
第 22 回 備北地域認知症疾患医療連携協議会（Ｈ28.5.20）議事録 
 
はじめに： 

前回の第 21 回備北地域認知症疾患医療連携協議会では、支援者が現状を正しく評価できてい

なかったために、適時、適切な的を射た支援を提供できておらず、一旦消退した BPSD の再燃を

招いた事例を紹介した。その事例では、BPSD の再燃を招いた背景には、認知症高齢者本人に対

する正しい現状評価ができていなかったことに加えて、支援者自身の心情、構えなどへの現状評

価が適切にできていなかったことも要因であると考えられた。指導者には、認知症高齢者本人へ

の現状評価だけではなく、同時に家族や施設職員など支援者の心情、本人との関係性、置かれた

環境などへの現状評価も適切に行い、必要であれば時期を逸することなく支援の方向性を正すよ

うに、各支援者に対して助言、指導を行っていく役割が求められることを確認した。つまり、繰

り返しになるが、当協議会で立案した全ての支援者が心がけるべき約束事（行動指針）のひとつ

である「支援者は、漫然と支援を継続するのではなく、必ず、適時、利用者個々の現状評価を行

い、個々の支援目標を設定し、個々の支援計画を立てて支援を行う」を実践できるように、支援

者の現状評価も適切に行い、支援者を導くことが指導者には求められることを再確認した。 

昨今、多くの市町村において“認知症ケアパス”が作成されている。認知症ケアパスとは、厚

生労働省によると「認知症の人の状態に応じた適切なサービス提供の流れ」であり、認知症の人

が認知症を発症したときから、生活機能障害が進行していく中で、その進行状況にあわせて、い

つ、どこで、どのような医療・介護サービスを受ければよいかをあらかじめ標準的に決めておく

ものと説明されている。各市町村の認知症ケアパスには、認知症の病期ごとに地域で利用可能な

サービスの選択肢が明示されており、それらは、地域における社会資源が網羅された地域全体と

しての認知症ケアパスといえるが、個々人の認知症の人のケアパスとはいい難い。そこで、今回

の協議会では、事務局で作成した認知症高齢者のモデルケースをもとに、参加者全員が指導的立

場に立ち、認知症高齢者個々人への継続的かつ包括的な支援モデル、適時・適切な的を射た支援

を提供できるような個別の認知症ケアパスの作成演習を行い、指導者としてのスキルアップをは

かる場とした。 

 
認知症指導者育成研修（グループ討議） 

「認知症高齢者への継続的かつ包括的な支援モデルの作成演習」と題して、事務局で作成した

認知症高齢者のモデルケースをもとに、地域全体の認知症ケアパスではなく、個別の認知症ケア

パスの作成を目的として、参加者全員が指導的立場で討議を行った。考えるうえでの理念として、

新オレンジプランで謳われている理念「認知症の人の意思が尊重され、できる限り住み慣れた地

域のよい環境で自分らしく暮らし続けることができる社会を実現する」を紹介した。以下に提示

したモデルケースについて、時間軸に沿って、現状評価を行い、支援目標を設定し、支援計画の

立案を行った。主な意見を以下に記す。 

 



