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認知症の症状や
認知症の方の心理を理解しましょう

森本外科・脳神経外科医院
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億劫に感じる
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疲れやすい
覇気がない

転倒しやすい 転倒
骨折

高齢者が老化・介護化する経過



◆ちょっとしたことで病気になる：慢性化しやすい

◆一人で複数の病気（多病）

◆合併症を起こしやすい
例：網膜症、腎症、神経障害で、この三者を糖尿病性三大合併症糖尿病性三大合併症糖尿病性三大合併症糖尿病性三大合併症

◆意識障害やぼけ症状も出やすい

◆典型的な症状が出なかったり，急変する

◆脱水脱水脱水脱水を起こしやすい

◆免疫力・生体防御能力の低下

低栄養・低体力低栄養・低体力低栄養・低体力低栄養・低体力

◆薬の副作用が出やすい::::便秘便秘便秘便秘､下痢

高齢者の病気の特徴

体調不良で体調不良で体調不良で体調不良で不眠不眠不眠不眠
認知力低下認知力低下認知力低下認知力低下

やややや
行動障害の誘因行動障害の誘因行動障害の誘因行動障害の誘因

慢性疾患を抱えてる慢性疾患を抱えてる慢性疾患を抱えてる慢性疾患を抱えてる



１１１１日目日目日目日目

尿量減少 嘔 気

発熱
元気がなくなる元気がなくなる元気がなくなる元気がなくなる
居眠りしがちである居眠りしがちである居眠りしがちである居眠りしがちである
動きが落ちて介助量が増える動きが落ちて介助量が増える動きが落ちて介助量が増える動きが落ちて介助量が増える
認知症症状が激しくなる認知症症状が激しくなる認知症症状が激しくなる認知症症状が激しくなる

傾傾傾傾 眠眠眠眠

精神症状精神症状精神症状精神症状 （うわごと（うわごと（うわごと（うわごと,,,,せん妄せん妄せん妄せん妄,,,,幻覚）幻覚）幻覚）幻覚）

皮膚の乾燥

高齢者は代謝の関係高齢者は代謝の関係高齢者は代謝の関係高齢者は代謝の関係
平熱が平熱が平熱が平熱が35353535度という人度という人度という人度という人
がほとんどがほとんどがほとんどがほとんど
たとえば平熱がたとえば平熱がたとえば平熱がたとえば平熱が
36363636℃℃℃℃ならばならばならばならば36.5(36.5(36.5(36.5(微熱微熱微熱微熱))))

・うつらうつらする
・つじつまの合わない

ことをいう

脱水になるとどんな症状がでるでしょうか

食欲が落ちた

微熱がつづく

脇の下が乾いてる

舌の表面が乾いてる 無口になった

便秘になった
唾液の量が減った

指先が冷たい

口の中が乾いてる

頭痛や筋肉痛・膝痛がある頭痛や筋肉痛・膝痛がある頭痛や筋肉痛・膝痛がある頭痛や筋肉痛・膝痛がある

熱を測ってみましょうと・・・

若若若若いいいい世代世代世代世代ではではではでは｢｢｢｢平熱平熱平熱平熱｣｣｣｣はははは36.5℃℃℃℃くらいくらいくらいくらい
0.5℃℃℃℃ほどほどほどほど上昇上昇上昇上昇するとするとするとすると微熱微熱微熱微熱とととと言言言言われてるわれてるわれてるわれてる

脳の覚醒水準↓
意識レベル↓

滑らかに動くのは、保水力のおかげ滑らかに動くのは、保水力のおかげ滑らかに動くのは、保水力のおかげ滑らかに動くのは、保水力のおかげ

膝痛膝痛膝痛膝痛：：：：軟骨細胞軟骨細胞軟骨細胞軟骨細胞のののの周囲周囲周囲周囲にににに、、、、網膜状網膜状網膜状網膜状ののののII型型型型コラーゲンやコラーゲンやコラーゲンやコラーゲンや
水分水分水分水分をををを多量多量多量多量にににに含含含含むプロテオグリカンがむプロテオグリカンがむプロテオグリカンがむプロテオグリカンが存在存在存在存在しますしますしますします。。。。

体のあちこちの痛みを訴える



水分が足りないと何が起こるか

６０６０６０６０％％％％

４０４０４０４０％％％％

固形成分固形成分固形成分固形成分

水水水水

高齢者は体重の５０％が水＝体液

例えば体重５０ｋｇの人は２５ｋｇの水分例えば体重５０ｋｇの人は２５ｋｇの水分例えば体重５０ｋｇの人は２５ｋｇの水分例えば体重５０ｋｇの人は２５ｋｇの水分
＝２５０００ｍｌ＝２５０００ｍｌ＝２５０００ｍｌ＝２５０００ｍｌ

◆１～２％（２５０～５００ｍｌ）失うと◆１～２％（２５０～５００ｍｌ）失うと◆１～２％（２５０～５００ｍｌ）失うと◆１～２％（２５０～５００ｍｌ）失うと→→→→ボ－ッとするボ－ッとするボ－ッとするボ－ッとする
※※※※意識障害意識障害意識障害意識障害

◆２～３％（５００～７５０ｍｌ）失うと→発熱
※※※※循環機能に影響循環機能に影響循環機能に影響循環機能に影響

◆５％（１，２５０ｍｌ）失うと→動けない フラフラする
※※※※運動機能低下運動機能低下運動機能低下運動機能低下

◆７％（１．７５０ｍｌ）失うと→幻覚・幻視

◆１０％（２，５００ｍｌ）失うと→死亡
真夏の暑いときに熱中症で亡くなるのは１０％の水分欠乏が起きてる真夏の暑いときに熱中症で亡くなるのは１０％の水分欠乏が起きてる真夏の暑いときに熱中症で亡くなるのは１０％の水分欠乏が起きてる真夏の暑いときに熱中症で亡くなるのは１０％の水分欠乏が起きてる

体内水分量の減少率体内水分量の減少率体内水分量の減少率体内水分量の減少率

脳の覚醒水準↓
意識レベル↓

83％の介護家族が「わずか「わずか「わずか「わずか2222％の水分減少で脱水％の水分減少で脱水％の水分減少で脱水％の水分減少で脱水
症が現れる」症が現れる」症が現れる」症が現れる」ことを理解していない！

冬の無自覚脱水症の危険！



①①①① 体液量体液量体液量体液量((((水水水水))))が少ないが少ないが少ないが少ない

② 腎機能

腎機能低下→老廃物を尿として

出す時の濃縮力低下→老廃物を捨てるのに

たくさんの水が必要→歳をとると総尿量が増える＝尿量増加

③ 感覚機能低下 のどの乾きを感じにくい

④④④④ その他その他その他その他 習慣・水分を控える習慣・水分を控える習慣・水分を控える習慣・水分を控える

⑤ 脱水を起こしやすい疾患

慢性疾患：糖尿病・腎臓病

急性疾患：下痢・嘔吐 発熱

「脱水の原因」

直ぐに受診しましょう

体内に蓄積されていた水を出して体内に蓄積されていた水を出して体内に蓄積されていた水を出して体内に蓄積されていた水を出して
くれる組織はおもに「筋肉」くれる組織はおもに「筋肉」くれる組織はおもに「筋肉」くれる組織はおもに「筋肉」
つまり予備タンクとなる筋肉がつまり予備タンクとなる筋肉がつまり予備タンクとなる筋肉がつまり予備タンクとなる筋肉が
少ないからです少ないからです少ないからです少ないからです

・腎臓病は尿の濃縮力が落ちてくることから
尿量が増えてその反動で脱水症を起こす

・糖尿病の症状に多尿症がある
血液の中に余分に存在してる糖を、腎臓か
ら排泄しようとするあまり尿を増やして
その糖を捨てようとする

病名に糖尿病・慢性腎不全、腎機能低下を病名に糖尿病・慢性腎不全、腎機能低下を病名に糖尿病・慢性腎不全、腎機能低下を病名に糖尿病・慢性腎不全、腎機能低下を
みたら「脱水になりやすい」と要チエック！みたら「脱水になりやすい」と要チエック！みたら「脱水になりやすい」と要チエック！みたら「脱水になりやすい」と要チエック！

暑さに強い体を暑さに強い体を暑さに強い体を暑さに強い体を

作るカギは作るカギは作るカギは作るカギは「筋肉」「筋肉」「筋肉」「筋肉」
筋肉が多い人ほど筋肉が多い人ほど筋肉が多い人ほど筋肉が多い人ほど
水分の余裕があって水分の余裕があって水分の余裕があって水分の余裕があって
熱中症や脱水に熱中症や脱水に熱中症や脱水に熱中症や脱水に
なりにくいなりにくいなりにくいなりにくい

体重体重体重体重６０６０６０６０ｋｇｋｇｋｇｋｇ成人男性成人男性成人男性成人男性はははは
約約約約15ｋｇ～ｋｇ～ｋｇ～ｋｇ～20ｋｇｋｇｋｇｋｇものものものもの水分水分水分水分がががが
筋肉筋肉筋肉筋肉にににに蓄蓄蓄蓄えられてるえられてるえられてるえられてる



ＮＨＫ2015年07月15日放送 暑さに強い体を作るカギはズバリ「筋肉」。

筋肉が多くないと水分が貯められない！！
筋肉は水分を貯めるタンクの役割を果たし、筋肉の８０％は水分、脂肪の場合は２０％

watchtvprogram.blog.fc2.comＮＨＫためしてガッテン画像459x255-63.9kB-201507152044598f9.png



必要な1日の水分量は・・・

体内で栄養素が燃焼することで体内で栄養素が燃焼することで体内で栄養素が燃焼することで体内で栄養素が燃焼することで
発生する水分発生する水分発生する水分発生する水分 200200200200～～～～300300300300ｍｌｍｌｍｌｍｌ

糞糞糞糞 便便便便
200200200200～～～～300ml300ml300ml300ml

出出出出

排排排排 尿尿尿尿
1500ml1500ml1500ml1500ml

出出出出

汗・呼吸汗・呼吸汗・呼吸汗・呼吸
７７７７00ml00ml00ml00ml～１０００ｍｌ～１０００ｍｌ～１０００ｍｌ～１０００ｍｌ

出出出出

日頃、どんな湯飲み日頃、どんな湯飲み日頃、どんな湯飲み日頃、どんな湯飲み
で飲んでいますか？で飲んでいますか？で飲んでいますか？で飲んでいますか？

水の出入れ

入入入入

ただし，主治医から水分制限さただし，主治医から水分制限さただし，主治医から水分制限さただし，主治医から水分制限さ
れてる方は必ず主治医の指示をれてる方は必ず主治医の指示をれてる方は必ず主治医の指示をれてる方は必ず主治医の指示を
守ってください守ってください守ってください守ってください

飲料水
１５００ｍｌ

食物に含まれる
水分

700～1000ｍｌ

入入入入

あら！夫はあら！夫はあら！夫はあら！夫は
飲んでると思って飲んでると思って飲んでると思って飲んでると思って
いたのに少ない！いたのに少ない！いたのに少ない！いたのに少ない！

体内の60％は水分

細胞が燃えると水と炭酸ガスが出る細胞が燃えると水と炭酸ガスが出る細胞が燃えると水と炭酸ガスが出る細胞が燃えると水と炭酸ガスが出る
エネルギ－が生産エネルギ－が生産エネルギ－が生産エネルギ－が生産→→→→燃焼水燃焼水燃焼水燃焼水

ご飯・カボチャ、ホウレンソウ



尿－老廃物の排泄

人間の身体はどれだけ水を排泄しているのか→尿として健康成人は1500ｍｌ放出
↓

尿を出さなければ体内から老廃物を捨てられない
↓

老廃物を捨てられないと→人は｢尿毒症」を起こす

尿が老廃物を捨てる尿が老廃物を捨てる尿が老廃物を捨てる尿が老廃物を捨てる

老廃物

腎

尿尿尿尿

人間が1日に身体の中でつくり出す老廃物
を、身体の外に捨てるために最小限必要な
尿量は→健康成人800ｍｌ

高齢者は老化によって腎臓の濃縮力が弱まっている
ことから(薄い尿しか作れないことから)、最小尿量は
成人の８００mlより多い。高齢になると排尿の回数
が増えて尿量の総量が多くなるのは、腎臓の濃縮力
の低下が原因→「脱水」を起こしやすい。

→高齢者に脱水の多い原因の一つが「尿量の増加」

最小必要量最小必要量最小必要量最小必要量
健康成人健康成人健康成人健康成人 800800800800ｍｌｍｌｍｌｍｌ

高齢者高齢者高齢者高齢者 1.0001.0001.0001.000ｍｌｍｌｍｌｍｌ



不感蒸泄・発汗・呼吸 熱中症対策
皮膚から何のために発汗してるか

人間の体温は
中心部で38度

↓
うまく外に捨てないと
中心体温が↑熱中症
という病気を起こす

36.5度は熱を
捨てていった
後の温度



一日に必要な水分＝５０ﾐﾘﾘｯﾄﾙ／体重１㎏

水分摂取方法

①体内で代謝により生成される水分（燃焼水）…

②食事により吸収される水分（固形食）…

③直接口から摂取する水分（飲水）…

７００

２００

最小量 最大量

３００

１，０００

①＋② ９００ １，３００

１，６００ １，２００

～

～

＝ ＝

（５０㎏の人では、２，５００ﾐﾘﾘｯﾄﾙ必要）

５０㎏の人が口から摂取する水分は、１，２００～１，６００ﾐﾘﾘｯﾄﾙ必要

http://www.nmeisui.com/よりwww.water-information.net/content/health/need/ - 15k

お年寄りは日常的には最低1300ｍｌはとっていなければならない
1500ｍｌが理想的ですが、その日の気温やその人の活動状態やいろいろなその日の気温やその人の活動状態やいろいろなその日の気温やその人の活動状態やいろいろなその日の気温やその人の活動状態やいろいろな

条件条件条件条件で、1500ｍｌをとっても脱水症を起こす人がいます

～

脱水を起こさせない水分量脱水を起こさせない水分量脱水を起こさせない水分量脱水を起こさせない水分量
（小松光代・岡本寧子・木村みさか在宅要介護高齢者（小松光代・岡本寧子・木村みさか在宅要介護高齢者（小松光代・岡本寧子・木村みさか在宅要介護高齢者（小松光代・岡本寧子・木村みさか在宅要介護高齢者
の脱水予防のための基礎研究・・日本在宅ケア学会誌）の脱水予防のための基礎研究・・日本在宅ケア学会誌）の脱水予防のための基礎研究・・日本在宅ケア学会誌）の脱水予防のための基礎研究・・日本在宅ケア学会誌）

夏期：２７００ｍｌ (飲水 １６２０ｍｌ)
冬期：２２００ｍｌ （飲水 １３２０ｍｌ）
総水分量のうち飲料として飲む水分を６０％



脱水症による影響は運動と意識などの精神活動におよぶ

脱水症

（水分不足）

運動能力運動能力運動能力運動能力 覚醒・意識覚醒・意識覚醒・意識覚醒・意識

身体活動力低下 認知症の症状悪化

死

脱水を起こさせない水分量脱水を起こさせない水分量脱水を起こさせない水分量脱水を起こさせない水分量
（小松光代・岡本寧子・木村みさか在宅要介護高齢者（小松光代・岡本寧子・木村みさか在宅要介護高齢者（小松光代・岡本寧子・木村みさか在宅要介護高齢者（小松光代・岡本寧子・木村みさか在宅要介護高齢者
の脱水予防のための基礎研究・・日本在宅ケア学会誌）の脱水予防のための基礎研究・・日本在宅ケア学会誌）の脱水予防のための基礎研究・・日本在宅ケア学会誌）の脱水予防のための基礎研究・・日本在宅ケア学会誌）

夏期：２７００ｍｌ (飲水 １６２０ｍｌ)
冬期：２２００ｍｌ （飲水 １３２０ｍｌ）
総水分量のうち飲料として飲む水分を６０％



心不全リスク管理

慢性心不全の症状：歩行時の疲労・動機・息切れ・狭心痛他にむくみ・食欲不振

◆水分制限なし
症状：動悸・疲労感・狭心痛・圧迫感を生じない→軽度１

風呂後症状なし

◆リスク管理は，
「毎日の体重測定」
“むくみ“1週間に２ｋｇの体重増加あれば心不全の再発

水分が入ると

ただし，主治医から水分制限されてる方は必ず主治医の指示を守ってくださいただし，主治医から水分制限されてる方は必ず主治医の指示を守ってくださいただし，主治医から水分制限されてる方は必ず主治医の指示を守ってくださいただし，主治医から水分制限されてる方は必ず主治医の指示を守ってください

ＮＹＨＡ（ニュ－ヨ－ク心臓病協会）心機能分類１～ＮＹＨＡ（ニュ－ヨ－ク心臓病協会）心機能分類１～ＮＹＨＡ（ニュ－ヨ－ク心臓病協会）心機能分類１～ＮＹＨＡ（ニュ－ヨ－ク心臓病協会）心機能分類１～ⅣⅣⅣⅣ度度度度

[[[[一時的に足がむくむことがある一時的に足がむくむことがある一時的に足がむくむことがある一時的に足がむくむことがある]]]]

寝たきり・虚弱の方に水分を増やしていくと、足にむくみを生じることがある寝たきり・虚弱の方に水分を増やしていくと、足にむくみを生じることがある寝たきり・虚弱の方に水分を増やしていくと、足にむくみを生じることがある寝たきり・虚弱の方に水分を増やしていくと、足にむくみを生じることがある

理由：運動が足りないために理由：運動が足りないために理由：運動が足りないために理由：運動が足りないために「「「「血液循環」血液循環」血液循環」血液循環」が不活発になり、増えた水を腎臓にが不活発になり、増えた水を腎臓にが不活発になり、増えた水を腎臓にが不活発になり、増えた水を腎臓に
送り尿として出す力が衰えたために起こっている現象送り尿として出す力が衰えたために起こっている現象送り尿として出す力が衰えたために起こっている現象送り尿として出す力が衰えたために起こっている現象

解決策：解決策：解決策：解決策：｢｢｢｢体を動かすこと体を動かすこと体を動かすこと体を動かすこと｣｣｣｣、もっと良いのは「歩くこと」、もっと良いのは「歩くこと」、もっと良いのは「歩くこと」、もっと良いのは「歩くこと」日中の活動量を上げる日中の活動量を上げる日中の活動量を上げる日中の活動量を上げる



筋ポンプの機能低下
横になると血液の動きが自由に 夜間多尿

静脈血は、筋ポンプ作用筋ポンプ作用筋ポンプ作用筋ポンプ作用
などによって心臓に戻ってくるのです

心ポンプ低下

年をとると夜トイレに立つことが増える年をとると夜トイレに立つことが増える年をとると夜トイレに立つことが増える年をとると夜トイレに立つことが増える

理由は、昼間、血液の循環は重力の理由は、昼間、血液の循環は重力の理由は、昼間、血液の循環は重力の理由は、昼間、血液の循環は重力の

影響で停滞していて、夜は無重力状態で影響で停滞していて、夜は無重力状態で影響で停滞していて、夜は無重力状態で影響で停滞していて、夜は無重力状態で

血液が回るので途中にある腎臓を流れる血液が回るので途中にある腎臓を流れる血液が回るので途中にある腎臓を流れる血液が回るので途中にある腎臓を流れる

血液量が増え、それに伴って尿がたくさん血液量が増え、それに伴って尿がたくさん血液量が増え、それに伴って尿がたくさん血液量が増え、それに伴って尿がたくさん

作られる作られる作られる作られる

夜間の頻尿と多尿の原因

虚弱な要介護高齢者は日中に比べて夜間の排尿回数が多い

日中と夜間（就寝時）の「血液循環」「血液循環」「血液循環」「血液循環」



ＡＤＬ・ＩＡＤＬの着眼点

他職種との連携！他職種との連携！他職種との連携！他職種との連携！

参考資料



移動の着眼点

補助具補助具補助具補助具

種類種類種類種類

使使使使いいいい方方方方のののの理解理解理解理解・・・・記憶記憶記憶記憶

疾患疾患疾患疾患（（（（脳卒中脳卒中脳卒中脳卒中･パーキンソン･パーキンソン･パーキンソン･パーキンソン等等等等））））

移動能力移動能力移動能力移動能力

必要必要必要必要なななな場所場所場所場所(屋内屋内屋内屋内・・・・屋外屋外屋外屋外)

