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新宿区立 

下落合図書館 
 

介護・高齢者支援コーナー 

パスファインダー３ 

 
 

 

 

 

 

認知症 
 

 

 

パスファインダーとは図書館で本を探すときや、調べものをするときに役立つ 

道しるべです。今回のテーマは「認知症」です。 

「認知症」について正しい知識を身につけるために、この冊子をご活用下さい。 

 

 

 
2020・５ 改定作成 
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  「認知症」とは？ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

調べ物をするときポイントとなるのは「キーワード」で

す。 

「認知症」について知りたいことは何でしょう？ 

あるテーマについて知りたい時、キーワードがあれば的が絞られ 

知りたいことにぴったりな資料を探すことができます。 

 

例えば、「認知症」に関するキーワードは？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

脳血管疾患、アルツハイマー病など何らかの病気を原因にして、 

脳が器質的な変化を起こし、記憶機能及びその他の認知機能が 

低下し、日常生活に支障をきたしている状態。 

             

 

記憶 アルツハイマー 脳血管性 パーキンソン 

レビー小体 中核症状 対処 予防 治療 

相続 後見人 家族 当事者 介護 食事 

                            など 



2 

 

キーワードをもとに図書館資料を探してみましょう！ 

 

 

蔵書検索機【ＯＰＡＣ（オーパック）】を使ってみよう！ 

館内にある蔵書検索機【ＯＰＡＣ】で当館の蔵書を調べることが出きます。 

１．簡単検索を選びます。 

２．キーワードに調べたいことを入力します。 

ポイント！ 

 

 

 

 

 

 

３． 検索 を選ぶと「並べ替え順を選択して下さい」と出ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

キーワードに「認知症」だけを入力すると、たくさんの資料が表示されます 

「認知症」の後にスペースキー（無変換と変換の間にある文字の書かれていない長方形の

キー）を一回押し、もうひとつのキーワードを入力してから検索すると資料が絞られ、 

探しやすくなります。 

自館を選ぶと下落合図書館に所蔵されている資料が表示されます。 

が表示されます。 

 

タイトル順 昇順 を選ぶと 資料タイトルのア～表示されます 

 
著者名順 昇順 を選ぶと 著者名のア～表示されます 

出版年数 降順 を選ぶと 出版年数の新しいものから表示されます 

請求記号 昇順 を選ぶと 請求記号 ０～表示されます 
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   「認知症」について知ろう！ 

   

検索結果の紹介です。 

資料情報 請求記号 資料番号 

『痴呆を生きるということ』 小澤勲/著 

岩波新書 ２００３年 

＊かつて認知症が「痴呆症」と呼ばれていた時代から、認知症

高齢者の治療・ケアに２０年以上携わってきた精神科医が従来

ほとんど論じられてこなかった認知症高齢者の精神病理に光を

あて、彼らの心に添った治療・ケアの道を探る。経験や事例に

基づく見解は認知症をかかえる人々の内面をおしはかり、深い

いつくしみの情をもって分析されている。 

 

 

ＫＩ 

493 

オ 

0960592316 

『認知症の人の歴史を学びませんか』 

宮崎和加子/著 田邊順一/写真・文 

中央法規出版 ２０１１年 

＊認知症になった人の多くはこれまで閉じ込められ縛られ悲惨

ともいえる姿で亡くなっていった。その歴史を誰がどう変えて

きたのか？認知症の制度、ケアの変換を写真とともにふりかえ

る。 

 

 

ＫＩ 

369 

ミ 

 

0960628518 

『だいじょうぶ認知症』 和田行男/著 

朝日新聞出版 ２０１４年 

＊世界一の超高齢者社会日本で、認知症の正しい理解と介護の

知識は必須。認知症ケアに３０年間取り組んできた介護福祉士

による「認知症と共に生きる社会」の入門書。 

ＫＩ 

493 

ワ 

0960592340 

 

 

資料情報 請求記号 資料番号 
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『よくわかる高齢者の認知症とうつ病』  

長谷川和夫・長谷川洋/著 

中央法規出版 ２０１５年 

＊認知症? それともうつ病? それぞれの病気の特徴と見分け

方、診断と治療、困った行動への対応、心に寄り添うケア、

併せ持った人の支援のコツ…。豊富な図表と共に、本当に大

切なことだけを凝縮して解説する。 

ＫＩ 

493 

ハ 

0960296646 

『ウルトラ図解認知症』 朝田隆/監修 

法研 ２０１６年 

＊認知症の発症には、生活環境が大きく影響しており、少し

でも早い段階から適切な対処法を知っておくことが重要。認

知症の兆しと予防のしかた、認知症の治療、認知症の家族を

支える接し方についてイラストを用いて解説する。 

 

