
地域で認知症の人が自分らしく

暮らすための作業を支援する

－理論，モデル，エビデンスが導くより良い実践－
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広島県作業療法⼠会東部地区研修会（平成29年10⽉8⽇） 講演の内容

地域で認知症の⼈が⾃分らしく暮らすために
作業療法⼠が，

どのようなアセスメントを⾏い

どのような⽀援をすべきなのか

作業療法の理論，モデル，研究エビデンスや事例
をもとに考察する．
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どのようにアセスメントや⽀援を進めるか︖

⽊下菊枝（仮名）76歳⼥性 要介護1

3
⽤いる理論やモデルによって異なる︕

• 独居⽣活．介護サービスを拒否して，
⼈の関わりを受け付けない．

• 孤⽴状態にある．

• 訪問介護を拒否して⾷事が⼗分に
摂れていない様⼦．栄養状態が悪化
して痩せてきた．

• 初期集中⽀援や訪問リハの⼀員なら
どのようにアセスメントや⽀援を
進めるか︖

⽬次

1. なぜ認知症の⼈の地域⽀援が重要なのか
2. ⾃分らしさとは
3. 理論とモデル
4. どのように⽀援するか
a. 作業遂行を促進する援助

b. エビデンスに基づく実践

5. 事例検討
6. 作業と結びつく地域を作る
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なぜ認知症の人の地域支援が
重要なのか？

5

地域包括ケアシステム

6

•２０２５年を⽬途に、⾼齢者の尊厳の保持と⾃⽴⽣活の⽀援の⽬的のもとで、可能な限り住み慣れた
地域で、⾃分らしい暮らしを⼈⽣の最期まで続けることができるよう、地域住⺠に対して医療・介護・
福祉などのサービスを関係者が連携して⼀体的に提供する体制を構築する．構築主体は市町村．

•概ね30分以内に必要なサービスが提供される⽇常⽣活圏域（中学校区）を単位．

認知症施策推進総合戦略
（新オレンジプラン，2015年1⽉）

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．

 厚労省が11の省庁と共同で策定．対象期間は2025年迄．
 7つの柱に沿って施策を推進

① 認知症への理解を深めるための普及・啓発の推進
② 認知症の容態に応じた適時・適切な医療・介護等の提供
③ 若年性認知症施策の強化
④ 認知症の⼈の介護者への⽀援
⑤ 認知症の⼈を含む⾼齢者にやさしい地域づくりの推進
⑥ 認知症の予防法、診断法、治療法、リハビリテーションモデル、

介護モデルの研究開発
⑦ 認知症の⼈やその家族の視点の重視

7

標準的な認知症ケアパス（新オレンジプラン）

8



なぜ認知症の⼈の地域⽀援が重要なのか︖

 国の施策（地域包括ケアシステム構築，新オレンジプラン推進）として，
「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」

 この理念を理解し，国策に貢献することが保健医療専⾨職の責務

 クライエント中⼼，作業基盤を重視する作業療法⼠にとって追い⾵

 認知症の⼈の地域⽣活⽀援に貢献すべきとき
 どこで働いていようと，多職種と連携し，その⼈らしい⽣活を構築

するという意識を持って⽀援する必要がある．
 ⽀援の思考が病院や施設の中の⽣活⽀援にとどまっては駄⽬．
 地域の中での⽣活やその結びつきを意識する必要がある．
 医療，介護だけでなく，予防，⽣活⽀援の領域にもっと関わるべき．

9

認知症の訪問に関わる作業療法⼠の数

資 料︓⽇本作業療法⼠協会会員データベース
項⽬ 平成27年

8⽉27⽇
平成29年
10⽉3⽇

会員数 51,005 57,378

訪問看護ステーション勤務 1,295
(2.5)

1,718
(3.0)

訪問看護ステーション勤務
+  ⾎管性認知症（主または従）

16
(0.03)

72⼈
(0.13)

訪問看護ステーション勤務
+  アルツハイマー病（主または従）

13
(0.03)

61⼈
(0.10)

10表の数字は⼈数と（会員⽐％）を⽰す

⾃分らしさとは

作業科学の視点から

パーソン・センタードケアの視点から

11

⾃分らしさ︓作業科学の視点

• アイデンティティが基盤となる．
• アイデンティティとは，他者と区別されるある特定の⼈

であること．⾃⼰同⼀性．
• アイデンティティは，⾃分が思う⾃分らしさと，周囲の

⼈が⾃分に対して抱くその⼈らしさによって表現される

• アイデンティティの危機では，周囲の期待に応えられず，
苦しい状態となる．

• ⼈はある作業を通して，その⼈らしさが確⽴される．

12吉川ひろみ︓作業って何だろう第2版．医⻭薬出版︓29-31,2017

⾃分が思う⾃分 ＝ 周囲が思う⾃分 【アイデンティティ安定】

⾃分が思う⾃分 ≠ 周囲が思う⾃分 【アイデンティティ危機】
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Doing, being, becoming and belonging

Wilcock, Ann Allart : Reflections on doing, being and becoming. Canadian Journal of Occupational Therapy , 65(5): 248-257, 1998
Hitch D, Pépin G, Stagnitti K.: In the footsteps of Wilcock, Part two: The interdependent nature of doing, being, becoming, and 
belonging. Occup Ther Health Care. 2014 Jul;28(3):247-63.

•Doing, being, becoming, belonging
これらが⼈の⽣存と健康を可能にする（Wilcok,2006）

Doing: すること．⼈の⽣存の重要な部分
Being︓⾃分が誰かのことであり，課題をすることで

理解される．学⽣，友⼈，⺟親など
Becoming︓課題に参加することで将来のその⼈らしさ

が⽣まれる
Belonging︓課題を他者と協働することや価値を共有する

ことが集団所属感を⽣む

作業療法⼠は⽇常⽣活のあらゆる場⾯で参加を
促すことに焦点を当てる必要がある

⾃分らしさを象徴する作業
発⾔者 どんな作業を どのようにしているとき どんな意味
⾃分

⾝近な
他者から
の意⾒
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パーソン・センタード・ケア

1980年代後半，英国ブラッドフォード⼤学のKitwoodが提唱したケア
の概念で，パーソンフッド（personhood︔その⼈らしさ）が維持さ
れることを⽬指す。

「その⼈らしさ」とは1⼈の⼈として認められること，尊重されること
を意味する．

認知症になっても「いつでも，どこでも，その⼈らしく」暮らせるよ
うにケアすることが基本理念．

BPSDを介護者の⽴場から「問題⾏動」と捉える従来の視点（old 
culture）ではなく，BPSDは認知症の⼈の⼼の表現なので，その症状
の意味を本⼈の⽴場で理解して対応しようとする視点（new 
culture）を提唱した．

