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臨床では、認知症の人の“周囲が困る言動”を、すぐ
に「BPSD」という傾向に感じます。 
BPSDとは何か正しく説明できますでしょうか？ 
 

「この症状はBPSDだから非薬物療法が第一選択。ま
ずは環境調整を･･･」となったり、逆に「まずは、薬
物で言動を落ち着かせればよい･･･」 
その様なステレオ的思考になっていませんか？ 
 

BPSDは非薬物療法が第一選択ですが、薬物療法の併
用が有効なものもあります。非薬物療法も周囲の人
的/物理的環境の調整を含め非常に複雑ですが、BPSD
は改善が期待できるものです。 
 

適切にアセスメントし、適切に対応できる能力が求
められます。 



BPSDとは何か？ 
正しく理解する 



BPSDとは何でしょうか？ 

•Behavioral and Psychological 
Symptoms of Dementia の略 

•日本語では“認知症の行動･心理症状” 

•中核症状/周辺症状との混乱→要注意 

 

中核症状 

認知症の行動･心理症状 

記憶障害、 
見当識障害、失語、 

失行、失認など 

徘徊 
 

 多動 
 

収集癖 

妄想 
 

幻覚 
 

アパシー 

  不安 
 

抑うつ  
 

  誤認 

暴言･暴力 
 

不潔行為 
 

不適切な性的行動 
介護への抵抗 

心理症状 行動症状 



•国際老年精神医学会のシンポジウムで定義 

 

 

 

 

 

BPSDとは何でしょうか？ 

“Symptoms of disturbed perception, 
thought content, mood or behavior 
that frequently occur in patients with 
dementia” 

「認知症患者にしばしば出現する知覚や思考内容， 
 気分あるいは行動の障害の症状」 

(IPA consensus group 1996) 

IPAの公式サイトを参照くださいhttp://www.ipa-online.org/publications/guides-to-bpsd 

詳細は 

The IPA Complete Guides to BPSD – Specialists Guide 

International Psychogeriatric Association 



• BPSDの罹患率は？ 

 

 

 

 

•なぜ、BPSDに配慮が必要ですか？ 

 

BPSDがなぜ大切なのでしょうか？ 

・95%以上の認知症の人にBPSD (Brodaty, Draper et al, 2001; Steinberg 

et al, 2004; Aalten et al, 2005, Scarmeas et al, 2007) 

・80%以上が18か月以上にわたり持続（特に妄想やうつ、
異常な行動） (Steinberg et al, 2004) 

・BPSDは生活機能や認知機能の低下、入所と関連 (Scarmeas et 

al, 2007) 

BPSDは以下につながる 
・障害の悪化、・入院/入所期間延長、・早期の入所、 
・本人や家族の苦悩とQOL低下、・経済的負担の大幅増加 
・介護者の負担感増加と抑うつなど 

(Black, et al, 2004; IPA, BPSD slide kit, 2011) 



Causes of BPSD 

• Biological Factors 

 Genetic 

 Neurotransmitters 

• Structural Changes 

• Clinical Factors 

• Psychological & Personality Factors 

• Social & Environmental Factors 

• Caregiver Factors 

BPSDの原因は何でしょうか？ 

( International Psychogeriatric Association, BPSD slide kit, 2011) 

BPSDの原因 

・生物学的要因 

 遺伝的 

 神経伝達物質 

・構造変化 

・臨床要因 

・精神的/個人的要因 

・社会的と環境要因 

・介護者要因 



最も一般的で、対応が必要かつ困難なBPSD 
・心理症状→妄想、うつ、幻覚、不眠、誤認、

不安 
・行動症状→暴力、徘徊、不穏 
 

中等度の対応の必要度がるBPSD 
・興奮/焦燥感、ペーシング障害、文化的に不
適切な行動、大声、性的逸脱行動 

 

