
＜在宅療養支援診療所＞＜在宅療養支援診療所＞＜在宅療養支援診療所＞＜在宅療養支援診療所＞

旭町旭町旭町旭町内科ク内科ク内科ク内科ク リリリリ ニニニニ ッッッッ クククク

森森森森 岡岡岡岡 明明明明
日本内科学会総合内科専門医日本内科学会総合内科専門医日本内科学会総合内科専門医日本内科学会総合内科専門医

日本日本日本日本プライマリケア連合学会プライマリケア連合学会プライマリケア連合学会プライマリケア連合学会認定医・認定医・認定医・認定医・指導医指導医指導医指導医

日本プライマリケア連合学会認定薬剤師研修指導医日本プライマリケア連合学会認定薬剤師研修指導医日本プライマリケア連合学会認定薬剤師研修指導医日本プライマリケア連合学会認定薬剤師研修指導医

厚生労働省認定認知症サポート医厚生労働省認定認知症サポート医厚生労働省認定認知症サポート医厚生労働省認定認知症サポート医

日本心療内科学会登録医日本心療内科学会登録医日本心療内科学会登録医日本心療内科学会登録医

日本糖尿病協会日本糖尿病協会日本糖尿病協会日本糖尿病協会登録医登録医登録医登録医

日本心身医学会代議員日本心身医学会代議員日本心身医学会代議員日本心身医学会代議員

認知症認知症認知症認知症のののの方方方方のののの在宅医療在宅医療在宅医療在宅医療

＜＜＜＜2014.3.282014.3.282014.3.282014.3.28（（（（金金金金））））喜多喜多喜多喜多医師会医師会医師会医師会・・・・認知症認知症認知症認知症のののの在宅医療講演在宅医療講演在宅医療講演在宅医療講演＞＞＞＞

「「「「超高齢社会超高齢社会超高齢社会超高齢社会」「」「」「」「需要爆発需要爆発需要爆発需要爆発」「」「」「」「多死社会多死社会多死社会多死社会」」」」というというというという未曽有未曽有未曽有未曽有のののの事態事態事態事態にににに直面直面直面直面してしてしてして



●●●●はじめにーはじめにーはじめにーはじめにー認知症認知症認知症認知症ははははCommon DiseaseCommon DiseaseCommon DiseaseCommon Disease

●●●●地域地域地域地域包括包括包括包括ケアとオレンジプランケアとオレンジプランケアとオレンジプランケアとオレンジプラン

●●●●認知症認知症認知症認知症高齢者高齢者高齢者高齢者のののの在宅医療在宅医療在宅医療在宅医療

●●●●アルツハイマーアルツハイマーアルツハイマーアルツハイマー病病病病のステージ・アプローチのステージ・アプローチのステージ・アプローチのステージ・アプローチ

●●●●ステージステージステージステージごとのごとのごとのごとの（（（（在宅在宅在宅在宅））））医療医療医療医療のののの役割役割役割役割とととと課題課題課題課題

●●●●アルツハイマーアルツハイマーアルツハイマーアルツハイマー病病病病以外以外以外以外のののの認知症認知症認知症認知症のののの症状経過症状経過症状経過症状経過

●●●●オレンジプランオレンジプランオレンジプランオレンジプラン実行実行実行実行のためのためのためのためにーにーにーにー症例提示症例提示症例提示症例提示

求求求求められるめられるめられるめられる多職種協働多職種協働多職種協働多職種協働とととと多職種協学多職種協学多職種協学多職種協学

CONTENTS



●●●●はじめにーはじめにーはじめにーはじめにー認知症認知症認知症認知症ははははCommon DiseaseCommon DiseaseCommon DiseaseCommon Disease

●●●●地域地域地域地域包括包括包括包括ケアとオレンジプランケアとオレンジプランケアとオレンジプランケアとオレンジプラン

●●●●認知症認知症認知症認知症高齢者高齢者高齢者高齢者のののの在宅医療在宅医療在宅医療在宅医療

●●●●アルツハイマーアルツハイマーアルツハイマーアルツハイマー病病病病のステージ・アプローチのステージ・アプローチのステージ・アプローチのステージ・アプローチ

●●●●ステージステージステージステージごとのごとのごとのごとの（（（（在宅在宅在宅在宅））））医療医療医療医療のののの役割役割役割役割とととと課題課題課題課題

●●●●アルツハイマーアルツハイマーアルツハイマーアルツハイマー病病病病以外以外以外以外のののの認知症認知症認知症認知症のののの症状経過症状経過症状経過症状経過

●●●●オレンジプランオレンジプランオレンジプランオレンジプラン実行実行実行実行のためのためのためのためにーにーにーにー症例提示症例提示症例提示症例提示

求求求求められるめられるめられるめられる多職種協働多職種協働多職種協働多職種協働とととと多職種協学多職種協学多職種協学多職種協学

CONTENTS



左：アロイス・アルツハイマー博士左：アロイス・アルツハイマー博士左：アロイス・アルツハイマー博士左：アロイス・アルツハイマー博士 、、、、
右：世界で最初にアルツハイマー病と確認された患者のアウグステ・データー右：世界で最初にアルツハイマー病と確認された患者のアウグステ・データー右：世界で最初にアルツハイマー病と確認された患者のアウグステ・データー右：世界で最初にアルツハイマー病と確認された患者のアウグステ・データー



65歳以上人口比の推移
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日本日本日本日本ではではではでは急速急速急速急速にににに高齢化高齢化高齢化高齢化がががが進展進展進展進展してしてしてしているいるいるいる

日本の世帯数の将来推計（日本の世帯数の将来推計（日本の世帯数の将来推計（日本の世帯数の将来推計（2008年年年年3月推計）月推計）月推計）月推計）
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認知症高齢者数認知症高齢者数認知症高齢者数認知症高齢者数のののの将来将来将来将来推計推計推計推計 （（（（要介護要介護要介護要介護ⅡⅡⅡⅡ以上以上以上以上））））

厚生労働省厚生労働省厚生労働省厚生労働省., 認知症施策推進認知症施策推進認知症施策推進認知症施策推進5ヵヵヵヵ年計画（オレンジプラン年計画（オレンジプラン年計画（オレンジプラン年計画（オレンジプラン）））） 2012/09/05
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認知症高齢者の

医療・・・・介護サービス利用状況

2012年年年年305万人万人万人万人

49.9%

11.8%

28.2%

10.2%

186万人万人万人万人

373万人万人万人万人2017年年年年
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認知症高齢者認知症高齢者認知症高齢者認知症高齢者のののの日常生活自立度日常生活自立度日常生活自立度日常生活自立度ⅡⅡⅡⅡ以上以上以上以上のののの高齢者数高齢者数高齢者数高齢者数
平成平成平成平成24242424年年年年8888月月月月23232323日厚労省発表日厚労省発表日厚労省発表日厚労省発表

2010201020102010年年年年「「「「認知症高齢者認知症高齢者認知症高齢者認知症高齢者のののの日常生活自立度日常生活自立度日常生活自立度日常生活自立度」」」」ⅡⅡⅡⅡ
以上以上以上以上のののの高齢者数高齢者数高齢者数高齢者数はははは280280280280万人万人万人万人であったであったであったであった。。。。
2012201220122012年年年年にはにはにはには305305305305万人万人万人万人、、、、2015201520152015年年年年にはにはにはには345345345345万人万人万人万人となとなとなとな
るるるるとととと推計推計推計推計されるされるされるされる。。。。65656565歳以上歳以上歳以上歳以上のののの人口人口人口人口にににに占占占占めるめるめるめる割割割割
合合合合はははは10101010％％％％をををを超超超超えるえるえるえる。。。。

＊＊＊＊自立度自立度自立度自立度ⅠⅠⅠⅠ（（（（何何何何らかのらかのらかのらかの認知症認知症認知症認知症をををを有有有有するがするがするがするが、、、、日常生活日常生活日常生活日常生活はははは家庭内及家庭内及家庭内及家庭内及
びびびび社会的社会的社会的社会的ににににほぼほぼほぼほぼ自立自立自立自立しているしているしているしている」」」」人人人人たちたちたちたち））））にににに注目注目注目注目するするするする必要必要必要必要があるがあるがあるがある。。。。
認知機能等認知機能等認知機能等認知機能等のののの衰衰衰衰えによりえによりえによりえにより、、、、日常生活日常生活日常生活日常生活にににに不都合不都合不都合不都合がががが生生生生じてきたりじてきたりじてきたりじてきたり、、、、環環環環
境境境境やややや関関関関わりわりわりわり方方方方へのへのへのへの配慮配慮配慮配慮がががが不足不足不足不足していたりするしていたりするしていたりするしていたりする場合場合場合場合にはにはにはには、、、、急激急激急激急激なななな
状態変化状態変化状態変化状態変化がががが生生生生じてじてじてじてくるくるくるくる可能性可能性可能性可能性がががが高高高高いいいい人人人人たちでもあるたちでもあるたちでもあるたちでもある。。。。認知症認知症認知症認知症のののの
中核症状中核症状中核症状中核症状がががが進進進進んでしまうんでしまうんでしまうんでしまう前前前前にににに、、、、生活上生活上生活上生活上のストレスをのストレスをのストレスをのストレスを軽減軽減軽減軽減しししし、、、、不安不安不安不安
やややや混乱混乱混乱混乱をををを予防予防予防予防したりしたりしたりしたりＱＯＬＱＯＬＱＯＬＱＯＬのののの維持維持維持維持・・・・向上向上向上向上をををを図図図図っていくことはっていくことはっていくことはっていくことは、、、、認知認知認知認知
症症症症のののの重度化重度化重度化重度化をををを予防予防予防予防していくしていくしていくしていく上上上上でもでもでもでも重要重要重要重要なななな取取取取りりりり組組組組みとなるみとなるみとなるみとなる。。。。
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2）厚生）厚生）厚生）厚生労働省労働省労働省労働省.,平成平成平成平成22年国民生活基礎調査年国民生活基礎調査年国民生活基礎調査年国民生活基礎調査
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2025年には高齢者の約年には高齢者の約年には高齢者の約年には高齢者の約1/6が要介護者とが要介護者とが要介護者とが要介護者と