15
村⽥康⼦︓パーソン・センタード・ケア／VIPSの視点を活かす．⼩川真寛，⻄⽥征治ほか編︓認知症をもつ⼈への作業
療法アプローチ．メジカルビュー，122-130, 2014

認知症の⼈のケアの⽬標

認知症の⼈のケアの⽬標はウェルビーイングを⾼めること

ウェルビーイング（よい状態）を⾼めるためには，彼らの
⾝体的ニーズと⼼理的ニーズを満たし，パーソンフッドを
維持することが必要である（Kitwood）．

認知症の⼈は⼼理的ニーズを⾔語ができない．

16村⽥康⼦︓パーソン・センタード・ケア／VIPSの視点を活かす．認知症を
もつ⼈への作業療法アプローチ．メジカルビュー，122-130, 2014

• ⾃分らしさ︓過去との連続している感覚，⾃尊⼼を保つ
• 結びつき︓馴染んできた⼈や物との結びつき
• たずさわること︓⾃分の意味あるやり⽅で何かをし，

影響を与える
• 共にあること︓皆と⼀緒にいると感じること．所属感．
• くつろぎ︓⼼⾝ともにリラックスすること



認知症の⼈の
よい状態（well-being），よくない状態（ill-being）

よい状態の指標 よくない状態の指標
 ⾃信を持っていること
 ⾝体的にくつろいでいる
 ⾃尊⼼をみせる
 ユーモアがある
 社会的かかわりをもつ
 喜びや楽しさを表す
 役に⽴とう，⼿伝おうとすること
 交流を⾃ら始める
 愛情や愛着を⽰す

 相⼿にされない悲しさ，寂し
さがある

 不安，恐れ
 退屈
 ⾝体的苦痛，不快感，痛み
 ⾝体が緊張している
 無気⼒や引きこもり
 動揺
 ⾮常に強い怒り

17
村⽥康⼦︓パーソン・センタード・ケア／VIPSの視点を活かす．⼩川真寛，⻄⽥征治ほか編︓認知症をもつ⼈への作業療法
アプローチ．メジカルビュー，122-130, 2014

⾃分らしさ︓パーソン・センタードケアの視点

 尊厳ある⼀個⼈．過去との連続性をもった，唯⼀無⼆の存在である．

 ⾃分らしさは，その⼈の⼈⽣の物語に関係している．

 記憶障害の認知症の⼈が⾃分らしさを感じるには，周囲の⼈から
補ってもらう必要がある．例）元スナックママさんに冗談を⾔う

 ⾃分らしさが発揮でき，よい状態となるようなケアを⼼がける．

 逆に，⾃分らしさが発揮できても，よくない状態になるケアは回避．

• 無為自閉（Aさんらしい×） ・ 自己卑下・後悔（Bさんらしい×）

• 盗食（Cさんらしい×）

 ⾃分らしさ，その⼈らしさは，⾃分や社会で受けれられる範囲で
発揮できるよう⽀援する．

18

『ヘイゼル・メイ︓パーソン・センタードなケアプランニング．クリエイズかもがわ︓210-215, 2016』
『ドーン・ブルッカー︓VIPSですすめるパーソン・センタードケア．クリエイツかもがわ︓135-137, 2010』

デイサービス「いしいさん家」の実践
作業を通してウェルビーイングを⾼めるにはどうすればよい
か
 70代男性が回廊式の廊下を徘徊していた．⾜が痛くなってもやめるこ

となく徘徊を続けた．

 作業歴を調べたら，元警備員だった．仕事が⽣きがいだった．徘徊の
意味は，警備をしていたのではないか．

 男性に道路交通調査の辞令を出し，⾞の数を数えてもらった．
 徘徊なくなり，⾜の痛みも消えた．

19かけこみドクター（42ʼ10“）

貢献感を持つことが幸福度を⾼める
 他者に貢献することで有能感や⾃尊⼼が⾼まる

「⼈の役に⽴つことができた」
「⾃分は役に⽴つ存在だ」
「価値ある⼈間なんだ」

 ⾃⼰受容，他者貢献は⼈の幸福度を⾼める
（アルフレッド・アドラー19後半，オーストリア，医師）

「現に役に⽴っていなくても⾃分は役に⽴っていると感じられること，
⾃分の存在そのものが他の⼈に貢献していると考えられるようにな
ることが幸福度を⾼める」

「例）場を和ませる，意⾒に同調して会の運営を前進させる」

「役割」を持つことが他者貢献の⼀つの⽅法
20



役割を持つことで幸福度と⾃分らしさが
⾼まった事例
Aさん男性，75歳．

• 10年前から脳梗塞を4回発症，2回の⼤腸がん⼿術をした．
右⼿⾜の軽い⿇痺と軽度認知症がある．症状は意欲減退，
物忘れ（⽕の消し忘れ，同じ質問の繰り返し）．

• 以前の趣味は⼿品だった．

• デイケアでは，⾷事以外は万歩計を付けて
歩く練習をするだけだった．

• 引きごもり勝ちで無気⼒な状態だった．

• 歩⾏は不安定で転倒リスクがあった．

• 4年前に近隣で作業療法⼠がデイサービスを
開業したのでそこに変更した．

21

4年前の姿

デイサービスでの様⼦
• 週に1回利⽤を始めた．
• ここは当⽇のスケジュールを⾃分で決める⽅式だった．
• Aさんは利⽤者の誕⽣⽇に⼿品を披露する役割を頼まれた
• ⽉に2回ほど披露するために家で練習しなければならなく

なった．
• 倉庫から⼿品道具を出してきて練習するようになった．

パソコンを使って演⽬表を作るようになった．
• 「今度，●●さんのためにしてやらんといけん」と不平を

⾔いながらも⾃慢げで嬉しそうに語るようになった．

“世話好きなAさんらしさ”
22

理論とモデル

23

理論がなぜ重要か

理論は専⾨職を導く羅針盤
• 専⾨職と技術職を分けるのは意思決定のために理論を使う
否かである．

• 理論は専⾨職としての⾏為を導き，結果を予測して治療に
当たらせてくれる羅針盤である．

理論の4つの役割
• 作業療法の独⾃性を⽰す
• 作業療法の守備範囲を明確にする
• 実践に妥当性を与える
• 診療報酬を正当化する

24岩崎テル⼦編︓作業療法概論第2版，医学書院



実践と理論は⾞の両輪

実践なき理論は空語に伍し，

理論なき実践は⽅向を⾒失う

元東京⼤学医学部附属病院リハビリテーション部

上⽥ 敏
25

作業療法の理論，モデル

In OT, authors have used many different terms to define similar
concepts (theory, conceptual foundation, frame of reference,
paradigm, practice model). Different authors may provide very
different definitions of the same terms, which can be confusing.
Rather than try to clarify the subtle distinctions across these
definitions, …
OTでは，同様の概念（理論，概念的基礎，参照枠組み，
パラダイム，実践モデル）を説明するために異なる多くの
⽤語を使⽤してきた．同じ⽤語に対して異なる定義が使⽤さ
れているので，混乱が⽣じている．我々はこれらの⽤語の
微妙な違いを明確にせずに論を進める…

