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『認知症ケアガイドブック』の刊行にあたって

はじめに

「日本の高齢化問題はどうなの？」。ここ数年、ICN（国際看護師協会）の国際

日本老年看護学会からの申請によって認知症看護を特定分野と認定し、日本看

会議等で必ずといっていいほど、こうした質問を受ける。2025 年に団塊の世代

護協会（以下本会）は、2005 年４月より認知症看護認定看護師の育成を開始し

全員が 75 歳以上となり、日本はかつて世界のどの国も経験したことのない超高

ました。しかし、認知症の看護を必要とする人々が日本の高齢化とともに増加し、

齢社会を迎える。頭ではわかっていたが、これまでお手本としてきた諸外国から

またそのスピードも速く、専門家のみならず、すべての看護職が認知症看護の実

答えを求められ、私たち日本の看護職自身が “ 何とかしなければならない ” 未知

践者となる必要が出てきました。

の課題に直面していることを肌で実感した。

本会は、2012 年に厚生労働省が出した認知症施策推進５か年計画（オレンジ

そのようなとき、2025 年に認知症を患う人は 700 万人を超えるとの推計値が

プラン）を受けて、これまでの専門家育成や研修の実施に加えて、2011 年に発

厚生労働省より発表された。65 歳以上の高齢者のうち５人に１人が認知症とす

足した看護師職能委員会Ⅱ（介護・福祉関係施設・在宅等領域）が毎年６月に開

れば、もはや特別な存在ではない。日本看護協会として、認知症看護の専門家の

催する全国看護師交流集会Ⅱにおいて、発足当時から認知症看護をテーマに問題

育成など従来の取り組みとともに、すべての看護職がかかわる問題として、認知

や課題の共有を行っています。

症への知識とケアの実践をサポートすることが必要と強く思うようになった。
目指すは、認知症の人も家族も地域住民も居心地のよい環境で気持ちよく最期

認知症施策がオレンジプランから国家戦略（新オレンジプラン）へ変化し、認
知症看護の実践がこれからの日本においてきわめて重要になることに鑑み、

まで暮らせる社会の実現である。これは今進められている地域包括ケアシステム

2015 年の交流集会では、
「日本看護協会が取り組むこれからの認知症看護」と題

の理念とも合致する。本会の「看護の将来ビジョン」にも示すように、その実現

した会長講演が行われました。その中で会長は「次の総会までに認知症看護のケ

に向け、看護の役割は、地域の高齢者はもちろん、あらゆる世代や健康状態の人、

アガイドを作ります！」と宣言をし、会場にいた筆者は、年度予定にはない事業

認知症の人の「いのち・暮らし・尊厳をまもり支える」ことである。

であったために驚き、座っていた椅子から落ちてしまいました。しかし、確かに

では何から始めたらいいか。看護職能団体として、認知症ケアにかかわるすべ

認知症看護を実践するとき、あるいは学習するとき、何をどのように取り組むの

ての看護職に向け、基礎基本を学べる入門書を示すことが先決と考え、アクショ

かわからないという意見が多く、系統だったテキストが見つからないのは事実で

ンを起こしたのが 2015 年 6 月の全国看護師交流集会である。翌年６月までに
「認

す。

知症の看護実践ガイド（仮）」を作るとの会長宣言を受け、担当の役職員、執筆

2015 年度末から編集委員会議を経て多くの専門家に執筆していただいたこの

を分担された関係者の先生方が力を尽くし、大変すばらしいものを作り上げた。

『認知症ケアガイドブック』は、Ⅸ部構成となっており、認知症の病態の基本的

「認知症とは何か」という初歩的な知識から最新の政策、ケアや地域連携の実例

な知識はもとより、認知症ケアにおける倫理、症状アセスメント、日常生活のア

まで、あらゆる情報を網羅するガイドブックとして、現場の看護職をはじめ新人

セスメント、ケアマネジメントの基本と多様な場でのケアマネジメント、家族支

や学生の皆さまにも手にとっていただきたい。

援等について、図表を多く用いて、わかりやすく記述されています。そして細か
く項目立てをしているので、どこから読んでも理解が可能です。
本書は、認知症看護をはじめて実践する方、認知症看護に悩んでいる方、院内

