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第５回 医師・訪問看護師・介護支援専門員の連携を深める研修会

報告書
１

日

時 令和４年２月２５日（金）18：50～20：50

２

開催方法 オンライン研修（ Zoom ）

３

内

容
第１部
第２部

４

シンポジウム
グループワーク ディスカッション

参加者数と職種 ・ 計 ４７名
医 師

10 名

訪問看護師

13 名

介護支援専門員

24 名

医 師
介護支援専門員
訪問看護師

５

アンケート集計結果

回答者３１名（回答率５９.６％）

問１. 研修会全体の満足度を教えてください。

非常に満足

18 名

満 足

10 名

普 通

3名

普通

10%
満足

32%

非常に満足

58%

(名)
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問２－１．シンポジウムはいかがでしたか？

とても参考になった

19 名

参考になった

12 名

参考にはならなかった

0名

参考に
なった

39%

とても
参考に
なった

61%

(名)

問２－２. シンポジウムの感想
・ 高齢化が進み、今後、今回シンポジウムで扱ったようなテーマに直面することが多くなると思う。
[介護支援専門員]
・ 座長の鋭い質問が、認知症ケアの考えを深める機会になった。[介護支援専門員]
・ もう少し、家族ケアについても聴きたかった。[医師]
・ 本人のニーズはどこにあるのかを見極めることが大事で、それを行うために本人との関係性を築く方
法を知りたい。本人や家族環境により違うため、毎回、悩みながら対応している。[介護支援専門員]

問３

グループワークへの意見

・ このような会に参加しない一般の先生は、ケアマネについてどのようなイメージをもたれている
のか？どのような関係を作っていこうと考えていらっしゃるのか？どのような情報を得たいと思
っていらっしゃるのか？を伺いたいと思った。 [介護支援専門員]
・ ４５分は短く感じた。もっと時間があると良いと思った。[介護支援専門員] ・ 短い。[医師]
・ 諸事情で専門科受診ができず悪循環に陥ってしまった利用者に対して、他事業所はどのように
対応しているのかを知りたかった。[訪問看護師]
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問４．現在、認知症の方を支援する上での困りごとを教えてください。

【認知症の症状に影響されること】
・ 受け入れ拒否や攻撃性が高まっているときの、対応。[訪問看護師]
・ 本人の意思決定が定まらない。[医師]

・ 意向が変わり易い。[介護支援専門員]

・ 的確な問診も難しく、病状把握すら出来ない事がある。 [医師]
・ 服薬のセット方法を変えたりすると利用者は変化への対応できない。内服管理が大変。[訪問看護師]
・ 過量服薬の可能性など考えると、処方自体が危険とも思われる。[医師]
・ 日時の把握が難しい。[介護支援専門員]
・ 時間が拘束されることを嫌がり、訪問しても断られる。[訪問看護師]
・ 訪問はできるが、支援を拒否される。[訪問看護師] [介護支援専門員]
・ 支援に対しての理解ができず、サービス介入ができない。[介護支援専門員]
・ 現状を理解できず、以前のようにできると思う、言い張る、受け入れない。[介護支援専門員]

【家族に関わること】
・ 本人（利用者）と家族との意向の相違。[介護支援専門員]
・ 家族への対応。[介護支援専門員]
・ 夫婦の場合、自分のことが精一杯になると、虐待、放置になりやすい。[介護支援専門員]
・ 家族は県外在住で、利用者の状況を把握できない。家族はサービスを拒否する。[介護支援専門員]
・ 主治医から車の運転を控えるように言われているが、家族が遠方に居り、家族から本人への説得が
難しい。[介護支援専門員]
・ 介護者が認知症に対して理解がなく、利用者本人に対して怒鳴るなどして、自宅での介護が難しくなっ
ている。[介護支援専門員]
・ 家族に認知症の知識がなく危機感も無い。理解以前に拒否をされ、信頼関係が構築できない。
[介護支援専門員]
・ 認知症に対する、家族や市民の理解不足。[医師]

【経済的なこと】
・ 利用者の経済的な理由で、介入が難しい。[介護支援専門員]
・ 認知症患者は介護度が低く、サービスを多く入れられない。[訪問看護師]
・ 本人が適切な判断がてきていると思えない時、特に金銭面では誰が決めるのか？[介護支援専門員]

【その他】
・ 認知症以外にも疾患があるのに、治療が進まない。[訪問看護師]
・ 他職種を理解する気持ちの無い人とは、一緒に仕事をすることは難しい。[ホームヘルパー]
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６ シンポジウム 記録

シンポジスト

※ 敬称略

座 長

古賀 周一郎

．介護福祉支援センター 富士見が丘

医 師

萩原 聡

佐藤病院

医 師

安部 隆子

あべたかこ内科循環器クリニック

訪問看護師

古森 俊太朗

訪問看護ステーション デューン大分

訪問看護師

安部 啓子

訪問看護ステーション 結び

介護支援専門員

川野 里奈

戸次・吉野地域包括支援センター

※ 文中の敬称について
・ 敬称は、職種名に代えさせていただきました。
医師 ➡「Ｄｒ」
、 看護師 ➡「Ｎｓ」、 介護支援専門員 ➡「ＣＭ」

≪ はじめに ≫
[座長_古賀 CM]
御周知のとおり高齢化が進んでいるが、それに伴い認知症を抱える高齢者の数も増加して
いる。
大分市の今年 １月末のデータでは、高齢者(６５歳以上)の人口は１３万人で、高齢化率
は ２７．９％となっている。 厚生労働省は、
「２０２５年には、高齢者の５人に 1 人が
認知症を発症する」との推計を出しているが、これを大分市に現状に当てはめて考えると
大分市の認知症を患う高齢者の数は、およそ２万６千人という途方もない数字となる。そ
れと同時に世帯構造も変化していて、独居の高齢者や高齢者のみの世帯が増加している。
そのため本日は、「夫婦ともに認知症の方の生活を支える」というテーマに焦点を当てて、
ディスカッションを行っていきたい。
最初に各シンポジストから、日頃の認知症の方との関わりや支援について、伺っていきたい。
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[座長_古賀 CM]
私は居宅介護支援事業所でケアマネジャーをしているが、担当してる利用者をみた時に、およそ７０％
の方が認知症を患っている。居宅介護支援は要介護状態の方がメインなので、どうしても認知症の方が
多くなる。従って日頃の業務としては、７割～８割は、認知症の方のケアマネジメントを行っている。
[精神科病院_萩原 Dr]
精神科医師として一般の精神疾患を持つ患者も診ているが、認知症専門医としても認知症外来を担当し
ている。先ほど話にあったように、本日テーマになっているような独居の高齢者や高齢者のみの世帯が
最近多くなっていて、大分県と言えども、核家族化が進んでいると実感している。やはり、いかに本人
たちが望む生活を続けていくかがテーマになるといつも思っている。多くの方が「在宅が良い」と言わ
れているので、そういったことをどう支援していくのかが常にテーマだと思っている。
その上では、私も外来等でよく、PSW を通してケアマネジャーに「こういった方が来院しています」と
いうような情報提供をしたり、縦・横の連携が重要だなぁというふうに日々感じている。
[診療所_安部 Dr]
一般外来と訪問診療 両方を行っている。認知症専門医ではないが、先ほど古賀 CM が言ったように認
知症の方が本当に多くて、普通に一般外来診療に来た方で「この人大丈夫かな」と思うような人が結構
多い。そういう方にどういう介入していってどういうふうにアプローチしていくかは非常に難しいと思
っている。
今日のテーマである「夫婦ともに認知症の方の生活」だが、当院へは、自主的もしくはどちらかの医師
からの紹介で来られる訳だが、まだ、二人そろって受診に来ることができるだけ良いのかな、と。二人
そろって受診に来られている時点で、どちらかが率先して連れて来てくれているという状況なので、受
診ができている間は二人の生活もなんとかやっていけているのではないか。そこが難しくなってきた・
認知症が進行してきたら、萩原医師も仰ったように、色んなサービスを導入した上でなるべく今の生活
が続けられるようにサポートしていければ良いと思っている。
[訪問看護師_安部 Ns]
今回のテーマだが、年間約十数件、ケアマネジャーから訪問看護の依頼がある。そういった中で、今も
継続されている方は数件ある。主な相談内容としては今日のテーマと直結するが、「内服管理ができな
い」
「全く薬を飲まない」に加えて「全身の状態を診てもらいたい」という内容がほとんどである。その
他、
「長期入院の後在宅に戻られるが、内服管理ができない」
「(入院前と比べて) 認知機能が低下してい
る」といった相談も受けている。
介入の仕方としては、訪問看護は医療保険・介護保険・自費の 3 つの方法で入ることができるが、ほと
んどが介護保険となっている。介護保険の場合その方の介護度によってサービスの上限が変わるので、
例えば要支援であればデイサービスを利用しながらだと訪問看護は週一回入れるかな、という感じで、
他に生活を支えるヘルパーが入ると、どうしても訪問看護の利用は後回しになってしまう。頻回には入
れないという問題がある。
[訪問看護師_古森 Ns]
当ステーションは精神科に特化している。ケアマネジャーの紹介で、認知症の方や、認知機能が低下し
ていて精神疾患を持っている方の相談が増えている。関わり方や支援の方法については、関係機関や家
族の方と情報共有しながら、その方にあった支援を模索しながら関わらせてもらっている。
[包括支援センター_川野 CM]
以前は居宅ケアマネをしていたが現在は包括支援センターに在籍しているので、要支援の方や 認知症
の方の導入部分に関わることが多い。
[座長_古賀 CM]
今、様々なキーワードが出たと思う。萩原 Dr が仰った「認知症の方の望む生活」は、議論すべき部分
かと思う。安部 Dr からの「どう介入していくか」については、本日の中心に置いて議論を深めていき
たいと思う。
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それではディスカッションに入っていきたい。
本日のテーマは「夫婦ともに認知症の方の生活を支える」だが、やはり健康が維持できてこその生活だ
と思うので、最初に医療管理の面から、医師のご経験やご意見を拝聴していきたい。
安部 Dr はホームドクターという立場で地域医療に携われているが、夫婦ともに認知症の方の在宅療養・
在宅治療に関わったご経験や課題として感じていることがあれば伺いたい。
[診療所_安部 Dr]
先ほども話したとおり、当院にはどちらかが率先して連れて来るか医師の紹介状を持ってやって来る。
当院は予約制ではないので「お薬が無くなりそうになったら来てくださいね」というような声掛けをし
ているが、一ヵ月経っても来院しない。気になって電話を入れると「まだ、薬はあります」と言う、そ
ういうケースは結構多い。
当院は循環器科でもあるので、例えば心不全をお持ちで一番印象深かった人は、大きな病院から紹介状
をもらって来院されてきた方。コントロールはできていたので一ヵ月分の処方を出したが、一ヵ月経っ
ても来ない。
「一ヵ月分の薬を出してもう２ヶ月経ってるので来てください」と電話を入れて来てもら
うと結構進行していて、結局その人に関しては、
「一ヵ月経つので明日来てください」というような電話
を毎月入れてコントロールを付けていたが、昨年のコロナワクチンの騒ぎで多忙を極め 一ヵ月電話を
入れるのを忘れたら、来院した時に心不全が大変進行していて申し訳ないことをしたと感じた。
誰かが支えていかないことには服薬管理もままならない方に関してはなんとかしたいと思い、 もとも
と介護認定も受けてなかった方では包括支援センターに入ってもらって、介護認定を受けてからヘルパ
ー等のサービス導入をしてもらおうと思ったが、患者の妻が、外部の人が家に入ってくることをすごく
嫌がった。結局導入はうまくいかなかったが夫婦だけの生活はずっと続けていたので、なんとかそれを
維持できるよう支援していきたいと考えた。周りに親戚の方が居たので手伝ってもらいながら、“なん
とか”という形ではやってきたが、最終的には難しくなって夫婦そろって施設入所となった。夫婦二人
の生活はお互い支うことができて良いが、外部からの介入を嫌がるケースが多い。そこをどうやってい
くかというのが結構難しいと、この症例に関しては思った。
夫婦両方ではなく、妻が認知症で夫が比較的しっかりしているケースでは、妻が夫に対してすごく怒っ
て言うことを聞かない。介入したくてもできず、服薬してほしくても「私はそんなもん飲まんで良い」
と頑なに拒否する方について、どうやって診ていけば良いのかと悩んだことがある。その方は最初は徘
徊を心配していたが最近は徘徊もなくなり家で寝たきりの状況みたいなので、それはそれで心配してい
る。結構難しいケースは多い。
[座長_古賀 CM]
医師が患者に、受診を促すために直接電話をしているという話を伺って驚いた。
議論したい点、沢山のキーワードが出たが、
「在宅療養の継続」等については後半に触れたいと思う。
続いて萩原 Dr に伺いたい。
萩原先生は、精神保健指定医、認知症サポート医、大分県オレンジドクターとして、多くの患者に接し
ていらっしゃると思うが、夫婦ともに認知症の方の在宅療養 または在宅治療に関わったご経験や課題
と感じていることがあれば伺いたい。

