
中等度認知症高齢者のケアとリハビリテーション特集１

認知症高齢者のための園芸活動とは？
　園芸活動とは，人が生きている植物の生長過程に主体的にか

かわる，例えば種まき，水やり，施肥などの動作体験をするこ

とによって植物が生長変化し，そのことにより人は感覚体験を

得るというように，人と植物とが相互作用していることを言い

ます。このような関係はペットや動物との間でも成立します

が，植物の特徴は沈黙して動けないことです。つまり，植物で

はとりわけ人間がその変化や反応に気づき，世話する必要があ

ることから，相互作用はより強くなると言えます。その相互作

用によって，認知症の人には植物の生長変化による喜びなどの

感情表出が促され，開花時期や収穫期によって見当識が強化さ

れるなどの短期的効果があり，心身が安定していて自発的に思

いや意思を表出できる状態を示すwell-beingをもたらす可能性

があります。

　図１に示したように，認知症は徐々に進行し，無気力，無表

情で日々の時間を過ごすようになるなど，慢性的かつ持続的な

経過をたどるといった特性があるため，園芸活動の効果が長く

持続することは期待できないものととらえるべきです。つま

り，園芸活動は，認知症の症状を持続的に改善させたり，機能

の自立を目指すことではなく，むしろ，植物の刺激を媒体とし

て，活動中や活動終了直後，あるいは活動期間における生活の

中で，認知症の人に楽しくて充実した時間，落ち着いてゆっく

りとした時間，集中して作業に取り組む時間の頻度や機会が増

えること，個々の認知症の人の潜在能力が引き出され，well-

beingがもたらされることに意味があると言えます。

園芸活動を始める前にすべきこと
◆認知機能障害の有無や程度を知る
　認知症であるかそうでないかのふるい分けをするための代

表的な検査としては，改訂長谷川式簡易知能評価スケール

（Hasegawa's Dementia Scale-Revised：HDS-R）やMini-Mental 
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特集2　高齢者の生活習慣病 予防と治療・ケア

　生活習慣病は加齢と共に増加する疾患

であるが，食や生活様式の欧米化により

若年者においても増えてきている。生活

習慣病，特に脂質異常症は動脈硬化性疾

患のリスク因子として重要であり，動脈

硬化性疾患は生命予後に直結するだけで

はなく，幸い一命を取り留めたとしても

その後の生活の質に大きな悪影響を及ぼ

すことになる。さらに，動脈硬化性疾患

により高齢者の日常生活動作（activities 

of daily living：ADL）が低下すると，要

介護や寝たきりにつながるため，家族や

医療経済にも影響する社会的な問題でも

ある。

　超高齢社会を迎えたわが国において，

高齢者における脂質異常症の考え方は重

要である。とかく脂質異常症を含む生活

習慣病の治療において，高齢者のエビデ

ンスは乏しいのが実情であるが，本稿では

これまでの報告を基に高齢者における脂

質異常症管理の考え方について概説する。

高齢者における脂質異常症と
動脈硬化性疾患との関連性
　動脈硬化性疾患（冠動脈疾患，脳血管

疾患，末梢動脈疾患など）の最も重要な

リスク因子は加齢であり，当然のことな

がら高齢者の方が若年・成人に比較して

動脈硬化性疾患のリスクは高い。しかも，

高齢者では脳血管障害や冠動脈疾患を発

症した後の予後も不良であり，要介護状

態となるリスクが高くなる。加齢は強力

な動脈硬化性疾患のリスク因子であり，

脂質異常症などほかのリスク因子の寄与

度は相対的に小さくなる。しかし，高齢

者においても脂質異常症の管理をおろそ

かにしてはならない。

　高齢者では血中コレステロールと冠動

脈疾患リスクの間に関連性を認めないと

する報告もあるが，いくつかの疫学研究

において，成人と同じく高齢者でも高コ

レステロール血症が冠動脈疾患の危険因

子であることを示す報告がある。米国フ

ラミンガム在住の65歳以上の男女2,501

人を対象とした疫学研究において，「男

性」「左室肥大」「収縮期血圧高値」「高

血糖」「喫煙」と共に高コレステロール

血症が冠動脈疾患発症のリスク因子であ

ることが明らかとなっている（相対リス

ク1.8倍）１）。さらに，米国人4,066人を対
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高齢者における脂質異常症治療の考え方
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高齢者の睡眠障害とケア特集 3

