
若年性認知症「意味性認知症」の妻の介護 

【初診：認知症診断】 

妻が認知症と診断されたのは H20年 12月の 58才の時で、その１年前の H19年 11月に左乳が

んの手術を行い抗がん剤治療を受けている時でした。 

妻はかなり前から「言葉が直ぐに出てこない」と云ったりしていましたが、生活する上で支障

をきたすことがなかったのでそのまま過ごしていました。 

ところが、勤め先で「一度検査を受けられたら」と云われ、私に内緒で乳がん治療中の病院で

診察（神経内科）を受け認知症と云われ、翌週に改めて私と再度長谷川式認知症テストを受け、

その結果（１７点）から認知症ですと明確に診断され、２０年以上勤めていた銀行を辞めました。 

【病名の確定】 

さて病名ですが、認知症と診断されましたが病名は云われないうちに医師と信頼関係が保てな

い状態となり、H22年 6月に地元の病院（神経内科）に転院しました。ところがこの病院も精密

検査を行うことなく簡単な問診だけで、薬の服用も「どの薬が良いですか」と聞かれア然として

しまいましたが、転院したばかりということと、車で 15分の利便性を考え受診を続けました。 

しかし、H23 年 1 月に認可された新薬の処方について聞くと、「大学病院より半年以上遅くな

る」との回答に、この病院に見切りをつけ次の病院探しを始めました。 

現在はいろいろな講演会や介護者の会に参加することによって多くの情報や知識を得られる

ようになり、抗認知症薬に対する考え方が変わりましたが、この当時は、新薬等で良くなってほ

しいという強い思いから、娘に相談して３つ目の病院を決め、H23年 1月に私が選んだ医師が外

来診察を行う日に合せて受診し、血液検査、ＭＲＩ、血流検査などの検査結果とアルツハイマー

型の画像を見比べながら「※１意味性認知症です」と診断され、「治療薬も治療方法もありません」

と云われました。 

認知症と診断されてから２年経過して初めて病名が確定するとともに、聞いたこともない病名

と治療薬も治療方法もないことを知らされました。 

【病状】 

《介護認定調査》 

H23年 1月に受診した時、医師から介護認定を受けるように勧められ、翌 2月に初めて調査を

受け要介護１と認定され、数か月後の 7月に行われた更新調査で要介護２になりました。 

しかし、常時介助が必要な状態でなかったのと、私がフルタイムで働いていたことから介護認

定を受けただけで、介護保険を利用することはありませんでした。 

※調査は H25.07 に更新調査を受け要介護２のままでしたが、その次の更新調査（H27.07）を

受ける前の H27.01に区分変更調査を受け、要介護度が「2」⇒「4」に上昇しました。 

《山歩き》 

有酸素運動は脳の活性化に効果があると知り、H21年 4月に山の会に入会し、足首を骨折した

H26年 10月迄の 5年 7ケ月の間、月数回の山行に参加していました。 

その中で、結婚 40周年記念として旧東海道夫婦二人旅を計画し、H24年 3月に日本橋を出発、

約 500㎞を 2年掛けて歩き、H26年 1月に京都三条大橋に到着しました。 

※知人から「出発した 3月 11日は東日本大震災の日、到着した 1月 17日は阪神淡路大震災の

日と誠に奇遇で、二人が助け合い、沿道の人に助けられて成就できたのは絆、震災も人々が助け

合って復興するのも絆、という縁でしょうか」、とメールを頂きました。 

認知症要介護 2の状態で約 500㎞を完歩したことは凄いことで、道中記録（プチ喧嘩、頻回の



トイレ通い、洗面や着替え介助など）を「旧東海道夫婦二人旅」のブログで公開しました。 

《趣味》 

着物着付けは新婚旅行で着物を着て京都の町を歩くことを夢に描いていたのですが、帯結びが

