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　老健施設における認知症リハビリは、他の介
護保険サービスにはない多職種協働の強みを活
かした、老健施設ならではの認知症高齢者に対
する積極的な介入である。平成18年度介護報
酬改定で、その実績が認められ「認知症短期集
中リハビリテーション実施加算」が創設された。
現在、全会員施設の約3分の1が算定している。
　この度、その認知症短期集中リハビリテー
ション（以下、認短リハビリ）のさらなる普及
と深化を図るべく、既存のテキストの改訂版が
発刊された。その編集委員長を務める平川博之
副会長に、老健施設の認知症リハビリについて、
その理念や定義などをうかがった。また、地域
で広がる多職種連携の動きについて、ご自身も
積極的に関わる東京都での取り組みを例に、
語っていただいた。

老健施設の認短リハビリ 
先駆的モデルとして評価
―老健施設の認短リハビリは、老健施設が誇
るべき武器の1つではないかと思います。
平川：全老健では、平成15年度の「痴呆性高齢
者の総合評価に基づくリハビリテーションのあり
方に関する調査研究」事業に端を発し、以後も継
続的に認知症高齢者に対するリハビリのあり方を
模索する調査研究を実施してきました。
　そうした成果は、平成18年度介護報酬改定に
おいて、老健施設に「認知症短期集中リハビリ
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テーション実施加算」が創設されることにもつな
がりました。老健施設の多職種協働によるリハビ
リが、認知症にも一定の効果を及ぼすことが認め
られたというわけです。介護の分野からこういっ
た医学的なエビデンスを発信できたことは歴史的
なできごとだと言えます。
　また、昨年、厚生労働省に「科学的裏付けに基
づく介護に係る検討会」が発足しました。現場に

おける介護の科学化が重要項目に位置づけられま
したが、そこでも老健施設の認短リハビリは、そ
の先駆的モデルとして改めて評価されました。
　一方、「新オレンジプラン（認知症施策推進戦
略）」でも、「認知症の人に対するリハビリテー
ションについては、実際に生活する場面を念頭に
置きつつ、有する認知機能等の能力をしっかりと
見極め、これを最大限に生かしながら、ADLや
IADLの日常生活を自立し継続できるよう推進す
る」との方針が示されており、「このためには、
認知障害を基盤とした生活障害を改善するリハビ
リテーションモデルの開発が必須」とした上で、

「老健施設等で行われている先進的な取り組みを
収集し、全国に紹介することで、認知症リハビリ
テーションの推進を図る」と記されています。
　つまり、老健施設には創設以来、現場で試行錯
誤しながら積み重ねてきた認知症高齢者に対する
ケアやリハビリのノウハウがあり、それはすでに
制度上でも認められ、さらに、今後の科学的介護
推進の流れにおいても大いに期待されている、と
いうことです。

認短リハビリの意義や内容 
地域のケアマネへ周知を
―しかしながら、「認知症ケア＝老健施設」と
のイメージは一般的にあまり浸透していません。
平川：残念ながら、そのとおりです。現在、認短

リハビリは、全国で約34％
の老健施設が実施しています

（図1参照）。しかし、そのわ
りには、まだまだ、情報が行
きわたっていません。
　その一因として、地域の居
宅系ケアマネジャーたちの認
識不足もあげられると私は
思っています。もちろん、ケ
アマネのせいばかりにしてい

