


「禿げた小太りのおっさん」が見える。 
僕の父親がレビー小体型認知症の幻覚症状が悪化し始め、夜中に幻覚が見えるなどと 
訴えてきました。  

理学療法士である僕は病院を辞めて、健康食品関係の営業の仕事をしていました。 月商1000万円
以上の営業成績を叩き出し、順風満帆の生活を送り、理学療法士として、医療の世界に戻る気はあ
りませんでした。父親の幻覚症状が悪化するまでは...。  

父親の幻覚症状はさらにエスカレートし、家族や近所の方々まで迷惑をかける様になり、 「この
ままでは家族が崩壊してしまう」と思いました。 認知症の知識がほとんどなかった僕は、認知症
の専門家の医師へ藁をもすがる思いで父を連れて行きました。 しかし、医師は「認知症になった
ら進行を抑えるしかない」「薬を出して幻覚を抑える」 といった話しかせず、大量の薬を処方する
だけでした。 結果、症状は抑えられるどころか、幻覚をはじめレビー小体型特有の歩行障害や姿
勢反射障害、便秘などが悪化していくばかりでした。  

 症状が悪化する父親の姿、壊れそうになる母親の姿を見た僕は決意しました。 
 「自分がやるしかない！」 

僕は認知症の病態や原因、メカニズム、治療実績などを文献やセミナーで調べ、あらゆる手段を尽
くして、父親へ治療を行いました。 すると、治療を始めてから2ヶ月ほどで幻覚による興奮や感情
失禁などの症状が減り始め、 歩行障害や姿勢反射障害、便秘なども改善し始めました。  
僕は改善した父の姿や落ち着いた母親の姿を見て、確信しました。認知症は改善できると!  

そして、僕や母親と同じ様に苦しんでいる人たちの力になれるんじゃないかと思い、 
2016年1月に認知症専門リハビリテーションLAPREを開院し、認知症改善の治療を本格的にス
タートさせました。

認知症は絶対に改善できる！

認知症は改善できると確信した理由



認知症が改善した方々とそのご家族の声

改善したご家族の声

朴 栄子様

会話がスムーズになりました！ 
それと、冗談を言って笑顔が見れるようになったのが 

嬉しいです。 本当に母も私も救われました。 

「本当に通って良かった！私も母も救われました！」

もの忘れが進み、一人暮らしも厳しくなり 
この先どうなるのかなって、本当に不安でした。 
でも、こうすればもの忘れがなくなると説明して 

実際にやってくれるので、安心しました。 
ラプレさんに来てから、1人で悩む必要がなくなって

気が楽になりました
寺川 倫子様

薬を飲んでいる時は被害妄想が悪化している一方でした。 
通院しているうちに被害妄想が明らかに減ってきました。 

しかも、すぐにヒステリーになることもなくなり、 
家族が平穏な日々を過ごしています。 
何より、私たち家族が救われました！

「何より、私たち家族が救われました！」

橋口 八重子様
※写真はご本人

「1人で悩む必要がなくなって、気が楽になりました」



今日の予定や誰が家に来るからと言っても、 
「何回も誰が来るんや？」と聞いてきました。 

私が「さっき言った」って言うと 
すぐ怒ってしまい、しんどかったです。 

でも、ラプレさんに通って何ヶ月かしてから、 
予定を覚えれるようになっていました！ 村上 健一様

「予定を覚えているのがびっくりしました！」

儘田 初子様

認知症が改善した方々とそのご家族の声

改善したご家族の声

レビー小体型の母は歩行障害があるのですが、  
施術終わり、コンビニへ買い物に行った時、 
歩幅が大きく、軽やかに歩いている姿を見て 
本当に改善するんだと思いビックリしました！ 

「1回の施術で歩幅が大きくなりびっくりしました」

高橋 正樹様

以前は夜に起きて片付けや料理を始めたりして、 
それを止めるのが大変でした。 
ラプレさんにお世話になてから、 

夜中起きてゴソゴソすることがなくなりました。 
私たちの負担がなくなり本当に良かったです。

「夜に起きてゴソゴソすることがなくなりました」

※写真はご本人

※写真はご本人



河野 道江様

薬を使用せず、卓上療法や内臓治療はすごく良かったです。 
また、母へ生活指導はとてもためになりました。 

家にいる時でも何かできることがあるのは嬉しかったです。 
暗く、落ち着きがなかった母が明るくなり、 

落ち着きが出てきました。

「明るくなり、落ち着きが出てきました」

認知症が改善した方々とそのご家族の声

改善したご家族の声

穂積 菊枝様

アルツハイマー型と診断を受けてしばらくして、 
家事をサボったり、怒ることが多くなり困っていました。 

ラプレさんに通って全然変わりました。 
怒ることも減り、家事もサボることがなくなったので、 

私の手が抜けるようになりました。

「私の手が抜けるようになりました」

※写真はご本人

※写真はご本人

伊藤　照江様
※写真はご本人

もの忘れが目立ち始めてから、 
家事が全然進まず部屋が散らかっていました。 
でも、整体や脳のトレーニングをしてから 
テキパキと家事ができるようになり、 
昔のおばあちゃんに戻ったみたい。

「昔のおばあちゃんに戻ったみたい」



認知症が改善した方々とそのご家族の声

改善したご家族の声

LAPREさんに通うようになってから 
元気になり笑顔が増えました。 

これまでどう思っているか分からなかったのですが、 
感情の表現が上手になりました。 

怒っているのか、楽しんでいるのか、 
困っているのかが分かり助かります。

高橋 民子様

「感情表現が上手になりました」

今までは被害妄想の頻度が増えると薬も増えました。 
通院して、落ち着きが出てきたので薬を徐々に減らすと 

徐々に被害妄想も減ってきました。 
薬に頼らない訓練は大事だと痛感しました。

「被害妄想が減ってきました」

邉見 夕美子様

明るくなり、顔の表情が全然違います！ 
歩行も姿勢も良くなり、 

明るく元気になったことが本当に驚きでした!  
岡本先生がやっている治療法を 

全国の医療関係者の方に知ってほしいです! 