2016 年６月
公益社団法人 日本看護協会
会長 坂本すが

の体制づくりをしていくリーダー等、
すべての看護職にとって参考になるものです。
ぜひ、ご一読いただき、実践に、教育に、研修に役立ていただきたく存じます。
そして、非常に過密スケジュールの中での執筆と編集に、あらためてお礼を申
し上げます。
2016 年６月
公益社団法人 日本看護協会
常任理事 齋藤訓子
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入院・入所による認知症者の不安や混乱を
予測した対応

第

Ⅳ

部

認知症の
症状アセスメントとケア

認知症者は不安、混乱をきたしやすい。入院

文字やイラストを活用して病院名や病名を掲

や入所の必要性について説明を受けていたとし

示したり、カレンダーや時計を臥床していても

ても、認知機能障害によって、
「ここはどこだ

見える位置に設定するなどして、認知症者自身

ろう」
「なぜ身体が痛いのだろう」
「なぜ管がつ

で確認できるような環境づくりの工夫も有用で

いているのだろう」と不安になることがある。

ある。状況を理解してもらうために根気よく説

まずは、どのような説明の仕方であれば理解し

明するとともに、認知症者が有する力を見きわ

てもらえるのか（言語、非言語的理解）、どれ

め、活用する。

くらいの時間が経つと忘れてしまうのか（即時

また、認知症者の中には、
「お金がない」
「食

記憶）をチームで把握し、その状態に応じて根

事や寝る場所はあるのか」
「帰らないと家族が

気よく同じメッセージを繰り返し伝える必要が

心配している」などの不安を抱えていることが

ある。

ある。そのような場合は、お金の心配をしなく

できるだけ援助者が観察、訪室しやすい距離

ても食事も寝る場所もあることを説明したり、

の部屋にする。頻回な訪室による声かけやその

可能であれば入院当日は夕方まで家族にとど

反応、経時的な表情や訴えの変化、睡眠状態、

まってもらうなどの対応をする。認知症者がど

落ち着きのなさや興奮などの観察から、合併症

のようなことに対して不安を抱いているのか、

の早期発見とストレスの軽減を図る必要がある。

直接本人に聴いてみるのもよい。

身体的、社会的、心理的要因との因果関係を知る
認知症では認知機能障害（中核症状）に加え

処置を受けている認知症者が、点滴針やチュー

て、さ ま ざ ま な 認 知 症 の 行 動・心 理 症 状

ブを自ら抜いてしまうことがある。このような

（behavioral and psychological symptoms of

場合、何のために点滴をしていたり、鼻から管

dementia：BPSD）がみられることが多く、認

を入れられたのかを理解できていないことが多

知症者や介護者の QOL を低下させる大きな要

い。治療・処置の必要性について説明を受けて

因となる。BPSD は、脳の障害部位や認知機能

いたとしても、記憶障害のために不快や苦痛と

障害の経過と関係しながら、他の身体状態や心

いった身体感覚が優先されてしまうために、点

理状態、周囲の不適切な対応や物理的環境など

滴針やチューブを抜くなどの行動に結びついて

の影響も受けて現れてくる（p.71 参照）
。

しまう。

例えば、病院で点滴や経管栄養などの治療・

このような行動を目の当たりにすると、「こ
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2）ケアの実際