一般的で対応可能、入院に直結しないBPSD 
・泣く、ののしる、繰り返しの質問、後追い、

apathy 

BPSDにはどの様な症状がありますか？ 

The IPA Complete Guides to BPSD – Specialists Guideより翻訳、一部改変 



BPSDを正しく理解する 

例えば．．． 

・脳の構造/機能変化に伴う神経学的視点 

・精神的プロセスや心理的視点 

→両面からの理解が大切 

・FTDにおける前頭前皮質周辺の器質的変化 
  →社会的行動障害(脱抑制),易怒性 
・DLBにおける後頭皮質の機能障害→幻視 
・見当識障害→徘徊 
・家族からの疎外感や喧嘩→徘徊 
・役割喪失,認めて欲しい→嫉妬妄想 
・周囲からの邪険な扱い→易怒性 



BPSDを正しく理解する 

The IPA Complete Guides to BPSD – Specialists Guideより翻訳、一部改変 

・精神的プロセスや心理的視点から 
認知症の人は多くの苦悩を感じている可能性がある。一般的に介護者は、
丁寧で穏やかに対応するが、時に望ましくない方法で対応することがある。
これを説明する3つのモデルがある。 

●学習理論：人々が注意を喚起すると行動が増強される 
 例：入居者が騒がしい時は職員が関与するが、静かな時は職員が無視している 
 対応：静かなで落ち着いている時にもっと注意を払うことで、叫ぶことが減る 

●アンメット･ニーズ理論：挑発的/挑戦的行動は、人間としての意味ある活動や感
情的妥当性、社会的相互作用への欲求 

 

 例：重度認知症者は、このニーズを声に出したり行動に起こせない 
 対応：身体的運動や社会的関与の欲求は運動プログラムで対応可能な場合も 

必要とされていることが満た
されていない状態のこと 

●ストレス閾値モデル：認知症によりストレス閾値が低下するため、ストレスのレ
ベルが過剰な際に不適応な行動につながる 

 対応：緊張の徴候に配慮、リラクゼーション提供でストレスを許容レベルに低減 



BPSDの基本原則① 
• BPSDは心理的な要素により誘発される 

•専門職や介護者はBPSDの出現を予防また
は、頻度や重症度を低下させるべき 

•先のモデルに基づき、以下を目指すべき 
 

•社会的に適切な行動を促す 

•社会的交流と意味ある活動機会の創出 

•刺激が強すぎたり弱すぎない様に調整 

 

The IPA Complete Guides to BPSD – Specialists Guideより翻訳、一部改変 



•感覚障害、機能障害、文化的孤立等の  
軽減を図るために以下を支援をする 
 

•めがねや補聴器の適切な調整で 
•歩行補助具と適切な運動による移動性の
促進 
•通常の鎮痛法や身体運動、ポジショニン
グによる疼痛改善 
•定期的なトイレ誘導と失禁補助による失
禁の最小化 

•シンプルで短い文章 

•ネイティブへの単語/アイコンカード 

 The IPA Complete Guides to BPSD – Specialists Guideより翻訳、一部改変 

BPSDの基本原則② 



•介護者が本当に治療的な方法で認知症の
人の様々なニーズを満たすために関わる
には、以下の個人に関する知識が必要 

•文化と家族に関する背景 

•個人的なライフストーリー 

•以前の趣味と技能 

•好き嫌い（例:食事、活動、ケア） 

•身体的健康状態 

The IPA Complete Guides to BPSD – Specialists Guideより翻訳、一部改変 

軽度の認知症の人はこれらの情報を自分自身で提供できる 
より重度の場合は、家族にこれらの情報を確認するべき 

BPSDの基本原則③ 



せん妄とは区別する 
•認知症とせん妄は適切に鑑別されるべき 

•基本的には質的な意識障害 

•入院中にせん妄を合併した高齢患者の1年
以内の死亡率は35～40％ (Moran JA, et al, 2001)  