＜モデルケース＞ 

「事例」 アルツハイマー病 女性 

「家族構成」  

4 人兄弟の末子。姉が、認知症のため施設へ入所している。結婚後、3 児（長女・長男・次男）

をもうけた。夫は、20 年前に脳出血で急逝した。現在、長男夫婦との 3 人暮らし。長男は、会

社勤め。長男の妻は、食料品店でパート勤務をしている。長女と次男は、他県で生活している。 

「病前性格」 

明るく、社交的で、友人が多く、几帳面でしっかり者。 

「既往歴」 

不整脈・高血圧症のため、50 歳頃からかかりつけ医（内科開業医）にて治療を継続している。 

「生活歴・現病歴」 

 60 歳まで、小学校の教員として勤務。退職後は、長男の妻と分担して主婦業を行うようにな

った。長男夫婦とは、会話が多く、関係性は良く、明るい家庭であった。また、家庭菜園、絵手

紙などの習い事を始め、年に 2回程度、ひとり、もしくは友人達と旅行にでかけるのを楽しみに

していた。 

 72 歳頃より、ひとりで旅行にでかけることはなくなった。73 歳頃より、友人達とも旅行にで

かけることはなくなり、習い事へも通わなくなった。また、町内の仕事、つきあいなどは、長男

夫婦に任せるようになった。買い物へでかけることも減り、家庭菜園を続けながら自宅で過ごす

ことが多くなった。月に一度、バスを利用して、ひとりでかかりつけ医を受診していたが、この

頃から、長男の妻が送迎するようになった。また、予定など同じことを繰り返し長男夫婦に確認

するようになり、長男夫婦との会話は減った。 

 74 歳頃より、料理、洗濯は、長男の妻に任せるようになったが、食後の食器洗い、洗濯物の

取り入れは行っていた。また、貯金、年金の管理は、長男夫婦に任せるようになり、長男夫婦か

ら必要な現金を受け取るようになった。長男の妻の送迎により定期的にかかりつけ医への受診を

続けていたが、受診日を忘れていることが多く、受診日に内服薬が残るようになった。毎回、ひ

とりで診察を受け、1 ヶ月分の薬を受け取り、ひとりで支払いを済ませていたが、薬の残量や財

布の中の小銭の量は増えていった。この頃から、眼鏡、補聴器、財布などを探すことが多くなり、

不機嫌で、怒りっぽく、言葉遣いがきつくなった。75 歳頃より、家庭菜園、食後の食器洗い、

洗濯物の取り入れなどを行うことが減り、ひとり自室で何もせずに過ごすことが多くなった。ま

た、「お金を盗っただろう」と長男の妻を責め、長男の妻が否定するも聞き入れずに責め続ける



ようになった。他県に住む長女へ電話をして、「嫁にお金を盗られる」と訴えるため、長女から

も長男の妻は責められた。そして、家族間で言い争いとなることが増え、家庭は暗くなった。76

歳頃には、自分から薬を服用することはなくなり、長男の妻が手渡し服用を促すようになったが、

しばしば服用を拒んだ。 

 77 歳頃には、物を盗られたと言うことはなくなった。この頃、自宅から遠く離れた国道を歩

いているところを知人が偶然見かけ、自宅まで車で送ってもらう出来事があった。以降、時に出

歩き、近隣住民に連れ帰ってもらうことがみられだしたため、長男の妻はパート勤務を辞めた。

また、時に尿失禁をするようになったが、自分で着替え、後始末はできていた。78 歳頃には、

失禁後、汚れた下着を箪笥にしまい込んだり、着替えずに汚れたまま過ごしたりするようになっ

た。入浴を億劫がり、入浴しても充分に身体を洗わず、洗髪もせずにでてきて、脱いだ服をその

まま着てしまうため、着替えは長男の妻が用意するようになった。また、着る順序を間違うため、

長男の妻が着る物を順番に手渡すようになった。排泄、入浴、更衣に関して、長男の妻による声

かけ、見守り、手伝いを必要としたが、時に怒って、それを拒んだ。そして、夕方から夜間にか

けて、ソワソワと落ち着かなくなり、服やタオルなどをシーツで包んで荷造りをして、それを持

って、「帰ります」と言い、外へ出ようとする行動が、頻回に認められるようになった。79歳頃

には、昼夜逆転し、夜間帯を中心に多動となるため、長男夫婦が交代で同じ部屋で休むようにな

ったが、行動を止めることはできず、夜通し箪笥の中身を出し入れしたり、亡くなった夫を探し

歩いたりするなどした。 

 80 歳頃には、夜間眠れるようになったが、日中も居眠りをして過ごすことが多くなった。声

かけすれば返答はするが、自分から話すことは少なくなり、会話がかみ合わなくなった。また、

長男を亡くなった夫と間違ったり、長男夫婦が誰か分からなかったりするようになった。食事を