予測予測予測予測されているされているされているされている
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408.8
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631.1

245.4

※※※※高齢者世帯高齢者世帯高齢者世帯高齢者世帯：：：：世帯世帯世帯世帯主が主が主が主が65歳歳歳歳
以上以上以上以上の世帯の世帯の世帯の世帯

2025年年年年にはにはにはには約約約約4割が高齢者世帯割が高齢者世帯割が高齢者世帯割が高齢者世帯で、で、で、で、

そのそのそのその約約約約1/3がががが独り暮らし独り暮らし独り暮らし独り暮らし

独り暮らし独り暮らし独り暮らし独り暮らし
夫婦のみ夫婦のみ夫婦のみ夫婦のみ
子供と同居子供と同居子供と同居子供と同居
その他その他その他その他

わが国の高齢者世帯数の推移（（（（推定））））
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（35.3%）

社）シルバーサービス振興会社）シルバーサービス振興会社）シルバーサービス振興会社）シルバーサービス振興会 2008年年年年



認知症認知症認知症認知症のののの有病率有病率有病率有病率とととと年齢年齢年齢年齢のののの関係関係関係関係（（（（グラフグラフグラフグラフ：：：：久山町研究久山町研究久山町研究久山町研究からからからから））））

７５歳以後急激に増加。７５歳以後急激に増加。７５歳以後急激に増加。７５歳以後急激に増加。

このこのこのこの研究は２００５年の結果。研究は２００５年の結果。研究は２００５年の結果。研究は２００５年の結果。

厚生労働省研究班（代表研究者・朝厚生労働省研究班（代表研究者・朝厚生労働省研究班（代表研究者・朝厚生労働省研究班（代表研究者・朝

田隆筑波大教授）は、このたび新たに田隆筑波大教授）は、このたび新たに田隆筑波大教授）は、このたび新たに田隆筑波大教授）は、このたび新たに

０９年～１２年度、専門医などがいて０９年～１２年度、専門医などがいて０９年～１２年度、専門医などがいて０９年～１２年度、専門医などがいて

診断環境が整っている茨城県つくば診断環境が整っている茨城県つくば診断環境が整っている茨城県つくば診断環境が整っている茨城県つくば

市、愛知県大府市、島根県海士町、市、愛知県大府市、島根県海士町、市、愛知県大府市、島根県海士町、市、愛知県大府市、島根県海士町、

佐賀県伊万里市、大分県杵築市など佐賀県伊万里市、大分県杵築市など佐賀県伊万里市、大分県杵築市など佐賀県伊万里市、大分県杵築市など

８市町で選んだ高齢者５３８６人分の８市町で選んだ高齢者５３８６人分の８市町で選んだ高齢者５３８６人分の８市町で選んだ高齢者５３８６人分の

調査データを使い、国立社会保障・人調査データを使い、国立社会保障・人調査データを使い、国立社会保障・人調査データを使い、国立社会保障・人

口問題研究所による高齢者人口（１２口問題研究所による高齢者人口（１２口問題研究所による高齢者人口（１２口問題研究所による高齢者人口（１２

年）に有病率を当てはめて推計しまし年）に有病率を当てはめて推計しまし年）に有病率を当てはめて推計しまし年）に有病率を当てはめて推計しまし

た。た。た。た。

そのそのそのその結果「６５歳以上の高齢者のうち結果「６５歳以上の高齢者のうち結果「６５歳以上の高齢者のうち結果「６５歳以上の高齢者のうち

認知症の人は推計１５％で、２０１２年認知症の人は推計１５％で、２０１２年認知症の人は推計１５％で、２０１２年認知症の人は推計１５％で、２０１２年

時点で４６２万人にのぼることがわか時点で４６２万人にのぼることがわか時点で４６２万人にのぼることがわか時点で４６２万人にのぼることがわか

りました。軽度認知障害（りました。軽度認知障害（りました。軽度認知障害（りました。軽度認知障害（MCIMCIMCIMCI）と呼ば）と呼ば）と呼ば）と呼ば

れるれるれるれる『『『『予備軍予備軍予備軍予備軍』』』』が約４００万人いることが約４００万人いることが約４００万人いることが約４００万人いること
も初めてわかりました。も初めてわかりました。も初めてわかりました。も初めてわかりました。



介護保険受給の原因疾患介護保険受給の原因疾患介護保険受給の原因疾患介護保険受給の原因疾患

（（（（要介護認定者数約要介護認定者数約要介護認定者数約要介護認定者数約503503503503万人万人万人万人：：：：65656565歳以上人口歳以上人口歳以上人口歳以上人口2900290029002900万人万人万人万人））））

http://www8.cao.go.jp/kourei/whitepaper/w-2012/zenbun/s1_2_3_02.html



介護保険受給の原因疾患介護保険受給の原因疾患介護保険受給の原因疾患介護保険受給の原因疾患

（（（（要介護認定者数約要介護認定者数約要介護認定者数約要介護認定者数約503503503503万人万人万人万人：：：：65656565歳以上人口歳以上人口歳以上人口歳以上人口2900290029002900万人万人万人万人））））

http://www8.cao.go.jp/kourei/whitepaper/w-2012/zenbun/s1_2_3_02.html

認知症は認知症は認知症は認知症はCommon Disease 

で日本で日本で日本で日本の高齢者医療・ケアはの高齢者医療・ケアはの高齢者医療・ケアはの高齢者医療・ケアは

認知症抜きでは語れない認知症抜きでは語れない認知症抜きでは語れない認知症抜きでは語れない



●●●●はじめにーはじめにーはじめにーはじめにー認知症認知症認知症認知症ははははCommon DiseaseCommon DiseaseCommon DiseaseCommon Disease

●●●●地域地域地域地域包括包括包括包括ケアとオレンジプランケアとオレンジプランケアとオレンジプランケアとオレンジプラン

●●●●認知症認知症認知症認知症高齢者高齢者高齢者高齢者のののの在宅医療在宅医療在宅医療在宅医療

●●●●アルツハイマーアルツハイマーアルツハイマーアルツハイマー病病病病のステージ・アプローチのステージ・アプローチのステージ・アプローチのステージ・アプローチ

●●●●ステージステージステージステージごとのごとのごとのごとの（（（（在宅在宅在宅在宅））））医療医療医療医療のののの役割役割役割役割とととと課題課題課題課題

●●●●アルツハイマーアルツハイマーアルツハイマーアルツハイマー病病病病以外以外以外以外のののの認知症認知症認知症認知症のののの症状経過症状経過症状経過症状経過

●●●●オレンジプランオレンジプランオレンジプランオレンジプラン実行実行実行実行のためのためのためのためにーにーにーにー症例提示症例提示症例提示症例提示

求求求求められるめられるめられるめられる多職種協働多職種協働多職種協働多職種協働とととと多職種協学多職種協学多職種協学多職種協学

CONTENTS



神戸神戸神戸神戸学院大学前田潔先生の報告から学院大学前田潔先生の報告から学院大学前田潔先生の報告から学院大学前田潔先生の報告から

・・・・在院日数の平均は在院日数の平均は在院日数の平均は在院日数の平均は722.9日，中央値は日，中央値は日，中央値は日，中央値は478.2日日日日
・・・・1年以上の入院患者が年以上の入院患者が年以上の入院患者が年以上の入院患者が59％％％％(図図図図1)．．．．
・退院できない理由としては「・退院できない理由としては「・退院できない理由としては「・退院できない理由としては「BPSDの為」がの為」がの為」がの為」が40％、「施設などの％、「施設などの％、「施設などの％、「施設などの入所待ち入所待ち入所待ち入所待ち」が」が」が」が
23％，「退院可能だが，家族が拒否」が％，「退院可能だが，家族が拒否」が％，「退院可能だが，家族が拒否」が％，「退院可能だが，家族が拒否」が17％と、上位％と、上位％と、上位％と、上位3つでつでつでつで全体の全体の全体の全体の8割を占めた割を占めた割を占めた割を占めた
(図図図図2)．．．．

2011201120112011年年年年9999月月月月
認知症治療病棟認知症治療病棟認知症治療病棟認知症治療病棟
105105105105施設施設施設施設/405/405/405/405施設施設施設施設



http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/chiiki-houkatsu/





「認知症になっても地域生活を継続できる社会」を理念に、認知症は病院「認知症になっても地域生活を継続できる社会」を理念に、認知症は病院「認知症になっても地域生活を継続できる社会」を理念に、認知症は病院「認知症になっても地域生活を継続できる社会」を理念に、認知症は病院

や施設をや施設をや施設をや施設を利用せざるを得ない利用せざるを得ない利用せざるを得ない利用せざるを得ないという考え方を否定。という考え方を否定。という考え方を否定。という考え方を否定。このためこのためこのためこのため従来の流れも従来の流れも従来の流れも従来の流れも

否定否定否定否定し、標準的な認知症し、標準的な認知症し、標準的な認知症し、標準的な認知症ケアパスケアパスケアパスケアパスの構築を目標とするとしている。そして、の構築を目標とするとしている。そして、の構築を目標とするとしている。そして、の構築を目標とするとしている。そして、