ＫＩ 

493 

ウ 

0960437801 

『誤解さえしなければ認知症は怖くない！』 

奥村歩/著 

阪急コミュニケーションズ ２０１４年 

＊認知症は治らない病気である、認知症になると人格が崩壊

する…。そんな認知症に関する 45の誤解を「なぜこのような

誤解が生まれたのか?」「誤解を解く!」「明日のために理解す

る」という 3ステップでわかりやすく解説する。 

ＫＩ 

493 

ｵ 

0960404869 

『認知症ケア用語事典』日本認知症ケア学会認知症

ケア用語辞典編纂委員会/編 

ワールドプランニング ２０１６年 

＊医学、看護学、介護福祉学、臨床心理学、居住環境学、 

リハビリテーション学等の各領域から重要な用語を広く抽出

し、簡潔に説明。職種を問わずさまざまな用語を同じ意味で

理解し共有するための実用的な辞典。 

ＫＩ 

493 

ﾆ 

0960531265 
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ケア・介護の方法についての本 

検索結果の紹介です 

資料情報 請求記号 資料番号 

『家族のためのユマニチュード』 イヴ・ジネスト

ロゼット・マレスコッティ、本田美和子/著 

誠文堂新光社 ２０１８年 

＊家族の介護をしている人が介護を受けている人とよい関係

を結び「優しさを届ける」ケア技法、ユマニチュードを招

介。特に認知機能が低下している人への介護方法をイラスト

とともに詳しく説明。 

ＫＩ 

369 

ジ 

0960630827 

『認知症介護のために知っておきたい大切なこと』 

トム・キットウッド、キャスリーン・ブレディン/著 

ブリコラージュ ２０１８年 

＊お互いに人として認め、その人に前向きに関わっていくこ

とで、認知症を抱えていても普通の暮らしを送れるように援

助ができる。「パーソンセンタードケア」(その人を中心とし

たケア)の考え方とケアの方法をわかりやすく解説する。 

ＫＩ 

369 

キ 

0960626399 

『その認知症ケアは大まちがい!』 

三好春樹・東田勉/著 

講談社 ２０１７年 

＊認知症の薬はきちんと飲むべき。夜眠れないなら睡眠薬

を。粗相があったらオムツを使う…。そんなケアでは悪化し

ます! 長年、介護現場を見てきた著者 2人が経験から導き出

した「本当にいいケア」を徹底図解。 

ＫＩ 

493 

ﾐ 

0960582317 
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資料情報 請求記号 資料番号 

『認知症ケアこれならできる５０のヒント』 

奥村典子・藤本直規/著 

クリエイツかもがわ ２０１３年 

＊認知症の人と日常接する場合の食事、入浴、および排泄の

介護について「病気の視点」「人の気持ちの視点」「環境の視

点」から、50のトピックスをあげイラストを用いてわかりや

すく解説。チェックポイントも掲載。 

 

ＫＩ 

493 

ｵ 

0960041461 

『認知症の９大法則５０症状と対応策』  

杉山孝博/著 

法研 ２０１３年 

＊認知症の特徴や代表的な症状 50点を紹介。徘徊、入浴、排

泄、せん妄などのテーマごとに「認知症の症状」「そのときの

認知症の人の状態・気持ち」「対応策」を解説する。 

ＫＩ 

493 

ｽ 

0960437539 

『認知症の人の気持ちがよくわかる聞き方.話し方』 

鈴木みずえ/監修 

池田書店 ２０１７年 

＊「パーソンセンタードケア」の考え方に基づいた、認知症

の人をケアするときの「聞き方・話し方」が学べる本。「何日

も着替えない」「歩き続ける」など、よくある事例をマンガで

紹介し、聞き方・話し方のポイントを解説する。 

ＫＩ 

369 

ﾆ 

0960592250 

 

 

 

当事者からの視点                                      
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検索結果の紹介です       