「表情が全然違います！」

三笘 優子様

※写真はご本人

※写真はご本人
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第１章
認知症になる人とその家族の特徴
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認知症になる人とその家族の特徴
認知症になった本人は体験不足

認知症発症・悪化の起因は体験不足 

認知症にならないためには「できる限りのことを体験し尽くし、心を練る」ことです。 
僕が多くの認知症の方の改善に携わっていく中で、いくつか共通する特徴が見えてきました。 
その一つが「体験不足」です。 
体験不足の方は色々なことにチャレンジしてこなかった人が多いです。 
チャレンジをすると成功や失敗、悔しい思い、嬉しい思いをなどをし「喜怒哀楽」を感じ表現でき
ます。この「喜怒哀楽」を感じ、表現することが「心を練る」ようになるのです。 
「体験が不足し、心を練れなくなる」と“心のバランス”が崩れ、考え方や言動に大きな偏りが見ら
れます。その偏りがもの忘れ、徘徊、被害妄想などの認知症状を発症・悪化させるのです。 

中には「色々な趣味や仕事をしてたくさんのことをやってきた」と言われる方もいます。 
もしかしたら、やってきたことを感情が出るまで、本気で取り組んでなかったのかもしれません。 

いずれにしても、体験不足が認知症の起因となっているのです。



第１章

認知症になる人とその家族の特徴
家族は改善できることを知らない

認知症になったらもうお手上げ…という思考になる 

家族が「骨折した」「感染症にかかった」「癌になった」と聞いた場合、もちろんショックで、 
大変な思いもします。しかし、まずは病院へ！と行動をとることができます。そして、原因を特定
し治療してくれます。 

しかし認知症の場合は違ってきます。 
「認知症です」と聞いたら何をして良いかわからないのが現状です。 
薬は意味ないし、運動すればいいのかな？…とりあえず少しでも悪化のスピードを抑えれたら。 
と考えてしまします。 
ここで一番の問題点は「認知症＝治らない、改善しない」と思っていることです。 
認知症になっても「改善できる」と思えば「骨折してもまた良くなる」と同じ思考になり、 
気持ちが楽になります。 

認知症の改善にはまず、家族が「認知症は改善できる」ということを知らないといけません。 

この改善マニュアルを読んだあなたは、今日から認知症で困っている家族へ 
「認知症は改善できる」と伝えてください。 
もしあなたが、認知症の親・兄弟・姉妹・親戚を持つ家族なら、僕がこう言います！ 
「認知症は改善できる！絶対に！」



第２章
「心身を知る評価」の重要性
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「心身を知る評価」の重要性

評価をしないと、治療はできない。 

一般的な認知症治療の問題点は、治療に重きを置きがちなことです。 もちろん治療は重要です。 

 しかし、治療の前に最も大事なことがあります。それは評価です。 評価とは症状の原因部位を見
つけ出すための総称のことです。  

評価には観察、問診、検査があり、この3つを統合して「脳・内臓・筋・心」が機能低下している
原因を探ります。そして、原因が分かってから治療を行います。  
認知症はある日突然起こる病気ではありません。長年の積み重ねによって発症します。 
そしてその積み重ねてきたものは人それぞれ違います。なので、一人一人個別性のある評価をして
原因を突き止める必要があるわけです。  

もし、評価をせずに治療をすると、ただの当てずっぽの治療になってしまいます。たまたま上手く
いくことはあるかも知れません。でも再現性はもちろんないですし、ほとんど が的外れの治療に
なり、改善することはほぼあり得ません。  

もしあなたが、本気で認知症改善を出来るようになりたいのであれば、評価の重要性を認識し、 
評価を学んでいく必要があります。次の章からは脳・内臓・筋・心のそれぞれの評価と治療法につ
いて解説していきます。 



第３章
認知症になる４つの原因①脳　評価と治療法
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認知症になる４つの原因①脳　評価と治療法
どうして脳が機能低下するのか？

「食欲が減る」「体を動かさない」「人との交流を嫌がる」 

実は、、、脳は自分から命令を出したり、電気を発生させることができません!  
脳は外界からの光や音、筋や皮膚(感覚神経)からの刺激、内臓(自律神経)からの刺激がないと動き
出しません。脳の機能低下は持続的に脳が電気活動をしなくなることです。 
 しかし、その元を辿れば、外部からの刺激が減ってしまったからです。  
認知症の人の場合「食欲が減る」「体を動かさない」「人との交流を嫌がる」 ことが脳機能を低
下させる原因になります。つまり、脳は居眠りしている状態です。

Z
Z
Z



第３章

認知症になる４つの原因①脳　評価と治療法

部位ごとの評価と治療法　人を人らしくする「前頭前野」

【機能】  
思考、判断力、記憶の想起、集中力、感情抑制、二重課題

【解説】  
前頭前野は「人間を人間らしく」する箇所です。前頭前野が機能低下すると記憶の想起低下や空気の
読めない言動、落ち着きのなさ、やる気がなくなるなど日常生活(特に人と接すること)に 
大きな支障をきたします。 



第３章

認知症になる４つの原因①脳　評価と治療法

部位ごとの評価と治療法　人を人らしくする「前頭前野」

評価法：五十音反応検査 
五十音反応検査は前頭前野の機能である集中力を観る検査です。 複数の音が混ざっている中で
「あ」だけを選択できるか否かを確認します。  
カットオフ：2つ以上間違えたら、前頭前野機能低下の可能性があります。

評価方法 
ランダムに記載されている五十音を声に出し、「あ」が聴こえたら反応してもらう。

指示内容 
「今から五十音をランダムに読み上げていきます。『あ』が聞こえたら、手を叩いてください。」 
『 い き あ うし す あ あ く け こ い あ き あ け え お あ あ あ く あ し せ き あ あ い』

治療法：筆算問題  
筆算のような少し複雑で時間のかかる計算を行うことで、思考や集中力、二重課題を要します。 
そうすることで、前頭前野への血流量を増やし、細胞を活性させるます。

やり方 
声に出しても、途中の計算を紙に書き出しても良いので、間違えないように計算する。

※問題は次のページへ

評価

治療



   ８９ 
ー３６

   ７７ 
ー２４

   ４６ 
ー１５

   ９２ 
ー７１

   ６３ 
ー５２

   ５１ 
ー３０

   ２７ 
＋３２

   ５８ 
＋４６

   ４７ 
＋６８

   ３８ 
＋８４

   ５９ 
＋２６

   ５３ 
＋８９

   ７２ 
ー５３

   ６４ 
＋５８

   ３１ 
ー２８

   ９２ 
＋４９

   ５６ 
ー４９

   ３６ 
＋７６

   ６１ 
ー４６

   ７２ 
＋９８

   ６３ 
ー２９

   ４７ 
＋３６

   ２３ 
ー１５

   ７８ 
＋８９

筆算を解いてください



第３章

認知症になる４つの原因①脳　評価と治療法

部位ごとの評価と治療法　情報入力と選択をする 「海馬」

【機能】  
即時記憶、情報選択、空間把握

【解説】  
海馬は情報の記憶と空間認知の機能があります。 海馬が機能低下すると聞いたことをすぐ忘れる、
道に迷うなどの症状を認めます。 日常生活では何度も同じ質問をしたり、何度も訪れている場所を
忘れる、道に迷うことが出 てきます。 