前にしても、スプーンでかきまぜたり、食器から食器へ移したりするばかりで食べようとしない

ため、食事に介助を要するようになった。また、しばしば尿便失禁をするため、紙オシメをはく

ようになったが、脱ぎ捨てたり、破ったりした。更衣、入浴に関しては、長男の妻が全面的に介

助をするようになったが、しばしば、奇声をあげたり、手足を振ったり、噛み付こうとしたりし

て抵抗した。また、小股で歩くようになり、時にふらついて転びそうになった。82 歳の時、肺

炎を罹患し、総合病院へ入院した。入院中、夜間、ひとりごとが激しく、ベッドから降りようと

して危険なため、長男夫婦が交代で付き添いをした。約 2ヵ月の入院生活の後、自宅へ戻ったが、

歩くことはなくなり、ベッド上の生活となった。日常生活全般にわたって介護を要する状態とな

ったが、介護に抵抗することは、ほぼなくなった。主に長男の妻が介護をしているが、休日には

長男も介護を手伝っている。 

 



＜参加者からの主な意見＞ 

72～73歳：社会生活機能の障害が現れ始めた時期（認知症初期） 

● 現状評価 

生活の中でできていたことができなくなった 

自分に自信がなくなり、不安が出てきた 

人に言われた何かで傷ついたのかもしれない 

周りに気づかれないように隠そうと、対人交流を避け家に引きこもっている 

教師であった経歴から何でもきちんとしないといけないと言うプレッシャーがあったの

ではないか 

教員だったためプライドが高いのではないか 

自分の変化を自覚し始めた時期かもしれない 

姉が認知症で施設に入所しており、認知症について理解している部分もあるのではないか。

分かっている部分あるがために、姉と自分の姿を重ね、辛さや不安を感じているが、外に

出せないプライドもあり、葛藤している時期ではないか 

家族は、それ程気にしていないのではないか 

● 支援目標 

対人交流を促す、閉じこもりの予防 

不安の軽減 

自信の回復をはかる 

友人関係を崩さないよう維持する 

認知症についての知識や理解をふかめてもらう 

笑顔になれる機会をつくる 

本人が楽しいと思える活動をサポートする 

本人と家族との関わりを増やす 

本人の状態を知る、診断を受ける 

気分転換 

● 支援計画 

公民館活動やサロン、介護予防教室、老人クラブを紹介する、参加を促す 

認知症カフェや地域の相談窓口（地域包括支援センター、保健所等）への相談、参加 

旅行サークルへの参加 

家族に心理教育を行う 

家族へ認知症の理解を促し、家族との関わりを多くする 

民生委員や友人が訪問し、本人と交流する 

家族から本人の状態をかかりつけ医へ相談する 

かかりつけ医への受診など介護タクシーを利用する 

専門医への紹介 



地域包括支援センターの初期集中支援チームへ繋ぐ 

長女への相談の電話を入れる 

友人へ外出同行の協力を依頼する 

介護保険を申請し、デイサービスの利用を 

自宅で本人ができそうな役割を考え、嫁と本人とで役割を分担していく 

 

74 歳：手段的日常生活動作（IADL）の障害・時間の見当識障害が現れ始めた時期（認知症軽度） 

● 現状評価 

人前で恥をかきたくない、忘れっぽい自分を隠したい 

役割の喪失から孤立感、孤独感を感じている 

自分自身の変化を認めたくない 

認知機能の明らかな低下 

気づかれたくないという自己防衛として不機嫌になっているのかも 

家族や周囲からの不用意な言葉かけにより不機嫌になっているのかも 

この頃の不機嫌、イライラ、孤独感などが、後に物盗られ妄想へと発展するのでは 
家族が、本人の物忘れなどの変化に気づき始め、不安に感じている 

家族は、本人と距離を置きたいのかもしれない 

嫁には疲れが出ているかもしれない 

● 支援目標 

本人となじみの関係を構築する 

認知症症状の進行を予防する 

笑顔を取り戻す 

本人と家族との関係性を修復する 

家族の負担を軽減する 

家族の思いを受け止める 
● 支援計画 

介護保険を申請する 

デイサービス、デイケアなどの通所系サービスを利用する 

訪問看護や小規模多機能型居宅介護のヘルパーなど訪問系サービスの利用を検討する 

無理に外へ出すことを考えず、サービスの拠点を在宅にして支援を行う 

薬剤師による訪問を検討する 

傾聴ボランティアによる訪問を行う 

日常生活自立支援事業による支援を行う 

専門医への受診 

家族会への参加を促す 

 



