


事例一覧

娘への被害妄想がなくなった事例　　　　　　　　　　　　  75歳　女性 

1日に同じことを何度も聞いてこなくなった事例　　　　　　 81歳　女性 

妻との会話内容を忘れなくなった事例　　　　　　　　　　   73歳　男性 

意欲が向上し、表情豊かになった事例　　　　　　　　　　　80歳　女性 

意欲・体力が向上し活動範囲が増えた事例　　　　　　　　　88歳　男性 

小刻みな歩行が改善した事例　　　　　　　　　　　　　　　77歳　男性 

幻覚症状が改善した事例　　　　　　　　　　　　　　　　　87歳　女性 

男が物を取って行くという幻覚が改善した事例　　　　　　　85歳　女性 

ストレスが減り、家族への当たりの強さが弱まった事例　　　88歳　女性 

自身の言ったことを忘れなくなった事例　　　　　　　　　　82歳　女性 

感情的になり怒ることが激減した事例　　　　　　　　　　　82歳　女性



娘への被害妄想がなくなった事例 
75歳　女性



氏名：Wさん　75歳　女性　 
診断名：初期のアルツハイマー型認知症　 
処方薬：アリセプト5mgを処方されたが、体調を崩したため1週間程度でやめる。 

〈症状〉 
もの忘れ： 
・同じことを何度も言う・聞く、出かけたことを忘れる。 

被害妄想： 
・娘への物取られ妄想。 
・娘が悪口を言っているなど娘に対しての妄想が多い。 

〈家族・本人の希望〉 
家族：被害妄想をなくして欲しい(悪口を言っていないとの説明がしんどい)。 
　　　もの忘れを減らして欲しい。 
本人：孫が成人するまで生きたい(あと15年)。

〈生活状況〉 
夫と二人暮らし。車で１時間ほどの場所に娘家族が暮らす。 
家事などは自分でできる。 
外出する機会は買い物(週３回)と孫の散歩(週1回) 

〈食事〉 
朝食…お米(おにぎり)と漬物 
昼食…麺類か丼もの 
夕食…お米、味噌汁、魚系の惣菜、サラダ　※お肉は滅多に食べない。 
水分摂取量は食事中のお茶とコップ2～3杯程度の水かお茶 

〈人生背景〉 
実家が自営業で、小学生のころから同級生のとの遊びより実家の手伝いを優先していた。 
子供が自立してからは清掃や惣菜屋でパートをする。 
しかし、扶養の関係で働く時間は制限されていた。

【事例情報】



〈身体の状態：身体の冷え、下肢のむくみ、易疲労、肩こり〉 
身体の冷え　：特に手足の冷感を認める。 
下肢のむくみ：ふくらはぎのむくみ強い。 
疲労感　　　：家事や外出後の疲労感が強く、何もする気しない。 
肩こり　　　：右肩の肩こりを訴える。 

〈検査：MMSE…20点〉 
時間の見当識： 
今日は何日ですか　 →「26かな？」(正解は25日)  
今年は何年ですか 　→「忘れた」 (正解は2018年)  
今日は何曜日ですか →「水曜日か火曜日」(正解は水曜日)  

場所の見当識：ここは何階ですか→「2階か1階」 (正解は1階) 

シリアル７(計算問題)：100ー7を順に５回引いていく。 
93のみ正解。後は考えて、わからなくなり「わかりません」と言う。 

遅延再生 ：「電車」だけ答える。 

検査を通しての特記事項： 
・疲労感が強く認める・わからない問題や計算問題はすぐに諦める 
・何度も問題を聞いてくる。

〈脳部位：前頭前野外側部、左側頭葉〉 
　前頭前野外側部： 
　・シリアル７が４点の減点・検査ですぐに諦める。 
　左側頭葉　　　： 
　・時間の見当識と遅延再生の減点・何度も問題を聞いてくる。 

〈内臓：肝臓、腎臓〉 
　腎臓：手足の冷え、むくみ、水分摂取量が少ない。　 
　肝臓：右肩の凝り。検査中の易疲労。 

〈筋：下腿の筋群、広背筋〉 
　下腿の筋群：腎機能の低下、むくみ、運動不足。 
　広背筋　　：腎機能の低下、運動不足。 

〈生き方〉 
　悪口を言ったり、めんどくさいこと(料理)はサボるなど、抑制が効かない。 
　幼少期から自身の意見を言うことなく、我慢して生きてきた。

【評価】

【事例情報・評価からの問題点の抽出】



〈外側前頭前野：機能→記憶の想起、情報の整理〉 
外側前頭前野は記憶を想起させる機能がある。 
そのため「やったことを忘れてしまう症状」は外側前頭前野の機能低下が考えられる。 
もう一つの機能である、情報の整理ができなくなると、誤った認識を持ってしまう。 
Wさんの場合は、娘への被害妄想として症状が現れた。 

〈左側頭葉：機能→言語機能〉 
左側頭葉は言葉を理解し、覚え、発言する機能がある。左側頭葉が機能低下すると相手の
言っていることや単語が理解できず、何度も聞き返す。また、自分が言ったことも理解でき
ないので、同じことを何度も言ってしまう。 

〈肝臓：機能→解毒作用〉 
肝臓の機能が低下すると解毒作用が弱くなり、体内に毒素が溜まり全身疲労に陥る。 
Wさんの場合、もの忘れの症状は覚えられないだけでなく、身体が疲れ覚える気にならな
いことも原因のひとつである。 

〈腎臓：機能→血液循環の維持〉 
腎臓の機能が低下すると循環が悪くなり、むくみを認める。むくみがあれば、脚のだるさ
を認め、活動量が減る。 

〈下腿の筋群：機能→下肢の血液循環を維持〉 
腎機能が低下すると、むくみがでやすい下腿の筋の動きが悪くなる。 
動きが悪くなると、むくみがよりひどくなり、足の疲れや血液循環も低下する。 

〈広背筋：機能→背中の動きに柔軟性を出す〉 
背中の筋は腎臓と引っ付いている。そのため、腎機能が低下すると背中の筋も硬くなり動
きが悪くなる。 
広背筋は背中の中で一番大きい筋肉なので、腎臓の影響を受けやすい。 
広背筋が硬くなると、身体を動かす際に痛みやダルさを認め、活動やる気がなくなる。

【原因部位と症状の関係】



〈脳に対して〉 
卓上療法：頭前野外側部と左側頭葉を活性(電気刺激をあげる)させる。 
頭蓋治療：外側前頭前野と左側頭葉に関係する頭蓋骨のマッサージ。 

〈内臓に対して〉 
肝臓：肝臓の血液循環をあげる治療、右肩コリの軽減。 
腎臓：腎臓の圧迫を取り除く治療、むくみの解消。 

〈筋に対して〉 
腓腹筋・ヒラメ筋：浮腫を解消し、易疲労を改善するため。 
広背筋：背中全体の硬さを取り除き、疲れの軽減と腎臓を中心とした内臓を動かすため。 
右僧帽筋：右肩こりの軽減。 

〈抑制が効かないことへの治療〉 
毎日、自宅で卓上療法を３ページ行う。 
習慣になかった新しいことを取り組むことで、抑制機能を付ける。 

〈生活指導〉 
水分摂取量を3ヶ月かけて1,000ml飲むようにする。(最終目標は1,500ml) 
散歩の日を週１回増やす。

・被害妄想がなくなった。 
・もの忘れは多少あるが、何回も同じことを聞いてくることは減った。 
・外出したことを忘れるのことはなくなる。

【治療】

【改善点】



1日に同じことを何度も 
聞いてこなくなった事例 

81歳　女性



【事例情報】
氏名：Bさん　81歳　女性 
診断名：アルツハイマー型認知症　　診断日：2015年　　処方薬：メマリー20mg 

〈症状〉 
もの忘れ 
・同じことを何度言っても、初めて聞いたリアクションをする。 
・1日に何回も同じことを娘に聞く。 
・前日に買った食材や調味料をもう一度買ってくる。 

