
認知症に関する事例

所属：一般社団法人宮崎県介護福祉士会

介護支援専門員 専門研修課程Ⅱ

第２章-３



講義・演習を始める前に・・・

単元の流れ・・・

9時00分～13時00分（240分）

①研修記録シートを記録していますか？

②課題を一般化する視点や捉え方について、理解していますか？

無断複写・転載を禁ずる



専門研修課程Ⅱの目的

認知症に関する事例を用いて講義・演習を行うこ
とにより、認知症に関する知識および認知症の要
介護者等に有効なサービスを活用したケアマネジ
メント手法を修得する。

また、演習等で得られた認知症の要介護者に対
して、有効なサービスの活用に関わり示唆、留意
点等を踏まえ、他の事例にも対応することができる
知識・技術を修得する。

介護支援専門員

テキストＰ１８３

無断複写・転載を禁ずる



本章の修得目標
①認知症である要介護者等の居宅サービス計画等の実践事例

について意見交換を通して分析し評価できる。

②分析し評価した内容を受講者間で共有し、アセスメントや居宅

サービス計画等の作成における留意点を判断できる。

③各種統計データを活用する等により、別の類似の事例等への

応用を実施できる。

④地域の各種統計データを必要に応じて活用することにより、他

の事例へも応用できる。

⑤医療職をはじめとする多職種や、地域住民との連携方法への

応用を実施できる。

⑥地域の社会資源（インフォーマルサービス等）を活用したケア

マネジメントを実施できる。

テキストＰ１８３

無断複写・転載を禁ずる



１．認知症に関する基本的理解

①認知症の基礎知識の確認

無断複写・転載を禁ずる



宮崎県の高齢化率 無断複写・転載を禁ずる



《確認》

〇認知症の定義
「原因となる疾患があり、生活に支障があること」され、たとえ
記憶障害があったとしても、自立した生活を営むことができれば、
認知症ではない。
認知症は生活障害とも言える（社会生活、日常生活を営むのに支
障がある）。

〇せん妄との違い

〇MCIとはなにか

〇加齢によるもの忘れとの違い

〇中核症状と行動心理症状（BPSD）の区別

〇代表的な認知症の種類と主症状

〇認知症に対し使用される薬の基本的な知識

無断複写・転載を禁ずる



ＭＣＩの人を含
めると４人に１
人！！

無断複写・転載を禁ずる



ただし・・・５人に１人は
「認知症有病率が上昇する場合」です( ﾟДﾟ)

「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
ができる社会の実現を目
指す」

【コラム】
新オレンジプラン

無断複写・転載を禁ずる



無断複写・転載を禁ずる



無断複写・転載を禁ずる



無断複写・転載を禁ずる



無断複写・転載を禁ずる



無断複写・転載を禁ずる



原因となる疾患 診断名 

神経変性疾患 
アルツハイマー病、パーキンソン病、ピック病、ハンチントン舞踏病、

進行性核上麻痺、汎発性レビー小体病、脊髄小脳変性症など。 

脳血管障害 脳梗塞、脳出血など 

外傷性疾患 脳挫傷、脳内出血、慢性硬膜下血腫など 

腫瘍性疾患 脳腫瘍（原発性・転移性）、がん性髄膜炎など 

中毒性疾患 アルコール中毒、各種薬物、有機化合物中毒など 

内分泌・代謝性疾患 
甲状腺機能低下症、下垂体機能低下症、ビタミン 12欠乏症、肝性脳

症など 

感染性疾患 髄膜炎、脳炎、脳腫瘍、クロイツフェルト・ヤコブ病など 

その他 正常圧水頭症、多発性硬化症など 

 