第３章

認知症になる４つの原因①脳　評価と治療法

部位ごとの評価と治療法　情報入力と選択をする 「海馬」

評価法：即時記憶検査  
即時記憶検査は海馬が情報の取り入れができているか否かの評価です。  
カットオフ：1つ以上間違えたら、海馬の機能低下の可能性があります。 

評価方法 
検査者が関連性のない3つの単語を言う。被験者は覚えた単語をすぐに復唱する。

指示内容 
「今から3つの言葉を言うので、すぐに繰り返し答えてください」  

『さくら・ねこ・電車 』

治療法：情報を入力し、想起する課題  
提示された写真を覚える。

やり方 
9種類の写真を15秒で覚える。その後、18種類の言葉の中から、提示された９種類の言葉を選ぶ。

※問題は次のページへ

評価

治療





白菜 パン

てぶくろ カエル

魚 ウサギ

お米 マフラー

キャベツ つみき

バット 靴下

卵 テレビ

紅茶 ピーマン

コーヒー グローブ



第３章

認知症になる４つの原因①脳　評価と治療法

部位ごとの評価と治療法　言語を理解する「左側頭葉」

【機能】  
言語理解、言語表出、言語記憶、文字理解

【解説】 
左側頭葉は言語機能の中枢です。 
言語機能が低下すると理解できない、話せない、文字が読めないなどの症状を認めます。  
会話をしていても会話の内容が理解できないので、もちろん話の内容は覚えていないこと多いです。
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認知症になる４つの原因①脳　評価と治療法

部位ごとの評価と治療法　言語を理解する「左側頭葉」

評価法：言語で指示されたことをすぐに実行する 
言語理解や言語記憶ができているか否かの評価になります。  
カットオフ：1つ以上間違えたら、左側頭葉の機能低下の可能性があります。 

評価方法 
検査者が口頭で指示を出し、指示された内容をすぐに実行する。

準備する物：白紙の用紙

指示内容 
「今から私の言う通りにしてください」  
『左手で紙を取って、その紙を半分にちぎってください。そして、私に渡してください 』 

　※まとめて口頭指示する。

治療法：文章課題  
書かれたと逆の意味を書く。

やり方 
文章のカッコ内()の意味を逆にして文章を書く。

※問題は次のページへ

評価

治療



例

出かける(前に)、服を(着て)、化粧を(する)。

出かけた(      )、服を(      )、化粧を(         )。

(食事前に、みんなで)、(あったかい)コーヒーを飲む。

(                         　  )、(               )コーヒーを飲む。

(テーブルの下に、犬がいたので)、抱えてサークルへ入れた。
(                                           )、抱えてサークルへ入れた。

(彼女)との(出会い)は、(２月)の(冬の寒い日)だった。

(      )との(　　　)は、(　　)の(　　　)だった。

　(右)へ曲がり、(くだり坂を下り)、(大きな)建物へ入った。

　(左)へ曲がり、(のぼり坂を上り)、(小さな)建物へ入った。

寒い冬は、暖かい食べ物をみんなで食べたい。

(寒い　)は、(　　　)食べ物を(　　)で食べたい。

機嫌の悪い日は、大きな声を出して、走りたい。

(　　　　　　）は、(　　)な声を出して、(　　)たい。

一年前に国内旅行へ行ったが、とても暑かった。

一年前に(　　　　)へ行ったが、とても(　　）だった。

入学式で、新しい友達と出会い、嬉しかった。

(　　　)で、(　　)友達と(　　)、(　　)かった。



第３章

認知症になる４つの原因①脳　評価と治療法

部位ごとの評価と治療法　物品を認知する「右側頭葉」

【機能】  
物品の理解と認知、色彩認知

【解説】 
目の前に置かれている物品の認知と使い方を理解することが右側頭葉の役割です。 
右側頭葉が機能低下すると、物品を認知・理解できません。 
なので、食事の際お箸を使わなかったり、エアコンのリモコンとテレビのリモコンを間違えるなど 
の症状を認めます。



第３章

認知症になる４つの原因①脳　評価と治療法

部位ごとの評価と治療法　物品を認知する「右側頭葉」

評価：物品認知課題  
物品認知検査は物品を認知できているか否かの評価です。  
カットオフ：1つ以上間違えたら右側頭葉の機能低下の可能性があります。 

評価方法 
提示された、8つの物品名と使い方を答える。 

指示内容 
「今から私が指差す物品の名称と使い方を答えてください。」 
 ※指差す順番はランダムで良いので、全てを1回づつ指差してください 

治療法：物品を一致させる課題  
一枚の写真を半分にしたものを見て、同じ写真を一致させる課題 。

やり方 
左の写真と右の写真で「合わせると一致するものを線で結ぶ」 

※問題は次のページへ

評価

治療
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第３章

認知症になる４つの原因①脳　評価と治療法

感覚を受け取り、理解する「頭頂葉」 

【機能】  
感覚受容と認知、視空間認知、構成機能

【解説】 
頭頂葉は5感(視覚、味覚、触覚、嗅覚、聴覚)を受け取る機能があります。 
また、空間の奥行 きや構成を認識する機能もあります。頭頂葉機能が低下すると身体に物が触れて
も気づかな かったり、奥行きがわからないなどの症状を認めます。 
 日常生活では火傷や怪我に気づかない、コップやお箸などの物品を正確に置いたり、取った りでき
ないことを認めます。



第３章

認知症になる４つの原因①脳　評価と治療法

部位ごとの評価と治療法　感覚を受け取り、理解する「頭頂葉」 

評価：立体認識検査   
立体認識検査は構成機能を見るための評価です。  
カットオフ：1つ以上間違えたら、頭頂葉の機能低下の可能性があります。 

評価方法 
3つの立体物のブロックの数を答える。 

指示内容 
「3つの立体物のブロックはそれぞれいくつありますか?」 

治療法：図形模写課題  
重なった図形を、そのその通りに写す課題。

やり方 
左側の図形を右側へ描き写す。 

※問題は次のページへ

評価

治療





第３章

認知症になる４つの原因①脳　評価と治療法

部位ごとの評価と治療法　世界を映し出し、伝える「後頭葉」

【機能】  
視覚を通した外界情報の写す、外界情報を側頭葉・頭頂葉への表出

【解説】 
後頭葉は外界からの視野を映し、側頭葉と頭頂葉へ送る機能があります。 
後頭葉機能低下は外界の情報を受け取れない、側頭葉と頭頂葉へ情報を送れなくなり、視覚を通し
た外界の情 報を認識できなくなります。 
 つまり「見えているけど見えていない」「見えているけど何かわからない」という状態です。 
また、物体は見えていてもその物体の方向や模様などが認識しづらくなります。 



