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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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認知症高齢者の日常生活自立度Ⅱ以上の高齢者数 
             平成24年8月23日厚労省発表 

2010年「認知症高齢者の日常生活自立度」Ⅱ
以上の高齢者数は280万人であった。 
2012年には305万人、2015年には345万人とな
ると推計される。65歳以上の人口に占める割
合は10％を超える。 
＊自立度Ⅰ（何らかの認知症を有するが、日常生活は家庭内及
び社会的にほぼ自立している」人たち）に注目する必要がある。 
認知機能等の衰えにより、日常生活に不都合が生じてきたり、環
境や関わり方への配慮が不足していたりする場合には、急激な
状態変化が生じてくる可能性が高い人たちでもある。認知症の
中核症状が進んでしまう前に、生活上のストレスを軽減し、不安
や混乱を予防したりＱＯＬの維持・向上を図っていくことは、認知
症の重度化を予防していく上でも重要な取り組みとなる。 



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 
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認知症の有病率と年齢の関係（グラフ：久山町研究から） 

７５歳以後急激に増加。 
この研究は２００５年の結果。 
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 



 

 

●はじめにー認知症はCommon Disease 

●地域包括ケアとオレンジプラン 

●認知症高齢者の在宅医療 

●アルツハイマー病のステージ・アプローチ 

●ステージごとの（在宅）医療の役割と課題 

●アルツハイマー病以外の認知症の症状経過 

●オレンジプラン実行のためにー症例提示 

 求められる多職種協働と多職種協学 

CONTENTS 



    神戸学院大学前田潔先生の報告から 
 
・在院日数の平均は722.9日，中央値は478.2日 
・1年以上の入院患者が59％(図1)． 
・退院できない理由としては「BPSDの為」が40％、「施設などの入所待ち」が23％，「退
院可能だが，家族が拒否」が17％と、上位3つで全体の8割を占めた(図2)． 

2011年9月 
認知症治療病棟 
105施設/405施設 



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

http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/chiiki-houkatsu/dl/link1-4.pdf




「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
や施設を利用せざるを得ないという考え方を否定。このため従来の流れも
否定し、標準的な認知症ケアパス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。 
  １．標準的な認知症ケアパスの作成・普及 
  ２．早期診断・早期対応 
      かかりつけ医の認知症対応力の向上 
      認知症初期集中支援チームの設置 
      アセスメントツールの検討・普及 
      身近型認知症疾患医療センターの整備 
      ケアプラン作成体制の整備 
  3.地域で生活を支える医療サービスの構築 
      認知症の薬物治療ガイドライン策定 
      一般病院での認知症の手術、処置等の実施の確保 
      一般病院での認知症対応力の向上 
      精神科病院入院が必要な状態像の明確化 
      精神科病院のからの退院・在宅復帰の支援 
  4. 介護サービスの構築 
      医療・介護サービスの連携 
      認知症にふさわしい介護 
      グループホーム活用 
      在宅生活困難の場合の介護保険施設 
      介護保険施設等での認知症対応力向上 

2012年6月18日 
厚生労働省発表 
新たな認知症の医療
とケア 



５．地域での日常生活・家族の支援の強化 
    介護予防 
    認知症地域支援推進員の設置 
    互助組織等への支援 
    認知症サポーターキャラバン 
    権利擁護推進 

    市民後見人育成と活動支援 
    家族支援 
６．若年認知症対策 

    ハンドブック作成 
    居場所づくり 
    ニーズ把握 
    就労支援 
７．人材育成 
    認知症ライフサポートモデルの策定 
  医療・介護従事者への研修ほか 
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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 



①疾患情報+「生活情報」を得やすい 
  ⇒より正確な診立てと対応が可能と 
  なる 
②家族背景を考慮した医療がしやすい 
  ⇒同じ症状でも、家族ごとに悩みの 
  違うことが理解しやすい 
③認知症の人の身体合併症を診やすい 
  ⇒既に対応しており、それとともに、 
  認知症も診ていく 

認知症の「人」を「地域」でかかりつけ医が診る 
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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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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 