3）ケアのポイント

の患者には安全に治療・処置を実施することが

報提供の方法と時間、配慮が適切であるかを考

できない＝身体拘束が必要」という認識をもち

える必要がある。例えば、治療やケアについて

A さんは記憶障害があるために、不快感があ

まずは、どのような説明の仕方であれば理解

やすくなる。しかし、コミュニケーションの工

の説明用紙を目に届く場所に大きく掲示するこ

るものに対してはその必要性を理解し続けられ

してもらえるのか（言語、非言語的理解）、説

夫をすれば、治療・処置の必要性を継続的に理

とで、認知症者がいつでも同じ情報を目にし、

ずに、注射針を皮膚に刺す瞬間になって抵抗し

明した後どれくらいの時間がたつと忘れてしま

解することができるのではないか。点滴や経管

援助者からいつも同じ説明を聞くことで、認知

ている可能性がある。そこで、従来使用してい

うのか（即時記憶）をチームで把握し、その状

栄養の代わりに経口から水分や抗菌薬、あるい

症者の状況認知を助けることができる。援助者

たメガネと補聴器をつけてもらい、治療の目的

態に応じて順序立てて説明する必要がある。従

は栄養をとることはできないかなど、発想を転

は、記憶障害をもつ認知症者の特徴をよく理解

についてイラストを用いて理解できるように

来、メガネや補聴器を使用していたのであれ

換することで何らかの解決の糸口が見いだせる

し、根気よく同じメッセージを繰り返すように

しっかり説明した。また、点滴ボトルや注射

ば、早めに勧めてコミュニケーションを円滑に

のではないだろうか。

する。認知症者の身体的、社会的、心理的要因

針、刺入部を A さんに確認してもらいながら、

し、その際、言葉だけでなく、文字やイラスト

との因果関係に目を向け、1 人 1 人異なる認知

順序立てて説明することで抵抗なく注射針を刺

を活用する。

症者の臨床像を把握する必要がある。

入できた。

「認知症者は治療内容が理解できない」
「何の
ケアを受けるのかが理解できない」などと考え
るのではなく、障害された理解力に見合った情

表情、行動を観察することの重要性

また、実際に点滴ボトルや注射針、刺入部を

その際、硬い留置針の固定部を皮膚に押し付

見てもらうことで、点滴の施行まで記憶が途切

けないようにドレッシング材を貼り、ラインが

れることなく、具体的なイメージをもち続ける

引っ張られても刺入部に力がかからず針が抜け

ことで安心感を得ることができる。点滴は誰し

ないように、ラインにゆとりをもたせて固定し

も気になり、苦痛や違和感を伴う。苦痛の少な

認知症がない人の場合には、客観的観察以上

どに表情や行動の変化がないかを確認する。動

た。さらに、刺入部位をタオルで覆い視野に入

い刺入部位や固定方法を選択し、固定による皮

に痛みやしびれなどの本人の訴えが重要な情報

くことへの拒否や、ケアに対しての拒否がみら

らないように工夫し、訪室のたびに点滴をして

膚発赤やかゆみなど、不快要因が生じないよう

となり、合併症の早期発見、ストレスの判断に

れた場合には、ケアの方法を振り返ると同時

いることを説明したり、固定部位を観察するこ

に留意することが大切である。

つながる。しかし、認知症者の場合は訴えが少

に、何らかの苦痛があるかもしれないと予測す

とで、A さんがルートを触ったり自己抜去する

ないこと、または多様な訴えがありすぎること

ることも必要である。その際、複数の非言語的

こともなかった。

などから、何が起こっているのかを判断するこ

な疼痛表現の観察をするためのアセスメント

とが困難となる。そのため、身体的な観察とと

ツールを活用したり、鎮痛薬投与前後の反応か

もに頻回の訪室による声かけやその反応、経時

ら苦痛のレベルを把握するなど、認知症者の苦

的な表情や訴えの変化、睡眠状態、落ち着きの

痛を総合的に判断して、苦痛を最小限にするケ

なさや興奮などの観察が重要である。

アをチームで検討する。

メガネ

補聴器

苦痛の訴えがなくても、体を動かしたときな

点滴の実施を承諾したのに、処置の際に拒否する
文献

Aさん（80歳代、男性） アルツハイマー型認知症（中等度）
左大腿骨頸部骨折で入院し、人工骨頭置換術が行われた。

１）永田久美子：痴呆高齢者の看護．柿川房子，金井和子編，新時代に求められる老年看護，日総研出版，
名古屋，2000：269-281．
２）髙山成子，大津美香：認知症の人の急性・病態変化時の対応．中島紀惠子責任編集，認知症の人々の看