資料情報 請求記号 資料番号 

『ルポ希望の人びと』 生井久美子/著 

朝日新聞出版 ２０１７年 

＊認知症の本人同士が出会い、つながり、発信する。認知症

の常識を変える「当事者の力」! 初の当事者団体誕生の軌跡

と最先端の「いま」を伝える、渾身のルポ。『朝日新聞』掲載

に書き下ろしを加えて書籍化。 

ＫＩ 

493 

ｲ 

0960572730 

『認知症とともに生きる私』  

クリスティーン・ブライデン/著 

大月書店 ２０１７年 

＊1995年、46歳で認知症の診断を受けた著者は、それ以来

20年間にわたって、当事者として発言することで認知症への

偏見を打ち破り、世界の医療やケアの改革に大きく貢献し

た。みずから選んだ 14篇の講演を収録する。 

ＫＩ 

493 

ﾌ 

0960563756 

『認知症になっても人生は終わらない』 

認知症の私たち/著 

ｈａｒｕｓｏｓｏｒａ ２０１７年 

＊認知症当事者から認知症患者へ、前向きに生きるヒント

や、本当の思いなどを伝える。NHK番組「わたしが伝えたい

こと-認知症の人からのメッセージ」(2015年 12月放映)をも

とに書籍化。 

ＫＩ 

493 

ﾆ 

0960626214 

               

      

 

     住み慣れた地域で暮らすには？ 
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検索結果の紹介です 

 

予防や治療はどこまでできるの？ 

資料情報 請求記号 資料番号 

『認知症の人と家族のための「地元で暮らす」 

ガイドブックＱ＆Ａ』 

新里和弘/監修 Ｄカフェ net/著 

メディカ出版 ２０１８年 

＊認知症カフェに集まる家族や専門職が、カフェ活動で培っ

てきた認知症ケアの在り方を、実践的に解説。当事者ならで

はのアイデアや失敗談など、今日から活かせる情報を、33の

Q&Aでわかりやすく紹介する。 

ＫＩ 

493  

ﾆ 

0960623691 

『地域で支える認知症』 吉田輝美/編著 

ぎょうせい ２０１６年 

＊平成 27年介護保険制度改正の柱の一つ「認知症施策の推

進」を踏まえ、認知症予防と認知高齢者の地域支援につい

て、事例を交えて解説する。認知症の基礎知識も掲載。 

ＫＩ 

369 

ﾖ 

0960381347 

『地域を変える認知症カフェ.企画.運営マニュル』 

矢吹知之/編著 

中央法規 ２０１８年 

＊認知症の人やその家族、地域の人、専門職がともに集まる

「認知症カフェ」を企画・運営するためのマニュアル。“継

続”のための 7つの原則や、組織づくり、再び訪れたくなる

場所にするためのコツなどを解説。Q&Aも収録。 

ＫＩ 

493 

ﾔ 

0960627983 
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認知症と介護がテーマになった小説やエッセイ 

資料情報 請求記号 資料番号 

『アルツハイマー病は治る』  

ミヒャエル・ネールス/著 

筑摩書房 ２０１８年 

＊アルツハイマー病は高齢者にとって宿命ではない! 進化と神

経生理学の考察を通して、アルツハイマー病の本当の原因に迫

る。また、診断が下される前からできる有効な対策、集中治療

とその効果などについても解説。 

ＫＩ 

493 

ﾈ 

0960629848 

『認知症は早期発見で予防できる』  

青柳由則/著 

文藝春秋 ２０１６年 

＊認知症は歩く速度で発見できる! NHKスペシャルで話題にな

った、認知症早期発見の画期的方法と治療法を、制作にあたっ

たディレクターがわかりやすく書き下ろす。 

ＫＩ 

493 

ｱ 

0960316344 

『認知症にならない！「もの忘れ外来」徹底ガイド』 

奥村歩/著 

日本文芸社 ２０１５年 

＊認知症の診断・治療から、認知症を予防し、早期発見・診療

を行う医療へ変わりつつある「もの忘れ外来」。その上手な利用

法を、3万人を診療した専門医がアドバイス。実例を基にした

治療法や、認知症の予防法などを解説する。 

ＫＩ 

493 

ｵ 

0960394514 
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資料情報 請求記号 資料番号 

『そうかもしれない』  

耕治人/著 

武蔵野書房 ２００６年 

＊認知症を病む妻を描いた三部作「一條の光」「天井から降る

哀しい音」「どんなご縁で」絶筆となる「そうかもしれない」 

がまとまって読める一冊。『痴呆を生きるということ』小澤勲

（岩波書店）で「認知症を病むこと、彼らを介護することの

具体的な様相が見事に描きだされている。」と事例を交えなが

らこの小説を紹介している。 

 

