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はじめに
超高齢社会をむかえ、認知症の人が460万人を超えると言われています。もはや認知症は私
たちにとって他人事ではない身近なものとなっています。
このような中、認知症になってもご本人の意思が尊重され、住み慣れた地域で暮らし続けら
れる社会を目指し、「認知症施策推進５か年計画（オレンジプラン）」も策定され、各地で様々
な取組みが行われているところです。
京都市長寿すこやかセンターでは、平成25年度から「認知症ケース検討会」を開始しました。
このケース検討会では、現在認知症の方を支援しておられる専門職の方を対象に、認知症専
門医等、様々な専門職の立場からの助言を受けることで、専門職の方が、自身の日々の支援
を振り返りご本人の思いを再度確認しながら、今後の支援の方向性をもっていただけること
を期待し開催してきました。
ケース検討会を通して、認知症の方を支える専門職の方々が、認知症のご本人、ご家族ひと
りひとりに向き合い、支援されていることがわかるとともに、認知症の方を取り巻く現状に
まだまだ課題があることも浮き彫りになってきました。
この度、平成25年度に開催したケース検討会の内容を事例集としてまとめました。
本事例集が、認知症の方を支える専門職の方々に、そして認知症のご本人やそのご家族のた
めに役立てられれば幸いです。
最後に、ケース検討会の開催及び本事例集の作成にあたり、事例提供をいただきました方々、
助言いただきました方々に深く御礼申し上げます。

平成26年８月
京都市長寿すこやかセンター
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京都市長寿すこやかセンター認知症ケース検討会について

（１）目的
認知症の方やその家族等の安心した暮らしを支えるため、地域包括支援センターや居宅介護支
援事業所等の専門職が困難と感じているケースについて、認知症の専門医等の参加によるケース
検討会を行うことにより、事例提供者である専門職の支援に役立てるとともに、他の専門職の認
知症ケアの学びの機会とする。

（２）開催状況
①進

行

②助言者

三浦

ふたば

氏（京都女子大学

非常勤講師）

⃝京都府作業療法士会
⃝京都市地域包括支援センター・在宅介護支援センター連絡協議会

③助言医師
回

開催日

助言医師

第１回

6月27日（木）

成本

迅

氏

（京都府立医科大学・認知症疾患医療センター）

第２回

7月19日（金）

武地

一

氏

（京都大学医学部附属病院

第３回

9月19日（木）

成本

迅

氏

第４回

10月17日（木）

成本

迅

氏

第５回

11月21日（木）

松岡照之

氏

第６回

12月11日（水）

武地

一

氏

第７回

1月14日（火）

武地

一

氏

第８回

2月13日（木）

成本

迅

氏

第９回

3月12日（水）

武地

一

氏

老年内科）

（京都府立医科大学・認知症疾患医療センター）

7  強 い帰宅願望が出た女性を再び安定したデイサービス利用に

つなげるための支援方法について�������������������������������������������������� 20

8  レ ビー小体型認知症の男性の在宅生活の支援について�������������������� 22
9  電 話を頻繁にかけてしまうアルツハイマー型認知症の

女性の支援について���������������������������������������������������������������������� 24
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2

③日常生活自立度について

事例集の見方

障害高齢者の日常生活自立度（寝たきり度）判定基準

生活自立

（１）記号等の見方

ランクJ

①家族状況

何らかの障害等を有するが、日常生活はほぼ自立しており独力で外
出する
１

交通機関等を利用して外出する

２

隣近所なら外出する

屋内での生活は概ね自立しているが、介助なしには外出しない
準寝たきり

男性

女性

対象者

ランクA

ランクB

死亡している人
寝たきり

１

介助により外出し、日中はほとんどベッドから離れて生活する

２

外出の頻度が少なく、日中も寝たきりの生活をしている

屋内での生活は何らかの介助を要し、日中もベッド上での生活が主
体であるが座位を保つ
１

車椅子に移乗し、食事、排泄はベッドから離れて行う

２

介助により車椅子に移乗する

１日中ベッド上で過ごし、排泄、食事、着替において介助を要する
ランクC

離婚

同一世帯

結婚
（夫は左・妻は右）

子ども
（左から出生順）

②用語の表記

2

包括

⃝ ケアマネジャー

⇒

ケアマネ

⃝ 通所介護

⇒

デイサービス

⃝ 認知症対応型通所介護

⇒

認知症デイ

⃝ 短期入所生活介護

⇒

ショートステイ

⃝ 介護老人保健施設

⇒

老健

⃝ 認知症対応型共同生活介護

⇒

グループホーム

⃝ 小規模多機能型居宅介護

⇒

小規模多機能

⃝ 行動・心理症状

⇒

BPSD

自力で寝返りをうつ

２

自力では寝返りもうたない

認知症高齢者の日常生活自立判定基準
ランク

判定基準

見られる症状・行動の例

判断に当たっての留意事項
在宅生活が基本であり、一人暮らし
も可能である。相談、指導等を実施
することにより、症状の改善や進行の
阻止を図る。具体的なサービスの例
としては、家族等への指導を含む訪
問指導や健康相談がある。また、本
人の友人づくり、生きがいづくり等心
身の活動の機会づくりにも留意する。

Ⅰ

何らかの認知症を有
するが、日常生活は
家庭内及び社会的に
はほぼ自立している。

Ⅱ

日常生活に支障を来
すような症状、行動
や意思疎通の困難さ
が 多 少 み ら れ て も、
誰かが注意していれ
ば自立できる。

Ⅱa

家庭外で上記Ⅱの状
態が見られる。

たびたび道に迷うとか、
買 物 や 事 務、 金 銭 管 理
などそれまでできたこ
とにミスが目立つ等

Ⅱb

家庭内でも上記Ⅱの
状態が見られる。

服薬管理ができない、電
話の対応や訪問者との
応対など一人で留守番
ができない等

記載にあたっては、下記のように記載している場合がある。

⃝ 地域包括支援センター（高齢サポート） ⇒

１

在宅生活が基本であるが、一人暮ら
しは困難な場合もあるので、訪問指
導を実施したり、日中の在宅サービ
スを利用することにより、在宅生活
の支援と症状の改善及び進行の阻止
を図る。具体的なサービスの例とし
ては、訪問指導による療養方法等の
指導、訪問リハビリテーション、デ
イケア等を利用したリハビリテー
ション、毎日通所型をはじめとした
デイサービスや日常生活支援のため
のホームヘルプサービス等がある。

3

ランク

判定基準

Ⅲ

日常生活に支障を来
すような症状、行動
や意思疎通の困難さ
が と き ど き 見 ら れ、
介護を必要とする。

Ⅲa

日中を中心として上
記Ⅲの状態が見られ
る。

着 替 え、 食 事、 排 便、
排尿が上手にできない、
又は時間がかかる。やた
ら 物 を 口 に 入 れ る、 物
を 拾 い 集 め る、 は い か
い、 失 禁、 大 声、 奇 声
をあげる、火の不始末、
不 潔 行 為、 性 的 異 常 行
為等

Ⅲb

夜間を中心として上
記Ⅲの状態が見られ
る。

ランクⅢaに同じ

Ⅳ

M

4

見られる症状・行動の例

日常生活に支障を来
すような症状、行動
や意思疎通の困難さ
が頻繁に見られ、常
に介護を必要とする。

著しい精神症状や問
題行為あるいは重篤
な身体疾患が見られ、
専門医療を必要とす
る。

判断に当たっての留意事項
日常生活に支障を来すような行動や
意思疎通の困難さがランクⅡより重
度となり、介護が必要となる状態で
ある。
「ときどき」とはどのくらい
の頻度をさすかについては、症状・
行動の種類等により異なるので一概
には決められないが、一時も目が離
せない状態ではない。
在宅生活が基本であるが、一人暮ら
しは困難であるので、訪問指導や、
夜間の利用も含めた在宅サービスを
利用し、これらのサービスを組み合
わせることによる在宅での対応を
図る。
具体的なサービスの例としては、訪
問指導、訪問看護、訪問リハビリテー
シ ョ ン、 症 状・ 行 動 が 出 現 す る 時
間帯を考慮したナイトケア等を含む
ショートステイ等の在宅サービスが
あり、これらのサービスを組み合わ
せて利用する。

