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認知症患者を支
える

外来看護の役割
・

各部門との連携

認知症がある患者が
外来受診をする際の注意点
　認知症は，症状が軽い段階で診断を受

け，適切な治療を受ければ，薬物療法で

進行を遅らせたり，症状を改善したりで

きる場合があります。そのため，早期発

見・早期診断・早期治療が重要となって

きます。

　しかし，家族が「認知症では？」と疑

いを持ったとしても，本人が病院に行き

たがらず，受診を勧められたことでプラ

イドや心が傷つき，家族に不信感を抱く

ことがあります。また，家族が躊躇し，

受診へつなげられないケースもあります。

「痴呆」という用語から改称された今で

も，「認知症になると何も分からなくなっ

てしまう」という誤解や偏見はなくなら

ず，受診の妨げになっていると考えられ

ます。

◆外来受診へのつなげ方
　受診へのつなげ方として，①健康診断

（脳ドック），②家族の同伴，③家族以外

の知人からの紹介，④信頼しているかか

りつけ医からの紹介などがあります。当

院でも，事前に外来と連携し，受診へつ

なげることができたケースが何例かあり

ます。また，受診を拒否する人のために，

2018年４月より「認知症初期集中支援

外来受診をする際の注意点

チーム」が全市町村に設置されていま

す。相談すると，チームメンバーが自宅

まで来てくれるサービスもあります。

◆外来受診時の注意点
　自宅で生活している認知症の人の場合，

外来受診時の様子だけではなく，自宅で

の生活状況の情報収集が重要になってき

ます。認知症看護のアセスメントの視点

として，患者の日常生活動作，身体機能，

家族の介護力などを具体的に確認しま

す。患者やその家族が何に困っているの

か，限られた時間の中で両者から情報を

収集し，今起こっている問題の背景を知

り対策を考える必要があります。家族が

いない場合は，地域包括支援センターや

認知症患者の
サポートに欠かせない

社会資源と各部門との連携

独立行政法人労働者健康安全機構

中部ろうさい病院
認知症看護認定看護師　滝沢なぎさ
2004年中部労災病院入職。整形外科病棟で経験
を積み，一人の患者との出会いをきっかけに認知症
看護に興味を持つ。2010年兵庫県看護協会認定看護師教育課程を修
了し，2011年認知症看護認定看護師の資格を取得。病棟でスタッフとし
て働きながら，認定看護師や認知症ケアチームの一員として，多職種と
認知症看護の質の向上を目標に活動している。

◆病院概要
病床数：556床　　看護師数：500人
診療科：整形外科，呼吸器内科，循環器内科など28診療科
１日平均入院患者数：422.4人　　平均在院日数：14.9日
施設基準：愛知県がん診療拠点病院，愛知県地域医療支援病院，
愛知県災害拠点病院（地域災害医療センター），日本医療機
能評価機構認定病院（一般病院），臨床研修指定病院

〈外来概要〉
外来看護職員数：看護師長１人，看護師長補佐１人，看護師40
人，委託24人，看護補助者13人
その他：認知症ケア加算１
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訪問看護師，ケアマネジャーなど，認知

症の人を地域で支えている多職種から情

報収集をします。

認知症のある患者を
サポートする各種制度の理解
◆介護保険制度（図１）
　介護保険は，さまざまなルールや手続

き，審査や更新など，初めて利用する人

にとってはハードルが高いと思われてい

ることがあります。しかし，認知症の人

とその家族にとって，とても助けになる

制度です。

　日本の昔からの風習として，親や配偶

者の介護をするのは当たり前と，24時間

365日頑張る人がいます。しかし，毎日休

みなく続く介護は，身体的にも精神的に

も負担となり，介護疲れを起こしてしま

います。介護保険は，介護される側を支

援する制度と思われがちですが，介護す

る側を支援する制度でもあります。

　互いが良い状態でなければ，介護を続

けることは困難となります。介護者が自

分の時間をつくり，リフレッシュするため

に，デイサービスやショートステイの利

用を勧めています。申請などのサポート

として，医療ソーシャルワーカー（MSW）

が担当することもありますが，看護師か

らも家族へ情報を提供していけるとよい

と思います。

サポートする各種制度の理解
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●施設サービス
•特別養護老人ホーム
•介護老人保健施設
•介護療養型医療施設

