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認知症作業療法における 
アセスメントとマネジメント 

アップデートモデル研修 



アセスメント 



介護老人福祉施設の認知症高齢者に対する 

作業療法プログラムの有用性の検討 

対象：46名 

介入：作業療法プログラム（評価に基づいて提示した複数
の作業活動から対象者自身が活動を選択して実施） 

評価：MMSE、CDR、DBD、FIM、AD‐HRQL-J 

結果：介入群と対照群を比較した結果，BPSDの改善が
認められた．また，介入前後と介入1ヶ月後の評価結果を
比較したところ，介入群の認知機能，重症度，BPSD，
ADL，QOLは維持されたが，対照群のそれは悪化した． 

精神科治療学26(9): 1169-1176, 2011 



プログラム介入群と非介入群のBPSDの比較 
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BPSD 

中核症状とBPSD 

治 療 

治療的ケア 

リハビリ 

実際の生活
や介護に困
る症状 

認知症の症状 
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全般的重症度の評価尺度にはどのようなものが 

あるか 

 全般的重症度の評価尺度 

 ・Neurobehavioral Cognitive Status Examination（COGNISTAT） 

 ・Clinical Dementia Rating（CDR）：観察式の認知症評価法として国際的に最も汎用 

   されており，家族,介護者からの情報を得た後に，被検者に質問を行う.  

   ADNI（アルツハイマー病脳画像診断法の先導的）研究で採用されている． 

 ・Functional Assessment Staging（FAST）：Aｌzheimer病(AD)の重症度を主としてADLに  

   重点を置いて7段階に分類する． 

 ・N式老年者用精神状態尺（NMスケール） 

 ・Repeatable Battery for the Assessment of NeuropsychologicaI Status（RBANS） 

 ・Global Deterioration Scale（GDS） 

 ・Cognitive Drug Research System（CDR system） 



認知症のスクリーニング検査にはどのようなものが
あるか 

 A.被検者への質問式の検査 

 ・Mini-Mental State Examination（MMSE） 

 ・改訂版長谷川式簡易知能評価スケール（HDS-R） 

 ・時計描画テスト：Ciock Drawing Test（CDT） 

 ・The Seven Minutes Screen（7MS） 

 ・N式精神機能検査 

 ・The Cognitive Abilities Screening instrument（CASI） 

 ・Memory lmpairment Screen（MIS） 

MMSEのスクリーニング法としての感度，特異度，尤度比は十分満足のいくもの
であり，現在,世界的に最も多く使用され，これまでに得られたデータの豊富さを
鑑みても，MMSEは最も優れたスクリーニング検査であるといえる． 



BPSDの評価尺度にはどのようなものがあるか 

 BPSDの評価尺度 

・Neuropsychiatric lnventory（NPI）： 

   妄想，幻覚，興奮，うつ症状，不安，多幸，無為，脱抑制，易刺激性，異常行動 

  の10項目の精神症候を評価する．各項目のスコアは頻度（1～4の4段階）×重症 

  度（1～3の3段階）で表され（1～12点），10項目で合計1～120点となる．博野らに 

  よって日本語版が作成されている.  

・Behave-AD： 

  Alzheimer病のBPSD評価であり，新薬の治験でよく用いられる．日本語版なし． 

・Cohen-Mansfield Agitation Inventory（CMAI）： 

   認知症高齢者における一定期間内の具体的な行動障害の出現頻度を，介護 

  者が評価する．攻撃的行動，非攻撃的行動の2つのカテゴリーに分けて評価さ 

  れる．本間らによって日本語版が作成されている. 