話が止まらない： 
・問診中も娘が話を遮っても話し続ける。話していると内容が逸れていく。 
　疲れてようやく話が収まる。  

料理が不味くなる： 
・同じ調味料を２回入れたり、調味料を入れなかったりする。 
　※半年前に鍋を焦がしたので、料理をしないようコンロの電池を抜きガスを止めた。 
　 
落ち着きがない： 
・ずっと家にいることが苦手で、墓参りや散歩など毎日２時間ほど外出している。 
・料理をしなくなり、手持ち無沙汰になる。 

〈家族・本人の希望〉 
家族：出来る限り今の生活を長く続けてほしい。 
　　　毎日の散歩は迷子になる可能性があるので、やめてほしい。 
本人：認知症の自覚なく、何も問題ないと言い切る。

〈生活状況〉 
一人暮らし。料理は鍋を焦がしてからしていない。その他の家事は自分で行う。 
毎日夫の墓参りや2時間ほど散歩を行う。 

〈食事〉 
朝食…パンとお茶 
昼食…宅配サービス 
夕食…宅配サービスまたは、週2回は娘が作ってくる。 
水分摂取量は250mlのジュースを１本飲む程度。 
子供が自立してからは清掃や惣菜屋でパートをする。 
しかし、扶養の関係で働く時間は制限されていた。 

〈人生背景〉 
公務員の夫と結婚してから今まで専業主婦。夫は10年前に他界。 
子供を育ててから仕事をしたいと夫に言うが、反対される。



〈身体の状態：むくみ、下痢〉 
むくみ：右の肩こりと下腿のむくみを認める。 

〈検査：MMSE…19点〉 
間違えた箇所 
時間の見当識： 
今日は何日ですか　 →「え?何日やろ?4日やった?」(正解は11日)  
今年は何年ですか 　→「平成やと28年やったっけ?」 (正解は29年)  
今日は何曜日ですか →「えー、わからへん。月曜日?」(正解は火曜日)  

場所の見当識： 
ここはどこですか→「えー!わからへん。ここどこやった?」 (正解は治療院) 
ここは何階ですか→「1階かな?2階やった?」 (正解は1階) 

シリアル７(計算問題)：100ー7を順に５回引いていく。 
93のみ正解。後は答えることができない。 

遅延再生 ：「さくら」「電車」だけ答える。 

口頭指示：両手で紙を取る。それ以降の行動は間違えない。 

検査を通しての特記事項： 
・終始落ち着きがない・問題を言い終わる前に質問すること多い。

【評価】

〈脳部位：前頭前野外側部、前頭前野眼窩部〉 
　前頭前野外側部： 
　・検査中落ち着きがない・検査でのシリアル７、遅延再生、口頭指示の減点。 
　・料理で調味料を入れ間違える(計画性が乏しい)。 

　前頭前野眼窩部： 
　・話が止まらない・検査時、問題を聴き終わる前に質問を何度もしてくる。 
　・毎日歩き回る　 

〈内臓：腎臓、小腸・大腸〉 
　腎臓　　　：下腿部のむくみ。水分摂取量が少ない(250mlのジュース) 
　小腸・大腸：下痢を認める。 

〈筋：腓腹筋〉 
　腓腹筋：むくみ、腎機能の低下。 
　 
〈生き方〉 
　働きたいのに許してくれなかったことや好きな料理をしなくなったことで、 
　フラストレーションが溜まり「毎日長時間歩き回る」という行動にでる。

【事例情報・評価からの問題点の抽出】



【事例情報・評価からの問題点の抽出】
〈前頭前野外側部：機能→集中力の維持、計算・計画機能、記憶の想起〉 
前頭前野外側部が機能低下していると、集中力の維持と計算・計画の能力が低下する。 
そのため、検査中に集中力がきれて落ち着きがなかったりする。 
また、問題も間違えたり、料理の段取りも間違え、鍋を焦がすことも出てきた。 
もの忘れの症状は前頭前野外側部の機能低下が大きな要因である。 
集中力がないので、そもそも娘さんの話を聞いていない。 

〈前頭前野眼窩部：機能→抑制機能(外部刺激が入っても我慢する)〉 
抑制機能が低下していることにより、話を遮っても話し続ける。 
また、手持ちぶさたになり、毎日散歩や墓参りに出歩く。 

〈腎臓：機能→老廃物の濾過作用と血液循環〉 
水分摂取が少ないと血液が濃くなる。血液が濃くなると濾過する部位(ネフロン)が過剰に
働き、腎機能が低下する。腎機能が低下するとむくみを認める。 
また、腎機能が低下すると、身体がしんどくなり毎日の長時間の散歩は減るが、家事の意
欲も奪ってしまう可能性がある。 

〈小腸・大腸：機能→栄養と水分を体内へ吸収する〉 
下痢であることは、栄養と水分を体内へ吸収する小腸と大腸が機能低下している。 
小腸と大腸を含めた腸が機能低下すると、自律神経が乱れる。自律神経は脳と腸を結ぶ経
路でのため、腸と自律神経が乱れると脳機能に直接的に影響が出てくる。 
そのため、集中力の低下や落ち着きのなさ(抑制機能の低下)が症状として現れている。 

〈腓腹筋：機能→下腿部の血流循環の維持〉 
腎機能が低下すると、むくみがでやすい下腿の筋の動きが悪くなる。 
動きが悪くなると、むくみがよりひどくなり、足の疲れや血液循環も低下する。



〈脳に対して〉 
卓上療法：前頭前野外側部と前頭前野眼窩部を活性(電気刺激をあげる)させる。 

頭蓋治療：外側前頭前野に関係する頭蓋骨への治療。 

〈内臓治療〉 
腎臓　　　：腎機能を向上させるための反射点・圧迫治療。 
小腸・大腸：腸の蠕動運動と吸収機能を上げるための反射点治療と共振法。 

〈筋膜整体治療〉 
腓腹筋：腓腹筋を柔らかくするための筋膜治療。 

〈毎日長時間の散歩への治療〉 
週２回の施術の際に必ず有酸素運動を取り入れる。 
娘さんと一緒に料理を作る。さらに、娘さんがしていたトイレ掃除も新たにする。 

〈生活指導〉 
水分摂取量を3ヶ月かけて900ml飲むようにする。(最終目標は1,300ml) 
朝食のパンを週３回おにぎりに置き換える。

【治療】

【治療後３ヶ月後の改善点】

・何度も同じことを言わなくて、２回くらいで理解できるようになった。 
・娘さんの話を聞くようになった。 
・墓参りは週に２回ほど行くが、毎日の2時間以上の散歩は激減した。 
　※娘さんはそれでも行方不明が心配なので、カバンの中にGPSをつけた。



妻との会話内容を忘れなくなった事例 
73歳　男性



【事例情報】
氏名：Mさん　73歳　男性 
診断名：レビー小体型認知症　　診断日：2017年　　 
処方薬：診断を受けた際にメマリーを飲んだが、めまいや吐き気を催したため、 
　　　　現在は飲んでいない。 

〈症状〉 
もの忘れ： 
・家の用事や昨日言ったことを忘れる。 
　特に電話での会話に関しは全く覚えていない時ある(電話したこと自体は覚えてる)。 

動作緩慢：歩行スピードが遅く、妻とスピードが合わない。 

日課であった木工作業をやめる 
・退職してから続けていた、木工作業を急にやめた。 
　妻が理由を聞くと「しんどい」「うるさい」と怒る。 

〈現病歴と既往歴〉 
・糖尿病・前立腺肥大・頸椎症。 
　頸椎症は30年前に手術を受ける。 
　術後から診断を受けるまでは動きに支障なく通り過ごす。 

〈家族・本人の希望〉 
家族：介護が必要な状態にはなって欲しくない。 
　　　もの忘れがへて欲しい。木工作業を続けて欲しい。 
本人：身体の怠さを解消して欲しい。

〈生活状況〉 
定年退職後は趣味で木工作業やデザインを行う。 
家事はしない(昭和の亭主関白) 
外出は病院へ行く時、孫を送りに行く時、本を買いにく時のみである。 
喫煙者で20本/日。 
水分摂取量は食事時の時に牛乳とお茶を飲む程度。 

〈食事〉 
朝食…パンとサラダと牛乳。 
昼食…食べない(おやつに煎餅)。 
夕食…惣菜(お酒を飲むのでお米は食べない)。 

〈人生背景〉 
小学生の頃に母親を亡くし、父親と二人で暮らしてきた。 
高校卒業から60歳の定年まで大手企業に勤める。 
仕事でも融通が効かず、同僚と揉めることもしばしあった。