75〜76歳：手段的日常生活動作の障害・時間の見当識障害が現れ始めた時期（認知症軽度） 

● 現状評価 

できないことが増加している 

自信を失っている 

混乱や苛立ち、焦りを感じている 
息子や嫁は何とか介護しようとしているが、本人や義姉に責められ、辛いであろう 

● 支援目標 

自信を回復させる 

物盗られ妄想を軽減させる 

本人が安心して活動できるように促す 

生活リズムを安定させる 

家族の介護負担を軽減させ、家族に休息を 

● 支援計画 

長女、次男も含めて家族で情報を共有する 

ケアマネージャーなど、第 3 者も含めて情報を共有する 

長男夫婦が責められないように支援する 

デイサービスを利用する 

デイサービスでは、自宅生活でもいかせる関わりを 

デイサービスでは、家族へ本人の良いところ、出来るところを伝える 

デイサービスでは、自宅生活での過ごし方や関わり方の助言を行う 

デイサービスでは、自宅での困り事や、自宅と施設での違いなど、家族の話を聞く 

デイサービスでは、必要であればケアマネージャーへ連絡する 

成年後見制度や日常生活自立支援事業を利用する 

精神科病院で短期間の入院治療を行う 

 

全体を通して： 

認知症への理解ある町づくり（普及啓発活動、市民講座、講演会など） 

回覧板、放送、地方誌を活用し、認知症の知識をつける 

 

＜参加者からの感想＞ 

たくさんのサービスがあることを知り、今後の支援にいかしていきたい 

最初にアセスメントを行ったうえで、支援を行う目的を考えることが重要だと感じた 

柔軟に考えていくことの大切さを改めて感じた 

目的を具体的に挙げていくことで支援内容を考えやすいことを実感した 

緊張したが、普段接することのない職種の人とディスカッションできてよかった 

自分の知らないサービスを提案してもらえて勉強になった 



 

