


session１ 言ったことを忘れる　   動画 00:00～03:38

session２ 聞いた事を忘れる         動画 03:39～06:25

session３ 食事した事を忘れる      動画 06:26～10:33

session４ 出かけた事を忘れる　   動画 10:34～14:04 
卓上療法付き

session５ 人の名前を忘れる　　   動画 14:05～17:20 
卓上療法付き

session６ 人の顔を忘れる　　 　  動画 17:21～20:46 
卓上療法付き

session７ 昔の出来事を忘れる　   動画 20:47～24:23

session８ 現象(見たもの)を忘れる 動画 24:24～30:52 
卓上療法付き

session９ 物をなくす　　　　　　動画 30:53～33:43 
卓上療法付き

Session10 道具の使い方を忘れる   動画 33:44～36:21 
(久しぶりに使うもの)

Session11 家事のやり方を忘れる　動画 36:22～41:39 
卓上療法付き



session１：言ったことを忘れる

原因 「考え」と「言っていること」が違う

原因部位
外側前頭前野 
ブローカー野

解説

言ったことを忘れることはたくさんの理由があります。 
言語理解ができないなどもありますが、ここでは「考えと言ったこと
が違う」ことが原因です。 
待ち合わせなどで例えると、考えでは「18時集合」と思っていても、
言葉では「17時集合」と言ってしまうと、当日になって18時に集合
したり、18時か17時か分からなくなり、繰り返し聞いてくることが
出てきます。 

この現象は思考を司る「外側前頭前野」と言語を発する「ブローカー
野」の繋がりが悪くなると起きてしまいます。

卓上療法
【考えたことを言葉にする】 
ニュースを見た時の思いや感想を言ってもらう 
何か出来事が起きた際、その時の気持ちを言う

動画 00:00～03:38



session２：聞いた事を忘れる

原因 言語理解困難

原因部位 左側頭葉

治療部位
中脳 
左側頭葉

解説

この症状のメインは言語機能を司る左側頭葉です。しかし、中脳にも
アプローチが必要です。左側頭葉の一部であるウェルニッケ野は中脳
網様体からの刺激を受けます。 
そのため、中脳網様体を刺激することによりウェルニッケ野に刺激が
入り、活性されます。 

治療内容は眼球運動を利用した内容を実施してください。 
基本的に眼球を動かすことをしていれば何でも構いません。 
ただ、よくやってしまうことで頭を動かしてしまうことが多いので、 
頭を固定して、眼球だけを動かすように意識してください。

卓上療法
【反射を利用した運動(眼球を動かす)】 
指先の動きを目で追う 
治療者が左右からボールを次々に投げて、患者さんが弾く

動画 03:39～06:25



session３：食事した事を忘れる

原因
集中力の低下=他のことを考えている 
＝注意散漫→不安症状

起因 運動不足

治療部位 運動野

解説

集中力が低下すると、食事中に他のことを考えたり、他のことを意識
します。食事中に色々考えていると、知らないうちに食事を終えている
ことがあります。すると、食事をした気がしなくなり、食事をとったこ
とを忘れます。 

集中力がなく注意散漫な人は「不安症状」を認めることが多いです。 
そのため、不安症状を取り除くことが重要です。 
不安症状の起因として運動不足があります。 
不安症状を認める人は、体を動かさないと心拍数や呼吸数が増えます。
そのため、心拍数・呼吸数を落ち着かせることが必要です。 
心拍数・呼吸数を減らすにはゆっくりとした運動や体操が良いです。 
素早い運動は不安症状を煽るので、やめてください。 

治療内容 【５分ほどの有酸素運動(ゆっくりな動作)】 
鼻呼吸をしながら肩関節や肘関節、体幹などをゆっくり動かす

動画 06:26～10:33



Session４：出かけたことを忘れる

原因 被害妄想

原因部位
内側側頭葉 
(海馬傍回と紡錘状回) 
前頭前野

解説

治療院で患者さんを治療した体験から“出かけたことを忘れる人の特
徴”は「被害妄想」を持っている人に多く見られる傾向にあります。 
なので、この治療は被害妄想を改善する治療法になります。 