ランクⅢに同じ

常に目を離すことができない状態で
ある。症状・行動はランクⅢと同じ
であるが、頻度の違いにより区分さ
れる。家族の介護力等の在宅基盤の
強弱により在宅サービスを利用しな
がら在宅生活を続けるか、または特
別養護老人ホーム・老人保健施設等
の施設サービスを利用するかを選択
する。施設サービスを選択する場合
には、施設の特徴を踏まえた選択を
行う。

せん妄、妄想、興奮、自
傷・ 他 害 等 の 精 神 症 状
や精神症状に起因する
問題行動が継続する状
態等

ランクⅠ～Ⅳと判定されていた高齢
者が、精神病院や認知症専門棟を有
する老人保健施設等での治療が必要
となったり、重篤な身体疾患が見ら
れ老人病院等での治療が必要となっ
た状態である。専門医療機関を受診
するよう勧める必要がある。

事例

３

6

認知症ケース検討会

事例内容一覧

事例テーマ

認知症疾患

年代

性別

世帯

介護度

1

行動抑制のきかない前
頭側頭型認知症の方の
支援について

前頭側頭型
認知症

60才代 女性

同居

要介護
５

2

物盗られ妄想があり
サービス利用を拒否す
る 妻 と、 要 介 護 状 態 の
夫の在宅生活をどう支
援するか

未診断

同居
要介護
80才代 女性
（高齢夫婦） ２

3

帰 宅 願 望 が 強 く、 デ イ
サービスになじめな
い女性の支援について
（どのように支援すれ
ば落ち着いた利用につ
ながるか）

アルツ
ハイマー型
認知症

要介護
同居
80才代 女性
（高齢夫婦） ３

記憶
障害

見当識
障害

幻視
・
幻聴

徘徊

妄想

興奮
暴言・
暴力

異食

○

○

不眠
・
昼夜
逆転

その他

○

○

4

短期記憶障害が顕著で
生 活 が 成 り 立 っ て い な （老人性認知
90才代 女性
い が、 サ ー ビ ス 利 用 を
機能障害）
拒否する独居女性の支
援について

独居

要介護
１

○

5

認知症の影響なのか他
利用者へのきつい発言
のためにデイサービス
で孤立しがちな女性に
ついて
～職 員 の 関 わ り 方 を 検
討したい～

アルツ
ハイマー型
認知症

80才代 女性

同居

要介護
３

○

6

若 年 性 認 知 症（ 前 頭 側
頭型認知症）の女性の
今後の見通しと支援の
あり方

前頭側頭型
認知症
（若年性）

60才代 女性

同居

要介護
３

7

強い帰宅願望が出た女
性 を 再 び 安 定し た デ イ
サービス利用につなげる
ための支援方法について

アルツ
ハイマー型
認知症

80才代 女性

同居

要介護
１

8

レビー小体型認知症の
男性の在宅生活の支援
について

レビー
小体型
認知症

60才代 男性

同居

要介護
２

9

電話を頻繁にかけてし
まうアルツハイマー型
認知症の女性の支援に
ついて

アルツ
ハイマー型
認知症

80才代 女性

独居

要介護
３

○

介護者
の
無理解

介護 関係機関
権利 同居家
キー
若年性 擁護
や
への
族の
経済的
パーソン
認知症 （金銭管 疾病・ 問題
抵抗・ 近隣
の不在
拒否 トラブル
理含む） 障害

○

○

○

○

帰宅願望

（季節）

○

○

○

○

○

（人物）

○

○

○

○

○

立ち去り行動
オウム返し

○

帰宅願望

○

○

○

○
周囲への
頻繁な電話

○

○
7

事例

行動抑制のきかない前頭側頭型認知症の方の

１

支援について

事例検討の内容・助言者からのコメント
⃝	不穏になる時、そうでない時の身体状況等を観察し、変化のポイントをつかめないか。（排泄状況等）
⃝	常同行動という病状特性を活かし、ぬり絵等の作業的なことをしてもらうと、落ち着かれることもある。
一緒にできることを探すために、家族から本人の好きなこと等を聞きだし、ひとつずつ試していく。

事例の概要

事例提供者

⃝	前頭側頭型認知症の女性

居宅介護支援事業所：ケアマネジャー

⃝	高齢の夫が介護しているが、本人の介護サー
ビスへの抵抗、自宅においても目が離せない
ことから介護者である夫の介護負担が増大。

事例を提供した理由

⃝	夫 のレスパイトのため、ショートステイの
調整を図るが、本人の行動から、施設の受
入れを拒否された。かかりつけ医の紹介に
よる入院も不可であった。

⃝	介 護保険サービスでの対応が難しく、ケアマ
ネジャーとしての対応がよかったのかと振り
返りたかった。
具体的には、
「介護保険サービスに限らず、利
用可能なサービスは他にないか」
、
「前頭側頭
型認知症に対する適切な対応方法」
、
「医療機
関との連携の方法」について検討したい。

⃝	そのような中、夫が何とか介護してきたが、
本人が剪定ばさみを持ち出したり、ガラスを
割る等の行動があり、夫にも危険が生じたた

⃝	家 族が介護したいという希望がある場合、こ
ういった症状のある方の在宅が可能なのか。

め、やっと精神科病院への入院につながり、
ここで初めて診断を受けた。

⃝	前頭側頭型認知症の場合、記録力は保たれることも多いので、それを活かしてデイサービスでは、一緒
に入浴する等、ともに行動することで職員を覚えてもらい、信頼関係を築いていく。
⃝	前頭側頭型認知症の予後等、病状を理解し、介護の見通しを立てる。今が大変な時期だと思われるが、
見通しをもつことは専門職だけでなく、家族にとっても必要なこと。
⃝	在宅か施設の選択は、家族の介護力や思い、本人の状況によっても変わってくる。専門職としては常に
悩むところ。
⃝	かかりつけ医がいて、家族も信頼していると、専門医の受診をすすめるのは確かに難しい。
⃝	対応方法がわかっていれば施設側に伝え、何とか受け入れてもらえるようにしている。細かい情報でも
変化があれば伝える。
⃝	本人の馴染みの関係をつくるということでは、小規模多機能施設の利用もできたのではなかったか。
認知症専門医からのアドバイス
⃝	もう少し早い段階で「前頭側頭型認知症」とわかっていれば、アプローチも変わっていたかもしれない。
⃝	本ケースの場合、認知症疾患医療センターに相談してもらえたら。
⃝	入院治療を「最後の砦」として捉えるのではなく、早い段階で入院につなげ、そこで行動評価したもの
を在宅に戻ったときにデイサービスやショートステイで使ってみる、というような形で精神科入院の利
用も考えられる。

本人の情報

⃝	服薬により行動が緩和されるケースもある。

60才代

性別

女性

診断名

要介護度

要介護５

服薬

日常生活
自立度

寝たきり度：不明

経済状況

年金

サービス
利用状況

認知症デイ

認知機能：M

週２回

認知症の状況

年代

発症時期

症状等

不詳
前頭側頭型認知症
※当初は「認知症」という診断。
ドネペジル

⃝	行動抑制がきかない。常に動き回る。物を壊す。
⃝	介護者への暴力（叩く、つねる）。
⃝	お腹が空くと機嫌が悪くなる。
⃝	食 べられるもの、食べられないものを手
当りしだい口に入れる。
⃝	目 の前に障害物があっても、そのまま突
進していく。
⃝	時 々、数時間我に返ったように落ち着く
こともある。