1）術後の様子

護= Nursing for People with Dementia，医歯薬出版，東京，2013：133-145．

点滴しますね

術後、抗菌薬などを投与するために点滴をす

はい

ることに対し、A さんは「どうぞ、いいです
よ」と言うが、実際に注射針を皮膚に刺すとき
には「何をする！

助けてくれー

助けてー！」と抵抗し、点

滴を実施することが困難であった。
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② 落ち着きがない

まずは表１に示した背景因子を取り除く必要

矢口久美

がある。次に、表２に示した個々の要因に合わ
せたアプローチを考える必要がある。

夕方になると帰路につくというもともとの生
活習慣に起因する行動であるため、
「夕暮れ症
候群」と呼ばれることが多い。臨床において多

1. せん妄

くみられる症状であるが、現在のところ明確な
機序は不明である。

p.111 を参照のこと。

落ち着きがない状態とは

3. 夕暮れ症候群

病院や施設においてスタッフの交替や夕食の

2. アカシジア

「落ち着き」とは、安定した状態・態度、平

当院では、認知症サポートチーム（dementia

静さを指す言葉である。臨床における落ち着き

support team：DST）が、病 棟 に お け る 認 知

不随意運動として現れ、本人は非常につらい

であることが要因ともいわれており、落ち着く

がない状態は、
「じっと座っていられない」
「何

症者の看護を支援している。チームに寄せられ

が、症状として見逃されることが多い。抗精神

雰囲気づくりが大切である。また、概日リズム

となくそわそわしている」
「歩き回る」
「声をか

る相談事例の中でも、
「落ち着きがない」は常

病薬の副作用により起こるため、疑わしい状態

の乱れが一因であるともいわれている。日中の

けてもうわの空」などの行動を指しており、治

に上位にあり、BPSD の中でも、より対応に苦

があれば主治医と相談し、内服調整を行うこと

活動と適度な休息、夜間の睡眠の確保は重要で

療上必要な安静の妨げとなることや、転倒のリ

慮する症状であることが示唆される。落ち着き

が望ましい。

ある。

スクを高めるなど、二次的な健康障害や管理面

がない行動の目的や要因がはっきりしないこと

での困難さに直結するため、行動・心理症状

が、対応をより困難にしていると考えられる。

（BPSD）ととらえられている。

準備のため人手が少なく、あわただしい雰囲気

生活歴を聴取し、本人の帰ろうとする目的に
表２ 落ち着きがない要因とアセスメント

定義

アセスメントのポイント

・急激に発症する

まず、基本的な事項として表１に示すような

着きがない」という状態の背景に潜んでいる要

落ち着きのなさの背景となる因子に配慮し、観

因を具体的にとらえることが対応策を導き出す

察する。次に、落ち着きがない行動の要因とな

うえでの重要なポイントとなる。

・軽度の意識混濁が認め
せん妄

要因

アセスメントのポイント

・準備因子に誘発因子・

・数 日 の 間 に 落 ち 着 か な

直接因子が加わる

られる

になった
・問 い か け に 対 す る 答 え

りうる状態をアセスメントする（表２）
。
「落ち

がはっきりとしない

表１ 観察のポイント
