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認知症をおもちの方へのリハビリとは
•作業療法の目的は、作業が維持・修正・獲得あるいは再獲得さ
れ、それが実行されることで健康になりQOLが向上すること、
また、患者本人や家族が満足感を得られることにある。特に、
認知症をもつ人への作業療法の目的は、脳の障害によって長い
人生の中で培われた価値ある作業ができない状態の人に対して、
それらを再開・再構築するように援助することで、その人の存
在に意味をもたらし、作業を通じてその人の生活・今後の人生
によりよい影響を与えることである。

認知症とは？
WHOの報告によると世界で認知症
の人は2030年に6,570万人に達する
と言われており、2050年には1億
1,540万人に増加するとの試算あり
ます。
日本でも超高齢化社会を迎え、認知
症の人の支援を進めるため政府が策
定する「認知症国家戦略」で、
2025年には65歳以上の約700万人が
認知症になるとの新たな推計が発表
され、ますます療法士が認知症をも
つ人と関わる機会が増加していくこ
とが予想されます。

認知症とは？
『１度正常に発達した認知機能が後天的な脳の障害によって持続
的に低下し、日常生活や社会生活に支障をきたすようになった状
態』

診断基準：ICDによる基準
『通常、慢性あるは進行性の脳疾患によって生じ、記憶、思考、
見当識、理解、計算、学習、言語、判断など多数の高次脳機能障
害からなる症候群』

認知症とは？
ICD ‒10認知症の診断基準（要約）

A．次の２項⽬が存在
1．⽇常的に⽀障をきたす記憶障害
2．認知機能障害

B．A項の症状を明らかに確認できる⼗分な期間が存在
周囲の状況を認識する能⼒は保たれている（意識混濁を認めな）

C．次の１項以上を認める
1．情緒的不安定性
2．易刺激性
3．無関⼼
4．社会⾏動における粗雑さ

D．A項の症状から明らかに6ヶ⽉以上存在して確定診断される

認知症とは？
NIA ‒AAによる認知症診断基準の要約
1．仕事や⽇常⽣活に⽀障
2．以前の⽔準に⽐べて遂⾏機能が低下
3．せん妄や精神疾患によらない
4．認知機能障害は次の組み合わせによって検出・診断される
1）患者あるいは情報提供者からの病歴
2）“ベッドサイド”精神機能評価あるいは神経⼼理検査

5．認知機能あるいは⾏動異常は次のうち少なくとも２領域を含む
1）新しい情報を獲得し、記憶に留めておく能⼒の障害
2）推論、複雑な仕事の取り扱いの障害や乏しい判断⼒
3）視空間認知障害
4）⾔語障害
5）⼈格、⾏動、振る舞いの変化
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認知症とは？
DSM -5による認知症診断基準

A．1つ以上の認知領域（複雑注意、実⾏機能、学習および記憶、⾔語、
知覚運動、社会的認知）において以前の⾏為⽔準から優位な認知の低下
があるという以下に基づいた証拠
（1）本⼈、本⼈をよく知る者、または専⾨家による、優位な認知機
能てかの懸念、および
（2）標準化された神経⼼理的検査もしくは、他の定量化された臨床
的評価による実質的な認知⾏為の障害
B．毎⽇の活動において、認知⽋損が⾃⽴を阻害（請求書の⽀払い、内
服薬の管理などの、複雑なIADLに援助が必要）
C．その認知⽋損は、せん妄によるものでない
D．その認知⽋損は、他の精神疾患によってうまく説明されない

認知症の重症度別特徴について
軽度認知障害（MMSE：21～25点）
•軽度認知障害では、認知機能障害のみならずアパシーや抑うつ、
不安などを中心としたBPSDも好発している
•軽度認知障害の認知領域には、記憶障害のみならず、さまざま
な認知症疾患を想定して複雑性注意、実行機能、言語、知覚－
運動、社会的認知も含まれる

認知症の重症度別特徴について
中等度認知障害
•中等度認知症は基本的ADLが障害されはじめBPSDが最も増悪
する
•記憶面は、すでに重度の記憶障害であり、新しいことは急速に
記憶から消去され、特に記銘力の障害が著しいが、十分に学習
されていることは保持されていることが多い

認知症の重症度別特徴について
重度認知障害
•同じ実施環境であっても「ある場面ではできるが、他の場面で
はできない」という「変動性」がある
•重度認知症に対して、残存する能力を日々の生活に活かせるよ
うに支援することが重要
•重度認知症には、死亡のリスクをも見据えた支援も必要

認知症の重症度別特徴について

•軽度

•中等度
•重度

栄養
•低栄養状態：フレイル
→ 将来の要介護、認知症発症のリスクが高いとされてる

①体重減少
②主観的疲労感
③日常性生活活動量の減少
④歩行速度の低下
⑤筋力（握力）低下
上記のうち３項目に該当するとフレイルと判定される。
どの項目も栄養状態が良好でなければ運動プログラムを行っても
改善効果は薄い
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栄養
•認知症と栄養
脂質やビタミンの摂取は、抗酸化作用や炎症抑制作用が期待され、
脳の機能維持に関与してアルツハイマー型認知症や脳血管性認知
症の発症予防効果があると考えられている。
①不飽和脂肪酸 ②ビタミンB ③地中食