出来なかったことが発端となり、着付け教室に通って習い始めてから一番の趣味になりました。 

そして、S52年に 4人の生徒さんで始めた着物着付け教室は、H24年 2月頃まで創作帯結びを

考案したり、人体を使って練習したりしていましたが、H24 年 12 月に最後の生徒さんが終了し

たことを以って、約 35年続いた着物着付け教室を閉鎖しました。 

それ以降は、私が「練習しなくていいの？」と聞いても、着物に目を向けることがなくなり、

自然と着物から遠のいていきました。 

一方、着物着付けの依頼は教室を止めてからも続き、その度丁重にお断りさせて頂いています。 

《車の運転》 

車の運転は、S57年 1月に免許証を取得してから無事故、無違反で、私のお抱え運転手として

大活躍して頂きました。 

しかし、H24 年 7 月にアクセルとブレーキの踏み間違えて走り出したことを契機に、「もう運

転しなくていいよ」と運転を取り止めさせると、「しなくいいいの」とホッとした表情になりま

した。 

妻は以前から「運転したくない」と云っていたのですが、運転をしないと忘れてしまうと考え、

妻の気持ちよりも運転させることを優先していたので、妻がホッとした顔を見せた時、気持ちを

無視していたことを痛感させられました。 

なお、免許証は更新前の H26年 5月に返上し、運転経歴証明証の発行を受け、身分証明書とし

て利用しています。 

また、機械式駐車場の開閉操作（2桁の数字入力と開閉で違う釦操作）は、出来たり、出来な

かったりを繰り返しながら続けていましたが、H26年 10月に出来なくなりました。 

《通院》 

最寄り駅で待ち合せて通院していましたが、主治医から「一人での行動は危険です」と云われ、

H24年 6月から休暇を取って家から付き添うようにしました。 

なお、２番目の病院の時は、往路は妻、復路は私が運転して通院していました。 

【本格的な介護】 

H25年 3月で勤めを終え年金生活者になって家に居るようになると、今まで見なかった妻の状

態を全て見るようになり、思っていた以上に認知機能が低下していることを知りました。 

そのため、妻の母親（結婚してから亡くなるまで同居）が利用したことがある施設とケアマネ

ージャー（以下「ケアマネ」）契約を締結し、デイサービス（以下「デイ」）利用に向けて介護施

設の見学を始めました。 

介護施設で自分の母親ぐらいの高齢者を目の前にすると、妻は「私は結構です」と強い拒絶反

応を示しました。 

そのため少し期間をおいて別の施設を見学すると拒絶反応を示さなかったので、その施設と契

約し、9月から週 2回のデイを始め、H26年 6月からは週 3回に増やしました。 

【施設からの通告】 

少し贅沢な話しになりますが、私が 39 才の時、家内の母親と資金を出し合って長野県の蓼科

高原に山荘を持ちました。 

山荘は標高 1,600ｍの高地にあるため、東京より１０℃くらい温度が低く、真夏でも扇風機も

要らない涼しさで、山荘を建ててからは暑い東京を離れて長期間過ごすのが恒例となり、H26年



も約 20日間、山荘で過ごしました。 

そのような山荘を妻は大好きだったので、環境の変化はないと考えていたのですが、それは以

前の話しだったようで、認知症状が進行している妻にとっては違う環境になっていたようです。 

そのため、言葉の意味が分からなくなる語義失語や物の名前や使い方が分からなくなる物体失

念が増え、何回も同じことを云わないと分からなくなるなど、私にストレスが溜まることが多く

なり、頭では優しく接しなければと分かっていても、強い口調で云うことが増えてしまいました。 

また、行動面でも、常同行動として「頻回のトイレ通い」、「ティシュペーパーを小さく畳んで

ポケットやバックに仕舞い込む」、「服の着方が分からなくなる」、「玄関扉を施錠しても開錠して