るのではなく、我々もきちんと理解してもらう努
力をしてこなかったという反省もあります。
　実際、ケアマネが老健施設のデイケアにおける
認短リハビリの有効性を知らないために、認知症
の方であっても、費用的に安く抑えられる通常の
デイサービスでケアプランを組み立ててしまうと
いうケースは多々みられます。認知症の方に多人
数で一律に行うプログラムを提供しているデイ
サービスでは、居心地の悪さが不安や不穏を生み、
対応に困ったり、帰宅後も興奮したまま眠らず大
騒ぎをして、結局、睡眠薬で眠らせて……となっ
てしまうケースがあることを知っています。それ
では、せっかくの介護サービスが本人のためにも
ご家族のためにもなりません。
　認短リハビリでは、対象となる個々の利用者の
これまでの生活史や、その方の性格や環境条件な
どを踏まえた、本人に寄り添ったケアと、その日
の体調に合わせた個別のプログラムを実施するた
め、デイケアのプログラム提供中も落ち着いて過
ごせ、家に帰ってからも、ほどよく疲れておだや
かに眠れるのです。
　そうした提供サービスの齟齬は、医療の観点か
ら例えて言うなら、眼科の病気の人を皮膚科に連
れていくようなもの。こういうことに対して、介
護現場はもっと危機感をもたないといけないと思
います。これからは超高齢社会の介護においても
医療的ケアが重要になってきます。こうしたこと
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図1　�全老健会員施設の入所・通所の認知症短期集中リハビリテーション実
施状況（全老健施設紹介サイト登録施設数より編集部作成）
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から、老健施設側も地域の居宅系ケアマネに対し、
認知症を「良くする」という視点を身につけても
らうための勉強会や症例検討会などを開き、情報
共有や相互理解をもっと深めていく必要があると
思っています。
　ちなみに、認短リハビリではないのですが、数
年前、私の施設の周辺地域で、認知症対応型デイ
サービスを提供する事業所が、通常のデイサービ
スに押され存続の危機に陥ったことがあります。
私の法人でも同サービスを提供しているため、こ
のことに大変な危機感を抱きました。私はこれも
認短リハビリ同様、ケアマネが認知症者に提供す
べき介護サービスメニューを正しく理解していな
いことが原因であると考え、認知症対応型デイ
サービスの事業者とケアマネを集めて研修会を開
き、対応しました。少人数で認知症に特化した人
を対象とする認知症対応型デイサービスも、地域
で認知症高齢者を支えるためには、必要不可欠な
サービスであると思っています。

生活行為の向上をめざして 
ICFの観点で把握を
―科学的介護が論じられるなか、“自立支援型
介護”により一層の注目が集まっています。そう

した流れも意識し、既存の認短リハビリのテキス
ト『認知症短期集中リハビリテーションプログラ
ムガイド』が改訂されると聞きました。
平川：より実践的かつ具体的な内容を盛り込み、

『日々のくらしにつなげる認知症リハビリテー
ション実践ガイド』とタイトルも変えて、判型も
大きく再編集しました。老健施設が提供する認知
症リハビリを基本的な視点からていねいに説明し
直し、いくつかの実例も掲載しています。
　テキストの使い方で誤解のないよう言っておき
たいのは、リハビリプログラムの選択でこの症状
にはこれ、というように目安を示してありますが、
あくまでも参考であるということです。プログラ
ムありきで考えるのではなく、対象者個々へのア
セスメントで、その人本人をどうみるかが重要で
す。認知症の類型もさることながら、重症度、時
期によっても状態が変わってくるため、それらを
評価した上で、どのプログラムがその人に合って
いるかを選択していただければと思います。
　そもそも、認知症リハビリの考え方とは、「新
オレンジプラン」でも「認知障害を基盤とした生
活障害を改善するリハビリ」と定義づけられてい
るとおり、リハビリと名がつく限り、単なる生活
介護ではなく生活行為の向上をめざすものでなけ

ればならない、ということです。
　そのためには、できないことを問題視するので
はなく、“プラスの方向の視点”が重要となりま
す。そして、そのプラスの方向の視点を具体的に
表しているのがICF（国際生活機能分類）です。
　認短リハビリでは、認知症の原疾患などの基礎
知識はもとより、特徴的な認知障害・生活障害・
BPSD・老年性症候群による変化、薬物の副作用
等の影響などについて、このICFの観点から把
握することが大切です。
　特に、BPSDに関しては、現れている症状だけ
をみて安易な対応をするのではなく、ICFの枠
組みのなかで関連因子を分析しつつ解決法を探っ
ていく姿勢が求められます（図2参照）。
　ICFを踏まえた認知症リハビリは、病気を治
し、その人が再び 1 人で生活できるようにする実
現不可能な自立支援ではありません。心身機能、
活動、環境などあらゆる要素に働きかけ、家庭や
地域、社会との関係性を再構築することで、他者
の支援や環境の助けを借りながら、その人なりの
生活を組み立てていき、認知症がありながらもよ
りよい毎日を送れるようにするという実現可能な
自立支援をめざしているのです。