●居宅サービス
•訪問介護　•訪問看護
•通所介護　•短期入所サービス
　　　　　　　　　　　　など●地域密着型サービス
•小規模多機能型居宅介護
•夜間対応型訪問介護
•認知症対応型共同生活介護 など

●介護予防サービス
•介護予防通所介護
•介護予防通所リハビリ
•介護予防訪問介護　　など

●地域密着型介護予防サービス
•介護予防小規模多機能型居宅介護
•介護予防認知症対応型
　共同生活介護　　　　　など

●介護予防事業

●市町村の実情に
　応じたサービス

図１　介護保険制度利用の流れ

厚生労働省：公的保険制度の現状と今後の役割（平成30年度）
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◆成年後見制度１）

　認知症，知的障害，精神障害などの理

由で判断能力が不十分な人は，不動産や

預貯金などの財産を管理したり，身の回

りの世話のために介護などのサービスや

施設への入所に関する契約を結んだり，

遺産分割の協議をしたりする必要があっ

ても，自分でこれらのことをするのが難

しい場合があります。このような判断能

力が不十分な人を保護・支援するのが，

成年後見制度です。

　成年後見制度には法定後見制度と任意

後見制度があり，ここでは法定後見制度

の類型である「後見」「保佐」「補助」（表）
について解説します。

【後見】
対象：判断能力がほとんどない人
　精神上の障害（知的障害，精神障害，

認知症など）によって判断能力を欠く常

況にある人を保護します。大体，常に自

分で判断して法律行為をすることはでき

ないという場合です。

　家庭裁判所は本人のために成年後見人

を選任し，成年後見人は財産に関するす

べての法律行為を本人に代わって行うこ

とができます。また，成年後見人または

本人は，本人が自ら行った法律行為に関

しては，日常行為に関するものを除いて

取り消すことができます。

【保佐】
対象：判断能力が著しく不十分な人
　精神上の障害（知的障害，精神障害，

認知症など）によって判断能力が特に不

十分な人を保護します。簡単なことであ

れば自分で判断できるが，法律で定めら

れた一定の重要な事項については援助し

てもらわないとできないという場合です。

　家庭裁判所は本人のために保佐人を選

任し，さらに，保佐人に対して当事者が

申し立てた特定の法律行為について代理

権を与えることができます。また，保佐

人または本人は，本人が自ら行った重要

な法律行為に関しては取り消すことがで

きます。

【補助】
対象：判断能力が不十分な人
　精神上の障害（知的障害，精神障害，

認知症など）によって判断能力が不十分

な人を保護します。大体のことは自分で

判断できるが，難しい事項については援

類型 開始の
本人の同意

自己財産の
管理・処分開始の申し立て

重度
•判断能力が全く
ない人

中等度
•判断能力が著し
く不十分な人

軽度
•判断能力が不十
分な人

後見

保佐

補助

•本人
配偶者，４親等の親族，
検察官，市町村長など。

•成年後見受任者，任意
後見など。

•成年後見人，保佐人，
補助人など（類型を変
更する場合）

不要

不要

必要

代行
本人の同意不要

常に援助
本人の同意必要

必要時援助
本人の同意必要

原則必要

原則必要

原則不要

医師の
鑑定書認知症の程度

表　法定後見制度の種類
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助をしてもらわないとできないという場