26
Shell B., etc.: Willard & Spackman’s Occupational Therapy: 482‐483, 2014

作業療法で活⽤される理論，モデル
• 作業科学 ・⼈間作業モデル
• ⼈－環境－作業モデル ・パーソンセンタードケアモデル
• 運動コントロールモデル ・感覚統合モデル
• ⽣体⼒学モデル ・認知能⼒障害モデル
• 医学モデル ・作業療法の理念
• 精神⼒動モデル ・リハビリテーションモデル

プロセスモデル
• 作業療法実践枠組み（OTPF) ・作業療法介⼊プロセスモデル（OTIPM)
• カナダ作業遂⾏モデル (CMOP) ・作業遂⾏プロセスモデル（OPPM）
• ⽣活⾏為向上マネジメント（MTDLP）

27

『作業療法概論第2版，医学書院』『作業療法概論第3版，協同医書』『 COPM・AMPSスターティングガイド，医学書院』

『作業療法実践の理論，医学書院』『認知症をもつ⼈の作業療法アプローチ，メジカルビュー』『作業って何だろう第2版』

医学モデル
• ⼼⾝機能と構造の操作と変更を通して疾病や外傷の効果を除去した

り抑制したりすること

• 病気やケガという原因がもととなって⼼⾝機能に障害が⽣じ，その
結果として⽣活に⽀障がでる．そのため原因となっている病気やけ
がの治療を⾏うことで，⽣活への⽀障を軽減させようとする考え⽅．

• 個⼈に応じた多様な治療アプローチとならず，病気やけがに対する
画⼀的な治療アプローチとなる．

• ⽂脈から⼈間だけを取り出して検査，治療する傾向にある．

• 例）注意障害を改善するための計算ドリル，橈⾻遠位端⾻折後の
セラプラスト（粘⼟）による握⼒強化，脳⾎管障害後の上肢の運動
⿇痺に対する随意運動回復のためのワイピング，⼿指の把握・
リリースを⽬的としたコーンの移動練習．

28

G キールホフナー︓作業療法実践の理論第4版，医学書院，2014
吉川ひろみ︓作業って何だろう第1班．医⻭薬出版，2008



作業療法実践枠組み
（OTPF: Occupational Therapy Practice Framework）

American Occupational Therapy Association: Occupational Therapy Practice Framework: Domain and Process 3rd

Edition. American Journal of Occupational Therapy, 68(Suppl. 1), S1-S48, 2014 29

作業プロ
フィール

作業遂⾏
分析

介⼊計画
介⼊実施
介⼊振返

成果の
選択と測定

⽂脈と環境⽂脈と環境

⽂脈と環境 ⽂脈と環境

評価

介⼊成果
OTとクラ
イアント
の協働

2002年にAJOTで発表され2014年に3回⽬の改訂がなされた⽶国作業療法協会に
おける作業療法実践の枠組み．作業療法がどのような領域で何をするかを内外に⽰
すために作成された．
領域とプロセスで構成されている．

作業 クライエント
因⼦ 遂⾏技能 遂⾏

パターン
⽂脈と
環境

ADL※

IADL

休息と睡眠

教育

仕事

遊び

レジャー

社会参加

価値，信念，
スピリッチュ
アリティ

⾝体機能

⾝体構造

運動技能

プロセス技能

社会交流技能

習慣

⽇課

儀式

役割

⽂化

個⼈

物理

社会

時間

仮想

※基本的ADL(BADL)やパーソナルADL(PADL)

表 領域（専⾨家の活動範囲，知識や技術の範囲)

図 プロセス（作業とクライアント中⼼）

作業プロフィール
クライアントの背景情報を得るための標準化されていない評価．

クライアントの作業歴，⽣活状況，興味，価値，ニーズを理解し，作業や
⽇常⽣活の問題や関⼼ごとを明らかにする．それらをもとに概略を記述．

プロフィールには過去の経験や興味だけでなく，現在，未来にしたいこと，
する必要があることの質問が含まれる．

AOTA: Occupational Therapy Practice Guideline for Adults with Alzheimerʼs Disease and Related 
Disorders. pp13-15，2010

1. あなたの名前は︖ 2. 今⽇誰ときた︖（家族の紹介）
3. あなたはどこに住んでいるか︖ 4. 住んでいる所を説明して

5. ほかに家族がいる︖どこに住んでる︖ 6. 職歴は︖
7. あなたの記憶と思考能⼒を⾃分の⾔葉で説明して．
8. 家族にあなたの記憶や思考能⼒を尋ねても良い︖
9. 典型的な⼀⽇を説明して（希望する活動，馴染みがあるけどしていない活動）
10. 家族に質問，典型的な1⽇に付加することある︖
11. この評価を通して望むことがある︖
12. 家族に質問，望む成果は何︖

30

作業プロフィールの作成
作業プロフィールの情報を集めるのに有効な標準化された
アセスメントを⽤いる．
• COPM
• 役割チェックリスト
• 作業遂⾏歴⾯接（OPHI-Ⅱ）
• Activity Card Sort

クライエント，家族や介護者とのインフォーマルの会話が
作業プロフィールを強固にする．
• なぜクライエントがなぜサービスを探しているか．懸念事項はクライエント

からか，家族，友⼈や介護者あるいは専⾨家からか．
• 作業歴を作成する．それには経験，クライエントの価値，興味や役割．

31

AOTA: Occupational Therapy Practice Guideline for Adults with Alzheimerʼs Disease and Related 
Major Neurocognitive Disorders. C4-C7，2017