外に出てしまう」等、介助しないと出来ないことや目を離せないことが多くなり、H26年 9月に

金物屋さんに相談して玄関扉の内鍵の１つを取り外し式にして、妻が一人で扉を開けられないよ

うに改造しました。 

さて、週３回通っていたデイは、家で私と居る時は大人しいのですが、施設に行くと扉を力一

杯閉めたり、怒鳴ったり、泣いたり、ホールの中を動き廻ったり、戸締りのない玄関から出て行

こうとしたりするとのことで、介護施設からショートステイ（以下「ショート」）の即時中止と

他施設への施設変更を通告され、ケアマネさんに別の介護施設を探してもらうことになりました。 

※妻はデイには行きたくなかったのでしょう。しかし、私が「行け」と云うからイヤイヤ行っ

ていたので、介護施設に行った時に自分の不満を吐き出していたのではないかと思います。 

【足首を骨折】 

妻の認知病状が進行する状況下の H26年 10月 17日、奥秩父・波風山という山を歩いていた時、

緩やかな下り坂のコンクリート道で滑って転び、左足首を痛めてしまいました。 

転倒した時は、骨折しているとは思わなかったので、登山口まで約 30 分歩いてもらいタクシ

ーで駅に移動し、何とか家に帰ってきました。 

翌日、家内の足を見ると赤く腫れ上がっており、整形外科でレントゲンを撮ると骨折（左足首）

と診断され、松葉杖を使うことができず車椅子で動くことになりました。 

そして、この時点ではまったく知る由もありませんでしたが、後になって振り返ってみると、

左足首の骨折が妻の運命を変える分岐点になっていました。 

【急速な病状進行】 

家はバリアフリー構造になっているので玄関から車椅子のまま室内に入れるため、タイヤを拭

いて室内に入りリビングのソファに寝かせました。 

妻は云われたことが理解できないため、「動かないで」と云っても直ぐに動いてしまい、自然

と声高の注意になってしまいます。 

一方、常同行動のトイレ通いも 20～30 分ごとの頻回で、その度に車椅子に乗せてトイレに連

れて行き、終わると車椅子に乗せてソファに戻るという介助が始まりました。 

トイレの頻回は分かっていましたが、骨折前は一人で行っていたので、ペーパーの減る速さに

驚く程度でしたが、頻繁に往復介助させられると「いい加減にしてよ」状態になり、加えて付き

っ切りの介護状態になると、気分転換する時がなく、ちょっとしたことでもイライラして妻に罵

声を浴びせることが多くなってしまい、妻の症状も昼夜を問わない家の中の周徊や玄関の鍵を開

けようと動きなど、病状は急速に進行したようです。 

私は身動きがとれない状態になり、初めて娘にＳＯＳを発信して家に来てもらい、介護を一時

交代してもらいました。この息抜きで、気持ちが「すー」とする爽快感を味わい「こうゆう時間

が必要なんだ」という、介護に精神的な安らぎを持つことの大切さを実感する機会になりました。 

一方、骨折とともに休んでいたデイ利用は 11 月中旬に再開してもらい、介護から離れて一人



で過ごす時間を作ることができるようになりました。 

入浴は少しずつ介助する部分が増え、骨折してからは全介助の状態になりました。 

私の云うとおりに動いてくれたら介助も楽なのですが、云うことの真逆の動きをするので、穏

やかに対応していてもだんだんと声高となり、最後は怒鳴りつけてしまうことが多くなり、デイ

が再開する 11月中旬までは週 3回、再開後は週 1～2回と少し減りましたが、H27年 1月にケア

マネさんから「入浴は、もう施設に任せたらいかがですか」と助言を頂き、自宅での入浴を取り

止めました。 

【慢性硬膜下血腫】 

H26.12末、それまで利用していた介護施設と契約を解除し、H27年 1月 6日に新しい介護施設