⃝	何でも口に入れてしまうのは、
「口唇傾向」といい、前頭葉の障害により何でも口で確かめる行為と思
われる。
⃝	介護保険外のサービス、制度としては、65才までの方なら障害年金の受給が可能。自立支援医療の給付
や精神障害者保健福祉手帳の取得で、医療費の給付や減税、免税等が受けられる。
このケースからの学び
⃝	専門医とつながることで、本人の病状を描くことができる。本人固有の対応のポイントも見えてくるの
ではないか。
⃝	できるだけ早い時期に専門医につながることの重要性。
⃝	精神科入院を「最後の砦」ではなく、本人の状態を評価するためのものと捉え、もう少し早い段階での
入院も支援のひとつの方法である。
⃝	対応困難な行動が出てきた時には、身体状況も含めた観察が大切。それを関係者同士で共有することで、

家族状況

生活状況
⃝	長女は就労しており、多忙で介護に関わることは難しい。
⃝	夫も持病があり、通院している。
⃝	長 男は遠方に住んでおり、時々訪問し介護に関わっ
ている。
⃝	排泄は、尿意、便意ともにあり、比較的自立。
⃝	ドネペジルは処方されていたが、服薬できておらず、

⃝	主たる介護者の夫（70才代）
。
⃝	一軒家に長女と３人暮らし。
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家の中にたまっていた。
⃝	本人が暴れるので、家の中はぐちゃぐちゃであった。

援助のポイントが見えてくるのではないか。
事例提供者の感想等
⃝	当時は、夫のレスパイトのために、本人から離すことばかりで頭がいっぱいだった。夫のことばかりでなく、
本人が落ち着けるためのサービスの導入（ヘルパーと一緒に何かする等）も考えられたのではなかったか。
⃝	かかりつけ医がいる中で、専門医の受診を勧めるのは難しいことであるが、もっと早く本人の病気がわ
かっていれば、対応も違っていたかもしれない。
⃝	対応していた時に、こういった検討会でアドバイスをもらっていたら、もう少し肩の力をぬいて対応で
きていたのではないないかと思った。前頭側頭型認知症の特性を、反対に利用してパターン化した対応
というのは、今後に活かせそう。
⃝	本人の気持ちに寄り添った対応を心がけていきたい。
9

事例

物盗られ妄想がありサービス利用を拒否する妻と、

２

要介護状態の夫の在宅生活をどう支援するか

事例の概要

事例提供者

⃝	診 断は受けていないが、主治医意見書では

居宅介護支援事業所：ケアマネジャー

「認知症」と記載がある女性（妻）
⃝	本人、夫ともに、介護が必要な状態であるが、

事例を提供した理由

物盗られ妄想があり、本人が訪問サービス
（訪問介護・訪問看護）に対して拒否してし

⃝	本 人にサービス事業者（ヘルパー等）に対す

まう。

る物盗られ妄想があり、要介護状態の夫に必
要なサービスも利用拒否される。

⃝	夫 には見守りが必要であるが、本人に介護
を任せるのは不安が大きくなってきており、

⃝	夫 婦、家族は、夫婦一緒に在宅での生活を希

こ の ま ま サ ー ビ ス 利 用 拒 否 が 続 く と、 本

望されているが、このままサービス拒否が続

人たちの希望する在宅生活の継続が難しく

くと、在宅生活が難しくなる。

なってくる。

⃝	本 人の物盗られ妄想の背景にあると思われる
「不安」を解消する方法を検討したい。

本人の情報
80才代

性別

女性

要介護度

要介護２

日常生活
自立度

寝たきり度：J2

経済状況

現役並みの所得あり

サービス
利用状況

福祉用具貸与、訪問介護（３
回／週）、通所リハビリステー
ション（１回／週）、配食

認知機能：Ⅱa

家族状況

認知症の状況

年代

発症時期

80才頃

診断名

※専門医受診は未。
※か かりつけ医意見書では「認知症」と
記載されている。

服薬

認知症に関する服薬はない。

症状等

⃝	自宅でのみ「物盗られ妄想」が出現。
通所サービスでは起こらない。
⃝	
「盗られた」というものは、台所用品や
日用品。

生活状況
⃝	地 域の役員をしたり、多趣味な方であったが、腰を
悪くしてからは外出が億劫になっている。
⃝	体 調が優れないと、毎日のように主治医の内科に、
近所に
住んでいる

⃝ 夫は要介護４
⃝ 長女は障害があり直接的な介護は不可
⃝ 息子は遠方に住んでいる。
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歩行器を押して自分で通院する。
⃝	救急車を呼ぶことが多く、病院に着くと落ち着かれる。
⃝	脊 椎側弯症のため体が傾いているので、家事の全て
をするのは難しい。自分でされた後にヘルパーが補
助している。

事例検討の内容・助言者からのコメント
⃝	男性ヘルパーだけで調整するのは、難しいだろう。
⃝	これまで、地域の役員などをされてきた方が、外出の機会も減り、自分がしていた家事にまで他人の手が入る

ことで「他人にしてもらっている」というやきもちや不満があるのかもしれない。夫の介助にしても、もう少し、
本人にできることは任せるなどして、本人の満足感を得られるようなことが必要かもしれない。
⃝	信頼しているヘルパーには拒否がないようなので、うまくいっている時の様子を把握してはどうか。
⃝	関わる支援者が情報共有する。食事の作り方等細かい対応も統一することで、妄想が緩和したことがあった。
全員でカンファレンスすることが難しければ、連絡ノート等を活用する。
⃝	本人や夫の状態から、サービスが入る回数が多くなるのは仕方ないのかもしれないが、出入りする人が多いと、
本人がそれを受け入れるのに負担になっているのかもしれない。必要最小限のサービス調整をしたり、本人と
夫のサービスが入る時間をまとめたりすることも検討できるのではないか。
⃝	夫のショートステイ利用も考えられるのではないか。夫のショートステイ利用によっては、本人の状況に良く
も悪くも変化があると思うので、様子を確認しておくことが必要。

認知症専門医からのアドバイス
⃝	この方の場合、物盗られ妄想がデイサービス利用時にはないこと、また男性ヘルパーにもあまり起こらないと

いったことから、自分ができなくなったことや、自分のテリトリーに対して妄想が多発しているようである。
⃝	もともと、地域の役員をするなど社交性を持っておられる方であり、また家の中でも一家のキーパーソン的存
在だったのではないだろうか。物盗られ妄想の特徴も、「ザル」等の日用品が無くなったと言っていることから
すると、自分のこれまでの生活を脅かす存在に対してばかりなので、介入や対応によっては妄想も収まってく
るのではないかと思う。
⃝	夫の介護も一部任せる等、本人に自己肯定感を持っていただけるようなケアが望まれる。
⃝	男性ヘルパーだけで対応するのは、対処療法でしかない。「自分のテリトリーを守りたい」という気持ちを尊重
するような接し方を心掛けたいところ。
⃝	主治医を信頼しているようであるが、できれば認知症専門医に一度つなぎたいところ。症状からすると、アル
ツハイマー型認知症の初期か、または妄想があるので脳血管性認知症の可能性が考えられる。ADLの状態やパー
キンソン症状がないので、レビー小体型認知症は考えにくい。
⃝	精神疾患のいわゆる「妄想症」の妄想ではないだろう。
⃝	BPSDへの対応では、「非薬物対応」が基本となるが、アルツハイマー型認知症の薬の内、２種類はBPSDに効果
的な場合もあり、かかりつけ医でも処方するケースが出てきている。
⃝	この方の「強み」は、自分で救急車に乗って病院に行ったり、かかりつけ医に通院したりと、医療にかかるこ
とへの抵抗がないことや、デイサービスの利用には馴染んでいて、全てのサービスに拒否があるというわけで
はないことである。そこを活かせるような関わりであるとよい。