１．受診時の行動変化のチェック 
  繰り返される予約忘れ・頻回な受診 
  服薬管理が出来ない・感情面の変化 
  身繕いや診察の流れの変化など 
２．受診時の問いかけによるチェック 
  住所・年齢・付き添いの人物 
  同居家族・受診手段・体調 
  受診目的・エピソードの確認 
  （食事・前回受診日など）・日付・曜日など 

日常診療における気づきのために 



IADL と認知機能の関係 



次の5つが全部当てはまるとＭＣＩと考えられます  
 ①物忘れを自覚している。周りの情報でもいい 
 ②客観的に記憶障害がある（新しいことを覚えられない、維持できな 
  い、思い出せないこと） 
 ③認知機能は 保たれている 
 ④日常生活は基本的にできる 
 ⑤認知症ではない  

軽度認知障害（MCI)の概念 



早期診断の秘訣 



脳血流SPECT（eZIS)の有用性 



脳βアミロイド沈着の画像化(PBI-PET) 





「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 



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 
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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） 



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 
 度な期待と過度な毛嫌いの戒め 



抗精神病薬が認知症でも保険給付に 
器質的疾患に伴うせん妄・精神運動興奮状態・易怒性 

平成２３年９月２８日社会保険診療報酬支払基金が第９次審査情報を発表 

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 



BPSDに使う薬の分類 

• コリンエステラーゼ阻害薬 
• NMDA受容体拮抗薬 
• 抗精神病薬 
• 睡眠導入薬、抗不安薬 
• 抗うつ薬 
• 抗てんかん薬、気分調整薬 
• 漢方薬、その他の薬剤 



認知症の治療の実際 



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 



 

 

●はじめにー認知症はCommon Disease 

●地域包括ケアとオレンジプラン 

●認知症高齢者の在宅医療 

●アルツハイマー病のステージ・アプローチ 

●ステージごとの（在宅）医療の役割と課題 

●アルツハイマー病以外の認知症の症状経過 

●オレンジプラン実行のためにー症例提示 

 求められる多職種協働と多職種協学 

CONTENTS 



AD 

66.2% 

VaD 

19.6% 

DLB/PDD 

6.2% 

FTLD 

1.1% 

Alcohol 

0.5% 
Mixed 

1.6% 

Others 

4.8% 

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 



非ＡＤを積極的に疑わせる所見 
 認知症の鑑別診断においてＡＤか非ＡＤ 

かを鑑別することが一番の基本となる。 

(1)記憶障害が軽い 
強い記憶障害があるかどうか。「前日の出来事を全く覚えていな 
い。」「数分前に記銘した3つの言葉を全く想起できず、覚えたこ 
とすら忘れている」ような顕著な記憶障害は、ＡＤ以外の認知症 
では通常みられにくい。 

(2)神経所見の合併 
ＡＤではある程度進行するまでは明らかな神経学的異常所見 
を呈さないが、病初期からＰａｒｋｉｎｓｏｎ症状、歩行障害、尿失禁 
などの神経所見を伴うことは、積極的に非ＡＤを疑う所見である。 



物忘れ外来や認知症相談会での相談内容トップ１０ 





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。 
 
 



エコマップの記入例 



居宅介護サービス 



 

 

●はじめにー認知症はCommon Disease 

●地域包括ケアとオレンジプラン 

●認知症高齢者の在宅医療 

●アルツハイマー病のステージ・アプローチ 

●ステージごとの（在宅）医療の役割と課題 

●アルツハイマー病以外の認知症の症状経過 

●オレンジプラン実行のためにー症例提示 

 求められる多職種協働と多職種協学 

CONTENTS 



【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。 

【症例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。 



【症例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。 



【症例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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疾患 
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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、主に認知
症を代表するADに対して地域包括ケアシステムの
中で、（在宅）医療の果たすべき役割について述べ
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ケ
アは実効性のあるものとなり、オレンジプランの遂
行に結びつくと思われます。 

ご清聴ありがとうございました 

まとめ 