認知症の種類と原因疾患 無断複写・転載を禁ずる



1.体の一部に起こるもの 2.全身に影響するもの 3.精神や神経の働きに
起こるもの

①関節拘縮

②廃用性筋萎縮・筋力
低下・金持久力低下

③廃用性骨委縮

④皮膚委縮（短縮）

⑤褥瘡（床ずれ）

⑥静脈血栓症
→肺塞栓症など

①心肺機能低下

②起立性低血圧

③消化機能低下
a.食欲不振
b.便秘

④尿量の低下
→血液量の減少（脱

水）など

①うつ状態

②知的活動低下

③周囲への無関心

④自律神経不安定

⑤姿勢・運動
→調整機能低下など

生活不活発病（心身機能）

②認知症の原因疾患以外の疾患の影響 無断複写・転載を禁ずる



生活習慣と関連する病気

運動習慣 糖尿病（成人型）、肥満、高脂血症、高血
圧症など

食習慣 糖尿病（成人型）、肥満、高脂血症、高尿
酸血症、循環器病、大腸がん、歯周病な
ど

喫煙 肺扁平上皮癌、慢性気管支炎、肺気腫、
循環器病、歯周病

飲酒 アルコール性肝疾患など

無断複写・転載を禁ずる



・具体的な本人の意向の確認が難しい場合も多いが、語り
の中に感情や生きづらさが表れることもあるため、傾聴し、
困りごとを見出すことが大切。

・家族の認知症に対する理解不足や認知症そのものが受け
止められないなど混乱していることがある。ＢＰＳＤの出現に
よる、体力的、精神的な疲弊、今後の症状の進行や関係性
の継続への不安などを理解する。また、本人を取り巻く家族
関係にも配慮し、意見の相違や、一人に集中して行き詰るこ
となどが無いよう、複数の家族への調整が必要になる場合
がある。また、サービス利用による経済的な負担についても、
確認しておく必要がある。

③利用者本人・家族の意向の確認 無断複写・転載を禁ずる



「介護のストレスは、ひとつひとつは大し
たことではないんです。ですが一滴一滴
コップのなかに水が溜まるように積み重
なっていきます。しかもしなければならな
いことが増えていき、終わりがない。家事
も排泄の処理も、できないわけではない
ので、自分でやれると思っているうちに、
追いつめられていってしまいます。私に
は連絡できる弟妹がいましたし、ケアマ
ネージャーにも頻繁に相談していたので、
最後は施設に入れる決断ができましたが、
ずっとひとりで介護していたら、なかなか
ドラスティックな決断はできなかったかも
しれません」 松浦 晋也

｢死ねばいい｣と口にし、｢平手打ちしたら爽快
だろう｣と妄想し、｢次にやったら叩いてもいい｣
と自分に許可を与える。

無断複写・転載を禁ずる



〇介護に当たる家族の生活への影響を確認し、肉
体的・精神的負担に配慮する。

〇仕事や育児他、介護以外に様々な役割を担って
いる場合もあるため、在宅介護生活が限界に至らな
いよう、当事者同士で話せる場の提案や、医療機関
への入院、施設入所なども視野に入れる。

④家族の介護状況の把握および支援方法 無断複写・転載を禁ずる



例：生活歴

④家族の介護状況の把握および支援方法

M市M町出身。長女として産まれる。幼少期は地元で生活。23歳の時、自営業を
営んでいた夫と出会い結婚。子供を4人授かり、夫と共に経営。夫の死去後、Ｈ21
年より認知症状出現。徘徊がある。

都城市大王町出身。長女として産まれる（本人・男・男・女・男）。幼少期は地元で
生活。 23歳の時、自営業を営んでいた夫と出会い結婚。子供を4人授かり（男・男・

女・女）、夫と共に経営しつつ、主婦としても快活に働いていた。子供が結婚してか
らは、孫の世話などにも協力的で（送り迎えなど）次男嫁は大変よくしてもらったと
当時を振り返っている。 H元年長男を事故で亡くし、会社は次男が継いでいる。夫
は退職後、パーキンソン病と認知症を患い徘徊などもあったが、亡くなるH20年ま