〈身体状態：身体が硬い、呼吸が浅い、便秘〉 
身体が硬い：歩行時に体幹の捻りが少なく、脚があがりにくい。動作緩慢。 
呼吸が浅い：基本的に口呼吸で、横隔膜の動きが少ない。 
便秘　　　：３日に１回程度の排便。 

〈検査：MMSE…21点〉 
間違えた箇所 
時間の見当識： 
今日は何日ですか →「8日やったと思う」(正解は9日) 。 
今日は何曜日ですか→「水曜日かな。わからへん」(正解は火曜日) 。 

場所の見当識： 
ここはどこですか→「知らん。連れてこられたから」 。 
ここは何階ですか→「階段登ったけ?3階やったと思う」 (正解は2階)  
・終始淡々と答えて、分からなかったらすぐに「分からない」と言う。  

即時想起：「ねこ」「電車」思い出せない。 

検査を通しての特記事項： 
集中はしており、真剣に検査を受けていた。時間が経つに連れ疲れている印象受ける。

【評価】

【事例情報・評価からの問題点の抽出】
〈脳部位〉 
　海馬　　：即時想起で集中しているのに点数が低い。 
　左側頭葉：見当識機能が低下。 

〈内臓〉 
　十二指腸：3日に1回しか排便がない。 
　肺　　　：運動不足で口呼吸をしている。喫煙者。 
　腎臓　　：水分摂取量が少ない。 

〈筋〉 
　下肢全体：歩行スピードが遅く、動作が緩慢。 
　体幹筋群：歩行時や動作時に体幹回旋の動きが少ない。 
　横隔膜　：肺機能の低下、口呼吸。 

〈生き方〉 
　亭主関白であり、会社の同僚とよく揉めるなど横柄な生き方をしている。 
　レビー小体型認知症やパーキンソン病にかかる人は横柄な人も多い。



【原因部位と症状の関係】
〈海馬：機能→情報の記憶と想起(即時)〉 
海馬が機能低下していると、直後に聞いたことを忘れる。 
即時記憶の検査で集中力を保ちながら忘れてしまう。 
妻の困りごとである物忘れは海馬機能低下によるものと考えられる。 

〈左側頭葉：機能→言語の理解〉 
左側頭葉が低下していると、言語理解が難しくなる。 
事例の方は妻の言ったことや電話での会話内容を忘れている。 
海馬由来のもの忘れ以外に言語が理解しにくくなっている可能性もある。 

〈腎臓：機能→老廃物の濾過作用と血液循環〉 
水分摂取が少ないと血液が濃くなる。血液が濃くなると濾過する部位(ネフロン)が過剰に
働き、腎機能が低下する。腎機能が低下するとむくみを認める。 
また、腎機能が低下すると、身体がしんどくなり余計に動作緩慢が目立つようになる。 

〈肺：機能→酸素と二酸化炭素の交換〉 
肺機能が低下すると体内に二酸化炭素が少しずつ溜まり、身体が酸化された状態になる。 

〈十二指腸：機能→蠕動運動の活性〉 
十二指腸が機能低下すると、蠕動運動が弱くなり、便が肛門まで運ばれにくくなる。 
便秘の元となる。 

〈下肢全体〉 
下肢の筋力が落ちると、歩行に影響がでる。 
事例の方は外出が億劫になっているのは下肢の筋力低下の影響もある。 

〈体幹筋群：体幹の回旋運動〉 
体幹筋群の動きが弱くなると回旋動作がしにくくなり、動作全体に支障が出る。 
また、転倒リスクも高くなる。 

〈横隔膜：呼吸の補助〉 
横隔膜の動きが悪くなると、吸気量が減り酸素が十分に入ってこない。 
そのため、身体の動きを制限する必要がある。



【治療法】
【治療法】 
〈脳に対して〉 
卓上療法　：海馬と左側頭葉を活性させる治療を実施。 
アロマ療法：海馬を刺激するため、日中の自宅にアロマを設置する。 

〈内臓治療〉 
腎臓　　　：腎機能を向上させるための反射点・圧迫治療。 
十二指腸　：腸への反射点治療、圧迫治療、共振法。 

〈筋膜整体治療〉 
下肢全体：下肢の筋を細かく分けて、整体治療を実施。 
体幹筋群：体幹筋群への筋膜整体治療。 
横隔膜　：横隔膜への筋膜整体治療。 

〈生活指導〉 
水分摂取量を3ヶ月かけて800mlへ増やす。 
週２回の散歩(10分程度)。 
食パンをお米に置き換える。

【治療３ヶ月後の改善点】
・妻との会話内容を忘れなくなった。 
・脚が上がりやすくなり、歩行スピードが上がった。



意欲が向上し、表情豊かになった事例 
80歳　女性



氏名：Kさん　80歳　女性　 
診断名：アルツハイマー型認知症　 
処方薬：レミニールを処方される。初診時では12mgを１日２錠服用していた。 

〈症状〉 
もの忘れ、記憶障害： 
・数分前に話したことをまた聞いてくる。 
・何度も娘さんへ電話（集合場所や予定の確認、デイサービスの有無など） 
・財布、カバンなどを普段使わないタンスなどに仕舞い込んで失くす。 

精神症状： 
・気分の浮き沈みが激しい。明るい様子だと思ったら声かけ一つで沈み込み、一度そうに 
　なるとなかなか復活できない。 

被害妄想： 
・普通に話しているだけなのに、悪口を言われているように捉えて怒りだす。 

〈家族・本人の希望〉 
家族：気分の浮き沈みがひどく、一番気になっている。せっかく明るくなったと思ったら 
　　　また沈む。同居している夫も精神的にダメージを受けているのをなんとかしたい。 
本人：特に悩んでいることはない。 
　　　むしろなぜ治療院に来ないといけないのか理解できない。（症状の自覚なし）

〈生活状況〉 
夫と二人暮らし。娘家族が車で30分ほどの場所で暮らしている。 
家事は掃除、洗濯などはある程度でき、料理はできなくなっている（作り方がわからない） 
外出の頻度はかなり少ない。薬をもらいに病院へ行く、食材の買い物程度。 

〈食事〉 
夫が料理をするが、栄養バランスはあまり良くない。 
グルテンをよく摂取している。パンを週３～４、麺類を週５回食べるほど好き。 

〈人生背景〉 
若い頃から友達作りや人との付き合いなどに対しては消極的。 
外出はしたくない、できるだけ家で過ごしていたいタイプ。 
夫、娘の前で基本的にネガティブ。物事に対して悲観的に捉えやすい。

【事例情報】



〈身体の状態：身体の冷え、下肢のむくみ、易疲労、肩こり〉 
身体の冷え　：手全体が冷たい。 
下肢のむくみ：むくみは特に見られない。 
疲労感　　　：意欲低下も見られ、行動量は少ない。 
肩こり　　　：両肩、特に右肩の凝りを訴える。 

〈検査：MMSE…17点〉 
時間の見当識、シリアル７（100から７の引き算）、遅延再生が目立ってできない。 

〈検査：FAB…９点〉 
検査４の反応の選択、検査６の自主性以外の課題はほとんど実行できず。 
検査１の概念化では、問題の内容を取り違えを認める。 
チューリップ・バラ・菊の質問では、バラの特徴、トゲがあるということを話す。 

〈検査：海馬検査〉 
海馬の機能低下が見られる。2度目の迷路の時、１回目で通らなかった方へ進んだり、 
方向がわからなくなる様子があった。 

検査を通しての特記事項： 
・質問が進むにつれ、答えられない自分にだんだんと自信を失っていく様子。

〈脳部位：内側前頭前野、外側前頭前野、左側頭葉〉 
　外側前頭前野： 
　・シリアル７が全くできない。 
　内側前頭前野： 
　・FABの知的柔軟性の目立った低下。普段の家での意欲低下。 
左側頭葉　　　： 
　・MMSEで時間の見当識が目立ってできていなかった。 