合です。

　家庭裁判所は本人のために補助人を選

任し，補助人には当事者が申し立てた特

定の法律行為について，代理権または同

意権（取消権）を与えることができます。

　審理期間は個々の事案により異なるた

め，一概には言えません。鑑定手続きや

成年後見人などの候補者の適格性の調

査，本人の陳述聴取などのために，一定

の審理期間を要することになります。多

くの場合，申し立てから法定後見の開始

までの期間は４カ月以内となっています。

◆日常生活自立支援事業
　社会福祉法に基づき，認知症の高齢者

や知的障害者，精神障害者などで不十分

ながら一定の判断能力を持つ利用者が，

可能な限り地域で自立した生活を継続す

るために，社会福祉協議会が行う事業で

す。比較的軽微な法律行為を含む福祉

サービスの利用，それに付随する金銭管

理を行います。本人または代理人と基幹

的社会福祉協議会との間の委任契約に基

づいて実施されます。生活保護を受けて

いる人を除いて有料です。

〈援助内容〉
・福祉サービスについての情報提供

・福祉サービス料の支払いの援助

・日常的な金銭管理の援助

・福祉サービスについての苦情解決制度

を利用するための援助

・通帳，権利書，印鑑などの保管

◆認知症の病期に応じた
社会資源の活用の仕方

　本人の判断能力に応じて利用できる制

度は図２のとおりです。日常生活を送る
のに不安が出てきた段階で，社会資源の

手続きを行い，先を見据えた対応をする

ことが必要です。認知症と診断を受けた

時点から，いろいろな手続きをする必要

があります。

地域との連携
　重度の要介護状態となっても，住み慣

れた地域で自分らしい暮らしを人生の最

後まで続けることができるよう，住まい，

医療，介護，予防，生活支援が一体的に

提供される地域包括ケアシステムの構築

地域との連携

図２　本人の判断能力に応じて利用できる制度

本人の判断能力の状況

判断能力あり

日常生活
自立支援事業

法廷後見

任意後見

日常生活に送るのに
不安がある 不十分 著しく不十分 欠ける

利
用
で
き
る
制
度

成
年
後
見
制
度

日常生活自立支援事業生活自立支援事業

日常生活自立支援事業と
成年後見制度の併用利用

任意後見開始
（任意後見監督選任）
任意後見開始

成年後見制度

任意後見契約
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を実現するためには，多職種との連携が

大切であり，互いに顔の見える関係をつ

くる必要があります。退院前カンファレ

ンス・退院支援カンファレンスは多職種

が集まって話し合いをするため，積極的に

参加し，顔を広げていくことが大切です。

事例
　当院には，地域の訪問看護師やケアマ

ネジャーなど，院外施設から当院の認定

看護師に相談できる「認定看護師相談シ

ステム」があります。当院では13分野18

人の認定看護師がおり，専門的知識・技

術を地域の人々に有効活用してもらうた

め，ケアで困っていることや学習会など

の相談を受けています。

　相談方法は，院外施設の相談者が「認

定看護師相談用紙」に相談したい内容を

記載し，FAXで地域連携室に送り，その

後，認定看護師が相談元へ連絡して相談

を受けるという方法をとっています。院

外施設からの相談は，地域連携および在

宅支援強化を目的に始めました。次に紹

介する症例は，認定看護師の相談システ

ムを活用して，訪問看護師とケアマネ

ジャーから相談があった事例です。

【患者情報】
　Ａさん，女性，80代。腎不全のため，月
に１回腎臓内科を定期受診している。ま
た，乳がんの手術後のため，年に１回フォ
ローアップ目的で外科を受診している。
外科受診は，腎臓内科の受診日と予約を
合わせている。CTやエコーの検査は受診
日とは別の日に行うことが多い。当院へ

