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要介護の主な原因となった疾患

第1位（21.5%）脳血管疾患
第2位（15.3%）認知症
第3位（13.7%）高齢による衰弱
第4位（10.9%）関節疾患
第5位（10.2%）骨折・転倒
第6位（3.9%） 心疾患

第7位（3.2%）パーキンソン病
第8位（3.0%）糖尿病
第9位（2.8%）呼吸器疾患
第10位（2.3%）悪性新生物（がん）
第11位（2.1%）視覚・聴覚障害
第12位（1.8%）脊椎損傷

平成21年 厚生労働省
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脳血管疾患

改善介護士2級講座参照

認知症

http://www.tsukuba-psychiatry.com/wpcontent/uploads/2013/06/H24Report_Part1.pdf 2



アルツハイマー型認知症
認知症の中で67.6%と最も多く男性より女性の方が罹患率が高い
脳にアミロイドβやタウと呼ばれる特殊なたんぱく質が蓄積して神経細胞が壊れてい
く病気
【 症状 】
①記憶障害：中核症状 体験そのものを覚えていないので思い出すことができない
判断能力の低下：出来事や事柄についてどうするかを決めることができなくなる

②見当識障害：見当識とは自分が置かれている状況を把握する能力

③行動・心理症状(BPSD)：物盗られ妄想や徘徊、介護拒否など周辺症状
行動症状としては、攻撃的行動・徘徊・拒絶・不潔行為・異食等
心理症状としては、抑うつ・人格変化・幻覚・妄想・睡眠障害等
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アルツハイマー型認知症の内服薬

https://info.ninchisho.net/medicine/m05
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脳血管性認知症
約19.5%が脳血管性認知症
脳梗塞や脳出血等の発症後に認知症が生じる
脳血管性疾患は、高血圧や動脈硬化、糖尿病など生活習慣病の予防が重要
若いうちから血管を守る生活

【 症状 】
①まだら認知症：ひどい物忘れがあるのに判断力はあるというように症状がまだらな状態
脳血管疾患で障害を受けた脳がどの部分なのかにより障害を受けていない脳機能は正常だが、
障害を受けた脳の部分はうまく機能しないためにまだらになる

②感情失禁：感情が不安定になりやすい 急に怒ったり、泣いたりする
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レビー小体型認知症
認知症全体の4.3%の発症率
男性の罹患率が多く女性の2倍
レビー小体とは脳神経細胞にできる特殊なたんぱく質
レビー小体がたくさん集まると脳神経が死んでしまい情報をうまく伝えられなくなる

【症状】
①幻視：記憶障害よりも存在しないものが見える幻視
特に虫や蛇が見える、小さな子供がいる、知らない人がいるなどのように
幻視のためにおびえることが多い

②誤認妄想：誤った認識
例えばまだ働いていると思っていて仕事にでかけようとしたり、
小さな子供がいるから早く家に帰って子どもにご飯を作らないといけない

③パーキンソン症状：手が震える、動作が遅くなる、筋肉がこわばる、
バランスが悪くなるなどパーキンソン病と同じような症状

④うつ症状：初期の段階からうつ症状がでるのでうつ病と間違えられやすい

⑤レム睡眠行動障害：眠れない、寝ている間に大声を出したり暴れたりする
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レビー小体型認知症：対応方法

幻視や妄想のために本人もかなりつらい状態
家族や周囲の介護職員も対応が難しい

本人の気持ちに寄り添い、幻視を否定しないで味方になって、
例えば虫がいるならば、虫を退治しましたと伝えるなど、
真実を伝えるのではなく、相手にとっての現実に共感

虫などいませんよと否定すると馬鹿にされたと感じて、
余計に暴力をふるったりなどBPSDが悪化
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前頭側頭型認知症
（FTD：Frontotemporal dementia）
以前はピック病
脳の前頭葉と側頭葉が萎縮する病気
記憶障害の症状はなく、人格の変化や非常識な言動が症状として現れるために
精神疾患と間違えて診断されることも多い