第３章

認知症になる４つの原因①脳　評価と治療法

部位ごとの評価と治療法　世界を映し出し、伝える「後頭葉」

評価：図形一致検査   
矢印と模様の一致検査は後頭葉が正確に機能しているかを見るための評価です。  
カットオフ：1つ以上間違えたら、後頭葉の機能低下の可能性があります。 

評価方法 
同じ図形が2つずつ書かれた5種類の図形を提示し、同じ図形同士を選んでもらう。

指示内容 
 「同じ模様の図形を線で結んでください」

治療法：逆さ文字を正す課題  
逆さに書かれた文字を、正面から見た文字に正しく書き出す。

やり方 
逆さに書かれてある文字を正しく書き写してください。 

※問題は次のページへ

評価

治療
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第３章

認知症になる４つの原因①脳　評価と治療法

部位ごとの評価と治療法　動きを計画し、命令する「運動野」

【機能】  
運動計画、運動記憶、筋・脊髄への運動命令運動調節

【解説】 
運動野は運動機能の中枢です。環境に合わせて適切に体を動かすために、運動を計画し、脊髄や筋に
動きを命令します。 
 もし、運動野が機能低下すると、運動野機能が低下すると力加減がわからない、思い通りに動かな
いという症状を認めます。 
日常生活では指示と違うことをする、体を動かそうとしなくなります。



第３章

認知症になる４つの原因①脳　評価と治療法

部位ごとの評価と治療法　動きを計画し、命令する「運動野」

評価：動作を覚え、動かす検査 
運動の記憶を調べる評価です。  
カットオフ:3つ以上間違えたら、運動野の機能の低下の可能性があります。  
例:1のb、2のa、cを違えた場合、3つ以上間違えたことになるので、カットオフです。 

評価方法 
被験者は検査者の動きを覚えて、同じように動かす。 

指示内容 
「今から私が身体を動かすので、動きを覚えてください。」  
「私が動き終わった後、同じように動かしてください。」  
※同時に動かすのでなく、治療者が動き終わってから動かす。  
※座位で実施してください(転倒防止のため)  
 以下の動作を行ってください 
【方法】 
・「a、b、c」は連続で行い、cの後に患者さんに真似をしてもらう。  
・a、b、cは終わるごとに姿勢は元の位置へ戻す。 
 ・1→2→3の順番で行ってください。 

評価

 ① a,右上肢を挙げる。b,左上肢を挙げる。c,両上肢を挙げる。  

 ② a,右下肢を挙げる。b,右上肢を挙げる。c,左上肢を挙げる。   

 ③ a,両上肢を挙げる。b,左上肢を挙げる。c,両下肢を挙げる。 



治療法：ポーズをマネする課題  
逆さに書かれた文字を、正面から見た文字に正しく書き出す。 
治療者が動作を行うので、その通りに体を動かす。  
※動作を覚える必要はありません。 
※治療者とほぼ同時にポーズをマネしてください。 

やり方 
治療者がポーズをした直後に、患者に同じポーズをしてもらう。

ポーズのやり方: 
以下のポーズを順番通りに実施してください。 
※繰り返し実施しても大丈夫です。 

治療

第３章

認知症になる４つの原因①脳　評価と治療法

部位ごとの評価と治療法　動きを計画し、命令する「運動野」

① ② ③

④ ⑤ ⑥



第４章
認知症になる４つの原因②内臓　評価と治療法



第４章

認知症になる４つの原因②内臓　評価と治療法

ある物のが大きな原因となり、内臓バランスが崩れる

内臓バランスとは各臓器が適材適所でタイミングよく働くことです。  
数多くある内臓は位置する箇所も機能も異なりますが、お互いを見ながらタイミングを見計らって
働きます。  
例えば、胃で消化している時、腸は栄養吸収をストップします。  
内臓はタイミングを見計らって動いていることでバランスを保っています。 

お互いが空気を読みあっている状態を一変させ、内臓バランスを崩すのが「薬」と 
「バランスの崩れた食事」です。 

服薬すると肝臓での解毒時間が長くなります。 
解毒時間が長くなると、他の機能(消化、吸 収、循環、排出)が止まった状態になり、 
消化・吸収ができない状態が続きます。解毒を待っ ている間、消化を行う小腸が待ちくたびれて、
いざ消化をする時に機能しなくなります。 このようなことが長年続くと内臓が機能低下します。 

バランスの崩れた食事も薬と同様に、内臓が働くタイミングを乱れさせます。 
胃だけでは消化ができない物(消化不良を起こす)を食べると、腸で消化しなければならず、 
本来の腸の働きである”吸収”ができなくなります。結果栄養補給がうまくいかず、疲労の蓄積など
を認めます。



第４章

認知症になる４つの原因②内臓　評価と治療法

認知症の人が機能低下しやすい「４つの部位」

十二指腸・肝臓・腎臓・肺  
認知症を発症している高齢者は十二指腸・肝臓・腎臓・肺の機能低下を認めることが多いです。 そ
のため、4つ全てを治療する必要があるのですが、4つの部位でも機能低下している部位を見 分
け、限られた時間の中で、治療する優先順を付けることでより改善が早くなります。 そのため、4
つの部位の評価法(チェクリスト)と治療をお伝えします。

十二指腸 肝臓

腎臓 肺



第４章

認知症になる４つの原因②内臓　評価と治療法

蠕動運動のスタート地点「十二指腸」

【機能】  
蠕動運動・振動運動をスタートさせる

【解説】 
十二指腸は蠕動運動・振動運動をスタートさせ、食べた物を便として送り出すスタート地点です。 
もし、十二指腸の蠕動運動・振動運動が弱まれば、食べ物は送り出されるスピードが低下し、 
便秘の原因となります。 
認知症の方は十二指腸の機能が低下します。 なので、蠕動運動・振動運動が弱まり、 
結果便秘になります。便秘になれば腸内細菌の数や種類のバランスが崩れ、自律神経が乱れます。



第４章

認知症になる４つの原因②内臓　評価と治療法

蠕動運動のスタート地点「十二指腸」

評価(チェックリスト) 
※2項目以上当てはまれば機能低下の可能性あり

□ 食後満腹感が2時間以上続く 

□ 便秘と下痢を繰り返す 

□ 油の多い食事を食べると何かしらの体の変化を認める(下痢・疲労感・体の痛みなど) 