〈内臓：肝臓、腎臓〉 
　腎臓：手の冷え、水分摂取量が1日１L未満。　 
　肝臓：右肩が凝っている。顔色が悪い。 

〈筋：下腿の筋群、広背筋〉 
　下腿の筋群：腎機能の低下、外出、歩く頻度の減 
　広背筋　　：腎機能の低下、同じ姿勢をとる時間が長い。 

〈生き方〉 
　考え方は基本的にネガティブ。人の意見を聞かずに決めつけてしまう部分がある。

【評価】

【事例情報・評価からの問題点の抽出】



〈内側前頭前野：機能→記憶の想起、意欲、やる気〉 
内側前頭前野は記憶を想起させる機能がある。 
そして意欲ややる気、動機付けをする場所でもある。 
外出が億劫になる、家事などをやらなくなるのは、これが原因の一つになっている。 

〈左側頭葉：機能→言語機能〉 
検査や会話で、少し複雑な話になるとその言葉や問題に対しての理解がうまくできない。 
左側頭葉は聞いた言葉を理解する機能を持っているが、ここが機能低下していて、 
生活にも影響が出ている可能性がある。 

〈肝臓：機能→解毒作用〉 
肝臓は身体の中の毒素を中和したり、代謝することで身体を綺麗な状態に保つ。 
肝機能が低下すると、身体の中が汚れてしまい、意欲低下や疲労感に繋がる。 

〈腎臓：機能→血液や水分の循環、排泄〉 
腎臓は循環機能。身体の中の不要なものを体外に出したり、血液や水分をの循環をさせる
機能がある。 
循環させる水分も普段から摂れていない時点で大きな負担になっていて、水分の再吸収で
汚れた状態の水分をまた循環させることで身体全体が汚れてしまう。肝臓同様、これも疲
労感が大きくなる原因。 

〈下腿の筋群：機能→下肢の血液循環を維持〉 
腎機能の低下、運動を日頃しないなどが重なり、循環の悪さが大きくなる。 
脳への血流も低下し、脳機能への影響も出る。 

〈肩甲骨：機能→血液の循環、姿勢を正す〉 
背中が丸い、猫背。体幹をあまり使わない状態が多く、背中が固まってしまう。 
同時に肩もをあまり動かさないので、凝りや痛みに繋がる。 
首の近くに位置するので、脳への血流にも大きく関わっている。 

【原因部位と症状の関係】



〈脳に対して〉 
卓上療法：内側前頭前野、左側頭葉を中心とした課題。 
頭蓋治療：前頭葉、側頭葉、肝臓、腎臓に関係する頭蓋骨のマッサージ。 

〈内臓に対して〉 
肝臓：肝臓の血液循環をあげる治療、右肩コリの軽減。 
腎臓：腎臓の機能アップ、柔軟性を上げる治療。 

〈筋に対して〉 
腓腹筋：普段使わずに固まってしまった状態をほぐし、血液の循環を促す。 
肩甲骨まわり：肩凝りやそれによるストレスの軽減。脳への血液の循環を促す。 

〈生活指導〉 
水分摂取量を1日1,500ml飲むのを目標に取り組んでもらう。 
内側前頭前野の活性化を中心とした卓上訓練。 

・気分が沈む頻度、度合いがかなり軽減。 
・意欲向上、表情など明るくなる。 
・言葉の理解の度合いが上がる。

【治療】

【改善点】



意欲・体力が向上し 
活動範囲が増えた事例 

88歳　男性



氏名：N　性別：男性　年齢：88歳 
診断名：レビー小体型認知症、パーキンソン病 
既往歴：心筋梗塞（10年前） 
服薬状況：メマリー20mg(３年前から)、ドネペジル3mg、リピドール、マドパー 

＜症状＞ 
　倦怠感、小刻み歩行。食欲低下、味覚低下、便秘 

＜家族の意見＞ 
　めまい、2～３ヶ月前から倦怠感があり外出がほとんどない。 
　焦点が定まらず日中ぼんやりしてしまう。

＜検査＞MMSE　２３点→2７点　　FAB１０点→１２点 
　シリアル７や遅延再生の機能が主に変化。海馬、前頭葉の機能低下が主 

＜生活・身体状態＞ 
　身体が怠く特に午前中は倦怠感が強い。血圧が90と低め。 
　デイケアはは週２回行くが最近はそれも行かなくなってきた。 
　排便は自力では困難なため漢方を使用している。 

＜食事など＞ 
　食欲が無いため経腸栄養剤（エンシュア）を飲んでいる。 
　1日の水分摂取量500mlでその他は薬を飲む時だけ。

＜脳＞ 
　前頭葉全体だが特に内側前頭前野、海馬。 

＜内臓＞腎臓、十二指腸、小腸、大腸、 
　腎臓：水分摂取量が少なく、血圧も低いため。　十二指腸・小腸・大腸：便秘。 

＜筋＞ 
下肢筋群筋力低下、全身の筋持久力の低下。

【事例情報】

【評価】

【事例情報・評価からの問題点の抽出】



＜脳＞ 
卓上療法：内側前頭前野と海馬に対して実施 
足し算・引き算・掛け算の計算問題、間違い探し、点繋ぎ課題、迷路 

＜内臓治療＞ 
十二指腸・小腸・大腸：蠕動運動をアップさせる整体治療、 
腎臓：腎臓の圧迫を取り除く治療、水分摂取 

＜運動療法・筋膜整体治療＞ 
具体的にはスクワットや実際に走ってもらうなど素早く動く動作を反復する。運動負
荷は血圧・脈拍を確認しながら少し息切れ・疲労感がある程度とし、休憩を繰り返し
て動くことを積極的に実施。

＜内側前頭前野：機能→自発性、思考、意欲＞ 
内側前頭前野は物事を思考し、意欲的に行動しようとする機能がある。 
Nさんの場合、意欲的に活動が出来ないことにより食欲・動作への意欲が低下し、身体
に必要な栄養が不足していることに加えて動かないことによる全身の筋肉への負荷が低
下したことによって体力が低下したことが考えられる。 

＜海馬：機能→短期記憶＞ 
海馬は外界からの情報を選択・保持する機能がある。 
Nさんの場合、MMSE検査の計算でシリアル７が困難だったことから情報の保持能力の
低下が考えられる。 

＜腎臓：機能→血液循環の維持＞ 
脳への血流量が不足していることが腎臓の機能が低下すると水分が不足し、循環が悪く
なり身体のだるさを認めてNさんの場合は倦怠感に繋がっている。 

＜十二指腸・小腸・大腸：機能→排便・酸性からの中和＞ 
十二指腸・小腸・大腸の機能に蠕動運動という便の腸内の移動活動能がある。 
Nさんの場合、お薬を使用して排便しているため自身での排便機能の低下が考えられ
る。 

＜下肢筋群筋力低下、全身の筋持久力の低下対して＞ 
Nさんの場合、全身の筋肉の活動量を増加することが必要。

【原因部位と症状の関係】

【治療】



・食欲が出てきたことによって毎朝飲んでいた経腸栄養剤を止めて普通の食事を 
　全部食べれるようになった。 
・以前は午前中に行動することが出来なかったのですが疲労も減っているようで、 
　外出する頻度が増えました。 
・最寄り駅まで歩いて10分ほどの距離も以前は２回休憩が必要だったのですが 
　今では休憩なしで外出できています。 
・本人から〇〇が食べたい。って本当に久しぶりに聞いたのですごく嬉しかったです。

【改善点（ご家族の意見）】



小刻みな歩行が改善した事例 
77歳　男性



氏名：N　性別：男性　年齢：77歳 
診断名：レビー小体型認知症、パーキンソン病 

＜症状＞ 
小刻み歩行。幻覚（女の子や虫が見えたり、足が濡れている感覚） 

＜家族の意見＞ 
歩行が小刻みの歩行で思ったように動かず、歩行やトイレ介助が多い。 
幻覚を訴えてくる 

＜検査＞MMSE　18点→22点 
　計算(シリアル７)が可能になり、口頭指示の点数がアップ 

＜生活・身体状態＞ 
　夜中、１時間おきに目が覚めてトイレに行く。排便は薬を使用して2日に１回 
　小刻み歩行、歩き始め・方向転換に時間を要する。初動が遅い。 
　特に体幹の筋肉が硬く可動性少ない。最近、ほとんど外出しない 