このケースからの学び
⃝	本人に関わる支援関係者で情報共有し、サービス利用が上手くいっている時のケアの方法を共有することが重要。
⃝	認知症の病状を明らかにするために、かかりつけ医と専門医とのつながりをケアマネが働きかけてもいいだろ
う。どのようなケアが適切なのか、また適切な治療とケアを見極めるためにも、病状を明らかにすることがポ

イントとなるだろう。
⃝	本人の持っている強み、良さを生かせるケアの方法を考えることが重要。これまでの生活や歴史を考慮して、
本人のプライドが保てるような配慮をしていくといいだろう。そこには、夫のきょうだいや地域の馴染みのあ
る人などのインフォーマルな関わりの方も入れていけたらいいだろう。

事例提供者の感想等
⃝	これまでは、何か起こった時にその都度の対応になっていた。これからは先の見通しをもって関わっていきたい。
⃝	なぜこの方が物盗られ妄想を訴えるのか、その原因がなんとなく理解できた気がする。これまでカンファレン
スはサービス提供責任者としか行っていなかったが、関わるヘルパー全員に集まってもらうというのはいいこ
とだと思った。全員でというのはなかなか難しいかもしれないが、やってみたい。
⃝	これまでも主治医とは密に相談できる関係ではあったが、認知症の部分については踏み込んでいなかった、今
後は相談していきたい。
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帰宅願望が強く、
デイサービスになじめない女性の支援について

事例

３

どのように支援すれば落ち着いた利用につながるか

事例の概要

事例提供者

⃝	デ イサービス利用開始から２年経つが、開

通所介護事業所：介護職員

始当初から帰宅願望が強い。
⃝	デ イサービス施設から、外に一人で出よう

事例を提供した理由

とするため、目が離せず、１時間交代で職
員がマンツーマンで付くようにしている。

⃝	デ イサービス利用開始時から帰宅願望が続い
ており、昼食が取れないこともある。施設外

⃝	帰 宅願望があるので短時間利用も考えられ

に出られるときには職員が同行して対応して

るが、それでは介護者の負担軽減につなが

事例検討の内容・助言者からのコメント
⃝	時間の認識ができるのであれば、夫から本人に「何時までに帰ります」、「デイサービスでお風呂に入っ
てきてください」等と、本人が帰らなくても大丈夫と安心してもらえるような手紙を書いてもらっては
どうか。
⃝	文章を理解できないなら、写真等を使って視覚的に理解してもらう方法を試してみる。
⃝	自施設では、帰宅願望をなくすような対応といよりも、軽減していけるような対応をしている。本人の
特技などをいかした作業等をしてもらうようにしている。
⃝	
「自分だけ遊びに来ていると思われたらかなん」と思っておられるよう。この世代には、遊ぶという感
覚もあまりないと思うので、何か作業に取り組んでもらうことで、本人が役に立っていると思ってもら
えるようにアプローチすることがいいのではないか。
⃝	今は、帰宅願望が出てから散歩に連れ出す等の対応をされているようだが、
「帰りたい」という気持ち
が出る前に、散歩に誘い出す等の対応を考えてはどうか。

いる。本人の不安を緩和し、落ち着いてデイ

らないため、長時間の利用が必要になって

サービスを利用してもらえるようになるには

いる。

どうすればよいのか検討したい。

認知症専門医からのアドバイス
⃝	本ケースは年単位でゆるやかに症状進行しており、アルツハイマー型認知症の典型と言える。
⃝	帰宅願望について、初期の段階の方で多いのは「こんな高齢者の中に自分が入るのはいや」という理由
の方が多いが、中期の段階の方であれば、場所の見当識が障害されることによる不安や焦燥感からの訴
えが考えらえる。

本人の情報

⃝	認知症の中期から後期の方には、焦燥感や興奮を抑える効果のある「メマンチン」の服用を考えること
80才代

性別

女性

要介護度

要介護３

日常生活
自立度

寝たきり度：J1

経済状況

夫の収入で生活

サービス
利用状況

認知症デイ
３回／週

認知機能：Ⅲb

認知症の状況

年代

もあるが、この方の場合はそれほどの焦燥感でもないようだ。ただ、メマンチン自体は認知症の進行自

発症時期

５年前頃

診断名

アルツハイマー型認知症

服薬

ドネペジル

もある。

症状等

⃝	短 期記憶障害（数時間前のことを忘れ
る）
⃝	見 当識障害（時間の把握はできるが、
季節は把握できていない）
⃝	BPSDは、帰宅願望が中心

このケースからの学び

体を遅らせる効果もあることから、今の時期に服用を考えることもできる。メマンチンは、めまいや眠
気といった副作用があるが、比較的副作用の出現は少ないので、他の認知症薬に追加して処方すること

「帰宅願望」といっても、一人一人理由が違う。本人の「帰りたい」という思いの背景にある理由を、支援者、
⃝	
また家族と一緒に見極めることが必要。
⃝	認知症の原疾患によって対応が異なってくること、また本人のもともとの性格等の個別性も合わせて、

家族状況

生活状況

ケアを考えていくことの重要性を改めて感じた。

⃝	自 営業の経理を担ってこられ、中心的な役割を果た
してきていたよう。
⃝	現 在は、毎日夫が営む店舗に行き、夫の仕事が終わ
るのを待つ生活。自宅と店舗の往復が日課となって
いる。
⃝	マンションで夫と二人暮らし。
⃝	夫と長女は、一緒に自営業を営んでいる。

⃝	趣 味で社交ダンスをされていたが、今は身体的にも

事例提供者の感想等
⃝	写真等の映像を使った対応をするというのは、頭になかったので、試せるものは使っていきたい。
⃝	また、家族とももう少し話をする時間を取り、ケアマネや主治医ともカンファレンスを開いていきたい。

できなくなっている。

⃝	次女は隣県に住み、月数回の訪問あり。
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事例

短期記憶障害が顕著で生活が成り立っていないが、

４

サービス利用を拒否する独居女性の支援について

事例検討の内容・助言者からのコメント
⃝	サービス拒否する人に対しては、まずは馴染みの関係づくりが必要。そのためにも、同じヘルパーが入
るのが望ましいが、事業所の体制によっては同じ人は難しいことがある。
⃝	動作に時間のかかる利用者には時間制約のある訪問介護がなじまないこともある。そのような中で、制

事例の概要

事例提供者

⃝	独居で、身内もいない高齢女性。

居宅介護支援事業所：ケアマネジャー

⃝	同じ事を何度も言う等の症状が出始め、約
事例を提供した理由

が止まってしまう等、
生活に支障が出てきた。

⃝	サ ービス利用の拒否のある方への対応方法に
ついて知りたい。

⃝	
「自分で何でもできる」という思いがあり、
訪問介護の利用を拒否するが、実際は入浴

⃝	も し、認知症の初期段階から服薬をしていれ
ば、効果がどれ位あったのか。

や洗濯ができていない。
⃝	バ スに乗って通院する等外出ができるもの

⃝	生 活保護を受給されている方は、施設入所す
ると施設基準に切り替わる。何とか利用でき
た老健であったが、自己負担が発生すること
になった。本人に負担が少なく利用できる施
設を知っておきたかった。