ＫＩ 

J36 

ｺｳ 

0960593041 

『認知の母にキッスされ』  

ねじめ正一/著 

中央公論新社 ２０１４年 

＊おふくろ米寿、おれ六十四。今日も明日も、介護の日々。

そして、母の認知症の妄想は加速していく…。生きることの

おかしみやユーモアが溢れる介護小説。『中央公論』連載を改

稿して単行本化。 

ＫＩ 

J36 

ﾈｼﾞ 

0960145719 

『長いお別れ』 中島京子/著 

文藝春秋 ２０１５年 

＊帰り道は忘れても、難読漢字はすらすらわかる。妻の名前

を言えなくても、顔を見れば、安心しきった顔をする-。認知

症の父と家族のあたたかくて、切ない 10年の日々を描く。

『オール讀物』ほか掲載を単行本化。 

J36 

ﾅｶ 

0960303043 
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資料情報 請求記号 資料番号 

『ペコロスのいつか母ちゃんにありがとう』  

岡野雄一/著 

小学館 ２０１６年 

＊認知症の母との可笑しくも切ない日々を淡々と描いた漫画

『ペコロスの母に会いに行く』の著者が、母の認知症とリア

ルに向き合った 5年間と、その後、グループホームに入所す

るまでの期間の「舞台裏」を綴る。 

ＫＩ 

J6 

ｵ 

0960373783 

『徘徊タクシー』  

坂口恭平/著 

新潮社 ２０１４年 

＊認知症の親を介護する方に朗報! 徘徊という記憶による時

空の旅をエスコートする新サービス「徘徊タクシー」をぜひ

お試しください-。祖父の危篤で熊本に戻った恭平は、認知症

の曾祖母と再会し…。『新潮』掲載を書籍化。 

J36 

ｻｶ 

0960401219 

『看る力』 阿川佐和子・大塚宣夫/著 

文藝春秋 ２０１８年 

＊親&伴侶の正しい介護法、理想的な老後の生活術-。作家、

インタビュアーとして活躍する一方、父を看取り、認知症の

母の世話をする阿川佐和子が、高齢者医療の第一人者である

大塚医師と語り合う。 

ＫＩ 

369 

ｱ 

0960620159 
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      認知症や介護がテーマになった映画 

 

 

資料情報 請求記号 資料番号 

『折り梅』  

松井久子/監督 小菅もと子/原作 

エッセン ２００１年 

＊文部科学省特選，推薦：厚生労働省，同居し始めた夫の母

が、ある日アルツハイマー症と診断され… 

DV24 0044018676 

（中央図書館

所蔵） 

『毎日がアルツハイマー』 

関口祐加/監督  

シグロ ２０１２年 

＊アルツハイマーの母親との暮らしを２年半に渡り撮り続け

た長編ドキュメンタリー。認知症の人や家族が出くわす様々

な出来事をユーモアたっぷりに描く。 

DV64 0044028980 

（中央図書館

所蔵） 

『ペコロスの母に会いに行く』 

森崎東/監督 岡野雄一/脚本 

ＴＣ ＥＴ ２０１３年 

＊夫の死を契機に認知症を発症し始めた母・みつえの面倒を

見ていた団塊サラリーマンのゆういちは… 

DV24 024401037

（四谷図書館   

所蔵） 
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図書館の資料には一冊ごとにテーマを表す  

請求記号が付いています。この分類番号の棚に行くと、 

同じような内容の資料が近くに並んでいます。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【OPAC】で検索しレシートを印刷すると請求記号や図書番号が印字されます 

■ 予約人数 0 人、所蔵館：下落合 と表記のあるものは現時点で 

当図書館にある資料なので、すぐに貸出できます。 

■ 種別：一般 で 請求記号の前に「ＫＩ」とあれば 

１階 介護・高齢者支援コーナーにある資料です。 

 

 

分類番号 テーマ 

３６９ 社会福祉 

４９３ 内科学 

ああ 

３６９ 

ミ 

請求記号 
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 新聞・雑誌記事を探してみよう！ 
 

 

当館では 1階に新聞・雑誌コーナーがあります。 

※当日の新聞、最新号の雑誌はコピーできません。それ以外は 2 階コピー機

にて複写可能です。 

また 1 階利用者パソコンにて以下のデータベースを使って調べたいことの 

記事を検索することができます。ご利用は１階カウンターにお越し下さい。 

 

