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認知症の方の在宅支援・施設ケア 

ＢＰＳＤへの対応を中心に 

＜2014.7.18（金）大洲介護施設サービス担当者会研修会＞ 

於：大洲市総合福祉センター2階研修室 

「超高齢社会」「需要爆発」「多死社会」という未曽有の事態に直面して 
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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  



65歳以上人口比の推移 

（平成24年1月推計） 
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認知症高齢者数の将来推計 （要介護Ⅱ以上） 

厚生労働省., 認知症施策推進5ヵ年計画（オレンジプラン） 2012/09/05 

推定患者数および65歳以上人口比 
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1）公益法人・エイジング総合研究センター 2009年               
2）厚生労働省.,平成22年国民生活基礎調査 

要介護高齢者数予測1） 

（2006年10月データより推定） 
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認知症の有病率 

●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た。   
 

●その結果「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（MCI）と呼ばれる
『予備軍』が約４００万人いることも初めてわかりました。     
 
 



介護保険受給の原因疾患 

（要介護認定者数約503万人：65歳以上人口2900万人） 

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 

（要介護認定者数約503万人：65歳以上人口2900万人） 

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

認知症はCommon Disease 
で日本の高齢者医療・ケアは 
認知症抜きでは語れない 
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認知症の原因疾患 

第１９回 新たな地域精神保健医療体制の構築に向けた検討チーム 
平成２３年７月２６日 朝田隆構成員資料から改変 



 

アルツハイマー型認知症 

血管性認知症 

レビー小体型認知症 

前頭側頭型認知症 

その他の認知症 

 

甲状腺機能低下症 

慢性硬膜下血腫 

正常圧水頭症 

ビタミン欠乏症 

 

代表的な認知症 

治療可能な認知症 

主 要 な 認 知 症 



A) 記憶を含む複数の認知機能障害 

B) 社会的・職業的な機能の障害/病前の機能の著しい低下 

C) ゆるやかな発症と持続的な認知機能の低下 

D) A)の障害が下記によらない 

   1.中枢神経系疾患（脳血管障害、パーキンソン病、ハンチントン病、 

    硬膜下血腫、正常圧水頭症、脳腫瘍） 

   2.全身性疾患（甲状腺機能低下症、VB12/葉酸/ニコチン酸欠乏症、 

    高カルシウム血症、神経梅毒、HIV感染症） 

   3.物質誘発性の疾患 

E) せん妄の経過中にのみ現れるものではない 

F) 障害が他の第１軸の疾患では説明されない 

    大うつ病性障害、統合失調症など 

DSM-Ⅳ（米国精神医学会診断統計便覧第４版） 
によるアルツハイマー型認知症の診断基準 



Román GC et al: Vascular dementia; Diagnostic criteria for research studies-Report of  