７つの視点からの取組を挙げている。７つの視点からの取組を挙げている。７つの視点からの取組を挙げている。７つの視点からの取組を挙げている。

１１１１．標準的な認知症ケアパスの作成・普及．標準的な認知症ケアパスの作成・普及．標準的な認知症ケアパスの作成・普及．標準的な認知症ケアパスの作成・普及

２２２２．早期診断・早期対応．早期診断・早期対応．早期診断・早期対応．早期診断・早期対応

かかりつけかかりつけかかりつけかかりつけ医の認知症対応力の向上医の認知症対応力の向上医の認知症対応力の向上医の認知症対応力の向上

認知症認知症認知症認知症初期集中支援チームの設置初期集中支援チームの設置初期集中支援チームの設置初期集中支援チームの設置

アセスメントツールアセスメントツールアセスメントツールアセスメントツールの検討・普及の検討・普及の検討・普及の検討・普及

身近型身近型身近型身近型認知症疾患医療センターの整備認知症疾患医療センターの整備認知症疾患医療センターの整備認知症疾患医療センターの整備

ケアプランケアプランケアプランケアプラン作成体制の整備作成体制の整備作成体制の整備作成体制の整備

3333....地域で生活を支える医療サービスの構築地域で生活を支える医療サービスの構築地域で生活を支える医療サービスの構築地域で生活を支える医療サービスの構築

認知症認知症認知症認知症の薬物治療ガイドラインの薬物治療ガイドラインの薬物治療ガイドラインの薬物治療ガイドライン策定策定策定策定

一般一般一般一般病病病病院院院院での認知症のでの認知症のでの認知症のでの認知症の手術手術手術手術、、、、処処処処置置置置等等等等のののの実施実施実施実施の確保の確保の確保の確保

一般一般一般一般病病病病院院院院での認知症対応力の向上での認知症対応力の向上での認知症対応力の向上での認知症対応力の向上
精神科精神科精神科精神科病病病病院入院院入院院入院院入院がががが必要必要必要必要なななな状態像状態像状態像状態像のののの明明明明確確確確化化化化

精神科精神科精神科精神科病病病病院院院院のからののからののからののからの退院退院退院退院・在宅・在宅・在宅・在宅復帰復帰復帰復帰の支援の支援の支援の支援

4444....    介護サービスの構築介護サービスの構築介護サービスの構築介護サービスの構築

医療医療医療医療・介護サービスの・介護サービスの・介護サービスの・介護サービスの連携連携連携連携

認知症認知症認知症認知症ににににふふふふさわしい介護さわしい介護さわしい介護さわしい介護

グループグループグループグループホホホホームームームーム活活活活用用用用

在宅在宅在宅在宅生活生活生活生活困難困難困難困難のののの場合場合場合場合の介護保の介護保の介護保の介護保険施険施険施険施設設設設

介護介護介護介護保保保保険施険施険施険施設設設設等等等等での認知症対応力向上での認知症対応力向上での認知症対応力向上での認知症対応力向上

2012201220122012年年年年6666月月月月18181818日日日日

厚生労働省厚生労働省厚生労働省厚生労働省発発発発表表表表

新たな新たな新たな新たな認知症の認知症の認知症の認知症の医療医療医療医療

とケアとケアとケアとケア



５．地域での５．地域での５．地域での５．地域での日常日常日常日常生活・生活・生活・生活・家族家族家族家族の支援のの支援のの支援のの支援の強化強化強化強化

介護介護介護介護予予予予防防防防

認知症認知症認知症認知症地域支援推地域支援推地域支援推地域支援推進員進員進員進員の設置の設置の設置の設置

互助互助互助互助組織等へ組織等へ組織等へ組織等への支援の支援の支援の支援

認知症認知症認知症認知症ササササポポポポーターーターーターーターキャキャキャキャララララババババンンンン
権利擁護推進

市市市市民民民民後後後後見見見見人人人人育育育育成と活成と活成と活成と活動動動動支援支援支援支援

家族家族家族家族支援支援支援支援
６．若年認知症対策

ハンドハンドハンドハンドブックブックブックブック作成作成作成作成

居居居居場場場場所所所所づづづづくりくりくりくり

ニニニニーーーーズズズズ把握把握把握把握

就就就就労労労労支援支援支援支援

７．人７．人７．人７．人材育材育材育材育成成成成

認知症認知症認知症認知症ライライライライフフフフササササポポポポートートートートモモモモデルのデルのデルのデルの策定策定策定策定

医療医療医療医療・介護・介護・介護・介護従事従事従事従事者者者者へへへへの研の研の研の研修ほ修ほ修ほ修ほかかかか



●●●●はじめにーはじめにーはじめにーはじめにー認知症認知症認知症認知症ははははCommon DiseaseCommon DiseaseCommon DiseaseCommon Disease

●●●●地域地域地域地域包括包括包括包括ケアとオレンジプランケアとオレンジプランケアとオレンジプランケアとオレンジプラン

●●●●認知症認知症認知症認知症高齢者高齢者高齢者高齢者のののの在宅医療在宅医療在宅医療在宅医療

●●●●アルツハイマーアルツハイマーアルツハイマーアルツハイマー病病病病のステージ・アプローチのステージ・アプローチのステージ・アプローチのステージ・アプローチ

●●●●ステージステージステージステージごとのごとのごとのごとの（（（（在宅在宅在宅在宅））））医療医療医療医療のののの役割役割役割役割とととと課題課題課題課題

●●●●アルツハイマーアルツハイマーアルツハイマーアルツハイマー病病病病以外以外以外以外のののの認知症認知症認知症認知症のののの症状経過症状経過症状経過症状経過

●●●●オレンジプランオレンジプランオレンジプランオレンジプラン実行実行実行実行のためのためのためのためにーにーにーにー症例提示症例提示症例提示症例提示

求求求求められるめられるめられるめられる多職種協働多職種協働多職種協働多職種協働とととと多職種協学多職種協学多職種協学多職種協学

CONTENTS



認知症認知症認知症認知症のののの人人人人のののの生活生活生活生活のしづらさのしづらさのしづらさのしづらさ

脳組織脳組織脳組織脳組織のののの障害障害障害障害 認知機能低下認知機能低下認知機能低下認知機能低下 生活生活生活生活のしづらさのしづらさのしづらさのしづらさ

障害障害障害障害

生
活

生
活

生
活

生
活

BPSDBPSDBPSDBPSD体調体調体調体調
栄養栄養栄養栄養不良不良不良不良・・・・便秘便秘便秘便秘
心肺疾患心肺疾患心肺疾患心肺疾患・・・・感染症感染症感染症感染症
などのなどのなどのなどの有無有無有無有無

環境環境環境環境やケアやケアやケアやケア
閉閉閉閉じこもりじこもりじこもりじこもり
住住住住みみみみ慣慣慣慣れたれたれたれた地域地域地域地域
そのそのそのその他他他他 個人個人個人個人因子因子因子因子

個人個人個人個人のののの性格性格性格性格
生活史生活史生活史生活史
そのそのそのその他他他他

医療医療医療医療モデルモデルモデルモデル的視点的視点的視点的視点 生活生活生活生活モデルモデルモデルモデル的視点的視点的視点的視点とととと

いまだいまだいまだいまだ、、、、治癒治癒治癒治癒することのすることのすることのすることの少少少少ないないないない認知症認知症認知症認知症だからだからだからだから
本人本人本人本人のののの生活生活生活生活のしづらさをのしづらさをのしづらさをのしづらさを多職種協働多職種協働多職種協働多職種協働でででで支支支支えるえるえるえる



①①①①疾患情報疾患情報疾患情報疾患情報++++「「「「生活情報生活情報生活情報生活情報」」」」をををを得得得得やすいやすいやすいやすい
⇒⇒⇒⇒よりよりよりより正確正確正確正確なななな診立診立診立診立てとてとてとてと対応対応対応対応がががが可能可能可能可能とととと
なるなるなるなる

②②②②家族背景家族背景家族背景家族背景をををを考慮考慮考慮考慮したしたしたした医療医療医療医療がしやすいがしやすいがしやすいがしやすい
⇒⇒⇒⇒同同同同じじじじ症状症状症状症状でもでもでもでも、、、、家族家族家族家族ごとにごとにごとにごとに悩悩悩悩みみみみのののの
違違違違うことがうことがうことがうことが理解理解理解理解しやすいしやすいしやすいしやすい

③③③③認知症認知症認知症認知症のののの人人人人のののの身体合併症身体合併症身体合併症身体合併症をををを診診診診やすいやすいやすいやすい
⇒⇒⇒⇒既既既既にににに対応対応対応対応しておりしておりしておりしており、、、、それとともにそれとともにそれとともにそれとともに、、、、
認知症認知症認知症認知症もももも診診診診てててていくいくいくいく

認知症認知症認知症認知症のののの「「「「人人人人」」」」をををを「「「「地域地域地域地域」」」」でかかりつけでかかりつけでかかりつけでかかりつけ医医医医がががが診診診診るるるる



●●●●はじめにーはじめにーはじめにーはじめにー認知症認知症認知症認知症ははははCommon DiseaseCommon DiseaseCommon DiseaseCommon Disease

●●●●地域地域地域地域包括包括包括包括ケアとオレンジプランケアとオレンジプランケアとオレンジプランケアとオレンジプラン

●●●●認知症認知症認知症認知症高齢者高齢者高齢者高齢者のののの在宅医療在宅医療在宅医療在宅医療

●●●●アルツハイマーアルツハイマーアルツハイマーアルツハイマー病病病病のステージ・アプローチのステージ・アプローチのステージ・アプローチのステージ・アプローチ

●●●●ステージステージステージステージごとのごとのごとのごとの（（（（在宅在宅在宅在宅））））医療医療医療医療のののの役割役割役割役割とととと課題課題課題課題

●●●●アルツハイマーアルツハイマーアルツハイマーアルツハイマー病病病病以外以外以外以外のののの認知症認知症認知症認知症のののの症状経過症状経過症状経過症状経過

●●●●オレンジプランオレンジプランオレンジプランオレンジプラン実行実行実行実行のためのためのためのためにーにーにーにー症例提示症例提示症例提示症例提示

求求求求められるめられるめられるめられる多職種協働多職種協働多職種協働多職種協働とととと多職種協学多職種協学多職種協学多職種協学
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診断診断診断診断
困難例困難例困難例困難例