ADOC
（作業選択意思決定⽀援ソフト）

作業プロフィールの例
ティーダは85歳の未亡⼈で⽼⼈保健施設に⼊所している．息⼦のグレッグと

娘のライリは50km離れた場所に住んでいる．彼⼥には記憶障害がある．挨拶
に反応し，強みである⾔語を使って会話に参加することができる．ティーダは
全てのIADLといくつかのADLに援助を受けている．全ての⾷事は⾃室に運び込
まれ，促しにより⾃分で⾷べている．家族は栄養状態を⼼配し，「⾷べるのに
時間がかかり」，⾷事に対する動機も低いと述べている．⾐服の選択には援助
が必要であるが，⼿渡せば着⽤できると家族は報告している．⽇中時々失禁が
ある．彼⼥は⾃室に戻れないことを⼼配しており，室外の活動に参加するのは
わずかである．室内では歩⾏器を使⽤しているが，共有スペースや屋外へ⾏く
ときには⾞いすを使⽤している．

彼⼥は楽しみの活動は読書だけだと⾔う．以前に興味をもっていた活動は，
園芸，料理，ウォーキングやハイキングである．彼⼥はあらゆるジャンルの
読書，例えば新聞や⼩説を楽しんだ．彼⼥は書いてある内容を理解できるとい
うが，家族は疑問に感じている．

娘は施設の活動にあまり参加していないことを⼼配している．ティーダは，
⾃室から離れグループ活動に参加するのを拒否しているが，娘が来た時だけ
参加する．娘は仕事のため週末しか来れない．ティーダは共有スペースで⾷事
を摂ることを拒否するので，⽇中の社会交流は限られている．

32AOTA: Occupational Therapy Practice Guideline for Adults with Alzheimerʼs Disease and Related Disorders. pp38-39，2010



作業遂⾏の分析

作業プロフィールで集められた情報を使って，
取り扱う必要のある作業を特定する．

作業遂⾏を評価する⽅法は，
• 最も⾃然な環境で直接的な観察，
• クライエントの家族あるいは介護者に質問する
• クライエントのカルテを⾒る
• 標準化された評価を使⽤する

作業遂⾏の観察中に，クライエントの強み，問題
の領域を特定する．

33
AOTA: Occupational Therapy Practice Guideline for Adults with Alzheimerʼs Disease and Related 
Major Neurocognitive Disorders. C4-C7，2017

活動の遂⾏⼒の評価のポイント
⽇ごろ活動の様⼦や，テストとしての活動を次の視点で観察する．

１．活動の完了に向かって順序よく進められているか

２．安全性に問題はないか
３．体や⼿の動きは滑らかか
４．問題を引き起こしている原因は何か

⼈の要素︓理解⼒，記憶⼒，視⼒や運動⿇痺など
環境の要素︓机の⾼さ，周囲の騒⾳，机上の不要物品，介助者の過剰な指⽰
活動の要素︓⼯程の複雑さ，活動が要求する技能，活動の意味

５．活動の遂⾏上の強みは何か
⼿続き記憶として残っている部分．

34⻄⽥征治︓認知症をもつ⼈への作業療法アプローチ，メジカルビュー，pp56-61, 2014

AMPS（Assessment of Motor and Process Skills）

• ADLおよびIADLの遂⾏の質を評価する観察型のツール．
• 125課題から2つ以上の課題を選択し遂⾏の質を努⼒性，

効率性，安全性，⾃⽴性の観点で評価．
• 評価項⽬は運動技能（16個の技能項⽬）とプロセス技能

（20個の技能項⽬）で構成されている．
• グラフィックレポートによりロジット値が算出され，

運動技能で2点以上，プロセス技能で1点以上の⼈は地域
で⾃⽴して暮らすことができることが分かっている

35

AMPS（Assessment of Motor and Process Skills）

プロセス技能の項⽬（20）
ペース 開始 ⽚付け
注意 ⼯程の継続 ナビゲート
選択 順序 気づき／反応
物品使⽤ ⼯程の⻑短や省略 順応
取扱い 探索／突き⽌め 調整
⽬標への留意 集約 利益
質問 物品の配列や整理

4 問題が観察されない
3 問題がないかどうか疑問である
2 明らかな遂⾏の遅れ，努⼒の増⼤な

ど問題がある
1 受け⼊れ難い遅れ，努⼒の増⼤，危

険などの著しい問題がある

＜採点基準＞
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どのように支援するか

作業遂行を促進する援助

37

活動の遂⾏を促進する援助の探索

実際に援助しながら有効な援助⽅法を探る．

監 視︓ ⾒守り
監 督︓ 説明・⾒守り．指⽰・指導
実 演︓ ⼿本を⾒せる
⼿がかり︓ ⾔語的，視覚的，触覚的
介 助︓ 初動介助
⾒ 学︓

軽度

重度
38

AOTA: Occupational Therapy Practice Guideline for Adults with Alzheimerʼs Disease and Related Disorders. pp13-15，2010

⽀援のポイント「監視・監督」（１）

① 作業場を整える

② 活動を簡素化する

39

幻視を誘発

⽀援のポイント「監視・監督」（つづき）

③ 時間や場所の構造化

40⻄⽥征治︓介⼊．⼩川真寛編︓認知症をもつ⼈への作業療法アプローチ〜視点・プロセス・理論〜．メジカルビュー，62-85, 2014



⽀援のポイント「実演・⼿がかり・介助」

① ⾃尊⼼を傷つけない配慮

② 安⼼する声掛け・賞賛
「そのままでいいですよ」
「いい感じ」・「丁寧ですねぇ」

興味・関⼼あり，出来そうな活動を選択，
さりげなく援助し，有能感・満⾜感を︕

41⻄⽥征治︓認知症をもつ⼈への作業療法アプローチ〜視点・プロセス・理論〜．メジカルビュー，62-85, 2014

実際例（中等度）
80代⼥性，中等度認知症

編物︓編み⽬が⾶ぶ

この⽇は誤らず編める

80代⼥性，中等度認知症
料理︓左⼿の指が伸びたフォーム

練習すれば活動の遂⾏能⼒は向上する
42

⼿を取り介助（15分）

最初介助

左⼿の指が曲がったフォーム

夜間の排尿・・・周囲を汚染させる

43

看護師︓「⽴って排尿するので周囲を汚染させる」
介護⼠︓「何度も⾔ったが効果なかった．床を私たちが拭きます」

80代男性
AD
HDS-R 10点

視覚的⼿がかりを与え，誤りなし学習

44

夜間はポータブルトイレの位置をベッドに近づける
夜勤の看護師さんに誤りなしで誘導してもらうと，その⽇から尿汚染は消失



⽣活活動の学習（軽度）

誤りなし学習
正しい⽅法を教え
誤りそうになったら⽌め，正しい⽅法を教える

試⾏錯誤も有効（MCI,軽度の⼈）
⾃分で解決策を⾒つける

A: 試行錯誤し解決策を見つける
B: 日々その活動を行うこと
C: 他者の存在

Lena Rosenberg: Learning and using technology in intertwined processes: A study of people with mild cognitive
impairment or Alzheimerʼs disease : Dementia Vol. 13(5):662-677, 2014 45