•入院中高齢者の25～40％で合併 (Inouye SK, 1994) 

•適切なアセスメントが重要 
スクリーニングツール：日本語版NEECHAM混乱/錯乱スケール，CAM-
ICU（The Confusion Assessment Method for the Intensive Care Unit），
ICDSC（Intensive Care Delirium Screening Checklist）などがある． 

急性/亜急性の症状進行、症状の顕著な変動 
興奮を伴う幻視、精神活動の変化と場合によって羽ばたき振戦 

asterixis 

注意すべき徴候 



BPSDのポイント ～まとめ～ 

• DLBの幻視は脳の神経生物学的変化による
中核的な症状であるが、BPSDである 

• FTDの脱抑制的言動も、前頭前野の機能低
下によるものだが、BPSDである 

•二次的に生じる周辺的な症状という理解に
固執しない。 

• BPSDに対する配慮は非常に重要 

•せん妄とは区別すべき 

• BPSDの第一選択は非薬物療法(基本的に) 

• BPSDは複数の要因で症状が変動 

• BPSDは改善可能性がある 

認知症といえばAlzheimer‘s disease dementia (ADD)という時代の遺産!? 



各BPSDの症候について 
正しく理解する 



BPSD各論 ～妄想～ 

・認知症の原疾患により異なるが、ADDには多い 
・認知症、特にADDにおける代表的な妄想 
 ①ものを盗られる（最も一般的で盗害妄想はADDで頻回） 

 ②自宅の家ではない（誤認とも分類される） 

 ③配偶者(介護者)が悪者である（誤認とも分類される） 

 ④放棄された（被害的、施設に捨てられた、家族が素っ気ない） 

 ⑤不誠実（嫉妬妄想も含め、配偶者や近親者が不誠実だと） 

・①は18～43％、④は3～18％ (Tariot and Blazina, 1994) 

・ADDの43.5％に妄想(Deutsch et al, 1991) 、妄想のある認知
症者の80％で暴言/暴力(Gilley et al, 1997) 

・各個人のpersonal historyが妄想や幻覚/幻視の性質に
影響する(Pai, 2008) 

The IPA Complete Guides to BPSD – Specialists Guideより翻訳、一部改変 



BPSD各論 ～妄想の対応～ 
・妄想に説得は役立たない 
 

・盗害妄想の対応ではなく、その人の言動への対応 
 

・妄想の背景を探る努力 
 例：記憶障害や不安→盗害妄想 
 例：記憶障害/不安/寂しさ＋夫の無理解→嫉妬妄想 
 

・妄想だけでなく、他の症状や周囲の関わり方などを
包括的にアセスメントする 

 例：焦燥感と嫉妬妄想が強い事例に、ChEIの中止と
家族支援で、非常に笑顔で落ち着いた 

 

・妄想は家族介護者やcaregiverの負担感が強い 
 具体的に周囲が何に困っているかを明確にする 



BPSD各論 ～うつ～ 

・うつ症状は一部の認知症に大きな影響を及ぼす 
・対象の多くがADDの研究で、抑うつ気分は40～50％、
大鬱病性障害は10～20％少ない (Wragg and Jeste, 1989) 

・ADD患者の5年間にわたる縦断研究では、1年以上の
抑うつ気分の再発率は85％ (Levy et al., 1996) 

・うつ病歴ありは、ADDでうつ病発症の機会増加 
・中等度～重度のうつ病診断は、言語機能などの低下

により実施しにくい。以下の症状は要注意 
 急で不可解な言動、全体的な抑うつ気分と喜びの喪

失、企死念慮/自殺願望、うつ病の既往や家族歴、
認知機能の急速な低下 

The IPA Complete Guides to BPSD – Specialists Guideより翻訳、一部改変 



BPSD各論 ～Apathy～ 

・BPSDの最も一般的症状の1つ(Lyketsos et al., 2000) 