＜食事など＞ 
　毎朝は食パンとオレンジジュースを摂取。1日の水分摂取量500ml

＜脳＞ 
内側前頭前野、外側前頭前野、海馬 

＜内臓＞腎臓、十二指腸、小腸 
　腎臓：手足の冷え、水分摂取量が少ない。　十二指腸・小腸：便秘 

＜筋＞ 
下肢筋群、体幹回旋筋群

【事例情報】

【評価】

【事例情報・評価からの問題点の抽出】



＜外側前頭前野：機能→記憶の想起、情報の整理＞ 
外側前頭前野は記憶を想起させる機能がある。 
Nさんの場合、行動や動作が遅くなる際の外側前頭前野の機能低下が考えられる。 

＜内側前頭前野：機能→自発性、思考、意欲＞ 
内側前頭前野は物事を思考し、行動しようとする機能がある。 
そのため「最近、ほとんど外出しない」は内側前頭前野の機能低下が考えられる。 
Nさんの場合、身体の筋肉の筋力・体力の低下と動作ができないことにより、自分自身
での自信がなくなったことで動くことに対しての意欲が低下が考えられる。 

＜海馬：機能→短期記憶＞ 
海馬は外界からの情報を選択・保持する機能がある。 
Nさんの場合、MMSE検査の計算でシリアル７が困難だったことから情報の保持能力の
低下が考えられる。 

＜腎臓：機能→血液循環の維持＞ 
腎臓の機能が低下すると水分が不足し、循環が悪くなり身体のだるさを認め、活動量が
減る。 

＜十二指腸・小腸：機能→排便・酸性からの中和＞ 
十二指腸・小腸の機能に蠕動運動という便の腸内の移動活動能がある。 
薬を使用し排便しているため、自身での排便機能の低下が考えられる。 

＜下肢筋群：機能→歩行＞ 
下肢の筋力が低下すると歩行能力に影響が大きい。 
Nさんの場合、大臀筋・大腿四頭筋・ハムストリングス・下腿三頭筋・前脛骨筋の下肢
全体的に筋力が考えられる。 

＜体幹の回旋筋群：機能→体幹回旋運動＞ 
起き上がり動作や歩行動作での体幹回旋運動が乏しく、動作に影響がある。

【原因部位と症状の関係】



＜脳＞ 
卓上療法：内側前頭前野・外側前頭前野と海馬を活性(電気刺激をあげる)させる。 
足し算・引き算・掛け算の計算問題、間違い探し、点繋ぎ課題、迷路。 

＜内臓治療＞ 
十二指腸・小腸：蠕動運動をアップさせる治療。 
腎臓：腎臓の圧迫を取り除く治療、水分摂取。 

＜筋膜整体治療＞ 
大臀筋・大腿四頭筋・ハムストリングス・下腿三頭筋・前脛骨筋の筋活動量を増やし、
体幹の回旋運動によって可動域訓練実施。

・幻覚を訴える回数が減少。 
・歩行動作がスムーズになり、介助量が減少。 
・排便頻度の上昇。

【治療】

【改善点（ご家族の意見）】



幻覚症状が改善した事例 
87歳　女性



氏名：Tさん　性別：女性　年齢：87歳 
診断名：レビー小体型認知症 
服薬状況：アリセプト服用中 

＜症状＞ 
小刻み歩行。虫が見える幻覚。 

＜ご家族の意見＞ 
虫が見えたり狭い場所への不安が強く入浴介助などの介助量が多い。 
トイレの介助量が多い。自分が今、何をするべきか理解していない。 
すぐにベットへ寝てしまう。残されている能力が失われるのが不安。

＜脳＞内側前頭前野、眼窩前頭皮質、海馬 

＜内臓＞腎臓、十二指腸、大腸 
　腎臓：水分摂取量が少ない。　十二指腸・大腸：便秘 

＜筋＞体幹回旋筋群 

＜検査＞MMSE　8点→13点 
　見当識機能、物品認知、図形模写の点数がアップ。 

＜生活・身体状態＞ 
　体幹の可動性の低下、十二指腸・腎臓・大腸の機能低下。排便は週に１回。 

＜食事など＞ 
　甘い物をつい食べてしまう。1日の水分摂取量500ml以下。

【事例情報】

【評価】

【事例情報・評価からの問題点の抽出】



＜脳＞ 
卓上療法：内側前頭前野・・眼窩前頭皮質・海馬を活性(電気刺激をあげる)させる。 
足し算のみ計算、掛け算のみ計算、点つなぎ、間違い探し、数字ならべ。 

＜内臓治療＞ 
十二指腸・大腸：蠕動運動をアップさせる治療。 
腎臓：腎臓の圧迫を取り除く治療、水分摂取。 

＜筋膜整体治療＞ 
体幹の回旋運動によって可動域訓練実施。

＜内側前頭前野：機能→自発性、思考、意欲＞ 
内側前頭前野は物事を思考し、行動しようとする機能がある。 
Tさんの場合、すぐにベットに寝てしまう意欲低下などが考えられる。 

＜眼窩前頭皮質：機能→感情の抑制＞ 
眼窩前頭皮質は興奮した感情を抑制・行動を抑制する機能がある。 
Tさんの場合、不安の感情と行動を抑制する能力低下が考えられる。 

＜海馬：機能→短期記憶＞ 
海馬は外界からの情報を選択・保持する機能がある。 
Tさんの場合、ご家族から指示された内容を理解・保持する能力低下が考えられる。 

＜腎臓：機能→血液循環の維持＞ 
腎臓の機能が低下すると水分が不足し、循環が悪くなり身体のだるく活動量が減る。 

＜十二指腸・大腸：機能→排便・酸性からの中和＞ 
十二指腸・大腸の機能に蠕動運動という便の腸内の移動活動能がある。 
Tさんの場合、排便機能の低下が考えられる。 

＜体幹の回旋筋群：機能→体幹回旋運動＞ 
Tさんの場合、日常生活動作での起き上がり動作（特に寝返り動作）や歩行動作での
体幹回旋運動が乏しく、動作に影響がある。

【原因部位と症状の関係】

【治療】



シャワー入浴での介助で指示理解の量が増えたことで何回も言わなくても良くなって、 
介助量が軽減しました。食事の時に自分でエプロンを付けたり、冗談を言いうなど 
自発性が増えたのでコミュニケーションを取れる量が増えてきました。

【改善点（ご家族の意見）】



男が物を取って行くという幻覚が 
改善した事例 
85歳　女性



氏名：Mさん　85歳　女性　 
診断名：レビー小体型認知症　 
処方薬：メマリー、リバスタッチ、抑肝散を処方されていたが、中止。 

〈症状〉 
もの忘れ、記憶障害： 
・昔あった事、同じような話を何度もする。 

被害妄想： 
・「近所に住む男性が来て、物を盗っていく」と毎日のように言う。 

意欲低下： 
・行動がゆっくり、部屋にいてあまり動かなくなった。 

〈家族・本人の希望〉 
家族：とにかく被害妄想が辛い。ある事ない事を言うし話しても聞き入れてくれなくて 
　　　 困っているのを何とかしたい。 
本人：「頭が悪くなってきている」と異変、自覚はある。それを半ば諦めている様子も 
　　　　あるが、なんとかしたい気持ちもある。

〈生活状況〉 
息子夫婦、その子ども２人と共同生活。旦那は施設に入所中で離れて暮らす。 
本人は週に３日デイサービス。時にショートステイを利用することもある。 

〈食事〉 
息子の嫁が基本的に用意、出されたものは食べているが、 
パンは大好きで毎朝食べる。デイサービスでも甘いものが出ると食べる。 

〈人生背景〉 
結婚のタイミングが早く、仕事など社会に触れる経験はあまりない。 
子ども２人のお世話、家事など家のことをやってきた。 
人当たりは良い方。愛想も良い。

【事例情報】



〈身体の状態：身体の冷え、下肢のむくみ、易疲労、肩こり〉 
身体の冷え　：手足全体が冷たい。 
下肢のむくみ：むくみは特に見られない。 
疲労感　　　：疲労感はあまり見られない様子だが、腰が曲がり歩きにくそう。 
肩こり　　　：猫背が強く、肩凝りも感じている。 