予定管理（メモの統合）学習の試み

46

A︓試⾏錯誤する戦略（×）
B︓他者の⾒守りや援助（×）
C︓頻繁に使⽤すること（×）

①予定をカレンダーに書き込む ②広告や⼿紙の裏にメモをする ①と②を統合したノートの活⽤と習慣化

夫の協⼒が得られず，統合ノートを活⽤してスケジュールを管理する
戦略は⾝につかなかった

どのように支援するか

エビデンスに基づく実践

47

どうやってエビデンスを探すか（1）

1．専⾨書（学術誌，書籍）︓例
作業療法，作業療法ジャーナル（OT専門書）

作業科学研究，作業行動研究会，高次脳機能研究

広島大学保健学ジャーナル，人間と科学

AJOT, CJOT, Australian OTJ, WFOT, 

書籍：CI療法，認知症の作業療法（医歯薬出版），

（定期）購読，学会入会，大学図書館，Internet



どうやってエビデンスを探すか（2）
2．ガイドライン︓
AOTA発行のガイドライン（OT Practice Guidelines ）
for Adults With Alzheimerʻs Disease and Related Neurocognitive 

Disorders, 2017
for Adults With Stroke. 2008
for Adults With Serious Mental Illness, 2012
for Children and Adolescents With Challenges in Sensory 

Processing and Sensory Integration. 2011

認知症疾患治療ガイドライン2017，脳卒中治療ガイドライン2015．
統合失調症治療ガイドライン2008

OT Practice Guidelines in AOTA
Adult Practice Guidelines
Adults With Alzheimer's Disease and Related Neurocognitive Disorders
Cancer Rehabilitation With Adults
Home Modifications
Adults with Neurodegenerative Diseases
Adults with Low Vision
Adults with Serious Mental Illness
Productive Aging for Community-Dwelling Older Adults
Adults With Alzheimer’s Disease and Related Disorders
Adults With Traumatic Brain Injury
Individuals With Work-Related Injuries and Illnesses
Adults With Stroke
Driving and Community Mobility for Older Adults

Children Practice Guidelines
Early Childhood: Birth Through 5 Years
Mental Health Promotion, Prevention, and Intervention for Children and Youth
Children and Adolescents With Challenges in Sensory Processing and Sensory 
Integration
Individuals with Autism Spectrum Disorder

50

認知症の⼈に対する作業療法ガイドライン
（⽇本作業療法⼠協会 0版）

クリニカルクエッション
1. ADL，IADL，レジャー，社会参加を確⽴，修正や維持するようデザインされた介⼊が認知症

者の QOL，健康，幸福，クライエントと介護者の満⾜に与える効果にはどのようなエビデン
スがあるか︖

2. 認知機能や知覚能⼒を維持や修正するようデザインされた介⼊が，認知症者 の QOLや ADL，
作業遂⾏に与える効果にはどのようなエビデンスがあるか︖

3. 作業を習慣化することや作業パターンを整えるようにデザインされた介⼊ は，クライエント
や介護者の作業遂⾏，QOL，健康，幸福の満⾜を⾼めるこ とができるか

4. 環境要因への介⼊（モンテッソリー，スヌーズレンなど）が家庭や施設に居住するアルツハ
イマー病の⼈の作業の遂⾏，情動や⾏動に与える効果にはど のようものがあるか︖

5. 認知症の⼈に対する転倒予防の介⼊にはどのようなエビデンスがあるか︖

6. 認知症の⼈の介護者に対する⼼理・教育的介⼊が，その役割の継続に与える 効果(⼼理状態と
介護負担に与える影響)にはどのようなものがあるか︖

7. 地域在住⾼齢者(MCI を含める)に対して認知機能低下を予防する介⼊に QOL や健康，幸福
の満⾜を⾼めるエビデンスはあるか︖

51

http://www.jaot.or.jp/wp‐
content/uploads/2017/01/guideline_Dementia‐0.pdf

ウェブ上でダウンロード可能

作業療法成果研究のエビデンスレベル
レベル 定 義

Ⅰ システマティックレビュー，メタアナリシス，
無作為⽐較試験

Ⅱ 2群，⾮無作為⽐較試験（例，コホート研究）

Ⅲ 1群，⾮無作為⽐較試験（例，前後研究）

Ⅳ 成果の分析を含む叙述的研究（例，シングル実験
デザイン）

Ⅴ 事例報告や総説や声明を含む専⾨家の意⾒

Marian Arbesman: AJOT，65（5）︓490-496，2011
52



COTiD (Community occupational therapy in dementia Program)

対象︓軽度から中等度の在宅認知症者と家族

介⼊︓5週間10セッション（1回１時間）のOT
• 1〜4回⽬︓

診断と⽬標設定．作業遂⾏歴⾯接（OPHI-Ⅱ）, COPM，エスノグラ
フィックインタビュー を通して，改善したい意味のある活動を特定．

• 5〜10回⽬︓
患者︓代償戦略（道具使⽤)，環境戦略（時間・場所の構造化）訓練．
介護者︓対処⾏動や監督の訓練

Graff, M. J. L. et. al. (2006). Community based occupational therapy for patients with dementia and their care givers: 
Randomised controlled trial. BMJ, 333(7580), 1196. 

53

【診断】
① 患者のADL歴と優先
② 患者の家庭内の活動の遂⾏能⼒と代償戦略の能⼒
③ 住宅改修の可能性
④ 介護者の優先する活動，介護上の問題，対処戦略，監督能⼒
⑤ 介護者と患者の交流

【⽬標設定】
彼らの優先したい活動
のリストから，作業療
法で取り組むための，
最も意味のある活動を
２，3個選択する．

レベルⅠ

COTiD (Community occupational therapy in dementia Program)

結果︓（下記項⽬に対照群と有意差あり）

患 者︓QOLとADLが向上，気分改善
介護者︓有能感，患者の⽣活の制御感が増加
費 ⽤︓ケア（特にインフォーマルケア）にかかる費⽤の軽減12）

COTiDプログラムの障壁と促進因⼦
抑制因⼦︓①⾃⾝のなさ，②優先順位をつける難しさ，③ガイド

ラインに忠実である基準
促進因⼦︓①ガイドラインの内容，②焦点，根拠，③外部の

サポート

Graff, M. J. L. et. al. (2006). Community based occupational therapy for patients with dementia and their care givers: 
Randomised controlled trial. BMJ, 333(7580), 1196. 
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レベルⅠ

55

How can occupational therapy improve the daily 
performance and communication of an older patient with 
dementia and his primary caregiver?