と契約することになったその日の朝、体幹が左側に傾斜する歩き方が始まりました。 

体幹の傾きは実に不思議で、6 日と 7 日が左側への傾斜、8 日になると今度は右側に傾斜、さ

らに 11日になると正常な体幹に戻ってしまいました。 

何が起因してこのような動きになったのか分かりませんが、14 日のＳ病院の診察でＣＴ検査

の結果などから「慢性硬膜下血腫」と診断され、2月 4日に再検査を行うことになりました。 

ところが、2月 1日、近くのスーパーに買い物に行った帰りに歩行困難となり、通行する人の

協力を頂いてスーパーに置いてある社協の車椅子を借り、何とか家に帰ってきました。 

歩行困難な状態は家でソファに座らせて静かにしていると歩けるようになりましたが、2 月 4

日の再検査で即日右側の血腫を除去する手術が行われ、翌 5日の昼前に退院しました。 

歩行は術後から歩ける状態に戻り、3月 4日にＣＴ検査で診療が終了し、服薬だけの治療にな

りました。 

【介護認定】 

H26年 10月 17日に左足首を骨折したことを契機に認知機能が急速に低下したため、区分変更

調査を申請し翌 H27 年１月 13 日に調査を受けましたが、調査の直前に体幹が傾斜する状態にな

り病院の診察との兼ね合いから日時を変更して行うことになりました。 

ところが体幹は調査前に傾斜が正常に戻ってしまいました。しかし、認知機能の低下は著しく

審査の結果、介護度が２⇒４になりました。 

【介護施設】 

一方、介護施設ですが、足首を骨折する前に利用拒否を通告されていた介護施設とは 12 月末

で終了し、新たに年明けの H27年 1月に契約しました。 

ところがこの介護施設も家内の状態を確認して契約したのですが、強い行動障害などを理由に

１ケ月で断ってきました。 

悪いことは続くもので、小規模介護施設に断られたので、大規模介護施設にデイとショートの

利用申し込みを行うと、ここでも強い行動障害を理由に断られてしまい、「この先、どうしたら

良いのだ」というどん底に状態になりました。 

介護に困っているから施設に助けを求めているのに、介護を本当に必要としている人を助けな

いで、介護が楽な人しか預からない施設は必要なのかと、強い憤りを感じるとともに、人に暴力

を振るうこともなく、声を上げるわけでもなく、ただ所内を歩くだけで介護を拒否するのは如何

なものかと思います。 

このようなどん底状態の時、ケアマネさんが「希望を叶えてくれるのはここしかありません」

と紹介してくれたのが「小規模多機能施設」でした。 

利用は便利になる一方、利用料金のことで迷いましたが、行き場のなくなった私は利用する以

外に道が断たれていたことから、利用のお願いをさせて頂きました。 



また、山仲間から「気持ちのゆとりはお金で買えないのよ。少しお金を支払ってでも気持ちの

ゆとりを優先しないとダメよ」と、背中を押して下さったことも大きな力となりました。 

このような経緯を経て 1 月 30 日、小規模多機能施設から利用決定の連絡があり、週明けの 2

月 2日に契約することになり、利用する介護施設が決まりました。 

契約をする前日の 2月 1日に歩けなくなる事態が発生しましたが、車椅子で移動すれば支障が

ないため、車椅子で妻を連れて行き管理者の方と面談しました。 

管理者の方から私の希望を云って下さいと云うので、「特養に入るまでの間」という前提で私

の希望を伝えると全て受け入れて下さり、週６日のデイ（施設から全日と提案されましたが、妻

の状態を把握するため、１日だけ私が介護する）、内２泊３日のショート利用（土～月）、利用時

間は迎えが７時３０分、帰りが 18時頃と申し分のない内容で契約させて頂きました。 

小規模と大規模の介護施設から利用を断られ、「これからどうしよう」と先が見えなくなった