身体症状の影響

・錐体外路症状の 1 つ
便秘・発熱・脱水や疼痛、その他、慢性疾患の急性増悪などの症状がないか

アカシジア

・抗精神病薬の副作用

・大股で歩き回るなどの

騒音・光・臭気などの不快な刺激がないか、なじんだものが身の周りにある

環境であるか

か

症状出現の時間

落ち着きがなくなる決まった時間帯などがないか

夕暮れ症候群

・じ っ と し て い ら れ な い
という訴えがある
・訴 え る 間 も 行 動 を 止 め

不随意運動として出現

ることがない

する
本人にとって落ち着く

い状態がみられるよう

・午 後 ま た は 夕 方 に

・施設スタッフの人数が

BPSD が発現および増

最も少ない時間帯に生

悪する

じることが多い

・夕方の時間帯に起こる
・時 に 焦 燥 を 伴 い、病 前
の役割遂行を目的とし
ている

行動のきっかけや目的

前後の経緯より、きっかけとなる出来事がないか（本人の認識の中では何歳
くらいであり、どのような役割を担っているのか）

・目的なしに歩く
徘徊

睡眠・覚醒リズム
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睡眠時間、中途覚醒の有無、熟睡感はあるか、日中の傾眠の有無

・出口を探す

・見当識障害（誤ったナ
ビゲーション能力）

・原 因 や 目 的 に よ る パ タ
ーンがある

・退屈、不安
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の午睡の時間を設け、休息をとれるようにした。

表３ 徘徊のパターン

臥床時の胸部症状に配慮し、夜間もギャッジ
・見当識障害が激しくなって、不意に今いる場所がわからなくなる

誤認

・帰り道を探したり、出口を探しているうちに迷子になる

安心してください」と声かけを統一することで
安心することが多くなった。

アップして過ごすようにした。

おばあちゃん
早く元気になってね

長年、孫の面倒を見ており、孫を心配してい
ることが多かったため、孫に「私は大丈夫。お

・定年になっているのに朝仕事に出かけようとする、主婦だった人が夕方買い物に
願望（焦燥）

出かけようとするなどの目的があり、外出する
・今すぐ行かなくてはならないという強い思い込みや焦燥感を伴う

無目的常同

いう内容の手紙を書いてもらい、手紙を見せな
がら治療の必要性と孫の無事を伝える声かけを
統一した。

・特に目的があるようには見えず、ただ漫然と徘徊をする

以上の経過中、心不全に対して内服治療と水
分制限・食事療法を併行して行った。

・軽い意識障害が日中でも起きて歩き回る
意識変容

ばあちゃんは体をしっかり治してください」と

３）その後

・幻覚や妄想を伴うことが多い

短期記憶障害が著明で、下肢挙上の必要性や

4. 徘徊
徘徊は、広辞苑によると、「目的なく歩きま
わる」とされているが、実際にはそれぞれの要

短期記憶障害と見当識障害のために病院にい
ると認識できないことに加え、心不全による息

・はっきり目覚めていない状態で歩き回る

沿った声かけが奏効することもある。

４）まとめ

また、落ち着きがないように見えても本人が
困っていなければ、転倒などの事故に留意し、
疲労感に配慮したうえである程度自由に行動す
ればよい、という考え方も大切である。
要因を把握するために日々の状態を観察し、