the NINDS-AIREN International Workshop. Neurology 1993; 43: 250-260 

NINDS-AIRENによる 血管性認知症の診断基準 

１．認知症 

 a. 記憶障害および認知機能に障害があること 

 b. それらは神経心理検査で裏づけされたうえで診察で証明 

 c. これらの脳卒中による身体的ハンディーキャップによらない 

２．脳血管障害 

 a. 脳血管障害による局在徴候が神経学的検査で認められる 

 b. 脳画像検査で対応した脳血管性病変がみられること 

３．認知症と脳血管障害との関連 

 a.b.が単独でみられるか両者が見られる場合 

 a. 脳卒中発症後3ヶ月以内の認知症発症 

 b. 認知機能の急速な低下、あるいは認知機能障害の動揺性 

    あるいは階段状の進行 



レビー小体型認知症の診断基準 
１．社会生活に支障がある程度の進

行性認知症の存在 

  初期は記憶障害は目立たないことも

あり、進行とともに明らかになる。注

意力、前頭葉皮質機能、視空間認知

障害が目立つこともある。 

２．以下の３項目の中核症状のうち

probable DLBでは２項目、 

  possible DLBでは１項目が認めら

れること。 

  １）注意や覚醒レベルの明らかな変動

を伴う認知機能の動揺 

  ２）現実的で詳細な内容の幻視が繰り

返し現れる 

  ３）パーキンソニズムの出現 

McKeith IG,Dickson DW, Lowe J et al :Diagnosis and 

management of dementia with Lewy bodies(DLB). Neurology 

65: 1863-1872,2005 

３．ＤＬＢの診断を示唆する症状 
  １）レム睡眠時行動異常 
  ２）重篤な向精神病薬過敏 
  ３）PET、SPECTでの基底核でのドパ 
   ミントランスポータの減少 

４．ＤＬＢの診断を支持する症状 
  １）繰り返す転倒と失神 ２）一過性の 
  意識障害 ３）重篤な自律神経障害 
  ４）幻視以外のタイプの幻覚 ５）系統  
  的な妄想 ６）うつ ７）CT、MRIで側 
  頭葉内側が保たれている   
  ８）SPECT・PETでの後頭葉の取り込 
  み低下 
  ９）MIBG心筋シンチの異常 
  １０）脳波での徐波と側頭葉での一過 
  性の鋭波 



前頭側頭型認知症の特徴 

臨床的特徴 

 初老期におこり、約半数が家族性をしめす臨床症候群

であり、進行性の前頭･側頭葉変性を示す。 

 臨床症状は高度の人格変化、社会性の喪失（反社会

的な行動）、注意、抽象性、計画、判断等の能力低下が

特徴。 

言語面では会話が少なくなり末期には緘黙となる。 

道具機能、空間認知、見当識は比較的保たれる。 

常同行動、食行動異常、性的逸脱行為などが見られるこ

ともある。 

画像では病理の萎縮部位に対応する選択的な前頭葉・

側頭葉の異常が描出される。 
 



前頭側頭葉変性症 

分類：  

  前頭側頭葉変性症（FTLD) 

      前頭側頭型認知症(FTD) 

        Ｐｉｃｋ型  

        運動ニューロン疾患型(MND) 

        前頭葉変性型(FLD) 

      進行性非流暢性失語症(PA) 

      意味性認知症(SD) 

           
認知症というよりも精神病と診断される場合も少なくない 



Treatable dementia 

Treatable dementiaといわれる疾患は、症状が継続 
する（6ヶ月以上）という認知症の定義を満たさない。 



治療可能な代表的な偽認知症 

甲状腺機能低下症 

慢性硬膜下血腫 
正常圧水頭症 
ビタミン欠乏症 
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中核症状と周辺症状（BPSD） 

抑うつ 妄想 

幻覚 

徘徊 

暴言・暴力 

介護への抵抗 

周辺症状 

気持ちが落ち込んで 
やる気がない 

物を盗まれたという 

いない人の声が 
聞こえる、実際に 
ないものが見える 

無目的に歩き回る 

入浴や着替えを 
嫌がる 

大きな声をあげる 

記憶障害 

実行機能障害 

失行 失認 

失語 

新しいことを覚えられない 

段取りが立てられない 

服の着方が 
わからない 

物の名前がでてこない 

物がなにか 
わからない 

中核症状 

（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） 

（BPSD：Behavioral and Psychological Symptoms of Dementia) 
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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） 



認知症の中核症状とBPSD 

中核症状（覚える、考える、判断する、など） 

  ・死んでしまった脳がもともと行っていた働き 

  ・病気が進むと症状も進む 

  ・すべての認知症の患者さんにみられる 

周辺症状：BPSD（怒りっぽい、暴力をふるう、など） 

  ・生き残っている脳が暴れているために起こる 

  ・病気の進行と関係なく起こる 

  ・みられない患者さんもいる 



BPSD の主な症状 
行動症状 
   ・攻撃性（暴行、暴言） 
  ・叫声 
  ・拒絶 
   ・活動障害 
   （徘徊、常同行動、無目的な行動、不適切な行動） 
  ・食行動の異常（異食、過食、拒食） 