・認知症者の初期～中期の50％ 
・ADDの進行と共に増加し(Turro-Garriga et al., 2009) 、持続する

とADDにおける生活機能低下の要因(Lechowski et al., 2009)  
・表情、社会交流、声調、感情表出、主体性などが減

少し、うつと誤認される可能性 
・うつとの鑑別は重要！うつには抗うつ薬、apathyに

はChEI等による恩恵の可能性(Padala et al., 2010) 

・Geriatric Depression ScaleやApathy Evaluation Scaleを
用いたり、日常生活場面から観察する 

・身体機能の廃用や低栄養にもつながりやすい 

The IPA Complete Guides to BPSD – Specialists Guideより翻訳、一部改変 



BPSD各論 ～不安～ 

・不安は他のBPSDと関連、または独立して出現、割合
はADDよりVaDで高く、重度では軽減(Seignourel et al., 2000) 

・カナダの不安障害の罹患率調査では、ADやその他
の認知症群で16％、同年代健常対照群で4％ (Nabalamba 

et al., 2010) 

・経済状況や健康の心配など漠然とした不安を訴え、
今までは苦にしなかったことを心配したりする。 

・今後の予定などを繰り返し介護者に質問するGodot 
syndromeは、永続的になると介護負担が大きい 

・放置されることへの不安は後追いのようにも表現さ
れ、ADDでは暗闇/旅行/群衆/入浴で不安誘発もあり 

・基本的には不安の背景を探り安心の提供を！ 

The IPA Complete Guides to BPSD – Specialists Guideより翻訳、一部改変 

ゴドー症候群 



BPSD各論 ～幻覚～ ポイント 

・幻覚は幻視や幻聴が多い 
・ADDでは中期以降に、DLBでは初期から 
・高齢者の場合は、視力や聴力の低下に伴い
幻視や幻聴が生じることも 

 (例)聴力低下→幻聴→妄想性障害 
・BPSDの第一選択は非薬物療法だが、幻覚
に対しては、薬物療法が有効な場合も 

・適切な専門医療が必要 
・幻視は、環境調整が有効な場合も 
・本人は感じているので否定せず 
・周囲は理解し難いため、虐待の可能性も 

←安心させる方法も 



ADD･DLBでみられた初期BPSD 
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長濱康弘：BPSDの初期症状，老年精神医学雑誌  26(増刊-1):  40-46, 2015.より引用作成 



DLBの精神症状の分類と頻度 

（長濱 康弘，松田実：因子分析に基づくDLBの精神症状の理解，老年精神医学雑誌 21(増刊Ⅰ)：92-97，2010より引用･一部改変） 

人物の幻視（67%） 
実体意識性（28%） 
 

動物・虫の幻視（30%） 
物体の幻視（24%） 
 

要素性幻視（7%） 
幻聴（6%） 
体感幻覚（2%） 

人物の誤認（18%） 
幻の同居人（10%） 
Capgras症状（4%） 
場所の重複記憶錯誤（4%） 
 

人物の重複記憶錯誤（8%） 
 

実際はいない家族が 
         家にいる（5%） 
亡くなった身内が 
        生きている（5%） 
 

物体の誤認（24%） 
場所の誤認（13%） 
テレビ誤認（3%） 
その他の誤認関連症状（3%） 

盗害妄想（15%） 
迫害妄想（12%） 
 
心気的妄想（2%） 
嫉妬妄想（2%） 
妊娠妄想（0.7%） 

幻覚及び関連症状
80.7% 

誤認及び関連症状
51.0% 

妄想及び関連症状
26.9% 



誤認について 
誤認（misidentification）  
  →「実在の外的刺激に対する誤った認知あるいは知覚」 

カプグラ症状（Capgras symptom） 
→家族/親友などが瓜二つの替え玉（偽者）に置き換わる 

フレゴリ症状（Fregoli illusion） 
→目の前の人物の外見の相違は認めながら，存在（中身）が特定の人物と同一と主張す
る。通行人を妻と言い張る 

重複記憶錯誤（reduplicative pararnnesia） 
→本来1つのものが複数存在すると主張．対象が「人物」、「場所」と両者並存の場合あり．
「妻と全く同じ格好をした人がいる．1人は怖い人，もう1人はよく家のことを知っている人」 