Graff Maud, et al: dementia, Vol. 5(4) 503-532, 2008

リチャード（71歳）と妻アン（68歳）
 受⾝的⾏動，趣味や楽しみの喪失

• ガーデニング︓意味ない⽅法，徘徊
• 野菜準備︓ネギをとり洗うも⽔浸し．妻は掃除，不平⾔い，イライラ

 賞賛の消失︓リチャードは妻が賞賛してくれないと⾔う．
 アンの援助不⾜と有能感の減少︓⼀⼈でしなければならない

 患者と介護者の技能改善
 ガーデニング︓⾚いテープ，タイマーと歌
 更⾐︓ジッパークリップ，弾⼒性ある紐靴
 聖歌︓指サック，聖歌本に印

レベルⅣ

TAP（Tailored activity program）

対象︓MMSEが24点以下で⾷事・更⾐が可能な在宅認知症者と家族

介⼊︓4か⽉に8回（90分の訪問6回，15分の電話2回）のOT
半構成的インタビューで３つの活動を特定．OTRが患者の能⼒、焦点と
なる活動、ゴール、⽀援技術を記載した活動処⽅箋を提供．ロールプレ
イや実演を通して活動を紹介．介護者はストレス軽減テクニック（深呼
吸）の紹介を受けた．処⽅は必要に応じて修正された．

結果︓（下記項⽬に対照群と有意差あり）

患 者︓活動に取り組み，その状態を維持する能⼒が増した．
不穏や⽂句をいう頻度が有意に減少（群間⽐較）
つきまといと繰り返しの質問の頻度が減少（群内⽐較）

介護者︓ケアに費やす時間が減少，患者への統制感向上
活動をケアに使⽤する⾃⼰効⼒感が向上

Laura N. Gitlin：Tailored Activities to Manage Neuropsychiatric Behaviors in Persons with Dementia and 
Reduce Caregiver Burden: A Randomized Pilot Study. Am J Geriatr Psychiatry. 2008 March; 16(3): 229–239
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レベルⅠ



TAP 活動処⽅箋（例）
【あなたの夫の能⼒】
1. 優れた⼿の技能︓物を握る，投げる
2. ⼿がかりをもとに簡単な1⼯程を進

められる（ポインティングと短い
ことばが最も有効）

【活動の簡略化】
1. その⽇の課題完了のため⼗分な時間を確保
2. 15分間しかしないかもしれないが，それでよ

い．休憩後戻ってくるだろう．
3. 遂⾏の基準を下げる（間違っても良い）

【推奨する活動】
活動のゴール︓週に1回30時間，サラ
ダをつくる

【参加を増やす】
1. 夫の能⼒を利⽤する．
2. 活動の開始や⼿順に援助が必要かもしれない．

意識を向ける⼿助けが必要かもしれない．
3. 集中する時間を選択する．4.・・・

【活動環境の簡略化】
1. テーブル上に作業環境を確保する．
2. 不必要なものを⽚づける．
3. 視野の中に，レタスを置く．
4. 灯りをつける．
5.・・・

【効果的なコミュニケーション】
1. 活動への参加を⾃然に促す．
2. 短く，明確で正確な維持を使⽤する．
3. 注意がそれるなら，課題に戻るよう穏やかな

声で⾔ったり，腕を触ってあげる．継続する
よう称賛し，励ます．

【⾃分のための戦略】
1.リラックスする︓活動を説明する前に深呼吸をする． 2.⾃⼰効⼒感をもつ︓⾃分はよく
できるんだと． 3.間違った⽅法で実施しても良いことを覚えておく．
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OBHoV（Occupation-based home-visit program )

対象︓⾷事が可能な在宅認知症者とその家族

介⼊︓８週間８セッション（1回１時間）のOT
• 1〜２回⽬︓

COPM，エスノGrap.インタビューを通して作業（意味ある活動）を
特定．評価は，COPM（家族のニーズ），NPI，Zarit介護負担尺度．

• 3〜8回⽬︓
本⼈，家族と協働して作業に取り組む．作業遂⾏技能を観察しながら，
介護者に援助⽅法，関わり⽅を指導する．家族のニーズに取り組む．

結果︓
患 者︓⾏動⼼理症状軽減（NPI総得点，特に無関⼼が有意に低下）
介護者︓ニーズの充⾜度向上（COPMの遂⾏度と満⾜度有意に向上）

介護負担度低下傾向（有意差なし）
Nishida Seiji, et. al.: Occupation-based Home-visit program for persons with dementia and 
caregivers. Asian Journal of Occupational Therapy 13: 7-12, 2017 58

レベルⅢ

事例１ 軽度認知症の⼥性
80代⼥性，ひとり暮らし．2〜3年前から物忘れひどくなり軽度認知症の状態．
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⽣活プロフィール
• ⽇中は寝て過ごす．以前は編物，⾳楽や料理など多趣味．
• 隣町に住む娘が毎⽇朝昼晩3回通い家事を援助．
• 何もしたくない，⾃⼰卑下し引きこもり
• 娘の表情は暗く，本⼈の⾏動・⼼理症状に悩んでいた．

BPSD
介⼊前 介⼊後

妄想 娘が服を取った 物とられ妄想消失

興奮 ⼊浴拒否．ヘルパー追返す
娘と⼝論して泣く． 隔⽇で⼊浴．デイサービス受⼊れ

無関⼼ ⾃発性減退 午睡せず⼿伝いや歌って過ごす．
うつ 未来が無い ⾃⼰卑下消失．⾷欲増進

レベルⅤ 娘のニーズと介⼊
娘のニーズ︓A⽒の⽣活状況の改善を期待するニーズが挙げられた．

介⼊︓A⽒の作業歴を参照しA⽒が興味を⽰す活動を導⼊した．
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作業の問題 重要度 遂⾏度 満⾜度
① 活動的な⽣活をする 10 3 3
② ⼈との交流を広げる 10 2 2
③ もっとお⾵呂に⼊る 10 2 2