切れや下肢の浮腫による疼痛などの不快な症状
が誘因となって混乱が起こった事例である。

入院について忘れていることは多かったが、孫

ベッド上で安静を保つことが困難である場

の手紙を見せながら伝えることで認識できるこ

合、患者が本当に安静を保てる姿勢について医

とが増えた。

師に相談し、指示をもらうことも重要である。

当初、午睡を促しても落ち着かない状況で

事例では安楽な姿勢の工夫や治療の効果によ

あったが、治療の効果もあり徐々に身体症状

り、休息をとれる時間が確保できるようになっ

（労作時の息切れ、下肢の浮腫）が軽減すると、

た。認知症者が必要な治療や療養上の世話を受

休息をとることができ、日中の傾眠が改善され

けることができる環境づくりも大切なケアであ

因があるため、要因に沿った対応が必要であ

記録に残して共有することも重要なケアの手が

た。夕方と早朝の覚醒時には、食事の支度のた

る。事例にある孫からの手紙や生活歴に沿った

る。表３に、徘徊のパターンについて示す。

かりとなる。

めに行動を起こすことが多いとわかり、夕方は

声かけなど、伝わりやすい方法を工夫して治療

「
（本人と主人・孫の）３人分注文しました」と

に専念できるようなかかわりが大切である。

伝え、早朝は「３合のお米を準備してあるので

入院中、昼夜問わず落ち着きがない
Aさん（90歳代、女性） アルツハイマー型認知症
心不全の急性増悪のため治療目的で入院したが、昼夜問わず落ち着きがない。

１）入院当初の様子

孫にごはん
食べさせなくちゃ

労作時の息切れが著明で、ベッド上安静の指
示があったが、
「寝ている場合じゃない」
「○○
ちゃん（孫）にごはんを食べさせないと」など
と言って起き出すため安静制限を守れず、車椅
子に乗車して過ごすことがほとんどであった。
落ち着かなさは昼夜問わず、夜間も断眠で、時
に日中の傾眠を伴った。常に座位でいるため、
下肢の浮腫が著明で疼痛を訴えることもあった。

２）ケアの実際
日中は下肢を挙上して過ごす時間をつくり、
浮腫の軽減を図った。また昼食後に 30 分程度
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４ 行動・心理症状のアセスメントとケア