歩行歴歩行歴歩行歴歩行歴
（（（（いついついついつ頃頃頃頃までまでまでまで歩歩歩歩いていたかいていたかいていたかいていたか））））

体力体力体力体力

移 動

注意注意注意注意・・・・判断判断判断判断

危険回避危険回避危険回避危険回避

歩行障害歩行障害歩行障害歩行障害のののの背景背景背景背景

距離距離距離距離

耐久力耐久力耐久力耐久力

安定性安定性安定性安定性

ＰＴＰＴＰＴＰＴ
ＯＴＯＴＯＴＯＴ等等等等
福祉用具福祉用具福祉用具福祉用具

主治医主治医主治医主治医



洗洗洗洗えるかえるかえるかえるか

入浴行為入浴行為入浴行為入浴行為のののの受受受受けけけけ入入入入れれれれ（（（（拒否拒否拒否拒否はないかはないかはないかはないか））））浴室浴室浴室浴室のののの場所場所場所場所のののの理解理解理解理解

上半身上半身上半身上半身

下半身下半身下半身下半身

頭髪頭髪頭髪頭髪

入 浴

湯船湯船湯船湯船のののの出入出入出入出入りりりり動作動作動作動作

入浴の着眼点

ＰＴＰＴＰＴＰＴ
ＯＴＯＴＯＴＯＴ等等等等
ヘルパヘルパヘルパヘルパ－－－－
住宅改修住宅改修住宅改修住宅改修



排 泄

自発的自発的自発的自発的にトイレににトイレににトイレににトイレに行行行行けるかけるかけるかけるか
（（（（誘導誘導誘導誘導がががが必要必要必要必要か・か・か・か・拒否拒否拒否拒否はないかはないかはないかはないか））））

排泄動作排泄動作排泄動作排泄動作

トイレのトイレのトイレのトイレの場所場所場所場所のののの理解理解理解理解

ズボン･パンツズボン･パンツズボン･パンツズボン･パンツ
をををを下下下下げるげるげるげる

水水水水をををを流流流流すすすす

おおおお尻尻尻尻をををを拭拭拭拭くくくく

尿尿尿尿・・・・便意便意便意便意のののの有無有無有無有無

排泄の着眼点

便器便器便器便器へのへのへのへの乗乗乗乗りりりり移移移移りりりり

トイレまでのトイレまでのトイレまでのトイレまでの移動移動移動移動
(下着下着下着下着のののの汚汚汚汚れはないかれはないかれはないかれはないか））））

便器便器便器便器のののの中中中中にににに排泄排泄排泄排泄
（（（（周囲周囲周囲周囲をををを汚汚汚汚さないさないさないさない））））

後始末後始末後始末後始末

ズボン・パンツをズボン・パンツをズボン・パンツをズボン・パンツを上上上上げるげるげるげる

ＰＴＰＴＰＴＰＴ
ＯＴＯＴＯＴＯＴ等等等等
福祉用具福祉用具福祉用具福祉用具
ヘルパヘルパヘルパヘルパ－－－－
住宅改修住宅改修住宅改修住宅改修

バルン留置の有無バルン留置の有無バルン留置の有無バルン留置の有無
人工肛門の有無人工肛門の有無人工肛門の有無人工肛門の有無
パットパットパットパット 布パンツ布パンツ布パンツ布パンツ
リハパンツリハパンツリハパンツリハパンツ



更 衣

汚汚汚汚れれれれ物物物物とととと綺麗綺麗綺麗綺麗なななな物物物物のののの区別区別区別区別

上衣上衣上衣上衣・・・・下衣下衣下衣下衣のののの区別区別区別区別

準備準備準備準備(服服服服をををを揃揃揃揃えるえるえるえる））））

更衣の着眼点

着衣着衣着衣着衣

季節季節季節季節にににに合合合合ったったったった服装服装服装服装

目的目的目的目的にににに合合合合ったったったった服装服装服装服装

前後前後前後前後・・・・表裏表裏表裏表裏のののの区別区別区別区別

着着着着るるるる順番順番順番順番

ボタンボタンボタンボタン
ファスナーファスナーファスナーファスナー操作操作操作操作

脱衣脱衣脱衣脱衣

ボタン・ファスナーボタン・ファスナーボタン・ファスナーボタン・ファスナー操作操作操作操作

手足手足手足手足のののの動動動動きききき
（（（（袖袖袖袖からからからから腕腕腕腕をををを抜抜抜抜くくくく、、、、足足足足をををを抜抜抜抜くくくく））））

ＯＴＯＴＯＴＯＴ等等等等
ヘルパヘルパヘルパヘルパ－－－－



仕分仕分仕分仕分けけけけ

服薬管理
飲飲飲飲むむむむ回数回数回数回数

1回回回回のののの量量量量

服薬動作服薬動作服薬動作服薬動作

口口口口にににに入入入入れるれるれるれる

水水水水とととと一緒一緒一緒一緒にににに飲飲飲飲みみみみ込込込込むむむむ

包包包包みからみからみからみから薬薬薬薬をををを取取取取りりりり出出出出すすすす

保管方法保管方法保管方法保管方法

服薬管理の着眼点

薬薬薬薬のののの保管保管保管保管

紛失紛失紛失紛失しないしないしないしない

飲飲飲飲みみみみ方方方方のののの理解理解理解理解

1回回回回のののの種類種類種類種類

記憶記憶記憶記憶（（（（飲飲飲飲んだかどうかんだかどうかんだかどうかんだかどうか））））

ヘルパヘルパヘルパヘルパ－－－－
看護師看護師看護師看護師



食 事

食事食事食事食事のののの理解理解理解理解・・・・態度態度態度態度 摂取量摂取量摂取量摂取量

回数回数回数回数

バランスバランスバランスバランス

口口口口までまでまでまで運運運運ぶぶぶぶ

咀嚼咀嚼咀嚼咀嚼

口腔口腔口腔口腔

食食食食べるべるべるべる動作動作動作動作 義歯義歯義歯義歯のののの有無有無有無有無・・・・適合適合適合適合

清潔清潔清潔清潔

嚥下嚥下嚥下嚥下

環境環境環境環境

場所場所場所場所（（（（食堂食堂食堂食堂・ベッド・ベッド・ベッド・ベッド等等等等））））

姿勢姿勢姿勢姿勢

食事の着眼点

箸箸箸箸・スプーン・スプーン・スプーン・スプーン操作操作操作操作

意欲意欲意欲意欲（（（（食欲食欲食欲食欲））））

食物食物食物食物のののの認識認識認識認識
特徴特徴特徴特徴のののの理解理解理解理解

エネルギーエネルギーエネルギーエネルギー
（（（（カロリカロリカロリカロリ－）－）－）－）

誰誰誰誰とととと

口口口口のアセスメントのアセスメントのアセスメントのアセスメント
歯科医師歯科医師歯科医師歯科医師

歯科栄養士等歯科栄養士等歯科栄養士等歯科栄養士等

管理栄養士管理栄養士管理栄養士管理栄養士
栄養士栄養士栄養士栄養士・・・・歯科医歯科医歯科医歯科医
主治医等主治医等主治医等主治医等

ＰＴＰＴＰＴＰＴ
ＯＴＯＴＯＴＯＴ等等等等

食形態食形態食形態食形態(常食常食常食常食・・・・粥粥粥粥）））） ・・・・内容内容内容内容

摂食機能摂食機能摂食機能摂食機能とととと食欲食欲食欲食欲



虚弱な高齢者
を

元気にする方法論



・端座位→離床

人→DSDSDSDS、ＤＣ、家族、ＤＣ、家族、ＤＣ、家族、ＤＣ、家族
知人等知人等知人等知人等

物→電動ベッド,移動バー,
ナーセントトイレ,
段差解消→排泄の自立

・病状も安定．
・普段の体調を整える

生活意欲の向上

体力体力体力体力
活動力の活動力の活動力の活動力の

基本基本基本基本
運動

体力を低下させないためには

水分 栄養 排便
1500ｍｌ 1500cal 規則的規則的規則的規則的なななな

排便排便排便排便
1～～～～2キロキロキロキロ散歩散歩散歩散歩



移乗力移乗力

座 力 少しの間のつかまり立ち

軽い介助の立ち上がり

社会参加社会参加

長時間の座位保持(背もたれ可）

軽い介助の起き上がり

少しの間背もたれなしの座位保持

外 出

仲間との交流

QOLの向上

超えねばならぬこの一線

座 位

大田仁史資料大田仁史資料大田仁史資料大田仁史資料



65 才男性，脳出血，まず座らせることから

下肢拘縮予防下肢拘縮予防下肢拘縮予防下肢拘縮予防

覚醒水準覚醒水準覚醒水準覚醒水準

精神機能精神機能精神機能精神機能のののの活発化活発化活発化活発化

排泄排泄排泄排泄コントロコントロコントロコントロ－－－－ルルルル機能機能機能機能のののの向上向上向上向上

頸部頸部頸部頸部・・・・躯幹筋躯幹筋躯幹筋躯幹筋のののの弱化予防弱化予防弱化予防弱化予防

腹圧腹圧腹圧腹圧のののの上昇上昇上昇上昇

排泄排泄排泄排泄にににに有利有利有利有利なななな膀胱膀胱膀胱膀胱・・・・直腸直腸直腸直腸

排泄排泄排泄排泄のののの自立自立自立自立

人的

物理的

普通の食事を取り戻す普通の食事を取り戻す普通の食事を取り戻す普通の食事を取り戻す
排泄の自立排泄の自立排泄の自立排泄の自立
社会交流社会交流社会交流社会交流

超えねばならぬこの一線



H13.2.13 帰院帰院帰院帰院

65才脳出血 経口摂取を目指して！ 胃ろう・鼻腔さようなら！

口腔リハビリ口腔リハビリ口腔リハビリ口腔リハビリ

舌がでた！

チューブが抜けた

①水分量：①水分量：①水分量：①水分量：1500150015001500ｍｌｍｌｍｌｍｌ
②姿勢：座位姿勢体力改善②姿勢：座位姿勢体力改善②姿勢：座位姿勢体力改善②姿勢：座位姿勢体力改善
③常食から（かむ）：③常食から（かむ）：③常食から（かむ）：③常食から（かむ）：1500150015001500㌔カロリ－㌔カロリ－㌔カロリ－㌔カロリ－
④自分で食べる④自分で食べる④自分で食べる④自分で食べる
⑤ごちそう、おいしい料理、お寿司など⑤ごちそう、おいしい料理、お寿司など⑤ごちそう、おいしい料理、お寿司など⑤ごちそう、おいしい料理、お寿司など

常食に戻す－キ－ワ－ド常食に戻す－キ－ワ－ド常食に戻す－キ－ワ－ド常食に戻す－キ－ワ－ド
鼻腔･胃ろうは
①低栄養
②脱水
③寝たきり
④口腔の汚れ
⑤便秘
⑥スキントラブル

唾液腺マッサ－ジ唾液腺マッサ－ジ唾液腺マッサ－ジ唾液腺マッサ－ジ

多職種連携多職種連携多職種連携多職種連携



認知症について

老 化

要介護状態
寝たきり

認知症認知症認知症認知症

慢性疾患を抱えてる外出しない・閉じこもり

認知症と認知症と認知症と認知症と
身体は密身体は密身体は密身体は密
接に関係接に関係接に関係接に関係



介護サービス介護サービス介護サービス介護サービス
事業所事業所事業所事業所

医療機関医療機関医療機関医療機関
医師会医師会医師会医師会

専門医受診専門医受診専門医受診専門医受診

地域住民地域住民地域住民地域住民
企業企業企業企業

ボランティアボランティアボランティアボランティア

家族会家族会家族会家族会

警察警察警察警察
消防署消防署消防署消防署
郵便局郵便局郵便局郵便局

行政行政行政行政
包括支援包括支援包括支援包括支援
センタ－センタ－センタ－センタ－

身体

地域関係者地域関係者地域関係者地域関係者
（住民、行政、保健、医療、（住民、行政、保健、医療、（住民、行政、保健、医療、（住民、行政、保健、医療、
福祉関係者など）のネット福祉関係者など）のネット福祉関係者など）のネット福祉関係者など）のネット
ワークによる支援ワークによる支援ワークによる支援ワークによる支援

認知症の早期発見、相談機能の強化、専門人材の育成。認知症の早期発見、相談機能の強化、専門人材の育成。認知症の早期発見、相談機能の強化、専門人材の育成。認知症の早期発見、相談機能の強化、専門人材の育成。

認知症と認知症と認知症と認知症と
身体は密身体は密身体は密身体は密
接に関係接に関係接に関係接に関係

「徘徊模擬訓練」「認知症サポ－タ－養成」「徘徊模擬訓練」「認知症サポ－タ－養成」「徘徊模擬訓練」「認知症サポ－タ－養成」「徘徊模擬訓練」「認知症サポ－タ－養成」
といった認知症の方をとりまくといった認知症の方をとりまくといった認知症の方をとりまくといった認知症の方をとりまく｢｢｢｢周囲周囲周囲周囲｣｣｣｣の環境をの環境をの環境をの環境を
整える施策は連携図式にように実施されてるが・・・整える施策は連携図式にように実施されてるが・・・整える施策は連携図式にように実施されてるが・・・整える施策は連携図式にように実施されてるが・・・

・・・・24242424時間対応の在宅サ－ビスの充実時間対応の在宅サ－ビスの充実時間対応の在宅サ－ビスの充実時間対応の在宅サ－ビスの充実
・認知症サ－ビスの充実・認知症サ－ビスの充実・認知症サ－ビスの充実・認知症サ－ビスの充実 いくら周りが理解していくら周りが理解していくら周りが理解していくら周りが理解して

いても認知症の症状がいても認知症の症状がいても認知症の症状がいても認知症の症状が
解決しない！解決しない！解決しない！解決しない！

地域包括ケアシステム地域包括ケアシステム地域包括ケアシステム地域包括ケアシステム

認知症サポ－タ－認知症サポ－タ－認知症サポ－タ－認知症サポ－タ－
養成講座養成講座養成講座養成講座

徘徊模擬訓練徘徊模擬訓練徘徊模擬訓練徘徊模擬訓練

認知症は正し認知症は正し認知症は正し認知症は正し
い知識と適切い知識と適切い知識と適切い知識と適切
なケアで予防なケアで予防なケアで予防なケアで予防
や改善が可能や改善が可能や改善が可能や改善が可能



認知症の症状を改善するための基礎知識

自宅では自宅では自宅では自宅では→→→→朝朝朝朝6666時に起床し，洗面したあとに朝食作り・・・・平凡な行動時に起床し，洗面したあとに朝食作り・・・・平凡な行動時に起床し，洗面したあとに朝食作り・・・・平凡な行動時に起床し，洗面したあとに朝食作り・・・・平凡な行動

これが自宅ではなく旅先のホテルだと・・・これが自宅ではなく旅先のホテルだと・・・これが自宅ではなく旅先のホテルだと・・・これが自宅ではなく旅先のホテルだと・・・｢｢｢｢朝食作り朝食作り朝食作り朝食作り｣｣｣｣は行いませんは行いませんは行いませんは行いません

自宅とホテルの自宅とホテルの自宅とホテルの自宅とホテルの｢｢｢｢状況」のちがい！状況」のちがい！状況」のちがい！状況」のちがい！

｢｢｢｢状況」状況」状況」状況」に正しく行動していくには，まず状況を正しくに正しく行動していくには，まず状況を正しくに正しく行動していくには，まず状況を正しくに正しく行動していくには，まず状況を正しく｢｢｢｢認知認知認知認知｣｣｣｣するするするする

「状況」「状況」「状況」「状況」をつくっているものは｢｢｢｢人」「物」「時間」人」「物」「時間」人」「物」「時間」人」「物」「時間」で

それらが全体とし｢｢｢｢場」場」場」場」をつくる

物
時間

人場

状況：つねに周囲をとりまいて，
人は離れることはできない．

刻々と変化するごとに，正しい

「認知」を必要とする

脳脳脳脳のののの働働働働きのきのきのきの一一一一つつつつ



認識

理解 判断

※※※※今日は８月１５日今日は８月１５日今日は８月１５日今日は８月１５日 土曜日土曜日土曜日土曜日 午前６時であると知る、これが午前６時であると知る、これが午前６時であると知る、これが午前６時であると知る、これが“認識”“認識”“認識”“認識”

※※※※今日は高知市の研修会今日は高知市の研修会今日は高知市の研修会今日は高知市の研修会

の日であるの日であるの日であるの日である“理解”“理解”“理解”“理解”

「判断」：自分のとるべき行動「判断」：自分のとるべき行動「判断」：自分のとるべき行動「判断」：自分のとるべき行動

※※※※遅れないように遅れないように遅れないように遅れないように

会場に入ろうと会場に入ろうと会場に入ろうと会場に入ろうと“判断”“判断”“判断”“判断”

朝,目が覚める
“ここはどこ“

ふとんから起きて
行動を開始する

身支度して
出勤する

「認識」：今自分がおかれている「場」「認識」：今自分がおかれている「場」「認識」：今自分がおかれている「場」「認識」：今自分がおかれている「場」

「理解」：その場と自分の関係「理解」：その場と自分の関係「理解」：その場と自分の関係「理解」：その場と自分の関係

時間の流れの上に乗って、聞く・見ることにより入る情報と同時に過去のことを時間の流れの上に乗って、聞く・見ることにより入る情報と同時に過去のことを時間の流れの上に乗って、聞く・見ることにより入る情報と同時に過去のことを時間の流れの上に乗って、聞く・見ることにより入る情報と同時に過去のことを

想起しながら、状況を想起しながら、状況を想起しながら、状況を想起しながら、状況を「「「「認識し、理解し、判断認識し、理解し、判断認識し、理解し、判断認識し、理解し、判断」」」」して、言葉に表す・行動するして、言葉に表す・行動するして、言葉に表す・行動するして、言葉に表す・行動する

人は体を動かすことに
よって周囲の状況を

“認知”してる

認知認知認知認知



今、どこに今、どこに今、どこに今、どこにいるのかいるのかいるのかいるのか（認識）（認識）（認識）（認識）

なぜなぜなぜなぜここにいるのかここにいるのかここにいるのかここにいるのか（理解）（理解）（理解）（理解）

どのようにどのようにどのようにどのようにふるまうふるまうふるまうふるまうべきかべきかべきかべきか（判断）（判断）（判断）（判断）

などがちゃんと分かっていないこと。などがちゃんと分かっていないこと。などがちゃんと分かっていないこと。などがちゃんと分かっていないこと。

体が動かないと周囲の「状況」を認知できない

つまり、状況を正しく認知できないことをつまり、状況を正しく認知できないことをつまり、状況を正しく認知できないことをつまり、状況を正しく認知できないことを

「認知障害」「認知障害」「認知障害」「認知障害」といいます。といいます。といいます。といいます。

逆に言
えば

事例からみてみましょう



事例紹介
67才男性，Ｏ氏9ヶ月間入院

病気で身体を動かせない

体が動かないと周囲の状況を認知出来ない体が動かないと周囲の状況を認知出来ない体が動かないと周囲の状況を認知出来ない体が動かないと周囲の状況を認知出来ない

ここは、どういう場なの？ここは、どういう場なの？ここは、どういう場なの？ここは、どういう場なの？ （認識）（認識）（認識）（認識）
自分は、何故、ここにいるの？（理解）自分は、何故、ここにいるの？（理解）自分は、何故、ここにいるの？（理解）自分は、何故、ここにいるの？（理解）
自分は、どうすればいいの？（判断自分は、どうすればいいの？（判断自分は、どうすればいいの？（判断自分は、どうすればいいの？（判断))))

くも膜下出血くも膜下出血くも膜下出血くも膜下出血

左不全麻痺と高次脳機能障害（認知症）左不全麻痺と高次脳機能障害（認知症）左不全麻痺と高次脳機能障害（認知症）左不全麻痺と高次脳機能障害（認知症）

食事風景食事風景食事風景食事風景

口腔ケア口腔ケア口腔ケア口腔ケア

ゲゲゲゲ－－－－ムのムのムのムの得点計算得点計算得点計算得点計算がががが出来出来出来出来る・る・る・る・尿意尿意尿意尿意・・・・便意便意便意便意をををを訴訴訴訴えるえるえるえる

水分水分水分水分300300300300～～～～400400400400ｍｌ全がゆ・体重ｍｌ全がゆ・体重ｍｌ全がゆ・体重ｍｌ全がゆ・体重36kg36kg36kg36kg

体重：体重：体重：体重：42.9kg42.9kg42.9kg42.9kg

ぼ－っとしてる
無反応・無気力

水分量水分量水分量水分量1500150015001500ｍｌｍｌｍｌｍｌ
食事は普通食食事は普通食食事は普通食食事は普通食

認知力低下認知力低下認知力低下認知力低下

脱水・低栄養
低活動・便秘



寝たきりにしない
日中の離床

椅子の生活へ

・医療受診で病状も安定
・普段の体調を整える

生活意欲の向上

自発性の向上
笑顔が出る

体力
活動力の

基本
水分 栄養 排便 運動

1500ｍｌ 1500カロリ－

常食
規則的な排便 パワ－リハ

7時間離床など

虚弱・体の動きが低下してる「Ｏ」さん，元気を取り戻すには・・・

くも膜下出血
脳出血

左不全麻痺

妻・子供・看護師等

リハビリ職員

手摺り・ベット等・スロ－プ手摺り・ベット等・スロ－プ手摺り・ベット等・スロ－プ手摺り・ベット等・スロ－プ
座ろうくん等の座ろうくん等の座ろうくん等の座ろうくん等の