□ 慢性的に体が疲れる

治療法：十二指腸の圧迫法

やり方 

赤丸🔴 の位置(お臍)を掌で30秒間圧迫する。 1日3回実施する。 

治療

評価



第４章

認知症になる４つの原因②内臓　評価と治療法

体内の毒物を解毒し、エネルギーを生み出す「肝臓」

【機能】  
解毒機能 、たんぱく質の再合成(エネルギーを作る)

【解説】 
肝臓は多くの機能があります。 
その中で、認知症と関連では解毒とたんぱく質の再合成が関連します。  
認知症を発症する方は不摂生な食生活や長年服薬してきた人が多いです。 
そのような人は、解毒により肝臓を酷使してます。そのため、肝臓機能(解毒機能)は低下します。  
肝機能が低下すると、たんぱく質の再合成ができず、エネルギーが作られません。 
そうなると、食事をしたり体を休めても疲れが取れず、疲労回復ができません。



第４章

認知症になる４つの原因②内臓　評価と治療法

体内の毒物を解毒し、エネルギーを生み出す「肝臓」

評価(チェックリスト) 
※2項目以上当てはまれば機能低下の可能性あり

□ 健康的な食品を食べても体が重だるい 

□ 風邪をひくと治るのに５日以上かかる 

□ 油の多い食事を食べると体がしんどくなる 

□ 3種類以上の服薬を半年以上続けている

治療法：肝臓の前後からの圧迫法

やり方 
右胸郭下部を矢印の後方へ掌で30秒間圧迫する。  
1日3回実施する。  
※胸郭が軽くきしむ程度の圧迫で良い。 

治療

評価



第４章

認知症になる４つの原因②内臓　評価と治療法

全身の循環を司る「腎臓」

【機能】  
循環機能・老廃物の濾過

【解説】 
腎臓は循環と老廃物の濾過に関係する臓器です。腎臓機能が低下すると血液やリンパ液の流れが 
滞り、酸素や栄養の細胞への運搬、老廃物の排泄作用が低下します。  
また、濾過機能が低下して、体内に老廃物が溜まり身体が汚染されていきます。  
腎臓機能の低下は酸素と栄養が全身の細胞へ届かなくなり、身体が汚れます。



第４章

認知症になる４つの原因②内臓　評価と治療法

全身の循環を司る「腎臓」

評価(チェックリスト) 
※2項目以上当てはまれば機能低下の可能性あり

□ 末梢部(手と足)が冷たいことが多い 

□ 風邪をひきやすい 

□ 目の周りが黒っぽい灰色のような色をしている 

□ 慢性的な腰痛を認める

治療法：腎臓の後方からの圧迫法

やり方 
赤丸の位置(一番下の肋骨の下方)を掌で30秒間圧迫する。 
1日3回実施する。  
※右側の腎臓は左側の腎臓より少し下方に位置する 

治療

評価



第４章

認知症になる４つの原因②内臓　評価と治療法

体内へに綺麗な空気を取り込む「肺」

【機能】  
酸素の取り込み、二酸化炭素の排泄

【解説】 
肺は酸素を取り込み二酸化炭素を排泄することで、酸欠の防止と体内温度の上昇を防 いでいます。  
認知症高齢者は筋力低下や自律神経の乱れにより、肺と関連する筋力の低下やリズム良い呼吸が 
できなくなります。 
その結果、口で呼吸し、空気中の細菌やマイナスエネルギーを取り込んでしまいます。  
肺機能の低下は体が酸欠になり、易疲労や体内温度の上昇につながります。
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認知症になる４つの原因②内臓　評価と治療法

体内へに綺麗な空気を取り込む「肺」

評価(チェックリスト) 
※2項目以上当てはまれば機能低下の可能性あり

□ 姿勢が猫背または、前屈みで座っている時間長い 

□ 口呼吸している 

□ 一週間で歩く以外の運動を1回以下しかしない 

□ 万歳をすると胸部が引っ張られる感覚がする

治療法：横隔膜のマッサージ 

やり方 

赤丸🔴 の位置(一番下の肋骨の下方)を指先(人差し指・中指・薬指・小指)で30秒間圧迫する。 

1日3回実施する。 

治療

評価



第５章
認知症になる４つの原因③筋　評価と治療法



第５章

認知症になる４つの原因③筋肉　評価と治療法

内臓機能の低下と栄養不足が、筋力低下を招く 

筋は筋膜や腹膜・胸膜を通して、内臓と繋がっています。 
そのため、内臓機能低下に伴う臓器の定位置が変化します。すると、内臓と繋がっている筋は 
膜に引っ張られ変形し、痛みや コリが出現します。  

痛みやコリは身体活動を減らすのはもちろん、意欲や集中力が阻害され、認知機能の悪化に拍車を
かけます。 

筋機能の低下は栄養不足に陥ることがきっかけです。※筋機能とは筋線維の伸び縮みのこと 
筋繊維が伸び縮みするにはカルシウムやコラーゲン、たんぱく質などの栄養が必要です。  
そのため、食欲低下や吸収機能低下などで栄養や酸素を取り入れることができないと、 
筋線維が細くなり、伸び縮みが弱くなります。  

筋繊維が細くなり、伸び縮みが弱くなると瞬発力や筋の持続力が低下して、体の怠さや倦怠感を 
認めるようになります。 

日本認知症リハビリテーション協会



第５章

認知症になる４つの原因③筋肉　評価と治療法

3つの筋と関連する3つの臓器

肝臓僧帽筋

腎臓腸腰筋

肺横隔膜



第５章

認知症になる４つの原因③筋肉　評価と治療法

首や肩の可動域を広げる 「僧帽筋」

肝臓僧帽筋

【機能】  
肩や首の可動域を拡げる 

【解説】 
僧帽筋は肝臓と関係します。肝機能が低下すると正常の位置より下がります。 
肝臓は重いので、下がると僧帽筋も重さに吊られ下がります。すると、僧帽筋は筋力を十分に発揮で
きなくなります。  
僧帽筋の機能が悪くなることで、肩や首の可動域制限・肩こり・首の痛・みなど を認めます。 