具体的な内容として「内服薬の拒否」「日常生
活援助（おむつ交換、入浴拒否、更衣、洗面、

⑥ ケアを拒否する

ここでは内服拒否、入浴拒否について述べる。

移動など）の拒否」
「処置（導尿）に対する拒

藤﨑あかり

内服拒否への対応
1 「薬をごはんに混ぜて飲ませてもよいか」と家族から相談

ケア拒否とは
「ケア拒否」は「ケア抵抗・拒絶」ともいわ

気による疲労感（認知症では、考えたり、気を

れるが、一般的には「攻撃性」の一部とも考え

使うなどの精神的な疲労）、不安やあせり、自

られている。対応に大きな違いはなく、易怒性

責感などを抱えているために、ケア拒否が起こ

にも関連しているため、それらを含め表現する。

るということを念頭に置き、援助を行う。

Aさん（80歳代、男性） アルツハイマー型認知症初期
家族から、「薬を飲まないので、ご飯に混ぜたほうがいいでしょうか」と相談があった。

1）ケアの実際
1「なぜ飲まなかったのか」原因を探る

3

認知機能の低下、認知症症状を確認し、
内服方法を検討

認知症では、外部から挑発的な刺激が加わっ

当院には多職種で構成された認知症サポート

もともと薬は自分で飲んでいたが、食後に飲

た際に、聴覚や視覚の障害、被害的・妄想的に

チーム（dementia support team：DST）があ

ませようと家族が出すと忘れてしまい、残って

といった症状がある。1 回ずつ配薬、薬を飲む

歪められた認知を経ることで、怒りの感情がわ

る。各 病 棟 に DST が 出 向 き、病 棟 看 護 師 の

しまう。今回、確実に飲ませようと思い、家族

分だけ PTP 包装のまま渡してみて、包装のま

きやすくなる。前頭葉・側頭葉の機能低下に伴

困った症例に対して、アセスメントを行い、対

が促して口に入れようとしたら吐き出され、そ

ま飲みそうなら薬包から取り出して掌に薬を載

う抑制の欠如や脳内のセロトニン系の機能低下

応方法なども一緒に検討する。DST の要請理

の後促すと、
「そんなものは飲まん」と拒否さ

せて内服してもらう。内服手順がすすまないよ

やノルアドレナリン系の機能亢進などが怒りの

由のなかで、ケア拒否として報告される症状の

れた。急に家族が管理し始め、本人も警戒した

うなら「○○先生（かかりつけ医）が出してく

と判断し、これまでの薬の飲み方で、家族が声

れた薬ですよ」と手において渡してみることを

をかけ、見守ることで本人も飲めるのではない

提案した。

1）

感情を賦活させる 。ほかにも、人物誤認、幻
覚、焦燥などの精神症状に左右される症例もあ

表１ 易怒性の背景となる因子

る（表１）
。

・脳内の神経伝達物質の機能

認知症者の怒りの原因は「攻撃性」の項目
適応される。

身体的因子

ケア拒否への対応について述べる前に、介
助・ケア提供者が認知症者へ援助をするという

2）まとめ
結果、手に載せると、そのまま口の中に入れ

ドレナリン）

内服できた。ご飯に混ぜると、ご飯をまずいと

・視覚・聴覚の障害
・抗認知症薬の副作用

感じてしまったら食事さえもとれなくなってし

・前頭葉・側頭葉の機能障害

まうため、できるだけ避けたほうがよい。また、

ことが、認知症者にどのような影響をもたらす

最小限の支援で本人ができる能力を奪わない方
・被害的・妄想的な認知

のかを考えなければならない。

・幻覚（幻視、幻聴、幻臭）

例えば、熱が出て、仕事を休み、誰かのお世
話にならなければならなくなったとき、援助す

精神的因子

焦燥・人物誤認）

申し訳ない」という罪悪感や劣等感、仕事の心
配、
「できることができない」ことへのもどか
感や病気そのものの疲労感などを感じる。逆に
依存的になり「やってもらいたい」「かかわっ
てもらいたい」という人もいる。それもまた不
安の現れである。認知症者も例外ではなく、病

・病前性格（協調性に欠ける
性格、自己抑制的な性格、

る人や支援してくれる人に対して、
「みんなに

しさ、あせり、「いつ治るのか」といった不安

MMSE は 20 点で、
「同じことを何度も聞く」

か、と提案。

障害（セロトニン、ノルア

（p.100 参照）で述べているが、ケア拒否にも

104

否」
「食事の拒否」などがある。

環境的因子

・不快な刺激
・挑発的な刺激

服部英幸編，精神症状・行動異常（BPSD）を示す認知症患
者の初期対応の指針作成研究班著：介護施設、一般病院での
認知症対応に明日から役立つBPSD初期対応ガイドライン．
ライフ・サイエンス，東京，2012：47.より引用

法が望ましい。最後の手段として味の濃いもの
2

本人がこれまで薬をどのように取り扱っ

（味噌汁、あんこなど）に混ぜることがあるが、

ていたか確認

薬によって苦みが強いもの、相性や禁忌なども

これまであまり薬を飲んでいなかったが、今

あるため、薬剤師や医師に相談や確認する必要

まで飲んでいた薬は自分で管理していた。
今回出ている薬は錠剤で 1 錠。PTP 包装さ
れた状態の薬剤で、家族は確実に内服してもら

がある。
手に置いて渡してみては
どうでしょうか

うため、包装から出し、口に入れた。今まで、
薬を飲むときは自分で 1 錠ずつ薬を掌に載せ
て飲んでいた。
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2 看護師が何度説明しても薬を飲まない
Bさん（80歳代、男性） 血管性認知症
攻撃的な言動があり、興奮がみられる。錠剤ではなく液剤が処方されたが、なかなか飲
めず、興奮状態が安定しないとの報告があった。