〈検査：MMSE…９点〉 
即時記憶、自発書字（困りながらも書く）、図形模写以外はほぼ実行できず。 
あまり考えない、諦めが早い印象。 

〈検査：FAB…５点〉 
自主性のみ実行でき、残りの項目は全体的に実行できず。 
概念化では質問に対して正しい返答にならず。それぞれの違いを話す。 
反応の選択では、指示１の段階で無反応。たたかず。

〈脳部位：前頭葉全体〉 
　外側前頭前野： 
　・指示に対して正しい判断、行動が取れない。 
　内側前頭前野： 
　・意欲低下、ボーッとする時間が長い。 
　眼窩前頭皮質： 
　・集中が長続きしない。すぐに諦める。 

〈内臓：肝臓、腎臓〉 
　腎臓：手足の冷え、水分をほとんど飲まない。腰が大きく曲がっている。　 
　肝臓：右肩の凝り、猫背で圧迫している。 
　肺：猫背の姿勢で肺の圧迫、呼吸がしづらい状態。 

〈筋：広背筋、大胸筋〉 
　広背筋：腰から上が曲がり、歩く時でさえほとんど動かない。 
　大胸筋：肺を圧迫、呼吸が小さくなっている。

【評価】

【事例情報・評価からの問題点の抽出】



〈内側前頭前野：機能→意欲、やる気〉 
内側前頭前野は意欲ややる気を出すために必要な脳部位。 
身体機能、筋力の低下に加えてやる気が下がってくると言う悪循環。 

〈外側前頭前野：機能→状況の理解、判断と予測〉 
外側前頭前野はその場の状況を正しく理解、判断する。その後でどのような行動を取る
か、話をするかを決定していく。 
そしてその行動をするとどうなるのかと言う未来の予測もするので、 
これらが低下すると、被害妄想によるあり得ない状況を本当だと信じて間違った行動を取
ることにつながる。Mさんの場合、少し考えると現実的でないと言うようなことでも、本
当だと信じてしまう状態だと考えられる。 

〈肝臓：機能→解毒作用〉 
肝臓は身体の右側に位置し、機能で言うと解毒をメインに行っている。それが普段の姿勢
の悪さ、グルテン摂取が頻繁などが影響し肝臓に負担をかける。 
身体の毒素を中和したり、代謝することで身体を綺麗な状態に保とうとする力が減る。 
疲れやすい身体を作り、右肩との繋がりも深く、肩凝りを強める原因にもなる。 

〈腎臓：機能→水分の循環〉 
身体の水分を循環させる腎臓。水分が足りないと全ての内臓に負担がかかるが、 
特に腎臓が影響を受けてしまう。血液循環の機能も持つ腎臓に負担がかかると、 
全身の血流が下がり、結果として脳機能の低下も起こしてしまう。 

〈肺：機能→酸素の供給〉 
酸素が不足すると、感じる疲労感はとても大きくなる。 
肺の機能が低下した方は、少し歩いただけでも疲れやすく、ほとんどの人が意欲低下に繋
がっている。 

〈広背筋：機能→下肢の血液循環を維持〉 
上半身全体の動きを制限してしまう。背中が大きく丸まり、広背筋が伸びたまま固まる。 
中でも特に大きな筋肉になり、血液の循環が悪くなりやすい。 

〈大胸筋：機能→脳、全身への酸素供給〉 
猫背が強い方は広背筋が伸びたまま固まる。と同時に、前面である大胸筋は逆に収縮した
状態で固まり、動きが悪くなる。 
肺の動き、機能を制限してしまい酸素を身体に取り込める量が少なくなる。 
脳や全身が常に酸欠のような状態になり、ちょっとした動きでも疲労感を大きく感じるよ
うになってしまう。

【原因部位と症状の関係】



〈脳に対して〉 
卓上療法：内側前頭前野、外側前頭前野を中心とした課題。 
頭蓋治療：全体的に脳の圧迫をとる頭蓋骨のマッサージ。 

〈内臓に対して〉 
肝臓：肝臓機能と柔軟性を取り戻す治療。右肩の痛みの緩和も狙う。 
腎臓：全身の血流、水分の循環を良くし、柔軟性を上げて腰回りの動きを良くする。 
肺：肺の動き、酸素の取り込みを大きくする治療。 

〈筋に対して〉 
広背筋：前のめりの姿勢によって固まった広背筋を緩め、血液循環を促す。 
大胸筋：肩が内側に寄ることで、肺の圧迫状態を緩和し、酸素の取り込みを良くする。 

〈生活指導〉 
水分摂取量を段階的に増やしてもらう。まずは1日1, 000ml飲むのを目標に取り組んでも
らった。 
内側前頭前野、外側前頭前野の活性化を中心とした卓上訓練。 
普段から鼻で呼吸することを意識する。

・意欲向上、表情や目の色、笑顔が増える。 
・腰の曲がり具合、腰の痛みが軽減。 
・被害妄想で男が物を盗っていくと言う発言が１週間言わないなど頻度が減少。

【治療】

【改善点】



ストレスが減り、家族への 
当たりの強さが弱まった事例 

88歳　女性



氏名：Aさん　88歳　女性　 
診断名：診断なし　 
処方薬：アリセプトを処方されていたが、帯状疱疹を発症した際に中止。 
その他甲状腺や便秘薬、帯状疱疹に関する痛み止め（ロキソニン、リリカ）などかなり多
く服薬をしていた。 

〈症状〉 
もの忘れ、記憶障害： 
・聞いたことを忘れてしまい、それを指摘されてもわからない（自覚がない） 

意欲低下、精神症状： 
・なんでも悲観的に考えるようになった。マイナス発言が増えた。 
・外出が減る。趣味のダンスが帯状疱疹をきっかけにできず行動量が減る。 
・旦那（認知症）に対して感情的になることが多くなった。 

〈家族・本人の希望〉 
家族：本人のストレスもあるかもしれないが、旦那の症状にも影響してしまう気がする。 
　　　このままだと悪循環で共倒れになるかもしれないから、それだけは避けたい。 
　　　病院で受けたHDS-Rが20点以下だったことも気になる。 
本人：旦那に対して、怒らないようにと言われるけど、ついその行動などを見ていると 
　　　イライラしてくる。

〈生活状況〉 
旦那と２人暮らし。旦那の方が症状は強く出ている。 
デイサービスを含めどこに出かけるにも一緒で、旦那の症状や行動を見てイライラ。 
つい厳しい言葉で当たってしまう。 

〈食事〉 
作ることはできないが、食事バランスはなるべく良くしたいことから、宅配のお弁当など
を利用している。 

〈人生背景〉 
比較的裕福な家庭で育ち、男性にもモテてきた。 
あまり納得しないまま結婚した旦那とは、関係性は悪くはないが喧嘩も多かった。 
夫婦の関係性としては、本人の方が少し立場として上の状態で過ごしてきた。

【事例情報】



〈身体の状態：身体の冷え、下肢のむくみ、易疲労、肩こり〉 
身体の冷え　：目立った手足の冷えはない。 
下肢のむくみ：むくみは特に見られない。 
疲労感　　　：疲労感あり、元気がない様子。 
肩こり　　　：目立って肩の凝りは見られない。 

〈検査：MMSE…27点〉 
シリアル７以外、ほぼ正答できた。 

〈検査：MOCA…24点〉 
遅延再生が答えられず。復唱課題も長文の方が言えなかったが 
そのほかはほぼ正答していた。 

〈検査：海馬検査…低下見られる〉 
１回目はほぼストレートにゴールできたが、２回目になると、１回目に通っていない道を
進んだり、ゴールになかなかたどり着けなかった。

〈脳部位：外側前頭前野、海馬〉 
　外側前頭前野： 
　・複雑な情報処理、計算ができない。記憶の想起ができない。 
　海馬： 
　・一度覚えたことが再生できない。道、方向感覚が鈍っている。 
　　旦那と過ごす時間の長さ、イライラすることで感じるストレスも低下の原因と 
　　なっている可能性あり。 

〈内臓：肝臓、腎臓、腸〉 
　肝臓：服薬量の多さで負担をかけている。 
　腎臓：水分摂取量が少ない。服薬量の多さで負担をかけている。 
　腸：水分摂取量が少ない。便秘で薬も服用している。 