和食では
①豆類 ②野菜類 ③海藻類 ④乳製品
イチョウ葉エキス

→ アミロイドβに夜神経毒素を阻害する

感覚器
•高齢者のおける感覚器の機能の低下は、精神症状の悪化や認知
機能の低下を招く要因でもあり、全般的な日常生活に影響を及
ぼしやすい
•感覚器の機能の低下に伴って起こりうる生活障害及び心理状態
を理解することで、当事者に適切な評価・介入を試みることが
できる

感覚器
日常生活から得る情報の大部分は視覚からと言われており、約70％も
の脳細胞が視覚機能と関係していると推測されている。

• 加齢に伴う視覚機能低下の特徴

動体視力と視覚探索の低下は比較的ゆっくりと進行するが、視覚情報
処理速度と近見視力の低下は急速に進行する
さらに、視野も全体的に狭まり、特に前方上方視が困難となる

感覚器
•加齢に伴う聴覚機能低下の特徴
音そのものが聞き取りにくい場合と、音は聞こえても音の意味を
捉えられない場合が考えられる

言語症状
認知症による言語症状
①脳の機能低下に起因する言語機能そのものの障害（失語症症
状）
②思考や概念の狭小化・混乱が言語活動に反映されたもの

認知症の代表的なケアメゾット
•バリデーション
•パーソンセンタードケア
•ユマニチュード
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認知症の脳科学 具体的な対応方法

ご家族様とともに 療法士としての評価

PAL
• PALは、認知障害をもつ人々は能力を持っており、環境を変え
ることでそれらの潜在的な能力が発揮されるという裏打ちされ
た原理に基づいている。携わりは、この可能性を開くことがで
きるキーである。認知障害をもつ人々に携わりを供給するたえ
には、彼らがそれに従事することができるように、彼らの能力
を知ることが第一に行われることである。PALのチェックリス
トはこの能力（活動レベル）を4段階に分け、簡易的に評価で
きる評価スケールである。

PAL
1．Ｐ：計画活動レベル
計画活動レベルにいる人は、ある活動を完了する事の計画を立て
ることはできる。その活動の過程の間に生じた問題を解決ができ
ないこもしれないが、活動の完了に向けた計画を立てることは可
能である。
具体的には・・・
① HDS－Rにおいて20点前後
② 環境の変化により、活動が滞る
③ 複雑な指示では理解が出来ない

など
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PAL
2．E：探索活動レベル
探索活動レベルにいる人、慣れた環境でとても慣れた活動を実行でき
る。しかし、このレベルの人は活動の結果よりも活動を実行すること
により関心をもち、結果は記憶に残る事がないかもしれない。つまり、
介護者が創造性や自発性を補うアプローチを活動の中で行う事が有益
かもしれない。
具体的には・・・
① 記銘力低下が著明になり、目的をもり計画を実施する事が困難
② 指示をより簡素化にする必要がある
③ 携わる事が重要 ⇒ 行為の具現化により安心・安全の確保

など

PAL
3．S：感覚活動レベル
感覚活動レベルにいる人は、活動の実行に際してあまり思考やアイデ
アを持っていないかもしれない。つまり、彼らは、活動中の感覚や感
覚に伴う体の反応などの動きに主な関心を置いている。
具体的には・・・
① 指示は最小限で簡素化し、行動を必要に応じてデモンストレー
ションする必要がある
② 自分の意志を持って行動する事が困難となる
③ 自分と外界とのさかえが曖昧になっているため、体に触れるなど
の感覚入力を利用したコミュニケーションを必要とする

など

PAL
4．R：反射活動レベル
反射活動レベルにいる人は、取り巻かれている環境に気付かず、彼ら
の体自体に意識が向いていない可能性がある（自分の殻に閉じこもり、
外界を認識する事が困難なため）。彼らは、刺激に対して反射的な運
動を示すという潜在意識の中にいきている。
具体的には・・・
① 人ごみ、騒音や大きな叫び声等は避けられるべきである。
② このレベルの人の世界に入る様にコミュニケーションスキルを総
動員する
③ 風船バレーなどの反射レベルで実施可能な活動を提供する
④ 快刺激の入力が重要となる。

ADL項⽬ 内容 P E S R

１．⼊浴/洗体

⼊浴/洗体とも⾃⽴して⾏え、ときどき開始するのに少しだけ援助を
要する
タオルに⽯鹸を付けてもらう必要があり、洗体時にワンステップご
との指⽰を要する
ほとんど他者の介助を必要とするが、促しがあれば顔や⼿を拭くこ
とができる
⼊浴や洗体は全⾯的に介助が必要である

２．着⾐

何を着るかについて計画でき、棚から⾃分の服を選択し、正しい順
序で着ることができる
何を着るかについて計画では援助を必要とするが、⾐服の認識やど
のように着るかはわかっている。ただし、着⾐の順序については援
助が必要である。
何を着るかについての計画やどの順序で着るかについては援助が必
要であるが、段階ごとに誰かの指⽰があれば、着⾐の動作は⾏うこ
とができる
何を着るか、着る順序や仕上げまで全⾯的に介助が必要である。介
助者に協⼒して⼿⾜を動かせるかもしれない