の、受診日の間違いや薬の飲み過ぎ、飲み
忘れも出てきた。
⃝	初 期の頃は炊飯はできていたが、作ったこ
とを忘れ、３食食べられなくなってきた。

女性

要介護度

要介護１

日常生活
自立度

寝たきり度：J2

経済状況

年金・生活保護

サービス
利用状況

訪問介護２回／週
※ 通 院 同 行、 服 薬 管 理
のみ。家事援助は拒否。

認知機能：Ⅱb

⃝	身寄りのない方の場合、成年後見制度の利用を考えた方がよい。申立てのタイミングに悩むかもしれな
いが、申立てに時間もかかるので、準備をしておいてもよかっただろう。親族がいない場合、「市長に
よる申立て」が考えられる。
⃝	関わりやサービスを拒否される方への対応で、「京都市全域を回っています」というように伝え、「あな
ただけが特別ではない」というような関わりから始まったケースもあった。
認知症専門医からのアドバイス
⃝	典型的なアルツハイマー型認知症のケースと言え、かかりつけ医の診療で完結してもよいケースとは思
うが、一度はMRIやCTで検査をしておいた方がよかっただろう。特に、妄想やうつ等の精神症状が出て
くるような非典型的症状が出る場合は専門医にかかった方がよい。
含めて主治医から説明が欲しかった。

認知症の状況

性別

⃝	当初はケアマネとの関わりも拒否していたが、本人の興味のある話等にタイミングよく話をふると、話

⃝	ドネペジルが説明なしに処方されたようであるが、飲み始め頃は副作用が出やすい。そういったことも

本人の情報
90才代

拒否がありながらも、ケアマネとの関係が何とか築けていたのはよい。
をしてくれ、打ち解けてくれたのはケアマネとしてよい関わりだった。

１年後には、金銭管理ができなくなり、ガス

年代

限のゆるやかなケアマネが丁寧に関わることで、少しずつ利用者と関係が作れるようになり、サービス

発症時期

H23年頃

診断名

老人性認知機能障害
※紹介された内科医による。

服薬

ドネペジル８㎎（発症から約２年後に開始）

症状等

⃝ 金銭管理ができなくなった。
⃝	洗濯や入浴ができていないが、
「自分は
何でもできる」と家事援助を拒否。
⃝	薬の飲み過ぎ、飲み忘れ、紛失が出てくる。
⃝	受診日を間違う。
⃝	夏季にクーラーをつけず熱中症になり
通院。⇒施設入所

⃝	ドネペジルの副作用で焦燥感が高まることもある。本ケースの場合、５㎎から８㎎に増やすペースが早
い気もする。本人のイライラ感は副作用の可能性もあるのかもしれない。
⃝	この方の場合、認知症が高齢発症のため、早い段階で認知症薬を服用していたとしても、効果はあまり
変わらなかったかもしれない。
⃝	ドネペジルは効果が見えない人もいるが、そういった人が全てではなく、進行を遅らせる効果が見える
人もいることは知っておいて欲しい。
⃝	ドネペジルはジェネリックも発売されているので、経済的な負担がある人は、経済的条件から他の３薬
を選択しないこともある。
⃝	成年後見制度の利用も考えてもよかったのではないか。
このケースからの学び

家族状況

生活状況
⃝	１ 日２回は外出、バスでスーパーに買い物に行った
り、通院ができていた。
⃝	２ 年前頃より同じことを何度も尋ねる等の症状は見
られたようだが、生活は自立しており、老人福祉員
や地域包括が見守りをしていた。

⃝	身内なし。
⃝	内縁の夫がいたが、亡くなっている。
婚姻歴はなし。
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⃝	１年前頃より、金銭管理ができなくなり、滞納によりガ
スが止まる、十分な買い物ができず冷蔵庫内が空っぽ
になったりする。入浴、
洗濯もできていなかったようで、
要支援２の認定を受けるが、ヘルパーの関わりを拒否
する。服薬管理のみのサービスがやっと入っていた。

⃝	じっくり長く関わると馴染みになってくれるという本人の特性をケアマネが把握して、ケアマネだからこ
そ時間をかけられるということを生かして対応されたのが、本人と関係を築くことにつながったと思える。
⃝	身寄りのない方等が施設入所する場合、認知症等であれば後見人をつけることも求められるし、後見人
がついていれば入所もスムーズなことがある。（ただし、後見人は身元引受人や保証人にはなれない）
事例提供者の感想等
⃝	服薬の開始時期と効果についての話を聞くことができ、納得できた。
⃝	訪問介護等、柔軟な支援になるように制度が改善されればと感じた。
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認知症の影響なのか、他利用者へのきつい発言のため
にデイサービスで孤立しがちな女性について
～職員の関わり方を検討したい～

事例

５

事例の概要

事例提供者

⃝	デ イサービスの利用は楽しみにされている

通所介護事業所：介護職員（ケアワーカー）

女性である。他の利用者ができないこと等

事例検討の内容・助言者からのコメント
⃝	センター方式を活用してみてはどうか。朝から夕方までの本人の状況を記録にあげてみては。職員全体
で洗い出し、整理してみると意外な気づきや見落としがあることがわかるだろう。怒りのスイッチにな
るタイミングや状況を把握することで対応が考えられるのではないか。
⃝	現在でもデイサービスでは頑張って対応しているが、どうしても「あの人さえうまくしてもらえたら、
みんなが上手くいくのに」という見方になってしまいがち。視点を変えることも必要。本人のプラス面
を見ていくこと。
⃝	他の利用者との関係づくりの前に、職員との馴染みの関係から作っていく。

が気になり、他の利用者に対して大きな声

事例を提供した理由

できつい発言「あほ！ぼけ！」等があるため、
職員の個別対応にならざるを得ない。

⃝	本 人の他者へのきつい発言が認知症の症状か

⃝	本 人はデイサービスを楽しみたいようであ

ら引き起こされているのかどうかを確認し、

るが、他の利用者も「怖い人」
「あの人の近

そうであるならば職員がどのように対応して

くはやめて」と敬遠していて、孤立化につな

いけば、他の利用者とともに楽しくデイサー

がっている。職員との会話は楽しめている。

ビスを利用してもらえるか。

⃝	以前利用していた一般型デイサービスでは、

⃝	他の利用者との交流を図ること等、集団にこだわらず一人の時間を多めにとっても良いのではないか。
一人でも、本人が楽しめるような環境づくりを優先してみてもいいのではないか。
⃝	本人の趣味である油絵を、ぬり絵という形で作業を提供しているのは、本人にとって意味のある、価値
のある環境づくりになっていてよい。
認知症専門医からのアドバイス
⃝	認知症のBPSDとして易怒性もあるが、この方の場合、生育・生活歴から見ても、もともともっている

他利用者への発言で、利用中止になった経

性格の影響の方が大きいのではないか。それが認知症によって高まっているのかもしれない。もともと

過もある。

は気配りができる方ということであるので、他人に目が行きやすいのかもしれない。
⃝	治療として対応するなら、メマンチンの服用も考えらえる。抗精神病薬（抗精神病薬を認知症の方が服
用した場合、死亡率が1.8倍高くなるとのデータもあるので、なるべくなら使わない方がいい）の使用

本人の情報

よりも安全である。ドネペジルの副作用でイライラ感が高まることも言われているが、この方の場合か

80才代

発症時期

70才代前半

性別

女性

診断名

アルツハイマー型認知症

要介護度

要介護３

服薬

ドネペジル

日常生活
自立度

寝たきり度：J2

経済状況

生家も嫁ぎ先も裕福

症状等

サービス
利用状況

通所介護３回／週

⃝	短期記憶障害（食べた内容を忘れる）
⃝	場所の見当識障害もある。
⃝	発症から10年であるが、記憶障害・見
当識障害以外は比較的保たれている。
⃝	易 怒性があり、デイサービスで他の利
用者にきつい発言（
「あほ」
「ぼけ」等）
がある。他の利用者が敬遠するように
なっている。

