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1.はじめに 

 竹内理論に基づく認知症ケアを行い、認知症状の一部が改善さ

れ、家族の介護負担が軽減されたケースを経験したので若干の考察

を加え報告する。 

 

⒉事例紹介 

A氏 79歳 男性 要介護度 2 障害高齢者の日常生活自立度 J2 

認知症高齢者の日常生活自立度 Ⅲb  HDS-R 査定不能  

病名：アルツハイマー病型認知症 2型糖尿病 

既往歴：大腸がん(57 歳の時に手術。その後 5 年間治療し完治。現

在はがんでの通院はしていない。)  
現病歴と当 DS 利用までの経過：平成 25 年 5 月頃より、車を運転し

ていて戻って来れなくなったなどの症状があった。平成 26 年要介護

１と判定。服を上下逆に着たり、急に怒りだしたりする事が目立っ

てきた。以前よりアルコール摂取量が多く、平成 26 年の春頃まで毎

日のように飲酒していた。平成 26 年 5 月より DS 利用開始。平成 27

年 4 月に要介護 2 となる。本氏の意向でドライブに連れて行く事が

多く、その都度 5 時間に及んでいた。妻の疲労から、利用を増やし

たいという希望があり、平成 27 年 4 月末日から当 DS 週１回で利用

開始となる。 

利用前、利用初日の状況から、1 日 3 食は摂取されているが自宅水

分摂取量の少ない事、アルコール摂取量が多かった事、他 DS を利用

中ではあるが提供すれば飲むという状況以外の詳細な水分摂取量が

不明な事、日中（特に午前中）の居眠りが多い事、糖尿病がある事

から身体不調型、また、DS に来所すると、「なぜこんなところにい

るんだ」などの不安な様子と混乱している状況が多い事から環境不

適応型の 2タイプと判定した。 

 

⒊ケアプラン 

 １）身体不調型のケアとして、自宅環境での水分摂取量が 350cc

以下のため、水分量をアップさせることにより細胞の活動性をあ

げ、糖尿病がある為、1 日の水分摂取量 1800cc を目標とする。運動

面では、PR、歩行訓練を取り入れていく。 

 ２）環境不適応型のケアとして、担当スタッフを任命し、馴染み

の関係づくりから開始。生活歴、趣味から将棋仲間作り、送迎中に

職員や他利用者との交流を図るため、ドライブを取り入れる。大勢

の場所が苦手という面から、静かな環境、過ごしやすい環境を提供

する。PR、歩行訓練は強要せずに施行していく。 

 