実施内容 1週 2週 3週 4週 5週 6週 7週 8週
アセスメント

回想活動
歌，⾳楽
体 操
料 理
花 ⾒

⼊浴⽅法検討
サービス利⽤検討

⻄⽥征治︓興味ある活動との結びつきを促す訪問作業療法により娘とともに元気を取り戻した認知症の⼥性例．
認知症ケア事例ジャーナル 7(1), 5-15, 2014



活動を⽤いた介⼊（週1回8週）

回想活動
拒否的だったが⼦供・⻘春時代の話を⽣き⽣
きとしだす．娘も⺟親の変化を感じとり，
笑顔で会話をするようになった．
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料理
最初⾒るだけだったが，⽬の前で焼いてると
⼿が伸びてきた（⾒せる，褒めるが⼤事）
次第に本⼈が⼀⼈で焼くようになった．
娘には，持っている⼒を使って⽣活を楽しむ
こと，⼿掛かりを与えながら活動を援助する
ことの重要性を説明．

⻄⽥征治︓興味ある活動との結びつきを促す訪問作業療法により娘とともに元気を取り戻した認知症の
⼥性例．認知症ケア事例ジャーナル ．2014

活動を⽤いた介⼊（週1回8週）

花⾒
• 朝⾬が降り判断に迷っていると，本⼈
が「⾏きましょう︕」

• ⾬の中，⾃ら先頭を歩き時折り冗談も
⾔った．

• 公園内の美術館に誘うと，
「ええ，どこにでも⾏きますよ」

• ⾷事に誘うと，
「若い⼈の⾷べる物にも挑戦しなくっ
ちゃ」

62

「歌唱・⾳楽鑑賞」「体操」も実施した

⻄⽥征治︓興味ある活動との結びつきを促す訪問作業療法により娘とともに元気を取り戻した認知症の
⼥性例．認知症ケア事例ジャーナル ．2014

成果
午睡をせずに歌を聴いて過ごすようになった．⾷欲が増した．
⼊浴が2週に1回から隔⽇になった．物盗られ妄想，興奮，無関⼼が
無くなった．娘のニーズは満たされ，介護負担感はZarit介護負担尺度
で13点（軽度）に減少した．デイサービスに⾏く気になり⾒学した．
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作業の問題 介⼊前 介⼊後
重要度 遂⾏度 満⾜度 遂⾏度 満⾜度

①活動的な⽣活をする 10 3 3 9 9
②⼈との交流を広げる 10 2 2 9 9
③もっとお⾵呂に⼊る 10 2 2 8 9

表 娘がA⽒に期待すること（COPMの結果）

表 Zarit介護負担尺度
質問項⽬ 介⼊前 介⼊後

質問19）患者さんに対してどうしていいか
分からないと思うことがありますか．

4 0
（いつも思う） （思わない）

⻄⽥征治︓興味ある活動との結びつきを促す訪問作業療法により娘とともに元気を取り戻した認知症の⼥性例．
認知症ケア事例ジャーナル 7(1), 5-15, 2014

事例２ 作業基盤の訪問プログラム
表 対象者の訪問回数と活動内容
対象者 回数 活動内容

72歳
⼥AD 9 回想、編み物（⻑男への贈物）、⼿紙、調理、⽇記。

主介護者は毎回参加。

74歳
男AD 8 社交ダンス、回想（写真）、カラオケ、ストレッチ、散

歩、メモリーブック作製。主介護者は毎回参加。

76歳
男混合 9

回想（写真）、雑談、園芸、新聞切り抜き、メモリー
ブック作製、調理、買物。
主介護者は4回参加（3回は極短時間）
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結果 当事者の⽣活と介護者の⼼理・⾏動
の変化（⼀部抜粋）

表6 当事者の⽣活と介護者の⼼理・⾏動の変化（⼀部抜粋）
対象者 ラベル ⽣活・⼼理・⾏動

A

当事者（7）
編み物や⽇記を楽しむようになった 興味関⼼ある活動の習慣化
電話での不安の訴えが減った 不安の減少
デイサービスの利⽤を受け⼊れた 通所サービス利⽤の受⼊れ

介護者（8）

⺟の⾏動や思いを理解してきた 本⼈の⾏動の意味や思いの理解
優しく声掛け褒めるようになった 優しく接するようになる
指摘や注意が駄⽬だと分かった 注意や指摘せずあるがままを受⼊れあるがままを受け⼊れる気持ちになった

B
当事者（9）

家でカラオケをするようになった ⾃宅でのカラオケを再開
トイレ後の膝屈伸やストレッチを習慣 運動・体操の習慣化
起きてテレビを観る時間が増えた 離床時間の増加

介護者（2）
本⼈の発⾔を遮ることがなくなった 本⼈の発⾔を遮らなくなる
社交ダンスとカラオケの効果を再認識 ダンスやカラオケの効果を再認識

C
当事者（4）

ボランティアと園芸をするようになる 園芸の習慣化
幸せ新聞づくりができるようになる 幸せ新聞づくりの習慣化幸せ新聞をデイサービでするようになる

介護者（3） 指摘しながら無理に掃除をさせることが
認知症の進⾏予防にならないことを理解

難しいことを無理強いすることが
進⾏予防にならないことを理解

対象の項の（ ）の数は抽出されたラベルの数を表す
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事例３ 若年性認知症の男性
60代男性，若年性認知症（中等度），妻（パート）と⼆⼈暮らし．
デイサービスを拒否し⽇中は独居となり無為に過ごしている．妻は病気
の進⾏に対する不安と孤⽴感に悩んでおり，地域包括を通して⽀援依頼．

介⼊︓傾聴しながらいきいき過ごすことが進⾏を遅らせることを説明．

介⼊後︓楽しみ作業獲得，デイサービス受⼊，
介護負担感軽減，
地域資源の開発 ⇒ 認知症カフェ開設
デイサービスにメモリブック活⽤．

66
越當美智子，西田征治：若年性認知症の人に対する訪問作業療法の実践．作業療法ジャー
ナル49(5): 447‐452, 2015

自宅でのパットゴルフ メモリーブック 夫婦でものづくり教室参加
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認知症の⼈への興味関⼼ある活動の活⽤

メモリーブック作り パットゴルフ

園芸 尺⼋ 社交ダンス

模型⼯作

68

在宅の認知症の⼈の作業を基盤とした実践を拒むもの

家族の受⼊れ拒否 家族の偏った信念（暴⼒）

家族との協働困難 重度の異常知覚 家族の低介護⼒（⾼齢）

家族の偏った信念（ネグレクト）



事例検討
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事例 独居⼥性 ⽼⼈漂流社会（NHK）3︓20〜12︓20