認知機能：不明

家族状況

認知症の状況

年代

生活状況
⃝	家 庭では長女が食事の準備や洗濯等の家事をして
いる。
⃝	生 まれ育った家も裕福で、嫁ぎ先も会社経営してお
り、お手伝いがいるような生活。海外旅行も楽しん
でいた。
⃝	お 手伝いがいたので、家事はほとんどしてこなかっ

⃝	長女夫婦と同居。

た様子。しようと思えばできる人だったと思う。

なり前からドネペジルを服用しており、それは当てはまらない。その他、漢方の「抑肝散」も考えられ
るが、粉薬のため使うのが難しい方もいる。
このケースからの学び
⃝	デイサービスだから必ず集団で過ごすという考えだけでなく、一人で過ごす時間も肯定して行くことが
必要。
⃝	アルツハイマー型認知症の方の場合、一般的に「馴染みの関係づくり」は重要と言われている。
⃝	本人の状態変化の把握をすること、そこから対応方法を考えていく。その際に、センター方式等を活用
できるのではないか。
事例提供者の感想等
⃝	色々な意見を聞くことができた。今までしてきた事は間違えていなかったと思えた。また、本人がデイ
サービスで一人でいる時間も大切だったんだなと感じた。どうしても輪の中に入っていただくことを考
えていたが、１人で過ごしておられる時はリラックスしていて、みんなといる時は緊張していたのでは
ないかと思う。皆さんの助言をこれからのケアにいかしていきたい。
⃝	医師のレクチャーで、性格から起因するもので治らない、治す必要がない事があると分かり、無理やり
にこちらから働きかけることもないと思って安心した。また、どうしても本人のマイナス面に目を向け
てしまいがちになるので、これからはプラスの面を良く見て、スタッフ間で協力して進めていきたい。

⃝	亡き夫が会社を経営していた。
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事例

若年性認知症（前頭側頭型認知症）の女性の

６

今後の見通しと支援のあり方

事例の概要

事例提供者

⃝	若年性で前頭側頭型認知症の60才代の女性。
⃝	H23年頃からオウム返しのような言語障害
から始まり、診断を受ける。現在はほとん
ど発語がなくなっている。
⃝	当 初は、散歩中のあぜ道で人目をはばから
ず放尿するような行為もあった。
⃝	入院先を一人で抜け出し、行方不明となる。
結果、強制退院となったこともある。
⃝	立ち去り行動があり、じっとしていられず、
介護者の夫は目が離せない状況。
⃝	最 近では歩行も困難となり、転倒が目立ち
始める。
⃝	夫 は熱心に介護しており、今後も続けたい
と考えているが、負担も大きい。

居宅介護支援事業所：ケアマネジャー
事例を提供した理由
⃝	急速に進む自発性の低下と身体機能の低下に、
ケアマネとしてどう対応すべきが悩んでいた。
適切な介護サービスを検討したい。
⃝	予 後を見据えてはいるが、何とか長生きして
ほしいとの思いから、熱心に介護している夫
に対して、どのように支援していけばよいか。

本人の情報
60才代

性別

女性

要介護度

要介護３

日常生活
自立度

寝たきり度：B1

経済状況

共済年金

サービス
利用状況

⃝	認 知症対応型通所介
護３回／週
⃝ 福祉用具（車いす、付属品）貸与
⃝ 住宅改修

認知機能：Ⅳ

家族状況

認知症の状況

年代

発症時期

平成23年初めごろ

診断名

前頭側頭型認知症

服薬

症状等

⃝	言 語障害（オウム返し）その後、発語
がほぼなくなる。
⃝	立ち去り行動（じっとしていられない）
⃝	外で人目もはばからず放尿する。
⃝	家屋内の同じところを回るような常同行動。
⃝	約 １年で歩行困難となる（その間に転
倒が頻回になる）
。

生活状況
⃝	H20年頃までは看護師として働いてこられた。
⃝	温泉旅行好きで、元同僚等と楽しんでいた。
⃝	生活全般において介助が必要な状況。デイサービスに
行っていない時間帯は、テレビをみたりぬり絵をしたりし

⃝	60才代夫が主介護者。
介護のために離職。
⃝	長男が同居しているが、仕事をしている
ため、直接的に介護にかかわるのは困難。
⃝	同市内に次男夫婦が子供と生活。
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て過ごしている。最近ではテレビも見ているのかは疑問。
⃝	自 宅敷地内を一定のルートで歩き回る（常同行動）
ことがある。しかし、段差があるため、転倒のリス
クがあり、目が離せない。

事例検討の内容・助言者からのコメント
⃝	できること、
できないこと、
今後できなくなってくるだろうことを把握する。できることは役割として持ってもらい、
できないところにケアを届けていく。できないことは増えてくるが、その見通しを夫にも持ってもらうことは必要。
⃝	前頭側頭型認知症の方の場合「徘徊」というよりは「周回」というイメージ。自宅敷地内を同じようなパター
ンで歩かれているなら、常に見守りをするというよりは、安全に歩いてもらえるように段差をなくしたり、手
すりをつけたりと転倒の危険性の部分にケアを届ける。夫の見守りに代えて、環境を整える。

⃝	前 頭側頭型認知症には「時刻表的」、「常同行動」が特徴としてある。時刻表的な生活パターンになりやすく、
本人にも負担が少ない。時間が決まっているデイサービスは本人にあっている。自宅でも、デイサービスの生
活時間のようにパターン化したものを取り入れてもいいのではないか。

⃝	デイサービスではうまくいっているので、職員の工夫などを事業所間で情報共有して、ショートステイ利用も検討
できないか。
⃝	夫の精神面でのサポートとして家族の会等、ともに悩みを共有できるような仲間作りといった支援も考えらえる。
⃝	若年性の方の場合、経済的な支援も検討する。診断を受けた時に早めに精神保健福祉手帳申請するとよい。働
いている方であれば傷病手当金、また障害年金の取得等も考えられる。
⃝	ケアマネが夫の理解者になっているのがよくわかる。ケアマネも一人で抱え込まないように、事業所内で相談

したり、連携機関、包括等にも相談し共有しながら関わっていって欲しい。相談することで、別の視点から考
えることもできる。

認知症専門医からのアドバイス
⃝	前頭側頭型認知症は、記憶障害が軽いのも特徴で、「認知症」と結びつきにくいこともある。記憶が保たれてい
るため、嫌なことをされると覚えていることがある。
⃝	前 頭側頭型認知症の典型ケース。以前は、前頭側頭型認知症というと、困難事例の代表格であった。しかし、
最近ではケアで対応できることもたくさんあるということがわかってきた。実践としても増えてきている。
⃝	向精神薬を使われることもあったが、前頭側頭型認知症は向精神薬も効きにくいとも言われる。
⃝	この方の場合、向精神薬が処方されている様子がないので、最低限の投薬で治療されているのがよい。
⃝	一方、向精神薬の副作用にあまり恐れすぎないことも必要。
⃝	家族も支援者側も前頭側頭型認知症に対して、何となく「怖い人、何をするのかわからない特別な人」という
見方を変え、排除するのではなく前頭側頭型認知症はこういうものだという理解が必要。
⃝	前頭側頭型認知症の症状、若年性認知症の特徴を知っておくことが必要。
⃝	前頭側頭型認知症の進行は一般的にみて早い。夫の「何とかしたい」という気持ちは、受け止めつつもやはり止めよ
うがないことは現実。夫の気持ちに寄り添いつつ、症状進行の見通しを持ってもらいながら支援していくことが必要。
⃝	本ケースの強みは、ケアマネの関わり方、介護者の夫が積極的であること、利用しているデイサービスが本人
に合っていることである。