心理症状 
  ・妄想（物盗られ妄想、被害妄想、嫉妬妄想など） 
   ・幻覚（幻視、幻聴など） 
   ・誤認（ここは自分の家ではない、配偶者が偽物であるなど） 
   ・感情面の障害（抑うつ、不安、焦燥、興奮、アパシーなど） 
  ・睡眠覚醒障害（不眠、レム睡眠行動異常） 
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スピリチュアル・ペインとしてのBPSD 

●従来、認知症でみられる妄想・徘徊などの症状は 

「問題行動」と呼ばれていた。 

●近年、これらの症状は、患者さんが周りの世界に適合
しようと、もがき苦しんでいる徴候であると理解される
ようになった。 

●認知症の進行でやれることをあきらめざるを得な
かったり、自分の存在意義や役割を喪失することによ
る魂の痛みとしてとらえる視点が必要。 

●非薬物的な対応（環境整備、接し方、休息ケア）と薬
物療法を多職種チームで総合的に行うことが求められ
る   

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



アルツハイマー病経過中におけるBPSDに対する 
適切なケアと治療の重要性 
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ＢＰＳＤの非薬物療法のポイント 
●BPSDの発症には、遺伝的要因や 神経生物的要因、心理学
的要因、社会的要因などが関わっている。 
 
● BPSDの非薬物療法の基本は、記憶を失い、過去、未来とのつ
ながりを切り離され、不安な患者の“今”を心地よいと感じられ
るように対応し、環境を整え、社会的要因を取り除くことであ
る。 
 
●介護者には、患者の発言・言動をいったんすべて受け入れ、
発言・言動の裏にある患者の心理を推測し、自尊心を尊重した
対応をするように指導する。 
 
●非薬物療法の理解が不十分な介護者や対応のまずさを自
覚できない介護者には、客観的な説明が奏功する。 



●BPSDに用いられる薬物は認知機能や運動機能を傷害する副作用を有す
るものが少なくないことから、BPSDの治療は患者と環境や介護者との関わ
りを見直し、社会的要因を整える非薬物療法を導入することから始める。 
 
●介護者は、ややもすると、認知症患者の過ちを指摘し、正し、さらに患者が
反論すると、その意見を否定して、困惑している患者を叱責しがち。→「私が、
困っているときに怒って返す怖い人」という感情のみが残る。  
 
●認知症患者では、「わからない」「覚えていない」ことを悟られないため
の“知っているふり”や、「覚えていない」ことを正当化する言動、すなわち
“取り繕い応答”が見られる。 
 
●「物盗られ妄想」→記憶障害やそれに伴う時間的感覚の誤認などが背景
になっている。 
 
●前頭側頭型認知症（従来のピック病）や血管性認知症の一部にみられるよ
うな激しい攻撃性や脱抑制、レビー小体型認知症でみられる幻視などは、
疾患自体の要因の関与が大きく、環境やケアの配慮だけではコントロール
が難しい→薬物療法との併用。 



やすおじいちゃん物語 
（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）より転載） 

非薬物療法の理解が不十分な介護者や対応のまずさ
を自覚できない介護者には、客観的な説明が奏功。 
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• 抗うつ薬 
• 抗てんかん薬、気分調整薬 
• 漢方薬、その他の薬剤 



ＢＰＳＤに対する抗精神病薬の使い方 

● 中等度から重度のＢＰＳＤで、幻覚・妄想・身体的攻 
 撃などの具体的な症状を標的にする 
●成人常用量の1/2～1/3程度を目安に使い始め、 
 効果・副作用をモニタリングしながら漸増 
●効果判定は、１～４週間で行い、改善がみられな 
 い場合は薬剤を中止・変更し、上乗せなど多剤併 
 用は禁止する 
●多くが適応外であることに注意⇒求められるイ 
 ンフォームド・コンセント 
●疾患ごとの非薬物的対応の併用 
●ケアスタッフに求められる、向精神薬に対する過 
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抗精神病薬が認知症でも保険給付に 
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薬剤関係８０例の中で 

