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「なかじまプロジェクト」は石川県七尾市中島町
における認知症の早期発見・予防のためのプロジェ
クトです。2020年９月、中島町の皆様には、“新型コ

ロナウイルス感染拡大が健康に及ぼす影響に関する
アンケート”にお答えいただきました。ご協力いただ
き、誠にありがとうございます。

その結果、「コロナに感染するかもしれない」と
不安に感じている方が多くいるという結果が分かり
ました。

コロナ禍において、私たちの心や体の健康を保つ
ことはとても大切なことです。

そこで、ストレス、運動、お薬、歯科の４分野の
専門の先生から、コロナ禍で役立つ認知症予防の方
法をお聞きしました。ぜひ日々の生活の中で、これ
らの方法を実践してみていただきたいと思います。

また、最後に新型コロナウイルス感染症や認知症
についての相談窓口に関して記載しておりますので、
お役立てください。

歯と健康
（石宮舞，中村博幸）

運動・身体活動と健康
（横川正美，米田由美）

ストレスと健康
（柚木颯偲）

こんなときどこに相談したら良いの？

お薬管理と健康
（羽渕風雅，石田奈津子，菅幸生，石﨑純子）



ストレスと健康

ストレスとは、ある出来事がわたしたちのからだやこころの健康に影響を与
えることをさします。今回のコロナによる生活習慣の変化は「ストレスを生み
出す出来事」に該当します。

代表的なストレス反応には以下のようなものがあります。

ストレスとはなんだろうか？

新型コロナウイルス感染症拡大にともない、わたしたちのくらしは大きく変
化しました。

くらしの変化はわたしたちにストレスという形で大きな影響を与えることが
わかっていますが、そもそもストレスとはどのようなものでしょうか？

下の図を見てみましょう。

ストレスが解消されないままだと、からだやこころの不調が続いて
しまうという悪循環に陥ってしまいます。
次のページではこうしたストレスを解消する方法をご紹介します。

たとえば、コロナに
よる生活習慣の変化など



現在のところ、新型コロナウイルス感染症をなくす方法を見つけるのは難し
いので、今回はコロナによる生活習慣の変化によって生じる「ストレス反応に
対処する方法」について考えてみましょう。

ストレスに対処する方法

ストレスに対処する方法には、ストレスを生み出す出来事に対処する方法
とストレス反応に対処する方法の2つがあります。

コーピングリストをつくる

ストレスへの意図的な対処方法のことを「コーピング」といいます。お手持
ちの紙に自分にとってのコーピングを書き出し、リストにしてみましょう。参
考までに、一般的によく用いられるコーピングをご紹介します。

内容よりもたくさんリストアップしておくことが大切です。たくさんのコー
ピングを持っていることは、ストレスと上手に付き合うための強みになります。



・ 近所の人に挨拶する

・ 最寄りの駅まで歩く

・ 仏壇参りをする

・ 草花に水をやる

・ 洗濯物を干す

・ オンラインを利
用して運動する

・ 新聞を取りに行く ・ ご飯を作る

・ 釣りをする

最近、どれくらい体を動かしているか、確認してみましょう。

・ 自転車に乗る

・ バスに乗る

・ 買い物に行く

・ゴルフ（の素振り）をする

・ 掃除機をかける

質問2． 質問1に○をつけたこと以外で、あなたが最近していることを
教えてください。

・

・

質問1． あなたが最近行っていることに○をつけてください。

運動・身体活動と健康

新型コロナウイルスの感染予防に気をつけながらの生活が続いていることと思
います。外出を控えがちな方もいらっしゃるのではないでしょうか。

中島町在住の60歳以上の方に答えていただいた新型コロナウイルス感染拡大後
のアンケートの結果からも運動や農作業の時間が減っていたことがわかりました。

そこで、

・ 草刈りをする

・ 電車に乗る

・ ペットに餌をやる

・ 神棚参りをする・ 読経する

・ ラジオ（テレ
ビ）体操をする

・ 散歩する

・ ランニングをする

・ 孫の世話をする

・ 雑巾掛けをする

・ 風呂掃除をする ・ トイレ掃除をする

・ 階段の昇り降りをする

・ 布団を干す

・ 茶碗を洗う

確認ありがとうございました。毎日、頑張っていらっしゃいますね。
○をつけた活動をこれからも続けてください。
質問1に書かれていない活動もたくさんあります。「いつも□□をしている」

という方は、今後もその活動を続けましょう。

・

・マシンを使ったト
レーニングをする



安静時（横になったり座って楽にしている状態）を1とした時と比較して何倍

のエネルギーを消費するかで活動の強度を示します。下記にいくつか例をあげま
す。

身体活動の強さ(メッツ／METs)とは

生活習慣からみた認知症の危険因子と保護因子

（行動・社会学的側面からの認知症の危険因子と保護因子. Fratiglioni L, 2004,  国立長寿医療研究センター: 
http://www.ncgg.go.jp/cgss/department/cre/documents/cogni.pdfより改変して引用)

改訂版『身体活動のメッツ（METｓ）表』：
http://www.nibiohn.go.jp/files/2011mets.pdfより改変して引用

本や新聞を読む 1.3
会話や電話をする 1.5
食事をする

座って

着替え 2.5

クラシックギターの演奏 2.0

座ってまたは立って
歯を磨く 2.0

魚をさばく 2.3

立って
家の中を歩く 2.0
洗濯物を干す

種々の活動

ペットの世話 2.3
食料品の買い物

調理、給仕 2.0～3.5

植物への水やり 2.5
モップがけ

釣り 1.8～6.0

犬の散歩 3.0
歩行(4.0km/時)