原因部位として内側頭葉(海馬傍回・紡錘状回)と前頭前野があり、 
それぞれの連携が取れていません。 
被害妄想は物事の繋がりの理解が悪くなると、症状として認めやすく
なります。内側側頭葉と前頭前野は目の前で起こった物事の繋がりを
理解する箇所でもあります。

卓上療法
【連想記憶】卓上療法付き 
関連性のある物品を３～５つ見せて、関連させながら覚える 
言葉で連想しても良いし、書きながら連想しても良いです。

動画 10:34～14:04 

海馬傍回

紡錘状回



Session５：人の名前を忘れる

原因
たくさんの中から選択できない、 
印象に残らない、意欲低下

原因部位
扁桃体 
(活性低下)

解説

「たくさんの中から選択できない、印象に残らない、意欲低下」は 
共通して扁桃体の活性低下を認める人が多いです。 
扁桃体は物事・名前を覚えるために、感情と印象と物事・名前を結び
つける機能があります。 

扁桃体の活性が低下することで、目の前の物事・名前と印象などが結
び付きが悪くなるので、覚えることができなくなるのです。 
特に初めて会った人の名前を忘れる人は扁桃体の活性低下を認めるこ
とが多いです。

卓上療法
【感情を高める画像を見て、感想を言葉にする】卓上療法付き 
画像を見て感情(「綺麗」「可愛い」「怖い」「キモい」)を声に
出してください。

動画 14:05～17:20



Session６：人の顔を忘れる

原因 ストレス

原因部位
視床 
頭頂葉・側頭葉

解説

特緒として家族や友人などの顔を忘れる人が多いです。 
認知症の方は日常でストレスが掛かる環境に身を置き、脳や内臓もス
トレスを受けやすい状態です。 

ストレスが掛かることによって機能低下する脳部位は視床と頭頂葉・
側頭葉になります。 
なので、治療は視床と頭頂葉・側頭葉(右側頭葉)を刺激し、連動させ
る内容を実施します。 
視床と頭頂葉の特徴として外部からの刺激を受け取り、認識すること
です。側頭葉(右側頭葉)は写真や物を見て、何かを理解する機能があ
ります。この３つの脳部位の機能を連結させた卓上療法を行うことで
人の顔を忘れる症状を改善していきます。

卓上療法

【感覚一致治療法】卓上療法付き 
１、患者さんに刺激を入れる 
２、その刺激を答えてもらう 
３、自分が感じた感覚と同じ写真を選ぶ

動画 17:21～20:46



Session７：昔の出来事を忘れる

原因
脳部間コミュニケーションの低下 
(各脳部位同士の連携が低下)

原因部位

前帯状皮質ー海馬(嗅内皮質)間 

解説

脳部間コミュニケーションの低下とは各脳部位同士の連携機能が低下
していることです。この連携が低下していると昔の出来事を忘れてし
まう人が多いです。 
脳部位としては前帯状皮質ー海馬(嗅内皮質)間です。 
海馬は入力した情報を大脳へ送り出す機能があるのですが、一部の情
報は海馬に残ったり、戻って来ることもあります。それが長期記憶に
なることもあるのです。情報が側頭葉から海馬へ戻る際に前帯状皮質
を通ります。なので、海馬と前帯状皮質の繋がりが悪くなると昔の出
来事を忘れるのです。

卓上療法

【アロマ(匂い)を嗅ぎながらの運動を覚える】 
アロマの匂いを嗅ぐことで海馬を刺激します。 
運動を覚える動作は前帯状皮質を刺激します。 
この２つを同時に行うことです。 
覚える運動の難易度はちょっと難しい程度で大丈夫です。

