSWPSWPSWPSWPSWPSWPSWPSW等等等等等等等等を配置を配置を配置を配置を配置を配置を配置を配置））

（全国１５０ヶ所）との情報交換・連携（全国１５０ヶ所）との情報交換・連携〔〔ツインタワー構想ツインタワー構想〕〕

⑤⑤ケアマネジャーの支援・地域研修の実施ケアマネジャーの支援・地域研修の実施

⑥本人・家族への相談・支援（“家族支援プログラム”）⑥本人・家族への相談・支援（“家族支援プログラム”）

⑦虐待防止・権利擁護⑦虐待防止・権利擁護 などなど

国立長寿医療センター包括診療部長国立長寿医療センター包括診療部長国立長寿医療センター包括診療部長国立長寿医療センター包括診療部長国立長寿医療センター包括診療部長国立長寿医療センター包括診療部長国立長寿医療センター包括診療部長国立長寿医療センター包括診療部長 遠藤英俊：遠藤英俊：遠藤英俊：遠藤英俊：遠藤英俊：遠藤英俊：遠藤英俊：遠藤英俊： 「認知症と地域づくり」「認知症と地域づくり」「認知症と地域づくり」「認知症と地域づくり」「認知症と地域づくり」「認知症と地域づくり」「認知症と地域づくり」「認知症と地域づくり」

第第第第第第第第99回日本認知症ケア学会大会：香川県介護支援専門員協議会公開講座回日本認知症ケア学会大会：香川県介護支援専門員協議会公開講座回日本認知症ケア学会大会：香川県介護支援専門員協議会公開講座回日本認知症ケア学会大会：香川県介護支援専門員協議会公開講座回日本認知症ケア学会大会：香川県介護支援専門員協議会公開講座回日本認知症ケア学会大会：香川県介護支援専門員協議会公開講座回日本認知症ケア学会大会：香川県介護支援専門員協議会公開講座回日本認知症ケア学会大会：香川県介護支援専門員協議会公開講座
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FUKUYAMA YUAIFUKUYAMA YUAI--OUTDOOR ACTIVITY CARE PROGRAM (FYOUTDOOR ACTIVITY CARE PROGRAM (FY--OACP)OACP)

IMPROVES QUALITY OF LIFE IN THE DEMENTED ELDERLYIMPROVES QUALITY OF LIFE IN THE DEMENTED ELDERLY

－－－－－－－－VALIDITY AND USEFULNESS OF THE RECENTLY DEVELOPED JAPANESE VALIDITY AND USEFULNESS OF THE RECENTLY DEVELOPED JAPANESE 

QUALITY OF LIFE INVENTORY FOR THE ELDERLY WITH DEMENTIA (QOLQUALITY OF LIFE INVENTORY FOR THE ELDERLY WITH DEMENTIA (QOL--D) D) －－－－－－－－
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Yukito Maeba, RN;  Sachiko Yamasaki, RN;  Kozue Kitamura, CP 

Izumi Mikami, CP;  Eizo Nakada, MD;  Koso Suemaru, MD
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第第第第第第第第1111回国際老年精神医学会回国際老年精神医学会回国際老年精神医学会回国際老年精神医学会回国際老年精神医学会回国際老年精神医学会回国際老年精神医学会回国際老年精神医学会,  ,  米国シカゴ市米国シカゴ市米国シカゴ市米国シカゴ市米国シカゴ市米国シカゴ市米国シカゴ市米国シカゴ市,  2003,  2003年年年年年年年年88月月月月月月月月

アセチルコリンエステラーゼ阻害剤：アセチルコリンエステラーゼ阻害剤：アセチルコリンエステラーゼ阻害剤：アセチルコリンエステラーゼ阻害剤：アセチルコリンエステラーゼ阻害剤：アセチルコリンエステラーゼ阻害剤：アセチルコリンエステラーゼ阻害剤：アセチルコリンエステラーゼ阻害剤：
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その薬理作用の機序は？その薬理作用の機序は？その薬理作用の機序は？その薬理作用の機序は？その薬理作用の機序は？その薬理作用の機序は？その薬理作用の機序は？その薬理作用の機序は？

「まだ何も言えねえ！」「まだ何も言えねえ！」「まだ何も言えねえ！」「まだ何も言えねえ！」「まだ何も言えねえ！」「まだ何も言えねえ！」「まだ何も言えねえ！」「まだ何も言えねえ！」
〈〈〈〈〈〈〈〈米国米国米国米国米国米国米国米国J. MintzerJ. Mintzer教授：教授：教授：教授：教授：教授：教授：教授：20032003年年年年年年年年88月月月月月月月月〉〉〉〉〉〉〉〉 （競泳：北島選手）（競泳：北島選手）（競泳：北島選手）（競泳：北島選手）（競泳：北島選手）（競泳：北島選手）（競泳：北島選手）（競泳：北島選手）
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発想の転換発想の転換発想の転換発想の転換発想の転換発想の転換発想の転換発想の転換
創造力創造力創造力創造力創造力創造力創造力創造力

『『『『『『『『走りながら考える走りながら考える走りながら考える走りながら考える走りながら考える走りながら考える走りながら考える走りながら考える』』』』』』』』
まず走り出せ！まず走り出せ！まず走り出せ！まず走り出せ！まず走り出せ！まず走り出せ！まず走り出せ！まず走り出せ！
そして考えよ！そして考えよ！そして考えよ！そして考えよ！そして考えよ！そして考えよ！そして考えよ！そして考えよ！

さもなくば，新たな事業はさもなくば，新たな事業はさもなくば，新たな事業はさもなくば，新たな事業はさもなくば，新たな事業はさもなくば，新たな事業はさもなくば，新たな事業はさもなくば，新たな事業は
遂行できぬ！遂行できぬ！遂行できぬ！遂行できぬ！遂行できぬ！遂行できぬ！遂行できぬ！遂行できぬ！

Fukuyama Yuai HospitalFukuyama Yuai Hospital
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今の僕は，今の僕は，今の僕は，今の僕は，今の僕は，今の僕は，今の僕は，今の僕は，
まだまだまだまだまだまだまだまだ

何も言えねえ！何も言えねえ！何も言えねえ！何も言えねえ！何も言えねえ！何も言えねえ！何も言えねえ！何も言えねえ！
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