BPSDは問題行動ではなく 
“チャレンジング行動”に意識改革を

　BPSDについてですが、近年、そのとらえ方が
変わりつつあります。これまで、BPSDというと、
Behavioral and Psychological Symptoms of 
Dementiaの略で、認知症の中核症状に対して

「周辺症状」、もしくは「行動・心理症状」と呼ば
れ、問題行動との認識でとらえられてきました。
　しかしそうではなく、新たに「チャレンジング
行動（Challenging Behavior）」という呼び方に
置き換えようとする動きが、欧米から始まってい
ます。これは、認知症者が理解不能な行動で周り
を“困らせている”のではなく、不安を感じ、辛

い状況を認知症者自身が“困っている”状態なの
だととらえるもの。そして、その状況をなんとか
周りに訴えようと、チャレンジしている行動なの
だと考えるものです。つまり、本人が大声で暴れ
たりして周囲を困らせているときは、実は本人自
身が一番困っているというわけです。
　全老健としても、今後、認知症のBPSDを語
る際には、「チャレンジング行動」という呼称を
用いていこうと思っています。たかが言い方かも
しれませんが、発想の転換というか、介護者の意
識改革という点では、大きな意味をもつでしょう。
　例えば、以前私の施設に、興奮がひどく、乱暴
な言葉で怒鳴り続ける男性の認知症者が入所され
ました。その方は若い頃は大工の棟梁だったとい
うことでした。高齢とはいえ体格もがっしりした
男性が大声を出して暴れるのですから、周りは当
然「怖い」と思ってしまいます。しかし、冷静に
視点を変えて、「この方は何を訴えようとチャレ
ンジしているのだろう」と考えると、実は本人は
もともと気の弱い方で、突然見知らぬ場所に連れ
て来られ状況が理解できず、どうしたらいいかわ
からない混乱がこのような行動をとらせているの
だな、ととらえることができます。
　こうしてケアをする側が本人の立場になって状
況を理解してみると、認知症のBPSDといわれ
るものも、ただただ理由もなく暴れているのでは
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図2　�ICFの枠内での認知症BPSDの理解�
（「日々のくらしにつなげる認知症リハビリテーション実践ガイド」より）
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なく、本人には何か意味があってそのような行動
をとっているのだということがわかります。それ
がわかれば、本人に寄り添ったケア、いわゆる
パーソン・センタード・ケアが、より効果的に生
きてくるはずです。

薬物療法と非薬物療法は車の両輪 
アリセプトの特別販売が実現
―認知症の薬物療法についてのご意見をお聞
かせください。
平川：薬物療法と非薬物療法は車の両輪だと思い
ます。効果的な薬物療法によって精神面が安定す
れば、認短リハビリのような非薬物療法の効果も
高まります。
　認知症治療薬には、「アリセプト」に代表され
るアセチルコリンエステラーゼ阻害薬と、「メマ
リー（メマンチン）」の 2 種類があります。ジェ
ネリックが出て以前よりは薬価も抑えられるよう
にはなりましたが、それでも医療費が包括払いの
老健施設にとっては、かなりの負担となります。
　そのような事情もあって、老健施設は独自のリ
ハビリやケアで薬に頼らず認知症の進行を止めた
り、BPSDを治めたりして、慎重
に判断しながら、可能なかぎり減
薬する方向をとってきました。
　しかしながら、一方では、メタ
解析によりアリセプトの服用が、
認知症以外にも骨粗しょう症、誤
嚥性肺炎、褥瘡、便秘、過活動膀
胱などにも好影響を及ぼすことが
明らかになっています。一概に薬
を止めることがよい判断なのかど
うかわからないという現実もあり
ます。
　そこで、やはり老健施設でもア
セチルコリンエステラーゼ阻害薬
が必要な人には服用を継続したほ

うがよいと考えます。費用的な観点から躊躇して
しまうのであれば、できるだけ安く購入できる仕
組みがあったらいいのではないか、ということに
なりました。
　本事業の主旨に賛同いただいたメーカーから協
力も得ることができ、全老健共済会の認知症支援
事業として、アリセプトD錠の特別価格での販
売が実現しました。対象となる地域は首都圏から
始まり、順次拡大していく予定で、最終的には全
老健会員施設であれば、全老健共済会を通して購
入可能となります。
　私の施設でも本事業を利用し、薬剤費削減に役
立てています。全老健共済会が進める事業ですの
で、安心してご活用ください。