福祉機器福祉機器福祉機器福祉機器

300～400ｍｌ 全全全全がゆがゆがゆがゆ 便秘便秘便秘便秘 寝寝寝寝たきりたきりたきりたきり

ADL・IADLの改善



脱水と低活動へのアプローチで改善した例

・元気になって家事が出来る
・右手に包丁,左手にジャガイモ

（（（（H14.2.28H14.2.28H14.2.28H14.2.28）））） 41414141秒秒秒秒 （（（（H14.4.23H14.4.23H14.4.23H14.4.23）））） 22222222秒秒秒秒

９５才９５才９５才９５才 女性女性女性女性 娘夫婦と敷地内同居娘夫婦と敷地内同居娘夫婦と敷地内同居娘夫婦と敷地内同居
・娘が認知症で要介護状態に。この頃から、夜間不眠、物盗られ妄想が見られるようになった。・娘が認知症で要介護状態に。この頃から、夜間不眠、物盗られ妄想が見られるようになった。・娘が認知症で要介護状態に。この頃から、夜間不眠、物盗られ妄想が見られるようになった。・娘が認知症で要介護状態に。この頃から、夜間不眠、物盗られ妄想が見られるようになった。
・娘婿は、妻と姑の二人の介護は困難ため、母親の方がグループホームに入居・娘婿は、妻と姑の二人の介護は困難ため、母親の方がグループホームに入居・娘婿は、妻と姑の二人の介護は困難ため、母親の方がグループホームに入居・娘婿は、妻と姑の二人の介護は困難ため、母親の方がグループホームに入居
・入居時は、見当識障害、記憶力の低下が顕著・入居時は、見当識障害、記憶力の低下が顕著・入居時は、見当識障害、記憶力の低下が顕著・入居時は、見当識障害、記憶力の低下が顕著
・入居直前の自宅での水分は、・入居直前の自宅での水分は、・入居直前の自宅での水分は、・入居直前の自宅での水分は、500ml500ml500ml500ml

認識・理解・判断認識・理解・判断認識・理解・判断認識・理解・判断

〇運動プログラム〇運動プログラム〇運動プログラム〇運動プログラム
1h1h1h1h××××2/w2/w2/w2/w

〇水分〇水分〇水分〇水分
1111週間かけて週間かけて週間かけて週間かけて
1,500ml1,500ml1,500ml1,500mlまで増やすまで増やすまで増やすまで増やす

2222か月後か月後か月後か月後

34



認知機能低下がすべて
認知症に移行しない

体の動きと密接な関係

「水不足・低栄養・低活動・便秘」



低活動低活動低活動低活動
脱水脱水脱水脱水

骨折骨折骨折骨折
痛み痛み痛み痛み

かゆみかゆみかゆみかゆみ

意識レベルの低下意識レベルの低下意識レベルの低下意識レベルの低下
血液内の水分量が低下血液内の水分量が低下血液内の水分量が低下血液内の水分量が低下

「ドロドロ血」「ドロドロ血」「ドロドロ血」「ドロドロ血」になり、になり、になり、になり、
脳の血液循環を低下させ意識脳の血液循環を低下させ意識脳の血液循環を低下させ意識脳の血液循環を低下させ意識
レベルが低下して“ぼんやり”レベルが低下して“ぼんやり”レベルが低下して“ぼんやり”レベルが低下して“ぼんやり”
しますしますしますします
日中の傾眠も考えれる日中の傾眠も考えれる日中の傾眠も考えれる日中の傾眠も考えれる

自律神経系の働きが自律神経系の働きが自律神経系の働きが自律神経系の働きが
活発に“いらいら”活発に“いらいら”活発に“いらいら”活発に“いらいら”
して情緒不安定になるして情緒不安定になるして情緒不安定になるして情緒不安定になる
「情緒的不穏の興奮」「情緒的不穏の興奮」「情緒的不穏の興奮」「情緒的不穏の興奮」

必要な食事量が少ない，必要な食事量が少ない，必要な食事量が少ない，必要な食事量が少ない，
食べても消化吸収がうま食べても消化吸収がうま食べても消化吸収がうま食べても消化吸収がうま
くいかないくいかないくいかないくいかない

低栄養低栄養低栄養低栄養
「体力」が低く動けない「体力」が低く動けない「体力」が低く動けない「体力」が低く動けない

水分・栄養・便・運動(身体不調)が崩れると、認知力低下へ

低栄養低栄養低栄養低栄養 便秘便秘便秘便秘

覚醒水準覚醒水準覚醒水準覚醒水準↓

食事への意欲低下食事への意欲低下食事への意欲低下食事への意欲低下

唾液分泌の低下唾液分泌の低下唾液分泌の低下唾液分泌の低下

口腔の働きの口腔の働きの口腔の働きの口腔の働きの
不活発化不活発化不活発化不活発化

体の動きを体の動きを体の動きを体の動きを
失わせる失わせる失わせる失わせる

頻回のむせ頻回のむせ頻回のむせ頻回のむせ

低活動は血液の循環は低低活動は血液の循環は低低活動は血液の循環は低低活動は血液の循環は低
下し脳の血液循環が悪く下し脳の血液循環が悪く下し脳の血液循環が悪く下し脳の血液循環が悪く
なりますなりますなりますなります

低体力低体力低体力低体力



意識レベルの低下
血液内の水分量が低下→「ドロドロ血」

◆サラサラ血液：血液中の水分量
が多いことではなく赤血球や
白血球、血小板などの細胞成分
の状態がよいこと

◆ドロドロ血液：赤血球の膜が硬赤血球の膜が硬赤血球の膜が硬赤血球の膜が硬
くなり変形くなり変形くなり変形くなり変形しにくくなって細い
所を通り抜けにくくなったり、
白血球が酸化白血球が酸化白血球が酸化白血球が酸化されてベタベタの
状態になったり、血小板がくっ血小板がくっ血小板がくっ血小板がくっ
ついてついてついてついてしまったりして結果的に
血液の流れが悪くなった状態。

http://rockyriverromance.com/foodsafety/magmag92.h...



まとめますと・・・

◆脱水状態脱水状態脱水状態脱水状態になると、食欲が低下し、便秘になり、元
気を失い活動ができなくなります

◆便秘便秘便秘便秘になると、気分は落ち着かず、活動性が低下し
ます

◆低栄養低栄養低栄養低栄養になると、疲れやすく、生活意欲が低下しま
す

◆活動をしないと活動をしないと活動をしないと活動をしないと、脳の血液循環が悪くなり、脳が不
活発になります
食事・水分・排泄・運動が互いに関連し
ているのがよくわかります。



認知症への知識



正常に発達した脳が正常に発達した脳が正常に発達した脳が正常に発達した脳がいろいろな原因でいろいろな原因でいろいろな原因でいろいろな原因で

脳細胞が死んで脳細胞が死んで脳細胞が死んで脳細胞が死んでしまったり、働きが悪くしまったり、働きが悪くしまったり、働きが悪くしまったり、働きが悪く

なったためになったためになったためになったためにさまざまな障害さまざまな障害さまざまな障害さまざまな障害が起こっている状態が起こっている状態が起こっている状態が起こっている状態

生活する上で支障が出てる状態生活する上で支障が出てる状態生活する上で支障が出てる状態生活する上で支障が出てる状態→→→→

6666ヶ月以上継続ヶ月以上継続ヶ月以上継続ヶ月以上継続→→→→徐々に進行徐々に進行徐々に進行徐々に進行

病気病気病気病気

関わり方で病気の進行が左右します。

認知症とはどういうものか？

病変がある病変がある病変がある病変がある

認知障害認知障害認知障害認知障害((((認識・理解・判断認識・理解・判断認識・理解・判断認識・理解・判断))))

生活障害生活障害生活障害生活障害

慢性硬膜下血腫術後慢性硬膜下血腫術後慢性硬膜下血腫術後慢性硬膜下血腫術後
糖尿病・肺炎糖尿病・肺炎糖尿病・肺炎糖尿病・肺炎
脳出血後遺症脳出血後遺症脳出血後遺症脳出血後遺症・脳梗塞・脳梗塞・脳梗塞・脳梗塞
慢性腎不全慢性腎不全慢性腎不全慢性腎不全
貧血，症候性てんかん貧血，症候性てんかん貧血，症候性てんかん貧血，症候性てんかん
多発性脳梗塞多発性脳梗塞多発性脳梗塞多発性脳梗塞
右大腿骨骨折・高血圧右大腿骨骨折・高血圧右大腿骨骨折・高血圧右大腿骨骨折・高血圧
くも膜下出血くも膜下出血くも膜下出血くも膜下出血
気管支肺炎・貧血気管支肺炎・貧血気管支肺炎・貧血気管支肺炎・貧血
鬱状態・腰椎圧迫骨折鬱状態・腰椎圧迫骨折鬱状態・腰椎圧迫骨折鬱状態・腰椎圧迫骨折
アルツハイマ－型認知症アルツハイマ－型認知症アルツハイマ－型認知症アルツハイマ－型認知症
右前腕骨折・胃癌右前腕骨折・胃癌右前腕骨折・胃癌右前腕骨折・胃癌
脳血管性認知症などなど脳血管性認知症などなど脳血管性認知症などなど脳血管性認知症などなど
神経因性膀胱神経因性膀胱神経因性膀胱神経因性膀胱

興奮・粗暴・暴力不穏になる・異食被害的言動・嫉妬妄想・帰宅願望・徘徊・物集め人集め・人物誤人興奮・粗暴・暴力不穏になる・異食被害的言動・嫉妬妄想・帰宅願望・徘徊・物集め人集め・人物誤人興奮・粗暴・暴力不穏になる・異食被害的言動・嫉妬妄想・帰宅願望・徘徊・物集め人集め・人物誤人興奮・粗暴・暴力不穏になる・異食被害的言動・嫉妬妄想・帰宅願望・徘徊・物集め人集め・人物誤人



認知症の症状にはどんな
特徴がありますか？



最近のことを
覚えていない

話を取り繕う

おばあさん 80歳前半 一人暮らし・・外出がおっくうに・・・

私は、ナーンモ困まっとらんが・・・

あんたは誰・・・

新しい道具が使えない
リモコン操作が・・
テレビが映らんけ～
通帳がない・・

失禁の始末
が出来ない

状況に応じた服
装が出来ない
（夏なのに何枚も
重ね着）

通帳どこにし
まった？

（問いつめる）

何でこんなモンを
ここに入れとるのー

（問いつめる・注意）

こんにちは
今日はヘルパーさん

のことで･･･
暑いでしょう？

脱いだらー（指示・命令）

娘ケアマネ



物忘れ
（中核症状）

取り巻く取り巻く取り巻く取り巻く
環境とケア環境とケア環境とケア環境とケア

元々の性格素質元々の性格素質元々の性格素質元々の性格素質

★★★★何でも自分でやら何でも自分でやら何でも自分でやら何でも自分でやら
ないと気がすまないないと気がすまないないと気がすまないないと気がすまない

★頑固、わがまま★頑固、わがまま★頑固、わがまま★頑固、わがまま
★気性が激しい★気性が激しい★気性が激しい★気性が激しい
★こだわりの強い人★こだわりの強い人★こだわりの強い人★こだわりの強い人

★★★★人にとけ込まない人にとけ込まない人にとけ込まない人にとけ込まない
★無趣味・無口★無趣味・無口★無趣味・無口★無趣味・無口
★非社交的★非社交的★非社交的★非社交的 周辺症状

何枚も重ね着何枚も重ね着何枚も重ね着何枚も重ね着
訊ねると「あんたどちらさん」訊ねると「あんたどちらさん」訊ねると「あんたどちらさん」訊ねると「あんたどちらさん」
「ヘルパ－です」と、知らない「ヘルパ－です」と、知らない「ヘルパ－です」と、知らない「ヘルパ－です」と、知らない
何回も同じ事聞く何回も同じ事聞く何回も同じ事聞く何回も同じ事聞く

最近の事を覚えてない最近の事を覚えてない最近の事を覚えてない最近の事を覚えてない
困ってることの自覚が出来ない困ってることの自覚が出来ない困ってることの自覚が出来ない困ってることの自覚が出来ない
道具の操作ができない（テレビ）道具の操作ができない（テレビ）道具の操作ができない（テレビ）道具の操作ができない（テレビ）
状況に合わせた服が着れない状況に合わせた服が着れない状況に合わせた服が着れない状況に合わせた服が着れない
失禁の始末ができない失禁の始末ができない失禁の始末ができない失禁の始末ができない

・言い聞かせる・言い聞かせる・言い聞かせる・言い聞かせる
・指示・命令する・指示・命令する・指示・命令する・指示・命令する
・問いつめる・問いつめる・問いつめる・問いつめる
・あせりで口調が・あせりで口調が・あせりで口調が・あせりで口調が

きつくなるきつくなるきつくなるきつくなる

興奮・粗暴・暴力興奮・粗暴・暴力興奮・粗暴・暴力興奮・粗暴・暴力
不穏になる・異食不穏になる・異食不穏になる・異食不穏になる・異食
被害的言動・嫉妬妄想被害的言動・嫉妬妄想被害的言動・嫉妬妄想被害的言動・嫉妬妄想
帰宅願望・徘徊・物集め帰宅願望・徘徊・物集め帰宅願望・徘徊・物集め帰宅願望・徘徊・物集め
人集め・人物誤人人集め・人物誤人人集め・人物誤人人集め・人物誤人ぼんやりしていて周りに無反応ぼんやりしていて周りに無反応ぼんやりしていて周りに無反応ぼんやりしていて周りに無反応

普段の体調普段の体調普段の体調普段の体調
脱水・低栄養脱水・低栄養脱水・低栄養脱水・低栄養
便秘・低活動便秘・低活動便秘・低活動便秘・低活動
ケガ･かゆみ・痛みケガ･かゆみ・痛みケガ･かゆみ・痛みケガ･かゆみ・痛み

認知症の症状 治りにくい治りにくい治りにくい治りにくい

改善できる改善できる改善できる改善できる
軽減できる軽減できる軽減できる軽減できる

神経細胞神経細胞神経細胞神経細胞
ネットワ－クネットワ－クネットワ－クネットワ－ク

の崩壊の崩壊の崩壊の崩壊



取り巻く環境とケア

昔昔昔昔はははは大黒柱大黒柱大黒柱大黒柱だったおだったおだったおだったお父父父父さんさんさんさん 良妻賢母良妻賢母良妻賢母良妻賢母でででで尽尽尽尽くしてきたおくしてきたおくしてきたおくしてきたお母母母母さんさんさんさん

物忘れが激しくなり、失敗が
続出するようになる。

悪気はないが、失敗を直そうと
「しっかりしてよ」と激励
「叱っている」という意識はなく、
以前のしっかり者のお父さんに
戻って欲しいという願いの声かけ

自分がよく失敗するので、
しょっちゅう「叱られている」
と受け取る。 （（（（被害妄想被害妄想被害妄想被害妄想））））

こんな口うるさい人は、俺の
妻ではない！何処かの意地
悪婆さんだ。 （（（（人物誤認人物誤認人物誤認人物誤認））））

失敗続きの夫と付き合うストレス
発散のため、ときどき老人会に気
晴らしに出かけるようになる。男
性とも話す機会が出てくる。

この頃妻がよく出かけるし、
俺のことを馬鹿にしたり叱っ
てばかりだ。これは男が出
来たせいだ。（（（（嫉妬妄想嫉妬妄想嫉妬妄想嫉妬妄想））））

診察のときに、こういう“からくり”“からくり”“からくり”“からくり”
が見えてくれば、薬物療法ではなく、
環境（奥さん）の調整を先ず試みる。
功を奏す場合がある。出雲の「小山のおうち」の高橋先生から聞いた話



認知症の“からくり”

話せなくなる

出来ていたことができにくくなる

中核
症状

不自由 失敗

コミュケ－ションが
とれなくなる

温かい会話が少なくなる

社会
的

孤立

家庭で
も孤立

孤独

指摘

され
る

居場所がなくなる

役割を外される／主役でなくなる

脇役 お荷物

不安・焦燥
寂寥

寄る辺なさ

ＢＰＳＤ
(行動・心理症状

混乱

叱られてる叱られてる叱られてる叱られてる叱られてる

尊厳尊厳尊厳尊厳
を失を失を失を失
うううう

高橋幸男著 認知症はこわくない著より



～

認知力の低下から

周辺症状へ

（ＢＰＳＤ）

身体の活動性低下・社会役割希薄

“わけのわからない”
状況に直面

「混乱」「混乱」「混乱」「混乱」

とりまく環境の変化からとりまく環境の変化からとりまく環境の変化からとりまく環境の変化から
「自分」「自分」「自分」「自分」がなぜここにいるか・・・

「不安」「不安」「不安」「不安」自己の存在そのものが不確
かなものになったとき不安が生ま
れる

孤独孤独孤独孤独
怯え怯え怯え怯え

怒り怒り怒り怒り
悲しみ悲しみ悲しみ悲しみ



周辺症状周辺症状周辺症状周辺症状 現れ方現れ方現れ方現れ方 要因要因要因要因

幻覚・幻聴・幻聴
興奮・暴力・暴言

粗暴・不穏・放尿
落ち着きがなく歩きま
わる・被害妄想

帰宅願望・徘徊
嫉妬妄想・異食
もの盗られ妄想
人物誤人・拒否
急に興奮する

夕方～夜間、早朝 脱水

週に１～２回 便秘

環境が変わった時 環境(人的・物的)への不適応

常
時

指示･命令的な言葉かけ 言葉の抑制

嫌なことをすすめた時 抑制・からだのどこかに痛みがある

脱水・低栄養・低活動・低体力

一人でいる時
ゲ－ムで一人残されてる

社会・役割の希薄・孤独・孤立

ぼんやりして周囲
に関心を示さない
気分にむらがある

常にぼんやりしている 無反応が常態化

嫌なこと、不快があると興奮 低栄養・低活動・低体力

ぼ－っとしてる・元気がない 脱水・低栄養・低活動

物・人集め ・徘徊
異食・帰宅願望

一人でいる時 孤独・役割がない

過去に逆戻り 懐かしい物や状況に遭遇
したとき

孤独

徘徊・歩きまわる 環境が変わった時 環境への不適応

目的がはっきりしている 孤独

周辺症状（ＢＰＳＤ）の観察から要因分析が大切

い
つ

ど
こ
で

ど
の
よ
う
な
状
況



認知症の中で最も多いタイプに“脱水”

午前午前午前午前 午後午後午後午後
正
午
正
午
正
午
正
午

夕
方
夕
方
夕
方
夕
方

夜間夜間夜間夜間

・夕方になると・夕方になると・夕方になると・夕方になると
落ち着かない落ち着かない落ち着かない落ち着かない
出かけてしまう出かけてしまう出かけてしまう出かけてしまう
ソワソワするソワソワするソワソワするソワソワする

・朝方に出かける・朝方に出かける・朝方に出かける・朝方に出かける
・興奮・不穏状態・興奮・不穏状態・興奮・不穏状態・興奮・不穏状態

体を動かしてるのに
飲む水が少ないと、時間が経つに
つれて水分バランスが崩れていく
これが症状の現れてくる原因です

午前中は落ち着いて穏やか午前中は落ち着いて穏やか午前中は落ち着いて穏やか午前中は落ち着いて穏やか

午前中はまだ水分の
バランスがとれてる。

朝食、昼食で
水分がとれて

るから



水の重要性

水が細胞を活性化させ、身体と意識の両面を活性化させていく

認知症状認知症状認知症状認知症状

コミュケ－ションコミュケ－ションコミュケ－ションコミュケ－ション

尿便意・抑制尿便意・抑制尿便意・抑制尿便意・抑制

意識意識意識意識↑↑↑↑
覚醒覚醒覚醒覚醒↑↑↑↑

身体の身体の身体の身体の
活動性活動性活動性活動性↑↑↑↑

歩行歩行歩行歩行

諸活動諸活動諸活動諸活動

細胞の活性化細胞の活性化細胞の活性化細胞の活性化

細胞の快適環境細胞の快適環境細胞の快適環境細胞の快適環境 代謝の活性化代謝の活性化代謝の活性化代謝の活性化

水



「普段の体調・精神活動」の連鎖の構造

食
べ
物

体をつくるもと体をつくるもと体をつくるもと体をつくるもと
肉、魚、卵、牛乳
乳製品、豆など
（タンパク質の素）

細胞細胞細胞細胞

毛細血管毛細血管毛細血管毛細血管

骨細胞骨細胞骨細胞骨細胞

筋細胞筋細胞筋細胞筋細胞

神経細胞神経細胞神経細胞神経細胞

⇒⇒⇒⇒ 骨骨骨骨

⇒⇒⇒⇒ 筋肉筋肉筋肉筋肉

⇒ 脳

水水水水

運動運動運動運動

活性化活性化活性化活性化

血の巡りに影響

活性化活性化活性化活性化

筋肉が少ないと脱水になり
やすい。ぼーっとなる

体力低下、意欲が湧かない、体力低下、意欲が湧かない、体力低下、意欲が湧かない、体力低下、意欲が湧かない、
集中できず失敗が多くなる。集中できず失敗が多くなる。集中できず失敗が多くなる。集中できず失敗が多くなる。