まとめ： 

 今回、事務局で作成した認知症高齢者のモデルケースでは、認知症の段階ごとに現れやすい生

活上の障害を明示している。認知症のごく初期の段階（モデルケース 72〜73 歳）では社会生活

に関連する機能に支障が現れ始め、軽度の段階（モデルケース 74〜76 歳）では手段的日常生活

動作（IADL）および時間の見当識に障害が現れ始め、中等度の段階（モデルケース 77〜79 歳）

では基本的日常生活動作（ADL）および場所の見当識に障害が現れ始め、重度の段階（モデルケ

ース 80歳以降）ではほぼ全ての基本的日常生活動作（ADL）および人物の見当識に障害が現れる。

このモデルケースのそれぞれの認知症の段階において、現状評価を行い、必要な支援目標を設定

し、必要な支援計画を立案することで、適時、適切な的を射た支援を提供するという支援者に求

められる基本的な姿勢を養うためのモデルとなり得る個別の認知症ケアパスを作成できればと

考えている。グループ討議では、職種、職場、職域の異なる参加者それぞれの視点での評価、目

標設定、支援計画立案がなされ、大変有意義な時間となった。以下に、今回の協議会で討議され

た認知症の初期から軽度の段階までのモデルケースの認知症ケアパスのまとめを示す。 

 認知症初期の段階では、モデルケースのように、旅行にいかなくなる、公共の交通機関を利用

しなくなる、町内会などの地域活動を行わなくなる、友人や近隣住民と交流をもたなくなる、買

い物へ出かけなくなるなど、社会生活おける変化が現れ始める。この段階で重要な視点は、それ

ら変化が、認知症の初期症状として現れ始めた認知機能の障害のために起きている可能性に気付

くことだけではなく、本人が、社会生活をおくる中で、以前と同じようにはできなくなったこと

に戸惑い、不安となり、自信をなくし、失敗を恐れ、難しいことを避けようと考え、その結果、

実際の認知機能障害のレベルから想定される以上の社会生活機能の障害をきたしてしまってい

る可能性について考えることである。これら二つの視点に基づき、この初期の段階における適時、

適切な的を射た支援の提供を実現させるための認知症ケアパスを作成する必要がある。まずは、

社会生活における変化から認知症の存在に誰かが気付くことが大前提となる。そして、気付いた

誰かが、どうすれば良いかを知っている、あるいはどこへ相談すればよいか知っているようにな

らなければならない。つまり、個別のケースの認知症ケアパスを考える場合でも、認知症を発症

する前から事前に、本人、家族、友人、地域住民などへの働きかけが大切であることが分かる。 

 

～71歳：認知症発症前 

● 啓蒙・啓発活動 

認知症の症状、治療、予防、ケア、社会資源などについての知識の獲得 

ふれあいサロン、老人クラブ、生きがいデイ、ミニデイ、公民館活動などへの参加 

 
 以上の対策により認知症に関する知識を獲得しておくことで、認知症初期の段階において、早

期に誰かが気付き、的を射た支援の提供へとつなげることが可能となる。モデルケースでは、本

人以外に、家族、友人、近隣住民、かかりつけ医などが、本人の変化に気付く機会があると思わ



れる。言うまでもないが、このような活動に参加することで、認知症の発症を予防できる可能性

もある。 

 
72～73歳：社会生活機能の障害が現れ始めた時期（認知症初期） 

● 気付いた誰かがすべきこと 

友人が気付けば、旅行の行程全てができないわけではないので、できない部分は手助けを

して、友人との旅行を楽しめるようにする。友人との交流が途絶えないようにする。 

近隣住民が気付けば、できない役割は代行し、できる役割をしてもらう。役割の全てを果

たせないとしても、果たせる部分は担ってもらう。町内で孤立させないようにする。 

家族が気付けば、買い物、バスの利用などにおいて本人が不安に思っている部分を援助す

ることで、行動を回避させないようにする。家庭の中での役割を代行するのではなく、手

助けをすることで役割を果たし続けられるようにする。 

かかりつけ医が気付けば、認知機能などの評価を行い、生活上の工夫を助言する。必要が

あれば、専門医への受診を促す。 

● 新たな支援へつなぐ（気付いた誰かが勧める） 

ふれあいサロン、老人クラブ、生きがいデイ、ミニデイ、公民館活動などへの参加 

介護予防教室、認知症カフェなどへの参加 

地域包括支援センター、認知症初期集中支援チームへの相談 

かかりつけ医へ相談 

専門医へ相談 

● 新たな支援者がすべきこと 

自信を取り戻させ、本来の障害以上に社会生活の幅が狭まらないようにする。 

そのために、本人、家族、友人、近隣住民、新たな支援者などへ助言、指導を行う。 

 