動画 20:47～24:23



Session８：現象(見たもの)を忘れる

原因 メタ記憶の問題

メタ記憶とは 自分が得意な物事の覚え方を知っていること。

解説

認知症の方は「記憶力」が悪いと思い込んでいます。何かあるごとに
「忘れてしまう・覚えられない・歳だから」と言います。 
つまり、記憶に対する不安や苦手意識が強くあります。 
記憶に対する苦手意識があると、本当に記憶力が低下します。 
ある研究で物を覚えるテストを「グループAには記憶力のテスト」 
「グループBには心理テスト」と言ってテストをすると、グループBの
平均点の方が高かったのです。 
記憶＝苦手という悪いイメージを払拭しましょう！

治療内容 
卓上療法

【メタ記憶を高める→記憶に対する不安を減らす】 
記憶に対しての苦手意識を取り除く治療を行います。 

【「色の一致」心理テストと言って記憶力を高める】卓上療法付 
心理テストと言い、記憶力を高める治療になります。 
１、複数の動物を順番に見せる。(全部で２分間) 
２、順番通りに見た動物を白黒にしてもう一度見せて、 
　　違和感のない色を選んでもらう。 
※１回目に見た色を選ぶと記憶が鍛えられている。

動画 24:24～30:52



Session９： 物をなくす

原因 物品配置・位置記憶能力低下

原因部位
右側頭葉 
前頭前野

解説

「物品配置・位置記憶能力低下」とは自分が物を置いた場所が分から
なくなることです。 
この能力は右側頭葉(物品や置いた場所を認知する)と 
前頭前野(物品の使い方と使う理由をリンクさせる)機能があります。 
この２つの繋がりが悪くなると物品配置・位置記憶能力が低下し、 
物をなくします。

卓上療法

【隠れている物と使い方を当てる】卓上療法付き 
一部が隠れている物品を当てる右側頭葉の機能と 
物品を見て使い方を連想する前頭前野の機能を組み合わせた内容
です。 
物品を当て、使い方は口頭でも書字でも構いません。

動画 30:53～33:43



Session10： 道具の使い方を忘れる(久しぶりに使うもの)

原因 運動不足

原因部位 関節が硬くなる

解説

記憶は脳でもしていますが、実は身体(特に関節)でもしています。 
学生の頃、椅子にじっと座って計算式や文法を覚えるより、 
歩きながらや運動しながらの方が、覚えやすいとう体験をしたことは
ありませんでしたか？ 

現代科学的に説明すると、大きく関節を動かすと情報を記憶している 
頭頂葉や側頭葉、海馬に刺激が入り、前頭前野で想起され、思い出す
からです。 
つまり、関節を大きく可動させ、体を大きく動かすことで、脳に刺激
が入りやすくなり、想起できるのです。

治療法

【関節を大きく各方向へ動かす】 
最大可動域と痛みが出ない範囲で、ゆっくり大きく関節を動かし
てください。 
最低でも４つ以上の関節を毎日動かしてください。

動画 33:44～36:21



Session11：家事のやり方を忘れる

原因 身体を動かしながら思考できない

原因部位

下頭頂小葉 
運動前野 
外側前頭前野

解説

家事は体を動かしながら、計画立案や思考したりする作業です。 
そのため、外側前頭前野の機能が必要になります。 
また、入力された情報をまとめて実行する箇所は運動前野と下頭頂小
葉の機能になります。 
なので、外側前頭前野、下頭頂小葉、運動前野の機能が低下すると 
動作をしながら計画・実行する家事ができなくなる人が多いです。

卓上療法

【指で数えながら計算問題を解く】卓上療法付き 
下頭頂小葉と運動前野は指を動かすと活性されます。そして、計算問
題は外側前頭前野を活性させます。 
「指の動作」と「計算問題」を合わせた指で数えながら計算問題を解
く卓上療法をすることで、下頭頂小葉、運動前野、外側前頭前野を鍛
えてください。 
難易度は本人によって変えてください。

動画 36:22～41:39