[精神科病院_萩原 Dr]
安部 Dr がご指摘のようにすごく色々なケースがあり、課題というよりは、ケースバイケースだと思う。
先ほどのように本人や家族が絶対に他人を入れたがらないケースもあれば、お互いがお互いを･･･とい
ったケースもあるが、それをどういうふうに扱っていけば良いのか。結果、最終的に虐待になり、包丁
や刀を持ちだすような危険を感じるところまでいってしまうケースも残念だが中にはある。そういった
場合にはやむを得ずどちらかを助けるために、入院という選択をせざるを得ないが、それが一番不幸だ
なぁとは思う。
それをいかに止めていくかということをずっと考えているが、やはり人の目というか、ある程度サポー
トする方、それは家族だけではなくて、地域包括支援センターであったり、ケースによってはヘルパー
であったり訪問看護師であったり、その人その人のニーズとどう上手くマッチさせて、我々がその方々
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が納得して継続できる形・メニューをどう示していくか。デイサービスのような外のサービスを利用し
たり、ショートステイを利用してレスパイトを使うことで結構、在宅期間が延びたりするケースも多々
見受けられるので、そういった個々の症例に対してどういうふうにして我々がアプローチして本人たち
に対応していくかが重要だなと日々感じている。
[座長_古賀 CM]
今の話で印象に残ったのは、虐待であったり“怒る”という問題。これには２つのパターンがあって、
一つはシッカリしている方（介護者）が認知症の理解がなくて、認知症患者を怒ってしまうものと、も
う一つは認知症あるいは BPSD の症状として、易怒性であったり抑制が効かない等の理由で介護者に
怒りを表すといったものがあると思う。いずれにせよ状況的には誰かが介入して何かしらの対応をしな
いと、そのままでは問題だと考えている。
さて今２人の医師から、介入の難しさ、
「本人が絶対に入れたくない」といったキーワードを頂いた。
ここからはこの点についてディスカッションを深めていきたい。
支援の最初の段階である、何も無い状態からの支援者の介入やサービスの導入について、ケアマネジャー
に伺いたい。
認知症の方への支援で大事なことは、
「早期発見・早期介入・早期治療」と言われているが、介入のキッ
カケとなる情報は、どのような経路で入ってくるのか？
[包括支援センター_川野 CM]
自分たちや家族が相談できれば問題は無いが、そこに高齢者世帯など困難さを感じるケースで言えば、
生活上に何らかの支障が起きていることで周囲が気付くことが多いのではないかと思う。例えば何度も
何度も銀行へ通帳を作りに行ったり、ATM の操作がうまくできなくて現金を置いて帰ってしまったり
等。そうした場合には金融機関から警察に通報が入って、警察から地域包括支援センターに連絡が入っ
たりする。地域の中では、区費が払えない、ゴミ出しのルールが守れない等、記憶障害が原因で生活に
色々な支障が出てきて民生委員に相談が行くとか、あとはかかりつけ医からや退院支援時に相談が来る。
本人達から発せないからこその周囲からの相談というのが多いと感じている。
[座長_古賀 CM]
先ほどの安部医師からの話にもあったが、ホームドクターのある方というのはそこで医師が気付いてく
れるかも知れないが、無い場合というのは、地域包括支援センターや地域とのつながりの中で、こうい
う言い方が適切かどうかは分からないが第一発見者となることが多いことが分かった。
更に質問させて頂きたい。ともに認知症のご夫婦への介入についての難しさを感じたことがあれば伺い
たい。
[包括支援センター_川野 CM]
まず最初に接触する時に難しいのは、自分は比較的運が良いのか受け入れてくれることの方が多いが、
訪問の拒否があること。そこで困難さがあったら、民生委員や顔を知った地域の方に同行してもらった
り、認知症初期集中支援チームに介入してもらう等の対応が考えられる。包括だったりケアマネだった
り相談者というスタンスの訪問は受け入れてくれても、
「さあこの次、サービス何が必要かな」と思って
も、費用負担だったり、本人達自身が全く問題を感じていなかったりというところで、次に進めるため
に腐心することが多いと感じている。
[座長_古賀 CM]
川野 CM 自身はインテークについてはそれほど難しさを感じていないが、次の段階、サービス導入のと
ころに少し難しいところがあるということか。
では言い方を変えて伺いたいが、認知症を抱えている高齢者ご夫婦 全てに対して、難しさを感じてい
るか？
[包括支援センター_川野 CM]
そんなことはないと思う。
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[座長_古賀 CM]
では、同じ認知症を抱えるご夫婦で、難しい人と難しくない人の違いは何か？
[包括_川野 CM]
難しい質問だが・・・。確かに認知症がかなり進んでいても生活が乱れない人は一定数存在する。それ
はご本人の人間力なのかなと思う。あとはうまく関係性を作れたりすればまた変わってくるのかなと思
う。関係を作ったり、本人達が困っているタイミングで必要な支援を入れることができるなど、何らか
の関りが持てていければ良いのかなと思っている。
[座長_古賀 CM]
ということは、介入が難しい／難しくないというのは相手の問題ではなく、関りだったりタイミングだ
ったり、私たち支援者のやり方によって変わってくるということか。
では引き続き、訪問看護師の方に、介入やサービス導入について話を伺っていきたい。今まで介入や導
入の部分で難しさを感じたご経験はあると思うが、具体的にどういう部分が難しかったか？
[訪問看護師_安部 Ns]
介入する時は毎回緊張する。ホームが患者の自宅だったりするので、最初は「拒否をされるんじゃない
か」という不安と、
「なんで訪問看護？私たちは要らないわ」と言われることはかなりある。そこでケア
マネから丁寧に、
「こうこうだから、入ることが必要なんだよ」と説明していただく必要がある。また訪
問看護については主治医の訪問指示書を頂かないと介入ができない。従って、まずは主治医に連絡をし
て、ケアマネとも事前に連絡を取るなどをしていると、長いと契約・導入までに一ヵ月を要する。
また、入っても拒否をされる例もある。入り始めても、訪問時刻に自宅に居ない等の問題が解決せずに、
今も続いている状況。
[座長_古賀 CM]
そこで拒否される、一番の理由は何だと感じているか？
[訪問看護師_安部 Ns]
・・・ 認知症の方の症状は、進行具合、状態、程度、その方一人一人違う。そこをしっかりと事前にケ
アマネやキーパーソンである家族から情報収集を行って、丁寧な介入が必要だと毎回痛感しているとこ
ろ。そこに少し摩擦が生じた時に、そうしたことが起こるのだと思う。そこが訪問看護での課題だと感
じている。
[座長_古賀 CM]
情報がより有れば入り易い、ということか。
[訪問看護師_安部 Ns]
はい。その方をより理解するところにつながっていくと思う。
[座長_古賀 CM]
具体的にどういった情報があれば、入り易いか。
[訪問看護師_安部 Ns]
生活行動パターンや、その方が大事にしているもの。例えば、その方がどういった仕事をしてきたとか、
どういった性格の方であるとか、生活歴といったところになる。
[座長_古賀 CM]
今、性格とか生活歴といった話が出たが、認知症の方への支援の本質を捉えたキーワードになるのでは
と思う。認知症の方の介入や支援において私たちが難しいと感じる要因として、
「本人の性格」が大部分
関与してるように思う。逆に、本人の性格を知ることで、介入がし易くなるのかなと感じている。
『アル
ツハイマーでこういう BPSD がある○○さん』という入り方ではなく、あくまでも『○○さん』という
一人の人格があって、その人の性格や生活史を理解してそこから介入していくことが大事なことなのかな
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と、今の話を聞いていて思った。
逆に、本人の特性を理解しつつうまく介入したような症例があれば伺いたい。
[訪問看護師_古森 Ns]
夫婦とも認知症で訪問看護が入ること自体受け入れが悪くて、「薬の管理くらい自分達でできる」とい
う方は多々いるが、例えばその方の職歴などの情報があれば、主は薬のセットで訪問に入ってはいるの
だがそれを主とせず、以前の職場での遣り甲斐や生き甲斐などの話を聞くなどコミュニケーションを重
ねていくうちに段々と信頼関係が構築されて、訪問看護の受け入れも徐々に良くなっているケースは
多々ある。
先ほどのケアマネジャーの話で、ケアマネが初回に利用者さんと関わることが多いと思うが、ケアマネ
と利用者との間に信頼関係が築けているなと毎回思っていて、
「ケアマネさんの言うことなら聞きます」
というケースがほとんど。
そこでケアマネジャーに質問したいのだが、日々、コミュニケーションを繰り返しながらラポールを構
築しているとは思うが、ケアマネとして初回接する時のポイントを伺いたい。
[包括支援センター_川野 CM]
先ほど「介入では苦労していない」と言った後で思ったが、利用者に「来るな」と言われても気にして
いないだけかな、と。(画面一同、笑)
認知症の方は記憶障害がまず出てきて、訪問や話したことや説明についての記憶がなくなるので、色ん
なことを何回も何回も忘れてしまい何回も何回も説明を繰り返すが、本当にいつも思うのが、やはり
気持ちは残っていくので、
「あ、この人、なんか自分のことを心配してくれていて、何か手伝おうとして
くれている」ということだけは伝わるのかなと信じて、ひたすらそのスタンスは守っている。
[座長_古賀 CM]
他に、本人の性格とか背景を理解することで、介入に成功したような経験があれば伺いたい。
[訪問看護師_安部 Ns]
例えばケアマネジャーから事前に趣味の情報等をもらって、その話題を膨らませていくと、心と心が通
いあったり信頼してくれたなと感じる。また、今まで「看護師さん」と呼ばれていたのが、コミュニケー
ションを繰り返すうちに自分の名前に変わった瞬間、
「あ、良かった（ガッツポーズ）、一歩前進した」とい
う手応えを感じる。
ケアマネジャーから頂くそうした情報は、訪問看護を行う上では必須かなと思う。
[座長_古賀 CM]
利用者の中には、医師からの指示や意見をきく患者は多い。ケアマネは導入が難しい時に医師に口添え
してもらうケースがあったりするが、医師にもそのような経験があれば伺いたい。
[診療所_安部 Dr]
ケアマネジャーから「今度こういうことをしたい」たとえば「デイを導入したいと思ってるんだけど本
人嫌がってるんで先生から勧めてもらえませんか」といった話があった時に、患者に「少し外に出た方
が良いよね、デイに行ってみるのもどうかなぁ」といった話しをすると、デイに行くようになったとい
う話しは聞く。
その患者の状況によって反発する人もうまく乗ってくれる人もいるが、家族などの介護者からよく聞く
のは「先生の言うことならきくので」というふうに言われることが多いので、なるべくそういうサービ
スの導入であったりとか声掛けをして良い方向に持っていくようにはしている。
それも私自身が気付くというよりは、やはりケアマネジャーであったり訪問看護師であったり周りの方
から「こうやっていったほうが良いんじゃないか」というアドバイスをもらって、私から伝えるという
ことの方が多いかも知れない。
コミュニケーションをしっかりとって、その患者の情報共有を行うことが重要なんだろうなとは思って
いる。
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[座長_古賀 CM]
しっかり連携をとって本人の情報をより共有することで、介入についてのやり方も見えてくるのではな
いかということが今の議論で分かったが、認知症の方のパーソナリティを理解することについて、精神
科医師の見解を伺いたい。
[精神科病院_萩原 Dr]
このあたりすごく難しいと思いなから聞いていた。本人のニードがどこにあるかがすごく重要で、それ
ぞれに応じた対応法が必要。来てもらうのは良いけど出るのが嫌、出るのは良いけど来られるのは嫌と
いう人もいる。
「長谷川式で７点とか８点とかだから、ヘルパーや訪問看護などフルスペックで導入し
て…」というような話しではないんだろうな、と感じている。
本人がどういうふうにしたら生活し易いかという視点が必要だと思う。
そこには性格なのか、人格なのか発達障害なのかという観点も精神科医なので入ってきてはしまうが、
そのあたりはすごく難しいと思う。やはり「絶対イヤ」という方は一定数居て、その方に無理やりする
とかえって反発を招く。医師の前では「行きます！」と言っても、いってみた後で家族にすごく文句を
言ったりすると破綻してしまうこともあるので、それぞれのテーラーメイドの対応が必要だと思う。
普段外来診療をしていると、訪問看護が導入されている方は訪問看護師が同行されて来たり、ケアマネ
ジャーが一緒に来て「先生、こんな状況です」
「お薬だけですごく良くなりました」といった報告を受け
ると、今の方向は間違ってないんだな、と。間違っている・上手くいっていない場合にはそこでいかに
修正するか、何が原因かを分析してやっていく。それに応じて、
「こういうふうに変更したから」とケア
マネジャーへ報告する。
ケアの中心は、要介護者ならケアマネジャーだし、要支援なら包括なので、同行受診してくれれば問題
ないが、そのあたりの情報共有をしっかり行っていく。そこに訪問看護が入るなら看護師も入って、全
員で話しができればそれがベスト。皆それぞれ仕事を持っているので、なかなかそういうふうにはいか
ないので、そういうテーラーメイド的な本人のニードに準じたような対応が日々求められているのかな、
と思いながら、日々診療にあたっている。
[座長_古賀 CM]
まさに“パーソン・センタード・ケア”というところか。大事なところだと思う。
ここで、服薬管理についての議論に移りたい。
利用者が今の生活を続けていくためには健康（現状）の維持が必要で、そのためには服薬がかかせない
と思うが、その管理がうまくゆかずに増悪して再入院してしまうようなケースもある。
内服管理がうまくできないケースでは、なぜできないのか？そしてどんな対応をしているのか、訪問看
護師に伺いたい。
[訪問看護師_安部 Ns]
問題となる３つのケースがある。
・ 医師の指示とおりに間違いなく服薬しているかの、コンプライアンスが問題となるケース
・ 服薬したにも関わらず、
「まだ飲んでいない」とさらに要求するケース
・ 服用を嫌がって飲まないケース
ただここに原則があって、患者に記憶がなければ本人にとっては全く事実ではないし、本人が思った事
は本人にとって絶対的な事実なので、この条件を曲げないよう上手くコミュニケーションを取りながら
の服薬指導を行うことが必要だということを念頭に置いている。
医師の指示とおりに患者に服薬してもらうには訪問看護だけではできない。例えば医師に協力をお願い
できることとしては、一回で服薬できるような「一括分包」にしてもらう。私たちはそこに取りこぼし
が無いよう留意する。また薬を沢山飲みたくないという方は多く居るので、必要な薬を最小限、確実に
服用してもらう。それでも飲まない時には服薬の優先順位を医師に相談する。
服薬管理については色々な方法があるが、服薬カレンダーや服薬 BOX などを用いたりする。週一回の訪
問の方であればカレンダーに一週間分、三日後の訪問であれば３日分を貼り付け、そこに日付を記入す
る。置き場所についても、患者の家の中の動線を確認したり、目につく所・つかない所などその方に応
じた、服薬のセットと服薬方法を考える。また、テーブルの上に「くすりをのみましたか？」と大きな
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文字で書いたメモを置いておいたり、患者の生活サイクルをみて、タイミング(起床時刻等)を見計らっ
て電話を入れる。ただ電話に出られなかったり、携帯電話をどこに置いたかが分からなくなっているケ
ースはある。
また他職種の協力としては、訪問薬剤師の支援をいただくという方法もある。但し、訪問する専門職・
スタッフが増えて利用者が混乱する場合があるので、ケアマネジャーと相談しながらにはなる。ヘルパ
ーに「飲んだ・飲まない」を確認してもらうこともできる。飲んでなければヘルパーから利用者に服薬
の声掛けをしてもらう。デイサービスを利用しているようならデイサービスのバッグの中に、家族等に
薬をセットしてもらって、デイ利用中に確実な服薬をしてもらう。
但しこれは永遠のテーマで、１００％上手くいかないこともある。あとは主治医と、副作用の状況や「や
っぱり飲まない」等の情報交換を行いながら、服薬をすすめている。
[座長_古賀 CM]
服薬管理は非常に重要な課題だが、薬にもたくさんの種類があるので、今回は認知症薬に的を絞って、
医師に意見を伺いたい。認知症薬の確実な服薬によるメリットを伺いたい。
[精神科病院_萩原 Dr]
そこは非常に難しくて、基本、抗認知症薬は今のところ、最近話題になった新薬アデュカヌマブのよう
な根治に近いようなものになってくると話しは違うが、いわゆる抗認知症薬は病態収縮薬で、なおかつ
アルツハイマー型もしくはレビー小体型認知症のみに効く。
認知症にも色々なタイプがあって、前頭側頭型認知症(FTD)や脳血管性だけではなくて、嗜銀顆粒性
認知症（AGD）、タウオパチー（究極の老化）と呼ばれているものも最近すごく多くなってきているの
で、そういったタイプには抗認知症薬は全く意味が無い。
この辺りは実際難しくて、これを１００％切り分けるにはどうすれば良いかと言うと、一番簡単なのは
脳脊髄液を採取して、αシヌクレインなりアミロイドβ蛋白が溜まっているかどうかを調べれば良いの
だが、
「脳の細胞を採ります、今から認知症か調べます」ってよく言うが、０ ではないにしても、これを是と
する人はほぼ１００％居ない（現在、PET 検査は保険適用外 ）。そうなってくると、この辺りは最近の
医師の勉強会のテーマにも挙がっているが、この抗認知症薬をどれほど大切にするのか？
抗認知症薬を続けることですごく効果をあげている方、レビー小体型の方などは本当に効いてすごく良
くなる方もいる。全員が全員飲まなくて良いのかと言われるとそこはまた違う部分があるが、飲み続け
ることによって家族や支援者が効果を実感している場合であれば、いかにして服薬を続けるかが大切で
あるし、逆に、飲み忘れが多くても認知機能や色んなものが全然変わらないという方も一定数居て、そ
れは本人にとっては副作用しか享受できていないということなので、そういった事を教えてもらえれば
その薬は止めていく。薬は益にもなるが害にもなるので、薬の種類をどうやって絞っていくかは我々医
師にとっても大切なポイントになると思う。
抗認知症薬に関しては難しい問題を内包していると感じながら日々診療している。実際今診ている患者
では、抗認知症薬を服用していない患者も多い。
[座長_古賀 CM]
訪問看護師に伺いたいが、患者の全身状態について管理を行われていると思うが、認知症症状のある方
を支援する時に、認知症ならではの難しさといったものは感じることがあるか？
[訪問看護師_古森 Ns]
たとえば身体的にどこか悪いという訴えをしたいのだと思うが、違う表現で訴えてくる場合がほとんど
だと思うので、そこをどう見分けていくか。妄想で訴えているのか、例えば本当に便が溜まっていて、
それが違う表現をしているのか？ 一番フィジカルの面で難しいと感じている。
[座長_古賀 CM]
認知症の方が自身の体調の不具合を我々に正確に訴えることができれば良いが、別の形で表現されるこ
ともあろうかと思う。そう考えると、日々の状態の変化について、我々介護職・福祉職は、健康管理の
部分で医療職と情報共有していくことが大切になってくると思う。
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それではまとめに入りたい。
本日のテーマは「夫婦ともに認知症の方を支える」サブタイトル ～関わる人々で何ができるのか～ に
ついて、シンポジストの皆さんに、最後に一言ずつ頂きたい。

[精神科病院_萩原 Dr]
本人が望む生活をいかにサポートできるかがポイントかと思う。医師一人ではなかなか問題解決できな
いことがあり、特に認知症の場合には、多職種でいかに連携していくか？先ほどの話しにも出たように、
薬剤師との連携も大切だと感じる。薬が増えてくると薬物相互作用といった問題も出てくるので、そう
したところの連携も必要になってくる。もちろん、包括支援センターや大分市長寿福祉課などの行政職
とも連携する必要があるケースも多々あるので、そうした全てのところと、フットワークを軽く連携し
て、本人が一番望むと思われることをいかに実現していくかが、我々の役割だと思っている。
[診療所_安部 Dr]
内科医としてみさせてもらうと、皆で、いかにその人の健康を守っていけるかが重要と思っている。
私のところに来た患者を例にすると、医師がたった何分か十分か位の診察で全身状態を診ることができ
なくても、その人が今どういう状況であるかを皆が、例えば訪問入浴であったりデイで入浴した時に職
員から「この人、ここが腫れてる」
「できものができている」といった情報を医師に伝えていただくとか、
その人一人一人の健康について、色んな方面から見て頂いて情報をいただく。
先ほどの話しにあったように、自分でどこが悪いかが言えない人について、普段から見ていていつもよ
り元気がない・どこかがちょっと悪そうだ、そういった情報を伝えてもらうと、その人の健康維持のた
めに私たちも介入していけるかと思う。それぞれの人がそれぞれの立場から見ていって、ちょっと違う、
おかしいんじゃないかというところを共有し、じゃあどこでどう対応できるか？という形で皆で話し合
って、身体の面であれば医療職、生活の面であれば介護職や福祉職がどうしたら良いかを考えていける
ことが大切で、結局、情報共有と、それぞれの人がその人をいかに見ていけるかということに尽きると
思う。
[訪問看護師_安部 Ns]
２人の医師が仰ったとおりだが、訪問看護師として、その方が望む生活・その人らしい生活をサービス
側として読み取る力を自分で養うこと、それが何なのかを皆で共有すること・話し合うことが大切。
サービス担当者会議などの場があるが、そこで話し合うプロセスが専門職をつないでいくのではないか
と思う。
普段はケアマネジャーとやり取りすることが多いが、主治医と話す機会はなかなか無い。今日はこうし
て医師と話すことができたので、これを機に、医師と患者の情報を共有をして、患者にとってプラスに
なる、その人らしい生活に結びつくように頑張っていきたい。
[訪問看護師_古森 Ns]
ケアマネジャーが一人で抱え込んでいるケースが多いと日々感じている。一人で考え込まずに、訪問看護
であったり医師であったり保健師だったりといった関係機関を巻き込んで、その人にどんなニーズがあ
ってどんな支援の必要があるのかを皆で情報共有したら良いと思う。
訪問先では認知症の方を支えている家族もいるので、家族に対する労いも、家族に安心感を与えるため
には必要かなと感じている。
[包括支援センター_川野 CM]
まず本人たちの話しに丹念に耳を傾けていくこと、生活現場の情報等を医療・介護の専門職の方達と連
携して共有しケアのチームとして動けるようになること、その専門職の連携が地域で暮らすというとこ
ろで、地域の方を巻き込むような展開になっていけば良いのかなと思った。
[座長_古賀 CM]
現場の生の意見をいただき、自分もとても勉強になった。
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私たちケアマネジャーのミッションというのは、萩原 Dr の仰るとおり、本人の望む生活を実現してい
くためにサポートしていく、それと同時に、安部 Dr の仰るとおり、健康をいかに守っていくかという
ことが重要であると思う。
認知症の方の場合は意思表明が的確にできないところが一つの特徴であるので、安部 Ns が仰ったよう
に、専門職同士でよく話し合って、その人にとっての望む生活または健康状態またはその他の意思、
色んなことを話しあって考えていくということが大事であると確認できた。