はじめに
　睡眠の障害を呈する疾患は多種多様で，

日常診療でしばしば遭遇する。高齢者に

おいては，頻度が増加する睡眠障害も多

いほか，特に注意を要する睡眠障害もあ

る。高齢者で多く見られる睡眠障害とそ

の治療について，また，認知症高齢者に

おける睡眠障害，睡眠障害を持つ高齢者

の看護のポイントについて概説する。

高齢者で多く見られる
睡眠障害とその治療
　睡眠障害の国際的な分類・診断基準と

しては，睡眠障害国際分類（International 

Classification of Sleep Disorders, 

3rd edition：ICSD-3）が広く用いられ

ている１，２）。主な睡眠障害を表に示す。
睡眠障害の診断にあたっては，本人への

問診に加えて，家族への問診も重要であ

り，質問紙や睡眠日誌などの主観的指標

も用いられるが，夜間の睡眠状態を評価

するためには客観的指標が重要であり，

多くの睡眠障害の診断においては終夜睡

眠ポリグラフィ（Polysomnography：

PSG）による検査が必要となる。PSGは，

睡眠の質や睡眠中の異常を脳波や各種セ

ンサーを用いて客観的に記録するもの

で，睡眠障害を診断する上での標準的検

査である（図１）。これらの所見を総合
して，睡眠障害の診断がなされる。

　高齢者においては，不眠症や睡眠時無

呼吸症候群，レストレスレッグス症候群

などの頻度が高く，神経変性疾患や認知

症との関連も高いREM睡眠行動障害な

ども見られやすくなる。また，加齢変化

による睡眠の質的低下も相まって，高齢

者においては睡眠障害への対処は重要で

ある。次に，高齢者の診療で遭遇するこ

との多い睡眠障害を取り上げ，診断と治

療について解説する。

◆不眠症
　不眠症（Insomnia）は，入眠や，中

途覚醒・早朝覚醒・熟眠障害といった睡

眠維持の問題があり，日中の眠気や倦怠

感，集中力の低下など何らかの日中症状

を伴うものを言う。年齢と共に不眠の訴

えは増加し，睡眠薬の使用量も増加する

ことが知られている。不眠症治療に用い

られることが多い睡眠薬については，高

用量・多剤併用や，筋弛緩作用，反跳性
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高齢者の睡眠障害の特徴と治療
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連載 第３回

高齢者施設における感染対策
1983年現・国立病院機構熊本医療センター附属看護学校卒業後，社会福祉法
人済生会熊本病院入職，2002年に感染管理専従看護師としてTQMセンター配
属。2004年に感染管理認定看護師認定取得。2007年から2008年まで日本感
染管理ネットワーク代表理事。2009年から日本環境感染学会評議員。2011年
国際医療福祉大学大学院保健医療福祉研究科看護学専攻修了。同年，山口県
立大学看護研修センター感染管理認定看護師教育課程主任教員として赴任。
2012年から山口県立大学看護栄養学部看護学科講師を兼任し，現在に至る。