ゆっくり階段を上る 4.0

・運動だけでなく、日常生活の
活動でも筋肉を使います。

・数字の大きい活動ほど、多く
の筋肉を使っています。

・1つ1つの数字が小さくても
いくつもの活動を行っている
人は、エネルギー消費の合計
が多くなります。

定期的な運動、日常生活で体を動かす活動は、認知症予防に効果があると言われ
ています。質問1で〇をつけていただいたのは、「日常生活で体を動かす活動」で
す。

コロナ禍で体を動かすために工夫されていることはありますか？「あなたの工
夫」をぜひ、お聞かせください。
これからもどうぞ、お元気で！

http://www.ncgg.go.jp/cgss/department/cre/documents/cogni.pdf


お薬管理と健康

皆様に新型コロナ感染拡大後の服薬状況, 受診頻度についてアンケー

トでお聞きしたところ…

服薬も受診もしっかりとできていまし
た！！
このまま，継続しましょう！

一部に受診をためらっている方もおられました。

過度な受診の控えは健康を損ねる可能性があり
ます。コロナ禍でもためらわずに受診しましょ
う。

受診をする上で自分自身の体調を把握することがとても大切です！

コロナ禍でも適切な受診と健康管理を!

〜 お薬をもらうだけじゃない!? 健康管理をお手伝いする薬剤師 〜

受診頻度の変化

増えた

その他

変わらない

減った

1.9 %

27%

5.8 %

65.3 %

服薬の中断

なかったあった

その他

72.3 %
2.5 %

25.2 %

その他

受診のためらい

医療機関からの制限

受診頻度が減った理由



っz

セルフメディケーションをご存知ですか？

セルフメディケーションとは自分自身で体調・健康を管理すること
です。

お家での血圧の測り方

お近くの薬局，
ドラックストアの薬剤師へ気軽
にお声掛けください。

あなたのセルフメディケーションがより良いものになります。

かかりつけ薬剤師・お薬手帳を持ちましょう！

服用中の全てのお薬を把
握することで，副作用や
お薬の飲み合わせをその
場で確認できます。

•24時間365日お薬や健康
について相談ができます。

•症状にあった市販薬を
選択します。

測定時間

•起床後１時間以内
•朝食前
•服薬前

朝

•就寝直前

夜

どこかで１回

ポイント

•1日2回，同じ時刻に測定

•姿勢

測定位置を心臓と
同じ高さにして
測定する

両足は床につける

背筋を伸ばし，
椅子にもたれる

•リラックス

ポイント

①規則正しい生活を心掛ける

②健康と生活習慣をチェックする

③正しい病気の知識を持つ

④市販薬 (OTC医薬品)を上手に使う



各医療機関では、新型コロナウイルス感染症流行前よりも換気や室内の消毒
の回数を増やすなどの感染対策をとっています。日本には約69000件の歯科医

院がありますが、新型コロナウイルス感染症のクラスターが発生したのはわず
かに数件です。

また、お口のトラブルを放置しておくと、オーラルフレイルの状態になるこ
とがあります。オーラルフレイルとは、将来の介護リスクを高める 「口まわり
のささいな衰え」 が積み重なった状態です。オーラルフレイルを早期に発見し

て適切な対応を行うことで、改善する可能性があります。昨年度の中島町での
アンケートによると、4人に1人の方がお口の中に気になるところがあるようで

す。痛みなどの症状のある歯の治療や入れ歯の不具合があるようでしたら、一
度お近くの歯科医院に相談してみてはいかがでしょうか。

歯と健康

これまでに中島町での研究で、健康な人と認知機能が低下している人の食
事内容を調査してきました。その結果、健康な人は認知機能が低下している人
と比較して、ニンジンやカボチャなどの緑黄色野菜、レタスやキャベツなどの
葉野菜の摂取量が多く、お米やアルコールの摂取量が少ないという結果でした。
お口の中にトラブルを抱えていると、ごはんやおかゆのような柔らかくて食べ
やすいものの摂取量が増加し、よく噛んで食べる必要のある緑黄色野菜や葉野
菜の摂取量が低下することが考えられます。食事の栄養バランスの見直しと同
時に、お口のチェックも行ってみてください。



こんなときどこに相談したら良いの？

1

もの忘れが気になるので、認知症やその予防について相談したい

⦿ 九段坂病院 認知症予防外来

九段坂病院では東京医科歯科大学と一体となって「認知症予防外来」を開設
しています。初診の診察日は、毎週 (月)、(水)、(金)の午後で完全予約制で認
知症の専門医が外来を担当いたします。かかりつけ医の先生からの紹介状が
ある方も、紹介状がない方も、ご予約の上ご受診ください。

予約方法：内科外来へ電話（03-3262-9191（代表））
または内科外来窓口にてご予約ください。
詳しくは病院ホームページをご覧ください。

(https://www.kudanzaka.com/secstion/naika/noshinkei.html)

2

コロナ禍下でも高齢者の心や身体の健康を保つための地域での活
動について知りたい

お住まいの地域の「地域包括支援センター」ほかにご相談ください。

https://www.kudanzaka.com/secstion/naika/noshinkei.html
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