--- 研修会を終えて 医師より講評 ---

[ 安部 Dr ]
毎回思うことだが、医師に見せる患者の顔、訪問看護師・ヘルパー・ケアマネジャーに見せるそれぞれ
顔とが常に違うと思う。私は私の前で見せる顔しか知らないので、その人自身一人の人間として包括し
てみるために情報共有をして、
「この人、こんな面があるんです」
「こういう方なんです」ということを
理解した上で接していけると、もっと違うアプローチができるのではないか。要は、情報共有できて、
多職種連携でやっていけると、その人自身、地域も含めてみていくことができるのではないかと思う。

[ 萩原 Dr ]
精神科専門医の立場から。今日ご参加いただいた皆さんは、多くの場合は地域で問題なくみていけるん
だろうなと感じた。ただ、何か通常の経過と違うところであったりお困り事があった場合には、手伝え
ることもあるのかなと思う。そういったところで、専門医をうまく使ってもらえればと思う。ただ、全
例専門医で診ていく必要も無いとは思うので、色々と連携しながら、困った時には色んな所（大分市の
物忘 れ 定期 相 談会 な ど）でアドバイスなどもしているので、是非そうした場を利用して、本人が本人らしく
生活できるような支援ができればと思っている。
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７ グループワーク記録 (全文)
グループ

１： Ｐ 16～

グループ

２： Ｐ 21～

グループ

３： Ｐ 24～

グループ

４： Ｐ 28～

グループ

５： Ｐ 32～

グループ

６： Ｐ 36～

グループ

７： Ｐ 41～

※ 職種名の表記について
・ 医師の内、主たる診療の場所が在宅である場合は 「在宅医」と表記
・ 介護支援専門員 ・ 主任介護支援専門員については、視覚的に分かりやすくするため「ケアマネ」と表記

（在籍が、居宅介護支援事業所➡「居宅ケアマネ」、 地域包括支援センター➡「包括ケアマネ」）
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１グループ
居宅ケアマネ A (司会)
普段の実践の中の課題や、先ほどのディスカッションの感想を伺いたい。
居宅ケアマネ B
ショートステイや訪問看護を使おうとしても費用が出せなくて使えなかったことがある。
訪問看護師が入ったら、ああいう事もこういう事もできるんだと思った。
医師
外来や入院で関わっているが連携がすごく進んでいるので、症例、症例で困っているというよりは、
認知症大綱にも書いてあるように、認知症になっても自分らしく生活できるような場を作っていくの
が課題だと感じている。福岡市など最新の取組を聞くと、先進の地域では認知症を持っていても社会
参加できるような仕組みづくり（例：オレンジ人材バンク）がなされているが、なかなか大分ではそ
れが見えてきていないので、その辺りが課題だと最近思っている。
居宅ケアマネ A (司会)
認知症であっても社会で活躍できる場や、自分らしく過ごせる場が地域資源として大分には不足して
いると感じてらっしゃるということか。
医師
そうです。その辺りが、まだ十分ではないという気がしている。横とか縦の連携は結構できているが、
茶話会とかに参加していても参加者も少ないし、外来では、大変な思いをされている方はすごく多い
ので、そういった方の家族支援も含めてまだまだだと感じる。もちろん先ほど言われたようなお金の
問題というのもあるが、本人が認知症になっても暮らしやすい、認知症になると外と遮断されてしま
って家の中でずっと過ごしている方もいるので、その辺りも課題なのかなという気がしている。
居宅ケアマネⅭ
どこも工夫していることは似ていて、それぞれに色んなノウハウを持っているので、ケアマネジャー
だから全て知っているわけではなく、皆さんと繋がって教えてもらうことも多々あるので、ケアマネ
を一人にしないで、助けてもらっている。私も皆さんにできるだけ相談するようしている。そこが一
つキーになって皆さんの意見からということもあれば、困る時もある。
ヘルパーさんとかたまに、文句ばっかり言ってくる。どうにもならないよね、と分かっていても不満
だけがこちらに来る、代案も無い。そういう時はこちらも一人で悩んでしまうときもある。そういう
考え方、表現として考えてほしいと思う時はある。
居宅ケアマネ A (司会)
よろしければ、文句を具体的に聞かせていただきたい。その背景を共有できればと思って。
居宅ケアマネⅭ
例えば、家に蜂の巣ができて危ないとか。ヘルパーが出そうとうするが危なくてできないと言う。
行ってみたら小さくて割り箸でつつけば落ちるような巣で、ヘルパーさんがちょっとつついてくれれ
ばそれで終わりなのにな、と思って。それでも夕方とかにも関わらず電話がかかって、すぐ行って
対応しなければならないとか。
あと室温が、冬なのに冷房がかかっていたり、すぐ行って２７℃前後に室温設定を変えて帰ったり。
それってヘルパーさんでもできないかなぁ？と。
居宅ケアマネ A (司会)
職種連携ではありながら、もちろんサーポートして助かる部分もあるが、ちょっとした現場での気付
きも何でも、ケアマネに求めることがあるということか。
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居宅ケアマネⅭ
現状報告してくれるのはありがたいが、「考えたらそこで対処できるんじゃないか」ということが挙がっ
てくることも多い。
居宅ケアマネ A (司会)
ちょっとそこに困窮しがち、と。
「なんでも屋」扱いをされているというのが…（笑）
。
居宅ケアマネ C
結局、なんでも行かないといけなくなってしまうので。
訪問看護師 A
この場をお借りして皆さんに聞きたい。実際に自分が関わっている方で、認知症の症状がかなり強く
出ている方で、それを介護している高齢の妻がおり、この方のメインの訪問看護の目的が状態観察と
身体の保清、自宅での入浴というところを行っている。
利用者本人がものすごく重度の認知症で、お風呂をお風呂と認識できずに、
「お風呂に入りましょう」
という言葉がもう分からない。週に 1 回しか訪問看護に入れないのにその方をどうやってお風呂に入
れるか、そこがなかなか難しい。
会話になると「意味が分からん」という言葉をとにかくずっと繰り返す。
「週に 1 回のお風呂なんだか
ら月曜日くらいは入りましょう」と妻が伝えると、もうその文章が長くて分からない。
「お風呂？何か
いそれ、意味わからん」と延々と繰り返す。今なんとか、「立ってください」「歩いてください」と一
言ずつ促して、風呂場まで誘導して、
「座ってください」「脱いでください」と一つずつ言葉をかけて
いる。本人は「んー、分からんな」と言いながらも脱いでくれる、歩いてくれるという感じで、何と
かお風呂に入れている。
そういった状況で一旦お試しで施設に入所してみたが、３日と経たず不穏になって本人が暴れてしま
う。施設の方もその人の認知の状況が分からないので、
「ああしましょう、こうしましょう」と説明し
てしまうために、
「もう何を言いよんのか分からんのじゃ」と本人を怒らせて不穏になってしまい、３日
と経たずに家に帰ってきてしまった。
妻には、
「もっと短い言葉で、あれ・これ・それ という感じで伝えたらどうですか？」と言うが、妻
も夫に説明っぽく話してしまう、
「何々だからこうしましょう」「今こうだからああしましょう」と言
うので、夫は分からなくなっている。結局夫婦の会話が成立せず、お互いにイライラしてくる。
現在もその方の所に行っているがどういうふうにこの先進めて行けば良いのか、どうしたらいいのか
な…というのがある。
訪問看護師 B
今、お風呂に入れているという事実からすると、その人の誘導の仕方とか上手くできていると思う。
それを周りの人がうまく誘導できないというところに問題と感じているのかなと。周りの人に伝えて
もなかなか上手くいかないというところか。例えば、施設にちょっと入る・ショートステイに行くと
色んなことをしたときに、それを伝えられるのは訪問訪問看護師である私たちの役目だと思う。
この方の主治医はどんなふうに思っているのか、どんなふうに先を見据えているのかを聞きたい。
訪問看護師 A
特に表立った大きな疾患があるという方ではない。ただ腰の痛みとかがあって歩くのに歩行器が必要
というくらいのレベルで、しっかりと薬を飲まないといけないという疾患があるわけでもない。ただ、
ちょっと足が痛かったりとか。今、訪問診療の先生が入っているという状況。訪問指示書の中には
アルツハイマーともレビーとも認知症の細かい分類とかはなく、ただ「認知症」と書かれている。
居宅ケアマネ A (司会)
認知症の専門医には掛かっていない？
訪問看護師 A
現状、関われていない。

17

居宅ケアマネ A (司会)
ご家族とかそこを掛かりたいと言っていることはないのか。
訪問看護師 A
こちらからも認知症の専門医に掛かって、薬とかどうですかと促したことはあるが、本人が行きたが
らないということで、
「家にいたい、病院に掛かる意味が分からん」と言って、なかなか理解が得られ
なくて、病院にも行かなくなってしまう。せめて体調の管理ということで訪問診療の先生にお願いし
ているので、認知症の専門医に掛かれていない。
医師
何を一番解決したいですか。
訪問看護師 A
夫婦二人で生活しているので、本人たちが望む生活を送れるよう、そこでのコミュニケーションとか
がもう少し円滑に図れればいいと思っている。
「言いたいことが伝わらない」と妻がよく言っているの
で。
医師
お聞きしている範疇では、もうかなり認知症が高度に進行しているようなので、多分、例えばもう施
設に 入るとなったときに、ドラッグロックかけて、結局無理やり抑えつけるような方向性になって
しまうと思う。それよりも今の方が全然いい、すごくツボを押さえた支援をしていると思う。
認知症は分からなくなる病気だから、どうしても複数指示が入ると混乱してしまう。だから、よく外
来でも説明するが、一個だけの単発の指示にすると、例えば料理で「切ってください」
「盛ってくださ
い」とか「これを持って行ってください」とか、トイレに行くときもまず「トイレに行ってください」
「ズボン下してください」とか、そういったやり方はもうすごく良い。
気持ちは痛いほど良く分かるが、夫婦って我々以上に濃密な関係性があったりするので、妻にちゃん
と「あなたの夫はこういうふうな認知症でこういうふうな状況だから、こうしてください」と理論的
に説明するやり方はすごく正しいやり方だし素晴らしいと思うが、家族になるとなかなかそこが上手
くいかなくなる。
例えば、そういう指示書ができるかどうか分からないが、自分たちは精神科なので週３回まで入るこ
とができる。訪問看護が入る回数を増やしてもらうと、妻とのコミュニケーションの良い潤滑油にな
ってくると思う。訪問看護師が何回も丁寧に繰り返していると妻にも浸透していき、妻も段々対応が
上手くなる、そうすると在宅の日数が増えてくる。その中で、外来などで診ていると、例えばレスパ
イトで 1 日ぐらいなら何とかなるのであれば「1 日対応をお願いします」とショートステイなどを時々
噛ませていくと、結構上手くいくケースがあるので、話を聴いていて、すごく素晴らしい対応だなと
思った。
どうしても認知症というのは進行してくる、初期の方、中期の方、後期・高度な方と、認知症の種類
にもよるが、程度によって対応法を変えなければならないので、例えば初期の方にそういうふうに分
割して対応していたら、うるさいとなって怒らせてしまうので尊厳ある対応が必要だし、高度になっ
てきた場合は逆にやってもらいたい活動を一個一個細かく分割してあげて、それを一緒にすることで
上手くできるということが確かにある。対応としては素晴らしいと思う。可能であれば訪問の回数を
増やし、妻との潤滑油になる。
他者が入ることによって、妻も相談することで少しずつ理解できるかも知れないが、頭で分かってい
ても身体ができないということがある。夫とずっと会話していきたいというのは家族の中の思いの一
つだと思うので、
「認知症が悪化しているので一個ずつこういうふうにしましょうね」と言われても、
つい会話したくなることはあると思う、そこはやっぱり人情だと思う。
今でも素晴らしい対応で、妻も段々もそういうことができてくると思うので、そんなやり方なのかな
と思った。
居宅ケアマネ A (司会)
今の訪問看護師や医師の立場からの意見を踏まえて、ケアマネの立場から何かお伝えすることがあれば。
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居宅ケアマネ D
私も訪問看護師の対応はすばらしいと思ったが、利用者は２４時間 妻と一緒だと思うので、お風呂に
入ることはとても大変なことで夫との指示のやりとりが難しいから、訪看さんが担っているのだと思
う。それ以外に妻が大変なこと、例えば食事の介助とかがあれば、妻のやり方とかを聞きながら妻の
代わりになるサービスを入れて、家に居ながら妻の負担を少し軽くする。でも、サービスが入らない
時間帯は長いと思うので、そこでご夫婦の関係は保てるのかなぁと。
一番、妻が夫との間でストレスになるところにサービスを持っていって、今まで入っている訪問看護
師や ヘルパーに、どういうふうにすると良いか助言をもらえれば、在宅が続くのかなと思った。
居宅ケアマネ A (司会)
主介護者の介護負担の軽減も必要ということだと思うが、どうですか。
居宅ケアマネ C
私が試してみたいのは、言語として入ってくるのが難しいのであれば、絵とか見た目のインパクトで
何かお伝えできるような対策が取れないかなぁ、と。言語のアウトプットはできているようなので、
インプットを絵に差し替えるとかという手立てを試してみたらどうかなと思う。
居宅ケアマネ A (司会)
訪問看護師 A は利用者と関係性がよく、利用者の認知機能障害や中核症状の状況に応じてちゃんと
アセスメントされていて、そこに沿って言葉を単語で組み立てて行動を分解してお伝えしていること
で上手く入浴に誘導できていると思う。ここに新しい支援者とか新しい場面に行く時に、本来であれ
ば訪問看護師 A の実践を次の実践者がちゃんと見に来る、どういうふうにやっているかのポイント共
有することが、チームのマネジメントの課題があったのかも知れないと感じた。
先生の助言も含めてそれぞれの立場でお伝えした内容について、A 氏から感想を伺いたい。
訪問看護師 A
同じ事業所の訪問看護師はチームで動いているので、その方に私だけが行くとは限らない。私から各
スタッフへの情報発信が足りなかった部分は勿論あると思う。自分がこうやって成功したから、皆も
同じようにやっているだろう、で済ませていた部分もあると思うので、自分だけの利用者として捉え
ず事業所全体の問題として投げかける必要があるとすごく感じた。
なぜ自分だけ認知症の方に対する接し方で上手くいっているんだろう、他の人が行ったら上手くいか
ないんだろうということに気付くことができた。その逆で自分が行ったときだけなぜか受け入れが悪
いとかそういったこともあると思うので、皆の接し方、進め方で統一したものを提供できればいいな
と思う。
居宅ケアマネ A (司会)
（まとめ）皆さんの発言と訪問看護師 A の事例、また、前半にあったパネルディスカッションから、
・多職種でチームで連携するというのはとても大切ではあるが、情報をちゃんと共有すること
・利用者自身の性格や人格など様々あるが、その人となりをきちんと理解し、共有すること
・中核症状のアセスメントをしっかりとされること あと、皆さんご存じだと思うが、
・その人が生きてきた細かな生活歴を見ていくこと。 あとは、
・その方の日常生活の中の動きでその辺を押さえること。例えば服薬管理にしても、本人の習慣の中
に薬がちゃんと飲める工夫を、おそらく訪看さんとかチームで工夫していくことで、どうすれば本
人が薬を飲めるかとか、どうすれば本人が望む生活に近づけるかというのを連携していくのか？
・・・そういったことが重要であると分かったと思う。
まだ時間が残っているようなので、他に何かあれば発言願いたい。
在宅医療・介護連携支援センター
先ほど居宅ケアマネ C がおっしゃたことが気になったので、医師にお聞きしたい。
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言語というのはかなり高度な精神活動なので、単語の意味が分からないとか、まして文章が分からな
くなるというのは、大いにありうると思う。むしろ言語よりも実物を見るとか、言語による概念的な
理解は難しいが物自体を見るとか映像を見るとなると、それが何か分かるという可能性もあると思う。
そこは、先生どうでしょう。
医師
その辺りは結構難しくて、認知症によっては視空間認知機能とかが障害されるので、例えばアルツハイ
マーでも高度になってくると、長谷川式でスプーンや時計などの５つの品物を見せても、それ自体が
何なのか 分からなくなる。なるべくシンプルにしていくというのは…。
ただ、人の障害される部位は、アルツハイマー型でも前頭側頭葉型みたいになる方も、レビー小体型
みたいに後頭葉がやられることもあるので、部位によって、例えば側頭葉が障害を受けると言語野が
やられたりとか、どこが中心に委縮するかによっても変わってくるので、一概に先ほど言ったように
『アルツハイマーで長谷川式の点数が下がってスプーンとか時計が分からなくなるから、一個の行動
にしなければならないんだ』というわけではない。可能性としては、先ほど言ったように、ビジュア
ルというか、違う何かに変換してあげて分かりやすくするという方法だってあるかもしれないので、
試してみる価値はある。最初にお話ししたように、テーラーメイド的になると思う。
固定概念で、この病気だからこうなってこうなるというのは認知症をやればやるほど言えないし、よく講
義のときにも話すが、併存することも多々ある。実臨床の場はすごくシンプルではないので、色んな
可能性を試してみて、上手く言った方法をなるべく皆で共有して対応していくということはものすご
く大切だと改めて思っている。
居宅ケアマネ A (司会)
今の発言も含めて、こういうのに言語以外で上手くケアできたという体験がある方がいれば。
訪問看護師 B
耳がかなり遠い認知症の方でかつ指示命令が入りにくい方に、例えば何かをするにしても、いきなり
触られると怖いから、ジェスチャーを見せる。例えば血圧だったら「はかる」と言って、良かった時
には「OK」とか、ジェスチャーと短い単語を組み合わせる。ジェスチャーが意外と良くて、「今日は
元気？」
（笑顔で、両手の掌を顔の横で広げる）と言っただけで分かってくれたりとか、そういう経験
はある。先ほどスタッフによっては、行く人が変わるとちょっと戸惑うと言う話が出たが、当事業所
では馴染みの関係を作るために、なるべく担当は変えない。その人は、私が「元気」と言っただけで
同じ動作をしてくれるようになって段々関係ができて待ってくれるようになって、本当に劣悪な環境
の中にいた人だけど、少しずつサービスも上手くいって、かなり長く在宅にいた。身体的にちょっと
機能が落ちてしまって入院を機に亡くなったが、結構ぎりぎりまで居た。
周りの方が騒いで、心配して、このまま家でいいんだろうかと会議の度に協議していたが、私は「誰
が困っていますか？」と投げかけていた。周りが困っていると思っていても本人は困ってないし、と
いうところで在宅を続けた人がいた。
居宅ケアマネ A (司会)
ジェスチャーというのがすごく効いたっていうところ。おそらくジェスチャーにしても言葉にしても、
本人とか支援者とかが、同じ世界で共有できたという時が次の行動を起こすポイントなのかなと感じ
た。
絵も、ビジュアルも、ジェスチャーも試せる、認知機能障害に応じてどういう情報を利用者に提供す
るかによって、その情報を共有できるかどうかなんだと思う。
私たち介護現場で実践するとき、情報が多いことで混乱するのであればテレビの音すら混乱の種にな
ったりするので、本人に合わせて、本人に伝わる環境、情報が少ない方が良いこともあるなとすごく
思う。
医師
色んな職種の方の色んな知恵があると思う。その情報を共有して、なるべく本人が本人らしく生活で
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きるということ。病院勤務の精神科医がこんなことを言うと院長に怒られるかもしれないが、やはり
在宅にいかにしていくのか、入院とか施設というのは最後の砦なんだろうなと。
先ほどちょっと触れたが、包丁を持ち出すとか他害行為になってくると、話が切迫してくるので変わ
ってくると思うので、そういったケースでケアマネジャーや周りの方が心配なされている、これはも
う本人や家族保護が喫緊の課題になるので、それは致し方ないと思う。
ただ、そういったケースはそんなに多くないので、少々近所迷惑したり、少々ごみ屋敷になったりと
か、そういうものであれば、上手く支援を組み立てることによって対応できる場合が非常に多いと考
える。
やっぱり認知症の支援体制を、ケアマネジャーを中心に、我々病院とか医療だけではな薬剤師もそう
だと思うが、介護といかにタッグを組んで、それに包括を含めた行政と上手く皆で助け合いながら、
本人を支援していくことが重要だと日々思っている。
今日、色んな方々の話を聞かせていただいて、自分自身もすごく勉強になる時間となった。
大分市在宅医療・介護連携支援センター
チームケアのときに、情報共有（が必要）とよく言うが、どういう情報を共有するかは、それぞれの
経験とか知識とかで異なってくると思う。だから色んな人から色んな意見を聴くのがいい、当事者と
か家族からも聴くとそれが参考になると思う。例えば、先日、岡野雄一さん（認知症の母との思い出
を描いた漫画「ペコロス母の贈り物」等の作者）のお話を聴きに行ったが、その漫画を読んだりする
と、その体験が描かれたり語られたりして参考になる。色んな情報を共有するといいと思う。