　 
〈生き方〉 
昔から旦那に対して言いたいことを言い続けてきた。喧嘩になることもあるが、最終的に
旦那が折れることはあっても、本人が折れることはない。 
体調に不調があればすぐに薬に頼ろうとする。

【評価】

【事例情報・評価からの問題点の抽出】



〈外側前頭前野：機能→計算能力、記憶の想起〉 
外側前頭前野は複雑な情報処理、高度な能力を持っている。 
そのうちの一つに保存していた記憶の想起がある。聞いたことを忘れてしまう、思い出せ
ないことにつながっている可能性がある。 

〈海馬：機能→即時、短期記憶と道を覚える機能〉 
海馬の機能は直後～数日のうちにあった情報の精査。必要な情報を覚えられず、話したこ
となどを覚えられない状態になる。 

〈肝臓：機能→解毒作用〉 
肝臓は解毒をメインに行っている。そして肝臓への負担になる要素は多くある中、このAさ
んの場合、服薬の量、帯状疱疹の痛み止めなど強い薬の服薬などで肝臓に強く負担をかけ
てしまっている可能性がある。 
そうなると疲れが溜まりやすく、疲労感から意欲低下にも繋がってしまう。 

〈腎臓：機能→水分、血流の循環〉 
腎臓は普段の水分摂取量が足りないと特に負担がかかってしまう内臓。体内の水分を全身
に循環させる機能があり、それらがうまくいかないことで血流も悪くなる。 
全身の血流が下がり、結果として脳機能の低下も起こしてしまう。 

〈腸：機能→排便〉 
腸の機能は栄養の吸収と排泄。Aさんは以前から便秘傾向にあり、薬も服用している。 
便が溜まった状態、老廃物が身体の中にある状態が続くと、栄養バランスを気をつけてい
ても吸収がきちんとできない。全体的な体調不良に繋がる。

【原因部位と症状の関係】



〈脳に対して〉 
卓上療法：外側前頭前野、海馬を中心とした課題。 
頭蓋治療：肝臓、腎臓と繋がりの強い部分をメインとした頭蓋骨のマッサージ。 

〈内臓に対して〉 
肝臓：肝臓機能と柔軟性を取り戻す治療。薬による負担を軽減させる。 
腎臓：全身の血流、水分の循環を良くする。 
腸：腸の硬さを和らげ、便秘を解消するための治療。 

〈生活指導〉 
水分摂取量を段階的に増やす。1日1, 500ml飲むのを目標に取り組んでもらった。 
外側前頭前野、海馬の活性化を中心とした卓上訓練。 
帯状疱疹が治ってくるのに合わせて、服薬の量を減らしていく。 
娘が本人の家へ向かった時、コミュニケーションを取る。話すことで発散させる

・イライラの減少。旦那への当たりの強さが弱まった。 
・表情が明るく、スッキリした様子になる。 
・病院によるHDS-Rの再検査で27点にアップ。

【治療】

【改善点】



自身の言ったことを忘れなくなった事例 
82歳　女性



氏名：Tさん　82歳　女性　 
診断名：アルツハイマー型認知症 
処方薬：アリセプト5mg処方。その他コレステロール低下剤、血液凝固防止などを服用。 

〈症状〉 
もの忘れ、記憶障害： 
・聞いたことを忘れてしまい、何度も繰り返し聞いてくる。 

集中力低下： 
・なんでもすぐ諦める。物事をやろうとしてもすぐ投げ出す。ボーッとする時間が多い。 

〈家族・本人の希望〉 
家族：何度も同じことを聞くのをやめてほしい。お風呂に入る頻度が週１と少ないので、 
　　　入って欲しい。 
本人：忘れたりするけど、年相応でそれほど気にしていない。（自覚が薄い）

〈生活状況〉 
長男夫婦と同居している。長男は仕事が忙しく、衣食住の提供と病院への送り迎えなどは
してくれるが、それ以上の症状の改善に対してあまり協力を得られない。 
長女、次女は別で暮らし、本人もたまに泊まりに行く。その他デイサービスなどで日中外
出したりもする。 

〈食事〉 
長男嫁に用意してもらっているが、栄養バランスとしてはあまり良くない。 
朝は特にパンの提供が多い。たまにインスタント食品も食べる。 
水分摂取量も1日500ml程度。 

〈人生背景〉 
子どもの頃、あまり学校に行けていなかった。 
田舎に疎開していた頃は疎開先の家の子どもたちの面倒を見るなどをして過ごしていた。 
本人もそれに強い思いがあるのか、何度もその話をする。

【事例情報】



〈身体の状態：身体の冷え、下肢のむくみ、易疲労、肩こり〉 
身体の冷え　：手足がとても冷たい 
下肢のむくみ：むくみは特に見られない。 
疲労感　　　：疲労感はあまり感じてはいない様子。 
肩こり　　　：右肩の凝りを訴える。 

〈検査：MMSE…17点〉 
時間、場所の見当識、シリアル７、遅延再生が目立ってできなかった。 

〈検査：FAB…９点〉 
知的柔軟性…同じ言葉を言いながら５個。 
反応の選択…指示１の段階で失敗。 
GO/NO-GO…検査者と同じ回数を叩く。 

〈検査：海馬検査…低下見られる〉 
１回目は比早くゴールできたが、２回目になると１回目に通っていない道を進んだり、
ゴールになかなかたどり着けなかった。

〈脳部位：外側前頭前野、内側前頭前野、海馬〉 
　外側前頭前野： 
　　シリアル７、FABの内容から計算能力の低下、集中力低下、切り替えができない。 
　内側前頭前野： 
　　FABから語想起ができない、お風呂に入る動機付けができていない。 
　海馬： 
　　一度覚えたことが再生できない。道、方向感覚が鈍っている。 

〈内臓：肝臓、腎臓、肺〉 
　肝臓：服薬量の多さ、パンを食べる頻度が多く負担をかけている。 
　腎臓：水分摂取量が少ない。猫背が強く、回旋運動が少ない。 
　肺：肩が内側に入り込んでいて、圧迫していて酸素の取り込み量が少ない。 

〈筋：大胸筋、広背筋〉 
　大胸筋：肩が内側に入り込み、血流、肺の機能低下。 
　広背筋：猫背で広背筋が伸び切り、全身の血流低下。

【評価】

【事例情報・評価からの問題点の抽出】



〈外側前頭前野：機能→計算能力、記憶の想起、集中力がない〉 
外側前頭前野が低下すると起こることの一つに集中力が低下する。何かに取り組もうとし
てもそれに集中できず途中で投げ出したり。記憶を想起する機能も鈍り、同じことを何度
も聞いたりすることに繋がる。 

〈海馬：機能→即時、短期記憶と道を覚える機能〉 
海馬の機能は直後～数日のうちにあった情報を必要なものとそうでないものとを振り分け
て保存する。ここがうまくいかないと話したことなどを覚えられない状態になり、何度も
同じことを聞いてくる状態になる。 

〈肝臓：機能→解毒作用〉 
肝臓は解毒をメインに行っている。そして肝臓への負担になる要素は多くある中、 
パンなどグルテンの摂取量が多く、服薬による負担が、肝臓機能を低下させてしまってい
る可能性がある。 
そうなると疲れが溜まりやすく、疲労感から意欲低下にも繋がってしまい、前頭葉機能の
低下も引き起こす。 

〈腎臓：機能→水分、血流の循環〉 
水分摂取量が少ないと大きくダメージを受ける腎臓。血液循環をしている腎臓が機能低下
を起こすと、全身の血流が下がり、結果として脳機能の低下も起こしてしまう。 

〈肺：機能→酸素の供給〉 
姿勢の悪い状態、猫背が長く続き、上半身の筋肉が固まってくると、肺の機能低下が見ら
れる。そうすると酸素の取り込み量が少なくなり、酸欠状態が続く。脳への酸素の供給が
少なくなると、集中力の低下、脳活動が抑えられてしまい。症状の悪化に繋がる。 

〈大胸筋　：機能→血液循環、肺機能〉 
大胸筋は上半身の中でも大きな筋肉。血液循環に大きく関わっている。それと同時に、肺
のそばに位置しているので、固くなると肺機能にも影響。酸素の取り込み量が減ってしま
うことにも繋がる。 