単純人物誤認（simple misidentification of person） 
→重複の要素を伴わない人物誤認症状． 

幻の同居人（phantom boarder） 
→他人が家の中に住んでいるとの誤認識．姿は見えないので幻視と異なる 

（長濱 康弘：誤認症候群の臨床，老年精神医学雑誌 27(8), 2016. より引用･一部改変） 



（長濱 康弘：誤認症候群の臨床，老年精神医学雑誌 27(8), 2016. より引用･一部改変） 

誤認（misidentification）  
  →「実在の外的刺激に対する誤った認知あるいは知覚」 

“いない身内が家にいる，亡くなった身内が生きている” 
→という誤認は幻の同居人と似ているが，対象が家族や友人など身近な人物である． 

場所誤認 
→重複の要素を伴わない場所の誤認症状である．自宅にいるのに「ここは自分の家で
はない」． 

TV徴候（TV sign） 
→テレビのなかの人物や場面を現実と混同．テレビの登場人物と真剣に議論をする. 

鏡現象（mirror sign） 
→鏡やガラスに映る自分の姿を第三者と認知し、会話などする 

誤認について 



BPSD各論 ～幻視/症例～ 

レビー小体型認知症の幻視に関するエピソード 
 

レビー小体型認知症の80代男性宅の風景。テーブルの対側に立てかけてある座布団
の模様に対し、「そこにネコがいる」と訴える。胴体はこたつに入っている。頭だ
けが見える（矢印先端）。右に少しゆっくり動いている」と訴える。模様を一部隠
すと、「どこかに消えた」と答える。他にも、小さい女の子、黒い虫などが見え
る。ある日、症例が「この女の子（幻視）にご飯をあげたのか？」と妻に言う。妻
はびっくりして「どこにいるの？触ってみて」と言ったので、症例が触ろうとした
ら「消えた」という。 

標準作業療法学専門分野～高齢期作業療法学～第3版，医学書院．P.130 山口智晴担当部分より 



BPSD各論 ～幻視/症例～ 
症例の枕元はすりガラス 
    → 「夜中にネコが枕元に来る」 

この様な反射や陰も見間違えの原因になることもある 

覚醒によって変動することが多い 
本人はよく自覚していることが多い 



①病識有無の評価 

②病識獲得の可能性の評価 

③幻視の機序と治療方針を説明 

④病識がある場合の介入 ⑤病識がない場合の介入 

主に患者への介入 
・幻視の予防や対処法の工夫を提案 
・環境整備の提案 
 

家族への介入 
・幻視についての専門的な説明 
・幻視の予防や環境調整の協力を得る 

主に家族への介入 
・幻視の機序と治療方針を詳細に説明 
・環境整備の提案 
 

患者への介入 
・幻視は危険なものや怖いものではない
と説明 
・不安感を紛らわせる工夫を提案 

期待される効果 

幻視の受容、不安・恐怖感の軽減 
幻視の出現頻度の低下、幻視内容の質的な変化 

あり 
なし 

なし あり 

病識獲得 病識獲得なし 

DLBの幻視に
対する心理的
介入法の概要 

太田一実ほか：精神医学53(9) :845-853,2011. 藤城弘樹ほか：老年精神医学雑誌27(8) :862-869, 2016. より引用作成 



BPSD各論 ～興奮/攻撃～ 

・興奮は場にそぐわない言葉や声、運動で表現される 
・認知症の興奮は複雑な現象で、認知症原疾患の神経
生物学的変化や合併症の要因、精神的/社会的/環境
的要因などが病前性格と相まって表現される 

・暴力/暴言は社会的接触の乏しい認知症者に多く、
暴言はうつや痛みなどとの関連。興奮は妄想や脱抑
制とも強く関連、介護者の負担が最も高いBPSDの1
つで、入院/入所の予測因子(Gaugler et al., 2009). 