時、小規模多機能施設の管理者の方と出会ったことで、「妻がいなければ」という一線を越える

罪を犯すことなく通り過ぎることが出来ました。 

【歩行困難】 

小規模多機能施設の介護に満足し、特養に入らないでこのまま在宅介護を続けて行こうかと考

えていた矢先の 4月 15日、18時 30分頃、「階段で転倒し頭部から出血しているので救急車を呼

びます。搬送先の病院が決まりましたら連絡します」と連絡があり、慢性硬膜下血腫で治療を受

けているＳ病院のことを伝え連絡を待ちました。 

暫くすると「Ｓ病院に断られてしまい、Ｈ病院に搬送しますので来て下さい」と連絡があり、

搬送された病院に行くと、ＣＴ検査を行い「外傷性頭蓋内損傷（急性硬膜下血腫）」と診断され、

安静が必要とのことで入院することになりました。 

治療は静かに寝ていることが必要なのですが、妻は動ける状態にあると安静にしていることは

難しく、ベットに手を縛り、身動きできない状態で過ごすことになりました。 

私は取られた処置に異論はないのですが、5 日後に退院する時、「歩けますよね」と看護師さ

んに確認すると「歩けると思います」と、他人事のように云われ、歩行リハビリをすることなく

追い出されるように退院（急がされていた）したことで、Ｈ病院への不信感が強く残りました。 

私も歩行状態を確認してから退院させれば良かったのですが、歩行困難になっているとは考え

てもいなかったので、玄関前まで車椅子での移動を依頼し、自分の車を取りに行きました。 

妻を車椅子から車に乗せる時、抱きかかえて乗せることになったので、「あれ」と思いました。

しかし、そのまま車に乗せて家に帰って妻を車から降ろそうとした時、まったく足が動かないこ

とに気が付き、「歩けないの？」と初めて歩行困難になっていることを知りました。 

この場は、住まいの近隣の方に手助け頂いて、車から車椅子に移動して家に帰りました。 

このままではデイの利用に支障をきたすと考え、介護施設に妻の状態を報告し、リクライニン

グ式の車椅子を用意して頂きました。 

病院から帰ってきた日はリビングのソファに寝かせ、翌日からデイを開始すると、それに合せ

るかのように送迎担当の運転手さんが体調不良で休むことになり、施設から「送迎が難しくなっ

たので、暫くの間ショートで預かりたい」と連絡がありました。 

私はその間を利用して娘夫婦に手伝ってもらい、山荘から妻の母親が使っていた電動式ベット

を持ち帰ってセットしたり、家具を移動するなどして、寝室までリクライニング式車椅子が入れ

るように模様替えし、寝たきり状態になった妻に対応できる住環境を整えることが出来ました。 

【特養への入所】 

特別養護老人ホーム（以下「特養」）の入所を考えたのは、H26年 12月に有料老人ホームへの



入居を考えた時からで、私の考えを聞いたケアマネさんが集めて下さった入所申込書を作成し、

12月末に複数の特養に申込みを行いました。 

申込みした時は要介護２（H27.8～要介護 3 以上が対象）でしたが、認知症状が進行していた

ことや、申し込みは早い方が良いだろうと考えての行動でした。 

また、この当時は介護度が高いと入所が早くなると思っていたので、２⇒４になった時は、こ

れで入所が早くなるのと勝手に喜び、要介護４になったことを申込みした特養に連絡しました。 

すると、3月中旬、入所に向けて事前審査に来られた特養がありましたが、妻の行動障害の状

態を見て「現在の状態では受け入れは困難です」と断られてしまいました。 

ただ、この時点では小規模多機能施設に満足していたので、断られても気持ちが落ち込むこと

なく過ごすことができました。 

そして 4 月 15 日に階段で転倒し、外傷性頭蓋内損傷（急性硬膜下血腫）で入院したことを契