【症状】
①自発性の低下：ぼんやりとすることが多く、自分から何かに取り組むことが減る
②言語障害：言葉の意味が分からなくなり、物の名前がでてこなくなる
③感情の麻痺：感情が鈍くなり人への関心がなくなる
④食事や嗜好の変化：食へのこだわりが強くなり同じ物を食べ続けたりする
甘いものを過剰に食べたりする
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前頭側頭型認知症
（FTD：Frontotemporal dementia）
【症状続き】
⑤抑制が効かない：言動が暴力的になったり、痴漢行為をしたりと本能の
ままに行動 本人には罪の意識はない
⑥常同行動：毎日同じ時間に散歩をしたり、同じ時間に食事をしたり、
ルーチンにこだわる 時刻表的な生活
⑦立ち去り行動：話をしている途中なのに突然にその場を立ち去ったりし
ます。
⑧影響を受けやすく反復する：周囲に影響を受けやすくなる 同じ言葉を
繰り返し話したり、周囲の人と同じ行動をしたり
⑨精神機能の荒廃：病気が進行すると意欲の低下が進行して身体を動かす
ことが少なくなる
⑩寝たきり：発症後約6-8年で寝たきりになる
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若年性認知症

65歳未満の方が発症する認知症

若年性認知症は診断までに
時間がかかることが多く
治療が遅れてしまう

症状の進行スピードが高齢者と比較すると早い
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正常圧水頭症
治療で回復する可能性のある認知症
脳の中にある脳脊髄液が異常に増えて溜まってしまい脳内を圧迫
一般的なアルツハイマー型認知症の症状と似ているため診断を誤ってしまう

【症状】
①歩行障害：がに股歩きになり、すり足で歩くようになり転倒も多い

②精神活動の低下：記憶障害もあるが、集中力や注意力が散漫
うつ症状のような意欲低下もあり

③排尿障害：尿意を感じてから排尿するまでに時間が短いためトイレが間に合わず失禁することがある
記憶障害だけでなく上記のような症状があった場合には脳外科を受診して、
正常圧水頭症ではないかを診察
治療方法は、脳の中にたまっている髄液を他の場所に流すシャント術をすることで治癒する可能性

11



関節疾患
変形性膝関節症
男性：女性で1:4と女性に多い疾患
【 症状 】
膝の痛みと水がたまる 足がO脚になりやすい
【 原因 】
膝関節が年齢と主にすり減り、老化や肥満、けがなどが原因
【 治療 】
痛みや炎症が強い場合には、痛み止めやヒアルロン酸を注射
大腿四頭筋の筋トレをすることも重要なケア
肥満の方の場合は減量も必要
症状が強い場合には手術で治療 関節鏡手術や人工膝関節置換術
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変形性股関節症

この疾患も罹患する方のほとんどが女性
【 原因 】
子供の頃の病気や発育障害が原因で発症するのが約８０％

【 症状 】
股関節の隙間が狭くなったり、軟骨の下の骨が固くなる

【 治療 】
最終的には体重のかかる関節が失われて痛みが強くなる
重度になると骨切り術や人工股関節置換術などの手術
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関節リウマチ
【 原因 】
免疫の異常・糖質の摂取量が多いと炎症、腸内環境悪化
【 症状 】
関節リウマチは関節の痛みだけでなく、全身性の症状
微熱、体重減少、貧血、リンパ節の腫れなど
①朝のこわばり：関節周囲がこわばり
②関節炎：赤くはれることはあまりない、熱っぽくはれて、動かすと痛みが増す
③関節水腫：関節の炎症がひどくなると水がたまる
④関節変形：リウマチが悪化すると関節が破壊され、筋肉も委縮するため関節が変形
【 治療 】
薬物療法と手術療法
薬物療法は副腎皮質ホルモン薬だけでなく抗リウマチ薬が開発されたことにより進行
を食い止めることも可能
重度の関節変形で動かせなくなった場合等は手術を選択することもある
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骨折
大腿骨頸部骨折
高齢者の寝たきりの一番の骨折の原因は、大腿骨頸部骨折
女性の方が男性の2-3倍も多い
【 原因 】
女性の方が骨粗鬆症や骨密度が低い
【 治療 】
手術療法 人工骨頭置換術
手術はかなりの高齢でも実施されることが多い
家族が保存療法を希望する場合もあり
保存療法の場合には、手術をしないため、荷重をかけることが難しくなる