このケースからの学び
⃝	若年性の認知症の人が抱える特徴的な課題、前頭側頭型認知症という病気の特徴を知っておくことが必要。
⃝	原疾患を知ることは重要。どういった認知症かをまず知り、その疾患、症状の特徴を知ることで、先を見通し
たケアを調整することがポイント。専門医との関わりは重要。
⃝	若年性の認知症の方の場合は、経済的な問題など、特徴的な課題を抱えるということも知っておき、制度の活
用等も早めに対応する。

事例提供者の感想等
⃝	前頭側頭型認知症の症状の理解や対応方法について、しっかりと知識をもっておくことの重要性を認識した。
⃝	長男の関わりは無理だと思っていたが、もう一度アプローチしてみてもいいかと感じた。
⃝	夫は予後が短いことを理解しているからこそ、後悔したくないという気持ちがあるのもわかる。予後が短いな
らショートステイの利用はいらないという考えもあるが、そういった夫の気持ちも理解しながら、ショートス
テイ利用も考えていきたい。
⃝	自分自身ももう少し力を抜いて支援して行けるようにしていきたい。

【参考文献】 『認知症の医療

・介護に関わる専門職のための「前頭側頭型認知症＆意味性認知症」こんなときどうする！』
大阪市立弘済院作成（大阪市のホームページに掲載）
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強い帰宅願望が出た女性を
再び安定したデイサービス利用につなげるための
支援方法について

事例

７

事例の概要

事例提供者

⃝	80才代女性

デイサービス：介護職員

⃝	アルツハイマー型認知症

事例検討の内容・助言者からのコメント
⃝	デイサービスでは、
「何とか落ち着いてもらいたい」と頑張ると思うが、デイサービスだけで解決する
のも難しいだろう。
⃝	本人のことをもっと知り、アプローチを考えていくためにも、家族やケアマネの他、この方に関わって
いる方から情報を集めて、共有していく。デイサービスの負担感も軽減できるかもしれない。
⃝	まだ利用して半年である。時間がかかると思うが、これからもっと本人のことを知っていく。本人がわ
かる言葉、具体的な名称を使ってコミュニケーションしていく中で、デイサービスが本人にとっての「居
場所」になっていくのではないか。

⃝	難聴があり大きな声で話す。

事例を提供した理由

⃝	当 初から「ここはお金がかかるところ」と

⃝	本 人がデイサービスを利用することに楽しみ

デイサービス利用に拒否的であったが、短

や価値を見出せるような支援ができていない。

時間の体験利用を1カ月行い、安定したため

⃝	短 時間利用になってしまうことが多いので、

本格利用を開始した。本格利用から1カ月位

⃝	長年、商売をしてこられたという生活リズムがある。本人にとって、朝から夕方までの利用とデイサー
ビスの時間がなじまないのは納得できること。介護者の負担は考慮しないといけないが、可能なら短時
間利用で回数を増やすという対応ができないか。
⃝	午前中は比較的落ち着いて利用されている。午後からの作業を増やす等してみてはどうか。

家族の負担軽減になっていないのではないか。

してから、昼食後に帰宅願望が出始めた。

認知症専門医からのアドバイス

⃝	デ イサービスでは気分転換のために近隣を
外出する等で対応しているが、８割くらい

⃝	難聴があるため、想像以上にコミュニケーションの難しさ、本人にとっては生きづらさがある。

は収まらずに、早く帰られる状態になって

⃝	KN式ケアパス情報共有シートを用いることで、生活史やその人の１日の生活リズムを振り返ることが

いる。

できる。このケースの場合、早起きで朝方の仕事熱心な生活を、デイサービスの穏やかな時間の流れに
合わせようとするところから不適合が生まれているのかもしれない。

本人の情報
80才代

性別

女性

要介護度

要介護１

日常生活
自立度

寝たきり度：A1

経済状況

年金・家族の収入

サービス
利用状況

通所介護２回／週

認知機能：Ⅱb

認知症の状況

年代

⃝	帰宅願望の背景には、「ここ（デイサービス）は自分のいる場所ではない」という思いがあるのだろう。
その人が安心している時や良い表情を見せる時を改めて振り返ってみましょう。また、生活背景にも多

発症時期

平成20年頃

診断名

アルツハイマー型認知症

服薬

ガランタミン

⃝	介護者の負担がどこまでのものか、ケアマネ通じて知っておくことも必要でしょう。
⃝	デイサービスが本人にとって、家族にとってどのような役割があるのか、ケアマネと話をしていく。

症状等

⃝	家族の顔や自宅の認識ができないことがある。
⃝	帰 宅願望が強まると、興奮され大声が
出ることもある。
	毎回「用事があるから帰らせてくださ
い」という発言。
⃝	妄想が稀にあり。
⃝	デイサービスも毎回「初めて来る場所」
という感覚のよう。

くのヒントが詰まっているはず。

⃝	アルツハイマー型認知症の進行も一つの原因かもしれないが、本人にとって何か合わないことがあるの
だろう。薬物療法というよりも、どのようなケアで対応していけるかが重要。

このケースからの学び
⃝	認知症の方のケアは、その方の生活歴や人となりと、認知症の症状の両面から考えていく必要がある。

家族状況

⃝	息子は週に数回就労。
⃝	息 子の妻は基本的に在宅だが、本人が
息子の妻のことを認識できていないこ
とに対する精神的負担がある様子。
20

生活状況
⃝	デ イサービスから徒歩２～３分のところに居住。デ
イサービスには徒歩で行く。
⃝	デイサービス利用日以外は、自宅でテレビを見たり、
新聞を読んで過ごす。
⃝	午前６時30分頃には起床し、自分で着替える。
⃝	商家に嫁ぎ、夫が亡くなるまで商売をしてきた。
⃝	ずっと商売をしてきたので、特に趣味はないよう。
⃝	ド ライブが好きで、ドライブレクの時は、帰宅願望
は出ない。

⃝	本人をどれだけ知るかが重要。家族も含めて、関係者で情報共有し解決していく。デイサービスだけで
は解決も難しいだろう。

事例提供者の感想等
⃝	今までも私たちなりに対応してきたが、色々な意見をいただいて参考になった。新たな対応も検討して、
本人にとって、デイサービスが価値のあるものとなってもらえるようにしていきたい。ここからがスター
トだと思う。
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事例

レビー小体型認知症の男性の

８

在宅生活の支援について

事例の概要

⃝	余暇支援として、昔の友人やボランティア等のインフォーマルな支援も検討できる。
⃝	主治医とも密な連携ができていてよい。

事例提供者

⃝	60才代、男性。要介護２

事例検討の内容・助言者からのコメント

⃝	パ ーキンソン症状に対して、動かさなくなって筋力が低下する廃用性の部分には、リハビリは有効で
ある。

居宅介護支援事業所：ケアマネジャー

⃝	統合失調感情障害もあり、服薬中
⃝	レ ビー小体型認知症で、歩行障害、幻覚、

事例を提供した理由

幻聴、妄想等がある。

⃝	病 気の特徴（今後の進行等）や薬の副作用等

⃝	記憶障害等の中核症状はほぼ見られない。

を知り、今後の支援に活かしたい。

⃝	幻 視から興奮につながり、大騒ぎすること

⃝	こ れまでの対応が適切であったのか助言が欲

もあった。

しい。

⃝	副 作用のためか、咳き込みが強く、夜間に

認知症専門医からのアドバイス
⃝	レビー小体型認知症の方は、パーキンソン症状を伴うので転倒に気を付ける。
⃝	統合失調感情障害もあり、向精神薬に影響されやすいレビー小体型認知症の場合、薬剤調整は難しいと
ころ。漢方薬から始めることがある。
⃝	抗精神病薬がパーキンソン症状を悪化させることもある。生活に支障を与えているのが、幻覚・妄想な