1）ケアの実際
1

ことを徹底して進めていった。

薬剤の整理

なんとなく飲める時間帯を把握し、徹底した方

していることがあり、薬が一括管理されず、中

法で薬を勧めると、少しずつだが、薬が飲める

止もできないまま漫然と同じ薬を飲んでいるこ

ようになった。

い。薬剤整理をどこかで行う必要がある。
2「飲まないといけない」が悪循環を招く

看護師は、薬を投与しなければならないと考
え、必死で飲ませようとあの手この手で促す。

Cさん（80歳代、女性） レビー小体型認知症
「家で入るから入らなくていい」と毎度入浴を断り、「さらに勧めると怒られる」と看護
師より報告があった。

4

1）当初の様子

風呂場は温めておき、誘うタイミングを部屋

病院での入浴はいつも日中に、順番に行われ

からでてきたとき、リハビリ終了後、食事前な

る。C さんは白内障で、ほとんど目が見えない

ど、いろいろな時間帯で行ってみた。誘い方や

状態である。人に触れられるのを嫌い、まして

入浴に誘う看護師は同じにし、入浴後好きなこ

患者に合った薬剤の形状を確認

介助されることを嫌がる。また、寒がりで、風

とをしようと言って誘ったり家族や来客が来る

薬剤師に検討してもらい、患者に合った剤型

呂は自宅でもほとんど入れず、デイサービスで

からと促してみたりしたが、効果的ではなかっ

月 1 回入れたらいいほうだという。

た。家族に促してもらい、家族と入ることも試

とがある。また、いつからどのように始めたか
れていくことで身体状態に異常をきたしかねな

3 看護師が誘っても入浴を拒否する

病 棟 看 護 師 は、こ の 方 法 を 1 週 間 試 み て、

高齢者の場合、各科、クリニックなどに受診

がわからなくなってしまい、そのまま薬が足さ

入浴拒否への対応

を確認した。剤型には錠剤・カプセル・粉薬・
液状などがあり、錠剤においてはチュアブル

家で入浴するときは、C さんがお風呂に入っ

錠、OD 錠、徐放錠、糖衣錠、腸溶剤、舌下錠

たころを見計らって家族が背中を流したりして

などの種類がある。貼付剤も最近では増えてき

いた。家族は「お風呂に入るタイミングがわか

ている。

らない」と困っていた。

2）まとめ

2）ケアの実際

「説明しても飲んでもらえない」と病棟看護師
も困惑していた。拒否や興奮状態のときに、受

したが、家族への負担もあり、毎度依頼するこ
とはできなかった。

3）まとめ
週に 3 回と決められた入浴日に必ず入らな
ければならないというわけではなく、入りたい

け入れてもらおうと思い一生懸命接するが、か

内服を拒否するときは、飲ませ方を工夫する

レビー小体型認知症であり、調子のよい時間

と思える環境を整え、あせらずに誘って入れる

えって混乱を招き、興奮状態を悪化させてしま

だけでなく、本人に合った方法を検証し、評価

帯や、妄想などが出現していないかなど症状を

ときに入る、とカンファレンスで決めた。そし

うこともある。本人に話を聞く体制を整えても

する。毎日同じことを同じ時間に繰り返して行

確認し、無理して誘うことをやめた。C さん一

て、徐々に看護師が誘うと 1〜2 週間に 1 度入

らわなければならないため、
「1 回促しでダメ

うことで効果がわかりやすくなる。

人で入浴することはできないため、プライバ

ることができるようになった。

なら。すぐあきらめましょう」と伝える。飲め

さらに、薬の整理をし、最低限の量で内服で

ないときに飲ませようと思っても通常倍以上の

きるように薬剤師や医師と相談することも必要

労力がかかり、負担になる。医師に相談・報告

なことである。今回は薬剤のことであるため、

をし、状況を理解してもらった。
3

内服方法の徹底と評価
何度も薬を勧めず、時間をおく、人を変える

シーに配慮しつつ、付き添う人数を最小限の 1

＊
すべて「同じケア」はなく、認知症者 1 人 1

〜2 名とした。
看護師も次に入る人がいると焦るため、本人

人のケアの方法を見つけて援助していく。失敗

薬剤師に相談したが、他職種と連携を図り、専

のペースを乱さぬよう、午前中の最後と午後の

も成功も経験であり、今後自分の豊かな知識と

門的な知識と経験からアドバイスをもらうこと

最後の 2 回、入浴を促した。最後に促しても

技術になる。大変なケアほど思い入れは深く、

で、効果的なケアに結びつくことがある。

拒否する場合は、足浴のみとし、トイレに行っ

得るものも大きい。それはその人に真剣に向き

たときに陰部のみ清拭させてもらう。それ以外

合い、検討したからこそといえるだろう。

は衣服が汚れたときにさっと行うこととした。
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