機に歩行困難となってしまいました。 

これから寝たきり介護が始まるのかと思っていた時、特養から連絡があり、ＧＷ明けに入所に

向けた事前審査が行われ、H27年 6月 1日に入所することが決まりました。 

【思い出の家族旅行】 

妻の特養入所が決まった数日後、朝のデイの迎えに来られた時、 

Ｅ＝今朝のこの気温は、真夏の山荘と同じくらいです 

Ｓ＝そうですか。山荘までどのくらいの時間が掛かりますか 

Ｅ＝2時間 30分くらいです 

Ｓ＝別途負担になりますが、山荘に行きませんか？滞在時間は 1時間程度ですが 

Ｅ＝山荘に行って頂けるのですか？宜しくお願いします 

と、即断し、管理者の方が行く方向で進めることになりました。 

思わぬところで妻の大好きだった山荘に行くことになり、日程も特養に入所する前日の 5 月

31日に決まり、娘も参加して 4人で行くことになりました。 

 5 月 31 日、すっきりと晴れ渡った朝、施設の送迎用リフト車に妻、私、娘が乗り、管理者の

方の運転で蓼科の山荘に向かいました。 

 途中、双葉ＳＡで休憩し、蓼科グランドホテル滝の湯で昼食を摂り、山荘に着きました。 

山荘はバリアフリーでないため、施設の方と二人で車椅子を室内に入れ、リビングのソファに

座らせると、妻は山荘に来たことが分かったのか、満面の笑顔を見せてくれるなど、約 30 分と

短い時間でしたが、家族 3人で楽しい時間を過ごし、人生の思い出を作ることができました。 

 これもひとえに管理者の方が利用者のことを考えて下さったお蔭で、感謝の言葉もありません。 

 そして、妻は大好きな山荘の思い出を作って、翌日、特養に入所しました。 

なかなか入所できないと云われている特養に、グットタイミングで入所することができ、現在

は介護を特養に委ね、週 2～3 回の訪問（主として昼食介助）と月 1 回の自宅外出で妻と一諸の

時間を過ごしています。 

妻は 100％介護を必要とする介護度 5の状態で、歩行することも、会話することもできません

が、良い環境の中で優しく、温かい介護を頂くお蔭で、精神的にも、肉体的にも良い状態が保た

れて過ごしています。 

【介護者の会】 

私は、お世話になった小規模多機能施設（ヒューマンケア武蔵村山）に何かご恩返しがしたい

と思い、「何かお手伝いすることは有りませんか？」と聞くと、「介護の経験を多くの人に話して

上げて下さい」と云われ、介護者のつどい東大和を紹介して頂き入会しました。 



その後、妻と同じ意味性認知症の家族を介護している方と知り合い、私の知らない諸々の情報

を教えて頂くようになり、前頭側頭葉変性症の介護をしている方々と、介護の疲れを癒しながら

楽しい時間を過ごし、お互いの情報を交換しようということで、H28年 4月に前頭側頭葉変性症

の本人及び介護者を対象とした「※２前頭側頭葉変性症 つくしの会」を立ち上げました。 

私は妻の在宅介護を通して、 

・気持ちにゆとりがないと優しい介護はできないこと 

・情報交換しないと利用できる制度を見落としてしまう 

など、いろいろなことを学ばせて頂きました。 

この先、学ばせて頂いたことを、介護する方々のお役に立たせて頂ければ幸いです。 

※《※１》意味性認知症（ＳＤ）は前頭側頭葉変性症のうち、左側頭葉前部の萎縮（海馬は萎縮

しない）により失語症状や物事の意味記憶障害が現れ、進行すると前頭側頭型と類似した人格変

化や行動障害などの症状も現れたりする認知症で、65 才以下で発症することが多いと云われて

います。そして、H27年 7月に前頭側頭葉変性症が国の難病指定（65才以下に発症が確認された

場合）になりました。 

※《※２》「意味性認知症つくしの会」は H28年 10月から「前頭側頭葉変性症つくしの会」に会

名が変更になりました。 

 


