
当院は、現在過疎化の進む岐阜県恵那市南部に位置
します。
恵那市の高齢化率は、平成22年度において29.1%、
認知症率は10.2% です。
当院では、平成20年4月より週に一度もの忘れ相
談外来がはじまり医師1名が診察にあたっています。

これは、当院もの忘れ相談外来における原因疾患の
割合です。
アルツハイマー型認知症が大部分を占めています。

当初は1日5名ほどの診察ではじまった外来も4年
目に入り、約20名程に増えています。
3年あまりの診察の中で、患者様とその家族の方と
接してきましたが、その全体像がつかめないのが現
状です。そこで、より深く患者様を理解したいと思
いこの課題に取り組みました。

【目的】認知症高齢者を正しく理解するには、本人
の今までの暮らし、生活、疾病情報、家族の思いな
どが重要になります。
限られた診察時間の中で、どのように情報収集する
か、信頼関係をつくるか、その人にあった援助がで
きるかが問題でした。
そこで、以前から検討していたセンター方式を看護の
アセスメントツールとし、認知症の人がその人らしく
日々穏やかに過ごせることを目標に取り組ました。
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岐阜県 

岐阜県（東美濃地域・恵那市南部） 

 冠雪の恵那山 

       人口      高齢化率     介護認定率     認知症率（日常生活自立度Ⅱ以上） 
恵那市    ５３７２７人   ２９．１％      １５．５％      １０．２％ 
広域    １３４６４７人   ２８．５％      １５．７％       ９．８％ 

 （平成２２年度） 

 その他 5.5%
MCI 5.5%

レビー小体型
4.1%

脳血管性 12.5%

アルツハイマー型
72.2%

認知症原因疾患の割合 
（上矢作病院もの忘れ相談外来） 

診察風景 
 毎週木曜日      

15人～20人の診察を
行っている 
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センター方式とは、正式名称を、「認知症の人のた
めのケアマネジメントセンター方式」といいます。
本人と家族を中心に、ケア関係者が共通のシートを
使って、互いの思いやアイデアを出し合いながら、
本人と家族のより良い暮らしを共に考えていく方法
です。
センター方式には、あらゆる情報が記入できるよう
16枚のシートがありますが、当院では、黄色の字
で書いてある、基本情報シート・家族シート・姿と
気持ちシートに加え、看護師で作成した、家での様
子を記入する F シート、施設を利用している方に
は S シートを渡しました。必要に応じシートは追
加し使用しています。

【方法】最初にセンター方式の目的をプライバシー
守秘を前提としたうえで、主治医から家族へ説明し
てもらいます。
自宅で記入し次回の診察受付時にお預かりします。

症例を提示します。
86歳・女性・アルツハイマー型認知症
H19年アルツハイマー型認知症の診断をうけアリ
セプト開始4月からセンター方式を実施し長男が記
入しています。

家族シートです。
家族の思いが書かれています。
長男がキーパーソンであるが、嫁・長女も時間が許
せばサポートしていきたいという思いが書かれてい
ます。
本人に対する介護体制は整っている反面、介護人の
健康状態、精神的ストレスを見守る必要があるとア
セスメントしました。

目的 
・認知症高齢者を正しく理解する。 
 
・認知症の方が、その人らしく日々穏やかに過ご      
  
 
・「認知症の人のためのケアマネジメントセンター  
 方式」を実施する。 
 

せるよう援助する。 

｢認知症の人のためのケアマネジメントセンター方式｣          
１６枚のシート 

 ・Aシート群 基本情報        
  A-1：私の基本情報シート      
  A-2：私の自立度経過シート              
  A-3：私の療養シート                            
  A-4：私の支援マップシート  
       
・Bシート群 暮らしの情報                                                
  B-1：私の家族シート               
  B-2：私の生活史シート        
  B-3：私の暮らし方シート 
  B-4：私の生活環境シート  
     
・Cシート群 心身の情報         
  C-1-1：私の心と体の全体的な関連シート          
  C-1-2：私の姿と気持ちシート 
 

 

・ Dシート群 
  D-1：私ができること・できないことシート 
  D-2：私がわかること・わからないことシート        
  D-3：生活リズム・パターンシート            
  D-4：２４時間生活変化シート    
  D-5：私が求めるかかわり方シート 
                                    
・Eシート群         
  ２４時間アセスメントまとめシート 
  
・看護師作成シート 
  Fシート（フォロシート） 
  Sシート（サービス施設シート） 
        
   

 

方法 

・センター方式の目的を、個人情報・プライバシー 
 
 
 

・１６枚中、基本情報シート・家族シート・姿と気持ち
シート・看護師が作成したＦシート・Ｓシートを渡す。 

 
・次回までに記入して来てもらう。 
 

守秘を前提とした上で、主治医から家族に説明 
してもらう。 

症例 
８６歳 女性 アルツハイマー型認知症 
介護度 要介護 Ⅵ 
認知症高齢者の日常生活自立度 Ⅲｂ 
障害高齢者の日常自立度 A１ 
 
〔現在までの経過〕 
平成17年 自治会の集金を二重に集金・買い物の二重買いが頻回にある・ 
         
平成19年 アルツハイマー型認知症の診断 アリセプト開始 介護保険申請し   
       デイサービス利用 
平成20年 家族不在時に転倒し左上腕骨骨折 
平成21年 毎日デイサービス利用し夜間は長男が起居し介護体制をとる 
平成23年 メマリー開始 
       センター方式実施 長男が記入 
 