で本人は献身的に介護をしていた。元々は男勝りでよく会話をする快活な方で
あったという。

上手くいかないんだよね・・・

「徘徊」に至る本人なりの理由を探るヒントはないだろうか？

無断複写・転載を禁ずる



無断複写・転載を禁ずる



無断複写・転載を禁ずる



（１）インテーク
・不安や困りごとに耳を傾け、「思いを聴く」

（２）アセスメント
・本人の主体性を尊重する
・情報を整理し、真のニーズを導き出す
・ニーズを基に、手立てを構築する

（３）ケアプランの原案の作成
・支援するのに必要な情報を言語化する

（４）サービス担当者会議
・共有して、実践へと結びつける

（５）モニタリング
・介入による変化、ＢＰＳＤの状況等を把握する

（６）終結

⑤認知症の適切なアセスメントと地域の社会資源を活用したケアマネジメント

※地域診断等、環境面の把握やデータの活用

無断複写・転載を禁ずる



２．個別支援を取り巻く環境

① 他職種連携
医師、薬剤師
行政
地域包括支援センター
サービス提供事業者
民生委員、自治会 等

② 地域づくり
個別課題の一般化による、地域の課題の抽出
地域の課題解決に向けた取り組み

無断複写・転載を禁ずる



統計データーを活用する

①統計データはケアプランに位置付ける
根拠となる

②その他明らかになっているデータを活
用する
・水分摂取量と認知症状の関連性、睡眠時間と
認知症状の関連性等

無断複写・転載を禁ずる



在宅での高齢者虐待と認知症の有無の関係

養護者による被虐待高齢者の認知症の割合

認知症なし21.4%

出典：『平成28年度老人保健事業推進費等補助金（老人保健健康増進等事業）報告書』（厚生労働省）

①

統計データの活用例 無断複写・転載を禁ずる



施設での高齢者虐待と認知症の有無の関係

介護従事者による被虐待高齢者の認知症の割合

認知症なし15.4%

出典：『平成28年度老人保健事業推進費等補助金（老人保健健康増進等事業）報告書』（厚生労働省）

②

無断複写・転載を禁ずる



引用：平成27年度高齢者虐待防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律に基づく対
応状況に関する調査結果（厚労省）

③
無断複写・転載を禁ずる



引用：平成27年度高齢者虐待防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律に基づく対
応状況に関する調査結果（厚労省）

④
無断複写・転載を禁ずる



引用：平成27年度高齢者虐待防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律に基づく対
応状況に関する調査結果（厚労省）

⑤ 無断複写・転載を禁ずる



出典：『平成28年度「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」に基づく対応状況等に関
する調査結果』（厚生労働省）

⑥ 無断複写・転載を禁ずる



データ①～⑥から見えること

①②認知症である事

③介護度３以上、認知症自立度Ⅱ以上

④日常生活自立度Ａ以上

⑤介護者の疲れ、ストレス＋持病＋認知症の症状

⑥男性介護者の割合が高い

以上の条件が重なると、虐待や在宅介護が行き詰る可能性が高い。

→○サービス種別や量の変更、専門医の受診などにつなげる。

○事業所に対し専門的なアプローチを依頼し、介護者へフィード
バックする。

○介護者に対し、認知症に関する知識を提供する。

○近隣へ協力を呼びかける。 など・・・。

無断複写・転載を禁ずる



統計データーを活用する

無断複写・転載を禁ずる



宮崎県のデータ紹介

宮崎県高齢者虐待防止連絡会議資料 → 毎年、県のホームページに掲載

宮崎県の認知症サポーター ： １４９，０８２名

市町村における認知症ケアパスの作成状況： ２０/２６ 市町村

認知症サポート医（オレンジドクター）： 280名（県ホームページに名簿あり）

市町村における認知症認知症カフェの運営状況： ２０/２６ 市町村

認知症介護指導者： 30名

※宮崎県のホームページ等を参考

無断複写・転載を禁ずる



本章の修得目標

①認知症である要介護者等の居宅サービス計画等の実践事例

について意見交換を通して分析し評価できる。

②分析し評価した内容を受講者間で共有し、アセスメントや居宅

サービス計画等の作成における留意点を判断できる。

③各種統計データを活用する等により、別の類似の事例等への

応用を実施できる。

④地域の各種統計データを必要に応じて活用することにより、他

の事例へも応用できる。

⑤医療職をはじめとする多職種や、地域住民との連携方法への

応用を実施できる。

⑥地域の社会資源（インフォーマルサービス等）を活用したケア

マネジメントを実施できる。
テキストＰ１８３

無断複写・転載を禁ずる



１０分間の休憩です。

無断複写・転載を禁ずる



•個別課題の抽出について

→事例の理解を深め、その上でその人の課題を導きだして下さい。

例）

「近くにリハビリを受けられる事業所がない」など、社会資源の不足
は個別課題ではありません。

→リハビリをうけなければならない状況が個別課題です。

個別課題を一般化する視点

無断複写・転載を禁ずる



•夏休みで妻が子供と帰省しているときの夫の個別課題

個別課題を一般化する視点

①外食ばかりで、栄養が偏りがちである。健康状態を維持したい。

②洗濯物が溜まり、山の中から服を選んでいる。整理した環境で生
活したい。

妻に任せっきりで、自分で家事を行う能力が低い。普段から家事を
手伝い、補え合う関係を築きたい。

一般化

無断複写・転載を禁ずる



•認知症の為、日常生活に支障が出ている方の個別課題

個別課題を一般化する視点

ご飯を炊くことはできるが、一度に沢山炊いたり、いつ炊いたか忘
れ、何日も残っているが、きちんと管理し、食生活を整えたい。

自分の役割を担える生活環境を整え、安心して過ごしたい。

出来ないところを、そっと見守り、教えてもらいたい。

一般化

無断複写・転載を禁ずる



個別課題の抽出について

自分自身の経験や自分が担当している利用者でないことを銘記してください。

「家族の理解が足りない」、「リハビリを受けられない」など他の方にも当てはまるよ
うな内容ではなく、その人を主語に、課題を読めば『Ａさんの課題』とわかるような個
別課題を書き出してください。