聞蔵Ⅱビジュアル 
朝日新聞の記事をキーワード入力で検索することができます。 

週刊朝日・アエラの記事を検索することが出来ます。 

現代用語辞典『知恵蔵』で最新の現代用語を調べることが出来

ます。 

日経テレコン 
日本経済新聞の記事を検索することができます。 

ヨミダス歴史館 
読売新聞の記事を検索することができます。 

 

（産経新聞・毎日新聞・東京新聞、雑誌については カウンターにご相談下さい。） 

 

 

 

 

 最近の社会的なニュースを知るには新聞記事が役に立ちます。 

また、雑誌は各雑誌の特色を活かした視点からの記事で 

時事的な情報を知ることができます。 
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検索結果の一部をご紹介します。 

 

記事 データベース 

「信託銀、新サービス次々 認知症の人の資産 2030 年に 200 兆円」 

『朝日新聞』 ２０１９年７月９日 朝刊 経済 ５ページ 

認知能力が落ちる前に銀行と信託契約を結び、自分の代わりに出入金する代理人

を選ぶ銀行サービスの紹介。あわせて「家族信託」についての説明も。 

聞蔵Ⅱビジュ

アル 

「農業体験で認知症予防」 

『読売新聞』 ２０１９年７月６日 朝刊 ３１ページ 

認知症の早期予防につなげるため、高崎市は今秋日帰りの農業体験ツアーを開催

予定。「もの忘れが気になりはじめた」「外出の機会が少ない」という人を対象に

参加を募っている。 

ヨミダス歴史

館 

 

雑誌も【ＯＰＡＣ】でキーワード検索することができます。 

１．条件を選びながら検索する を選びます。 

２．キーワードに調べたいことを入力します。（今回は「認知症」と入力） 

３．資料を「雑誌」のみにチェックして検索します。 

 

◆ 「文藝春秋」2019 年 7 月特別号         資料番号 0031210572 

特集：認知症は怖くない 

◆ 「明日の友」2021 年早春号           資料番号 0930072700 

   認知症フレンドリーシティ福岡市：p.8 

◆ 「週刊新潮」2020 年 12 月 3 日号         資料番号 0031287019 

  誤嚥性肺炎から認知症まで「万病のもと かみ合わせ」のズレを 

自分で治せる「骨格矯正」 
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インターネットで関連サイトを探してみよう！ 

 

 
 

館内の利用者パソコンで調べることもできます。 

（ご利用は 1階カウンターにお越し下さい。） 

 

テーマに関連するウェブサイトをご紹介します。 

 

■「厚生労働省」http://www.mhlw.go.jp/index.html 

 認知症の施策（オレンジプラン）や、行方のわからない認知症高齢者についての問い合

わせ先の案内。「本人にとってのよりよい暮らしガイド」や「若年性認知症ハンドブック」

の内容を見ることができます。 

■「公益社団法人 認知症の人と家族の会」www.alzheimer.or.jp 

「全国もの忘れ外来一覧」からもの忘れ外来窓口を検索できます。 

■「地域支援マップ 相談 e-65.net」https://sodan.e-65.net/map/ 

認知症に関する相談ができる「医療機関」や「地域包括支援センター（相談窓口）」が検

索できます。 

■「認知症フォーラムｃｏｍ．」 http://www.ninchisho-forum.com 

認知症に関するすべての方に役立つ情報を専門家の解説や動画を通じて紹介。 

■「認知症サポーターキャラバン」 www.caravanmate.com 

 認知症を知り、地域で支えるサポーターを養成する活動の紹介。 

 

インターネットの情報は即時性があり、検索に便利です。 

 

http://www.mhlw.go.jp/index.html
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介護全般について電話で相談したいとき 

 

地域包括支援センター 

（落合第一高齢者総合センター）  03-3953-4080（月～土 9：00～17：30）    

 

公益法人 認知症の人と家族の会  0120-294-456（月～金 10:00～15:00祝日を除く） 

 

介護支え合い電話相談室      03-5941-1038（月～木 10:00～15:00） 

（社会法人 浴風会）             

認知症１１０番          0120－654－874（月・木 10：00～15：00） 

（公益財団法人 認知症予防財団） 

お探しの資料や情報が見つからない場合は図書館員が 

お手伝いします。お気軽にお声掛け下さい。 

MEMO 
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指定管理者： 