歯で噛むことが脳細胞を歯で噛むことが脳細胞を歯で噛むことが脳細胞を歯で噛むことが脳細胞を
活性化活性化活性化活性化

歯で噛むことが脳細胞を歯で噛むことが脳細胞を歯で噛むことが脳細胞を歯で噛むことが脳細胞を
活性化活性化活性化活性化

食欲が出ない

便秘

エネルギーの素エネルギーの素エネルギーの素エネルギーの素
米、パン、めん類米、パン、めん類米、パン、めん類米、パン、めん類
いも類、油、砂糖いも類、油、砂糖いも類、油、砂糖いも類、油、砂糖
（炭水化物、脂質）（炭水化物、脂質）（炭水化物、脂質）（炭水化物、脂質）

食べただけでは食べただけでは食べただけでは食べただけでは

筋肉は作られない筋肉は作られない筋肉は作られない筋肉は作られない

体の調子を整える体の調子を整える体の調子を整える体の調子を整える
野菜、果実、キノコ類野菜、果実、キノコ類野菜、果実、キノコ類野菜、果実、キノコ類
（（（（無機質、ビタミン）無機質、ビタミン）無機質、ビタミン）無機質、ビタミン）

60兆個の細胞細胞細胞細胞
２６０２６０２６０２６０種類種類種類種類のののの細胞細胞細胞細胞

石黒秀喜氏スライド資料

肺細胞肺細胞肺細胞肺細胞 ⇒⇒⇒⇒ 肺肺肺肺
心筋細胞心筋細胞心筋細胞心筋細胞 ⇒⇒⇒⇒ 心臓心臓心臓心臓

胃腺細胞胃腺細胞胃腺細胞胃腺細胞 ⇒⇒⇒⇒ 胃胃胃胃



水水水水

食事食事食事食事

運動運動運動運動

便便便便

自然な排便自然な排便自然な排便自然な排便

散歩１日２キロ３０分散歩１日２キロ３０分散歩１日２キロ３０分散歩１日２キロ３０分

１日１日１日１日1,5001,5001,5001,500㌍㌍㌍㌍

１日１日１日１日1,500cc1,500cc1,500cc1,500cc

認知症予防認知症予防認知症予防認知症予防

ラジオ体操

太極拳太極拳太極拳太極拳

２２２２.好好好好みのみのみのみの飲飲飲飲みみみみ物物物物をををを探探探探すすすす

１１１１.集団集団集団集団でででで飲飲飲飲む・む・む・む・一緒一緒一緒一緒にににに飲飲飲飲むむむむ

（コーヒー（コーヒー（コーヒー（コーヒー,,,,紅茶紅茶紅茶紅茶,,,,ココアココアココアココア,,,,牛乳牛乳牛乳牛乳,,,,ジュース等）ジュース等）ジュース等）ジュース等）

３３３３.食食食食べるべるべるべる飲料飲料飲料飲料 寒天寒天寒天寒天 ゼリーゼリーゼリーゼリー

ふだんの体調を整えると認知力が回復する

運動運動運動運動するとするとするとすると海馬海馬海馬海馬にににに新新新新しいしいしいしい細胞細胞細胞細胞がががが生生生生まれるまれるまれるまれる



高齢者の基本ケアは「水分・食事・排便・運動」



水分がケアの基本です

意識レベル↑

(覚醒水準↑）

しっかり尿意を感じるしっかり尿意を感じるしっかり尿意を感じるしっかり尿意を感じる
「ここはトイレでないので「ここはトイレでないので「ここはトイレでないので「ここはトイレでないので
我慢しよう」と抑制が出来る我慢しよう」と抑制が出来る我慢しよう」と抑制が出来る我慢しよう」と抑制が出来る
便意・尿意抑制（がまん）便意・尿意抑制（がまん）便意・尿意抑制（がまん）便意・尿意抑制（がまん）

水分は水分は水分は水分は
身体の活動性を身体の活動性を身体の活動性を身体の活動性を
増やす働きもあり増やす働きもあり増やす働きもあり増やす働きもあり
歩行能力を向上歩行能力を向上歩行能力を向上歩行能力を向上 活動性↑ 歩行能力アップ↑

胃･大腸反射
(空腹時の水）

起立大腸反射

※※※※立ったり歩いたり立ったり歩いたり立ったり歩いたり立ったり歩いたり
することですることですることですることで

大腸が刺激される大腸が刺激される大腸が刺激される大腸が刺激される胃が刺激を受ける
大腸の動きが活発

水水水水

水分が増えると水分が増えると水分が増えると水分が増えると→→→→尿量が増加尿量が増加尿量が増加尿量が増加
さらには尿失禁が増えると考えれるさらには尿失禁が増えると考えれるさらには尿失禁が増えると考えれるさらには尿失禁が増えると考えれる
が・・・実は尿意の覚知と抑制にが・・・実は尿意の覚知と抑制にが・・・実は尿意の覚知と抑制にが・・・実は尿意の覚知と抑制に
より尿失禁には至らないより尿失禁には至らないより尿失禁には至らないより尿失禁には至らない

前頭葉での前頭葉での前頭葉での前頭葉での｢｢｢｢尿意の覚知尿意の覚知尿意の覚知尿意の覚知｣｣｣｣
｢｢｢｢状況認知状況認知状況認知状況認知｣｣｣｣「抑制」「準備」「抑制」「準備」「抑制」「準備」「抑制」「準備」
「排泄命令」一連の動きは「排泄命令」一連の動きは「排泄命令」一連の動きは「排泄命令」一連の動きは

脳の「覚醒水準」脳の「覚醒水準」脳の「覚醒水準」脳の「覚醒水準」によってによってによってによって
支えらてる支えらてる支えらてる支えらてる

尿失禁改善尿失禁改善尿失禁改善尿失禁改善 動かないで生活を送ってる動かないで生活を送ってる動かないで生活を送ってる動かないで生活を送ってる

と、活発な起立大腸反射はと、活発な起立大腸反射はと、活発な起立大腸反射はと、活発な起立大腸反射は

起こらない。そうすると大起こらない。そうすると大起こらない。そうすると大起こらない。そうすると大

腸内の便の移動が停滞しが腸内の便の移動が停滞しが腸内の便の移動が停滞しが腸内の便の移動が停滞しが

ちになる。ちになる。ちになる。ちになる。



１日の主食のカロリー数×２≒１日の摂取カロリー数

ごはんごはんごはんごはん
100グラム

150グラム

168kcal

250kcal

お粥お粥お粥お粥 200200200200
ｇ

全粥

5部粥

重湯

140kcal

70kcal

40kcal

パン
１枚

バターつき

160kcal

230kcal

■ 摂取カロリ－数の求め方

食事食事食事食事

男の茶碗では150g 252kcal
女の茶碗では110g 185kcal

必要な１日に必要なカロリー数

１日３食の咀しゃく回数１日３食の咀しゃく回数１日３食の咀しゃく回数１日３食の咀しゃく回数
“かむ”運動約“かむ”運動約“かむ”運動約“かむ”運動約2500250025002500回回回回

咀しゃく回数の低下咀しゃく回数の低下咀しゃく回数の低下咀しゃく回数の低下舌の動き、口全体の動きに影響し舌の動き、口全体の動きに影響し舌の動き、口全体の動きに影響し舌の動き、口全体の動きに影響し
口腔機能低下がおこる口腔機能低下がおこる口腔機能低下がおこる口腔機能低下がおこるやわらかい食事やわらかい食事やわらかい食事やわらかい食事

１５００Ｋｃal



やわらかい食事からはじまる口腔機能の廃用症候群

常食

歯・歯ぐきの不調？むせ？歯・歯ぐきの不調？むせ？歯・歯ぐきの不調？むせ？歯・歯ぐきの不調？むせ？

やわらかい食事

開口度↓咀嚼回数が減少
舌突出度↓舌の動きが減少

廃用症候群廃用症候群廃用症候群廃用症候群
(口腔機能低下口腔機能低下口腔機能低下口腔機能低下)

きざみ食
お粥

トロミ食

ミキサ－食

ぺ－スト食

咀嚼回数が↓

＊食べる力が弱まったのでは
なく「食べ方」を忘れた

ミキサ－食で
は食生活が下

がる



かみかみ もぐもぐ

ごっくん

かみかみ もぐもぐもぐもぐもぐもぐもぐもぐ
③ごっくん

①かみかみ

②もぐもぐ
歯・歯ぐき

舌・口の動き

嚥 下

食塊形成食塊形成食塊形成食塊形成

食物食物食物食物のののの粉砕粉砕粉砕粉砕

嚥下反射嚥下反射嚥下反射嚥下反射

※からのみテスト
水飲みテスト

口腔機能の主役は咀しゃくと嚥下

舌の働き舌の働き舌の働き舌の働き
①①①①食物を移動させて臼歯の間に運び食物を移動させて臼歯の間に運び食物を移動させて臼歯の間に運び食物を移動させて臼歯の間に運び

噛み砕かせる噛み砕かせる噛み砕かせる噛み砕かせる

②②②②舌の下から、舌の下から、舌の下から、舌の下から、唾液唾液唾液唾液を汲み上げて食物にを汲み上げて食物にを汲み上げて食物にを汲み上げて食物に

混ぜ合わせる動き混ぜ合わせる動き混ぜ合わせる動き混ぜ合わせる動き

③③③③1111回の飲み込みに適した食塊のみを回の飲み込みに適した食塊のみを回の飲み込みに適した食塊のみを回の飲み込みに適した食塊のみを
スプ－ン状にした舌の上に乗せ、それをのどの奥に運ぶ動きスプ－ン状にした舌の上に乗せ、それをのどの奥に運ぶ動きスプ－ン状にした舌の上に乗せ、それをのどの奥に運ぶ動きスプ－ン状にした舌の上に乗せ、それをのどの奥に運ぶ動き

①②③は休みなく①②③は休みなく①②③は休みなく①②③は休みなく
｢｢｢｢噛む運動噛む運動噛む運動噛む運動｣｣｣｣が続き舌が非が続き舌が非が続き舌が非が続き舌が非
常に良く動く＝咀嚼運動常に良く動く＝咀嚼運動常に良く動く＝咀嚼運動常に良く動く＝咀嚼運動

と舌運動は一体化と舌運動は一体化と舌運動は一体化と舌運動は一体化

舌下腺

耳下腺

顎下腺

咀しゃく

唾液

舌運動



食事と水分の働き

水分が
足りない

覚醒水準↓

唾液分泌の
低下

口腔の働きの
不活発化

食事への
意欲低下

誤 嚥

www.city.iwanuma.miyagi.jp/kakuka/020700/documents/daekiryou.pdf

唾液分泌唾液分泌唾液分泌唾液分泌のののの減少減少減少減少をもたらすをもたらすをもたらすをもたらす薬剤薬剤薬剤薬剤
＝＝＝＝約約約約４００４００４００４００種類種類種類種類



不顕性誤嚥とは

◆◆◆◆ある研究で、脳血管障害をもつ高齢者の場合に、睡眠中にじわじわと唾液が肺の中に入って

いく「不顕性誤嚥」「不顕性誤嚥」「不顕性誤嚥」「不顕性誤嚥」がみられたという報告。

不顕性誤嚥は不顕性誤嚥は不顕性誤嚥は不顕性誤嚥は、睡眠中に無意識のうちに唾液が気道に流れ込むもので、異物が気道内に入っ
たときに起こる「咳き込み」や「むせ」などの反射が見られないのが特徴です。

就寝中や寝たきりの人の臥床中に生じやすい

・唾液は自浄作用をもつ
・脱水で口の中が乾燥するのは唾液の

量が少なくなり,自浄作用が弱まり,細菌
の繁殖が起こる．

・さらに脱水では肺の中の痰が粘稠
（ねんちゅう）になり,外に
はき出しにくくなる．痰は
細菌の培地のようなものである．

肺 炎

口腔ケア

水分補給

座 位

（脱水予防）

(佐々木英忠他:口腔・咽頭の機能低下と誤嚥性肺炎.厚生省厚生科学研
究費補助金長寿科学総合研究,平成6年報告書,Vol.4,;140-146)

嚥下反射・咳反射の低下した老人の場合、睡眠中に

は約70%の方に「不顕性の誤嚥」がみられ、この

不顕性誤嚥を繰り返すうちに肺炎を起こしてしまう

という誤嚥性肺炎が多いため、老人性肺炎予防の日

常的なケアとして「十分な口腔ケア」「十分な口腔ケア」「十分な口腔ケア」「十分な口腔ケア」が大切

中通歯科診療所通信



ＢＭＩとは

「BBBBody MMMMass IIIIndex（ボディ・マス・インデック
ス）」の略で、身長と体重から求める国際的な体
格の判定方法（計算方法）です。

ＢＭＩ計算式ＢＭＩ計算式ＢＭＩ計算式ＢＭＩ計算式
体重（ｋｇ）

BMI＝

身長（ｍ）×身長（ｍ）

※ 高齢者の目安は、20202020以上以上以上以上です

進行性進行性進行性進行性およびおよびおよびおよび全身性全身性全身性全身性のののの骨格筋量骨格筋量骨格筋量骨格筋量およびおよびおよびおよび骨格筋力骨格筋力骨格筋力骨格筋力のののの

低下低下低下低下をををを特徴特徴特徴特徴とするとするとするとする症候群症候群症候群症候群。。。。筋肉量筋肉量筋肉量筋肉量のののの低下低下低下低下をををを必須項目必須項目必須項目必須項目

としとしとしとし、、、、筋力筋力筋力筋力またはまたはまたはまたは身体能力身体能力身体能力身体能力のののの低下低下低下低下のいずれかがのいずれかがのいずれかがのいずれかが当当当当てててて

はまればはまればはまればはまればサルコペニアサルコペニアサルコペニアサルコペニアとととと診断診断診断診断

サルコペニアを簡便に判定
(進行性・全身性の骨格筋量の低下)
１．ＢＭＩ２１以下
２．年齢７５才以上
３．以前と比べて手足が細くなって

きたと感じる

体力低下とサルコペニア体力低下とサルコペニア体力低下とサルコペニア体力低下とサルコペニア

京都大学山田実先生資料
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H19.1.25 H19.6.5 H19.6.20 H20.6.3
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10

15
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30

BMI

HDS-R

幻覚（行動障害）＝脱水
見当識、記憶（中核症状）＝低栄養

脱水と低栄養へのアプローチで改善した例

水分：４５０ﾐﾘﾘｯﾄﾙ/日 栄養：800～1000ｷﾛｶﾛﾘｰ/日

夜になると部屋の隅に川が流れる
羽虫がいる、人物誤認

体格体格体格体格のののの指標指標指標指標 標準標準標準標準はははは２２

簡易認知機能検査簡易認知機能検査簡易認知機能検査簡易認知機能検査

田中大造氏田中大造氏田中大造氏田中大造氏スライドスライドスライドスライド提供提供提供提供



元気になってグランドゴルフへ参加

地域の人の集まりに
参加し、「仲間」となる 休み前に１０００ﾐﾘﾘｯﾄﾙのペットボトルを

持って帰ってもらう

田中大造氏田中大造氏田中大造氏田中大造氏スライドスライドスライドスライド提供提供提供提供



角川介護予防センタ－角川介護予防センタ－角川介護予防センタ－角川介護予防センタ－ 富山市富山市富山市富山市

・温泉水を活用した水中運動や温熱療法・温泉水を活用した水中運動や温熱療法・温泉水を活用した水中運動や温熱療法・温泉水を活用した水中運動や温熱療法
・パワーリハビリテーションパワーリハビリテーションパワーリハビリテーションパワーリハビリテーション

万歩計つけて
散歩散歩散歩散歩１１１１～～～～２キロ２キロ２キロ２キロ
15分分分分、、、、30分分分分

ラジオ体操ラジオ体操ラジオ体操ラジオ体操

まげ、のばすまげ、のばすまげ、のばすまげ、のばす

まわすまわすまわすまわす

そらすそらすそらすそらす

ねじるねじるねじるねじる

とぶとぶとぶとぶ

深呼吸の運動深呼吸の運動深呼吸の運動深呼吸の運動

ノルデックウォ－キング

万歩計
７０００歩：一般
４０００歩：特定高齢者
２０００歩：要支援
１０００歩：要介護

京都大学山田実先生資料

運動運動運動運動 からだを動かしましょう－１



知的活動で脳を活性化－２

①日記をつけるなど、体験したことを思い出す①日記をつけるなど、体験したことを思い出す①日記をつけるなど、体験したことを思い出す①日記をつけるなど、体験したことを思い出す
ことが知的活動になりますことが知的活動になりますことが知的活動になりますことが知的活動になります

スピ－チが緊張感・会話の組み立てスピ－チが緊張感・会話の組み立てスピ－チが緊張感・会話の組み立てスピ－チが緊張感・会話の組み立て

②頭を使うゲ－ムや囲碁・将棋など②頭を使うゲ－ムや囲碁・将棋など②頭を使うゲ－ムや囲碁・将棋など②頭を使うゲ－ムや囲碁・将棋など

③旅行の計画をして楽しむ③旅行の計画をして楽しむ③旅行の計画をして楽しむ③旅行の計画をして楽しむ
行程の計画・運動・交流
思い出のアルバム作り

④新しい料理に挑戦する④新しい料理に挑戦する④新しい料理に挑戦する④新しい料理に挑戦する
買い出し・献立・調理(切る，盛りつけ)
後片付け・一緒に食事する

話のネタを探す話のネタを探す話のネタを探す話のネタを探す

「「「「き・ど・に・た・て・か・け・し・衣食住」き・ど・に・た・て・か・け・し・衣食住」き・ど・に・た・て・か・け・し・衣食住」き・ど・に・た・て・か・け・し・衣食住」

気候・道楽・ニュ－ス・旅・テレビ・家庭・健康・仕事・洋服・食べ物・住まい気候・道楽・ニュ－ス・旅・テレビ・家庭・健康・仕事・洋服・食べ物・住まい気候・道楽・ニュ－ス・旅・テレビ・家庭・健康・仕事・洋服・食べ物・住まい気候・道楽・ニュ－ス・旅・テレビ・家庭・健康・仕事・洋服・食べ物・住まい



便秘のケア

水分水分水分水分 起床時冷水・冷乳起床時冷水・冷乳起床時冷水・冷乳起床時冷水・冷乳

食物繊維食物繊維食物繊維食物繊維

定時排便定時排便定時排便定時排便

運動運動運動運動

胃

＜起床時冷水・冷乳の＜起床時冷水・冷乳の＜起床時冷水・冷乳の＜起床時冷水・冷乳の
生理学的メカニズム＞生理学的メカニズム＞生理学的メカニズム＞生理学的メカニズム＞

胃・大腸（直腸）反射胃・大腸（直腸）反射胃・大腸（直腸）反射胃・大腸（直腸）反射

★★★★腸内を整える腸内を整える腸内を整える腸内を整える
カスピ海ヨーグルトカスピ海ヨーグルトカスピ海ヨーグルトカスピ海ヨーグルト
オリゴ糖・ファイバ－オリゴ糖・ファイバ－オリゴ糖・ファイバ－オリゴ糖・ファイバ－

★水分摂取時に、繊維質★水分摂取時に、繊維質★水分摂取時に、繊維質★水分摂取時に、繊維質
ゼリーやセンナ茶ゼリーやセンナ茶ゼリーやセンナ茶ゼリーやセンナ茶

★起床時と毎食後に★起床時と毎食後に★起床時と毎食後に★起床時と毎食後に
トイレに座るトイレに座るトイレに座るトイレに座る

（腹部マッサージ）（腹部マッサージ）（腹部マッサージ）（腹部マッサージ） 座位排便座位排便座位排便座位排便

排便のメカニズム排便のメカニズム排便のメカニズム排便のメカニズム

食事量＝常食食事量＝常食食事量＝常食食事量＝常食

便便便便



下剤中止

便便便便 秘秘秘秘 「排泄の一番の問題」「おむつ外しにとっても障害」「排泄の一番の問題」「おむつ外しにとっても障害」「排泄の一番の問題」「おむつ外しにとっても障害」「排泄の一番の問題」「おむつ外しにとっても障害」

カマ服用 便秘を作る カマ服用･･･

カマ服用で作った便秘が治せない

非常に強い刺激
を

腸に与える 便便便便をををを押押押押しししし出出出出そうとそうとそうとそうと

凄凄凄凄いいいい勢勢勢勢いでいでいでいで動動動動きききき始始始始めるめるめるめる

腸管破裂

先端先端先端先端ではではではでは固固固固くなったくなったくなったくなった宿便宿便宿便宿便



緩下剤の作用

ＭｇＭｇＭｇＭｇ

ＨＨＨＨ２２２２ＯＯＯＯ

マグネシウムの性質

ＭｇＭｇＭｇＭｇ

ＨＨＨＨ２２２２ＯＯＯＯ
便が水膨れ状態

ボリュームが増える

増えた便が腸を刺激

移動をスムーズにさせ排便

ＨＨＨＨ２２２２ＯＯＯＯ

下剤服用あとは水を飲まなくてはならない

Ｍｇは水を吸収する性質がある

カマの作用を理解すれば、マグネシウムの力を
借りなくても水分量を増やせばいいとわかる

＝特効薬は“水”



下剤廃止に至る経緯

私たちは,認知症の研修会にも多く出席す

るようになり,認知症老人の周辺症状の原因の多くが脱認知症老人の周辺症状の原因の多くが脱認知症老人の周辺症状の原因の多くが脱認知症老人の周辺症状の原因の多くが脱

水症状によるものであり水症状によるものであり水症状によるものであり水症状によるものであり,,,,またその脱水が最大の原因となっまたその脱水が最大の原因となっまたその脱水が最大の原因となっまたその脱水が最大の原因となっ

て便秘を生み出しているて便秘を生み出しているて便秘を生み出しているて便秘を生み出していることを知った.