自分の担当ケースにあてはめ
ない！

無断複写・転載を禁ずる



個人ワーク（７０分）

①テキスト事例の読み込み＊２０分

②個別課題を抽出する ＊１５分

③個別課題を一般化された課題に転換する＊２０分

④一般化された課題の解決に向けた取り組みを考
え記載する＊１５分

無断複写・転載を禁ずる



１０分間の休憩です。

無断複写・転載を禁ずる



演習シートⅠ（例） 記入例
無断複写・転載を禁ずる



演習シート②の記入 （15分）

★ １項目ずつ左から右に記載する。

★ 介護支援専門員としての自身の取り組みや、

考え方などの課題や気づきを記載し、解決

のための具体的取り組みを考える。

無断複写・転載を禁ずる



無断複写・転載を禁ずる



認知症の人と介護者の間に起こる悪循環

認知症の人 介 護 者

「ＢＰＳＤ」

「不適切なケア」

不安感

不快感

焦燥感

混乱状態

被害感

ストレス

負担感

不快感

不安感

いらつき

不満

ストレス

無断複写・転載を禁ずる



地域づくり
無断複写・転載を禁ずる



無断複写・転載を禁ずる



生活全般の解決す 

べき課題(ニーズ) 

目標 援助内容 
長期目標 (期間) 短期目標 (期間) サービス内容 ※１ サービス種別 

健康状態を維持し、自

宅での生活を継続し

たい。 

健康状態を保ち、

自宅で夫との生活

を継続できる 

 安定した体調を保

ち、落ち着いた心

身状態で過ごせる 

 定期的な受診と健

康状態に関する相

談 

 医療機関・家

族・ 

本人 

        

食事や洗濯などの家

庭生活を滞りなく続

けたい 

定期的な食事や洗

濯、自宅内の必要

な環境整備が行え

る 

 食事や書類整理が

夫と一緒に行える 

 バランスのとれた

食事、洗濯や衣類

の整理、生活空間

の掃除、定期的な

入浴、整容、買い

物、金銭管理 

 本人・夫・長男

風数 

食事や洗濯などの家

庭生活を滞りなく続

けたい 

 

定期的な食事や洗

濯、自宅内の必要

な環境整備が行え

る 

 

 

 

食事や書類整理が

夫と一緒に行える 

 

 

 

訪問販売車の利

用、必要な食材等

の買い物 

  

定期的な訪問によ

る相談支援の継続 

 ケアマネジャー 

        

定期的な社会とのか

かわりを保ちたい 

定期的な外出や馴

染みの関係継続に

より、物忘れ予防

ができる 

 馴染みの関係を気

付き、場所や時

間・人の認識を持

つ機会を持てる 

 近隣との交流、挨

拶、野菜等の交換、

回覧板のやり取

り、地域行事への

参加 

 近隣住民、夫の

支援 

     食事の提供、交流

支援、席の配置や

コミュニケーショ

ンの機 

会を持ち関係作り

を促進する 

 オレンジカフェ 

        

 

地域の社会資源の活用・
統計等に基づく支援

オレンジドクターや疾患医療
センターとの連携

無断複写・転載を禁ずる



本節の修得目標
①認知症である要介護者等の居宅サービス計画等の実践事例

について意見交換を通して分析し評価できる。

②分析し評価した内容を受講者間で共有し、アセスメントや居宅

サービス計画等の作成における留意点を判断できる。

③各種統計データを活用する等により、別の類似の事例等への

応用を実施できる。

④地域の各種統計データを必要に応じて活用することにより、他

の事例へも応用できる。

⑤医療職をはじめとする多職種や、地域住民との連携方法への

応用を実施できる。

⑥地域の社会資源（インフォーマルサービス等）を活用したケア

マネジメントを実施できる。

テキストＰ１８３

無断複写・転載を禁ずる



研修記録シートの記入 （５分）

無断複写・転載を禁ずる



ご清聴ありがとうございました

【参考資料】

•認知症施策推進大綱について～厚生労働省資料抜粋～

•新オレンジプランについて～厚生労働省資料抜粋～

• 平成27年度高齢者虐待防止、高齢者の養護者に対する支援等に関す
る法律に基づく対応状況に関する調査結果（厚労省）

• 平成28年度老人保健事業推進費等補助金（老人保健健康増進等事業）
報告書』（厚生労働省）

• 宮崎県統計調査課「宮崎県の推計人口」の「年齢別人口構成表」

無断複写・転載を禁ずる