手術後はできる限り早くリハビリを勧める
歩行訓練を実施することで歩行も可能になることが多い
認知症が強い方の場合にはリハビリがうまく進まないことが多いので
早期に退院して在宅や介護施設で生活の中でのリハビリのほうが効果的 15



胸腰椎圧迫骨折
胸椎から腰椎にかけての脊椎の骨折
【 原因 】
骨粗鬆症がひどくなるとちょっとした転倒やひねっただけでも圧迫骨折

【 治療 】
圧迫骨折は手術できない
保存療法：コルセットを巻いて安静
痛い部分には冷湿布や鎮痛剤入りのクリームなどを塗布
高齢者にとっての安静は生活不活発病の原因
痛みが楽になってきたら、できるだけ動いてリハビリを積極的に実施
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上腕骨頸部骨折

上腕骨頸部(けいぶ)骨折とは、上腕の上方部の骨折
医学用語では上方のことを頸部(けいぶ)と称す
【 原因 】
転倒して手をついた場合に起こりやすい骨折
【 治療 】
三角巾とバストバンドで固定をして安静
固定中は関節をうごかしてはいけないのですが、
関節が固くなりすぎないように早期のリハビリが必要
主治医から許可がでたら積極的に動かす
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橈骨遠位端骨折
橈(とう)骨(こつ)とは、前腕の親指側の骨
遠(えん)位端(いたん)とは、手首に近い部分
【 原因 】
前腕の親指側の手首の付け根が転倒した時に手をついて
骨折することが多い
【 治療 】
骨のずれ具合により手術を必要とする場合もある
ギブス固定
ギブスをしている最中もギブスから出ている指先は
リハビリとして動かす
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心不全
心不全とは、心臓の機能が弱っている状態
心臓は、新鮮な酸素と栄養を充分に含んだ血液を全身に送り出すポンプの役割
そのポンプの機能が低下するのが心不全
【 症状 】
ポンプ機能が低下すると新鮮な酸素と栄養を全身に届けることができなくなるため、
息切れ、疲れ、全身のだるさ、食欲不振、全身の浮腫
【 治療 】
心不全の原因の疾患を治療すること
心筋を強くする薬や浮腫を治療するための利尿剤
全身がむくみやすくなりますので、水分の摂りすぎのないように主治医に水分制限を確認
無理に運動をすると酸素不足が悪化するので安静も必要
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パーキンソン病

【 原因 】
中脳の黒色ドパミン神経細胞が減少 黒色ドパミン減少のために
ふるえや身体の動きが悪くなる

【 症状 】
運動症状：振戦、動作緩慢、筋強剛、筋固縮、姿勢保持障害
非運動症状：便秘や頻尿、発汗、易疲労性、嗅覚の低下、
起立性低血圧、気分が晴れない、興味が薄れたり意欲が低下する

【 治療 】
薬物療法と手術療法
薬物療法は複数の薬を内服することが多い
かなり症状が改善することが多くパーキンソン病のせいで寿命が短くなることはない
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要介護の要因ではないが、要介護高齢者
に多い疾患：褥瘡
2015年の日本褥瘡学会の「褥瘡予防・管理ガイドライン（第4版）」
１級講座では厳選した内容のみをお届け
詳細は協議会会員向けの特別講座にて