治療法：肩関節の前方と後方へのぶん廻し運動を30回 
僧帽筋のコリや張りを解消するために、前方と後方へのぶん廻し運動を実施。

やり方 
１、両肘を伸ばす 
２、前方へ肩関節を30回廻す 
３、前方が終わったり、後方へ肩関節を30回廻す。 

治療



第５章

認知症になる４つの原因③筋肉　評価と治療法

腰痛の元になる 「腸腰筋」

【機能】  
腰の安定性に関係

【解説】 
腸腰筋は腎臓に直接付着しています。なので、腎臓の影響をダイレクトに受けます。  
腎臓は機能低下すると、腎臓の周りに覆われている膜が硬くなり、腸腰筋を覆っている膜も固くなり
ます。 
腸腰筋は腰の安定性を保っているので、悪くなると腰痛になります。 
腰痛になると活動意欲が低下し、身体を動かすことが億劫になります。 

治療法：ふとももをお臍の高さまで上げる足踏み運動を30回  
大腰筋の硬さを解消するために、足踏み運動を30回実施します。 

やり方 
１、転倒防止のために支持物を把持する。または治療者の手を持ってもらう。 
２、ふとももをお臍まで、上げる足踏みをリズムよく30回実施。 

治療

腎臓腸腰筋



第５章

認知症になる４つの原因③筋肉　評価と治療法

より多く酸素の吸収と二酸化炭素の排泄を促す「横隔膜」

【機能】  
1回の換気量を増やす 

【解説】 
横隔膜は肺の動きや動く大きさに伴い動きます。 
そのため、肺が機能低下し、動きが小さくなると横隔膜の動きも小さくなり、硬くなります。  
横隔膜の動きが小さくなると酸素の取り込みが減り、身体が酸性に傾きやすくなったり、体温の上
昇に繋がります。体温が上昇すると頭が働かなくなり、集中力が低下します。 

治療法：深呼吸を30回 ※必ず鼻呼吸で実施  
横隔膜の硬さを解消するために、深呼吸を30回実施します。 

やり方 
１、両腕を45度の角度で挙げる。  
２、思い切り鼻で空気を吸い始め、限界まで吸い続ける。  
３、思い切り鼻で空気を吐き出し、限界まで空気を吐き出す。 ※2と3を30回行う。 

治療

肺横隔膜



第６章
認知症になる４つの原因④心　評価と治療法



第６章

認知症になる４つの原因④心　評価と治療法

バランスの偏りを診る 

人の心を評価することは難しいです。脳・内臓・筋はカットオフや触診で判断できます。 
しかし、人の心は数値化できません。そのため、生まれてから今まで歩んできた人生を本人・  
家族・知人・スタッフなどと振り返ってください。ただ、振り返っても指標となるものがないと 
評価はできません。その指標となるものが生き方におけるバランスです。  

人生には対となる考え方や行動が29項目あります。その29項目を指標として大きくバランスが崩
れている項目をチェックしていきます。  
この書籍では認知症の人が偏りやすい4つの項目を診ていきます。 

行動 停止

利他的 利己的

自力 他力

継続 挫折

＜
＜
＜
＜

認知症の方は右側の停止・利己的・他力・挫折に偏る傾向にあります。 
停止：新しい挑戦や行動を取ろうとしないことが多い。  
　　　 (新しい役目を与えられても行動しない) 

利己的：自分のことを優先して考え、行動することが多い。  
　　　  (自分の都合で行動する、気分で態度が変わるなど)  

他力：人の力を借りて、仕事や生活を送ることが多い。  
　　　(認知症薬を飲む、考える前に人に聞くなど) 

挫折：行動を続けてるときに、途中でやめることが多い。  
　　　(宿題の卓上療法や運動療法を続けないなど) 



第６章

認知症になる４つの原因④心　評価と治療法

生き方のバランスをとる

前のページでお話しした、停止・利己的・他力・挫折の生き方から対になる 
行動・利他的・自力・継続を意識した治療を実施していきます。 
心を変えるためには念じても変わりません。そのため、まずは行動から変え、 
心のバランスを取れる様に治療していきましょう。 

行動：今までしたことないことを始める 
　　　(テーブル拭き、ボール投げ、卓上療法など) 

利他的：人のためになる直接的な行動をとる 
　　　　(薬をやめる、水を自ら飲むなど)  

自力：自分の力で解決する。  
　　　(認知症薬を飲む、考える前に人に聞くなど) 

継続：行動を続けてるときに、途中でやめることが多い。  
　　　(宿題の卓上療法や自主トレの運動療法を継続する) 

行動 停止

利他的 利己的

自力 他力

継続 挫折

＝
＝
＝
＝



第７章
生活指導法～水分摂取編～



第７章

生活指導～水分摂取編～

水を飲む人と飲まない人の改善の差

認知症改善には水分摂取が必須です。 
認知症専門リハビリテーションLAPREに初めて来られた方で必要な水分量を摂取できている人は
誰ひとりいません。 
そして、改善スピードが速い人は水分を適量摂取できています。一方で改善スピードが遅い人は適
量の水分摂取をしていないことが多いです。 

体内の水分は全身の細胞を動かす源になります。体内の水分が適量あることで、脳の電気活動、
種々の臓器の活動、筋繊維の収縮・伸長がスムーズにできるのです。 
これらの働きによって、人は健康的に生活を送り続けることができます。 

しかし、水分を十分に取らずにいると、脳の電気活動が弱くなり、種々の臓器の機能が落ち、 
筋肉が動きにくくなります。 
その結果、生活状況に適応した判断・思考・動きができず、認知機能も低下していくのです。



第７章

生活指導～水分摂取編～

必要な水分摂取量と効果的な水の飲み方

必要な水分摂取量：体重×30ml /日 
水分摂取量は季節や人により変わりますが、目安として体重×30mlを摂取してください。  
※食事での水分摂取は抜きます。水を飲む量です。

ここで問題になるのは、言う通りに水を飲んでくれないことです。  
「喉が乾いてない」「元々水を飲まない」「お腹が痛くなる」「トイレへ行きたくなる」 
という言い訳が多いです。 
そこで、水をついつい飲みたくなる方法を３つお話しします。 



３、ちょっとずつ飲む 
水を習慣的に飲む人は、水を飲むことが癖づいています。 
癖づけるためには、水を飲む動作を繰り返すことです。そのためには、少量の水を回数多く飲むこ
とがポイントです。「体が勝手に動いて、水を飲んでいた」となればもう大丈夫です。 
口酸っぱく「水飲んで！」と言わなくて済みます。

第７章

生活指導～水分摂取編～

水をついつい飲みたくなる３つの方法

1、腎臓を活性させる 
第４章でお話しした腎臓の治療を実施してください。 
腎臓機能が上がると循環を促進し、 喉が乾いてくるからです。

2、運動直後にコップを渡す 
第２章でお話しした運動野への治療を実施し、その直後、水の入ったコップを渡してください。 
人は運動することで、交感神経が優位になります。すると一瞬パニック状態になり、人は指示され
た動作をついついしちゃいます。 なので、運動直後にコップを渡すと飲んじゃいます。 