認知症認知症認知症認知症のののの人人人人のステージとかかりつけのステージとかかりつけのステージとかかりつけのステージとかかりつけ医医医医

死死死死MCIMCIMCIMCI～～～～初期初期初期初期 中期中期中期中期 後期後期後期後期 終末期終末期終末期終末期

外来外来外来外来 訪問診療訪問診療訪問診療訪問診療

早期診断早期診断早期診断早期診断とととと早期介入早期介入早期介入早期介入 ＢＰＳＤＢＰＳＤＢＰＳＤＢＰＳＤとととと身体合併症身体合併症身体合併症身体合併症へのへのへのへの対応対応対応対応 終末期終末期終末期終末期のののの看取看取看取看取りりりり

地地地地 域域域域 包包包包 括括括括 支支支支 援援援援 セセセセ ンンンン タタタタ ーーーー

訪問介護訪問介護訪問介護訪問介護
訪問看護訪問看護訪問看護訪問看護

短期入所短期入所短期入所短期入所サービスサービスサービスサービス
通所通所通所通所サービスサービスサービスサービス

グループホーム・グループホーム・グループホーム・グループホーム・小規模多機能小規模多機能小規模多機能小規模多機能 等々等々等々等々
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インフォーマルなインフォーマルなインフォーマルなインフォーマルな地域資源地域資源地域資源地域資源
（（（（家族会家族会家族会家族会・・・・認知症認知症認知症認知症サポーター・サポーター・サポーター・サポーター・市民後見人等市民後見人等市民後見人等市民後見人等））））

さらにさらにさらにさらに専門的専門的専門的専門的なななな医療機関医療機関医療機関医療機関

認知症疾患医療認知症疾患医療認知症疾患医療認知症疾患医療センターセンターセンターセンター

などなどなどなど

（梶原診療所・平原佐
斗司氏作図を改変）

病院病院病院病院・・・・特養特養特養特養などのなどのなどのなどの入院入院入院入院・・・・入所施設入所施設入所施設入所施設

場合場合場合場合によってによってによってによって



●●●●はじめにーはじめにーはじめにーはじめにー認知症認知症認知症認知症ははははCommon DiseaseCommon DiseaseCommon DiseaseCommon Disease

●●●●地域地域地域地域包括包括包括包括ケアとオレンジプランケアとオレンジプランケアとオレンジプランケアとオレンジプラン

●●●●認知症認知症認知症認知症高齢者高齢者高齢者高齢者のののの在宅医療在宅医療在宅医療在宅医療

●●●●アルツハイマーアルツハイマーアルツハイマーアルツハイマー病病病病のステージ・アプローチのステージ・アプローチのステージ・アプローチのステージ・アプローチ

●●●●ステージステージステージステージごとのごとのごとのごとの（（（（在宅在宅在宅在宅））））医療医療医療医療のののの役割役割役割役割とととと課題課題課題課題

●●●●アルツハイマーアルツハイマーアルツハイマーアルツハイマー病病病病以外以外以外以外のののの認知症認知症認知症認知症のののの症状経過症状経過症状経過症状経過

●●●●オレンジプランオレンジプランオレンジプランオレンジプラン実行実行実行実行のためのためのためのためにーにーにーにー症例提示症例提示症例提示症例提示

求求求求められるめられるめられるめられる多職種協働多職種協働多職種協働多職種協働とととと多職種協学多職種協学多職種協学多職種協学
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と

記記記記銘力障害銘力障害銘力障害銘力障害がががが前景前景前景前景にににに出出出出るるるる。。。。体験体験体験体験したことをしたことをしたことをしたことを覚覚覚覚えてえてえてえて
いないいないいないいないだけでなくだけでなくだけでなくだけでなく、、、、自分自分自分自分がががが忘忘忘忘れたこともれたこともれたこともれたことも忘忘忘忘れてれてれてれてしししし
まうまうまうまう。。。。またまたまたまた、、、、出来出来出来出来ることとることとることとることと出来出来出来出来ないことのないことのないことのないことの区別区別区別区別がががが
つかなくつかなくつかなくつかなくなるなるなるなる（（（（病態失認的態度病態失認的態度病態失認的態度病態失認的態度）。）。）。）。そのそのそのその結果結果結果結果、、、、忘忘忘忘れれれれ
たたたたことやことやことやことや出来出来出来出来ないことをないことをないことをないことを認認認認めないでめないでめないでめないで自分自分自分自分ででででやろやろやろやろ
うとうとうとうとしたりしたりしたりしたり、、、、出来出来出来出来るのにひどくるのにひどくるのにひどくるのにひどく依存的依存的依存的依存的になってになってになってになってしししし
まってまってまってまって、、、、周囲周囲周囲周囲とととと摩擦摩擦摩擦摩擦がががが起起起起きるきるきるきる。。。。さらにさらにさらにさらに、、、、本人本人本人本人はははは失敗失敗失敗失敗
をををを重重重重ねねねね、、、、挫折感挫折感挫折感挫折感・・・・喪失感喪失感喪失感喪失感をををを味味味味あうことがあうことがあうことがあうことが多多多多いいいい。。。。自自自自
尊心尊心尊心尊心をををを大切大切大切大切にににに。。。。

ＡＤＡＤＡＤＡＤ病期別病期別病期別病期別のののの特徴特徴特徴特徴：：：：初期初期初期初期

忘忘忘忘れることれることれることれること、、、、できないことをできないことをできないことをできないことを責責責責めないめないめないめない



１１１１．．．．受診時受診時受診時受診時のののの行動変化行動変化行動変化行動変化のチェックのチェックのチェックのチェック
繰繰繰繰りりりり返返返返されるされるされるされる予約忘予約忘予約忘予約忘れ・れ・れ・れ・頻回頻回頻回頻回なななな受診受診受診受診
服薬服薬服薬服薬管理管理管理管理がががが出来出来出来出来ない・ない・ない・ない・感情面感情面感情面感情面のののの変化変化変化変化
身繕身繕身繕身繕いいいいやややや診察診察診察診察のののの流流流流れのれのれのれの変化変化変化変化などなどなどなど

２２２２．．．．受診時受診時受診時受診時のののの問問問問いかけによるチェックいかけによるチェックいかけによるチェックいかけによるチェック
住所住所住所住所・・・・年齢年齢年齢年齢・・・・付付付付きききき添添添添いのいのいのいの人物人物人物人物
同居同居同居同居家族家族家族家族・・・・受診手段受診手段受診手段受診手段・・・・体調体調体調体調
受診受診受診受診目的目的目的目的・エピソードの・エピソードの・エピソードの・エピソードの確認確認確認確認
（（（（食事食事食事食事・・・・前回受診日前回受診日前回受診日前回受診日などなどなどなど））））・・・・日付日付日付日付・・・・曜日曜日曜日曜日などなどなどなど

日常診療日常診療日常診療日常診療におけるにおけるにおけるにおける気気気気づきのためにづきのためにづきのためにづきのために



IADLIADLIADLIADLとととと認知機能認知機能認知機能認知機能のののの関係関係関係関係



次の次の次の次の5つが全部当てはまるとＭＣＩと考えられますつが全部当てはまるとＭＣＩと考えられますつが全部当てはまるとＭＣＩと考えられますつが全部当てはまるとＭＣＩと考えられます
①物忘れ①物忘れ①物忘れ①物忘れを自覚している。周りの情報でもいいを自覚している。周りの情報でもいいを自覚している。周りの情報でもいいを自覚している。周りの情報でもいい
②客観的②客観的②客観的②客観的に記憶障害がある（新しいことを覚えられない、維持に記憶障害がある（新しいことを覚えられない、維持に記憶障害がある（新しいことを覚えられない、維持に記憶障害がある（新しいことを覚えられない、維持できなできなできなできな
いいいい、思い出せないこと）、思い出せないこと）、思い出せないこと）、思い出せないこと）

③認知③認知③認知③認知機能は機能は機能は機能は 保たれている保たれている保たれている保たれている
④日常④日常④日常④日常生活は基本的にできる生活は基本的にできる生活は基本的にできる生活は基本的にできる
⑤認知症⑤認知症⑤認知症⑤認知症ではないではないではないではない

軽度認知障害軽度認知障害軽度認知障害軽度認知障害（（（（MCI)のののの概念概念概念概念



早期早期早期早期診断の秘訣診断の秘訣診断の秘訣診断の秘訣



脳脳脳脳血流血流血流血流SPECTSPECTSPECTSPECT（（（（eZISeZISeZISeZIS))))の有用性の有用性の有用性の有用性



脳脳脳脳ββββアミロイドアミロイドアミロイドアミロイド沈着沈着沈着沈着のののの画像化画像化画像化画像化(PBI(PBI(PBI(PBI----PET)PET)PET)PET)





「「「「動動動動けるけるけるける認知症認知症認知症認知症」＋「」＋「」＋「」＋「脱抑制脱抑制脱抑制脱抑制」」」」
＝＝＝＝「「「「動動動動くのでくのでくのでくので周囲周囲周囲周囲がががが困惑困惑困惑困惑するするするする認知症認知症認知症認知症」」」」
妄想妄想妄想妄想もももも多多多多いいいい
輝輝輝輝いていたいていたいていたいていた頃頃頃頃のののの世界世界世界世界にににに生生生生きるきるきるきる
複雑複雑複雑複雑なななな動作動作動作動作はははは出来出来出来出来ないないないない

何何何何がががが出来出来出来出来るかのアセスメントがるかのアセスメントがるかのアセスメントがるかのアセスメントが大切大切大切大切

ＡＤＡＤＡＤＡＤ病期別病期別病期別病期別のののの特徴特徴特徴特徴：：：：中期中期中期中期



スピリチュアル・ペインとしてのスピリチュアル・ペインとしてのスピリチュアル・ペインとしてのスピリチュアル・ペインとしてのBPSDBPSDBPSDBPSD

●●●●従来従来従来従来、、、、認知症認知症認知症認知症でみられるでみられるでみられるでみられる妄想妄想妄想妄想・・・・徘徊徘徊徘徊徘徊などのなどのなどのなどの症状症状症状症状はははは