BPSDの頻度と作業療法士が介入したBPSD 

 ADにおけるBPSDの頻度（Shimabukuro 2005） 

 日本ではアパシー（無気力）：97％，妄想：62％，易刺激性：60％，不快感：53％，不

安：51％，異常行動：47％，興奮：47％，脱抑制：31％，幻覚：26％，快活/多幸：14％ 

 認知症の原因疾患別にみられるBPSDの症状としては，VDにおいてはうつ状態が 

多く認められ，ADではアパシー,妄想，幻覚，易刺激性，異常行動等を認める． 

 作業療法士が関わるBPSD（上城 2016） 

 作業療法士が介入したBPSDは，行動症状89件（81％），心理症状21件（19％）で

あった．行動症状では，「他者とのトラブル｣，「俳個｣，｢言いがかり・繰り返しの訴え｣，

「拒否｣，「無為・無関心」の順に多く，在宅系（31件,35％）に比べ施設系（58件，

65％）の対象者に多く観察された． 

上城憲司，他：認知症の人に対する作業療法実践の文献研究 ‐41の事例報告‐．作業療法35：83-96，2016 



最近１週間程度の，状態についてお答えください． 

Dementia Behavior Disturbance Scale（DBD） 

0：全くない 1：ほとんどない 2：時々ある 3：よくある 4：常にある 

 1．同じことを何度も何度も聞く 

 2．よく物をなくしたり、置き場所を間違えたり、隠したりする 

 3．日常的な物事に感心を示さない 

 4．特別な理由がないのに夜中に起き出す 

 5．根拠なしに人に言いがかりをつける 

 6．昼間、寝てばかりいる 

                          ・・・・etc  13項目 



ADLの評価尺度にはどのようなものがあるか 

 ADLの評価尺度 

・Physical Self-Maintenance Scale（PSMS）/Inrumental Activities of Daily Living（IADL） 

  家族，介護者からの情報に基づき評価する．極めて簡便で日常診療の中で活用  

 可能である検者の職種（医師，看護師，臨床心理士等)間で高い相関が得られた． 

 

・N式老年者用日常生活動作能力評価尺度（N-ADL） 

  ADL能力をいくつかの項目に分類し，それぞれを点数化して評価する．動作能力  

 は日常生活での動作能力，すなわち歩行/起座，生活圏，着脱衣/入浴，摂食， 

 排泄といった項目に分類されている．HDS-R得点との高い相関が確認されている． 

 

・認知症のための障害評価票：Disability Assessment for Dementia（DAD） 

・AIzheimer‘s Disease Cooperative Study-ADL Scale（ADCS-ADL） 



STEP2 Google Scholarを使った文献検索 



STEP2 Google Scholarを使った文献検索 



STEP2 Google Scholarを使った文献検索 



STEP2 Google Scholarを使った文献検索 



作業療法士協会版  

認知症アセスメント 



大枠で臨床像を捉える 

時間をかけて細部の評価：50％ 

・どんなタイプの認知症？ 

・過去の事例を想起 

・精神機能や運動機能など 

50％ 

類型化 

・経験から当面の対応を検討を行い実施 

作業療法士協会版 認知症アセスメント 



対象：在宅の認知高齢者２５４名 

評価：日常生活や行動障害の 
        出現度合いなど１１６項目 

1.基本情報 2.身体機能 

3.行動障害・精神症状の状態 4.ＡＤＬ 

5.ＩＡＤＬ 6.高次脳機能面 

7.生活健康スケール 8.介護負担感 

9.支援ネットワーク 

アセスメント作成のための評価 



統計処理：因子分析 

８つの指標が、状態像を示す鍵になることが判明 

①日常関連動作 

②基本動作および移動能力 

③他者への迷惑行為 

④落ち着きのなさ 

⑤異食・不潔行為 

⑥物盗られ・つじつまの合わない話 

⑦せん妄・昼夜逆転 

⑧飲み込み 

アセスメント作成のための評価 



統計処理：クラスター分析 

６つの状態像を抽出することができた  

①ちょっとしたもの忘れタイプ 

②とりつくろい・穏やかタイプ 

③体は元気、不安の強いタイプ 

④周囲との摩擦が多いタイプ 

⑤体も弱って、混乱も強いタイプ 

⑥ひっそり・ごそごそタイプ  

Nishikyushu University  

アセスメント作成のための評価 
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とりつくろい・穏やかタイプ 
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行動障害の程度  



体は元気、不安の強いタイプ 
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周囲との摩擦が多いタイプ 
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体も弱って、混乱も強いタイプ 



ひっそり・ごそごそタイプ 
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マネジメント 



早期退院のための認知症リハビリテーション介入 

治療病棟・疾患センター 
療養病棟など 

ポイント1 
入院・入所の「理由」をアセ
スメントする！ 

リハ実施計画書 
・・・・・・・
・・・・・・・
・・・・・・・
・・・・・・・
・・ 

施設等への
申し送り 
・・・・・
・・・・・
・・・・・
・・・・・ 

PT ST OT 

トラブル発生 

療養病棟 

OT 

自 宅 

施 設 

入院長期化 

家族が入院を決意 

ポイント2 
入院は短期間（約1ヶ月～
3ヶ月），できれば自宅へ！ 

ポイント3 
入院してきた「理由」を 
軽減させる介入を行う！ 

家族支援，情報提供 

ポイント4 
家族の介護力を高める支
援を入院時より行う！ 
施設に対しては，病院で
の上手くいったケアを申
し送る！ 

 集中的なリハビリテーション 
  ・認知症短期集中リハ 
  ・認知症リハビリテーション料 