⒋ケア方法・展開 

 １ヶ月後、状況に慣れていないため、自宅まで歩いて帰ってしま

うという事もあった。食事はその都度、全量摂取はされていたが、

DS での水分量は平均で 1000cc 以下であった。午前中の水分量が

600cc 以上で状況認知面の変化はなく、自宅水分量も平行した。相

談員、ケアマネージャーより自宅でも水分量を伸ばせないか他 DS で

も水分提供を増やしていただき、認知症状改善のためのケアを進め

ていきたい旨を妻へ話す。以後、DS 利用時午前中の水分目標を

1000cc とする。PR は見ている状況はあったが、職員の声掛けに対し

て興味を示す様子がなかった。 

 2 ヶ月後、午前中の水分 1000cc 以上が確保出来た時に、妻から預

かっていた入浴に対しての手紙を見せ、DS で初めて入浴をされる。

PR も見ているだけの状況から、本氏をさりげなく誘う事により、来

所後初めてマンツーマンで 2機種を行う。 

 3 ヶ月後、入浴しない事に対しての、妻に長男家族からの苦情も

相次ぎ、介護者として妻は孤立した状況にある。相談員は妻のスト

レス緩和と信頼関係構築のため訪問を継続していく。DS での本氏の

状況としては、日によってムラがある。服の着用順番がわからない

様子であり、声かけでの誘導は実施していった。PR 室に来て見る事

はしていたが、職員の声かけにも興味関心は示さなかった。 

 4 ヶ月後、家に帰りたいと言う回数が増す。水分は進めても、拒

否をして飲用しないという水分量増加しない利用日が続いた。朝起

きれず、昼夜逆転し、DS を１度休むという日もあった。相談員が訪

問し、妻から「最近は人混みを嫌う」という情報を得た。少人数で

過ごせる空間を提供する事が始まった。自宅では肉・魚系のタンパ

ク質や脂質の多く含む食事を摂らなくなっていた。その旨から、相

談員からケアマネージャーに連絡しサービス担当者会議が行われ

る。14：30 頃に起床し、生活リズムが崩れており、夜起きて誰かと

会話する様な行動もあり昼夜逆転している。この時点での自宅状況

として「自分のやり方で、自然体にやっていきたい」と、妻は水

分・食事量増加は認めていなかった。他 DS とも連携し水分・食事量

増加に努めていく事とした。 

 5 ヶ月後、静かな環境下で職員との会話を多く過ごされた後に、

自発的にホール内へ来る事が増えた。自分のペースで過ごされてお

り、水分提供に関しては「いらない」ということも多いが、1800cc

を目標に他利用者と会話中にさりげなく提供したり、強要しない水

分提供を職員間で統一した。他 DS の本氏への対応に疑問を抱いた妻

は、当 DS の利用回数が増え、週 2 回（連日）となる。この時期か

ら、普段妻とドライブをして過ごしていることから、他利用者、職

員との早い馴染みの関係作りを構築するため、自宅との似たような

環境を作る目的で、最初の迎えでのドライブを取り入れた送迎とな

る。表情よく過ごされる事が増えた。また、DS での役割として、食

器拭き、食器洗いなどを行うようになる。2 日ではあるが、連日利

用で変化が出始めていた。「そういえば、昨日もコップ拭きしたよう

な気がする」「ここは入り口が２つあって、俺はこっちの方から入っ

てくるなやの」など、記憶を辿った言動が多く聞かれ始めた。PR に

対しては、「これは何をしている所だ」興味を示す様子もあり、職員

から声をかけられることでマンツーマンで 3 機種行われる日もあっ

た。 

 6 ヶ月後、水分を糖質のあるものから、徐々に無糖の飲用物に変

更していく。水を提供した際に「これは長野の水を更に濾過して美

味しく仕上げた物です」と提供されると、表情良く飲まれている。

職員に対して「将棋をしたいんだけど」と声をかけてくれる日もあ

り、2 連日利用の 2 日目には「あー、昨日もやったのー」と、役割

として担ったコップ拭きの事などを覚えている様な言動も聞かれ

た。PR の前に来た際に職員に声をかけられると、マンツーマンで 6

機種行われる。 

 

⒌結果 

 
図 1 水分量の変化 
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表 1 デイサービス利用後の状態変化 