クエチアピン、ハロペリドール、ペロスピロン 
 「器質的疾患に伴うせん妄・精神運動興奮状態・易怒性」 

リスペリドン 
    ＋「パーキンソン病に伴う幻覚」も追加 

クロナゼパム（ランドセン） 
 「レム（REM）睡眠行動異常症」＜レビー小体型認知症＞ 

2004年７月に社会保険診療報酬支払基金内に「審査情報提供検討委員
会」が設置され、保険適応外の事例についての検討が進められている。 



抗精神病薬投与中の介護者の観察 

●内服によって、症状は改善したかどうか 
●日中の居眠りが増えていないかどうか 
●さらさらとした液体の飲み込みに問題はな 
 いか 
●椅子に坐っていても、体が傾いていないか 
●歩き出すときに、最初の一歩がスムースに出 
 なくなっていないか 
●体の動きが硬くないか 
●風邪でもないのに高熱を出していないか 

確実な服薬と作用・副作用のモニタリング 
が行える体制づくりが求められる 
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と 

記銘力障害が前景に出る。体験したことを覚えて
いないだけでなく、自分が忘れたことも忘れてし
まう。また、出来ることと出来ないことの区別が
つかなくなる（病態失認的態度）。その結果、忘れ
たことや出来ないことを認めないで自分でやろ
うとしたり、出来るのにひどく依存的になってし
まって、周囲と摩擦が起きる。さらに、本人は失敗
を重ね、挫折感・喪失感を味あうことが多い。自
尊心を大切に。 

ＡＤ病期別の特徴：初期 

忘れること、できないことを責めない 



「動ける認知症」＋「脱抑制」 
 ＝「動くので周囲が困惑する認知症」 
妄想も多い 
輝いていた頃の世界に生きる 
複雑な動作は出来ない 

何が出来るかのアセスメントが大切 

ＡＤ病期別の特徴：中期 



ＡＤ病期別の特徴：後期～終末期 

パーキンソン症状やけいれん発作など
の身体症状が現れ、さらに進むと寝た
きりとなる手足の随意運動は消え、顔
の表情も消え、大小便失禁、発語なし、
嚥下障害のため誤嚥性肺炎を繰り返す 