２グループ
テーマ➀認知症を抱えているもしく疑いのある患者利用者に関わる上で今一番困っていること
居宅ケアマネ A
まず介入を嫌がる。どう介入したらよいかわからない戸惑いが最初にあった。身近に家族がおらず、
元々 夫婦ともに近所づきあいもない、人とのつきあい方が上手ではない。今までは夫婦ともに何事
もなく過ごしてきたんだろうけど、介入のキッカケは、月に 1 回帰省している娘から、
「冷蔵庫の整理
ができてない」
「月 1 回受診をしているが、内服薬が丸ごと残っている」という状況がみられてきて包
括に相談・新規申請し、居宅に話がきた。関わるまでに半年かかった。
「来なくていい」という訪問の拒否があり、出向くと居なくなってしまう。何度も玄関までは行くが本
人がいない。月 1 回、かかりつけ医の受診があり、医師を通して立ち合いをさせてもらった。
「医師が
言うなら信頼できる人なのかな」と少しずつ話をしてくれるようになり、そこに至るまでに半年かか
った。
内服薬の管理で訪問薬剤師が妻の支援をしている。冷蔵庫の管理、買い物の生活支援でヘルパーをよ
うやく導入できた。夫はいくつもの病気を抱えており、ある病気がわかった時点で内服管理と体調管
理で訪問看護を導入した。今は一ヶ月が過ぎたところ。
包括ケアマネ B（司会）
妻が認知症の人の認定調査に行ってきたが、自身が認知症だと理解していない。夫はそこまで変わっ
た様子はないが、同じ話を何度もされ、疲れている。一番感じたのが、居宅ケアマネ A の関わってい
る娘はどこにいるのか？
居宅ケアマネ A
県内ではあるが遠方。数時間かけて月に 1 回きている。
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包括ケアマネ B（司会）
自身が関わっている人は娘さんが市内に 2 人いて、小さい子供を抱えながら、1 日おきに必ず誰かが
関わっている。認定調査に行った時に要介護だろうなとは思ったが、包括として居宅につないだ後も
一緒に動いていくというスタンスをとらないと支援が難しいのかなと感じていた。
包括ケアマネ B（司会）
地域にもよるのかもしれないが、自身の地域は医師と患者さんの距離が近く、医師のほうが患者さん
をよく知っているような状況がある。医師の意見をもらい介入していくが、患者さんに関わる上でケ
アマネから アドバイスをいただきたいという相談はあるか？
医師
居宅ケアマネ B の地域ほど患者さんと密に関われてないのかもしれないが、
「見にいってほしい」「話
を聞いてほしい」
「サービスを導入したいけど関わってもらえないか」と自身からケアマネに依頼する
ことの方が多い。
包括ケアマネ B（司会）
自身の地域になるが、認知症の疑いのある患者さんは医師が連携している精神科につないでもらえて
いる。そういったところで密に連携がとれているかなと思う。
医師
介入が難しいというのと同じになるが、例えば夫婦それぞれ認知症であったとしても、妻が外から人
が入るのを嫌がるというケースが多いように思う。認知症だと思っていないので、外からの支援を必
要としていないと思っている人が多い。居宅ケアマネ A のケースだと県内の娘さんがだんだんできな
くなっていると実感してくれたという話だったが、遠方にいる息子だと親に対するイメージが強いの
かもしれないが、
「うちの親におかしいところはない」と思い拒んだりする。必要ないと言われると介
入しにくい。 ケアマネに依頼するが、
「先生、入れませんでした」と言われることもあり苦労している
と思う。
ケアマネ C（訪問介護）
包括からの紹介は週に 1～2 回の支援が多く、通常の支援を行う中で、
「ここできなくなっているよね」
「お風呂に入れていない」
「設定した薬がグチャグチャになっているな」と現場で見えているところが
多い。そうした乱れてきているなということを訪看・ケアマネに返すことができるのは、ヘルパーの
醍醐味だと思っている。一番近いところで楽しいことを笑いながら関わり、おいしいとこ取りをして
いるのが現実。
「ここちょっとおかしいな？」というところの話を本人とすると、大概、
「最近頭おかし
いんや」と自分で言う人が多い。そういった情報をキャッチして、通常の内科医にしかかかっていない
人には、
「通常のままでいいかな？検査したほうがいいかな」とケアマネに声をかけている。家に入れ
ない独居の人では、入らないと血圧が 180 とか高い。ヘルパーの線引きで「これは微妙だな」という
ところまで達すると慌てる。他の職種が少ししか関われないところを考えると発見する確率が高いの
で、用心深く関わっていきたいと思っている。
居宅ケアマネ D
最近関わるようになった夫婦の世帯で、妻の短期記憶がすぐに失くなってしまう。身の回りのことは
夫がしていたが、最近は夫も疑いがある。相談がきて２～３年前から関わりをはじめていたが、夫が妻
のサービス利用について積極的ではなく、何とか生活できていたので話が進まずそのままだった。昨
年末、薬が飲めないなどの相談が来て関わるようになったが、デイケアや配食サービスの利用の体験
までは進むが、体験後に夫が勝手に断ってしまう。でも妻には必要な支援だったので、関係者が自宅に
集まり、助言をして利用につなげた。妻が認知症であることを夫が認識できておらず、
「自分が看るか
らそんなにサービスを使わなくていい」と言いながらも疲弊し、行政に相談し、ケアマネが訪問すると
いうことを過去から繰り返していた。何年もかかってサービスに結びつくというケースはある。
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訪問看護師
認知症の人の依頼が多い。夫婦ともに認知症というケースに 1 組関わっており、以前は月 1 回、隔週
の訪問でよかったが、妻が認知症で、吸入内服管理ができずにぜんそく発作をおこし、緊急で呼ばれ
る。緊急で呼ばれる度に、
「週 1 回にしてもらえませんか？」と話をするが、夫と市外の娘から「大丈
夫」と言われていた。ここ最近緊急が増え、
「管理ができないので週 1 回にしてもらえないか？」と話
をし、今は週 1 回訪問している。内服は夫がカレンダーにセットし何とかなっているが、朝の吸入が
なかなかできていない。気にはなっていたが、最近また緊急で呼ばれ、薬の介助をして落ち着いてき
た。このまま週 1 回で支援できると思っていたら、よく理解ができていない娘から「月 2 回に戻して
ください」と言われた。ケアマネが替わり密に連絡をしているが、
「娘への理解が難しい」と話してい
た。サービス担当者会議を開催しようとしたがコロナの影響でできず、
「こういう話はみんなで会って
話をしないとだめですね」と。週 1 回支援入りはじめて調子が良くなり、支援に入っているからこそ
調子が良いのに、娘は「減らしてほしい」という。 支援に入ることで夫婦も気が張り相乗効果で良い
のに、娘の理解が難しい。今は、
「暖かくなったら月 2 回に変更しよう」と妥協して話をしている。

テーマ②今まででた困りごとを受けて、私たち専門職に何ができるか？
包括ケアマネ B（司会）
話を聞いていると、主介護者の理解を得られていないということが多い。主介護者を支える子どもや
親類が近くに居ないということも多いと思う。一緒に住んでいる家族の理解を得ることが一番難しい
のかなと思った。実際に、今話した困りごとに何ができるのかということを考えて、話し合っていきた
いと思う。
包括ができる役割としては、独居、高齢者の人が多い。困るな、大丈夫かなと思うのが契約。介入がう
まくいったとして、契約をどのような理解をしているのか？ 一人暮らしや高齢で不安になる時間が長
い人に対し、どういうふうに自分達が関わることができるのかの意見がほしい。
医師
なかなか難しい問題と思う。医師は、訪問診療に行くということになっていればしっかり関わってい
くことができる。その場合は、家族とも情報の共有や意思疎通ができている。外来にきてもらうケース
では難しく、服薬管理も含めて、月 1 回は来てもらわなければいけないが、できない。独居であると
尚更来られなかったり、2 人でいても来られなかったりする。
心不全を頻回に繰り返すような人には電話を入れる。そうすると、
「そうだったかな？」と来てくれた
りする。
外来に来るのに 90 歳を過ぎて車を運転してくることもある。認知症もあるし、ちょっと怖いな、恐ろ
しいなということもある。息子に、
「車は危ないですよ」と話をすると、
「アシスト付の車にしたので大
丈夫ですよ」と言ったりする。理解が足りてないというか、親に対しては甘くみる、そう思いたくない
というのがあるんだろうなと思う。
繰り返し話をしながら、家族、周りの人の協力を得ながら地道に話をしていかざるを得ない。それ以外
の方法はないのかなと思っている。そういう時に、ケアマネや包括に手伝ってもらいながら、家族と
まめに連絡をとって、状況をお互いにわかっていく。本人同士は認知症が進行し理解が難しいと思う
ので、いかにキーパーソンとコミュニケーションをとれるのかが大事だと思う。
居宅ケアマネ A
医師と同じ考えで、今抱えている夫婦で認知症のケースはたくさんの問題を抱えている。金銭管理が
できない、支払いに対する不安、近隣に家族がいないということで通院もできない。娘さんが月 1 回
帰ってくるのは通院のため。暴力まではいかないが、易怒性が強い妻はすごく怒る。夫のほうが認知機
能の維持ができているのもあってか、
「ここで殴ったら終わりだ」と感情を抑えていると話していた。
その感情自体が認知機能の低下から制御できなくなることも考え、いつ崩れるんだろうと常に感じて
いる。医師、ヘルパー、訪問看護の協力が必要で、ケアマネ 1 人では本当に何もできない。皆さんと情
報共有をしながら在宅生活を維持できるところまでしていかないと、2 人とも入所するのは金銭的に難
しい。在宅生活をどう継続していったら良いのかと先を考えながら支援をしている。協力が一番大事
だと感じて支援している。
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居宅ケアマネ D
ケアマネの役割というのは、今何が困っているのか？これができなくて困っているというのを見つけ
だし、優先課題をつけて、そこの穴埋めをしていくような役割。その穴埋めには、誰が、どういった支
援で入ってくれるとカバーできるのかという見極め。根底にあるのは、本人がどういった生活を望んで
いるのか。シンポジウムでもあったが、来ることは拒まないけど出ていく事は拒む。逆に、出て行きた
くないけど、来ることは拒む。一人ひとりでパターンは全く違うし、人格、性格、生活歴が大きく影響
してくると思う。パーフェクトに埋めるのは本当に難しい。最初の関わりが非常に大事で、自身が認知
症という自覚がない人がほとんどであり、
「あなたは認知症よ」とずばり言えない。言葉にも気を遣う
し、介護という言葉を聞くだけで嫌になる人もいる。言葉選び、説明の仕方に気を配っているので、一
緒に関わる人もそういった配慮ができる人に 支援してもらいたいと思う。情報の共有、話のすすめ
方、その人の様子を見ながら過度にならない形での関わりに気をつける。本人との面会を重ね、一番寄
り添える存在になれればなと思いながら支援している。人と人との関係性、ふれあいに望みをつない
で、いつか伝わるんじゃやないかという想いをもって接している。それが実ったなというケースも結
構あるので、相手の気持ちを理解し、優先する、相手に不快な気持ちを与えないという接し方でゆっく
り話をすすめていく。最初からパーフェクトにあれもこれもと考えないようにしている。
ケアマネ C（訪問介護）
基本的にヘルパーがバイタルチェックできるようにしてもらい、そこで本人と「元気かなあ？」とコミ
ュニケーションを取りながら情報を仕入れるように指導している。その時間を取らないで仕事を始め
てしまわないように、日々違いを見つけるためにバイタル、睡眠状況を書ける備考欄をつくってメモ
をしている。そうすると本人たちも健康管理し始めるようになり、ヘルパーがきっかけで「色々とやっ
ていこう」と 1 日 1 日できることをして生活していくきっかけになると思っている。訪看やケアマネ
が上手に、
「ここにはこの専門職に聞いて」
「こことここは連携とらせたたほうがいいな」という仲介役
をしてくれている。直接医師からの指示をヘルパーが耳にできることがあれば、聞いておいたほうが
いいなという判断があれば、聞かせてもらう。立ち回りを上手にふってもらう、連携をうまくしてもら
えるとなと思う。自身も率直に「交ぜて」と言えるので、伝えることは伝えていき、教えてもらいたい
ことは教えてもらう。連携の大切さはいつも感じている。
訪問看護師
契約のケースは難しいなとつくづく感じている。遠いところであっても最初の介入の時は家族にも可
能な限り来てもらう。その時間にあわせて伺い、説明し契約するようにしている。一番難しいのは身寄
りがいない人。県外であっても家族がいれば、電話で説明したり契約書の郵送をするが、身寄りのいな
い人が一番難しい。お金が絡みトラブルになりやすいので、そういった時はケアマネに立ち会っても
らう、第三者の立場の人に同席してもらうようにしている。施設であれば、施設長や相談員に協力して
もらい、導入の際はできるだけ多人数で説明するように対応しているが、難しいなとは感じている。
居宅ケアマネ B（司会）
自身は比較的理解のある人、家族と面談することが多い。認知症でも要支援の人はいるが、居宅やサー
ビス事業所の人ほどではなく、軽いものかなと思った。家族の理解や皆さんの協力が必要不可欠だと
感じた。