 
表 2 水分や食事の平均値 

6.考察 

 自宅での水分量が、初回利用時に食事は全量であったが 350cc 以

下であり、水分インアウトのバランスが取れず、脱水の可能性を考

慮して、まずは水分量の確保を試みた。妻の考えと本氏の水分拒否

があり、安定した水分確保ができていない事が図 1 からも分かる。

これは 7・8 月前後の不感蒸泄が多いであろう季節に水分量が確保出

来ず、普段と同じ行動（自転車での散歩）、夜間せん妄様、昼夜逆

転、起床出来ず DS を休む、自宅では水分摂取が出来ないと負の螺旋

を展開させたことが状態を悪化させた要因と言える。その状態悪化

を改善するポイントして挙げられるのが、環境不適応への対応を強

化する事から新たに開始した。そもそも、初回利用から 4 ヵ月は週

1 回利用という事もあり、利用日が開き、来所の度に新しい環境に

おかれている感覚になっている本氏にとって、PR や水分摂取より

も、「どうしてこんなところにいるんだ」「早く帰りたい」という不

安の気持ちが強く DS 利用時も水分摂取量が確保出来なかった。その

背景には、孤立した状況で顔なじみの職員や利用者がいない、周囲

の騒々しい環境などが不安を増強した。静かな環境への配備と相似

した環境作りとしてドライブを取り入れた最初の迎えでの送迎を行

うようになってから、水分量が伸展した。竹内は「周辺の環境がし

きりに変わることのないようにしてあげることが、安定した関係を

つくる」と言っている。送迎中から職員との会話をする機会が増

え、また、最初に迎えに行くというのもポイントの一つであり、

徐々に乗車する利用者と会話をしながら DS に来所するという事で知

っている顔がある為、少なからず緊張緩和とともに馴染みの関係作

りに繋がったと言える。職員と会話しながら、あるいは、利用者と

会話しながらの水分摂取をする事で安定した水分量の確保が出来

た。しかし、今回は排便周期についての情報は不明確なままに終え

てしまった。自宅での排便については「本人が行きたい時にトイレ

に行くから分からない」と話されている。これに関しては人間の本

質を考慮すると、排泄を見られるという行為は羞恥心を伴う行為で

あり、その都度観察するのは至難であると言える。DS での排便状況

として、来所の都度、排便がある事が多く、全ては有形軟便であっ

た事から、便秘による週内変動の可能性はないものと考えた。 

 水分量、栄養面の身体不調から改善し、覚醒水準を上がったこと

で、認識、理解、判断が出来る様になってきた。環境不適応の改善

と考えていたが、今回は環境不適応の改善から自然に身体不調への

ケアへと繋がり、同時に孤立解消へのアプローチもする事が出来

た。ドライブを取り入れた送迎を開始してから自宅での変化もあっ

た。今までは行き先のないドライブを妻に要求することもなくな

り、妻からの誘いでのみとなった。妻の負担が軽減した一方で、本

氏が無関心になったのではという疑問が生じてくる。そこで、裏付

けとなるのが自転車での近所の散歩は続いているということであ

る。今後のケアプランとして、一つ目は段階的に水分量をあげ、体

内環境を再構築し、身体不調を軽減することが出来る事、二つ目は

水分摂取や運動を継続していくことで、認知症症状が軽減し、自ら

水分の補給、提供された水分の補給、排泄もトイレで行う事、衣類

の着脱が的確に出来る事が確立され、自宅での役割が出来、家族の

介護負担を軽減することが出来る事である。 

 水分量の低下については、職員の声かけ次第で美味しい水分とし

て提供する事が可能であったため、声かけの工夫をこれからも続け

ていきたい。後者については、コップ拭きやコップ洗い、最近では

蠅たたきを DS で役割として行う事により、自宅での役割も確立され

る様にケアしていき、また自らの水分補給は困難かもしれないが、

家族から提供された水分を補給することが出来、排泄、衣類の着脱

と一歩一歩改善していく事で、家族負担を著しく軽減させる事が出

来ると考察する。 

 

7.おわりに 

 今後の課題として残されているのはいかに現状を維持向上して家

族負担の軽減を図りながら在宅生活を続けていく事が出来るか、最

期まで家族と共に感情を分かち合える様にケアを続けていきたい。 

また、今後も様々な行動上の特徴を持った認知症の方が利用する

であろうことは容易に予想が出来る。この事例を通して、認知症を

持った利用者へ行動上の特徴に合わせたサービス提供をしていきた

い。 
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初回 1ヶ月後 2ヶ月後 3ヶ月後 4ヶ月後 5ヶ月後 6ヶ月後

DS平均水分量(cc) 350 1012 1325 937 537 1381 1181

自宅平均水分量(cc) 不明 350 430 100 500 450 450

DS平均食事量(kcal) 600 580 600 585 593 600 597

BMI ― ― ― 25 25.2 25.2 24.6

排便周期 不明 不明 不明 不明 不明 不明 不明

PR回数（施行機種回数) 0 0 4 0 2 6 13

当デイ利用回数 週1回 週1回 週1回 週１回 週１回 週2回 週2回

他デイ利用回数 週3回 週3回 週３回 週3回 週3回 週2回 週2回