「「「「問題行動問題行動問題行動問題行動」」」」とととと呼呼呼呼ばれていたばれていたばれていたばれていた。。。。

●●●●近年近年近年近年、、、、これらのこれらのこれらのこれらの症状症状症状症状はははは、、、、患者患者患者患者さんがさんがさんがさんが周周周周りのりのりのりの世界世界世界世界にににに適合適合適合適合
しようとしようとしようとしようと、、、、もがきもがきもがきもがき苦苦苦苦しんでいるしんでいるしんでいるしんでいる徴候徴候徴候徴候であるとであるとであるとであると理解理解理解理解されるされるされるされる
ようになったようになったようになったようになった。。。。

●●●●認知症認知症認知症認知症のののの進行進行進行進行でやれることをあきらめざるをでやれることをあきらめざるをでやれることをあきらめざるをでやれることをあきらめざるを得得得得なななな
かったりかったりかったりかったり、、、、自分自分自分自分のののの存在意義存在意義存在意義存在意義やややや役割役割役割役割をををを喪失喪失喪失喪失することによすることによすることによすることによ
るるるる魂魂魂魂のののの痛痛痛痛みみみみとしてとらえるとしてとらえるとしてとらえるとしてとらえる視点視点視点視点がががが必要必要必要必要。。。。

●●●●非薬物的非薬物的非薬物的非薬物的なななな対応対応対応対応（（（（環境整備環境整備環境整備環境整備、、、、接接接接しししし方方方方、、、、休息休息休息休息ケアケアケアケア））））とととと薬薬薬薬
物療法物療法物療法物療法をををを多職種多職種多職種多職種チームでチームでチームでチームで総合的総合的総合的総合的にににに行行行行うことがうことがうことがうことが求求求求められめられめられめられ
るるるる

BPSD : behavioral and psychological symptoms of dementia : BPSD : behavioral and psychological symptoms of dementia : BPSD : behavioral and psychological symptoms of dementia : BPSD : behavioral and psychological symptoms of dementia : 行動心理徴候行動心理徴候行動心理徴候行動心理徴候
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するするするする

覚える
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するするするする

それぞれのそれぞれのそれぞれのそれぞれの役割役割役割役割をををを果果果果
たすたすたすたす脳細胞脳細胞脳細胞脳細胞のののの傷害傷害傷害傷害

覚覚覚覚えられないえられないえられないえられない、、、、考考考考えられないえられないえられないえられない、、、、判断判断判断判断できないできないできないできない
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（いわて盛岡認知症介護予防プロジェクト：BPSD対応マニュアル（南山堂）より改変転載）



ＢＰＳＤＢＰＳＤＢＰＳＤＢＰＳＤにににに対対対対するするするする抗精神抗精神抗精神抗精神病薬病薬病薬病薬のののの使使使使いいいい方方方方

●●●● 中等度中等度中等度中等度からからからから重度重度重度重度ののののＢＰＳＤＢＰＳＤＢＰＳＤＢＰＳＤでででで、、、、幻覚幻覚幻覚幻覚・・・・妄想妄想妄想妄想・・・・身体的攻身体的攻身体的攻身体的攻
撃撃撃撃などのなどのなどのなどの具体的具体的具体的具体的なななな症状症状症状症状をををを標的標的標的標的にするにするにするにする

●●●●成人成人成人成人常用量常用量常用量常用量のののの1/21/21/21/2～～～～1/31/31/31/3程度程度程度程度をををを目安目安目安目安にににに使使使使いいいい始始始始めめめめ、、、、
効果効果効果効果・・・・副作用副作用副作用副作用をモニタリングしながらをモニタリングしながらをモニタリングしながらをモニタリングしながら漸増漸増漸増漸増

●●●●効果効果効果効果判定判定判定判定はははは、、、、１１１１～～～～４４４４週間週間週間週間でででで行行行行いいいい、、、、改善改善改善改善ががががみられなみられなみられなみられな
いいいい場合場合場合場合はははは薬剤薬剤薬剤薬剤をををを中止中止中止中止・・・・変更変更変更変更しししし、、、、上乗上乗上乗上乗せせせせなどなどなどなど多剤併多剤併多剤併多剤併
用用用用はははは禁止禁止禁止禁止するするするする

●●●●多多多多くくくくがががが適応外適応外適応外適応外であることにであることにであることにであることに注意注意注意注意⇒⇒⇒⇒求求求求められるイめられるイめられるイめられるイ
ンフォームドンフォームドンフォームドンフォームド・コンセント・コンセント・コンセント・コンセント

●●●●疾患疾患疾患疾患ごとのごとのごとのごとの非薬物的対応非薬物的対応非薬物的対応非薬物的対応のののの併用併用併用併用
●●●●ケアスタッフケアスタッフケアスタッフケアスタッフにににに求求求求められるめられるめられるめられる、、、、向精向精向精向精神神神神薬薬薬薬にににに対対対対するするするする過過過過
度度度度なななな期待期待期待期待とととと過度過度過度過度なななな毛嫌毛嫌毛嫌毛嫌いのいのいのいの戒戒戒戒めめめめ



抗精神抗精神抗精神抗精神病薬病薬病薬病薬がががが認知症認知症認知症認知症でもでもでもでも保険給保険給保険給保険給付付付付にににに
器質器質器質器質的疾患的疾患的疾患的疾患にににに伴伴伴伴うせうせうせうせんんんん妄妄妄妄・・・・精精精精神運動興奮神運動興奮神運動興奮神運動興奮状態状態状態状態・・・・易怒性易怒性易怒性易怒性

平成平成平成平成２３２３２３２３年年年年９９９９月月月月２８２８２８２８日社会保険診療報酬支払基金日社会保険診療報酬支払基金日社会保険診療報酬支払基金日社会保険診療報酬支払基金がががが第第第第９９９９次次次次審査情報審査情報審査情報審査情報をををを発表発表発表発表

薬剤関係薬剤関係薬剤関係薬剤関係８０８０８０８０例例例例のののの中中中中でででで

クエチアピンクエチアピンクエチアピンクエチアピン、、、、ハハハハロペリドールロペリドールロペリドールロペリドール、、、、ペロスピロンペロスピロンペロスピロンペロスピロン
「「「「器質的疾患器質的疾患器質的疾患器質的疾患にににに伴伴伴伴うせんうせんうせんうせん妄妄妄妄・・・・精神運動興奮状態精神運動興奮状態精神運動興奮状態精神運動興奮状態・・・・易怒性易怒性易怒性易怒性」」」」

リスペリドンリスペリドンリスペリドンリスペリドン
＋＋＋＋「「「「パパパパーーーーキキキキンンンンソソソソンンンン病病病病にににに伴伴伴伴うううう幻覚幻覚幻覚幻覚」」」」もももも追加追加追加追加

クロクロクロクロナゼパムナゼパムナゼパムナゼパム（（（（ラララランドセンンドセンンドセンンドセン））））
「「「「レムレムレムレム（（（（REMREMREMREM））））睡眠行動異常症睡眠行動異常症睡眠行動異常症睡眠行動異常症」＜」＜」＜」＜レビーレビーレビーレビー小体型認知症小体型認知症小体型認知症小体型認知症＞＞＞＞

2004200420042004年年年年７７７７月月月月にににに社会保険診療報酬支払基金内社会保険診療報酬支払基金内社会保険診療報酬支払基金内社会保険診療報酬支払基金内にににに「「「「審査情報提供検討委員審査情報提供検討委員審査情報提供検討委員審査情報提供検討委員
会会会会」」」」がががが設置設置設置設置されされされされ、、、、保険適応外保険適応外保険適応外保険適応外のののの事例事例事例事例についてのについてのについてのについての検討検討検討検討がががが進進進進められているめられているめられているめられている。。。。



抗精神抗精神抗精神抗精神病薬病薬病薬病薬投与投与投与投与中中中中のののの介護者介護者介護者介護者のののの観観観観察察察察

●●●●内内内内服服服服によってによってによってによって、、、、症状症状症状症状はははは改善改善改善改善したかどうかしたかどうかしたかどうかしたかどうか
●●●●日中日中日中日中のののの居居居居眠眠眠眠りがりがりがりが増増増増えていないかどうかえていないかどうかえていないかどうかえていないかどうか
●●●●さらさらさらさらさらさらさらさらとしたとしたとしたとした液液液液体体体体のののの飲飲飲飲みみみみ込込込込みにみにみにみに問問問問題題題題ははははなななな
いかいかいかいか
●●●●椅子椅子椅子椅子にににに坐坐坐坐っていてもっていてもっていてもっていても、、、、体体体体がががが傾傾傾傾いていないかいていないかいていないかいていないか
●●●●歩歩歩歩きききき出出出出すすすすときにときにときにときに、、、、最最最最初初初初のののの一歩一歩一歩一歩がスがスがスがスムムムムースにースにースにースに出出出出
なくなってなくなってなくなってなくなっていないかいないかいないかいないか
●●●●体体体体のののの動動動動きがきがきがきが硬硬硬硬くないかくないかくないかくないか
●●●●風邪風邪風邪風邪でもないのにでもないのにでもないのにでもないのに高高高高熱熱熱熱をををを出出出出していないかしていないかしていないかしていないか

確確確確実実実実なななな服薬服薬服薬服薬とととと作作作作用用用用・・・・副副副副作作作作用用用用ののののモニタモニタモニタモニタリンリンリンリンググググ
がががが行行行行えるえるえるえる体制体制体制体制づくりがづくりがづくりがづくりが求求求求められるめられるめられるめられる