３グループ
居宅ケアマネ（司会）
それではテーマにそって、一人ずつ経験を伺っていきたい。
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病院医師
「夫婦とも認知症」というテーマを聞いて思い出した、４～５年前に関わった事例。1 月の寒い時期
に、夫婦でインフルエンザにかかってしまった。介入していた訪問看護師が言うには、
「夫婦して認知
症で、この寒いのに暖房器具が全く無い所で生活をしている」ということで、訪問看護師が慌てて暖
房器具を近くの家電量販店に買いに走ったという記憶がある。また別の例では、外来の頃からずっと
診ていた夫婦が、妻が認知症で寝たきりになり、夫が介護していた例。訪問診療に入るようになった
が、関わって数週間して夫が施設に入所することになった（妻は入院）。入所して初めて、夫が、徘徊
があるし全く分からない(理解できない)位の重度の認知症を患っていることが分かった。こんなに酷
い認知症であることに気付かなかったことに衝撃を受けた例を思い出した。
また、
「非常に困った」という患者の例。インスリン注射の必要な糖尿病を患う認知症の男性で、妻が
介護している。夫は妻の名前も分からず、徘徊もある。その患者に今日、肺がんが見つかった。今まさ
に「どうしようか」と非常に困っている。手術も無理だろうが、どうやってこれから、この患者の生活
を見ていけば良いのか、非常に悩んでいるところ。
在宅医
『徘徊して雪の中を歩いていた』など、困ったことは色々あるが、誰かが入らないと状況が分からな
いのが正直なところなので、そこの受け入れをしてもらえない方が一番困るなと感じている。とても
シンプルだが、
「入らせてもらえない」のが一番困る。
先ほどの医師の話しにもあったが、夫婦ともに認知症を患っている場合、
“片方は歩けて”というよう
な、お互いに機能を補いあっているようなところがあって 2 人で１セットなので、片方が倒れると「ど
うしたもんかな？もう片方」ってなるのが多い。二人セットで動かせればな、とよく思う。
訪問看護師 A
当施設は有料老人ホームに併設されており、基本的には施設内の利用者にサービスを提供している。
最近の例では、入所者が悪くなってご家族に施設に来てもらい医師が IＣを行った際に、キーパーソン
である妻が現状を理解できなくて、対応に苦慮したということがある。妻は「夫の苦痛を取ってほし
い」と言うが、そのための方法をこちらから提案すると拒否をされる。状態が悪いということも理解
してもらえなかった。
訪問看護師 B
困っていることは、訪問看護では山ほどある。夫婦ともに認知症で二人で自宅で過ごされているとい
う最近の事例。当ステーションでは夫の服薬管理で介入していたが、夫が、自分の服薬セットに妻の
分も合わせて一度に２０錠も飲んでしまった。妻の方には介入しておらず服薬状況が分からない状態。
「夫は AF があるのでワーファリンを飲んでいる、(妻は)え？サムスカを飲んでいた？」等混乱があ
り、両方の主治医に慌てて連絡するなど対応に追われた。介護保険での訪問看護は３０分しかないの
に結局１時間滞在して、その日の夕方にもまた確認をしに伺ったような事があった。
別の例では、徘徊。訪問時刻に行ったら自宅に居らず警察沙汰になり、結局、犬飼町まで歩いて行っ
ていたといったことが２例ほどあった。他によくあるのが尿失禁、便失禁・漏便などの排せつなど、
訪問看護では本当にたくさんの問題がある。
鍼灸院経営 (元・居宅ケアマネ)
本人の望む生活を送る上で、家族の協力は欠かせないと思う。家族が協力するとすごく本人の自立が
進む。文部科学省委託による認知症事業(2015年)の鍼灸を用いた認知症の治療法を提案したが、家族
の反対で導入できなかった。家族の理解や協力は大きいと感じた。
包括ケアマネ
夫婦とも認知症があると他の方が介入することが難しいところはある。最近担当した例で一番困った
のが車の運転。本人たちが長年車の運転をしていて、それが危ないという自覚がない。運転をしない
ようにするのはどうしたら良いのか悩んでいる。
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居宅ケアマネ（司会）
皆さんのご経験をまとめると、一つ目がお薬の問題。２つ目が徘徊の問題、３つ目が家族の協力体制
の問題かと思う。認知症の方は比較的、自分たちは大丈夫だと思っていて周りを受け入れない傾向に
ある。先ほどの医師の話しのように、病院ではシッカリしたふうにとり繕っているが、実際、家では
できていないことが多いと、皆さんの話しから分かった。
次は、今出た困りごとに対して、私たち関わる専門職として何ができるか、もしくは成功体験などが
あれば伺いたい。
医師
今の答えにはならないが、認知症の方をどうみていくかというのはケースバイケースで問題となると
ころが違う。先ほどの自分の例で言えば、まず生活をどうするか？いかに暖房をつけるかが問題にな
る。内服の問題であればいかに薬をしっかり飲ませるかという話しになると思う。ケースバイケース
で問題点が違ってくる。一番大事なことは家族の協力。これは絶対に欠かせない点で、これがあるか
無いかで支援の体制が全く変わってくる。
一番大事なことは、各専門職皆で、この人の一番の問題点は何なのか？ 生活なのか、服薬管理なのか
等 皆で話して共有することが一番大切なことではないかと思う。
またこれは医学的なことにはなるが、とても心に残っている成功例を紹介したい。認知症で重度の糖
尿病で、コントロールのうまくいっていない患者がいた。それに夫が気付いて、糖尿病の服薬をしっ
かりと管理したことで、血糖値がすごく良くなった。それだけで認知症でも血糖のコントロールを良
くすることができるのだから、やはり、家族の関りはすごく大事だと思った。
在宅医
どこからが本人のためなのか、という視点は大事だなといつも思っているが、医療者として、あるい
は自分たちの価値観からして「こうあるべきだ」ということを押し付けてしまうことがどうしてもあ
るのではないか。そこを一歩引いて、例えば先ほどのトイレの話しであれば「あまりにも汚いところ
に居て可哀相だ」と思う時があるが、だからと言ってそれを全部取り除くために外から人がどんどん
入ってくるのが、本人たちにとって本当に良いことなのか？とか、そのあたりを悩ましく思う。
それこそどうしても介入できないところは、本当につぶれてしまう “倒れる待ち”のような感じで、
パッと手を出せるように待っているような時があると思うが、その時のパターンって意外とそれはそ
れで本人たちにとっては幸せな場合もあるのかなと思う。その間にもできることをやっていく、家族
と連絡を取っていかないといけない等やる事はいっぱいあるが、その中で、この家族にとって何が
幸せなのか、『浮腫んではいるけど２回に１回くらい利尿剤を飲んでいて半年間入院もしてなければ、
まぁ良いか』と思うことも、たまには大事なのかなと思うことがある。逆に本当に崩れた時に、家族
に「これじゃダメでしたからちゃんとやりましょうね」といった事をちゃんと言えてリスタートでき
るような形が、本当の困難事例ではいつも大事なのかな。倒れた時にバッと動ける近い距離に、(倒れ
ることは)嫌だけど、居続けることが大事だと思ってはいる。
訪問看護師 A
私もどうしても、医療的にはこうした方が良いのにという思いが自分の中で先行してしまう。利用者
の治療に関して家族に話しをする時に、ちょっと押しつけがましく話してしまう傾向があるので、そ
こは本当に注意しないとと思っている。
利用者も含め家族の希望に寄り添うことで、より信頼関係が築いていけるのではないかと思っている。
訪問看護師 B
家族の支援はキーとなるが、この２年コロナ禍で、県外の家族が訪ねて来られない もしくは来訪する
ことで、ヘルパーが一週間入られない。そこで選択肢として残されたのが訪問看護の介入。ケアマネ
ジャーから「県外の家族が来たので暫くヘルパーが入られない。訪問看護師さん、介護保険の枠の中
で入ってください」との依頼が、昨年は結構あった。こうした社会現象の一つにどうやって繰り組ん
でいくか、暫くは続くと思うので課題であると感じている。
医療者として、
“確実に服薬しなければならない、この人の内科的な疾患がどのように進行しているか
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状況を把握しなければいけない、認知症の進行についても医師と話しをしなければならない”といっ
た色んな問題がある中で、どの問題を優先すれば良いのかを訪問看護師として当然考えなければなら
ないが、やはり根本的なところで、人と人との心は通い合う。認知症の方と訪問看護師がお互い笑っ
た瞬間が私はとても好きで、笑い合う、一つの話題に対して笑った、というところにすごく充実感を
感じる。人と人との関係の構築のところも大事だと感じている。ただし、全てにおいて解決にはなか
なか至らず…というところが現状である。
鍼灸院経営 (元・居宅ケアマネ)
認知症のケアについては家族が、本人が積極的にやったことを貶したりせずに誉めてあげると、すご
く本人のモチベーションがあがって継続する。また、自分が現役であった頃と比べて、今は認知症に
対して理解を示す医師が増えた。医師に伺いたいが、こうした場で知り合えた認知症に理解を示す医
師について、知り合いに「こうした先生に相談してみては」というアドバイスをしても良いだろうか？
無論、主治医を飛び越えるようなアプローチをすることが無いよう配慮はしたい。
医師
我々はそういう関りを持つべきだと思っているので、紹介してもらって構わない。
現在では「オレンジドクター」の制度があるので、そこで探して頂ければと思う。
包括ケアマネ
ケアマネとして心掛けていることは、本人や家族と日々話しをよく聴いたり、関わっている事業所と
話すなどして正確な状況を得るようにする、分からない時は周囲のスタッフに訊いたり本人に確認す
るなどする。そして、分かってほしい人・関わってほしい人に、その内容をちゃんと伝える。
居宅ケアマネ（司会）
家族の関りがとても大事。家族以外でも民生委員だったり周りのスタッフ、介護サービスであれば
ヘルパーや訪問リハ、訪問看護師、医師等、入っているスタッフとの情報共有が大事になってくる。
特に夫婦で認知症でお互いが違うことを言っているような場合など、入っているスタッフが薬であっ
ても何に関しても情報を共有しておくことが大事だと思う。
ちなみに先ほどの暖房の例では、エアコンのリモコンとテレビのリモコンと区別がつかずスイッチを
入れることができなかったり、リモコンの操作ができなくて冬場に冷房で運転していたりしたケース
があった。そうした場合には家族やその日の夕方入るスタッフに、暖房にセットした後、リモコンの
電池を抜いて利用者で操作できないようにしてしまったり、リモコンの種類も沢山あるので、利用者
の手元にはテレビのものだけを置いて他は隠してしまったりしていた。本当は、本人のできることを
させてあげたいが、火事になったり風邪をひいてしまったりする危険があったので、やむなくそうし
た。
医師
冒頭の暖房器具が無かった夫婦の話しだが、実は家族が居た。しかし家族は気付いていなかった。決
して無関心という訳ではなかったし放置するつもりも無かったが、悪気無く気付いていない。だから
我々専門職はそういうところも気付いて、家族の情報としてあげておくことも大切だと思う。
違う患者の例だが独居の生活保護受給者で、やはり冷暖房器具が無かった。以外とそういう方が居る
という事を感じて、その辺りは支援しなければいけないというふうに感じている。
居宅ケアマネ（司会）
昔は医師との壁があったと思うが、この数年で、医師ともざっくばらんに話せるようになって、訪問
看護師だとか他のスタッフとも顔の見える関係性がすごくできていると個人的には感じている。ケア
マネジャーの中でも新任であったり経験が浅かったりすると、医師と話しにくいと言う方も居るかも
知れないが、介護保険ができた二十数年前の頃に比べればとてもやり易くなった。
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包括ケアマネ
全くそのとおりだと思う。最近では、基幹病院から退院前カンファレンスに呼ばれることも多くなっ
たし、主治医もかかりつけ医にも話しを聞いてもらえて大変助かっている。
医師
在宅で生活する上では、訪問看護とケアマネジャー、これはやはり絶対に欠かせない職種である。少
しずつではあるがかかりつけ医も在宅に関わるようになってきているので、色んな意味での情報の共
有は本当に必要なことだと思う。認知症患者に関しては、色んな意味で生活とかを支えることが必要
だと思うので、協力は益々必要になってくる。
訪問看護師 B
私も「先生方に怒られるんじゃないかな」「どうしよう、言おうか言うまいか」と、毎回思っている。
よく話しをする医師でさえ、今でも緊張する。先生方、今後ともよろしくお願いします。