〈広背筋：機能→血液循環〉 
広背筋もまた、血液循環に大きく関わる筋肉。首と近い位置で、脳への血流に直結する。

【原因部位と症状の関係】



〈脳に対して〉 
卓上療法：外側前頭前野、内側前頭前野、海馬を中心とした課題。 
頭蓋治療：肝臓、腎臓と繋がりの強い部分をメインとした頭蓋骨のマッサージ。 

〈内臓に対して〉 
肝臓：肝臓機能と柔軟性を取り戻す治療。薬による負担を軽減させる。 
腎臓：全身の血流、水分の循環を良くする。 
肺：肺機能をアップ、酸素を大きく取り込めるよう治療していく。 

〈筋肉に対して〉 
大胸筋：血液循環アップ、肺機能を取り戻すよう治療。 
広背筋：猫背解消、全身の血流量を上げるためにほぐしていく。 

〈生活指導〉 
水分摂取量を増やす。1日1, 500ml飲めるのを目標に日々段階的に取り組んでもらった。 
外側前頭前野、内側前頭前野、海馬の活性化を中心とした卓上訓練。 
鼻で呼吸をする習慣付けで肺機能をアップさせる。

・ボーッとしている時間の減少、意欲向上。 
・記憶障害はまだ残るものの、覚えている発言が増え、同じことを言う頻度が減少。

【治療】

【改善点】



感情的になり怒ることが激減した事例 
82歳　女性



氏名：Sさん　82歳　女性　 
診断名：診断名はなし。MRIなどでは海馬の萎縮見られた。 
処方薬：アリセプト5mgを処方され服用。その他オルメサルタン（降圧剤）、ニザチジン
（胃）などを処方され服用。 

〈症状〉 
もの忘れ、記憶障害： 
・自分でやったことを忘れる。財布などの行方がわからなくなる。 
・同じことを長女に何度も聞いたりする。 

被害妄想： 
・知り合いが本人の服や靴を盗っていく。 
・だんだん家族、長女も物を盗っていくと言うようになった。 

精神症状： 
・以前と比べて、だんだん怒りっぽくなってきた。 

〈家族・本人の希望〉 
家族：被害妄想であり得ないことを何度も言ってきては興奮するのが一番辛い。 
本人：「身体も元気で、ちょっと忘れるぐらいだから大丈夫！」（症状の自覚なし）

〈生活状況〉 
長女とその子どもと３人で暮らす。旦那は数年前に亡くなっている。 
週１回仕事（アイロンがけ）に行く。買い物程度の外出をする以外は家で過ごしている。 

〈食事〉 
以前は麺類、パンなどをよく食べていたが、少しずつ減らすように意識している。 
お菓子は毎日のように食べる。 

〈人生背景〉 
裕福な家庭で育つ。当時貴重だったシャツや靴を買い与えられた。 
成人になってからは接客を中心に色々な仕事をする。 
夫婦関係は良好、細かいことはいつも気にしない精神で過ごしてきた。

【事例情報】



〈身体の状態：身体の冷え、下肢のむくみ、易疲労、肩こり〉 
身体の冷え　：冷えはなし。 
下肢のむくみ：むくみは特に見られない。 
疲労感　　　：疲労感はあまり感じてはいない様子。 
肩こり　　　：右肩の凝りを訴える。 

〈検査：MMSE…20点〉 
場所の見当識、シリアル７、遅延再生が目立ってできなかった。 

〈検査：FAB…8点〉 
行動プログラム…一人では実行できず。 
反応の選択…指示１の段階で失敗。 
GO/NO-GO…検査者と同じ回数を叩く。

〈脳部位：外側前頭前野、内側前頭前野、眼窩前頭皮質〉 
　外側前頭前野： 
　　シリアル７、FABの内容から計算能力の低下、集中力低下、切り替えができない。 
　内側前頭前野： 
　　FABから。記憶の想起ができない。 
　眼窩前頭皮質： 
　　怒りっぽくなってきている。感情的になる行動が増えている。 
　　抑制が効かず、被害妄想の原因に 

〈内臓：肝臓、腎臓、子宮、肺〉 
　肝臓：服薬量の多さ、パンを食べる頻度が多く負担をかけている。 
　腎臓：服薬量の多さ、運動量、水分が少ない。 
　子宮：体内の余分な熱の排出ができていない。 
　肺：運動が少ない 

〈筋：肩甲骨まわり〉 
　肩甲骨まわり：凝りや痛みがあり、ストレスにもなっている。 
　僧帽筋：硬くなり、首の可動域も狭くなる。

【評価】

【事例情報・評価からの問題点の抽出】



〈外側前頭前野：機能→計算能力、記憶の想起、集中力がない〉 
外側前頭前野が低下すると状況の正しい判断がしにくくなる。記憶を想起する機能も鈍
り、同じことを何度も聞いたりすることに繋がる。 

〈内側前頭前野：機能→記憶の想起、注意力〉 
内側前頭前野は記憶の想起や注意機能。注意力がないと人の話をきちんと聞かず頭に入ら
ない状態を作り、何度も同じことを聞く症状に繋がる。 

〈眼窩前頭皮質：機能→抑制機能〉 
眼窩前頭皮質は感情の抑制をしている。機能低下することで怒りっぽさが強まったり、 
被害妄想による症状が出る原因になる 

〈肝臓：機能→解毒作用〉 
肝臓は解毒の機能で体内を清潔に保とうとする。パンなどの糖質や服薬による負担が、 
肝臓機能を低下させてしまっている可能性がある。 
右肩の凝りや痛みなどの原因にもなるし、脳との繋がりから、前頭葉機能の低下も起こし
てしまう。 

〈腎臓：機能→水分、血流の循環〉 
全身の水分、血液循環をしている腎臓が機能低下を起こすと、全身の血流が下がり、結果
として脳機能の低下も起こしてしまう。 
普段の水分摂取量が少ないと、より腎臓の機能を低下させて悪循環。血圧のコントロール
が難しくなり、高血圧などの異常も起こしてしまう。 

〈子宮：機能→体内の熱の発散〉 
子宮機能が低下すると体内に熱が篭りやすくなる。男性と違って代謝しにくい女性は特に
熱の発散が苦手。熱が篭ることで集中力低下、その他脳機能を鈍らせる要因を作る。 

〈肺：機能→酸素の供給〉 
姿勢の悪い状態、猫背が長く続き、上半身の筋肉が固まってくると、肺の機能低下が見ら
れる。そうすると酸素の取り込み量が少なくなり、酸欠状態が続く。脳への酸素の供給が
少なくなると、集中力の低下、脳活動が抑えられてしまい。症状の悪化に繋がる。 

〈肩甲骨まわり：機能→血液循環〉 
普段の姿勢、仕事柄アイロンを使い肩（特に右）が固まりやすい状況。 
首に近い位置からも、脳への血流に大きな影響を与える。

【原因部位と症状の関係】



〈脳に対して〉 
卓上療法：外側前頭前野、内側前頭前野、眼窩前頭皮質を中心とした課題。 
頭蓋治療：肝臓、腎臓、子宮と繋がりの強い部分をメインとした頭蓋骨のマッサージ。 

〈内臓に対して〉 
肝臓：肝臓機能と柔軟性を取り戻す治療。薬による負担を軽減させる。 
腎臓：全身の血流、水分の循環を良くする。 
子宮：体内に篭った余分な熱を逃し、集中力を高めるための治療。 
肺：肺機能をアップ、酸素を大きく取り込めるよう治療していく。 

〈筋肉に対して〉 
肩甲骨：右肩の凝り、痛みの解消と血液循環を促すためのマッサージ。 

〈生活指導〉 
水分摂取量を増やす。1日1, 500ml～2,000ml飲めるのを目標に、日々段階的に取り組ん
でもらった。 
外側前頭前野、内側前頭前野、眼窩前頭皮質の活性化を中心とした卓上訓練。 
鼻で呼吸をする習慣付けで肺機能をアップさせる。

・長女に対しての被害妄想を言わなくなった。 
・怒りっぽさ、感情的になることが減った。 
・記憶障害はまだ残っているが、同じことを言う頻度の減少。

【治療】

【改善点】