赤丸の位置(一番下の肋骨の下方)を掌で30秒間圧迫する



第８章
生活指導法～食事編～



第７章

生活指導～食事編～

取り入れることより、減らすこと

ここで「認知症の体を良くすること」についての考え方をお伝えします。 
「何を取り入れるかより、何を減らすか」ということです。 
認知症の方に対して「〇〇が良いから食べよう」「△△は炎症を抑えるから良い」という考え方は
間違いでないですが、それより先にやることはあります。 
まずは「認知症に悪い物を除去する」必要があります。

認知症の方に良いとされる食材や食べ方はたくさんあります。 
また、人によって異なります。たんぱく質を摂った方が良い人、脂質を取り入れた方が良い人、 
乳酸菌が必要な人など…。 

ただ！「認知症に人にとってこれは良くない」とう食べ物は共通しています。 
次のページでは「認知症になる３つの食品」についてお話しします。



第７章

生活指導～食事編～

認知症になる３つの食品

ここでは、認知症を発症・悪化させる原因となる食材についてお伝えします。 
摂らないことは難しですが、可能な限り以下の３つの食品から遠ざけてください。

遠ざけたい食品① 
品種改良された小麦粉 
小麦粉自体、栄養のバランスも取れて、本来は体に良い物なんです。 
しかし、世の中に出回っているほとんどの小麦粉は品種改良された小麦粉です。 
この品種改良された小麦粉こそ！グルテンを生み出し、腸漏れ症候群を引き起こし、全身の炎症を
発症させ、認知症の人の体にダメージを与え続けているのです。

遠ざけたい食品② 
サラダ油 
サラダ油は細胞を酸化させる作用を持っています。 
サラダ油に含まれるリノール酸が体内に入ると活性酸素を発生させ、体内の酸化が進み 
細胞の不活性や血管の弾力性低下を認めるようになります。



第７章

生活指導～食事編～

認知症になる食品

遠ざけたい食品③ 
農薬まみれの野菜 
「野菜は体に良い！」というのは小麦と同じで、ある条件が必要です。 
それは「無農薬」であること。 
農薬を使用した野菜を食べると、農薬が体内に蓄積されやすくなります。ただでさえ、内臓機能
(肝機能)が低下し、解毒機能が落ちているのに…。 
体内に毒物が蓄積されると、炎症を引き起こす気かっけになります。 
ただ、食べる野菜全部を無農薬にすることは、今は難しいと思います。 
なので、好きで頻繁に食べる野菜ぐらいは、無農薬で育ったものを選んでください。 
※今は国産野菜が安全・安心の時代でないのかもしれません…。

﹅ ﹅ ﹅ ﹅ ﹅



最後に
認知症を改善できる人になる



認知症を改善できる人になるには... 

想い・知識・スキルを身につける 

認知症が社会問題化してから約20年が経とうとしていますが、未だに「認知症になったらどうし
ようもない」「悪化を遅らせるだけでも十分」と後ろ向きな考え方が常識になっています。  
その理由は「認知症=脳」という考え方が多くの人にこべりついているからです。  

そんなあなたに提案します。認知症の原因や治療する部位を「脳・内臓・筋・心」と視野を拡げて
ください。すると、多くの問題点や解決法が見えてきます。  

もしあなたが、視野を拡げることができない場合、認知症改善は厳しいです。  
もしあなたが、視野を拡げ「脳・内臓・筋・心」を診る準備ができたなら、 
認知症を改善するための心得は習得しました。  

あなたに必要なことは、当書籍で学んだ基礎的な評価法・治療法を基に、より細分化した詳しい評
価法・治療法です。  

細分化した評価法・改善法を習得することで、認知症改善に必要な「想い・知識・スキル」 を身
につけることができます。  

あなたが「認知症を改善できる人になる」と決めたなら、当協会が推奨する  
「認知症リハビリテーション専門士養成講座スタートアップセミナー」をお勧めします。  
あなたが求めている認知症改善に必要な「想い・知識・スキル」を身につけることができます。 

認知症を改善できる時代を共に築いていきましょう! 
「認知症で苦しむ人を”0”に」 

認知症リハビリテーション専門士  
スタートアップセミナーの詳細はこちら 

https://anshin.jdr-association.jp/start-up
https://anshin.jdr-association.jp/start-up


認知症リハビリテーション専門士の声

家族から介護士、医療従事者まで、誰もが改善できる人になる 

入居者の方に何かもっとしてあげたいと思ってました。 
ただ、養成講座は最初宗教かと思いました(笑)。 

実際に受講すると内臓や心の問題とそのアプローチ法を学び、 
実践していくなかで、入居者さんの不穏がなくなりました！

黒田 三知子さん(介護職員)

今はケアマネをしています。 
次の日に会う利用者さんやご家族へ、 

改善できるアドバイスが的確にできるようになりました。 
アドバイスを元に、ご家族も一生懸命やってくれてます。

鈴木 清美さん(ケアマネ・介護支援専門員)

評価をして右側頭葉が機能低下していると分かり、 
 物品を見て答えてもらう訓練をしました。 

 1ヶ月くらいすると「コップや歯磨きを取って」  
と言えるようになりました 

澤田 篤子さん(介護士) 

「利用者さんが言葉を言えるようになりました」

「最初は宗教かと思いましたが(笑) 
一歩踏み出してみたら、効果を実感しました！」

「改善法を知ることで、迷わず家族指導できます」



認知症リハビリテーション専門士の声

家族から介護士、医療従事者まで、誰もが改善できる人になる 

脳の知識や評価法を知れて良かったです。 
機能低下している脳部位を知ることで 

人によって接し方を変えると、 
どんな人でもコミュニケーションが取れるようになりました。

上田 由美さん(サコージュ職員)

特に感情を出すことなく、ぼーっとしてる父に治療すると、  
笑って会話ができるようになりました。  

医療や介護の知識がない私でも、簡単に治療ができています。 

金子 千代子さん(家族) 

認知症改善のために知識をつけることで、 
      母の状態を具体的に知り、 

 先を読めて接することができる様になりました。 
知識をつけることで、私自身が慌てなくなりました。

向川原 千穂さん(家族) 

「慌てず母の治療ができるようになりました」

「父が笑い、会話もできるようになりました！」

「機能低下している脳部位を 
見つけることができるようになりました」



認知症リハビリテーション専門士の声

家族から介護士、医療従事者まで、誰もが改善できる人になる 

被害妄想がある患者さんに対して、 
ストループ課題を行うと楽しそうにやってくれて、 
悪口を言われたり、意地悪されたと言いまわるなど

の 被害妄想が減りました。 
渡邉 典子さん(看護師)