４グループ
①認知症を抱えている、もしくは疑いのある患者利用者の関わる上で、今一番困っていることは何ですか？
医師
高齢者医療に携わってまだ 1 年程度でそれまで急性期医療にいた。すべてが日々勉強の状況で、患者
さんより教えていただくことも多く、重度の認知症患者を診ることはほとんどない。実際に外来で
対応している患者さんは軽度の認知機能障害があるという方が中心だが、主に入院患者を診ており、
レスパイトケアで認知症の方の対応をしている。易怒性があり、家族が困っているからレスパイトケ
アで入院してくる患者さんに対し薬物を使ってみるが、コントロールが上手くできないことがある。
また、ご家族が一緒に外来に来てくれると良いが、認知症の患者さんが 1 人で来ることがある。そう
いった時に対応に困ることを日々経験している。特に、デイケアに来られている認知症患者の対応で
困ることがある。
在宅医
認知症で困っていることは、夫婦で認知症、独居で認知症の方もおり、症状の把握ができず、取り繕
いをされるので、尋ねたことに対する答えが本当なのかわからないことがある。部屋の中を見ると、
そのまま薬を置いていたり、薬を飲んでいるのか聞くと、飲んでいると言うが、ちらっと見ると薬が
残っていたりが多々ある。
状態が悪くなった時に、意思決定を認知症の方に委ねて良いのか、独居で認知症の方がおり、その方
に病院どうすると聞いてもそれに従っていいのか、ご家族も離れて連絡も取れないこともあるので、
認知症の方を診ると家の中も見るといろいろと問題点だらけで日々困っている。ただ、ケアマネジャー、
訪問看護師が同席してくれるので助かっている。訪問診療を始める前に情報を頂けるので、新規介入の
苦労はわからないが、その点を踏まえても、診療が始まっても非常に難しいと思う。
訪問看護師 A
認知症の方が結構いるが、先程在宅医がおっしゃっていた意思決定の問題とのことで、認知機能が
進行しているとどこまでその方の意思を決定していったら良いのかというところが悩ましい。近くに
支えてくれる家族がいれば、家族の同意を得ての支援になるが、家族とも疎遠で関わりが持てていな
い方に関して、どうやって意思決定をしてもらうかをいつも課題に感じている。
居宅ケアマネ A
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訪問看護師 A もおっしゃっていたが、支えになってくれている人がいるか、家族の協力が得られなか
ったり、キーパーソンも認知症があって理解力がなくて、ケアマネジメントのことを理解されず、ケアマ
ネジャーができること／できないことがあり、その辺をわかってもらえないことが多々ある。本人が
介入をさせてくれるのかというところが一番難しくて、なかなかケアマネジャーからの介入が難しい
ようであれば主治医の力を借りて、主治医の話なら聞いてくれる方もいたので、主治医に事前にお願
いをして介入していただいたり、いろんな方を巻き込んで、支援を行っている。
居宅ケアマネ B
まだ、認知症と診断されていない利用者さんに対して、物忘れなど症状が出ているが、主治医に相談
して認知症の検査を促していただくが、本人が認知症ではないと言って受診を嫌ったりするケースが
ある場合、どういう声掛けをしたら良いかという問題がある。
居宅ケアマネ（司会）
担当している中で在宅医にも関わっていただいている方がいるが、最初の時の介入はとても難しくて、
家中汚染されていたり、皆さんがおっしゃっていたように自分は認知症ではないと理解されている方
もいたり、担当で夫婦とも認知症の方はいないので、妻が夫の介護をしながら、夫の認知症が進行す
ると自分が認知症になっていることがわからなくなってる方がいて、そういう方はどうしたら良いの
かといつも心配している。答えにならないが、在宅医が入っていただいていることで皆さんと連携が
取れ、状況が安定してきている。ただ、介護保険のサービスの枠組みでサービス調整することが 1 番
困っている。
②①で出た困りごと、シンポジウムの内容を受けて、私たち専門職ができることと、患者利用者に関わる方たち（専
門職とは限りません）に期待することは何ですか？
医師
医師一人では何もできないので、チームですべての方の英知を結集しないと難しいと思う。どう患者
さんの望む生活、健康支援、ご家族を支えるかだと思う。この一年で感じていることは、自分事とし
てどれだけ捉えられるのか、関わっている患者さんに自分がなりきれる、どうすれば良いのか自分事
として考えていくというのを皆さんでやることが大事だと感じている。それぞれの立場で考えが違う
と思うが、それを結集することが非常に重要だと思う。
在宅医
自分事のように親身になって考えていかないといけないと強く思う。認知症患者はたくさん診てきて
いるが、一番難しいのかなと思う。意思疎通から難しいし、想いを汲み取って関係構築を目指すが、
それすら難しい。いつも家を去るときにこれで良かったのかと思いながら首をひねりながら出ること
も多々ある。私一人では支援ができないと思っており、どうやって連携を取るかが難しくて、毎回診
察の時や、担当者会議の時など皆さんが集まった時での相談が、今はできないので困っている。
できることはしようと思うが、“専門職としてできること”・・・(というテーマ)は難しい。事前に
情報収集をして、少しでも患者さんの事を把握したうえで対応するしかないのかなと思う。いろいろ
と教えていただけたらと思う。
訪問看護師 A
精神に限らず認知症もそうだが、どうみても入院・施設入所した方が良いという方が多々いるが、利用者
さんはできるだけ家で生活していきたい方がほとんどなので、いかに在宅で生活できるようにいろん
な支援、意見を合わせながらどう支えていくかが大切かと思う。ゆくゆくは、認知症に限らず年を
とって在宅で生活するのが困難ということが多いと思うので、今後のことを見据えて、施設入所など
を事前に準備していただいたり、今後の状態も把握しながら動いていくことも大事だと思う。
居宅ケアマネ A
医師、訪問看護師、ケアマネジャーとトライアングルな関係だとケアがすごくし易い。医師と訪問看
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護師のパイプ役（在宅医）がいるということで、服薬に関する相談、本人の状態など直結した内容を
相談していただけるし、ケアマネジャーの悩みを聞いていただけるので、今参加していただいている
医師は特にそうだが、そういう主治医が増えるとケアマネジャーはすごくやり易いと思う。
居宅ケアマネ B
身近に訪問に来てくださる医師がいたら助かる。利用者さんはなかなか家から出たくない、担当圏域
が佐賀関地域なので、なかなか専門医に受診する手段がない。この地域に訪問して下さる医師がもっ
と多くいらっしゃったらありがたいと思う。
居宅ケアマネ（司会）
この仕事をして長いので、医師、医療ソーシャルワーカーと顔なじみになって相談をしたりするが、
「自分達の領域でないので無理ですよ」と言われた時に、次につなげるためにどうしたら良いのかな
ど、自分たちが一番困っている時に、
「この先生に」とか「ここに相談したら良いんじゃないですか」
という情報をもらえる場所や方法ができると、認知症の方であったりネグレクト状態になっている方
の関りの入り口をどうにかできるんじゃないかと思う。医師よりアドバイス的なものがあったりする
と嬉しいが…。そうすると、患者に寄り添うという期待に応えられるのではないかと思う。
マネジメントする際に入り口がケアマネジャーで中心となって、医師、訪問看護師と相談しながら、
どんなサービスを使えばこの人にとってより良い在宅生活ができるのか等を考えないといけない立場
にあると思っているので、その中で医師はとても重要な立場にいると思う。その時に、
「そこの地域は
関われないが、どこそこの医師に相談してみてはどうだろうか」といったアドバイスがあるとケア
マネジャーとして支援がしやすかったりする。要は一番そこが欲しいとケアマネジャーは感じている
のではないか。訪問看護師の方もいろんな医療機関の医師と関わっていると思うので、医療機関の
紹介などアドバイスをいただけると助かる。
医師
当院（在宅療養支援病院）は出来てまだ 1 年ぐらいだが、目指しているところは「なにかあったら当
医療機関に相談」という地域包括ケアの中心的な役割を果たしたいなと思っており、どんな些細な事
でも良いので困ったことがあれば、当医療機関のスタッフを使っていただけたらと。私に相談してい
ただければ適材適所のスタッフを探す、近くの専門職の方と連携を作っていけば、そういったアドバ
イスができるようになるかなと思う。この地域の地域包括ケアに関しては、当医療機関はそういう想
いがある。もしかしたら同じ想いを持たれている医師、医療機関がそれぞれの地区にあると思う。地
域包括ケアに関しては中学校区になるので、それぞれの地区にそういう医師がいないか探して、いれ
ばまずその医師に相談してみるというのが重要だと思う。在宅医も積極的にされており、当院とも連
携を取っていただけると非常にありがたいので、医師同士、医療機関の連携ではなくて、こういう形
で多くの皆さんが気軽に声を掛け合って、なにかあったらこの医師に相談してみようかなどといった
関係づくりをしていく必要がある思う。その為には、このような皆さんとつながりを作る機会が重要
だと思うので、今日は楽しみに参加させてもらった。そういう想いのある熱い医師はたくさん居ると
思うので、そういった医師をまず見つけてそこから広げていくのが 1 つ方法なのかなと思う。
逆に、そういう医師がいればという仮定だが、相談しやすい医師とはどんな医師なのか、訊いてみた
い。私は門戸を広げているつもりだが、こういう医師だと相談しやすいなどあると、私はそういう医
師になりたいと思うので、ぜひ教えて欲しい。
居宅ケアマネ B
医師のように仰ってくださるとケアマネジャーとしてすごく嬉しい。ケアマネジャーの悩みや利用者の
ことをなんでも気軽に相談できる医師はありがたいし、
「じゃあ一緒に行ってみようか」と一緒に利用
者宅まで訪問してくれる医師とか、その利用者の病気だけでなく、認知面、家族、生活面など全体を
見てくれる医師がすごく理想だと思っている。
居宅ケアマネ A
怒らない医師が良いな～、と…(一同、笑)。笑顔が素敵な医師が良い。また薬局との連携を取ってく
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れる医師は有難くて、院内処方しかしないクリニックでも、院外に居宅療養管理指導などを提案して
いただき助かったケースもある。
訪問看護師 A
私も心強いと思っており、よくケアマネジャーから「言いにくいので、医師に伝えてもらえませんか」
などあるあるの言葉を聞くが、私も人間なので、怖い医師にあたると言いにくい部分はあるが仕事な
のできちんとお伝えはするが、優しくて忙しくても少しの時間でも話を聞いてくれる医師は本当に
ありがたいなと感じている。
居宅ケアマネ（司会）
この仕事をしていて、どうしても医師に相談しにくい部分もあって、このグループの医師の方々のよ
うに在宅に関わってくれているなら良いが、急性期病院や大きい病院の時にはなかなか相談しにくい
部分が自分の中にあったりするので、医師の関わりが重要になってくる。相談窓口の入口を大きく広
げていただけると良いのかなと思う。医師たちもお忙しいと思うが、そうなってくると専門的な関わ
りが良い形で広がってくるのではないかと思う。
困難事例など担当した時には在宅医が良くしてくださる。所在地から遠いのでこのグループの医師と
は関わることが少ないが入り口のところで医師みたいにおっしゃっていただけると、本当に助かるし、
相談しやすい医師、特に在宅の利用者の関わりが広がってくるとケアマネジャーもマネジメントがし
やすくなる、
診察の同席をした時になぜか時々、医師から怒られることがある。
「本人・家族が 1 番ではなくて、医
師が 1 番だ」と言われ、ただただ平謝りするしかなかった。そうしたところから在宅の医師に繋げて
いく時いつも思うが、自分から「この先生いいですか」とは言えない。大きな急性期病院の医師に、
在宅に帰る時に「在宅はこの先生が良いから、紹介してくれないかな」と思うが病院の医師に任せて
しまっている。なにか良い方法はないか？
医師
難しいですね。私も急性期医療から高齢者医療に代わった立場なので、昔のことを思い出すと、介護
支援専門員に怒られるかもしれない状況だったと思うが、やはり急性期の医師は患者さんを自分事の
ように考えるまで気が回らない。忙しい、病気をしっかり治療してということが第一にくる。時間も
ないので、外来でもケアマネジャーにも冷たく当たったりするかもしれない。そういうときは急性期
の医師として関わっていただいているときに、在宅医療を行っている医師や地域包括ケアを行ってい
る医療機関（医師）に相談してみるのも良いかと思う。そういう医師を事前に探しておくのも良いの
ではないかと思う。いろんな地区にいろんな医師が居り存じ上げているので、
「ある地区で医師を探し
ている」と相談いただければ、私の知っている範囲で医師の紹介ができると思う。
居宅ケアマネ（司会）
医師、訪問看護師より心強い話も聞けた。ケアマネジャーも困っている状況で本人、夫婦が一番望む
自宅の生活を続けていきながら、訪問看護師Ａがおっしゃったように生活支援を考えながらその先を
見据えたこともしていかないといけないのではないか。最後は施設になってしまうが、元気な間はで
きるだけ自宅で過ごさせてあげたいと思った。
訪問看護師 B
ご参加の医師が在籍される病院（機能強化型 在宅療養支援病院）ができて、本当に助かっている。急
性期の病院では相談ができない。門前払いではないが、自分たちでは限界と言われ次どこに相談した
ら良いかと思う。在宅医にも支えていただいており大変助かっているが、在宅医に繋げられないケー
スもたくさんある。そういう意味では、在宅療養支援病院でお世話していただくことがある。
訪問看護師として、健康を害していることの内容を良く知る、そこを見つけて、医師に繋げ、医師に
報告し解決策を相談していく。夫婦でいらっしゃる方はどこかで限界がくる、生命の危機に至らない
までの限界のところで、医師、ケアマネジャーに相談、施設の提案など相談役になっていると思う。

31

居宅ケアマネ（司会）
医療介護と連携ができて、また薬局の関り、訪問看護は医療的、医学的な部分も看ていただけると
助かるので、これからも連携をお願いしたい。

５グループ
居宅ケアマネ（司会）
それではテーマにそって、
「認知症を抱えている、あるいは疑いのある患者・利用者と関わる上で困っ
ていることやうまくいったこと」について、一人ずつ経験を伺いたい。
在宅医
直近で困っている、自宅で過ごしている夫婦ともに認知症の例。どうやってこの二人の生活や健康を
維持していくかという大きな問題の、今、分岐点に来ている。当初の主となる介護者は夫であったが、
その夫の認知症がどんどん進んできている。自分の分も含め食事の提供に滞りが出始め、夫婦ともに
体重の減少がみられ始めた。もともと介入のところで色んなことを拒否され、色々な取り決めをして
も後で全て反故にされる。そろそろこの事例に関しては施設に入れるべき待ったなしの状況となって
きているが、子がいないので強力に牽引する家族が不在という、大変困っている事例を抱えている。
訪問看護師 B
私も困っている事例。二人とも認知症のご夫婦。夫は透析を受けており妻が主介護者だが、妻に腰の
骨折が見つかり入院となってしまった。妻が退院したら二人で施設に入る計画ではあるが、それまで
の夫の生活を支えるために、ヘルパーと訪問看護が入って、内服管理や生活面の支援を行っている。
以前は看護師の顔を見るなり「帰ってくれ」
「透析で診てもらってるからいい」の一点張りで触れるこ
ともできず非常に受け入れが悪かったが、妻が入院してからは、バイタルを計らせてくれたり貼り薬
を貼らせてくれたり等、一ヵ月の間に少しずつ変わってきた。ただ、妻の退院まではあと一ヵ月ある
ので、体調管理も含めて「もう来るな」とならないように関りを続けていきたいと思っている。
訪問看護師 A
直近で関りについて困っている事例はいないが、認知症の方は ADL は維持されている方が多いため介
護度がとても軽い。
「大体３０分で良いですよね」と言われても、たくさん話しを聞いて本人が何を希
望していかを聴いていると、とても３０分では収まらない。認知症の方が何を希望しているのかを
把握して何かの介入につなげるまでにとても時間がかかるという点で困っている。
包括ケアマネ
専門職として「救われた」と感じたことがある。信頼関係を築くまで本当にきついなぁという思いを
してきた夫婦について事例検討会で取り上げてもらい、皆で共有して他の方の意見をもらうことで、
とても救われたような気持ちになった経験がある。皆さんに色々と聴いてもらって知恵を付けてもら
えたことが有難かったと実感している。今回もそのような場になることを期待している。

居宅ケアマネ
今、夫婦で認知症の方に関わっている。夫の方は軽度だが妻が重度で、パサパサした物などの飲み込
みが非常に悪い。配食サービスで適したものを頼んでいるが、妻が「食べたくない」というので夫が
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勝手に配食サービスを中止し、スーパーで惣菜を買ってきて妻に食べさせる。「本人とってはこれが
大切なのに」と思うが理解されず、勝手に変えられてしまうことに困っている。
居宅ケアマネ(司会)
私が担当してる夫婦の例。月に２回訪問薬剤師が来て、一ヵ月分の薬をカレンダーに貼ってくれてい
る。一週間ごとのカレンダーを更に作ってくれてそれを訪問看護師やヘルパーがチェックしているの
で、服薬管理についてはうまくいっている。家族は市外にいるが同行受診もしてくれる。
しかし普段二人暮らしというところで、主介護者の夫にストレスが溜まってきた。妻の認知症が進み
記憶が保持できなくなったり、火の不始末があったり、たばこを吸って放置するようになってきたた
めに、夫から暴言・暴力が見られるようなってきた。虐待の様相になってきたので、夫のストレスを
緩和させるために妻をショートに入れたりしているが、その辺りの夫婦間の距離感をうまく保つこと
が、在宅生活をうまく続けることにつながるのかなと思っている。夫の話をよく聴くと、
「夫婦での生
活がいつまで続けられるんやろうか」と涙ぐむようなこともあった。そう思うと、夫婦の歴史がある
ように“ 夫婦生活の寿命 ”というものもあるのかなと、ちょっと思った。
それでは今出た内容について、深めていきたいと思う。
医師に伺いたいが、先ほどの牽引する人が居ないという例で、それでも施設へつなげていこうという
ところでは、今現在どのような関りを持ちながら進めているのだろうか？
在宅医
実は夏にもっと困ったことがあって、受け入れてくれない認知症の夫と認知症で介護ができなくなっ
た妻の例。先ほどの、その夫婦の人生というところで、それを周りが尊重して“いくところまでいく”
というようなことをやっている。最終的に妻は徘徊が始まり、夫は廃用症候群が進み動けず、ベッド
の上でずっとたばこを吸い続けている。夏だったのでカルピスだけ飲むような生活で栄養は摂ってい
ない。さすがに見るに見かねた家族が施設に預けたが、たばこも吸えない色々と制約がある中で絶対
にうまくいかないと我々は思っていた。ところが入ってみると意外と順応したという、
「家族の“無理
やり”が功を奏した」という例があった。しかし振り返ると、夫にとっては、全ての生きる楽しみを
奪われた形になってしまった。
先ほどの事例では親族が姪しかおらず、話しをしても全て白紙に戻る。配食も勝手に断るし、訪問入浴も
断る。妻の健康維持については看多機を利用しているため辛うじてできているが、夫の方はこれから
どんどん落ちていくことが予想され、それでも色々な提案を断られている。シンポジウムで出た「何
が弊害になるのか。性格なのか人格なのか発達障害なのか」という点で言うと、おそらく夫は元・官
僚で、人格が影響しているのだろうなと思った。その辺りを攻めながら施設入所をすすめていたら、
今度は妻が「家に居たい」と言う、妻が最後ひっくり返してしまうというような事を繰り返している。
あまり言いたくないことだが、立派な持ち家に住んでいるし、二人の生活なのだから、もう、いける
ところまで行かせるという選択肢もある。我々が警戒すべきは何かのアクシデントで、入院してそこ
で施設入所となるようなこともあると思う、不適切かも知れないがそれを待つしかないのかなと感じ
ている。
しかし言い方を変えれば、その人たちの人生に最後まで寄り添う、希望を叶えるということになるの
かなと思っている。体重が減って老衰が進む、認知症が邪魔したための老衰の加速というところには
なるが、それはその人たちの人生を大事にしてあげた結果であると理解しながら、関わっている。答
えの提示にはなっていないが。
居宅ケアマネ（司会）
その方の尊厳であるとかその方の意思というものを、どこでどのように捉えていけば良いのかは、我々
も日々悩んでいる。その点についてどう思われるか。
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居宅ケアマネ
ニーズを汲み取るということが一番大事だと思う。
先ほどのシンポジウムで、ケアマネが「タイミング」をというキーワードを出したが、今の医師の話
にも