 ここで重要なことは、「本人が自信を取り戻し、地域で孤立することなく、安心して住み慣れ

た地域のよい環境で自分らしく暮らし続けることができるようにすること」が支援目標のひとつ

になるであろうから、支援者は、この支援目標が達成できているかどうか、適時再評価を行い、

必要であれば支援計画を見直し、それを支援目標が達成されるまで続けることである。支援計画

を実行することが目的ではなく、支援目標を達成することが目的であることを忘れてはならない。 

 認知症軽度の段階では、モデルケースのように、料理や洗濯、その他家事仕事の遂行が難しく

なる、金銭管理が難しくなる、薬の管理が難しくなる、趣味活動を行わなくなるなど、手段的日

常生活動作（IADL）において変化が現れ始める。また、定期受診日などの予定を忘れる、物の置

き場所を忘れるなど、時間の見当識障害、物忘れに基づくエピソードが目立ってくる。言うまで

もないが、認知症初期の段階で、適時、適切な的を射た支援を提供できていれば、経過は異なり、

この軽度の段階において問題は生じていない可能性はある。しかし、多くの認知症は進行性の疾

患であり、どんなに適切な支援を行っていても問題は生じてくることも否定できない。この軽度



の段階で重要な視点は、本人の心情への理解である。日々、当たり前にできていたことができな

くなり、初期の段階で感じた以上に、戸惑い、不安となり、自信をなくし、失敗を恐れ、難しい

ことを避けようと考えるであろう。そのような心情の時に、家族など周囲の人からできないこと

を指摘されたり、注意されたり、無下にされたりすると、さらに自尊心が傷つき、さらに自己肯

定感が低下してしまうであろう。この段階で、的を射た支援が提供されなければ、モデルケース

のように、何もしようとしなくなったり、家族との交流を避けたり、不機嫌で怒りっぽくなった

り、時に身近な人を対象とした物盗られ妄想へと発展したりすることは心理的に理解できる。こ

の段階での支援提供において支援者が考えるべきことは、本人の心情に配慮した支援計画によっ

て物盗られ妄想への発展など問題の拡大を防止することと、問題が拡大した場合もその背景にあ

る本人の心情に配慮した支援計画によって問題を解消させることである。 

 

74〜76歳：手段的日常生活動作の障害・時間の見当識障害が現れ始めた時期（認知症軽度） 

● 新たな支援へつなぐ（気付いた誰かが勧める） 

ふれあいサロン、老人クラブ、生きがいデイ、ミニデイ、公民館活動などへの参加 

介護予防教室、認知症カフェなどへの参加 

地域包括支援センター、認知症初期集中支援チームへの相談 

かかりつけ医へ相談 

専門医へ相談 

介護保険の申請 

デイサービス、デイケアなどの通所系サービスを利用 

訪問介護、訪問看護などの訪問系サービスを利用 

薬剤師による訪問サービスを利用 

傾聴ボランティア訪問活動の利用 

日常生活自立支援事業の活用 

介護タクシー、福祉移送サービスの利用 

家族会への参加 

● 新たな支援者がすべきこと 

傷ついた自尊心を癒し、自己肯定感の回復をはかる。 

自信を取り戻させ、役割の再獲得をはかる。 

そのために、本人、家族、友人、近隣住民、新たな支援者などへ助言、指導を行う。 

家族への心理的支援を行い、介護負担感を軽減させ、介護力の向上をはかる。 

本人と家族との関係性の改善をはかる。 

 

 ここで重要なことは、「本人が自信を取り戻し、家庭でも孤立することなく、安心して住み慣

れた地域のよい環境で自分らしく暮らし続けることができるようにすること」が支援目標のひと

つになるであろうから、支援者は、この支援目標が達成できているかどうか、適時再評価を行い、



必要であれば支援計画を見直し、それを支援目標が達成されるまで続けることである。支援計画

を実行することが目的ではなく、支援目標を達成することが目的であることを忘れてはならない。

例えば、本人がデイサービスの利用を拒否する場合、支援計画を実行できておらず、支援目標も

達成できていないので、利用できるようになるまで複数の支援者で支援を続ける、あるいは通所

にこだわらず訪問系サービスの利用など新たな在宅での支援計画に変更し支援を行うなど、支援

計画の見直し、強化、変更が必要であろう。また、デイサービスを利用しても自宅での問題が変

わらない場合などは、支援計画は実行できたとしても支援目標を達成できてはいないので、同様

に支援計画を見直し、強化あるいは変更を行うことが必要といえる。そして、その支援目標は、

支援計画を立案する立場の支援者だけの目標ではなく、関わっている全ての支援者にとっての目

標であるべきであり、支援目標を達成できるまで、全ての支援者が、あきらめず、投げ出さず、

支援を続けなければならない。 

次回の当協議会では、今回に引き続いて、モデルケースにおける認知症中等度以降の認知症ケ

アパスの作成演習を行う予定である。 