取り組みの結果

下剤を服用していた７名に変化がみられる下剤を服用していた７名に変化がみられる下剤を服用していた７名に変化がみられる下剤を服用していた７名に変化がみられる

①①①①４名・・・自然排便が！４名・・・自然排便が！４名・・・自然排便が！４名・・・自然排便が！

②３名・・・服薬量は減少するも便秘の解消は見ら②３名・・・服薬量は減少するも便秘の解消は見ら②３名・・・服薬量は減少するも便秘の解消は見ら②３名・・・服薬量は減少するも便秘の解消は見ら

れずれずれずれず 次の取り組みへ次の取り組みへ次の取り組みへ次の取り組みへ



食生活の改善①

●●●●カスピ海ヨーグルトカスピ海ヨーグルトカスピ海ヨーグルトカスピ海ヨーグルト ●●●●麦麦麦麦 飯飯飯飯

経口からの摂取経口からの摂取経口からの摂取経口からの摂取

・職員の手作り開始・職員の手作り開始・職員の手作り開始・職員の手作り開始

・毎日・毎日・毎日・毎日,,,,午前のお茶の時間に食べる午前のお茶の時間に食べる午前のお茶の時間に食べる午前のお茶の時間に食べる
（繊維質の多いバナナを加えてみる）（繊維質の多いバナナを加えてみる）（繊維質の多いバナナを加えてみる）（繊維質の多いバナナを加えてみる）

・毎日・毎日・毎日・毎日,,,,昼食時に食べる昼食時に食べる昼食時に食べる昼食時に食べる
（繊維質は白米の１０倍）（繊維質は白米の１０倍）（繊維質は白米の１０倍）（繊維質は白米の１０倍）



食生活への試み②

①①①①カスピ海ヨーグルトに加えて摂取カスピ海ヨーグルトに加えて摂取カスピ海ヨーグルトに加えて摂取カスピ海ヨーグルトに加えて摂取

②排便がないときはコーヒーや牛乳へ②排便がないときはコーヒーや牛乳へ②排便がないときはコーヒーや牛乳へ②排便がないときはコーヒーや牛乳へ

③大変甘いが糖尿病へも良い効果③大変甘いが糖尿病へも良い効果③大変甘いが糖尿病へも良い効果③大変甘いが糖尿病へも良い効果

オリゴ糖への試みオリゴ糖への試みオリゴ糖への試みオリゴ糖への試み



便秘を引き起こす薬の副作用について①

うつ病の薬・不安を取り除く薬 （抗うつ薬）

（抗不安薬）

（抗精神薬）

咳を止める薬 （鎮咳薬）

喘息の治療薬 （気管支拡張薬）

（Ｂ２刺激薬）

初期のパーキンソン病の治療に使う薬

尿の貯めを良くする薬

（抗コリン薬）

参考



便秘を引き起こす薬の副作用について②

むくみを取る薬 （利尿剤）

痛みを抑えたり熱を取る薬

リュウマチのときに飲む薬

（鎮痛剤）

血圧を下げる薬 （降圧剤）

（Ｃａ拮抗薬）

腰痛のときに痛み止めと一緒に処方
される薬

（筋弛緩薬）

参考



認知症の重度化予防実践塾 平成21年～

特徴特徴特徴特徴

1.1.1.1. 介護者介護者介護者介護者と援助者の合同研修と援助者の合同研修と援助者の合同研修と援助者の合同研修

2.2.2.2. ４～６ヶ月間、継続して学４～６ヶ月間、継続して学４～６ヶ月間、継続して学４～６ヶ月間、継続して学
習と実践を繰り返す習と実践を繰り返す習と実践を繰り返す習と実践を繰り返す

3.3.3.3. 毎回、宿題を課し、結果を毎回、宿題を課し、結果を毎回、宿題を課し、結果を毎回、宿題を課し、結果を
フィードバックするフィードバックするフィードバックするフィードバックする

認知症の重度化を防ぐケアの効果的研修手法について

従来の認知症研修

◆介護者と援助者が一緒に受講できる研修が無い◆介護者と援助者が一緒に受講できる研修が無い◆介護者と援助者が一緒に受講できる研修が無い◆介護者と援助者が一緒に受講できる研修が無い

◆単発研修が多く、継続的に指導を受ける機会が無い◆単発研修が多く、継続的に指導を受ける機会が無い◆単発研修が多く、継続的に指導を受ける機会が無い◆単発研修が多く、継続的に指導を受ける機会が無い

⇒⇒⇒⇒受講直後は、わかった気がするが、現場に戻るとどうすれば受講直後は、わかった気がするが、現場に戻るとどうすれば受講直後は、わかった気がするが、現場に戻るとどうすれば受講直後は、わかった気がするが、現場に戻るとどうすれば
よいかわからないよいかわからないよいかわからないよいかわからない



水分水分水分水分 1,500ml1,500ml1,500ml1,500ml
食事食事食事食事 1,500cal1,500cal1,500cal1,500cal
便秘便秘便秘便秘 自然排便自然排便自然排便自然排便
運動運動運動運動 １～２１～２１～２１～２kmkmkmkm

１５～１５～１５～１５～30303030分分分分

医療（原因疾患別ケア医療（原因疾患別ケア医療（原因疾患別ケア医療（原因疾患別ケア
薬物・非薬物療法）薬物・非薬物療法）薬物・非薬物療法）薬物・非薬物療法）

人生歴・生活歴から人生歴・生活歴から人生歴・生活歴から人生歴・生活歴から
その人をよく知るその人をよく知るその人をよく知るその人をよく知る

心理的に安定、平穏心理的に安定、平穏心理的に安定、平穏心理的に安定、平穏
な状態な状態な状態な状態

主治医主治医主治医主治医
病気の管理病気の管理病気の管理病気の管理
薬の管理薬の管理薬の管理薬の管理

プライドを大切にした関わりプライドを大切にした関わりプライドを大切にした関わりプライドを大切にした関わり

１階部分１階部分１階部分１階部分

２階部分２階部分２階部分２階部分

辛い心境を辛い心境を辛い心境を辛い心境を
くみとるくみとるくみとるくみとる

調子を合わせる調子を合わせる調子を合わせる調子を合わせる

役割役割役割役割

３階部分３階部分３階部分３階部分

実践塾の基本，理論は2本柱

パーソンパーソンパーソンパーソン
センタード・ケアセンタード・ケアセンタード・ケアセンタード・ケア

その人をよく知るその人をよく知るその人をよく知るその人をよく知る

普段の体調を整える普段の体調を整える普段の体調を整える普段の体調を整える

自主性を引き出すケア自主性を引き出すケア自主性を引き出すケア自主性を引き出すケア
指示、命令、抑制しない指示、命令、抑制しない指示、命令、抑制しない指示、命令、抑制しない

笑顔・認める・孤独笑顔・認める・孤独笑顔・認める・孤独笑顔・認める・孤独
寝たきりにしない寝たきりにしない寝たきりにしない寝たきりにしない
褒める・感謝する褒める・感謝する褒める・感謝する褒める・感謝する

顔を立てる・触れる顔を立てる・触れる顔を立てる・触れる顔を立てる・触れる
よく聞く・恥をかかせないよく聞く・恥をかかせないよく聞く・恥をかかせないよく聞く・恥をかかせない

不愉快にしない不愉快にしない不愉快にしない不愉快にしない
受け止める・否定しない受け止める・否定しない受け止める・否定しない受け止める・否定しない

「認知力低下や行動障害の「認知力低下や行動障害の「認知力低下や行動障害の「認知力低下や行動障害の
誘因は不健康でＡＤＬ誘因は不健康でＡＤＬ誘因は不健康でＡＤＬ誘因は不健康でＡＤＬ
ＩＡＤＬの低下から」ＩＡＤＬの低下から」ＩＡＤＬの低下から」ＩＡＤＬの低下から」

要介護状態へ要介護状態へ要介護状態へ要介護状態へ

意識レベル・注意力意識レベル・注意力意識レベル・注意力意識レベル・注意力↑↑↑↑
意欲・関心を高める意欲・関心を高める意欲・関心を高める意欲・関心を高める

→→→→活動性が上がる活動性が上がる活動性が上がる活動性が上がる
➝➝➝➝睡眠の質を高める睡眠の質を高める睡眠の質を高める睡眠の質を高める

➝➝➝➝認知機能ＵＰ認知機能ＵＰ認知機能ＵＰ認知機能ＵＰ

その道のプロに委ねるその道のプロに委ねるその道のプロに委ねるその道のプロに委ねる



◆イギリスの心理学者トム・キッドウッド教授（1937～1998）が提唱し
た考え方です。

◆認知症になった人々の行動行動行動行動や状態は、認知症の原因となった疾患のみに影
響されているのではなく、その他の要因との相互作用である。』

◆重要とされる基本的な要因は次の５つです。

１１１１ 脳の認知障害（アルツハイマー、脳血管障害など）脳の認知障害（アルツハイマー、脳血管障害など）脳の認知障害（アルツハイマー、脳血管障害など）脳の認知障害（アルツハイマー、脳血管障害など）

２２２２ 健康状態、感覚機能（既往歴、現在の体調、視力・聴力など）健康状態、感覚機能（既往歴、現在の体調、視力・聴力など）健康状態、感覚機能（既往歴、現在の体調、視力・聴力など）健康状態、感覚機能（既往歴、現在の体調、視力・聴力など）

３３３３ 個人史（成育歴、職歴、趣味など）個人史（成育歴、職歴、趣味など）個人史（成育歴、職歴、趣味など）個人史（成育歴、職歴、趣味など）

４４４４ 性格（性格傾向、対処スタイルなど）性格（性格傾向、対処スタイルなど）性格（性格傾向、対処スタイルなど）性格（性格傾向、対処スタイルなど）

５５５５ 社会心理（周囲の人の認識、環境など人間関係のパターン）社会心理（周囲の人の認識、環境など人間関係のパターン）社会心理（周囲の人の認識、環境など人間関係のパターン）社会心理（周囲の人の認識、環境など人間関係のパターン）

『パーソン・センタード・ケア』というケア理論

プライドの構成要素 実践塾の2階建て理論

そのものであるので、改
善例が多いのは当然！

視野が狭くなる視野が狭くなる視野が狭くなる視野が狭くなる 難聴難聴難聴難聴

石黒秀喜氏提供スライド



ふだんの
体調管理

塾生の宿題塾生の宿題塾生の宿題塾生の宿題

デジカメでデジカメでデジカメでデジカメで1111日日日日
分を撮影分を撮影分を撮影分を撮影

管理栄養士が管理栄養士が管理栄養士が管理栄養士が
チエックとチエックとチエックとチエックと
コメントコメントコメントコメント

1週間週間週間週間24時間時間時間時間デデデデ－－－－タタタタ

★1日の水分量

★排便のリズム

★1日の活動量

★食事量と形態

200

300



宿題：生活歴・人生歴情報
プライド重視した関わりその人をよく知る

◆つらさを聞き共感出来た◆つらさを聞き共感出来た◆つらさを聞き共感出来た◆つらさを聞き共感出来た
◆信頼関係ができた◆信頼関係ができた◆信頼関係ができた◆信頼関係ができた
◆その人のことがよくわかった◆その人のことがよくわかった◆その人のことがよくわかった◆その人のことがよくわかった
◆宗教や趣味などの理解できた◆宗教や趣味などの理解できた◆宗教や趣味などの理解できた◆宗教や趣味などの理解できた
◆好みの飲み物がよくわかった◆好みの飲み物がよくわかった◆好みの飲み物がよくわかった◆好みの飲み物がよくわかった
◆褒めるところがわかった◆褒めるところがわかった◆褒めるところがわかった◆褒めるところがわかった
◆癖が理解出来た◆癖が理解出来た◆癖が理解出来た◆癖が理解出来た
◆役割が見つかった◆役割が見つかった◆役割が見つかった◆役割が見つかった
◆生活スタイルが理解できた◆生活スタイルが理解できた◆生活スタイルが理解できた◆生活スタイルが理解できた

３個人史（成育歴、職歴、趣味など）３個人史（成育歴、職歴、趣味など）３個人史（成育歴、職歴、趣味など）３個人史（成育歴、職歴、趣味など）

４性格（性格傾向、対処スタイルなど）４性格（性格傾向、対処スタイルなど）４性格（性格傾向、対処スタイルなど）４性格（性格傾向、対処スタイルなど）

５社会心理（周囲の人の認識、環境など５社会心理（周囲の人の認識、環境など５社会心理（周囲の人の認識、環境など５社会心理（周囲の人の認識、環境など
人間関係のパターン）人間関係のパターン）人間関係のパターン）人間関係のパターン）



介護支援専門員介護支援専門員介護支援専門員介護支援専門員
通所サービス事業所通所サービス事業所通所サービス事業所通所サービス事業所
訪問介護事業所訪問介護事業所訪問介護事業所訪問介護事業所
特養・老健・特養・老健・特養・老健・特養・老健・GHGHGHGH職員職員職員職員
地域包括支援センター地域包括支援センター地域包括支援センター地域包括支援センター
その他その他その他その他

平成21年7月～平成25年

修了者修了者修了者修了者, , , , 

223223223223名名名名

95%95%95%95%

中断者中断者中断者中断者, , , , 

11111111名名名名

5%5%5%5%

修了者修了者修了者修了者, , , , 

46, 46, 46, 46, 

88%88%88%88%

中断者中断者中断者中断者, , , , 

6666名名名名

12121212%%%%

・高齢のため・入院・高齢のため・入院・高齢のため・入院・高齢のため・入院((((交通事故交通事故交通事故交通事故))))

・思っていた物と違う・思っていた物と違う・思っていた物と違う・思っていた物と違う
（病状が重度に驚く）（病状が重度に驚く）（病状が重度に驚く）（病状が重度に驚く）

・日程の都合が合わず・日程の都合が合わず・日程の都合が合わず・日程の都合が合わず
・体調不良・入所・入居・体調不良・入所・入居・体調不良・入所・入居・体調不良・入所・入居

・老健入所・老健入所・老健入所・老健入所 ・入院・入院・入院・入院
・ケアマネや家族と連携取れず・ケアマネや家族と連携取れず・ケアマネや家族と連携取れず・ケアマネや家族と連携取れず
・ケアマネと連携がとれない・ケアマネと連携がとれない・ケアマネと連携がとれない・ケアマネと連携がとれない
・退職・退職・退職・退職 ・業務の都合・業務の都合・業務の都合・業務の都合
・体調不良・体調不良・体調不良・体調不良
・宿題が出せない・宿題が出せない・宿題が出せない・宿題が出せない
・対象者が亡くなった・対象者が亡くなった・対象者が亡くなった・対象者が亡くなった
・不明・チ－ムの協力がない・不明・チ－ムの協力がない・不明・チ－ムの協力がない・不明・チ－ムの協力がない

修了生修了生修了生修了生269269269269名名名名



症状
１ 粗暴/怒る
２ ぼんやり/傾眠
３ 妄想/思い込み
４ 帰宅願望
５ 同じ話を繰り返し言う、聞く
６ 意欲なし/依存的
７ 同じ物の購入
８ 短期記憶障害
９ 介護拒否
１０ 見当識障害
１１ 口数が少ない/減る
１２ 動き続ける/まわる

１３ 物を頻繁になくす/置き場を忘れる

１４ 傾眠
１５ 物集め
１６ 幻視・幻覚
１７ トイレに頻回に通う
１８ 何をしていいか分からない

事例対象者数＝事例対象者数＝事例対象者数＝事例対象者数＝269269269269名名名名 認知症状数＝認知症状数＝認知症状数＝認知症状数＝824824824824

上がってきた認知症状のカテゴリー
症状

１９ 無表情/乏しい
２０ 徘徊
２１ 服薬管理が出来ない
２２ 独語
２３ 頻回の訴え
２４ 孤独感/不安感が強い
２５ 外に出ようとする
２６ 表情が険しい
２７ 物の使い方が分からない
２８ 異食
２９ 他者の部屋に入る
３０ 入浴拒否
３１ 放尿/放便
３２ 大声・奇声
３３ 金銭管理が出来ない（契約含む）

３４ 空腹の訴え/食べ過ぎ
３５ 他者と口論
３６ 昼夜逆転



症状
３７ 話の辻褄が合わない
３８ 不安になり電話をする
３９ 料理の仕方が分からない
４０ 鏡/ガラスに映った自分に話しかける

４１ 人物誤認
４２ 他人に干渉的
４３ 不眠
４４ 無関心
４５ 季節にあった衣類が着られない
４６ 受診拒否
４７ テレビの筋書きが分からない
４８ 人を思い出せない
４９ 服薬拒否
５０ おむつ・パッド外し
５１ 区別が付かない
５２ 道順が分からない
５３ 利用日ではない日に通所待ち
５４ 夜間に動き回る

症状

５５ 衣類の着脱が分からない

５６ 整理整頓/掃除が出来ない

５７ 他者の食事に手を出す

５８ 飲み物を捨てる

５９ 身なりに関心がない

６０ 汚れた下着を隠す

６１ 会話が成立しない

６２ 性的行為

６３ 他者との関わりを拒否

６４ 食べ物で遊ぶ

６５ 通所・外出拒否

６６ パットちぎり



カテゴリー数
n=66



総数
認知症の認知症の認知症の認知症の

症状症状症状症状

改善

未改善ふだんの
体調

ふだんの体調＋
プライド重視

824 778 22 24

割合 94% 3% 3%

実践塾の成果

※改善基準:介護度等に変化はなくても、講師及び介護者が認知症状が
改善と判断した場合を改善事例とした

水分

※水分不足が改善したことで覚醒水準↑さらに身体活動性が上がり、立つ,歩くこと
で起立大腸反射がはたらき便秘改善する→食欲も出る

平成２１年７月～平成２５年



水だけの効果ではなくて、その人の普段の体調
を整えようとして、職員・家族が丁寧な観察と

関わり方を行ったことで、状況が変化する

職員・家族 知識に基づいた対応 対象者

普段の体調が整うチチチチ－－－－ムケアムケアムケアムケア対象者の変化
に手応え

事例の改善に
家族・職員が変化

相乗効果 自分に気をかけてくれる
↓

気持ちが元気になる気持ちが元気になる気持ちが元気になる気持ちが元気になる
活動に参加活動に参加活動に参加活動に参加

やる気が
高まる

その人を中心とした関わり
（その人をよく知る）



認知症ＧＨ・老健・特養

デイサービス

チームケアの不徹底チームケアの不徹底チームケアの不徹底チームケアの不徹底
基礎知識不足基礎知識不足基礎知識不足基礎知識不足

ケアマネ アセスメント不足アセスメント不足アセスメント不足アセスメント不足

ケアマネ・家族との連携不足ケアマネ・家族との連携不足ケアマネ・家族との連携不足ケアマネ・家族との連携不足

症状改善の支障症状改善の支障症状改善の支障症状改善の支障

実践塾中断者・未改善から考えれること

地域包括
地域ケア会議を実施している中で支援地域ケア会議を実施している中で支援地域ケア会議を実施している中で支援地域ケア会議を実施している中で支援
方針が専門医受診や各種教室参加など方針が専門医受診や各種教室参加など方針が専門医受診や各種教室参加など方針が専門医受診や各種教室参加など
決まった資源しか紹介決まった資源しか紹介決まった資源しか紹介決まった資源しか紹介できず、具体的できず、具体的できず、具体的できず、具体的
な意見や助言ができていなかったな意見や助言ができていなかったな意見や助言ができていなかったな意見や助言ができていなかった
→ふだんの体調を整える重要性ふだんの体調を整える重要性ふだんの体調を整える重要性ふだんの体調を整える重要性