あったように、私たちが支援を行いながら“ タイミングを待つ ”という場面が結構あるよう

に感じている。無理なものは押しても引いても無理だが、あるタイミングで何かのサービスを導入
できたりする。皆さんそういった経験はないでしょうか？(画面、一同頷く)
タイミングというか、これが認知症の介護の中で大事かなぁと思ったりしている。
包括ケアマネ
タイミングという例で言うと、妻の認知症を受け入れられない「うちは、生活できている」と言う
介入が難しい夫の例。とりあえず今は多少でも関われていて本人たちも通院もできている、それを前
向きに捉えて、後は、それでもし夫が体調を壊すような何か起こった時が、介入するチャンスなのかなと
思えるようになった。ご夫婦にとっては何も変わっていないが、私が皆さんの意見をもらえたことで気持
ちが楽になり、余裕を持って物事を見れるようになった。
居宅ケアマネ（司会）
大切なことだと思う。利用者のタイミングとか生活であるとかは、私たち支援者の見方による。そこ
で色んな人の意見をきけることによって多面的な見方ができるということが、多職種連携という部分
でのメリットだと思う。
訪問看護師 A
今、皆さんの話を聞きながら「今、自分が困っていないのは、きっとそういうことなのだろう」と感じ
ていた。良いことなのか悪いことなのかは分からないが、
『気長に耐えて待っていよう』というスタン
スでいる。
スタッフからも困りごとの相談を受けるが、
「最悪の事態に備えて準備はしておこう。何か本人や家族
が必要と感じた、困ったというサインを発信した時に、見逃さずにそこに何かを持っていける準備を
しておこう」ということを助言している。そのため、多少うるさいなぁと思われているかも知れない
が、
「私たちはこういう情報を得たのでこういうふうに待機しています」ということを、サービスの皆
さんと情報共有するよう心掛けている。
訪問看護師 B
感想にはなるが、振り返ってみて、同僚や上司と、その日あった利用者の変化や出来事を共有するこ
とは大切だと思った。
在宅医
みな同じ悩みを抱えながらやっているということか。多職種連携で一番大事なのは、皆で問題点をキ
チッと共有しているかということ。時々ケアマネジャーで一人で抱え込まれている方を見かける。困
っていることは困っていると言ってくれると良いのだろうが。
その場では冷静な答えができないかも知れないが、今回こうした場で、理詰めでディスカッションを
行っていくと、
「皆同じなんだから、こうこうで良いんじゃないの」という落としどころが出てくるの
ではないだろうか。コロナで難しい面もあるが、やはり集まって会話することが大事なのではないか。
意思の疎通が取り易いネットワークをもって、利用者なり患者なりを囲んでおく。
皆が同じ視点で見守るということができればが良いのだろうなというふうに、今日、思った。
居宅ケアマネ（司会）
画面上ではあるが、こういう集まりも、意見が言いやすくて良いかも知れない。こういう事が普通に
できていけば良いと思った。
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居宅ケアマネ
皆同じ悩みを抱えていると思うが、問題点や課題が共有されているか。課題の解決はなかなか難しい
面が多いが、共有できていることが大事かと思う。
居宅ケアマネ（司会）
次に、他の専門職に期待することについて話し合いたいと思う。
ケアマネジャーが医師にコンタクトを取る時、例えばこういう場であれば話し易いが、普通の場面で
はなかなか話し辛かったりする。先生（グループ中の医師）は事業所によく電話をくださったりして
いるが、ケアマネジャーと話す時に、気にかけてくださっているような事や注意されている事があれ
ば伺いたい。
在宅医
なんと言ってもケアマネジャーは、利用者・患者にとって、多職種連携の中では一番傍に居る、正に
マネージャーのような存在。その方達が患者を一番把握しているという前提で、当院の場合には、
「主
治医・ケアマネ意見交換会」という形で門戸を開いている。在宅を始めた頃ケアマネジャーから、
「ド
クターとの間の垣根が高過ぎる」という意見が出たので、それを解決するためにこうした開放の場を
設けた。
情報を取りに行くというスタンスなので、こちらから電話する場合がよくある。進行状況が見えない
時には直接伺った方が良いと思って動いている。やり過ぎだったり嫌な思いをされている方が中には
いらっしゃるかも知れないが、これからも宜しくお願いしたい。
訪問看護師 B
いつも先生には、利用者のことで電話させて頂いてその場で的確な指示を頂き、すぐに利用者の支援
に活かせるので在りがたく思っている。訪問診療の医師ばかりではなくかかりつけ医との関わりも多
いので、受診前には FAX や電話で近況報告やお願い・相談をさせて頂き連携を取らせて頂いている。
訪問看護師 A
特に、訴えが正確でない認知症の方の受診の前には、情報が届くように FAX を送ったりだとか、訪問
診療の前に報告書を提出したり、間に合わない時には電話を入れている。
認知症の方の情報共有は、医師だけではなくケアマネジャーやヘルパー、デイサービスと SNS のグル
ープを作ってその中でやり取りを行い、そこに家族も巻き込んでいくというような例が、数件ある。
具体的には MCS（メディカルケアステーション）というもので、利用者側に公開する／しない情報（やり取り）
を選択できるので、遠くに住んでいるような家族も含めて、やり取りを行っている。
包括ケアマネ
先ほど「訴えが正確でない人の情報をお伝えする」との話が出たが、今の状況を医師に知っていただ
くというのはとても大事だと思っている。
対面で時間を取るのは難しいので、状況を書いて FAX で送って読んでいただくということが多い。
居宅ケアマネ
正直、そんなに多職種連携できていなくて反省しかない。電話一本入れるのに躊躇してしまうことが
ある。昨日の出来事だが、訪問先の男性がその日の朝の分の薬を飲んでいなくて、訪問したのが夕刻
だったため、どうして良いか分からずそのままにしてしまった。本当はその時、医師なり薬剤師なり
に、
「夕方ですけど飲んでいいですかね」とか何か訊くべきだったかも知れない。もうちょっと積極的
に連絡していく必要があると感じている。
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居宅ケアマネ（司会）
私も訪問看護が入っていたりすると、
「後で聞けば良いかな」と気楽に考えている部分があって、医師
への連絡等お任せというところがあることを、話を聞きながら思っていた。
医師に伺いたいが、ケアマネジャーから「これが欲しい」という情報があれば伺いたい。
医師
自宅でお過ごしの利用者の場合、今参加している３職種の他に、多くの場合ヘルパーやデイサービス
が入ってくる。ところがどんなに積極的に動いても、医師からヘルパーやデイに情報を取りにいくこ
とは難しい。なぜかと言うと、デイに電話しても電話口に分かる人が出てこない、ヘルパーは会うこ
ともない。おそらくその辺りをケアマネジャーが拾い上げてくれているのだと思っている。
自分が望むことは、直接会えない専門職との橋渡し。問題が出ていることを拾い上げて欲しいと思って
いる。
居宅ケアマネ（司会）
より生活の場、通いの場、看護師が見えない部分でケアマネジャーが知っているところを医師にお伝
えしていくと良いということか。とても良い視点を頂けた。
まとめに入りたい。
始めの「タイミング」というところで、全員が同じような視点を持って見守っていく、そこのところ
を共有していこうという話ができたと思う。
多職種の連携というところでは、先生が思う医師の欲しい情報、私たちが伝えたいと思う情報の伝え
方等で話をさせて頂いた。
「SNS の利用」は私にとっては斬新な情報だった。
訪問看護師 B
対面ではなかったが顔を見ながら話を聴けて良かったと思う。認知症だけでなく、色んな方を支える
仕事はやはり深いし勉強になると思った。今後も色々と教えていただきたい。
皆さん、貴重なお話を頂きありがとうございました。

６グループ
居宅ケアマネ（司会）
まずは現在、認知症の方との関わりで困っていることがあれば伺いたい。
医師 A
具体的に今困っていることというのは無い。長い時間患者と関わるわけではないので、そもそも困っ
ているかどうかがよく分からず、またその辺りの情報を誰から聞こうかなぁと思うことが結構ある。
その、
「困っていることを積極的に知る方法」が今後の課題だと思っている。
医師 B
訪問診療はかかりつけ患者に絞っており、多い時は３～５人ほど居たが、今は２人／一世帯のみ、そ
れも夫婦で認知症の家族だけに関わっている。
困っていることは沢山あるが、最近の例では、どうしても介入できない介入を拒否している高齢の女
性が、とにかく大変。一人で孫の居る福岡まで遊びに行って公衆電話の前で迷子になって警察にお世
話になったりする。実は同居していた最愛の息子が亡くなって、息子の嫁と二人暮らしだがここがう
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まくいってなくて、なんとか介護を入れようとして訪問看護や包括支援センターに行ってもらってい
るが拒否をされ、困っているところ。
訪問看護師
最近、認知症の方の依頼が非常に多い。介護度は低いけれども依頼があって訪問してみると、内科の
薬が朝・昼・晩・寝る前と処方されているのに服薬できていない。訪問看護は週に１回入れて２回と
いう中、この飲めていない状況をどうしようか？というところが悩ましい。かかりつけ医にこの薬を
一日３回ではなく１回の処方に変えられないか？という問いかけをするが、２掛まではできるのだが
…となった時に、訪問看護は一日１回／週１回しか入れないので、この薬の管理をいかに行うか、で
きるだけ飲んで頂いて全身

状態が悪くならないようにするには？と考えなければならない。ヘルパ

ーが入っているところはまだ良いが、本人たちが「ヘルパーだけは入れたくない」だとか金銭的な
理由で拒否があって入っていないところは、
『特指示』を使っている。
『特別指示書』で１４日間毎日介入させて頂くことで、その方の幻覚・幻聴、不眠、不規則な生活など
服薬できない理由が見えてくる。毎日だと服薬管理だけではなく食事の準備もできるようになってく
る。命を守る＝生活をしていただくというところで訪問看護がヘルパーの役割も担うようになり、そ
こから利用者との関係が改善されてくる。特指示の１４日が切れてしまって週１回の訪問になっても、
見慣れた顔・嫌な事をしない人が来た、と理解されて受け入れが良くなる。また、当ステーションは
精神科訪問看護も届け出ていて訪問を行っているが、夫婦ともに認知症の場合は、精神科にかかって
もらえれば、精神科の訪問看護の指示書が出ると、一人につき週３日訪問可能となる。２人に指示が
出れば、夫婦一日交代でどちらかに算定を行って週６回訪問して２人をみていく。そういう工夫をし
ながらできるだけ毎日入って、生活の流れ、認知症状の状況なのか易怒性も認知の症状なのか、何か
生活上不快なことがあって問題が発生して起きているのかなどをみることができる。最初の介入で毎
日見ていくと、スムーズにいくような気がしている。
居宅ケアマネ B
現在担当しているともに認知症のご夫婦は、訪問看護に介入してもらい服薬もうまくいくようになっ
て落ち着いた。次の段階に進めるために、ケアマネジャーは今後どういった視点で状態観察をして訪
問看護などと情報共有をしていけば良いのか。
訪問看護師
落ち着いてこられた時にスタッフから、何事も無いかのように「落ち着いてきました」という報告を
もらうが、
「問題が無い時だからこそ、訪問することが大事」だと伝えている。認知症の方は、いつど
ういう事が起こるか分からない。転倒とか状態の変化が起こっていたりだとかよくある話。とにかく、
話し相手・自分の忙しい気持ちを癒されに行くくらいのつもりで利用者のところへ行くこと。いつも
「行くことが大事だ」と言って行ってもらっている。そこでスタッフが自分の気持ちを穏やかにする
ために時間を過ごしているのか、利用者が有意義な時間を過ごすために関わっているかというところ
が、利用者が安定しているかどうかが一番よく分かるところだと思っている。
居宅ケアマネ A
困っているところでは、先ほどの内服管理は永遠のテーマかなと思うほどに毎回問題になるし、先ほ
ど医師の仰ったような、訪問はできるがその先が進まない例もある。圏域内で認知症の方が軽トラッ
クでバリバリ走っていて、今日明日、新聞に載るのではないかとビクビクしている例もある。介入は
できたけれども、その先をどうしていくか。サービスの拒否であったり金銭面での導入の難しさであ
ったり、接触してから後の展開が難しいな、課題だなと思っている。
居宅ケアマネ（司会）

認知症との関わりでは、生活が見えないところに日々困りを感じている。
認知症の方は取り繕いの上手い方、ご夫婦だと尚更上手で、気付いた時にはかなり認知症が進んでい
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てかなり困った状態。家族に伝えると「どうしようどうしよう」
「ケアマネさん病院で薬もらってくだ
さい！」と言われるので、
「じゃあ一緒に行きましょう」と受診に同行すると、医師は「これは薬じゃ
治らないよ。今から認知症の薬を飲んでも改善しない、生活面から改善してください」と言われる。
すると家族は『こんなはずじゃなかった。父も母も今まで何事も無く暮らせていたのに、なんでケア
マネさん早く気が付かなかったんですか』という雰囲気を醸し出してくる。
私たちは頼みの綱の医師からは薬を断られ、ヘルパーやデイからは「それは私たちが言うことですか、
ケアマネが調整することでしょ」
「僕たちは医療職ですよ」とハッキリ言われて、八方塞がりでどうし
ようもなくなる。結局、訪問看護をやっと導入できたが、訪看さんが何をしてくれるかというと、
「薬
とか医療的なことは医師から指示をもらえればできるけど、ご飯を作るなんて訪看の仕事ではないで
すよ」と言われるので本当に困る。一人で抱え込まなくて良いと分かっていても抱え込んでしまって、
途方に暮れる。
関わりの良い訪看さんとであれば、沢山の規定はあると思うが例外的にちょっと顔を見に立ち寄ってく
れるとか食事のことなどで連携を取ってもらえたりしてホッとする。こちらもケアマネとしての範疇
を超えて色んなことを行っているので、その辺りのジレンマは多々ある。
今、皆さんの経験を伺った。この機会に、他職種に聞きたいことがあれば発言いただきたい。

訪問看護師
２人とも認知症で拒否が強くて…という家庭の場合、訪問看護としては、特に易怒性や攻撃性が高く
なった時に、専門医やかかりつけ医がお薬を出してくれると…と期待する。医師からしたら家族の意
向や拒否があったりするとなかなか処方できないんだろうなぁとは思うが、処方は、どういうきっかけ
でされるのかを伺いたい。
医師 A
私は認知症専門医ではないのでどういった薬を出したら良いのかといったことは分からないが、情報
はすごく欲しくて、家族から情報をもらえると良いが夫婦だけで受診する場合、それこそ取り繕って
本当のことを聞き出せない。でもそこをケアマネさんがカバーしてくれると思っているので、ケアマ
ネジャーも同行してもらえると一番良いが、そうでない場合、電話をかけて訊くこともある。情報共
有が一番大事かなと思っている。
医師 B
私の場合処方については、色んな薬を少しずつ使って試していくというタイプ。処方のキッカケとな
る情報は困っているかどうか？で、
『患者がこうこうだから “ 次 ” が欲しい』ではなく、『こういうことで
困っているから、薬を処方してほしい』と言ってもらった方が良いかなと思う。例えば「怒りやすく
なって、施設に行くとなったら他の人と揉めるんですよ」とかそういう具体的に困っていることがあ
ると、
「じゃあそこをどうしようか」となって処方を考えたりすることはある。逆に夫婦で暮らしてい
てどちらかが怒ったとしても、もう片方が気にしていなければ、自分は薬は使わなくても良いのでは
ないかと思うので、やはり、困っているのが何か？の情報が欲しいと思う。医学的にどうこうで使え
るかどうかというのは後で考える。
居宅ケアマネ(司会)
ケアマネジャーから情報が欲しいというところだと思うが、いつもケアマネから届く書類について伺いた
い。
ケアマネジャーは利用者にサービスを入れる時等、医師に利用者の健康面に関する意見照会を行わな
いといけないので訊くのだが、医師はそうした時、どういう印象を持っているのか。
「ご迷惑かな」と
思いながら毎回 FAX を送っているが、中にはつれない医師もいるし、熱心に丁寧に書いてくださる
医師も居る。その辺りの本音を伺いたい。
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医師 A
ケアマネジャーにはいつも頭が下がる。色んなことを知っていて、「こんなことしてます」「こう思っ
てます」と言われて、実はほとんどもう書くことが無い。分かりきったことや「よろしくお願いしま
す」と書くしかない。情報としてはとても役に立っていて、訪問看護師やリハビリ職の情報がすごく
詳しく書いてあって全部読み切れないほど。そうした情報はどんどん出してもらった方が助かるが、
ただ、返事を書くのは結構大変なので、私は直接電話している。そうして敷居を下げるというか連絡
を取り易くした方が情報を得やすいので、時々電話している。
医師 B
そもそもサービス担当者会議に出れば良いのだろうが出られないので申し訳ないと思いつつ、意見照
会の紙が来た時には「お、また来たな」と書くことは確かにある。とりあえず何か書かないといけな
いと思うが束になって届いたりすると、何についてコメントしようかと悩むことは結構あるかなぁと。
医師 A が仰ったように、電話で聞いたらきっと早いんだろうなとは、確かに思ってはいる。
ケアマネさん達が訊きたいことは多分あるのだろうが、それが書類を見る限りではなかなか見つけら
れなかったりする。分からなかったりする時に、直接コミュニケーションが取れたら良いのだろうが。
たまにﾁｯと思うこともあるかも知れないが、基本的に書類は書かないといけないと思ってちゃんと
書いているので、そこは遠慮なく言ってもらって良いと思う。本当は、サービス担当者会議にもっと
出ないといけないと思っているところはある。
居宅ケアマネ（司会）
情報共有が一番課題になっているし、キーワードというところでは書類の受け渡しだとか電話連絡で
あったりだとかしてもらうことで敷居が低くなって、医師とのコミュニケーションが取り易くなると
いう印象があるが、他のケアマネジャーがどう思われているのかを伺いたい。
居宅ケアマネ
本当に仰るとおりだと感じている。一度、医師 B に意見を伺ったことがあるが、とても丁寧にご返答
を頂いた。ありがとうございました。
包括ケアマネ
情報共有についてはやはり大事で、昔からの永遠のテーマだと思う。それこそ介護事業所や訪問看護
であれば電話で頻繁に連絡を取るが、医師との情報共有となると、やはり何事かが起こった時。先生
方がお忙しい時にどういった情報を入れたら良いかなぁと思いながら工夫はしているつもりではいる
が、受ける側 (医師)としては FAX が沢山来るんだろうなぁと。電話を入れる時は空いてそうな時間
を狙ったりしている。
肝心なのは何かあった時ではなく日常。
『困っていない日常から関わった方が良いのかな、いやいや医
師はお忙しいし」等の葛藤を、ケアマネは抱えている。やはり日常の様子から伝えていった方が良い
のか？
医師 B
大事だと思う。日頃から話しをしておかないと、悪くなってからだと「ようわからん」となりますも
んね…。それこそサービス担当者会議といった機会はちょこちょこあるんでしょうけど。
訪問看護師
「(経済的に)お金がなくなった」「お買い物に行きたい」などの問題が起きた時には、訪問看護では
手に負えないので、かならず担当のケアマネジャーに連絡をして、本人からそういう話が出ているこ
とをお伝えしている。するとケアマネジャーが利用者宅を訪問されて、問題点を色んな方法やサービ
スを使って解決してくださるので、いつもありがたいと思っている。利用者本人がこだわって話しを
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された部分や訴えについては訪問看護ではどうにもならない部分が多々あるので、必ず全部ケアマネ
ジャーにお話を返すような形にしている。