３．⾷事

橋やスプーンなどの適切な⾷器を使って、⾃⽴して⾷べることがで
きる
スプーンを⽤いて⾷事ができる。⾷べ物を⼩さく切り分けることに
介助が必要な場合もある
⼿指を使ってのみ、⾷事を⾷べることが可能である。
全介助で⾷べさせてもらっている

４．他者との交流

社会的交流を⾃分からは始めることができ、他者のニーズに対
応することができる
他者の存在に気づき交流を求めるが、⾃分のニーズに主な関⼼
があるかもしれない
他者の存在に気づいているが、⾃らからかかわることなく相⼿
からの交流を開始することを待っている
直接⾝体的な接触があるとき以外は、他者の存在に気づいてい
ない

５．集団活動技能

集団活動において他者とかかわり合い、交代で活動したり道具
を使⽤したりできる
集団活動において他者とときどきかかわり合い、気まぐれで集
団に出たり⼊ったりする
集団の中で他者の存在に気づいており、他者と並んで活動がで
きるが、主に⾃分の活動に注意を向けている
１対１の密な注意を向けられているとき以外は、集団の中で他
者に気づいていない

６．コミュニケーション技
能

適切な交流に注意を払い、⼀貫性のある話ができ、複雑な⾔語
技術を使うことができる
簡単な⾔語技術を使うことができるが、ボディランゲージは不
適切で⼀貫性がないかもしれない
⾔語的な交流に対して、主にボディランゲージを⽤いての反応
になるかもしれない。理解⼒は制限される
接触、アイコンタクト、表情などを⽤いた直接的な⾝体的かか
わりを通してのみ、他者に反応ができる。

７．応⽤的活動（⼿芸、家
事、園芸）

活動を実⾏する計画を⽴て、⽬標を念頭にいて、慣れ親しんだ⼀連の仕事ができ
る。しかし、問題解決に⽀援が必要であるかもしれない
最終的な結果より、⾏なっていることや作っていることに対しての関⼼が強い。
注意が逸れやすく、⽬的を覚えていられる王に促す必要がある
活動を⼩さな⼯程に分割ｓ流必要があり、⼯程ごとに提⽰する必要がある。複数
の感覚を刺激する課題の⽅が、注意が持続しやすい
活動を実際に⾏うことはできないが、他者との⾝近な接触、⾝体的感覚を刺激さ
れるような体験に反応することはできる

８．物品の使⽤

計画的に物品を使⽤したり、⾒えない物を探す能⼒がある。物品が慣れた/いう
もの場所にないとき（例：洗⾯⽤品や化粧品が⼾棚の中にあり⾒えない場合）は
苦労するが、どうにか探しだすことができる
視野内にある物なら、適切に物品を選択できる（例：洗⾯⽤品が洗⾯台横の棚に
あって、⾒える場合は使⽤できる）

たまたまあった物品を使⽤するが、その使い⽅は不適切かもしれない

⼿の上に置かれ物を握るかもしれない。しかし、それらを使おうとはしない

９．新聞や雑誌を読むこと

内容を理解して関⼼を⽰し、ページをめくりながら⾒出しや写真を⾒ることがで
きる
ページを無作為にめくり、他者から指摘された箇所には注意を向けることができ
る
新聞を⼿に持ち、持っていることを感じているかもしれないが、指⽰がなければ
ページをめくろうとしない。内容に関⼼を⽰すこともない
⼿に新聞が触れると握るかもしれないが、⼿から離すこともできないし、握り続
けることもできないかもしれない

合計
注意：チェックの合計が同数となり、複数の活動レベルに別れた場合には、現時
点では低いほうの活動レベルを採⽤するが、より⾼い活動レベルに⾏こうできる
潜在能⼒を有している
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生活歴
•なぜ今までの生活を聞くのか？

どう介入につなげていくのか？

リハビリ介入時には
触れることの大切さ

IAIR-TGAについて
●組織滑走法: IAIR TGA (Tissue Gliding Approach) 

外力に対する結合組織の変化
【伸張、移動、分離】

↓
組織間の滑走

組織間滑⾛不良 ⾝体機能制限

組織間滑⾛を促し、結合組織に
変化を加えることが狙い

表⽪
真⽪

⾓⽪下層

⽪下組織

結合組織

筋膜

筋

⾻膜

⾻

IAIR-TGAについて
●組織滑走法: IAIR TGA (Tissue Gliding Approach) 

IAIR-TGAについて
●組織滑走法: IAIR TGA (Tissue Gliding Approach) 

外力に対する結合組織の変化
【伸張、移動、分離】

↓
組織間の滑走

組織間滑⾛不良 ⾝体機能制限

組織間滑⾛を促し、結合組織に
変化を加えることが狙い

伸張、移動、分
離
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胸郭TGAの⼿順
1.肋間に指を沈める
2.表層の組織を滑⾛させるようにスライド