認知症重度化予防実践塾事例紹介

◆美作県民局◆美作県民局◆美作県民局◆美作県民局 認知症重度化予防実践塾認知症重度化予防実践塾認知症重度化予防実践塾認知症重度化予防実践塾 H21H21H21H21年・年・年・年・22222222年年年年

◆高知市◆高知市◆高知市◆高知市 認知症重度化予防実践塾認知症重度化予防実践塾認知症重度化予防実践塾認知症重度化予防実践塾 H23H23H23H23年～年～年～年～

◆浜田市◆浜田市◆浜田市◆浜田市 認知症重度化予防実践塾認知症重度化予防実践塾認知症重度化予防実践塾認知症重度化予防実践塾 H24H24H24H24年～年～年～年～

◆鳥取県◆鳥取県◆鳥取県◆鳥取県 認知症重度化予防実践塾認知症重度化予防実践塾認知症重度化予防実践塾認知症重度化予防実践塾 H24H24H24H24年～年～年～年～

◆公益法人日本認知症グル－プホ－ム協会鳥取県支部◆公益法人日本認知症グル－プホ－ム協会鳥取県支部◆公益法人日本認知症グル－プホ－ム協会鳥取県支部◆公益法人日本認知症グル－プホ－ム協会鳥取県支部 H24H24H24H24年～年～年～年～

◆◆◆◆H25H25H25H25年年年年 四万十市四万十市四万十市四万十市 認知症重度化予防実践塾認知症重度化予防実践塾認知症重度化予防実践塾認知症重度化予防実践塾 H25H25H25H25年～年～年～年～

◆◆◆◆H25H25H25H25年年年年 大田市大田市大田市大田市 認知症重度化予防実践塾認知症重度化予防実践塾認知症重度化予防実践塾認知症重度化予防実践塾 H25H25H25H25年～年～年～年～

事例集作成事例集作成事例集作成事例集作成 ＧＨ塾生テレビ東京に放映ＧＨ塾生テレビ東京に放映ＧＨ塾生テレビ東京に放映ＧＨ塾生テレビ東京に放映 琴浦町認知症フォ－ラムで実践塾講演，塾生発表琴浦町認知症フォ－ラムで実践塾講演，塾生発表琴浦町認知症フォ－ラムで実践塾講演，塾生発表琴浦町認知症フォ－ラムで実践塾講演，塾生発表
ケ－ブルテレビに紹介ケ－ブルテレビに紹介ケ－ブルテレビに紹介ケ－ブルテレビに紹介 日本海新聞に掲載日本海新聞に掲載日本海新聞に掲載日本海新聞に掲載 座談会座談会座談会座談会 県民講座開催県民講座開催県民講座開催県民講座開催

事例集作成事例集作成事例集作成事例集作成 運営推進会議に実践塾を紹介運営推進会議に実践塾を紹介運営推進会議に実践塾を紹介運営推進会議に実践塾を紹介 全国ＧＨ協会ゆったり６月号機関誌に掲載全国ＧＨ協会ゆったり６月号機関誌に掲載全国ＧＨ協会ゆったり６月号機関誌に掲載全国ＧＨ協会ゆったり６月号機関誌に掲載
認知症冊子作成認知症冊子作成認知症冊子作成認知症冊子作成 鳥取県鳥取県鳥取県鳥取県支部公開講座開催支部公開講座開催支部公開講座開催支部公開講座開催

事例集作成事例集作成事例集作成事例集作成 報告書作成報告書作成報告書作成報告書作成 サロン・家族会サロン・家族会サロン・家族会サロン・家族会立ち上げ立ち上げ立ち上げ立ち上げ 真庭市医師会の協力あり，ケ－ブルテレビ放映真庭市医師会の協力あり，ケ－ブルテレビ放映真庭市医師会の協力あり，ケ－ブルテレビ放映真庭市医師会の協力あり，ケ－ブルテレビ放映

認知症冊子作成認知症冊子作成認知症冊子作成認知症冊子作成 塾生ＯＢ会が包括支援事例検討会に参加して活躍塾生ＯＢ会が包括支援事例検討会に参加して活躍塾生ＯＢ会が包括支援事例検討会に参加して活躍塾生ＯＢ会が包括支援事例検討会に参加して活躍 座談会座談会座談会座談会 市民講座開催市民講座開催市民講座開催市民講座開催

事例集作成事例集作成事例集作成事例集作成 診療所ネットワ－ク高知全国大会に塾生４名参加診療所ネットワ－ク高知全国大会に塾生４名参加診療所ネットワ－ク高知全国大会に塾生４名参加診療所ネットワ－ク高知全国大会に塾生４名参加 海外（サイパン）旅行実現海外（サイパン）旅行実現海外（サイパン）旅行実現海外（サイパン）旅行実現
ＮＨＫ高知テレビＮＨＫ高知テレビＮＨＫ高知テレビＮＨＫ高知テレビ 認知症冊子作成認知症冊子作成認知症冊子作成認知症冊子作成 高知高知高知高知新聞掲載新聞掲載新聞掲載新聞掲載 漫画ヘルプマン漫画ヘルプマン漫画ヘルプマン漫画ヘルプマン1111月月月月23232323日に単行本発行日に単行本発行日に単行本発行日に単行本発行
座談会座談会座談会座談会 市民講座開催市民講座開催市民講座開催市民講座開催

事例集作成事例集作成事例集作成事例集作成 医師会常任理事の医師が医師会常任理事の医師が医師会常任理事の医師が医師会常任理事の医師が参加参加参加参加 老健老健老健老健の在宅復帰の在宅復帰の在宅復帰の在宅復帰 認知症冊子作成認知症冊子作成認知症冊子作成認知症冊子作成
朝日朝日朝日朝日新聞掲載新聞掲載新聞掲載新聞掲載 島根県島根県島根県島根県から推薦でから推薦でから推薦でから推薦で島根医大で医療連携会島根医大で医療連携会島根医大で医療連携会島根医大で医療連携会で実践塾の取り組み紹介で実践塾の取り組み紹介で実践塾の取り組み紹介で実践塾の取り組み紹介
座談会座談会座談会座談会 市民講座市民講座市民講座市民講座開催開催開催開催 浜田市医師会と市民浜田市医師会と市民浜田市医師会と市民浜田市医師会と市民講座とシンポジウム講座とシンポジウム講座とシンポジウム講座とシンポジウム開催開催開催開催

ＮＨＫ松江放送局が取材ＨＮＨＫ松江放送局が取材ＨＮＨＫ松江放送局が取材ＨＮＨＫ松江放送局が取材Ｈ26262626年年年年1111月月月月15151515日放映日放映日放映日放映

2222月月月月8888日日日日 ＮＨＫ松江放送局が取材ＮＨＫ松江放送局が取材ＮＨＫ松江放送局が取材ＮＨＫ松江放送局が取材 2222月月月月15151515日放映日放映日放映日放映 2222月月月月16161616日中国５県放映日中国５県放映日中国５県放映日中国５県放映

漫画ヘルプマン漫画ヘルプマン漫画ヘルプマン漫画ヘルプマン
Ｈ２６年Ｈ２６年Ｈ２６年Ｈ２６年
1111月月月月23232323日に単行本発行日に単行本発行日に単行本発行日に単行本発行

◆◆◆◆HHHH２６年２６年２６年２６年 陸前高田市陸前高田市陸前高田市陸前高田市 ◆飯南町◆飯南町◆飯南町◆飯南町 ◆浅口市◆浅口市◆浅口市◆浅口市

◆◆◆◆H27H27H27H27年年年年 土佐市土佐市土佐市土佐市



ところが普段の体調は整ったが・・・

岡山県美作保健局１期生の取り組み
グル－プホ－ムの取り組みケ－ス

「子ども探しが落ち着いた」



92歳 男性

H15（86歳） 車で事故を起こすようになり運転させないようにした。
頑固な頭痛とともに物忘れが目立ち認知症と診断。

H19（90歳） 在宅介護が困難になり、ＧＨ入居となる。
トイレの場所がわからず失敗したり、バケツに放尿する。衣類の着る順番が分からない、介助
を拒否。
夜間から早朝にかけ玄関付近をウロウロする。赤ちゃんの人形と添い寝、死んでいると号泣夜間から早朝にかけ玄関付近をウロウロする。赤ちゃんの人形と添い寝、死んでいると号泣夜間から早朝にかけ玄関付近をウロウロする。赤ちゃんの人形と添い寝、死んでいると号泣夜間から早朝にかけ玄関付近をウロウロする。赤ちゃんの人形と添い寝、死んでいると号泣

実践塾前 工夫したこと その後の変化

水 分 1,400～1,500cc 意識して声かけ 1,6001,6001,6001,600～～～～1,800cc1,800cc1,800cc1,800cc

食 事 1,500Kcal
もったいないという意識が
あり、食べ終わるのを待つ

朝朝朝朝・・・・夕食夕食夕食夕食をををを完食完食完食完食

排 便 週3回 痔瘻あり
排便のサインを見逃さず、
トイレに誘導

毎日毎日毎日毎日、、、、排便排便排便排便 痔瘻完治痔瘻完治痔瘻完治痔瘻完治

運 動
散歩、買い物、
レク

10時のおやつのあと、20分
の散歩に誘う

散歩散歩散歩散歩がががが定着定着定着定着

ＧＨの取り組み

徘徊は続き、行動がおさまらない



認知症の行動は生活歴、職業歴と深く関係している

家族からの聞き取り

「議員を５期務めており家の中に
じっとしていることのない生活を長く続けていた

一番輝いていたその頃に戻って
いるのではないか

どんな気持ちで、出かけて行こうとどんな気持ちで、出かけて行こうとどんな気持ちで、出かけて行こうとどんな気持ちで、出かけて行こうと

していたのか理解できてからは、していたのか理解できてからは、していたのか理解できてからは、していたのか理解できてからは、

止めるよりも、行動を受け止めようと思った止めるよりも、行動を受け止めようと思った止めるよりも、行動を受け止めようと思った止めるよりも、行動を受け止めようと思った

名刺を作る
背広を着てもらう
「議長」「先生」と呼び、
「今日の会議資料です」渡す

・穏やかな表情が増える
・徘徊が落ち着く
・発語不明瞭で会話が

困難でも時々通じる

実
践
塾
で

ア
ド
バ
イ
ス

徘徊が活発だった頃、赤ちゃんの人形を
抱っこして添い寝動かない人形を見て
死んでいると号泣

孫を二人とも水の事故と
交通事故で亡くしていた

辛辛辛辛さをさをさをさを共感共感共感共感

子供探子供探子供探子供探しがしがしがしが
なくなったなくなったなくなったなくなった

顔を立てる・人生史や生活歴から顔を立てる・人生史や生活歴から顔を立てる・人生史や生活歴から顔を立てる・人生史や生活歴から



今今今今

過去の経験が頭をよぎると

状況の認識：市民のために働か
なければならないのに、何でこ
んな所にいるのだ？

状況の理解：こんなところにい
たのでは支持者からの信用がな
くなり選挙に落ちる。

状況の判断：早く家に帰って、
支持者回りをしなければ、大変
なことになる。玄関へ！

周りは、帰宅願望、徘徊
暴言､暴力が始まったと
捉える

背広、ネクタイ着用。
市会議員の名刺を用意。
声掛けは、先生、議長、
今日の資料です、とプ
ライドを刺激。孫喪失
に共感。

実践塾の宿題で、
人生歴、病気にな
る前の性格・趣味
嗜好に関する情報
収集が課された。

市会議員を市会議員を市会議員を市会議員を20202020数数数数
年、議長経験あり。年、議長経験あり。年、議長経験あり。年、議長経験あり。
いつも支持者の面
倒をみていた。

孫、2人を海と交
通事故で失ってい
た。

未来未来未来未来

(例）グループホーム入居者（92歳・男性）：興奮、暴言、拒否、早朝から外に出ようとして処遇
困難。赤ちゃんの人形を抱いて「死んでいる」と号泣することもある。

人生歴をヒントに、そ
の人の世界に合わせた
ら、穏やかに！

■本人にとっては当たり前のことなので、制止されると抵抗

過去の連続過去の連続過去の連続過去の連続 空空空空
白白白白

プライドがプライドがプライドがプライドが満満満満たさたさたさたさ
れれれれ自分自分自分自分のののの居場所居場所居場所居場所
だとだとだとだと認識認識認識認識するするするする。。。。

認知症重度化予防実践塾事例（その人の行動と時間軸を考える）



鳥取県 平成24年度認知症重度化予防実践塾



本来のKさんに会えるまで・・・

平成27年2月7日(土)

地域ケアーセンター○○

グループホーム：磯江 沙織

鳥取県ＧＨ協会事例

Ｈ２７年２月７日 公益法人日本認知症ＧＨ協会鳥取県支部



年齢 性別 家族の状況 GH入居 要介護度 BMI 栄養

86 男性 一人娘がいるが、遠く
離れて暮らしている。

H19年2月
独居
暴力行為

2 19.8 問題
なし

＜＜＜＜事例紹介事例紹介事例紹介事例紹介＞＞＞＞ Kさんさんさんさん

＜＜＜＜取組前取組前取組前取組前ののののADL＞＞＞＞

排泄
○全介助、見守りが必要
○リハビリパンツ・尿便意なく、パット内に出ている事が多い
○下剤：毎食後マグミット１錠。４日間排便が無い場合、センノシド２錠

食事
○自立

更衣
○拒否あり(指示が入らず、暴言・暴力があり介助には2～3人が必要)

ほぼ全介助(靴下のみ履ける)

入浴
○拒否あり(指示が入らないため、浴槽の湯を抜くなど援助が必要)

全介助

移動
○独歩・活動的な時は落ち着きがなく、フロワー外に出てしまう
○長距離の移動により、喘鳴が出現

病名：脳梗塞・アルツハイマー病 内服：ﾚﾐﾆｰﾙ・降圧剤・下剤等



○表情が乏しく、１日中ボーとしている事が多い

○傾眠傾向

○痰を吐く(所構わず吐く エレベーター・絨毯・床・壁)

○行動に拒否がある(入浴・髭剃り・歯磨き・排泄)

○暴言・暴力がある(入居者・通行人・動物・面会者)

○語彙が少ない 「バカタレパー」 「叩き殺してやる」

○異食 (どんぐり・花瓶の水・皮がついた玉葱)

○落着きがなく、歩き回る

＜＜＜＜取組前取組前取組前取組前のののの精神面精神面精神面精神面・・・・行動行動行動行動のののの様子様子様子様子＞＞＞＞

バカタレパー
叩き殺したる



＜＜＜＜取組経過取組経過取組経過取組経過＞＞＞＞

水分

【開始前】
○１日：1,200～1,300ml

【工夫】
○ケアプランに1,500ml摂取とかかげ、職員の協力を得た
○起床時200mlだったのを500～800mlとってもらうようにした
○本人からの訴えがある時には提供した
○入浴後の水分を150ml→200mlに変更した
【結果】
○トータル1,500ml～2,000ml飲んで頂けるようになった

1日目 2日目 3日目 4日目 5日目 6日目 7日目 平均

取組前 1,360 1,510 1,120 1,800 1,305 1,510 1,360 1,229

取組後 1,880 2,280 1,740 1,775 1,760 1,425 1,690 1,792

＜＜＜＜水分摂取水分摂取水分摂取水分摂取のののの比較比較比較比較＞＞＞＞



＜＜＜＜取組取組取組取組のののの経過経過経過経過＞＞＞＞

運動

【開始前】
○移動・徘徊以外はずっと座っている(傾眠傾向)

【工夫】
○体調の状況をみて実施(水分・排泄)

○毎日５～３０分程度の散歩を実施する
【結果】
○体調が整うに従い、拒否なく「行こう、行こう」と言って散歩ができる
ようになった
○多少長く歩いても、喘鳴なく機嫌よく散歩ができるようになった

排便

【開始前】
○便意・尿意なし
○１日３回マグミットを食後に内服
○４日間排便がなければ、センノシド２錠内服
【工夫】
○起床時に、冷たい牛乳２００ml飲んでもらう
○バナナ・蜂蜜・きな粉牛乳を１日１回飲んでもらう
【結果】
○２～３日に１回は自然に出る事が多くなった
○マグミット中止、センノシドの服用回数の減少



＜＜＜＜実践実践実践実践のののの結果結果結果結果＞＞＞＞
取組「前」 取組「後」

○表情が乏しく、１日中ボー
としている事が多い

○傾眠傾向

○痰を吐く

○行動に拒否がある

○便意・尿意がない

○暴言・暴力がある

○語彙が少ない

○異食

○落着きがなく、歩く回る

○傾眠することが少なくなった
○言葉をかけると笑顔を向けてくれるようになった
○お盆拭きや洗濯たたみなどのお手伝いをすること
が多くなった
○歯磨き練り剤を付けて歯を磨いてくれるようになっ
た、それに伴い唾・痰吐きが少なくなった
○入浴拒否だったのが「ああ風呂か、行こう行こう」
など声かけに対して言葉が返ってくるようになった
○「クソが出るぞ～」「しょんべんが出るぞ」などの声
も見られ、トイレで排泄が出来る時も増え、便失敗
も無くなった
○暴言はあるが、暴力は無くなった
○「行こう、行こう」「やるよ」などの言葉が出るように
なった

○玉葱の皮むきはそのままかじってしまうため、頼め
なかったが、上手にむいて「できたよ～」と言ってくれ
るようになった
○フロアーから出ていくことがなくなった



お盆拭き

「「「「おーいおーいおーいおーい、、、、
できたよできたよできたよできたよ～。」～。」～。」～。」
玉葱の皮むき

歯磨き

髭剃りも自分でされます。

きれいに畳めます。



＜＜＜＜取組取組取組取組からからからから学学学学んだんだんだんだ事事事事＞＞＞＞

本来の姿(娘から)
・口数が少なく
・やさしい、怒らない
・責任感が強い
(公民館の役などに付く)
・家事を完璧にこなした父親

行動の行動の行動の行動の
安定安定安定安定

暴力が無くなった

異食が無くなった

痰を吐かなくなった

指示が入るようになった

体調の体調の体調の体調の
安定安定安定安定

頃眠がなくなり
活動的になる
便通が良くなった

本来の姿に戻る本来の姿に戻る本来の姿に戻る本来の姿に戻る

イライラが無くなり笑顔が見られるようになった
テレビの筋書きが分かるようになった
周りの様子を見るようになった
家族の名前が言えるようになった



取組みを終えて・・・

� 水分・排便を視点として、体調を整えた事でこれだけの改善が見られたこと
に驚いた

� 認知症によるBPSDは、病気から来るものだとあきらめていたが、この取り組
みを通じて体調の不安定さがBPSDの出現に繋がっていることが分かった。

� 本人のＢＰＳＤの状態をみて、何でその症状が出ているのかを分析すること
が専門職として必要だと感じた

� 認知症は職員の関わりで改善できることが分かった

� BPSDが軽減し、家族も関わりが増え、喜んで本人と関わっている姿を見て嬉
しかった

� 本人が本人としての人格・思いが出せるようになり、本人らしさを取り戻した。

� この取り組みを通じて認知症が本人の本来の姿を見えなくしていると感じた

� １人だけの力ではこの取り組みは出来ない、他の職員との協力を得てここま
での結果が得られた

� たった200～300ｍｌの水分を増やしたことが、いろいろな変化をもたらし、本
人の症状改善だけでなく、周りに笑顔が見られた



磯江沙織さま 事例解説

水分；目標水分；目標水分；目標水分；目標1500150015001500ｍｌと計画ｍｌと計画ｍｌと計画ｍｌと計画
起床時の水分摂取を習慣化起床時の水分摂取を習慣化起床時の水分摂取を習慣化起床時の水分摂取を習慣化
入浴後の水分を増やす入浴後の水分を増やす入浴後の水分を増やす入浴後の水分を増やす

食事；変わりなし食事；変わりなし食事；変わりなし食事；変わりなし
排便；起床時冷乳排便；起床時冷乳排便；起床時冷乳排便；起床時冷乳200200200200ｍｌｍｌｍｌｍｌ

バナナ・蜂蜜・きな粉牛乳バナナ・蜂蜜・きな粉牛乳バナナ・蜂蜜・きな粉牛乳バナナ・蜂蜜・きな粉牛乳
を飲んでいただくを飲んでいただくを飲んでいただくを飲んでいただく