老健職員は積極的に外へ 
地域の専門職を牽引して
―「新オレンジプラン」でも示されている
「認知症の人を含む高齢者にやさしい地域づくり
の推進」では、医療と介護双方の連携が不可欠で
す。平川先生の老健施設のある東京都の状況をお
聞きしたいと思います。

平川：地域で認知症高齢者を見守るシステムをつ
くろうとしたら、地域のフォーマル、インフォー
マルな資源、地域で働く医療・介護の専門多職種
の連携がなければ不可能です。
　東京都では、 3 年前に「東京都多職種連携連絡
会」を結成しました。構成メンバーは、医師、歯
科医師、歯科衛生士、薬剤師、看護師、管理栄養
士、ケアマネジャー、社会福祉士、医療ソーシャ
ルワーカー、介護福祉士、リハビリ専門職

（PT・OT・ST）などの専門職と、病院、老健
施設、有料老人ホーム、地域包括支援センター、
高齢者福祉施設、老人クラブ、認知症の人と家族
の会などです。
　まずは最初の年に各職種がどんなことを担当し
ているかを、紹介するような冊子を作成し、都民
に配布しました。以後、冊子は年に 1 冊のペース
で発刊しているのですが、今年の 3 月に発刊した
最新号が、認知症をテーマとしたものでした（図
3参照）。認知症高齢者を地域で支えるために、
各専門職・団体が何ができるかを具体的に説明す
る内容となっています。
　ちなみに老健施設のページでは、多職種協働に
よる認短リハビリを解説。認知症高齢者本人の状
態像やそれまでの生活史に合わせた個別ケアによ
り、閉じこもりの「“認知症の”Sさん」が「認
知症の“Sさん”」へと、生き生きとした本来のS

さんらしくなれることを、イラストを使ってわか
りやすく表現しています。
　地域で多職種の集まる場としては、その他にも
認知症疾患医療センターの各種研修会、地域包括
支援センターが実施する地域ケア会議などがあり
ます。
　さらに、市区町村に設置が義務づけられている

「認知症初期集中支援チーム」の集まり、東京都
の場合は、別途「認知症アウトリーチチーム」も
あり、それぞれが同じようなミッションを担った
取り組みとして横に並んでいる状態です。
　これは東京都に限ったことではないと思うので
すが、医療・介護の連携という名のもとに、いろ
いろなチームが散在していて、それらを横串でつ
なぐ仕組みが整っていません。
　認知症サポーターにしても、すでに600万人ほ
ど養成されているのですが、彼らを十分に活用で
きていないのが実情だと思います。せっかくの市
民の熱意が活かされないのは残念だと思い、私の
地元の八王子市では、数年前から認知症サポー
ター講習を修了した際に、任意で氏名と連絡先を
記入してもらい、その方たちに対して認知症の
フォローアップ研修を開催し、地域で活躍しても
らっています。
　2025年には、 5 人に 1 人が認知症といわれて
います。その危機感のもと、近年、認知症対応の
ための施策は国も本腰を入れて取り組んでいます。
すでにあちこちで、市民レベルの取り組みの芽も
出ています。あとは、それらをどう整理・統合し、
持続性・実効性をもった有効なツールとして動か
すか。知識の普及という初期段階ではなく、早く
次のフェーズに進まなければ、間に合いません。
　日頃から多職種協働に慣れている老健施設の専
門職には、ぜひ、積極的に情報を取りに行き、地
域に出て行ってほしい。そして、施設の外の地域
での多職種連携に絡み、専門職たちを牽引してほ
しいと思います。

平成28年より東京都多職種連携連絡会作成・東京都医師会編集で、東京都
が年に1回発刊している。最新版（右）は認知症がテーマ。冊子のダウンロー
ドページへは、東京都医師会HPの「都民のみなさまへ」（https://www.
tokyo.med.or.jp/citizen）の「認知症対策」ページ等から行くことができる

図3　東京都が発行する冊子「住み慣れた街でいつまでも」
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