山口県立大学　看護栄養学部　看護学科
講師／感染管理認定看護師　家入裕子

感染対策における清掃の基本

重点箇所を押さえた清掃を心がける
　表１に示したとおり，さまざまな病原
菌微生物が比較的長期間に環境表面で生

存している１）。現在流行中の新型コロナ

ウイルスについても，エアロゾル状態で

３時間，プラスチックやステンレスでは

72時間まで感染性があるという研究結果

が報告されている２）。このような環境由

来の病原微生物からの感染症を予防する

ため，隔離予防策のためのCDCガイドラ

感染対策における清掃の基本
インでは，患者ケア医療環境における高

頻度接触表面を頻回に清掃（通常１日１

回以上）することが推奨されている３）。

高齢者施設においても，感染に対する抵

抗力の弱い高齢者の集団生活が行われて

いることや，インフルエンザや感染性胃

腸炎などを発症した人も生活しているこ

とから，入所者や職員が頻繁に手を触れ

る箇所，例えばドアノブ，手すり，ベッ

ド柵などの清掃を重点的に行う必要があ

る（図１）。
　通常の清掃時は，必ずしも消毒薬を用

基本とポイントを押さえて
正しく清掃をしよう！

掃除後のエアロゾル，媒介後の生存

広範囲の汚染など

血液による環境の汚染

救急病棟

媒介物の汚染

広範囲の環境汚染

流し台の排水

熱傷ユニットの広範囲の汚染

広範囲の環境汚染

無孔の表面で24～ 48時間

便器で≦14日，カーペットで≦12日

７日

便器で24～ 72時間

カンジダ・アルビカンス：３日

病院の床で５カ月

ガラススライド上で７時間

乾燥環境で≦９日，プラスチック表面で２日

カウンター表面で≦58日

インフルエンザ

ノロウイルス

Ｂ型肝炎ウイルス

SARS（コロナウイルス）

カンジダ

クロストリジウム・
ディフィシル

緑膿菌

MRSA

VRE

病原体 環境汚染のタイプ 生存期間

Hota B. Contamination, disinfection, and cross-colonization：are hospital surfaces reservoirs
for nosocomial infection? Clin Infect Dis. 2004；39（8）：1182-1189.より引用，改変

表１　病原微生物の環境表面における生存期間
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連載 第４回

2003年自治医科大学卒業後，茨城県立中央病院にて初期
研修。2005年北茨城市立総合病院に勤務。2007年城里町
七会診療所に勤務。2009年笠間市立病院に勤務。2013年コウノメソッドと
出合う。2017年あやか内科クリニックを開院。自治医科大学出身の医師と
して，９年間茨城県の僻地医療に従事する。公立病院勤務中に患者と家
族を笑顔にしたい一心でコウノメソッドを開始。劇的に改善する患者を見
て，この治療を全国に広げる決意をする。最近は近隣の介護施設・薬局の
有志と共に「薬に頼らず健康をつくる会」を設立。「認知症にならない」予
防と「認知症になっても大丈夫」な診療・環境が整う社会を目指す。