居宅ケアマネ（司会）
本当に、経済状態というのがケアマネジャーの仕事には付き物。本当は私たちは訪問看護もヘルパー
も入れてあげたいしデイにも行ってもらいたいし、というところがあるが、介護保険の枠の中、その
人の経済状態というのが、いつも付きまとう。そこをどの職種が理解してくるのか。「このサービス
入れた方が良いよ」と言うのは簡単だが、そこでの経済状態、利用者の収入であったり家族の状況と
いうのは、ケアマネでは動かせないどうしようもないことなので、いつも難しいと感じている。
できる人は良いが、在宅医療はただ(無料)ではないので、つなげるにしてもお金のことを家族・本人
に説明しないといけない。病院に行くよりは来てもらった方が良いとは思うが、その辺りに葛藤があ
る。他の職種にも時々、その辺りのことを理解してほしいと思うのだが、それは私だけだろうか。
訪問看護師
関わるスタッフに共通認識を持ってもらうために、経済状況については、「ここまで(しかできない)」
ということは共有しないといけないし、受け入れないといけない。色んな望みを叶えようと思えば
色んな理想はあり、若いスタッフは、こうしてあげたいああしてあげたいという気持ちだけはあるが、
「生活する上では経済は大事だよね」「この家庭はここまでだよね」「しかたがないよね、その中でど
う関わっていくかだよね」ということも訪問する時には共有するようにしている。望むのは簡単だが
仕方の無い部分で、じゃあ私たちに何ができるのか、どこまでできるのかというところを探っていき
ながらというところ。ただやはり、命を守るのが私たち訪問看護の役割であることを忘れないでほし
い、という話にはなる。
訪問看護は人数が多くなると色々な管理の上で線引きの必要が出てくる。多分全員がそう思っている
とは思うが、事業所の規模によっては一人一人が色んなことをやりだすと収拾がつかなくなるので
難しいとは思う。
“制度上”というところも多々あると思う。
当ステーションは周知・共有を行うのにちょうどよい規模なのでできることではあるが。

居宅ケアマネ（司会）
最後にシンポジウムの内容を受けて、
「私たち専門職としてできること」で何かあれば伺いたい。
…私がケアマネジャーとしてできることと言ったら、熱意を伝えていくこと。認知症の方でも生活の
見えない方でも、フットワークを軽くして何回も関わっていくというところが一番だと思う。たとえ
利用者が私の名前を分からなくても、顔を分かってくれれば良い。その後のサービスにつなげる時も、
サービス事業所の方の顔を分かってくれれば良い、私（ケアマネジャー）が、ではなく他のサービス
事業所の方に慣れてくれれば良いと思ってやっている。
包括ケアマネ
利用者の話に耳を傾けて、生活現場で得た情報をいかに連携をして共有していくか、その「連携をし
よう」という連携の要になれたら良いな、と思っている。あとはそれを、地域で暮らす・地域でどう支
えていくかというところで地域に展開する。そうできたら良いな、できるようになりたいなと思いな
がらこの研修会にも参加している。

居宅ケアマネ（司会）
今日はざっくばらんにお話しができただろうか？今回のグループではお会いしたことが無い方もいら
っしゃったが、今日こうしてお話しできたので、次はもう初対面ではないような気持ちでお会いでき
るのかなぁと感じている。
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医師 A
もう、みんなトモダチです。(画面一同 笑顔)
医師 B
何かあったら、気軽に話してください。

７グループ
居宅ケアマネ（司会）
まずは現在、認知症の方との関わりで困っていることを伺いたい。
在宅医
私たちが新しい患者の紹介を受ける時は開業医の医師からで、
「患者がクリニック／病院に来ないから
訪問してくれ」というケースがほとんど。あとは包括支援センターからで「患者がどこの病院にも行
かないから、先生に診に行ってほしい。介護申請をしてほしい」というケース。ほとんどが、その方が
病院に行けないというところから始まる。
「行けないからどうしましょうか」という場合。今日訪問し
た患者は血圧が２２０あった。半年間病院へ行かなかったことにより高血圧が悪化した。認知も当然
あるが、私は医者ですから、心不全とか血圧とか通院しないことによって悪化した病気を治してあげ
ることが大切かと思っている。
困っていることの一つは、家族の理解。今日のシンポジウムでは触れていなかったが、このケースで
は娘は「親が急におかしくなった」
「認知症はものすごく悪いものだ」と捉えていて、一緒に生活して
いこうとかそういう事よりも排他的になっているところもあったので、本人の教育もだが、家族の教
育も今回非常に必要だと感じている。
最初の訪問では医者は大体入れてくれるが、２回目３回目は断られる方もいらっしゃる。その時に
一番大切なのはケアマネジャーに同行してもらうこと。ケアマネさんは本当にうまいなぁと思う。
ケアマネさんと行くとうまくいくこともあるので、医者だけでは無理かなぁとよく感じる。
訪問看護師 A
実際に今関わっている方で大変だなぁと感じているのは、独居の、認知症の診断はあるがどちらかと
いうとクリアでハッキリと意思表示ができる、服薬管理と入浴支援で介入している方。特に入浴につ
いては本人が嫌がられて、どうにか入浴するがその後 1 ヵ月は拒否される。その間に膀胱炎などを
引き起こしてしまう。おむつ交換・下着交換も触れさせてもらえずなかなかできず、その辺りのやり
取りに苦戦している。スタッフを替えたり、回数を重ねることで少し打ち解けてくれて、スタッフの
名前も呼んでくれるようになった。そういったタイミングを逃さないようにやっている。
訪問看護師 B
夫婦で認知症の方の中でも認知症専門医の治療を拒否される方は、薬でのコントロールが難しい。
本人は拒否をされ、家族の理解も得られないというところがあると、なかなか進まないなぁと感じている。
また自分達の状況を正しく話せないので、本人達が「ちゃんと食べてますよ」と言われても、冷蔵庫
の中を見るとなんとなく減っているような気もするが、本当に食べているかが分からない。見て判断
できるようなもの、例えば賞味期限が切れているようなものであれば対処できると思うが、実際には
何をされているのか分からない。
「お腹がいたい」
「尿が出ない」
「お通じがあったかどうか分からない」
といった身体面では、フィジカルをみていって判断するしかないというところが難しい。
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生活状況も、
『自分たちが行って、見たところ』だけが私たちの真実になってしまう。見えないところ
の時間の方が長いので、その辺り本当のところが分からず、難しいと思っている。
居宅ケアマネ（司会）
今の「家族の理解が得られなくて、服薬コントロールができない」という部分で確認したい。
精神科につなぎ難いのか？ それとも主治医から服薬コントロールの協力を得られないのか？
訪問看護師 B
主治医が理解を示して薬を処方される場合はそれで良いと思うが、病院に行くと本人は医師の前で
シャンとしてしまって理解されなかったりする。あと認知症専門医の受診を勧めるというところでは、
理解を得ることが難しい。
易怒性があったりすると、そこを適した薬で調整できれば、どんどん受け入れが良くなるという経験
は沢山ある。適した薬がどういったものかというのは、先ほど医師から「原因の分析のためにもずっ
と診ていかなければならない」という話が出たが、私たちが見聞きしたことをつなげていくことが
大事なんだなと感じた。
包括ケアマネ
介入部分での困った経験としては、大きく２つある。
一つは家族の理解を得られないこと。配偶者の認知機能が衰えて理解できない場合と、家族が受け
入れられない場合がある。例えば妻の方が認知症だろうということで訪問すると、夫は「妻は認知症
じゃないんだよ、ちょっと物忘れしてるだけだから」と言い、
「物忘れだから病院行かなくても良いん
だよ、このまま僕が見ていくから」ということで、そうすると介入の部分で必要な、介護申請だとか
そもそもの受診につながりにくいというところがある。
また、一人暮らしでかなり色んな症状が出ている方が、近所から心配の声があがっていたので「包括
です、実態調査で回ってます」という感じで訪ねたら、
「あら！アンタ達が来たってことは、私そんな
に悪いんかなぁ」
「私、大丈夫よね？」と、すごく身構えられてしまった経験がある。

居宅ケアマネ A
先ほどの医師の話と同じような感じで、自分の意思をうまく相手に伝えられない認知症の方の場合、
家族の訴えが多いと家族の意向ばかりが在宅で進んでいってしまうことが多いので、「本当はこの人、
こんなの嫌なんじゃないかな」というふうに感じたり、
「絶対この人嫌がってるよな」と分かったりす
ることがあるので、そんな時には憤りを感じてしまうこともある。
居宅ケアマネ B
最近の話だが、施設入所になるのかなというケースではあるが、月～土曜までのデイサービス利用と、
夕方、ヘルパーの食事や服薬の介助→睡剤まで飲んでいただいて生活している方の事例。眠剤に対し
て強い依存があり、飲んでいるけど眠れないので、薬を探し求めて毎晩のようにパジャマのまま外出
してしまい、近所の色んなお宅に「眠剤を売ってください」とか、もう食べたんだけど「お弁当を分け
てください」といったことを訴えて回っていた。民生委員からも報告があり、
「周りの住民が困ってい
るので、どうにかなりませんか？」という苦情のようなものが入ったところ。本人に眠剤を渡してし
まうと重複して飲んでしまうし、家族も居るが週１回程度の関りで、
「私の母はそこまで認知症ではな
い」と、本人も家族も在宅生活を希望していて、民生委員からの話なども常に伝えてはいるのだが、
「母はまだ大丈夫です」という感じでなかなか一歩踏み出せない。そうした方にどのように対応して
いけば良いのかと今すごく悩んでいる。
居宅ケアマネ（司会）
ケアマネは色んなケースの入り口であるとか、支援はずっと続けているけれども、かなり進行して、
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「在宅は無理なんじゃないか」と言う地域の方と「施設に入りたくない」という本人・家族との板挟み
になって、悩まれる方が多いのかなぁと思っている。
在宅医
ひとつ、独居で徘徊する方の例を挙げたいのだが、娘は近くに住んでいるが全く関与していない例。
この方は施設に入れようとしたが金銭的な事情からか、娘が断固として拒否する。何度もパトカーが
来て、３回ほど民生委員・警察・市役所の担当が集まって協議したが解決しない。結局、ショートを
利用するようになり落ち着きを見せたが、本人が帰りたいと言う。娘を説得して療養型の良い施設も
見つかったが、結局戻ってきて、また同じ騒ぎを起こして、皆困っている。鍵は外から掛け中からは
開けられないようにしており、食事は昼間ヘルパーが３回入るので良いが、夜はどうしてもそういう
事もあって…。住民・民生委員・警察も含めて、
「そういう方なんだ」と分かってくると、何かあった
ら警察から私や訪問看護に電話が入るような感じになった。薬を処方しても妄想は改善されず、入れ
過ぎると眠り過ぎて危ないし、薬のコントロールが難しい。
地域の皆でみる、
「地域にこういう人が居る」と皆分かってきたので、大分落ち着いては来た。
居宅ケアマネ A
「暴力団に殺される」と言って徘徊する方の話ですよね。歩かないようにするというのも無駄なので、
暴力団に殺されない方法を一緒に考えてあげたら、安心するのではないかと思った。
あと、シンポジウムでも言っていた「徘徊していた方が弱って歩かなくなって、ずっと家に居るよう
になっちゃった」という例だが、それって進行したという事だと思うが、それで良いのか？ もちろん
徘徊して警察沙汰になったり、支援する側が疲弊してしまってどうにもならない状況に陥ってしまう
のは良くないが。 でも、目的があって歩いてるんだろうから…。この事例では、暴力団に殺されるの
が怖くて歩いていると想像している。
医師
最初は驚いたが、今は皆慣れてきて、
「あ、またか」というテレビを見ているような感じで患者を見守
っている。話を聴いてあげて「そうなんですね」という会話を繰り返すことで患者は満足したのかホッ
としたのか落ち着いてきて、言う回数も減ってきた。
いつもデイだけ利用して同じような環境で過ごしていたが、環境を変えてショートをうまく使ったこ
とが良かったのではないかと思っている。でもショートに長く居ると帰りたがるのでまた帰す、とい
うことを繰り返している。本当は施設が良いと思っているが、周りも「そういう方が居るんだ」とい
うことで納得するのも良いかなと思う。
徘徊を止めさせようと薬を飲ませると寝てしまって、次の日ドロドロになってしまって危なくなるの
で、皆で悩んで、かわいそうだが夜だけ、外から施錠をするようにした。外出しないことによって徘
徊することもなくなった。本人も、出られなくて疲れていつの間にか寝てしまうというようなことを
繰り返すうちに、段々と落ち着いてきてはいる。
居宅ケアマネ A
地域で支えて落ち着いた、良いケースではないか？
医師
しかしまた、最近様子がおかしくなってきた（苦笑）。レビー小体型とアルツハイマーの合併症。メマ
リーや抗うつ剤を飲ませても実は３人に 1 人しか効かないという話で、もうこの薬も止めても良いか
と思っている。
居宅ケアマネ A
レビー小体型であれば、何か不安や原因となるものがあって幻覚が見えるというよりは、
「実際に見え
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る」というのが中核症状なので・・・
医師
でもそれが出るのは 1 日の内の数十分。出ない日もあって、あとは正常。予測ができない。ただ最近
ひどいなぁという感じで。
その地域の民生委員などに「そういう方だ」と分かってもらう。警察も毎月のように出動してきたが
段々慣れてきたようで最近は来なくなった。代わりに私たちや看護師が行くようになった。
居宅ケアマネ（司会）
先生が仰るように地域の方の理解があることはすごく大きいと思う。何件か徘徊する方がいたが、温
かく見守ってくださることで、結構歩き回るんだがちゃんと帰宅できたり、近所の方が「どこに行く
の」と声を掛けてくださったり。
妄想では、「泥棒が入った」「泥棒を退治するんだ」と言って草むらを叩きながら徘徊する方が居て、
地域の方が不安になった。
「自分たちで何とかする」と言っていたが、「何かあったら知らせてくださ
い」とケアマネや訪看・ヘルパーといった支援者が居ることを地域の方に伝えて回った。地域住民の
方が安心して知らせてくれることで、関わることができたケースがあった。
「こんな人(独居)、こんな老夫婦が暮らしているのに、家族が関わっていないんじゃないか」と心配
されているような方が近所に居る場合には、遠方の家族が帰省した際にそのことを伝えて、家族から
近所の方に 一言挨拶に行くよう伝えている。
地域の方も巻き込んで温かく見守っていただけるというようなことがあると、少しでも長く在宅での
暮らしを続けられるのではないかと思う。
在宅医
逆に質問したいのだが、家族の理解をどうやって得れば良いか？
先ほどの例では、娘は一人で看ていて「もう関与したくない」と言う。娘もいっぱいいっぱいの生活
を送っている中、どこまで娘に頼って良いのか？ 家族も悩んでいる時に、
「あなたが看ないといけな
いんですよ」と言っても「無理です…」という感じで。かと言って、おそらく金銭的な事情だと思うが
「施設に入れるととてもやっていけない」と言うので。
でも一番頑張ったのは、訪問看護とケアマネさん。利用者は、看護師さんが来るとニコニコする。
家族に無理やり頼むよりは、私たちで看た方が良いのでは…という気もしてきている。
包括ケアマネ
ちょうど今そのようなケースにあたっている。
「家族だから看るのが当たり前」と民法には規定がある
かも知れないが、しかし『みんなで、社会でみましょう』ということで作られたのが介護保険法だと
思う。でも、この人の最期をみるのは家族だよね(苦悩)…と思ったり、ちょうど今悩んでいる。両親
が認知症で家族は市内に居るが、関わらない。関われない理由についてやんわりと訊きたいとは思っ
ている。家族支援って私たちにとっても大事なテーマだと思うが、利用者が『支えてほしくない』と
思っている家族も居るんだと思う。そんな家族を受け入れる（家族というだけで、利用者は嫌なのに
頼らざるを得ない）よりは、医師が仰ったように、私たちが頑張って支援した方が…と思わなくもな
い。結論には至っていないが。
訪問看護師
過去にお金の遣い方が荒かったり、女性関係で問題があったりして（家族の関係性が悪くなって）、
『だ
から、家族が関わりたがらなかったんだ』と分かった例があった。
視点が違うが、例えば家族が居る場合、成年後見を利用されるケースはあるのか？選択肢としてある
のか？ご存知であれば教えてほしい。
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居宅ケアマネ(司会)
要は、成年後見人に何を求めるかによる。
財産が沢山あってその管理を成年後見人が行うといった場合、家族がそれを許さない場合※ が多い。
成年後見は本人の財産を守ることが使命なので、言い換えると本人の財産が家族の勝手にされないよ
うに力が働くような制度。
センター注※ 財産管理を目的とする場合、親族(推定相続人)全員の同意が必要だが
欠格事項の無い親族、あるいは親族以外でも後見人になることは可能。
いずれも家庭裁判所による選任が必要となる。

訪問看護師
そうなると状況に応じて、生活面とか、キーパーソンの変更がその都度必要になるのか？
居宅ケアマネ(司会)
家族が状況によって関われない・関わらない方が良い場合には、関わろうとしていないのであれば関
わらなくて済むように、サービスをキチンと組む。ケアマネは、家族が居ると最終的な決断を家族に
求めたりとか、どうしても頼ってしまいがちになるが、でも関わることが家族にとってすごく負担に
なるとか、関われない関係性がずっとある時には、ある意味もう家族は居ないものとして気持ちを切
り替えた方がスムーズにいく。ある程度落ち着いてくると良い関係性が再構築されることもあって、
かえって関わり易くなることもある。なので敢えて、家族に求めないという形での支援を行うことも
ある。
居宅ケアマネ(司会)
残り時間が僅かとなったので、最後に何か意見があれば伺いたい。
在宅医
昨日オレンジドクターの講演会があり、たろうクリニック(福岡市東区)の内田医師より、
「社会でみて
いく、この人が社会に出られるように社会を変えていこう」という福岡市の “ 認知症フレンドリーシ
ティ・プロジェクト ”と、
「そうした方を支える人の働ける場所を作ろうじゃないか」という“ オレン
ジ人材バンク ”の取組みについて紹介があった。
家族ではなく社会の方、市や県も巻き込んだマクロ的な取り組みも、今後必要かと思った。
居宅ケアマネ（司会）
認知症がある方、独居高齢者、色々あるが、その人たちをいかにチームで支えていくか、ということだ
思う。

－ ご参加頂いた皆様、貴重なご意見をありがとうございました。－
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