寝たきりの人への対応・口腔ケアが大切 



重度 意思決定 末期 死 

排泄の問題 
（失禁⇒失便） 

起立・歩行障害 
（寝たきり状態） 

嚥下反射 
消失 

経管栄養 1年 
苦痛大 

末梢輸液  
皮下輸液 

 苦痛少ない 

２～３か月 

無治療 数日～1週間 
苦痛少ない 

末期の診断 

   身体合併症との戦い    構造的な 
（肺炎、尿路感染、転倒、褥瘡等）  肺炎 

（平原佐斗司「認知症ステージアプローチ入門」２０１３より引用改変） 

重度から末期アルツハイマー病の経過 



診断 
困難例 

認知症の人のステージとかかりつけ医 

死 MCI～初期 中期     後期      終末期 

外来        訪問診療 

早期診断と早期介入 ＢＰＳＤと身体合併症への対応 終末期の看取り 

地 域 包 括 支 援 セ ン タ ー 

訪問介護 
訪問看護 

短期入所サービス 
通所サービス 

グループホーム・小規模多機能  等々 

フ
ォ
ー
マ
ル
な 

地
域
資
源 

インフォーマルな地域資源 
（家族会・認知症サポーター・市民後見人等） 

さらに専門的な医療機関 
認知症疾患医療センター 
         など 

（梶原診療所・平原佐
斗司氏作図を改変） 

病院・特養などの入院・入所施設 

場合によって 
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認知症の人の生活のしづらさ 

脳組織の障害 認知機能低下 生活のしづらさ 

障害 

生
活 

BPSD 体調 
栄養不良・便秘 
心肺疾患・感染症 
などの有無 

環境やケア 
閉じこもり 
住み慣れた地域 
その他 個人因子 

個人の性格 
生活史 
その他 

医療モデル的視点 生活モデル的視点 と 

いまだ、治癒することの少ない認知症だから 
本人の生活のしづらさを多職種協働で支える 



認知症の方のケアプラン 
●介護保険サービスの利用においては「自己選択・自己
決定」を視点としている。 
●認知症の方にとっては自ら「選択・決定」を行うこと
は困難で大きな課題となる。 

①ご本人を中心とした支援内容 
  認知症の方は「何もできない人」ではない。 
  十分なアセスメント→「その人らしさ」を見失わないこと。 
  認知症という病気でとらえるのではなく、一人の生活者 
  として正面から向き合う。 

②介護者支援の視点から「介護負担の軽減」を含めた 
 支援内容 
  最も近いところで多くの時間を共に過ごす介護者の生活 
  を安定することや守ることが重要。 
  地域の力を巻き込む。 
 
 



物忘れ外来や認知症相談会での相談内容トップ１０ 



【ケアプラン】  自宅→双岩病院⇒自宅。状態↓。  ＩＶＨ（現在は経口栄養）．痰の
吸引・・訪問看護＋介護＋福祉用具レンタル＋訪問診療管理。 

【ケース１】 78歳、男性、アルツハイマー型認知症 
【病歴】 平成19年9月11日初診。諸検査よりアルツハイマー型認知症
と診断。 
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
が常態化したため、平成24年5月17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
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
24年8月30日、双岩病院退院。 
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
で回復している。 
平成24年9月25日：４１℃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。 
平成２４年１１月２６日：３９．３℃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中。IVHに
ついては、経口摂取が可能となったため平成25年4月に抜去。寝たき
り。尿道バルーン留置中。 



【ケース２】 ８８歳、女性 
【病歴】 平成２０年６月：アルツハイマー型認知症
の診断。 
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。 
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。 
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。 
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。 
月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。 



【ケース３】 ９５歳、男性、混合型認知症 
 
【病歴】 平成24年4月、介護保険認定のため受診。諸検査より混合型認知症と診
断。それ以後は受診せず経過。要介護１。 
平成25年2月20日初診。 
独居で、猫2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。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。 
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25年9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、CRP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。平成25年10月より在宅医療を開始。 
介護保険；区分変更：要介護３へ。 
老衰も進み、毎日1日3回の身体介護、週2回の訪問看護、2週に1回の訪問診療、甥
が経営する会社の職員が1日1回見守りに訪問。隣の方も1日1回は気にかけて声を
かけるなど、包括的ケア計画を実施。 
平成26年1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。2月18日、見かねた甥が自宅に転居させた。 
その後、静かに衰弱は進行し、2月21日午前8時20分に永眠された。 



ＩＰＷ（Inter-professional Work）（専門職連携協働）とは 

複数の専門職が協働し、利用者や
患者の期待や要望に応えていくこ
とを意味し、「連携と統合」の理念を
実践すること 
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最大のアウトカムを得る 
ためにはＩＰＷが必要 



AD以外の代表的な認知症の
原因疾患も最終的には運動
機能の障害が重くなり、 
“終末期”の倫理的課題につき
あたる 



●『ステージ・アプローチ』の視点に立ち、認知症の

方の在宅支援・施設ケアについてＢＰＳＤへの対応を

中心に述べました。 

●そしてその尊厳を守るために、ステージごとに
（在宅）医療・ケアに何が求められるかについても触
れました。 
●これらのことを“多職種協学”して共通認識として
持ち、さらに協働してチーム・アプローチを行うこと
によって、認知症の人を対象とした在宅医療及び施
設ケアは実効性のあるものとなると思われます。 

ご清聴ありがとうございました 

まとめ 