・服薬状況(ChEIなど)も正確には把握する 
・前頭葉症状に対するアセスメントも必要 
・介護者の関わり方など、興奮のトリガーを探る 

The IPA Complete Guides to BPSD – Specialists Guideより翻訳、一部改変 

参考：Agitationのスケール→Cohen-Mansfield Agitation Inventory; CMAI 



BPSDに対する 
家族支援 
（家族教育/家族指導） 



・介護者の苦悩や認知症者と介護者との関係性悪さは
BPSDを悪化させる可能性が高い 

・病前の関係性が悪いと、認知症者の動揺した振る舞
いを意図的な挑発と誤解し、怒りの逆襲で状況悪化
につながる可能性がある 

・不適当な介護は、妄想(Riello et al., 2002)、興奮(Hamel et 

al., 1990)、活動性亢進(de Vugt et al., 2004)と関連 
・触れることは基本的に穏やかなコミュニケーション
に必要だが、場合によっては個人空間の侵害として
興奮を強める。個別対応が必要(Marx and Werner, 1989) 

・介護者の心理療法的介入で、BPSDは軽減/排除で
きる可能性がある(Ballard et al., 2000; Haupt et al., 2000) 

BPSDにおける介護者の要因 

The IPA Complete Guides to BPSD – Specialists Guide 4.5 



・認知機能や身体機能、生活機能障害自体よりもBPSDが介護

者に最大の負担(Gitlin, 2012a; Levy et al., 2012; Machnicki et al., 2009; 

Pinquart and Sörensen, 2003; Savundranayagam et al., 2011; 
Savundranayagam and Montgomery, 2010) 

・攻撃性、脱抑制行動、興奮、夜間の混乱、不安、精神症状、
アパシー、大声、うつ、徘徊が最も負担で早期入院につなが
る症状とされる(Desai et al., 2012) 

 ただし、個々のBPSDの状況により負担は異なる(Allegri et al., 

2006; Barth et al., 2011; Bowen et al., 2012; Garavello et al., 2010; Lee and 
Thomas, 2011; Matsumoto et al., 2007; Okura and Langa, 2011; Ornstein 
and Gaugler, 2012; Ornstein, 2012; Rocca et al., 2010; Zweig et al., 2012). 

・BPSDに対する介護者の反応も重要。介護者で対応スキルも
異なる。ため、全ての介護者が同様の問題を抱えるとは限ら
ない。 

介護者の負担に関連する要因 

The IPA Complete Guides to BPSD – Specialists Guide 4.5 



非常に重要→妄想、幻覚、うつ、脱抑制的/破壊的行動 
いくらか重要→男性、若い発症、ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ障害 
疑わしい/重要でない→認知症のタイプ、重症度、認知状体、

生活機能、罹病期間 

負担の予測因子 ・予測因子（認知症者の特徴） 

・予測因子（介護者の特徴） 
ケア提供者はケアマネより高負担、配偶者＞親戚、女性＞男
性、最も接触が多く近い介護者、対処に不慣れ、家族や友人か
らの支援が少ない、認知症の影響や対応に関する知識不足、発
症前からの関係性の悪さ、特に敵意や批判といった高いレベル
の否定的態度やネガティブな感情、人格の影響、両者の役割の
不一致 
・保護因子（介護者の特徴） 
家族や友人といったインフォーマル支援、認知症の影響や対
応に関する知識、成熟した対応技能(問題解決力など)、サ
ポートグループ(家族会など)、介護提供者の信頼など 