BPSDBPSDBPSDBPSDにににに使使使使うううう薬薬薬薬のののの分類分類分類分類

•••• ココココリンエステリンエステリンエステリンエステララララーーーーゼゼゼゼ阻害阻害阻害阻害薬薬薬薬
•••• NMNMNMNMDDDDAAAA受受受受容容容容体体体体拮抗拮抗拮抗拮抗薬薬薬薬
•••• 抗精神抗精神抗精神抗精神病薬病薬病薬病薬
•••• 睡眠導入睡眠導入睡眠導入睡眠導入薬薬薬薬、、、、抗不安抗不安抗不安抗不安薬薬薬薬
•••• 抗抗抗抗うつうつうつうつ薬薬薬薬
•••• 抗抗抗抗ててててんんんんかかかかんんんん薬薬薬薬、、、、気気気気分分分分調調調調整整整整薬薬薬薬
•••• 漢漢漢漢方薬方薬方薬方薬、、、、そのそのそのその他他他他のののの薬薬薬薬剤剤剤剤



認知症認知症認知症認知症のののの治治治治療療療療のののの実際実際実際実際



ＡＤＡＤＡＤＡＤ病期別病期別病期別病期別のののの特徴特徴特徴特徴：：：：後後後後期期期期～～～～終末終末終末終末期期期期

パパパパーーーーキキキキンソンンソンンソンンソン症状症状症状症状やけいれやけいれやけいれやけいれんんんん発発発発作作作作などなどなどなど
のののの身体身体身体身体症状症状症状症状がががが現現現現れれれれ、、、、さらにさらにさらにさらに進進進進むむむむとととと寝寝寝寝たたたた
きりとなるきりとなるきりとなるきりとなる手手手手足足足足のののの随意運随意運随意運随意運動動動動はははは消消消消ええええ、、、、顔顔顔顔
のののの表表表表情情情情もももも消消消消ええええ、、、、大大大大小便失禁小便失禁小便失禁小便失禁、、、、発語発語発語発語なしなしなしなし、、、、
嚥下嚥下嚥下嚥下障害障害障害障害のためのためのためのため誤嚥性肺炎誤嚥性肺炎誤嚥性肺炎誤嚥性肺炎をををを繰繰繰繰りりりり返返返返すすすす

寝寝寝寝たきりのたきりのたきりのたきりの人人人人へへへへのののの対応対応対応対応・・・・口口口口腔腔腔腔ケケケケアがアがアがアが大切大切大切大切



重重重重度度度度 意思決定意思決定意思決定意思決定 末末末末期期期期 死死死死

排泄排泄排泄排泄のののの問題問題問題問題

（（（（失禁失禁失禁失禁⇒⇒⇒⇒失便失便失便失便））））
起立起立起立起立・・・・歩行歩行歩行歩行障害障害障害障害

（（（（寝寝寝寝たきりたきりたきりたきり状態状態状態状態））））

嚥下嚥下嚥下嚥下反射反射反射反射

消失消失消失消失

経管栄養経管栄養経管栄養経管栄養 1111年年年年
苦痛大苦痛大苦痛大苦痛大

末梢末梢末梢末梢輸輸輸輸液液液液
皮下輸皮下輸皮下輸皮下輸液液液液

苦痛少苦痛少苦痛少苦痛少ないないないない

２２２２～～～～３３３３かかかか月月月月

無治療無治療無治療無治療 数日数日数日数日～～～～1111週間週間週間週間
苦痛少苦痛少苦痛少苦痛少ないないないない

末期末期末期末期のののの診断診断診断診断

身体合併症身体合併症身体合併症身体合併症とのとのとのとの戦戦戦戦いいいい 構造的構造的構造的構造的なななな
（（（（肺炎肺炎肺炎肺炎、、、、尿路感染尿路感染尿路感染尿路感染、、、、転倒転倒転倒転倒、、、、褥瘡等褥瘡等褥瘡等褥瘡等）））） 肺炎肺炎肺炎肺炎

（（（（平原佐斗司平原佐斗司平原佐斗司平原佐斗司「「「「認知症認知症認知症認知症ステージアプローチステージアプローチステージアプローチステージアプローチ入門入門入門入門」」」」２０１３２０１３２０１３２０１３よりよりよりより引用改変引用改変引用改変引用改変）

重重重重度度度度からからからから末末末末期期期期アルアルアルアルツハツハツハツハイイイイママママーーーー病病病病のののの経過経過経過経過



●●●●はじめにーはじめにーはじめにーはじめにー認知症認知症認知症認知症ははははCommon DiseaseCommon DiseaseCommon DiseaseCommon Disease

●●●●地域地域地域地域包括包括包括包括ケアとオレンジプランケアとオレンジプランケアとオレンジプランケアとオレンジプラン

●●●●認知症認知症認知症認知症高齢者高齢者高齢者高齢者のののの在宅医療在宅医療在宅医療在宅医療

●●●●アルツハイマーアルツハイマーアルツハイマーアルツハイマー病病病病のステージ・アプローチのステージ・アプローチのステージ・アプローチのステージ・アプローチ

●●●●ステージステージステージステージごとのごとのごとのごとの（（（（在宅在宅在宅在宅））））医療医療医療医療のののの役割役割役割役割とととと課題課題課題課題

●●●●アルツハイマーアルツハイマーアルツハイマーアルツハイマー病病病病以外以外以外以外のののの認知症認知症認知症認知症のののの症状経過症状経過症状経過症状経過

●●●●オレンジプランオレンジプランオレンジプランオレンジプラン実行実行実行実行のためのためのためのためにーにーにーにー症例提示症例提示症例提示症例提示

求求求求められるめられるめられるめられる多職種協働多職種協働多職種協働多職種協働とととと多職種協学多職種協学多職種協学多職種協学

CONTENTS



AAAADDDD

66666666....2222%%%%

VaVaVaVaDDDD

11119.9.9.9.6666%%%%

DDDDLBLBLBLB////PPPPDDDDDDDD

6666....2222%%%%

FTLDFTLDFTLDFTLD

1.1%1.1%1.1%1.1%

AlcoholAlcoholAlcoholAlcohol

0.5%0.5%0.5%0.5%
MixedMixedMixedMixed

1.6%1.6%1.6%1.6%

OthersOthersOthersOthers

4.8%4.8%4.8%4.8%

認知症認知症認知症認知症のののの原因原因原因原因疾患疾患疾患疾患

第第第第１９１９１９１９回回回回 新新新新たなたなたなたな地域精神保健医療体制地域精神保健医療体制地域精神保健医療体制地域精神保健医療体制のののの構築構築構築構築にににに向向向向けたけたけたけた検討検討検討検討チームチームチームチーム
平成平成平成平成２３２３２３２３年年年年７７７７月月月月２６２６２６２６日日日日 朝田隆構成員朝田隆構成員朝田隆構成員朝田隆構成員資料資料資料資料からからからから改変改変改変改変



非非非非ＡＤＡＤＡＤＡＤをををを積極積極積極積極的的的的にににに疑疑疑疑わせわせわせわせるるるる所所所所見見見見
認知症認知症認知症認知症のののの鑑別診断鑑別診断鑑別診断鑑別診断においてにおいてにおいてにおいてＡＤＡＤＡＤＡＤかかかか非非非非ＡＤＡＤＡＤＡＤ
かをかをかをかを鑑別鑑別鑑別鑑別することがすることがすることがすることが一番一番一番一番のののの基本基本基本基本となるとなるとなるとなる。。。。

(1)(1)(1)(1)記憶障害記憶障害記憶障害記憶障害がががが軽軽軽軽いいいい
強強強強いいいい記憶障害記憶障害記憶障害記憶障害があるかどうかがあるかどうかがあるかどうかがあるかどうか。「。「。「。「前日前日前日前日のののの出来事出来事出来事出来事をををを全全全全くくくく覚覚覚覚えていなえていなえていなえていな
いいいい。」「。」「。」「。」「数分前数分前数分前数分前にににに記銘記銘記銘記銘したしたしたした3333つのつのつのつの言葉言葉言葉言葉をををを全全全全くくくく想起想起想起想起できずできずできずできず、、、、覚覚覚覚えたこえたこえたこえたこ
とすらとすらとすらとすら忘忘忘忘れれれれているているているている」」」」ようなようなようなような顕著顕著顕著顕著なななな記憶障害記憶障害記憶障害記憶障害はははは、ＡＤ、ＡＤ、ＡＤ、ＡＤ以外以外以外以外のののの認知症認知症認知症認知症
ではではではでは通通通通常常常常みらみらみらみられれれれにくいにくいにくいにくい。。。。

(2)(2)(2)(2)神経神経神経神経所所所所見見見見のののの合併合併合併合併
ＡＤＡＤＡＤＡＤではあるではあるではあるではある程程程程度進行度進行度進行度進行するまではするまではするまではするまでは明明明明らかならかならかならかな神神神神経学経学経学経学的異常的異常的異常的異常所見所見所見所見
をををを呈呈呈呈さないがさないがさないがさないが、、、、病初病初病初病初期期期期からからからからＰａｒｋｉｎｓｏｎＰａｒｋｉｎｓｏｎＰａｒｋｉｎｓｏｎＰａｒｋｉｎｓｏｎ症状症状症状症状、、、、歩歩歩歩行障害行障害行障害行障害、、、、尿失禁尿失禁尿失禁尿失禁

などのなどのなどのなどの神神神神経所見経所見経所見経所見をををを伴伴伴伴うことはうことはうことはうことは、、、、積極積極積極積極的的的的にににに非非非非ＡＤＡＤＡＤＡＤをををを疑疑疑疑うううう所見所見所見所見であるであるであるである。。。。



物忘物忘物忘物忘れれれれ外来外来外来外来やややや認知症認知症認知症認知症相談会相談会相談会相談会でのでのでのでの相談内容相談内容相談内容相談内容トップトップトップトップ１１１１００００





認知症認知症認知症認知症のののの方方方方ののののケケケケアアアアプラプラプラプランンンン
●●●●介護介護介護介護保険保険保険保険ササササーーーービビビビスのスのスのスの利利利利用用用用ににににおおおおいてはいてはいてはいては「「「「自自自自己選択己選択己選択己選択・・・・自自自自己己己己
決決決決定定定定」」」」をををを視点視点視点視点としているとしているとしているとしている。。。。
●●●●認知症認知症認知症認知症のののの方方方方ににににとってはとってはとってはとっては自自自自らららら「「「「選択選択選択選択・・・・決決決決定定定定」」」」をををを行行行行うことうことうことうこと
はははは困難困難困難困難でででで大大大大きなきなきなきな課題課題課題課題となるとなるとなるとなる。。。。