⽊下菊枝（仮名）76歳 要介護1
東京墨⽥区・地域包括⽀援センターが⽀援．

【アセスメント】
 認知機能 体験記憶障害，感情制御障害
 BPSD 介護サービスを拒否的，⼈の関わりを受け付けない

易怒的「⼿伝わせて．調⼦はどう︖」→⼤きなお世話
 ⽣活障害 IADL（服薬管理，調理，⽚づけ，掃除，洗濯）

BADL（⾷事2回/⽇，⼊浴，整容）
 ⾝体の状態 前回より痩せている，栄養状態悪化
 社会的問題 孤⽴状態
 ⽣活Prof. NHK，ドイツ語，ギター（パパがやってた），

幸せな時期は「ギター習ってた時．歌うと彼がコーラス
つけてくれるの」
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どのような理論，モデルを使いアセスメントと
⽀援を⾏うか

どんな理論やモデルを使うか︖
医学モデルを使⽤した場合どんな評価と⽀援︖
• 低栄養︓褥瘡，脱⽑・脱⾊，⾵邪など感染症，下肢・腹部のむくみ，

⾎清アルブミン（タンパク質）値が3.8g/dL以下
• 脱⽔︓⾆乾燥，親指⽖押し2秒以内に⾊が戻らない，⾎圧低下・頻脈
• ⽀援︓栄養ある物を⼀緒に買いに⾏く，訪問診療・看護に依頼

作業モデル（OTPF）・パーソンセンタードモデル
• 元夫との思い出を回想し関係作りと作業プロフィール作成．
• ギター演奏を通して強みと弱みの分析．他の曲弾ける︖
• 傷つけないようにしながら教えてもらう→⾃尊感情↑
• 過去とのつながりを作り，ウェルビーイング⾼める．
• 作業を通して⽊下さんらしさの発揮．デイケアに繋がらないか
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緊急対応の必要性（緊急度）の判断

Ａ．緊急対応を要する状態
（即⽇〜数⽇以内には対応）

Ｂ．早めの対応を要する状態
（1か⽉以内には対応）

Ｃ．急いで対応する必要はないが経過観察を
要する状態

Ａが1つでもあれば即緊急対応を⾏う︕
72全国訪問看護事業協会︓⽀援者のための認知症の⼈とのファーストコンタクトヒント集，2015



緊急度を把握する具体的な内容
生活状態の把握から ①栄養失調になっている

②食中毒を起こす危険がある

③火事を起こす危険がある

身体状況の把握から ①重篤な身体症状がある

例）意識障害・痛み・発熱・脱水

②誤薬による状態悪化がある

認知症の状態の把握
から

①急激な認知症症状の出現・悪化

②暴力的行動・行方不明・異食

本人や家族の気持ち・
意向の把握から

①虐待を受けている

②パニック

③家族の介護限界や重篤な健康問題

73全国訪問看護事業協会︓⽀援者のための認知症の⼈とのファーストコンタクトヒント集，2015

作業と結びつく地域を作る
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認知症の⼈が作業と結びつく地域を作る

 当事者の声を聴き，その障壁を取り除く援助
 地域リハビリテーション活動⽀援事業の活⽤

 支援事業住民主体の通いの場（サロン，老人クラブ）の
認知症の人への対応力を高めるための支援

 認知症予防教室の開催後のサロン化

 訪問リハによる介護者（ヘルパー含む）指導
 協働を通した作業支援の指導

 仕事（デリバリー作業）を通した地域づくり

 さくらサポーター養成を通した⽣涯活躍の街づくり
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当事者の声を聴き，その障壁を取り除く援助

若年性認知症 イノベーションフォーラム in 笠岡（9/26）

【丹野智⽂さん】
「私たちができることまで奪わないで欲しい．
できないことを援助してくれればいいんです」
→ 訪問リハ，カフェなどで関わる当事者の作業が実現するよ

う，その⼈が所属する組織や集団に働きかける．

「元気でパワフルな⽵内さんとの出会いがきっかけで，⾃分
も他の当事者に勇気を与える⼈になりたいと思った」
→ 当事者同⼠が出会える仕組み，カミングアウトできる地域

づくりが必要．
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三原市の認知症予防教室
対象︓認知症予防に興味がある⼀般⾼齢者とMCIの⼈20〜30名．

内容︓認知症予防の⽅法を学ぶとともに，MCIの段階で低下する認知
機能を刺激する⽅法（計画―実⾏―振り返り）を体験学習する．全8回．
終了後に⾃主化．年1回．

⾃主グループの活動（友愛）2015年卒

⽉1回，グループで年間計画を⽴て，実⾏・振返り． 年齢︓60代〜90代
ものづくり，出前講座など
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ノルディックウォーキング

フランス料理

⼤学の授業参加

⼩旅⾏

宮崎県諸塚村の杓⽂字作り （⼩川敬之OTR提供）

諸塚村（宮崎）「じぃじ・ばぁばスクール」
平均年齢84歳，週2回
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3か月
売上本数785本
（引き出物、観光協会店舗販売）

785×300=235,500円
（材料費：90円、指導料：30/本）

一人当たり約24,000円の給料

認知症の人

 認知機能維持
 介護者の負担

感が軽減



さくらサポーター養成を通した⽣涯活躍の
街づくり
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①ものづくりを通して健康を
促進する⾼齢者の養成さくらサポーター

派遣・指導

サロン，⽼⼈クラブなど

収益
販売依頼

販売

還元

還元

②ものづくりを
⾏う場所の増加

③収益を還元す
る仕組みづくり

⾼齢者の就労・⽣きがいの機会の創出

・・・・

作品

ものづくり⼯房 作ら（さくら）
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あの先⽣が教えてくれた︕洗濯ばさみ
や⽷を使って⼯夫しよる．失敗の繰り
返しじゃが，楽しんじゃ︕

作ってるといろんなアイデアが⽣まれる
んです．11⽉バザーを⽬標に作ってます．

参加者が作りたいものを作り，教え合う
県⽴広島⼤学，⽉２回，各2時間
参加費50円，材料費⾃⼰負担

すばらしい作品づくり
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絵画

エコクラフト レジン手芸

手芸

彫刻

革細工

まとめ
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地域で認知症の⼈が⾃分らしく暮らすために作業療法⼠は，
• 作業モデル（OTPFなど）を活⽤する．
• 作業プロフィールを作成し，遂⾏分析を⾏う
• 作業の意味や形態を考え，結びつきを促す
• 作業促進の技術を駆使，あるいは介護者に指導する

• ⽂献やガイドラインを活⽤し，エビデンスのある⽀援を
⼼がける．

• 急性対応が必要な状態を⾒極め，必要に応じて医学モデ
ルを導⼊する

• 作業療法に追い⾵である今，地域⽀援に⽬を向け，可能
な範囲で認知症の⼈の地域⽀援に挑戦しよう︕