眠れない事を本人は気にしている。

のか、パーキンソン症状なのかによって治療が変わってくる。

⃝	家族の介護負担が大きいが、本人、家族とも

⃝	幻覚・妄想が出現している時の説明や説得は難しい。時間によって状態の変化があるので、少し落ち着

ADLの低下を懸念して入院に対して拒否的。

いている時に話をするという対応の方がよい。
⃝	レビー小体型認知症の方の眠気は、覚醒をつかさどる中枢の変化によって起こるため、ケアによって日
中起きておいてもらうというような関わりでは難しい。眠気のある時に食事介助をすると、誤嚥の危険

本人の情報

性もあるので、意識がはっきりしている時に関わることが重要。

60才代

発症時期

平成21年頃

性別

男性

要介護度

要介護２

診断名

レビー小体型認知症

日常生活
自立度

寝たきり度：J2

服薬

ドネペジル

経済状況

障害年金

サービス
利用状況

通所介護３回／週
訪問看護１回／週
ショートステイ（随時）

症状等

⃝	MMSE27点
⃝	中核症状は見受けられない。
⃝	パーキンソン症状（円背、
下肢筋力の低下）
⃝	幻 視、幻聴、妄想があり、興奮状態に
なることもある。
⃝	日中に寝てしまう。

認知機能：Ⅱa

家族状況

認知症の状況

年代

このケースからの学び
⃝	認 知症の原因疾患への理解が改めて必要。原因疾患の種別によって、見通しを含めてケアの方法が変
わる。
⃝	症状の進行を予測しながら、見通しをもった支援が必要。

生活状況
⃝	自分のことは時間をかけてでも自分で行う。

事例提供者の感想等

⃝	掃除などの役割がある。

⃝	事例検討することで、本人についてもう一度見つめなおし、振り返ることができた。

⃝	通 所や通院日は早朝から起きて、時間をかけて自分

⃝	本人の状態が安定している時に、妻には本人の病気についてどのように受け止めているのか話をしてみ

で準備をしている。

たい。

⃝	妻は就労中。
⃝	長女も就労しており帰宅も遅い。
⃝	次女は病気療養中。
22
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事例

電話を頻繁にかけてしまうアルツハイマー型認知症の

９

女性の支援について

事例検討の内容・助言者からのコメント
⃝	本人のADLからしても、自分でできることはある。訪問介護を利用して、一緒に料理をする、買物をする、
掃除をする等、
「自分がやっている」というような充足感、役割を持ってもらえるようなサービスを考
える。そうすることで、電話の回数等は減らないか。

事例の概要

事例提供者

⃝	アルツハイマー型認知症の80才代女性。

居宅介護支援事業所：ケアマネジャー

⃝	１年前に夫が亡くなり、独居となる。
⃝	不 安や孤独のためか、親族や近隣に昼夜問

事例を提供した理由

わず電話をかけたり、
訪問して「お金がない、

⃝	本 人の抱える不安の原因について知り、どの

食べるものがない。犬と一緒に死んでやる」

ようにすれば、娘や親族、近隣との関係を保

と訴える。

ちながら生活していけるのかを検討したい。

⃝	近隣の方は協力的ではあるが、頻回の電話、

⃝	施 設入所を希望しており、それまでの生活を

訪問にストレスがたまっている。包括支援

どのように支援すればよいか。

センターに相談も入っている。

⃝	お金を一切持っていないようだが、少額なら紛失することも覚悟で持ってもらってもいいのではないか。
お金への執着も減らないか。
⃝	時間を決める等して、娘や親類、近隣から電話をかけてもらえないか。長男にも協力してもらえたら。
⃝	老人福祉員や民生委員に担当者会議に参加してもらい、事業所の支援方針を説明するとともに、地域に
も協力を求めていいのでは。
⃝	デイサービス終了後は、早めの就寝となるため、深夜に起きてしまっている。夜間の訪問介護を利用して、
就寝時間を遅らせてはどうか。
⃝	デイサービスはうまく馴染んでおられるので、デイサービスでの職員の声かけの方法を、家族にも具体
的に伝え、電話の際や関わる際の参考にしてもらう。
認知症専門医からのアドバイス
⃝	診断は既になされているようにアルツハイマー型認知症と考えられます。症状やMMSE、ADLの状況な

どからみる限り初期の状態と思われます。

⃝	親戚からは着信拒否となっている。

⃝	アルツハイマー型認知症の初期の段階では、自分という存在をつなぎ合わせていた記憶が失われること

⃝	身体的な介護はほとんど必要がない。

で、従来の生活が足元から崩れていくような不安を持つ場合が少なくありません。
⃝	また、この事例のように夫の死亡、自分が担っていた妻としての役割がなくなること、そのような不安

から電話をかけまくってしまうことで失った親戚関係、火の不始末による好きだった調理の禁止など

本人の情報

様々な喪失が不安に拍車をかけます。

80才代

発症時期

平成21年

性別

女性

要介護度

要介護３

診断名

アルツハイマー型認知症

日常生活
自立度

寝たきり度：J1

服薬

ドネペジル

経済状況

遺族年金

サービス
利用状況

通所介護５回／週
訪問介護１回／週
配食５回／週
ショートステイ２回／月

症状等

⃝	MMSE 22点
⃝	財 布やお金の紛失があり、現在は全て
娘が管理。
⃝	火 の不始末があったので、現在ガスは
使用していない。
⃝	薬の飲み忘れがある。
⃝	不 安が強く、親類や近隣に頻回に電話
や訪問をする。

認知機能：Ⅲb

認知症の状況

年代

⃝	さらに、夫が担っていた金銭管理、買い物などの役割を自分が新たに担うことへの精神的・実質的負担

も重なっています。
⃝	そのような中、緊急避難的行われたアレンジかもしれませんが、週５回のデイサービスが導入され、家

での家事動作はなくなっています。本人の馴染んだ生活から大きくはずれていないでしょうか？
⃝	デイサービスの回数を減らし、認知症の人が「夕暮れ症候群」として不安を感じやすい時間に、ヘルパー

などが入り、本人主体の料理などの家事を行うことで、何かが変わる可能性はあると思います。
⃝	施設入所を最終の目標としているようですが、この方の場合、在宅生活を続けることも可能ではないで

しょうか。
⃝	
「大変な人がいる」のではなく、
「大変な時期があるだけ」と捉えて対応していけると良いと思います。

このような事例は比較的多く、支援する人々が大変な時期を一緒に乗り越える成功体験を重ねることで、
地域での生活をつないでいく事例が増えるのではないでしょうか。
⃝	このような不安の中にいる初期のアルツハイマーの人の場合、この事例のように週１回訪問して支援す

家族状況

生活状況
⃝	夫の死後、独居となる。
⃝	金 銭の管理は全て娘が行っており、本人が買い物等
することはない。
⃝	料 理好きだったが、ガスの使用を止めてからは、本

⃝	長 女がキーパーソン。週１回は自宅を
訪問。
⃝	近 隣へ迷惑をかけていることに心痛め
ている。
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人が調理をすることはない。
⃝	編み物、裁縫が得意だった。
⃝	デ イサービスからの帰宅後は、配食弁当を食べてす
ぐに就寝するため、夜中に起きて電話をしている。

る家族（このケースでは娘）にも精神的な負担は強いものです。家族の悩みを聞くなどの心理的支援も
継続して行うことが大切です。
このケースからの学び
 の本人の状態にあった役割をもってもらえるような支援を考える。
⃝	今

⃝	本人の強みを活かしながら、「生活を取り戻す」というような支援ができればいいのではないか。
事例提供者の感想等
⃝	これまで、近所からの意見などもあって、自分自身に不安や迷いもあったが、今後は本人、家族に少し
でも安心してもらえるよう支援していきたい。
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