①①①①ごごごご本人本人本人本人をををを中心中心中心中心としたとしたとしたとした支援内容支援内容支援内容支援内容
認知症認知症認知症認知症のののの方方方方はははは「「「「何何何何もできないもできないもできないもできない人人人人」」」」ではないではないではないではない。。。。
十十十十分分分分なアなアなアなアセセセセススススメンメンメンメントトトト→→→→「「「「そのそのそのその人人人人らしさらしさらしさらしさ」」」」をををを見失見失見失見失わないことわないことわないことわないこと。。。。
認知症認知症認知症認知症というというというという病気病気病気病気でとらえるのではなくでとらえるのではなくでとらえるのではなくでとらえるのではなく、、、、一人一人一人一人のののの生活生活生活生活者者者者
としてとしてとしてとして正面正面正面正面からからからから向向向向きききき合合合合うううう。。。。

②②②②介護者介護者介護者介護者支援支援支援支援のののの視点視点視点視点からからからから「「「「介護介護介護介護負担負担負担負担のののの軽軽軽軽減減減減」」」」をををを含含含含めためためためた
支援内容支援内容支援内容支援内容
最最最最もももも近近近近いとこいとこいとこいところろろろでででで多多多多くのくのくのくの時間時間時間時間をををを共共共共にににに過過過過ごごごごすすすす介護者介護者介護者介護者のののの生活生活生活生活
をををを安定安定安定安定することやすることやすることやすることや守守守守ることがることがることがることが重要重要重要重要。。。。
地域地域地域地域のののの力力力力をををを巻巻巻巻きききき込込込込むむむむ。。。。



エエエエコマコマコマコマッッッッププププのののの記入例記入例記入例記入例



居宅介護居宅介護居宅介護居宅介護ササササーーーービビビビスススス



●●●●はじめにーはじめにーはじめにーはじめにー認知症認知症認知症認知症ははははCommon DiseaseCommon DiseaseCommon DiseaseCommon Disease

●●●●地域地域地域地域包括包括包括包括ケアとオレンジプランケアとオレンジプランケアとオレンジプランケアとオレンジプラン

●●●●認知症認知症認知症認知症高齢者高齢者高齢者高齢者のののの在宅医療在宅医療在宅医療在宅医療

●●●●アルツハイマーアルツハイマーアルツハイマーアルツハイマー病病病病のステージ・アプローチのステージ・アプローチのステージ・アプローチのステージ・アプローチ

●●●●ステージステージステージステージごとのごとのごとのごとの（（（（在宅在宅在宅在宅））））医療医療医療医療のののの役割役割役割役割とととと課題課題課題課題

●●●●アルツハイマーアルツハイマーアルツハイマーアルツハイマー病病病病以外以外以外以外のののの認知症認知症認知症認知症のののの症状経過症状経過症状経過症状経過

●●●●オレンジプランオレンジプランオレンジプランオレンジプラン実行実行実行実行のためのためのためのためにーにーにーにー症例提示症例提示症例提示症例提示

求求求求められるめられるめられるめられる多職種協働多職種協働多職種協働多職種協働とととと多職種協学多職種協学多職種協学多職種協学

CONTENTS



【【【【ケアプランケアプランケアプランケアプラン】】】】 自宅自宅自宅自宅→→→→双岩双岩双岩双岩病院病院病院病院⇒⇒⇒⇒自宅。状態自宅。状態自宅。状態自宅。状態↓↓↓↓。。。。 ＩＶＨＩＶＨＩＶＨＩＶＨ（現在は経口栄養）（現在は経口栄養）（現在は経口栄養）（現在は経口栄養）．．．．痰の痰の痰の痰の
吸引・・訪問吸引・・訪問吸引・・訪問吸引・・訪問看護＋介護＋福祉用具レンタル看護＋介護＋福祉用具レンタル看護＋介護＋福祉用具レンタル看護＋介護＋福祉用具レンタル＋＋＋＋訪問診療訪問診療訪問診療訪問診療管理管理管理管理。。。。

【【【【症例症例症例症例１１１１】】】】 78787878歳、男性、アルツハイマー型認知症歳、男性、アルツハイマー型認知症歳、男性、アルツハイマー型認知症歳、男性、アルツハイマー型認知症
【【【【病歴病歴病歴病歴】】】】 平成平成平成平成19191919年年年年9999月月月月11111111日初診。諸検査よりアルツハイマー型認知症日初診。諸検査よりアルツハイマー型認知症日初診。諸検査よりアルツハイマー型認知症日初診。諸検査よりアルツハイマー型認知症

と診断。と診断。と診断。と診断。

認知機能認知機能認知機能認知機能は進行し、ショートステイ先のスタッフへの暴力、妻への暴力は進行し、ショートステイ先のスタッフへの暴力、妻への暴力は進行し、ショートステイ先のスタッフへの暴力、妻への暴力は進行し、ショートステイ先のスタッフへの暴力、妻への暴力

が常態化したため、平成が常態化したため、平成が常態化したため、平成が常態化したため、平成24242424年年年年5555月月月月17171717日、双岩病院に入院。日、双岩病院に入院。日、双岩病院に入院。日、双岩病院に入院。

入院後、暴力行為に対して抑制、食事摂取も不可能となり、ＰＥＧ造設入院後、暴力行為に対して抑制、食事摂取も不可能となり、ＰＥＧ造設入院後、暴力行為に対して抑制、食事摂取も不可能となり、ＰＥＧ造設入院後、暴力行為に対して抑制、食事摂取も不可能となり、ＰＥＧ造設

を進められたが妻が拒否。ＩＶＨ導入後、在宅で妻が看ると決意。平成を進められたが妻が拒否。ＩＶＨ導入後、在宅で妻が看ると決意。平成を進められたが妻が拒否。ＩＶＨ導入後、在宅で妻が看ると決意。平成を進められたが妻が拒否。ＩＶＨ導入後、在宅で妻が看ると決意。平成

24242424年年年年8888月月月月30303030日、双岩病院退院。日、双岩病院退院。日、双岩病院退院。日、双岩病院退院。

妻へ妻へ妻へ妻への暴言・暴力行為もなくなり、なんとか経口摂取も可能な状態までの暴言・暴力行為もなくなり、なんとか経口摂取も可能な状態までの暴言・暴力行為もなくなり、なんとか経口摂取も可能な状態までの暴言・暴力行為もなくなり、なんとか経口摂取も可能な状態まで

回復している。回復している。回復している。回復している。

平成平成平成平成24242424年年年年9999月月月月25252525日：４１日：４１日：４１日：４１℃℃℃℃の発熱。敗血症（ＩＶＨカテーテル感染）を疑の発熱。敗血症（ＩＶＨカテーテル感染）を疑の発熱。敗血症（ＩＶＨカテーテル感染）を疑の発熱。敗血症（ＩＶＨカテーテル感染）を疑

い、ＩＶＨカテーテルを入れ替えた。入院はせず在宅治療を継続。い、ＩＶＨカテーテルを入れ替えた。入院はせず在宅治療を継続。い、ＩＶＨカテーテルを入れ替えた。入院はせず在宅治療を継続。い、ＩＶＨカテーテルを入れ替えた。入院はせず在宅治療を継続。

平成平成平成平成２４年１１月２６日：３９．３２４年１１月２６日：３９．３２４年１１月２６日：３９．３２４年１１月２６日：３９．３℃℃℃℃の発熱。血液培養でＭＲＳＡを認めの発熱。血液培養でＭＲＳＡを認めの発熱。血液培養でＭＲＳＡを認めの発熱。血液培養でＭＲＳＡを認め

た。在宅で抗生剤治療を継続。現在はＣＲＰも改善し在宅医療継続た。在宅で抗生剤治療を継続。現在はＣＲＰも改善し在宅医療継続た。在宅で抗生剤治療を継続。現在はＣＲＰも改善し在宅医療継続た。在宅で抗生剤治療を継続。現在はＣＲＰも改善し在宅医療継続

中。中。中。中。IVHIVHIVHIVHについてについてについてについては、経口摂取が可能となったため平成は、経口摂取が可能となったため平成は、経口摂取が可能となったため平成は、経口摂取が可能となったため平成25252525年年年年4444月に抜月に抜月に抜月に抜

去。寝たきり。尿道バルーン留置中。去。寝たきり。尿道バルーン留置中。去。寝たきり。尿道バルーン留置中。去。寝たきり。尿道バルーン留置中。



【【【【症例症例症例症例２２２２】】】】 ８８歳、女性８８歳、女性８８歳、女性８８歳、女性

【【【【病歴病歴病歴病歴】】】】 平成２０年６月：アルツハイマー型認知症平成２０年６月：アルツハイマー型認知症平成２０年６月：アルツハイマー型認知症平成２０年６月：アルツハイマー型認知症

の診断。の診断。の診断。の診断。

デイサービス、ホームヘルプサービスを利用し経デイサービス、ホームヘルプサービスを利用し経デイサービス、ホームヘルプサービスを利用し経デイサービス、ホームヘルプサービスを利用し経

過中だったが、老衰も併存。過中だったが、老衰も併存。過中だったが、老衰も併存。過中だったが、老衰も併存。

平成２３年１月より、在宅医療を開始。平成２３年１月より、在宅医療を開始。平成２３年１月より、在宅医療を開始。平成２３年１月より、在宅医療を開始。

平成２４年３月頃より、老衰が進行。平成２４年３月頃より、老衰が進行。平成２４年３月頃より、老衰が進行。平成２４年３月頃より、老衰が進行。

独居で、車で４０分のところに居る息子さんが週１独居で、車で４０分のところに居る息子さんが週１独居で、車で４０分のところに居る息子さんが週１独居で、車で４０分のところに居る息子さんが週１