医療法人みまもる会　理事長
あやか内科クリニック　院長　白土綾佳

　今回からは，認知症のタイプごとに具

体的なアプローチ方法を解説します。

アルツハイマー型認知症

　アルツハイマー型認知症は，にこやか

に会話ができて，一見認知症とは分かり

にくく（どこにでもいる隣人），少し前

のことを覚えていられない短期記憶障害

と，空間見当識の低下による迷子・徘徊

症状などが特徴です。

BPSDへの対策
　全タイプに共通する治療のポイントは，

「認知機能改善薬を使ってよいか慎重に

判断する」ということでした。陽性症状

がある人に対して興奮性のある認知機能

改善薬を使うことで，ますます怒りや妄

想が強くなり，火に油を注ぐ結果となっ

てしまうからです。

　アルツハイマー型では，激しく怒った

り，暴力を振るったりすることは少ない

ですが，「財布を盗まれた」などの物盗

られ妄想がよく見られます。物盗られ妄

想については，最も近いところにいるお

嫁さんに矛先が向かうことが多い印象で

す。連日世話をした揚げ句に犯人扱いさ

アルツハイマー型認知症

れるのは，頭では病気だから仕方ないと

分かっていても，介護者の心情的として

はつらいものがあり，人間関係を悪化さ

せます。教科書には「本人の言っている

ことを否定せず，なくした物を一緒に探

してあげましょう」と書かれていますが，

介護者にも自分の生活があります。付き

合う余裕がないこともあるでしょう。

　コウノメソッドでは，基本方針として

「介護者保護主義」を掲げています１）。

どうしても認知症の人と介護者のどちら

かしか守れないのであれば，介護者を守

るという考え方で，介護者に過度の負担

がかかり倒れてしまっては在宅介護が続

けられないためです。

〈物盗られ妄想の処方例〉
①セレネース®（ハロペリドール）0.3mg
細粒×１～２/日

②グラマリール®（チアプリド）25mg×
１～６錠/日

　また，言葉がきつい，頑固で家族に

食ってかかってくる程度の怒りっぽさに

対しても同じ処方です。認知機能改善薬

を使うに当たり，先行して朝１錠，夕１

錠使うことを検討しましょう。

認知症のタイプ別アプローチ方法
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養成講座連載　第10回載
高齢者
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　前回（本誌Vol.27，No.３）は身体拘

束を外す多要素介入についてお伝えしま

したが，今回は身体拘束のガイドライン

について述べたいと思います。本連載の

第７・８回（本誌Vol.26，No.５・６）で

は，身体拘束のガイドラインの一つとし

て，厚生労働省の「身体拘束ゼロへの手

引き」１）に触れました。身体拘束に関する

ガイドラインは，厚生労働省以外にもさま

ざまな学会や諸外国で公開されています。

　ガイドラインとは，クライアントのケ

アに関する意思決定において，医療専門

家を支援するために体系的に作成された

推奨事項の声明２）と言われており，Minds

ガイドラインライブラリにおいて「診療

ガイドラインは，科学的根拠に基づき，

系統的な手法により作成された推奨を含

む文章です。患者と医療者を支援する目

的で作成されており，臨床現場における

意思決定の際に，判断材料の一つとして

利用することがあります」３）と述べられ

ているように，ガイドラインは診療やケ

アの方向性を指し示しています。

　今回は，さまざまな身体拘束に関する

ガイドラインを概観し，身体拘束を外す

方策について検討したいと思います。

身体拘束に関する
ガイドライン・手引きの概要

　日本や海外にある，主に高齢者を対象

とした身体拘束に関するガイドラインの

いくつかを抽出して，その概要を表１に
まとめました。

●身体拘束の定義
　身体拘束とは何を指すのか，その定義

はガイドラインによってさまざまです。

ガイドラインでどのような身体拘束にア

プローチしているか理解をしておくこと

が大切です。Shao-Huan Lanらは，身体

拘束の定義は記事に一貫して明確に含ま

れていない４）と述べており，統一され

た定義は定まっていないようです。定義

が定まっていないため，さまざまな身体

拘束に関する研究を比較・検討すること

が困難であることにも言及されていま

す。日本のガイドラインでは，厚生労働

省が提示した「身体拘束ゼロへの手引

き」による11項目の具体的な行為が引

用されることも多いように思います。

急性期病院での
身体拘束を外す④
～身体拘束のガイドライン

川口市立医療センター
老人看護専門看護師　大友　晋

2002年に埼玉医科大学附属総合医療センター
看護専門学校卒業後，順天堂大学医学部附属
順天堂東京江東高齢者医療センターの認知症病棟に勤務
し，認知症高齢者のケアに従事する。その後，東京ほくと
医療生活協同組合王子生協病院に勤務。その間に東京福祉
大学を卒業し，東北福祉大学大学院と首都大学東京大学院
を修了し，老人看護専門看護師の認定を受ける。現在は，
川口市立医療センターにて急性期の高齢者ケアを実践し
ている。2018年４月から聖路加国際大学大学院看護学研
究科博士後期課程（看護学専攻　DNPコース）に入学。
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