The IPA Complete Guides to BPSD – Specialists Guide 4.5 



BPSDを悪化させる介護者の言動 

・認知症者の習慣や環境を突然変化させる 
・力ずくの強要（特定の着衣方法、特定の服を強要） 
・認知症者の能力を超える要求をする 
・認知症者に過度に批判的 
・認知症者のニーズを無視 
・過度に厳格的で支配的 
・何かを覚えさせるために反復して質問や教示をする 
・認知症者に怒りや攻撃性を表現する 
・怒ってしまう 
・幼児扱いして話しかける 

これらの介護者の有害な言動は、認知症者が更なるストレ
スに対処できないと、致命的な反応を誘発する可能性あり 

The IPA Complete Guides to BPSD – Specialists Guide 4.5 



初
期 

本人の状況 

 自信や自尊心の低下、意欲減退、不安、焦燥、抑うつ、 挫折感や絶望感 

本人への支援 

 心理的葛藤や苦悩の緩和を図る心理的サポート、実生活上の問題への理解と対応について教育的アプローチ 

家族の状況 

将来の不安、根本的治療が確立していない不安、どの様に自分が介護すればよいかの混乱や心理的葛藤 

家族への支援 

 支持的精神療法（心理的葛藤、挫折、不安、混乱への対応） 
 病状や経過に関する情報提供、 実生活上の問題解決に向けた具体的助言 

中
期 

本人の状況 

 認知症の行動･心理症状（BPSD）が著明となる 

本人への支援 

 回想法やり針ティ･オリエンテーションなどでの情緒面の安定化 

家族の状況 

 家族への依存度が高まり、それを受け入れることの困難さに直面、家族の心理的ストレスがかなり大きい時期 

家族への支援 

 行動異常や精神症状、生活障害についての理解促進、 
   それらへの具体的な対応方法（環境整備や社会資源活用）の助言 

後
期 

本人の状況 

 ADLの自立度がさらに低下 

本人への支援 

 この時期では家族への支援が中心となる、最期まで尊厳のある生活が送れるための支援 

家族の状況 

 家族による身体的介護の必要性が高まる 

家族への支援 

 介護資源の有効活用による介護負担軽減、状況に応じた環境調整の指導、具体的な介護方法の指導 

 アルツハイマー型認知病の各病期における心理教育 

松田修：高齢者の認知症とサイコエデュケーション．老年精神医学雑誌17(3)：  302-306，2006を基に作成 



【認知症治療では患者と周囲の人との関係性を
修復する視点に立つことが重要である】 

 

松田実ほか：老年精神医学雑誌  20(増刊-1):  104 -112, 2009 

【認知症を生きるためには，認知症の人の不
自由を受け入れ，孤立させず話しかけ，指摘
を少なくする手立てを講ずることが肝要にな
る．認知症の早い時期での心理教育が本人，
家族にとって重要である．】 

 

高橋幸男：老年社会科学  32(1):  70-76, 2010. 

話してもらわないと始まらない。 
聞き上手にならないと？ 



これまでのまとめ 



まとめ  
• DLBの幻視もFTDの脱抑制的言動もBPSD 

• 旧来の考えに固執し、BPSDという言葉で片付け
ない、複数要因に配慮する 

• BPSDに対する配慮は非常に重要 

• せん妄とは適切な鑑別 

• BPSDは複数の要因で症状が変動 

 →非薬物療法のためには多面的/包括的な 

  アセスメント。薬物療法の併用も。 

• BPSDは改善可能性がある 

•介護家族に対する支援も非常に重要 

• 認知症の人がhappyに生活する支援を 

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 

新オレンジプランの基本的考え方 



前橋市認知症初期集中支援チームモデル事業実績 
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（データ:H25年8月～H26年11月末） 

認知症重症度（生活障害）尺度 介護負担感尺度 行動障害尺度 

家族指導
が重要 

山口智晴ほか：前橋市における認知症初期集中支援チームの活動実績と効果の検討，Dementia Japan 29(4) : 586-595, 2015 