回のぞいている。回のぞいている。回のぞいている。回のぞいている。

日常は、週３回のホームヘルプサービス、週１回日常は、週３回のホームヘルプサービス、週１回日常は、週３回のホームヘルプサービス、週１回日常は、週３回のホームヘルプサービス、週１回

のデイサービス、２週に１回の訪問診療。のデイサービス、２週に１回の訪問診療。のデイサービス、２週に１回の訪問診療。のデイサービス、２週に１回の訪問診療。

月月月月１回のショートステイ。１回のショートステイ。１回のショートステイ。１回のショートステイ。

平成２４年４月２３日、自宅で亡くなられた。平成２４年４月２３日、自宅で亡くなられた。平成２４年４月２３日、自宅で亡くなられた。平成２４年４月２３日、自宅で亡くなられた。



【【【【症例症例症例症例３３３３】】】】 ９５９５９５９５歳、男性、混合型認知症歳、男性、混合型認知症歳、男性、混合型認知症歳、男性、混合型認知症

【【【【病歴病歴病歴病歴】】】】 平成平成平成平成24242424年年年年4444月、介護保険認定のため月、介護保険認定のため月、介護保険認定のため月、介護保険認定のため受診。諸検査受診。諸検査受診。諸検査受診。諸検査より混合型認知症より混合型認知症より混合型認知症より混合型認知症と診と診と診と診

断断断断。それ以後は受診せず経過。要介護１。。それ以後は受診せず経過。要介護１。。それ以後は受診せず経過。要介護１。。それ以後は受診せず経過。要介護１。

平成平成平成平成25252525年年年年2222月月月月20202020日初診。日初診。日初診。日初診。

独居で、猫独居で、猫独居で、猫独居で、猫2222匹と暮らしている。身寄りは、義理の甥（妻の妹の子）で唯一の親戚にな匹と暮らしている。身寄りは、義理の甥（妻の妹の子）で唯一の親戚にな匹と暮らしている。身寄りは、義理の甥（妻の妹の子）で唯一の親戚にな匹と暮らしている。身寄りは、義理の甥（妻の妹の子）で唯一の親戚にな

る。高齢と物忘れが進行し、かかりつけ医を持っておきたいとの希望で受診された。る。高齢と物忘れが進行し、かかりつけ医を持っておきたいとの希望で受診された。る。高齢と物忘れが進行し、かかりつけ医を持っておきたいとの希望で受診された。る。高齢と物忘れが進行し、かかりつけ医を持っておきたいとの希望で受診された。

中年期から株取引きで銀行に行くのが趣味だが、受診当時は取引はしないが銀行中年期から株取引きで銀行に行くのが趣味だが、受診当時は取引はしないが銀行中年期から株取引きで銀行に行くのが趣味だが、受診当時は取引はしないが銀行中年期から株取引きで銀行に行くのが趣味だが、受診当時は取引はしないが銀行

に行くのが日課だった。に行くのが日課だった。に行くのが日課だった。に行くのが日課だった。

失禁もあり尿臭がつねにしていた。その後衰弱が進み、平成失禁もあり尿臭がつねにしていた。その後衰弱が進み、平成失禁もあり尿臭がつねにしていた。その後衰弱が進み、平成失禁もあり尿臭がつねにしていた。その後衰弱が進み、平成25252525年年年年9999月肺炎で入院す月肺炎で入院す月肺炎で入院す月肺炎で入院す

るも夜間せん妄や治療への抵抗が激しく、るも夜間せん妄や治療への抵抗が激しく、るも夜間せん妄や治療への抵抗が激しく、るも夜間せん妄や治療への抵抗が激しく、CRPCRPCRPCRPが改善したところで退院。この入院でが改善したところで退院。この入院でが改善したところで退院。この入院でが改善したところで退院。この入院で

すい臓がんが発見されたがこれについては緩和ケア主体に対応することになった。すい臓がんが発見されたがこれについては緩和ケア主体に対応することになった。すい臓がんが発見されたがこれについては緩和ケア主体に対応することになった。すい臓がんが発見されたがこれについては緩和ケア主体に対応することになった。

平成平成平成平成25252525年年年年10101010月より在宅医療を開始。月より在宅医療を開始。月より在宅医療を開始。月より在宅医療を開始。

介護保険；区分変更：要介護３へ。介護保険；区分変更：要介護３へ。介護保険；区分変更：要介護３へ。介護保険；区分変更：要介護３へ。

老衰も老衰も老衰も老衰も進み、毎日進み、毎日進み、毎日進み、毎日1111日日日日3333回の身体介護、週回の身体介護、週回の身体介護、週回の身体介護、週2222回の訪問看護、回の訪問看護、回の訪問看護、回の訪問看護、2222週に週に週に週に1111回の訪問診療、甥回の訪問診療、甥回の訪問診療、甥回の訪問診療、甥

が経営する会社の職員がが経営する会社の職員がが経営する会社の職員がが経営する会社の職員が1111日日日日1111回見守りに訪問。隣の方も回見守りに訪問。隣の方も回見守りに訪問。隣の方も回見守りに訪問。隣の方も1111日日日日1111回は気にかけて声を回は気にかけて声を回は気にかけて声を回は気にかけて声を

かけるなど、包括的ケア計画を実施。かけるなど、包括的ケア計画を実施。かけるなど、包括的ケア計画を実施。かけるなど、包括的ケア計画を実施。

平成平成平成平成26262626年年年年1111月下旬ころから食事量も極めて少なくなり、本人は相変わらず「どうもな月下旬ころから食事量も極めて少なくなり、本人は相変わらず「どうもな月下旬ころから食事量も極めて少なくなり、本人は相変わらず「どうもな月下旬ころから食事量も極めて少なくなり、本人は相変わらず「どうもな

い」というものの衰弱は確実に進行。い」というものの衰弱は確実に進行。い」というものの衰弱は確実に進行。い」というものの衰弱は確実に進行。2222月月月月18181818日、見かねた甥が日、見かねた甥が日、見かねた甥が日、見かねた甥が自自自自宅に宅に宅に宅に転転転転居させた。居させた。居させた。居させた。

その後、その後、その後、その後、静静静静かに衰弱は進行し、かに衰弱は進行し、かに衰弱は進行し、かに衰弱は進行し、2222月月月月21212121日日日日午前午前午前午前8888時時時時20202020分に分に分に分に永眠永眠永眠永眠された。された。された。された。



ＩＰＷ（ＩＰＷ（ＩＰＷ（ＩＰＷ（InterInterInterInter----professional professional professional professional WorkWorkWorkWork）（）（）（）（専門職専門職専門職専門職連携協働連携協働連携協働連携協働））））ととととはははは

複数複数複数複数のののの専門職専門職専門職専門職がががが協働協働協働協働しししし、、、、利用利用利用利用者者者者やややや
患者患者患者患者のののの期期期期待待待待やややや要要要要望望望望にににに応応応応えていくこえていくこえていくこえていくこ
とをとをとをとを意味意味意味意味しししし、「、「、「、「連携連携連携連携とととと統統統統合合合合」」」」のののの理理理理念念念念をををを
実践実践実践実践することすることすることすること
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AAAADDDD以以以以外外外外のののの代表代表代表代表的的的的なななな認知症認知症認知症認知症のののの
原因原因原因原因疾患疾患疾患疾患もももも最終最終最終最終的的的的にはにはにはには運運運運動動動動
機能機能機能機能のののの障害障害障害障害がががが重重重重くなりくなりくなりくなり、、、、
““““終末終末終末終末期期期期””””のののの倫倫倫倫理的理的理的理的課題課題課題課題につきにつきにつきにつき
あたるあたるあたるあたる



●●●●『『『『ステージ・アプローチステージ・アプローチステージ・アプローチステージ・アプローチ』』』』のののの視点視点視点視点にににに立立立立ちちちち、、、、主主主主にににに認知認知認知認知
症症症症をををを代表代表代表代表するするするするAAAADDDDにににに対対対対してしてしてして地域包括地域包括地域包括地域包括ケアケアケアケアシシシシステムステムステムステムのののの
中中中中でででで、（、（、（、（在宅在宅在宅在宅））））医療医療医療医療のののの果果果果たすたすたすたすべべべべきききき役割役割役割役割にににについてついてついてついて述述述述べべべべ
ましたましたましたました。。。。
●●●●そしてそのそしてそのそしてそのそしてその尊尊尊尊厳厳厳厳をををを守守守守るためにるためにるためにるために、、、、ステージごとにステージごとにステージごとにステージごとに
（（（（在宅在宅在宅在宅））））医療医療医療医療にににに何何何何がががが求求求求められるかについてもめられるかについてもめられるかについてもめられるかについても触触触触れまれまれまれま
したしたしたした。。。。
●●●●これらこれらこれらこれらのことをのことをのことをのことを““““多職種協学多職種協学多職種協学多職種協学””””してしてしてして共通共通共通共通認認認認識識識識としてとしてとしてとして
持持持持ちちちち、、、、さらにさらにさらにさらに協働協働協働協働してチーム・アプローチをしてチーム・アプローチをしてチーム・アプローチをしてチーム・アプローチを行行行行うことうことうことうこと
にににによよよよってってってって、、、、認知症認知症認知症認知症のののの人人人人をををを対対対対象象象象としたとしたとしたとした在宅医療在宅医療在宅医療在宅医療及及及及びびびびケケケケ
アはアはアはアは実効実効実効実効性性性性のあるものとなりのあるものとなりのあるものとなりのあるものとなり、、、、オレンジプランのオレンジプランのオレンジプランのオレンジプランの遂遂遂遂
行行行行にににに結結結結びびびびつくつくつくつくとととと思思思思わわわわれますれますれますれます。。。。

ご清聴ありがとうございましたご清聴ありがとうございましたご清聴ありがとうございましたご清聴ありがとうございました

まとめまとめまとめまとめ