貯金の大口引出しなどの行動があらわれる 
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姿と気持ちシートです。
これは、長男が書いた絵ですが、本人の特徴がよく
とらえてあり、長男が常に本人を見つめ、大切に思
い関わろうとしているのが伝わるシートで本人の願
い・不安が書かれています。

S シートです。
デイサービスとショートステイを利用しています。
生活環境が変わると周辺症状が悪化することもあると考
えましたが、シートによると、施設でも穏やかに過ごし
ていることがわかり、家族の方も安心されていました。

また、診察終了後カンファレンスを行うよう努めて
います。
多種職、家族も参加できると良いのですが、今は主治
医・看護師　ソーシャルワーカーで、意見・情報交換
をしています。老老介護・認認介護が増える中、介護
者の疲労が限界にきているケースが多くみられます。

ある介護者の F シートです。
外来待合室で、ひどく疲れている印象があり、診察
中も本人の前で、困ったこと・腹が立つことを一方
的に話されることから、介護者の支援の必要性を感
じました。

今回家族の方と看護師が1対1で話す機会を持ちま
した。
患者本人に対する想い、悩み、やりきれない気持ち
など・・・
あっという間に時間は過ぎました。私たちと話をする
だけでも気持ちが楽になったといっていただきました。
また、患者様や家庭環境に合ったサービスを受けら
れるよう提案し、少しでも過ごしやすい環境が作れ
るよう努めました。

 
 
長男の思い 
 自分の生まれた自宅で過ごす時間を     
 大切にしてやりたい 
 できる限りのことをしてあげたい 
 
嫁の思い  
 仕事をしているので限界はある 
 が・・・ 
 
長女の思い  
 遠くに嫁いでいるのでなかなか 
 行けないが・・・ 
            ⇓ 
     できる限り補助したい！  
 
 
 

B-1 私の家族シート 

 
 
   本人の不安、願い 
・ひとりぼっちでいると不安 
 
・思っていることがうまくわら 
 ないと悲しい 
 
・次から次へとやることを指 
 示されたくない 
 
・童謡を歌っていると気分が 
 いい 
 
・おいしいものが食べたい 

C-1-2 私の姿と気持ちシート 

 
 
 
 
8:00  ショートステイ入所 
      
 
 
10:00 排泄のためトイレへ行かれる                                                                                                                                 
      
      
 
 
16:00 入浴される、時々、入浴を拒   
     否、「ええで、ええで」と言わ 
     れ、全身力まれ衣類の着脱 
     困難、本日はスムーズに入 
     浴される      
      
      
 

表情も穏やかである 

不穏なくスムーズに排泄の 
後始末をされる 

S サービス施設シート 

介護者のFシート 

 

○○さん薬が、かな
り余っています。 

○○さんの奥さんか
なり疲れてますよねー。 

カンファレンス風景 
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【結果】シートから得られた情報を診察前に医師に
伝えることで限られた時間を有効に使うことができ
ました。また、家族の本人に対する思い、介護力の
現状を把握すること、施設での情報を知ることで、
家族の安心と援助につながりました。本人、家族の
方の訴えに耳を傾け話を聞くことがとても大切だと
感じました。

【考察】今回のセンター方式で患者様の背景、数多
くのエピソードを知ることができました。患者様本
人の持てる力を十分発揮できる援助を行うには、認
知症高齢者を正しく理解し接することが大切だと実
感しました。認知症の人と関わる中で、認知症の人
が、その人らしく日々穏やかに過ごせたかという評
価は難しいとも思いました。医療だけでは息詰まる
問題も多く、認知症という長い経過をできる限り本
人らしい生き方ができるよう家族をはじめケア関係
者と共にシートを利用し援助方法を考えていきたい
です。

外来看護師として何ができるか、認知症高齢者を正
しく理解し、介護者をねぎらう気持ちを忘れず、少
しでも良き理解者となれたらと思いました。

ご清聴ありがとうございました。

結果 

・シートから得られた情報を、診察前に医師に伝える 
 
 
・家族の本人に対する思い、介護力の現状を把握 
 
 
・家族の安心・援助につながった。 
 
 
 
  

事で、限られた診察時間を有効に使う事ができた。 

することができた。 
 

 

介護者との面談風景 
大変です。 
疲れました。 

 最近、どうですか？ 
すぐ怒るし。 

 

寝てばかり
だし。 

考察 

・患者様の持てる力を十分に発揮できる援助を 
 
 
 
 
 
   

行うには、認知症高齢者を正しく理解し接する 
 

シートを利用し援助方法を考えていきたい。 
 

ことが大切だと実感した。 

・医療だけでは行き詰まる問題も多く、認知症と言う 
 長い経過を出来る限り、本人らしい生きかたが 

 できる様、家族をはじめケア関係者と共に、 
 

17 

                          
認知症の人と共に歩む看護 

  

国民健康保険上矢作病院 
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