は公共交通機関を利用して通院している。
【相談内容】
　訪問看護師からの相談は，カレンダー
に受診日などが分かるように明示してあ
り，電話連絡もしているが，受診につな
げることができない。カレンダー式で内
服の管理をしているが，内服し忘れも目
立ってきている。近隣にある連携先の病
院であれば，ホームヘルパーの付き添い
も可能であり，徒歩で行くこともできる。
採血のデータで内服調節しており，デー
タがすぐに出る病院へ通院した方がよい
ことは分かっている。しかし，内服や通
院ができていない状況が心配であり，今
後の治療方針について相談があった。
【外来での様子】
　外来ではここ数カ月，受診日に受診で
きていないことが多くなっていた。外来
看護師が電話連絡すると，「行き先を間
違えてバスに乗ってしまった」「受診を
忘れていた」と言われる。訪問看護師も
受診できていないことを把握しており，
前日に受診があることを伝えたり，受診
日の朝に自宅へ訪問したりしても，受診
できないことが続いていた。また，受診
日ではない日に受診し，検査や診察の途
中で帰ってしまうエピソードもあった。
　認知症の診断は受けていないが，認知
機能の低下があり，日付が分からず，内
服管理もできなくなってきていた。カレ
ンダー式で内服管理をしているが，日付
の認知機能が低下し，飲み忘れが目立っ
てきている。日常生活動作は自立してお
り，要介護１の判定で，訪問看護を２週

事例
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に１回，ホームヘルパーを週２回，デイ
サービスを週１回利用している。デイサー
ビスの日に迎えに行っても，自宅に不在
のこともある。Ａさんは一人暮らしで，
弟が１時間離れたところに住んでいる。
弟も持病があり，Ａさんのところへ定期
的に面会には行けず，電話連絡で済ます
ことが多い。弟へ外来受診の協力を依頼
したが，「自分も高齢であり，支援はで
きない。医療者側で何とかしてほしい」
と言われた。ほかに頼れる身内はいない。
【カンファレンスの内容】
　内科ブース担当の外来看護師と外来看
護師長，入退院支援看護師に，訪問看護
師とケアマネジャーから相談があったこ
とを伝え，患者の対応について話し合っ
た。外来看護師も受診できないことが多
いことを気にかけていた。話し合いの結
果，疾患の管理・安全に通院するという
視点から，近隣の病院へ通院した方がよ
いのではないかということになった。
　そこで，内科ブース外来看護師は腎臓
内科医師へ近隣の病院へ紹介が可能か相
談し，また，外科ブース看護師から乳が
んのフォロー体制を外科の担当医師へ相
談してもらうことになった。入退院支援
看護師が窓口となり，近隣の病院での受
け入れ状況の確認や訪問看護師やケアマ
ネジャーとの調整役を担ってもらった。
当院へ通院が継続となった場合，受診方
法や診察時間の配慮など，対応を再度検
討することにした。
【その後の経過】
　腎臓内科・外科共に，近隣の病院への

通院が可能となり，乳がんのフォローに
関しても，術後５年経過しており，有意
事項があれば当院へ紹介してもらうこと
になった。近隣の病院への受診は地域の
支援者の力を借りて，定期的に通院がで
きている。その病院では当院より診療時
間が長く，訪問時に不在でも再訪問し，
病院へ行くという対応をしている。ま
た，公共交通機関を使わず通院できるこ
とで，事故や迷子になるリスクを減らす
ことができた。
事例からの学び
　各外来ブースで情報を共有したり，入