運動；毎日運動；毎日運動；毎日運動；毎日5555～～～～30303030分散歩分散歩分散歩分散歩

普段の体調を整える

プライドを大切にした関わりプライドを大切にした関わりプライドを大切にした関わりプライドを大切にした関わり

生活歴・人生歴から口数の少ない生活歴・人生歴から口数の少ない生活歴・人生歴から口数の少ない生活歴・人生歴から口数の少ない
男性だった男性だった男性だった男性だった→→→→理解できた理解できた理解できた理解できた
共働きで家事をしていた共働きで家事をしていた共働きで家事をしていた共働きで家事をしていた
責任感が強いかた責任感が強いかた責任感が強いかた責任感が強いかた→→→→認める認める認める認める
顔を立てる・感謝する顔を立てる・感謝する顔を立てる・感謝する顔を立てる・感謝する

水分；水分；水分；水分；1200120012001200～～～～1300130013001300ｍｌｍｌｍｌｍｌ
食事；常食食事；常食食事；常食食事；常食1500kcal1500kcal1500kcal1500kcal
排便；便意・尿意無し排便；便意・尿意無し排便；便意・尿意無し排便；便意・尿意無し

下剤使用下剤使用下剤使用下剤使用
運動；歩き回るか傾眠で運動；歩き回るか傾眠で運動；歩き回るか傾眠で運動；歩き回るか傾眠で

活動量は活動量は活動量は活動量は↓↓↓↓

水分；水分；水分；水分；1500150015001500～～～～2000cc2000cc2000cc2000cc
食事；食事；食事；食事；1500Kcal1500Kcal1500Kcal1500Kcal
排便：自然排便排便：自然排便排便：自然排便排便：自然排便

下剤中止となる下剤中止となる下剤中止となる下剤中止となる
運動；積極的に参加運動；積極的に参加運動；積極的に参加運動；積極的に参加

運動量運動量運動量運動量↑↑↑↑喘鳴なくなる喘鳴なくなる喘鳴なくなる喘鳴なくなる

傾眠がなくなり笑顔が見られるようになり、進んでお手伝いを。傾眠がなくなり笑顔が見られるようになり、進んでお手伝いを。傾眠がなくなり笑顔が見られるようになり、進んでお手伝いを。傾眠がなくなり笑顔が見られるようになり、進んでお手伝いを。
痰を吐く行為・歯磨き等の拒否もなくなり会話が豊になりました。痰を吐く行為・歯磨き等の拒否もなくなり会話が豊になりました。痰を吐く行為・歯磨き等の拒否もなくなり会話が豊になりました。痰を吐く行為・歯磨き等の拒否もなくなり会話が豊になりました。

主治医主治医主治医主治医
病気の管理・薬の管理病気の管理・薬の管理病気の管理・薬の管理病気の管理・薬の管理

・表情乏しく、一日中ボ－・表情乏しく、一日中ボ－・表情乏しく、一日中ボ－・表情乏しく、一日中ボ－
としてるとしてるとしてるとしてる,,,,傾眠傾向傾眠傾向傾眠傾向傾眠傾向

・痰を所構わず吐く・痰を所構わず吐く・痰を所構わず吐く・痰を所構わず吐く
・行動に拒否（入浴・髭剃・行動に拒否（入浴・髭剃・行動に拒否（入浴・髭剃・行動に拒否（入浴・髭剃

りりりり歯磨き・排泄）歯磨き・排泄）歯磨き・排泄）歯磨き・排泄）
・暴言・暴言・暴言・暴言,,,,暴力暴力暴力暴力
・異食・異食・異食・異食
・落ち着きがなく・落ち着きがなく・落ち着きがなく・落ち着きがなく,,,,歩き回る歩き回る歩き回る歩き回る

医療（原因疾患別ケア）

意識・覚醒レベル向上意識・覚醒レベル向上意識・覚醒レベル向上意識・覚醒レベル向上
尿意・便意を取り戻せた尿意・便意を取り戻せた尿意・便意を取り戻せた尿意・便意を取り戻せた

脳梗塞脳梗塞脳梗塞脳梗塞 高血圧症高血圧症高血圧症高血圧症 喘息喘息喘息喘息
便秘便秘便秘便秘 アルツハイマ－型アルツハイマ－型アルツハイマ－型アルツハイマ－型
認知症認知症認知症認知症

脱水・低活動脱水・低活動脱水・低活動脱水・低活動→→→→便秘便秘便秘便秘
孤独・孤立孤独・孤立孤独・孤立孤独・孤立→→→→関わり不足関わり不足関わり不足関わり不足

役割の存在大役割の存在大役割の存在大役割の存在大
居場所が出来た居場所が出来た居場所が出来た居場所が出来た

↓↓↓↓
平穏な状態に平穏な状態に平穏な状態に平穏な状態に
行動が安定行動が安定行動が安定行動が安定

知識に基づいた対応
チ－ムケアの協力大

→改善に繋がった
家族との関わり↑
信頼関係↑



水は生命の源であり「「「「細胞細胞細胞細胞をををを活性化活性化活性化活性化」」」」させる

前頭葉での前頭葉での前頭葉での前頭葉での｢｢｢｢尿意の覚知尿意の覚知尿意の覚知尿意の覚知｣｣｣｣
｢｢｢｢状況認知状況認知状況認知状況認知｣｣｣｣「抑制」「準備」「排泄命令」「抑制」「準備」「排泄命令」「抑制」「準備」「排泄命令」「抑制」「準備」「排泄命令」

一連の動きは一連の動きは一連の動きは一連の動きは脳の「覚醒水準」脳の「覚醒水準」脳の「覚醒水準」脳の「覚醒水準」によってによってによってによって
支えらてる支えらてる支えらてる支えらてる

たいした量ではないと考えてしまいがちなたいした量ではないと考えてしまいがちなたいした量ではないと考えてしまいがちなたいした量ではないと考えてしまいがちな,,,,水分のあと水分のあと水分のあと水分のあと

200200200200～～～～300300300300ｍｌｍｌｍｌｍｌの量が高齢者にとってはの量が高齢者にとってはの量が高齢者にとってはの量が高齢者にとっては

非常に重要であることがよくわかった非常に重要であることがよくわかった非常に重要であることがよくわかった非常に重要であることがよくわかった

塾生のコメントから塾生のコメントから塾生のコメントから塾生のコメントから

状況の認知の一
番は“水分”

体内水分量の減少率体内水分量の減少率体内水分量の減少率体内水分量の減少率



Nさんらしさを
取り戻すために

㈱高知ゆうあい
グループホームはなことば四万十

介護福祉士 井口 小百合



グループホームはなことば四万十の概要

• 開設日：平成開設日：平成開設日：平成開設日：平成26262626年年年年4444月月月月1111日日日日

• ユニット数：１（定員ユニット数：１（定員ユニット数：１（定員ユニット数：１（定員9999名）名）名）名）

• 所在地：四万十市古津賀所在地：四万十市古津賀所在地：四万十市古津賀所在地：四万十市古津賀2222丁目丁目丁目丁目174174174174

• 併設事業所：住宅型有料老人ホーム（定員併設事業所：住宅型有料老人ホーム（定員併設事業所：住宅型有料老人ホーム（定員併設事業所：住宅型有料老人ホーム（定員9999名）名）名）名）

ケアプランセンターケアプランセンターケアプランセンターケアプランセンター

ヘルパーステーションヘルパーステーションヘルパーステーションヘルパーステーション



事例紹介

• 入居日入居日入居日入居日 平成平成平成平成26262626年年年年9999月月月月8888日日日日

• 介護度介護度介護度介護度 要介護３要介護３要介護３要介護３

• 年齢年齢年齢年齢 90909090歳歳歳歳

• 性別性別性別性別 女性女性女性女性

• 病名病名病名病名 アルツハイマー型認知症アルツハイマー型認知症アルツハイマー型認知症アルツハイマー型認知症

（平成（平成（平成（平成22222222年年年年8888月診断）月診断）月診断）月診断）

• 入所前の利用サービス入所前の利用サービス入所前の利用サービス入所前の利用サービス デイサービスデイサービスデイサービスデイサービス ショショショショ
ートステイートステイートステイートステイ



実践塾参加前の状況①

・水分摂取量水分摂取量水分摂取量水分摂取量 一日平均一日平均一日平均一日平均12121212２２２２0ml0ml0ml0ml

・・・・排泄排泄排泄排泄 トイレの場所が認知できず、誘導のタイミングが合わトイレの場所が認知できず、誘導のタイミングが合わトイレの場所が認知できず、誘導のタイミングが合わトイレの場所が認知できず、誘導のタイミングが合わ

ないないないない

時には自室のゴミ箱や自室の床に排泄されることが時には自室のゴミ箱や自室の床に排泄されることが時には自室のゴミ箱や自室の床に排泄されることが時には自室のゴミ箱や自室の床に排泄されることが

あった。あった。あった。あった。

排便は排便は排便は排便は3333日に日に日に日に1111回下剤服用回下剤服用回下剤服用回下剤服用

・・・・更衣更衣更衣更衣 声かけで更衣され、パジャマの上にズボンをはいたり声かけで更衣され、パジャマの上にズボンをはいたり声かけで更衣され、パジャマの上にズボンをはいたり声かけで更衣され、パジャマの上にズボンをはいたり

する。する。する。する。

・・・・入浴入浴入浴入浴 時々嫌がることがあり、気をそらしながら誘導する。時々嫌がることがあり、気をそらしながら誘導する。時々嫌がることがあり、気をそらしながら誘導する。時々嫌がることがあり、気をそらしながら誘導する。



実践塾参加前の状況②

• 精神症状精神症状精神症状精神症状

デイに通所している感覚があり、デイに通所している感覚があり、デイに通所している感覚があり、デイに通所している感覚があり、14141414時頃になると荷造時頃になると荷造時頃になると荷造時頃になると荷造
りをした鞄や風呂敷包みを持ち、ホール内を歩きまわりをした鞄や風呂敷包みを持ち、ホール内を歩きまわりをした鞄や風呂敷包みを持ち、ホール内を歩きまわりをした鞄や風呂敷包みを持ち、ホール内を歩きまわ
り、外に出ようとされる。静止しようとすると立腹さり、外に出ようとされる。静止しようとすると立腹さり、外に出ようとされる。静止しようとすると立腹さり、外に出ようとされる。静止しようとすると立腹さ
れて職員に手を上げることもあった。れて職員に手を上げることもあった。れて職員に手を上げることもあった。れて職員に手を上げることもあった。

その都度、気持ちの切り替えができるように声かけしなその都度、気持ちの切り替えができるように声かけしなその都度、気持ちの切り替えができるように声かけしなその都度、気持ちの切り替えができるように声かけしな
がら付き添い外に出て、納得して帰るまで歩いた。がら付き添い外に出て、納得して帰るまで歩いた。がら付き添い外に出て、納得して帰るまで歩いた。がら付き添い外に出て、納得して帰るまで歩いた。

ご家族にも電話対応の協力をお願いした。ご家族にも電話対応の協力をお願いした。ご家族にも電話対応の協力をお願いした。ご家族にも電話対応の協力をお願いした。



実践塾での取り組み①

《《《《 現状の評価現状の評価現状の評価現状の評価 》》》》

•環境への不適応による情緒不安定環境への不適応による情緒不安定環境への不適応による情緒不安定環境への不適応による情緒不安定

•水分不足による脱水、便秘、低活動に水分不足による脱水、便秘、低活動に水分不足による脱水、便秘、低活動に水分不足による脱水、便秘、低活動に
よる身体の不調よる身体の不調よる身体の不調よる身体の不調

認知能力の低下認知能力の低下認知能力の低下認知能力の低下



実践塾での取り組み②

《《《《 金田先生よりのアドバイス金田先生よりのアドバイス金田先生よりのアドバイス金田先生よりのアドバイス 》》》》

・水分摂取量のアップ・水分摂取量のアップ・水分摂取量のアップ・水分摂取量のアップ ：：：：

一日一日一日一日1500ml1500ml1500ml1500ml～～～～1600ml1600ml1600ml1600mlをキープする。をキープする。をキープする。をキープする。

・排便・排便・排便・排便 ：下剤に頼らずセンナ茶、オリゴ糖を使用：下剤に頼らずセンナ茶、オリゴ糖を使用：下剤に頼らずセンナ茶、オリゴ糖を使用：下剤に頼らずセンナ茶、オリゴ糖を使用

し排便を促す。し排便を促す。し排便を促す。し排便を促す。

・精神的な安定・精神的な安定・精神的な安定・精神的な安定 ：人生暦や生活習慣、プライドに：人生暦や生活習慣、プライドに：人生暦や生活習慣、プライドに：人生暦や生活習慣、プライドに

配慮した関りや、役割りを持っ配慮した関りや、役割りを持っ配慮した関りや、役割りを持っ配慮した関りや、役割りを持っ

ていただくていただくていただくていただく



実践塾での取り組み③

《《《《 取り組み取り組み取り組み取り組み 》》》》
•一日の水分摂取量の目安一日の水分摂取量の目安一日の水分摂取量の目安一日の水分摂取量の目安 1600ml1600ml1600ml1600ml

•下剤を中止下剤を中止下剤を中止下剤を中止
・コーヒーにオリゴ糖を入れる。・コーヒーにオリゴ糖を入れる。・コーヒーにオリゴ糖を入れる。・コーヒーにオリゴ糖を入れる。
・家事の後にティータイム・家事の後にティータイム・家事の後にティータイム・家事の後にティータイム
・夜間覚醒時にも水分をすすめる。・夜間覚醒時にも水分をすすめる。・夜間覚醒時にも水分をすすめる。・夜間覚醒時にも水分をすすめる。
・便秘解消に腹部マッサージ・便秘解消に腹部マッサージ・便秘解消に腹部マッサージ・便秘解消に腹部マッサージ
・浮腫の軽減に下肢のマッサージ・浮腫の軽減に下肢のマッサージ・浮腫の軽減に下肢のマッサージ・浮腫の軽減に下肢のマッサージ



《 取り組み 》

• 「「「「NNNNさんらしさ」を見つけ、日課に取さんらしさ」を見つけ、日課に取さんらしさ」を見つけ、日課に取さんらしさ」を見つけ、日課に取
り入れた。り入れた。り入れた。り入れた。
・掃き掃除・掃き掃除・掃き掃除・掃き掃除
・調理の手伝い・調理の手伝い・調理の手伝い・調理の手伝い
・裁縫や計算・裁縫や計算・裁縫や計算・裁縫や計算
・馴染みのある季節の営み・馴染みのある季節の営み・馴染みのある季節の営み・馴染みのある季節の営み

スタッフはその都度、ねぎらいの言葉やスタッフはその都度、ねぎらいの言葉やスタッフはその都度、ねぎらいの言葉やスタッフはその都度、ねぎらいの言葉や
感謝の言葉をかける。感謝の言葉をかける。感謝の言葉をかける。感謝の言葉をかける。



取り組みの成果

・水分摂取量水分摂取量水分摂取量水分摂取量 ：一日平均：一日平均：一日平均：一日平均1500ml1500ml1500ml1500ml

・・・・排泄排泄排泄排泄 ：３～４日毎に自然排便：３～４日毎に自然排便：３～４日毎に自然排便：３～４日毎に自然排便

・・・・入浴入浴入浴入浴 ：機嫌良く入浴される：機嫌良く入浴される：機嫌良く入浴される：機嫌良く入浴される

・・・・精神状態精神状態精神状態精神状態 ：他者との交流も楽しみ、落ち着い：他者との交流も楽しみ、落ち着い：他者との交流も楽しみ、落ち着い：他者との交流も楽しみ、落ち着い

て過ごされる。て過ごされる。て過ごされる。て過ごされる。

ご家族の面会を喜ばれ、「気をつご家族の面会を喜ばれ、「気をつご家族の面会を喜ばれ、「気をつご家族の面会を喜ばれ、「気をつ

けて帰れよ」と見送られる。けて帰れよ」と見送られる。けて帰れよ」と見送られる。けて帰れよ」と見送られる。



学んだこと

• 認知症と身体は密接な関係にあり、シンプルなケアである認知症と身体は密接な関係にあり、シンプルなケアである認知症と身体は密接な関係にあり、シンプルなケアである認知症と身体は密接な関係にあり、シンプルなケアである

• 水分、栄養、排便、運動という普段の体調を整えることが基本水分、栄養、排便、運動という普段の体調を整えることが基本水分、栄養、排便、運動という普段の体調を整えることが基本水分、栄養、排便、運動という普段の体調を整えることが基本

• 人生暦、生活暦から行動を理解しケアに活かす人生暦、生活暦から行動を理解しケアに活かす人生暦、生活暦から行動を理解しケアに活かす人生暦、生活暦から行動を理解しケアに活かす

• 不安や思いを共感し傾聴しながら寄り添う不安や思いを共感し傾聴しながら寄り添う不安や思いを共感し傾聴しながら寄り添う不安や思いを共感し傾聴しながら寄り添う

• プライドやプライバシーに配慮し、恥をかかせたり不愉快な思いをプライドやプライバシーに配慮し、恥をかかせたり不愉快な思いをプライドやプライバシーに配慮し、恥をかかせたり不愉快な思いをプライドやプライバシーに配慮し、恥をかかせたり不愉快な思いを
させないさせないさせないさせない

• チームで情報を共有しケアの方向性を一致させるチームで情報を共有しケアの方向性を一致させるチームで情報を共有しケアの方向性を一致させるチームで情報を共有しケアの方向性を一致させる

• ご家族は大切な存在であり、ケアチームの一員であるご家族は大切な存在であり、ケアチームの一員であるご家族は大切な存在であり、ケアチームの一員であるご家族は大切な存在であり、ケアチームの一員である



ご清聴ありがとうございました。



もともと環境不適応だったケース。環境不適応の症状として拒否が出もともと環境不適応だったケース。環境不適応の症状として拒否が出もともと環境不適応だったケース。環境不適応の症状として拒否が出もともと環境不適応だったケース。環境不適応の症状として拒否が出まままま

すすすす。新しい入居者が入ると。新しい入居者が入ると。新しい入居者が入ると。新しい入居者が入ると環境不適応は環境不適応は環境不適応は環境不適応はおこるものだと思って根回し、名おこるものだと思って根回し、名おこるものだと思って根回し、名おこるものだと思って根回し、名

前を覚えてもらう、孤独にさせないケアが大切前を覚えてもらう、孤独にさせないケアが大切前を覚えてもらう、孤独にさせないケアが大切前を覚えてもらう、孤独にさせないケアが大切です。です。です。です。それをすると環境不それをすると環境不それをすると環境不それをすると環境不

適応が適応が適応が適応が2222ヶ月～ヶ月～ヶ月～ヶ月～3333ヶ月でヶ月でヶ月でヶ月で回避でき回避でき回避でき回避できますますますます。。。。

当初は水分当初は水分当初は水分当初は水分1130ml1130ml1130ml1130mlだから平均するともっと少ない日もあったと思だから平均するともっと少ない日もあったと思だから平均するともっと少ない日もあったと思だから平均するともっと少ない日もあったと思いまいまいまいま

すすすす。現在は。現在は。現在は。現在は1500ml1500ml1500ml1500mlとととというこというこというこということでででで、、、、400ml400ml400ml400mlくらい増えていくらい増えていくらい増えていくらい増えていますますますます。。。。1111～～～～2222％％％％

の体内水分量の減少率の体内水分量の減少率の体内水分量の減少率の体内水分量の減少率（（（（250250250250～～～～500ml500ml500ml500ml））））が改善したので意識レベル覚醒が改善したので意識レベル覚醒が改善したので意識レベル覚醒が改善したので意識レベル覚醒

レベルが上がってきレベルが上がってきレベルが上がってきレベルが上がってきました。結果、放尿はなくなりました。ました。結果、放尿はなくなりました。ました。結果、放尿はなくなりました。ました。結果、放尿はなくなりました。脱水改善！脱水改善！脱水改善！脱水改善！

また精神面行動で、帰宅願望・早朝時の不安・不穏の行動の出現は午後また精神面行動で、帰宅願望・早朝時の不安・不穏の行動の出現は午後また精神面行動で、帰宅願望・早朝時の不安・不穏の行動の出現は午後また精神面行動で、帰宅願望・早朝時の不安・不穏の行動の出現は午後

～夜間帯で、これは～夜間帯で、これは～夜間帯で、これは～夜間帯で、これは脱水脱水脱水脱水によるものです。険しい表情・立腹や暴力はによるものです。険しい表情・立腹や暴力はによるものです。険しい表情・立腹や暴力はによるものです。険しい表情・立腹や暴力は便秘便秘便秘便秘

によるものです。によるものです。によるものです。によるものです。

排便の確認ができな排便の確認ができな排便の確認ができな排便の確認ができなくてもくてもくてもくても神経質にならなくても良い神経質にならなくても良い神経質にならなくても良い神経質にならなくても良いですですですです。いらいら、。いらいら、。いらいら、。いらいら、