まともに会話ができなかった患者さんに対して、 
会話ができない、原因部位を特定し治療すると 

退院する頃には他の看護スタッフと、 
普通に会話ができるようになりました。 

鈴木 達哉さん(看護師)

かなり重症で自分でほとんど動けない方なんですが、 
内臓治療をおこなうと便秘症が改善しました。 

顔色も良くなり、笑顔も増えました。 
お言葉もなかなか出にくいのですが、 

会話に混じろうという雰囲気がこちらからもわかるくらい 
反応が良くなられ、本当に嬉しいです。 加藤 利恵さん(看護師・ケアマネ)  

「認知症が改善しないという常識が覆りました！」

「症状が重い状態でも改善できました！」

「害妄想に対しての運動やなどの 
治療を行うと症状が減りました！」



認知症リハビリテーション専門士の声

家族から介護士、医療従事者まで、誰もが改善できる人になる 

評価し、原因部位を治療することですごく効果を実感しました。 
関わっている利用者さんが私や色んなことに興味を持ち、 

意欲的に日常生活を送ってくれています！

原田 佳奈さん(理学療法士)

評価すると、思っているより悪かったりするなど、 
観察だけでは分からないことが見えて、 

より深くその人を知ることができるようになりました。 
見た目だけではわからない、状態も把握しやすくなりました。

玉那覇 佑美さん(理学療法士) 

認知症専門の施設でリハビリをしていたのですが、 
正直、治療法がなく本当に困っていました。 

だけど、養成講座の治療法を学び、実践しました。 
すると、要介護２の方が、要支援になったんです！ 
改善できると思っていなかたので、嬉しかったです！

萩原 紗耶香さん(作業療法士) 

「治療法がわからず本当に困っていました。だけど…」

「観察だけでは分からないことが見えました！」

「習ったこと全てが、現場で活かせています！」



認知症で苦しむ人を“0”に

共に学び、共に改善できる人になり、共に成長していきましょう！

当協会のミッションは「認知症で苦しむ人を”0”にする」 
僕がこのミッションを掲げた時、まだ知識もスキルも心も今の1/10くらいの状態でした。 
一緒に働いているスタッフも「できるの？」「変なこと言うなぁ」と思っていました。 
僕だけが壊れたラジオのようにミッションを言い続け、ただただ治療を続けてきました。 

当時やっていた家族向けの予防教室では「嘘つけ！」「金儲けのためにはなんでもありやな！」と
心ない言葉を言ってくる人が多かったです。 
正直…父親の状態も落ち着いたし、今は困っていないから「もういいかなって」どうでもよくなっ
たこともありました。 
でも、改善できるのに、その方法を教えないのは“心ない人”に屈したことになります。 
「それは絶対に嫌！死んでも嫌！」という想いもあり、諦めずに言い続け、治療を続けてきました。 

すると「母を何とかしたい！」「僕も改善できると思います！でも方法がわからない。」「一緒に
ミッションを達成したい！」と同じ想いの人たちが集まり、“認知症を改善できる人”が増えてきま
した。 
ミッションを掲げて６年。中には今でも6年前と同じような“心ない言葉”を言ってくる“心ない人”も
います。でも僕たちはそんな人に惑わされることはもうありません！ 

もし、あなたの改善したい！という想いが、心ない人の言葉で揺らいでしまうとするならば、 
改善するために必要な知識やスキルがないということです。 
でも、知識やスキルを具体的に身につけたら、もう僕たちに迷いはなくなります！ 
共に学び、共に改善できる人になり、共に成長していきましょう！

認知症を改善できる時代を共に築いていきましょう! 
「認知症で苦しむ人を”0”に」 

認知症リハビリテーション専門士  
スタートアップセミナーの詳細はこちら 

https://anshin.jdr-association.jp/start-up
https://anshin.jdr-association.jp/start-up
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1989年10月23日生まれ 
京都府宇治市出身 
理学療法士(国家資格) 
株式会社LAPRE 代表取締役社長 
株式会社あんしん 代表取締役社長 
株式会社一歩 　　取締役 
日本認知症リハビリテーション協会 代表 
認知症専門リハビリテーションLAPRE 代表  
環境科学研究所 研究員 

2年間理学療法士として急性期病院で勤務したが、将来を見据えて考えた時、「このままではやり
たい医療が出来ない」と一度医療現場を離れる。 
病院を離れ丁度1年が経過したころ、パーキンソン病(レビー小体型認知症)の父の幻覚症状が悪化。
「小さい禿げた小太りのおっさん」が夜中に見える幻覚症状が毎晩のように出現し、眠れない 日々
を過ごす。このままでは家族が崩壊してしまう…。と、認知症と名前が付くセミナーや教材などを
徹底的に勉強する。 そうして試行錯誤していくうちに、徐々に症状が改善。 
自身の経験から、「こんな風に困っている人たちは山ほどいるはずだ」と、2016年1月認知症専門
リハビリテーションLAPREを設立し現在は４院を運営している。（大阪千里山院・東京蒲田院・ 
埼玉朝霞院・千葉津田沼院） 
これまでに1,400名以上(2021年8月現在)の認知症状の改善に携わっている。  
自分自身の店舗で患者様が劇的に改善される姿をみて、このノウハウを待っている人は全国にたく
さんいることを確信し、日本認知症リハビリテーション協会を設立。 たった1年で全国4支部 
(関東、東海、関西、九州)を作り上げ、ZOOMセミナーも含めれば毎月800名以上の受講生がセミ
ナーへと足を運んでいる。  
また、認知症改善の学習を進めていく中で、「食」に強い関心を持ち、2018年10月から食品開発
と農業をスタート。(株式会社あんしん) 
”認知症で苦しむ人を0にする”というミッションを掲げ、勢力的に活動している。

●公式YouTubeチャンネル 
https://www.youtube.com/c/岡本一馬の認知症専門チャンネル


●公式instagram 
https://www.instagram.com/kazuma.okamoto.official/ 
●認知症専門リハビリテーションLAPRE　ホームページ 
https://ninchisyou-kaizen-lapre.com/ 

https://www.youtube.com/c/%E5%B2%A1%E6%9C%AC%E4%B8%80%E9%A6%AC%E3%81%AE%E8%AA%8D%E7%9F%A5%E7%97%87%E5%B0%82%E9%96%80%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%B3%E3%83%8D%E3%83%AB
https://www.instagram.com/kazuma.okamoto.official/
https://ninchisyou-kaizen-lapre.com/