退院調整看護師を含めて他部門との情報

共有を行ったりして，解決策を見つけて

いくことが重要です。この事例は看護師

のみで行いましたが，事例によっては

MSWや薬剤師，地域の医療スタッフと

共に患者への対応を考えていく必要があ

ります。外来看護師の役割として，多職

種との連携，調整，検討内容の管理を行

うことが大切です。

まとめ
　新オレンジプランでは，「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」

ことを基本的な考えとし，その実現に向

けた７つの柱の２番目として，「認知症

の容態に応じた適時・適切な医療・介護

等の提供」を打ち出しました。医療・介

護・地域などの多職種が連携し，認知症

の人に最もふさわしい場所で，適切な

まとめ
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サービスが提供できるシステムづくりが

必要とされています。認知症患者とその

家族にとって最善の医療とケアを提供す

るために，病院と地域の医療・介護職

が，それぞれの職種の強みを活かした働

きをし，連携していくことが重要です。

　認知症は高齢になればなるほど，発症

する危険性が高まります。歳を取れば誰

にでも起こり得る身近な病気です。現在

の医学では，基本的に認知症を根本的に

治すことはできませんが，進行を遅らせ

ることはできます。2025年問題は間近

に迫っています。認知症の人とその家族

を支える職種が，認知症の専門的な知識

と対応力を磨き，認知症の人とその家族

が最期まで笑顔で生活できるように支援

することが求められています。

引用・参考文献
１）成年後見制度完全マニュアル：成年後見制度の種類 
https://www.seinen-kouken.net/1_syurui/index.html
（2019年９月閲覧）
２）厚生労働省：公的保険制度の現状と今後の役割（平成
30年度）

３）中島紀惠子他編：認知症高齢者の看護，医歯薬出版，2007.
４）日本看護協会編：認知症ケアガイドブック，照林社，2016.
５）池添志乃他：特集　認知症の人と家族へのケア，家族看
護，Vol.21，P.10～44，2013.

６）山吹知之：家族介護者を支えるための視角と方策，日本
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７）松下年子：家族介護者と共依存，日本認知症ケア学会誌，
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現場でよくある間違い・トラブルに強く！ どの薬剤が自分にどのような影響を及ぼす
危険性があるかを知る！

中別府 多美得氏
東京女子医科大学病院 看護師長
がん化学療法看護認定看護師

１．がん化学療法の基礎知識 
原則を理解し、インフォームドコンセントでの
意思決定支援に活用しましょう

２．がん化学療法の安全な投与管理
抗がん剤の「なぜ」を知ることで投与管理に強い看護師を目指しましょう
１）抗がん剤曝露 ～防護はどこまで必要？
２）血管外漏出 ～「漏れない」予防と「漏れた」対応　ほか

３．薬剤の知識と副作用対策 
薬剤の特徴を理解し、的確な説明、予測、対応ができる看護師を目指しましょう
１）骨髄抑制 ～G-CSF製剤って何？
　   FN対策としての予防的投与（ジーラスタ）と治療的投与
２）悪心・嘔吐 ～初めが肝心！！予防に勝るものはなしほか

４．患者ケアの実際
継続ケアの中で患者さんの療養上の悩みをキャッチして支援しましょう
１）EGFR阻害剤による皮膚障害のある患者への援助 
２）脱毛に不安のある患者への援助 

プログラム プログラム

がん化学療法基本の理解と
予測・対応のスキル

安心・安全・安楽な投与管理と
副作用対策で療養上の悩みを支援！

大阪
20年 2/22（土）
田村駒ビル

名古屋
20年 1/18（土）
縁（えにし）ビル

［時間］10：00～16：00

日総研 14392ねらい・お客様の声は 検索検索

本誌購読者 15,500円　一般 18,500円参加料／税込 本誌購読者 15,500円　一般 18,500円参加料／税込

中西弘和氏
同志社女子大学 薬学部 医療薬学科
臨床薬学教育研究センター 教授／博士（薬学）

大阪
19年 11/30（土）
田村駒ビル

［時間］10：00～16：00

日総研 14861学習のねらいは 検索検索

１．がん化学療法の基礎のおさらい
　●抗がん剤の理解　●薬剤別の危険性
　●体への影響について～染色体異常・流産発生率・急性症状 等　ほか

２．抗がん剤曝露の機会とその対策
　●調剤時　●与薬時　●運搬時（保管）　●廃棄の際　ほか

３．曝露の経路とその対策
　●空気中の吸入　●接触による吸収　●経口摂取　ほか

４．安全な取り扱いのために
　●安全キャビネット　●PPE　●スピルへの対応と訓練　ほか

５．組織としての対策　●管理部門　●その他
　 ～抗がん剤投与時、抗がん剤廃棄時などに
　 　ついての曝露対策マニアル作成　ほか

６．まとめのグループワーク・質疑応答

      抗がん剤曝露の影響と
日常で起こり得る場面で
出来る曝露対策

最新！

アクティブラーニング～自主的な双方向の学びを実践するため
各単元で簡単なまとめを行います。
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