興奮などがおさまり、便秘の状態ではなくなって興奮などがおさまり、便秘の状態ではなくなって興奮などがおさまり、便秘の状態ではなくなって興奮などがおさまり、便秘の状態ではなくなってますますますます。。。。

人生歴・プライドを重視した取り組みでうまくいっているケースですね人生歴・プライドを重視した取り組みでうまくいっているケースですね人生歴・プライドを重視した取り組みでうまくいっているケースですね人生歴・プライドを重視した取り組みでうまくいっているケースですね

運動運動運動運動は散歩等で活動量があがり下肢浮腫の軽減に繋がりました。は散歩等で活動量があがり下肢浮腫の軽減に繋がりました。は散歩等で活動量があがり下肢浮腫の軽減に繋がりました。は散歩等で活動量があがり下肢浮腫の軽減に繋がりました。



井口小百合さま 事例解説

水分；夜間覚醒時水分の習慣化水分；夜間覚醒時水分の習慣化水分；夜間覚醒時水分の習慣化水分；夜間覚醒時水分の習慣化
家事のあとにお茶タイム家事のあとにお茶タイム家事のあとにお茶タイム家事のあとにお茶タイム
コ－ヒ－にオリゴ糖コ－ヒ－にオリゴ糖コ－ヒ－にオリゴ糖コ－ヒ－にオリゴ糖

食事；食事；食事；食事；
排便；腹部マッサ－ジ排便；腹部マッサ－ジ排便；腹部マッサ－ジ排便；腹部マッサ－ジ
運動；日中の活動量を上げる運動；日中の活動量を上げる運動；日中の活動量を上げる運動；日中の活動量を上げる

下肢マッサ－ジ下肢マッサ－ジ下肢マッサ－ジ下肢マッサ－ジ

普段の体調を整える

プライドを大切にした関わりプライドを大切にした関わりプライドを大切にした関わりプライドを大切にした関わり

好みの飲み物を探す好みの飲み物を探す好みの飲み物を探す好みの飲み物を探す
環境を整える・褒める・ねぎら環境を整える・褒める・ねぎら環境を整える・褒める・ねぎら環境を整える・褒める・ねぎら
い・感謝の言葉をかけるい・感謝の言葉をかけるい・感謝の言葉をかけるい・感謝の言葉をかける
関わりを増やす関わりを増やす関わりを増やす関わりを増やす
ＮさんらしさＮさんらしさＮさんらしさＮさんらしさ→→→→日課に取り入れた日課に取り入れた日課に取り入れた日課に取り入れた

水分；水分；水分；水分；1220cc1220cc1220cc1220cc
食事；問題なし食事；問題なし食事；問題なし食事；問題なし
排便；排便；排便；排便；3333日に日に日に日に1111回回回回

下剤服用下剤服用下剤服用下剤服用
排尿：ゴミ箱、床に放尿排尿：ゴミ箱、床に放尿排尿：ゴミ箱、床に放尿排尿：ゴミ箱、床に放尿
運動；問題なし運動；問題なし運動；問題なし運動；問題なし

水分；水分；水分；水分；1500150015001500ｍｌｍｌｍｌｍｌ
食事；問題なし食事；問題なし食事；問題なし食事；問題なし
排便：排便：排便：排便：3333～４日に～４日に～４日に～４日に

自然排便自然排便自然排便自然排便
運動；散歩で活動量運動；散歩で活動量運動；散歩で活動量運動；散歩で活動量↑↑↑↑

→→→→下肢の浮腫の軽減下肢の浮腫の軽減下肢の浮腫の軽減下肢の浮腫の軽減

落ち着かれ笑顔がみられ落ち着かれ笑顔がみられ落ち着かれ笑顔がみられ落ち着かれ笑顔がみられ,,,,他者との交流を楽しむ他者との交流を楽しむ他者との交流を楽しむ他者との交流を楽しむ
ご家族へ気遣う一面も見られるご家族へ気遣う一面も見られるご家族へ気遣う一面も見られるご家族へ気遣う一面も見られる

主治医
病気の管理・薬の管理

・・・・14141414時過ぎからホ－ル時過ぎからホ－ル時過ぎからホ－ル時過ぎからホ－ル
を歩き回るを歩き回るを歩き回るを歩き回る

・止めると立腹、暴力・止めると立腹、暴力・止めると立腹、暴力・止めると立腹、暴力

医療医療医療医療

Ｎさんの行動変化Ｎさんの行動変化Ｎさんの行動変化Ｎさんの行動変化

意識レベル意識レベル意識レベル意識レベル
覚醒レベルの向上覚醒レベルの向上覚醒レベルの向上覚醒レベルの向上

脱水改善脱水改善脱水改善脱水改善→→→→放尿改善放尿改善放尿改善放尿改善
トイレがわかるトイレがわかるトイレがわかるトイレがわかる

アルツハイマ－型認知症アルツハイマ－型認知症アルツハイマ－型認知症アルツハイマ－型認知症
高血圧高血圧高血圧高血圧 便秘便秘便秘便秘

①午後から落ち着きがない①午後から落ち着きがない①午後から落ち着きがない①午後から落ち着きがない
→→→→慢性の脱水慢性の脱水慢性の脱水慢性の脱水→→→→便秘便秘便秘便秘

②環境不適応による②環境不適応による②環境不適応による②環境不適応による
情緒不安定情緒不安定情緒不安定情緒不安定

孤独・孤立解消孤独・孤立解消孤独・孤立解消孤独・孤立解消
役割役割役割役割

居場所が出来た居場所が出来た居場所が出来た居場所が出来た

認知症と身体は密
接な関係！

人生歴・生活歴！
ご家族もチ－ムの

一員！
下剤服用



報告者 : ひとみ 四万十の郷）

実践
実践発表

「表情が乏しく、ぼーっとしていたHさん」



Hさん 93歳 要介護4

■アルツハイマー型認知症、心不全、変形性膝関

節症等

■認知症が進行し、火の不始末があり在宅での生

活が困難となったため、平成24年に当施設入所

となる。

■入所当初はシルバーカー歩行可能であったが、

股関節の痛みにより1年以上前から車いすと

なっている。

■表情が乏しい

■傾眠傾向で一日ぼーっとしている



水分摂取の状況

� 水分を勧めると、頭を抱えて「ずつない」と言う

� 水分摂取量を表に書いて確認すると・・・

↓

↓

一日700ｍｌ未満しか飲めていない！

まずは1000ｍｌを目標に取り組みをスタート



水分摂取量アップの取り組みと変化

■好みの飲み物を出す
（コーヒー、ジュースなど）
■言葉かけを多くする
■職員全員で取り組む

★800～1200ｍｌ以上摂取できるように！

★「ずつない」と頭を抱えることが少なくなる！

★職員との会話で笑顔が見られるようになる！



食事面の状況

■心臓病食（1500kcal、塩分6ｇ未満、軟飯
、副食一口大キザミ）

■野菜を好まず、残すことが多い。介助で数口

食べる程度。

■全部食べる時、7～8割食べる時などムラが

ある

■途中で食べるのをやめてしまうので、声かけ
、介助が必要



食事面の取り組みと変化

■言葉かけを多く持ってなるべく

自分で食べてもらうようにした

★一口でも自ら手を出して野菜を食べる
★「おいしい」と言い食べる

自分で自分で自分で自分で
おいしくおいしくおいしくおいしく

食べています食べています食べています食べています
♪♪♪♪



排便の状況

�夜間：オムツ

日中：トイレ誘導するも、パットに

出ている

�排便は2～3日に一回

�4日間排便がなければ、センナ茶を

50ｍｌ飲んでもらう。



排便への取り組みと変化

■朝食後、必ずトイレに座ってもらう。

■日中もなるべくトイレに座ってもらうよう働き

かけを行う。

★水分摂取量が増えたこともあり、
一日一回決まった時間に排便があるように
なった！

センナ茶を飲まなくてセンナ茶を飲まなくてセンナ茶を飲まなくてセンナ茶を飲まなくて
も自然排便が♪も自然排便が♪も自然排便が♪も自然排便が♪



運動面の状況

■言葉かけをすると車いすを自分で操作する

■一日一回立位訓練するも、膝の痛みででき
ないこともある



運動面の取り組みと変化

■一日3回居室⇔リビングを車いす自操してもらう

■車いすに座ったままでできる足上げ運動を勧める

■手すりを持っての立位訓練（一日1回・10～15秒/回）

を 言葉かけをしながら取り組んでもらう

★介助バーを持ち、ベッド⇔車いすの
乗を自分で行うことができるように
なった！

★トイレの際、手すりを持って少しの間
立位がとれるようになった！

車車車車いすいすいすいす
自操中自操中自操中自操中！！！！



実践塾を通しての学び

■必要な水分と栄養を摂取し、しっかり運動をすれば、

下剤を使わずに排便ができるようになり、認知機能や

精神面での興奮・行動なども改善する。

■Hさんの行動の変化が、水分量が増えたことで、意識の

覚醒レベルが上がったことによる変化だということがわ

かった。

■実践塾は終わっても、水分・栄養・排便・運動を他の

入居者様にもチームワークで取り組んでいきたい。



ご清聴ありがとうございました

にっこり笑顔です
(о^_^о)



膝膝膝膝の痛みの痛みの痛みの痛みから認知力から認知力から認知力から認知力低下、体の動き低下、そして低下、体の動き低下、そして低下、体の動き低下、そして低下、体の動き低下、そして便秘便秘便秘便秘。。。。

高齢者高齢者高齢者高齢者の病気は重度化、慢性化の病気は重度化、慢性化の病気は重度化、慢性化の病気は重度化、慢性化しやすいしやすいしやすいしやすい→→→→ADLADLADLADL・・・・IADLIADLIADLIADLの低下につながの低下につながの低下につながの低下につなが

りますりますりますります。。。。

インフルエンザインフルエンザインフルエンザインフルエンザををををきっかけきっかけきっかけきっかけに脱水、低栄養、低体力とに脱水、低栄養、低体力とに脱水、低栄養、低体力とに脱水、低栄養、低体力とななななりましたりましたりましたりました。。。。

当初の水分量は当初の水分量は当初の水分量は当初の水分量は700ml700ml700ml700ml以下です。精神面の行動で表情が乏しい、傾眠以下です。精神面の行動で表情が乏しい、傾眠以下です。精神面の行動で表情が乏しい、傾眠以下です。精神面の行動で表情が乏しい、傾眠

傾向で傾向で傾向で傾向でぼぼぼぼーっとしてるのは明らかに慢性の脱水症です。ーっとしてるのは明らかに慢性の脱水症です。ーっとしてるのは明らかに慢性の脱水症です。ーっとしてるのは明らかに慢性の脱水症です。

実践の結果実践の結果実践の結果実践の結果100100100100～～～～500ml500ml500ml500mlくらい増えくらい増えくらい増えくらい増えましたましたましたました。。。。1111～～～～2222％の体内水分量の％の体内水分量の％の体内水分量の％の体内水分量の

減少率減少率減少率減少率（（（（250250250250～～～～500ml500ml500ml500ml））））が改善したので意識レベル覚醒レベルが上がっが改善したので意識レベル覚醒レベルが上がっが改善したので意識レベル覚醒レベルが上がっが改善したので意識レベル覚醒レベルが上がっ

てきてきてきてきました。ました。ました。ました。

おかずを自ら食べるようになったのも、脱水が改善おかずを自ら食べるようになったのも、脱水が改善おかずを自ら食べるようになったのも、脱水が改善おかずを自ら食べるようになったのも、脱水が改善しししし、、、、唾液が出て、唾液が出て、唾液が出て、唾液が出て、

美味しく美味しく美味しく美味しく感じられ感じられ感じられ感じられ「美味しい」と「美味しい」と「美味しい」と「美味しい」と食欲食欲食欲食欲が出てきたからが出てきたからが出てきたからが出てきたからですですですです。。。。

運動面運動面運動面運動面ででででは、水分が入り、身体活動性があがりました。立ったりするは、水分が入り、身体活動性があがりました。立ったりするは、水分が入り、身体活動性があがりました。立ったりするは、水分が入り、身体活動性があがりました。立ったりする

ことで起立大腸反射が働き便秘改善にもつながります。ことで起立大腸反射が働き便秘改善にもつながります。ことで起立大腸反射が働き便秘改善にもつながります。ことで起立大腸反射が働き便秘改善にもつながります。

プライドを重視プライドを重視プライドを重視プライドを重視したしたしたした関わりでは、孤独・孤立にならないように褒めた関わりでは、孤独・孤立にならないように褒めた関わりでは、孤独・孤立にならないように褒めた関わりでは、孤独・孤立にならないように褒めた

りするなどで関わりを増やしていきましょう。りするなどで関わりを増やしていきましょう。りするなどで関わりを増やしていきましょう。りするなどで関わりを増やしていきましょう。



西野ひとみさま 事例解説

水分；好みの飲み物の提供水分；好みの飲み物の提供水分；好みの飲み物の提供水分；好みの飲み物の提供
コ－ヒ－コ－ヒ－コ－ヒ－コ－ヒ－,,,,ジュ－スなどジュ－スなどジュ－スなどジュ－スなど

食事；野菜を好む様になる食事；野菜を好む様になる食事；野菜を好む様になる食事；野菜を好む様になる
排便；座位排便への働きかけ排便；座位排便への働きかけ排便；座位排便への働きかけ排便；座位排便への働きかけ
運動；カラオケの体操運動；カラオケの体操運動；カラオケの体操運動；カラオケの体操

百歳体操百歳体操百歳体操百歳体操 ラジオ体操ラジオ体操ラジオ体操ラジオ体操

普段の体調を整える

プライドを大切にした関わりプライドを大切にした関わりプライドを大切にした関わりプライドを大切にした関わり

水分提供時は頻回の声かけ水分提供時は頻回の声かけ水分提供時は頻回の声かけ水分提供時は頻回の声かけ
職員全員で関わりを持つ職員全員で関わりを持つ職員全員で関わりを持つ職員全員で関わりを持つ
生け花に取り組んでる生け花に取り組んでる生け花に取り組んでる生け花に取り組んでる

水分；７００水分；７００水分；７００水分；７００cccccccc
食事；食事；食事；食事；1500kcal1500kcal1500kcal1500kcal

塩分６ｇ軟飯副食刻み塩分６ｇ軟飯副食刻み塩分６ｇ軟飯副食刻み塩分６ｇ軟飯副食刻み

排便；週２～３回硬い便排便；週２～３回硬い便排便；週２～３回硬い便排便；週２～３回硬い便
4444日間－ならばセンナ茶日間－ならばセンナ茶日間－ならばセンナ茶日間－ならばセンナ茶

運動；車いす自走運動；車いす自走運動；車いす自走運動；車いす自走
立位訓練は膝の立位訓練は膝の立位訓練は膝の立位訓練は膝の
痛みで拒否痛みで拒否痛みで拒否痛みで拒否

水分；水分；水分；水分；800800800800～～～～1200cc1200cc1200cc1200cc
食事；変わらず食事；変わらず食事；変わらず食事；変わらず
排便：毎日自然排便排便：毎日自然排便排便：毎日自然排便排便：毎日自然排便

センナ茶不要センナ茶不要センナ茶不要センナ茶不要
運動；運動；運動；運動；積極的に立位積極的に立位積極的に立位積極的に立位

訓練されて訓練されて訓練されて訓練されて
運動参加運動参加運動参加運動参加

怒ること・興奮することが減る怒ること・興奮することが減る怒ること・興奮することが減る怒ること・興奮することが減る
笑顔が増えて職員との会話が豊になり生け花を楽しむ笑顔が増えて職員との会話が豊になり生け花を楽しむ笑顔が増えて職員との会話が豊になり生け花を楽しむ笑顔が増えて職員との会話が豊になり生け花を楽しむ

主治医
病気の管理・薬の管理

・火の不始末・火の不始末・火の不始末・火の不始末
・表情が乏しい・表情が乏しい・表情が乏しい・表情が乏しい
・傾眠傾向で一日中・傾眠傾向で一日中・傾眠傾向で一日中・傾眠傾向で一日中

ぼ－ぼ－ぼ－ぼ－っっっっとしてるとしてるとしてるとしてる

医療医療医療医療

Ｈさんの行動変化Ｈさんの行動変化Ｈさんの行動変化Ｈさんの行動変化

意識レベル意識レベル意識レベル意識レベル
覚醒レベルの向上覚醒レベルの向上覚醒レベルの向上覚醒レベルの向上
脱水改善脱水改善脱水改善脱水改善→→→→食欲食欲食欲食欲↑↑↑↑

アルツハイマ－型認知症アルツハイマ－型認知症アルツハイマ－型認知症アルツハイマ－型認知症
心不全心不全心不全心不全 変形性膝関節症変形性膝関節症変形性膝関節症変形性膝関節症

膝の痛み膝の痛み膝の痛み膝の痛み→→→→低活動低活動低活動低活動
脱水脱水脱水脱水→→→→便秘便秘便秘便秘

孤独・孤立解消孤独・孤立解消孤独・孤立解消孤独・孤立解消
役割役割役割役割

居場所が出来た居場所が出来た居場所が出来た居場所が出来た

チ－ムケア！
多職種連携！



実践塾の取り組み紹介
しまねっとNES610

2014年1月15日NHKで放映紹介します

浜田市塾生



認知症認知症認知症認知症
サポ－タ－サポ－タ－サポ－タ－サポ－タ－
養成講座養成講座養成講座養成講座

地域包括地域包括地域包括地域包括
支援センタ－支援センタ－支援センタ－支援センタ－
サポ－ト医サポ－ト医サポ－ト医サポ－ト医

認知症認知症認知症認知症
予防教室予防教室予防教室予防教室

症状の改善

実行

実践塾で感じたこと

アドバイ
ス



（参考文献）（参考文献）（参考文献）（参考文献）

・岡山県美作県民局主催・岡山県美作県民局主催・岡山県美作県民局主催・岡山県美作県民局主催 認知症重度化予防実践塾資料・報告書認知症重度化予防実践塾資料・報告書認知症重度化予防実践塾資料・報告書認知症重度化予防実践塾資料・報告書

・・・・HHHH２２年度２２年度２２年度２２年度 岡山県福祉研究学会岡山県福祉研究学会岡山県福祉研究学会岡山県福祉研究学会

・高知市認知症重度化予防実践塾・高知市認知症重度化予防実践塾・高知市認知症重度化予防実践塾・高知市認知症重度化予防実践塾

・浜田市認知症重度化予防実践塾・浜田市認知症重度化予防実践塾・浜田市認知症重度化予防実践塾・浜田市認知症重度化予防実践塾

・鳥取県認知症重度化予防実践塾・鳥取県認知症重度化予防実践塾・鳥取県認知症重度化予防実践塾・鳥取県認知症重度化予防実践塾

・日本認知症グル－プホ－ム協会鳥取県支部重度化予防実践塾・日本認知症グル－プホ－ム協会鳥取県支部重度化予防実践塾・日本認知症グル－プホ－ム協会鳥取県支部重度化予防実践塾・日本認知症グル－プホ－ム協会鳥取県支部重度化予防実践塾

・家族で治そう認知症・家族で治そう認知症・家族で治そう認知症・家族で治そう認知症
・認知症のケア・認知症のケア・認知症のケア・認知症のケア 年友企画年友企画年友企画年友企画 （竹内（竹内（竹内（竹内 孝仁孝仁孝仁孝仁 著著著著 ））））
・介護基礎学・介護基礎学・介護基礎学・介護基礎学 医歯薬出版医歯薬出版医歯薬出版医歯薬出版 （竹内（竹内（竹内（竹内 孝仁孝仁孝仁孝仁 著著著著 ））））
・全国老施設協・自立支援介護ブックレット・全国老施設協・自立支援介護ブックレット・全国老施設協・自立支援介護ブックレット・全国老施設協・自立支援介護ブックレット((((食事・水・歩行と排泄食事・水・歩行と排泄食事・水・歩行と排泄食事・水・歩行と排泄))))；竹内孝仁著；竹内孝仁著；竹内孝仁著；竹内孝仁著
・認知症はこわくない・認知症はこわくない・認知症はこわくない・認知症はこわくない ＮＨＫ出版ＮＨＫ出版ＮＨＫ出版ＮＨＫ出版((((高橋幸男高橋幸男高橋幸男高橋幸男 著）著）著）著）

ご清聴ありがとうございました

・日清オイリオグル－プ株式会社，｢冬の無自覚脱水症の危険｣より抜粋

・漫画：ヘルプマン２５認知症予防編（くさか里樹）
・認知症サポ－タ－養成講座標準教材

認知症を学び地域で支えよう ＧＨ協2011・９・10群馬大学山口晴保ＰＰより

・中通歯科診療所通信より