【 褥瘡の定義と要因 】
褥瘡とは、外力が加わることで骨によって
圧迫された組織が障害を受けること

https://www.almediaweb.jp/pressureulcer/maruwakari/part1/01.html
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褥瘡の治療方法
急性期：褥瘡発生から１～3週間まで
炎症反応が強く出て発赤・表皮剥離・水泡・浅い潰瘍など
湿潤環境を保持しながら透明ドレッシング材で保護

慢性期：１～3週間の急性期を過ぎている褥瘡

浅い褥瘡：深さが真皮までの褥瘡 薬剤よりも透明のドレッシング材で治療

深い褥瘡：深さが真皮を超えて深部組織までの褥瘡
治療の進め方としては、壊死組織の除去、肉芽形成の促進、創の縮小、
感染・炎症の制御、浸出液のコントロール、ポケットの解消
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褥瘡予防ケア
体圧管理方法
日本褥瘡学会が発表している2015年の「褥瘡予防・管理ガイドライン（第4版）」
体位変換は従来2時間ごと→適切なエアマットを使用している場合には3-4時間ごと

圧再分配とは、接触面に加わる圧力を以下の3つの機能によって分配し、
1点に加わる圧を低くすること
①沈める：骨突起部位がマットレスに沈むこと 沈むことで圧が減る
②包む：身体の凸凹に対して、マットレスが変形して包み込める機能
接触圧を低くすることができる
③経時的な接触面の変化：接触面が時間とともに変化
圧切換型マットレスはセルのふくらみが交互に移動して接触部位が変化
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圧再分配の実施方法
http://www.maruho.co.jp/medical/jokusoujiten_fm/prevent/prevent4/page4.html

①伸縮性のないシーツ使用禁止
まるでハンモックのようにピンと張ってシーツを敷いていると
身体とマットレスの接触面積が小さくなり、圧が強くなる

②エアアットの空気圧が強すぎても弱すぎても沈みすぎたり（底つき）、沈まなすぎたりする
底つきの確認方法は、手のひらを上にして指をまっすぐにして
マットレスの骨突起部位（仙骨部など）の下に手を差し込む

中指をまげて骨突起部位に触れる程度がちょうどよいエアパットの空気量
指を曲げない状況ですぐに骨突起部位に触れる場合を底つき状態 空気をもっと多めにする
反対に中指をまげても骨突起部位を触れない場合には空気圧が高すぎるので空気を少なく
現状のエアマットは体重で空気圧を設定できるようになっていますが、
骨突起部位の体圧は体重だけでは決められないので、
必ずエアマットを設置する際には自分の手で空気圧を確認 24



創の洗浄方法
褥瘡の創部分を洗浄することは、治癒を促進
洗浄行為は介護職員が実施しても良い行為

1日の中で洗浄回数を増やせるように工夫

褥瘡周囲の皮膚は石鹸やボディソープで優しく洗う
褥瘡の創自体は水道水や生理食塩水のみで洗う
おすすめは通常の入浴時の温度のお湯のシャワーを使って洗浄
理由はシャワーのお湯の勢いで壊死組織などを洗い流せる

最低でも1日1回の洗浄、できれば1日2-3回洗浄
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前立腺肥大
膀胱の出口で尿道を取り囲んでいる前立腺が大きくなってしまい、
尿道が細くなり、排尿障害が生じる病気

【 症状 】
尿の勢いが弱く、尿が出づらく残尿がたまりやすく、
1回の尿量が少なくなるために頻尿

【 治療 】
男性の夜間頻尿に対してはまずは前立腺肥大を疑い、
泌尿器科で治療を勧める
軽度の間の治療は、内服薬で症状が改善
症状がひどい場合には肥大した前立腺を削る手術
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膀胱炎
【 原因 】
水分不足、陰部の清潔が保てないなどの状況になりやすく、
膀胱に菌が繁殖しやすく、膀胱炎になりやすい
頻尿の原因が膀胱炎の場合もあり

【 治療 】
水分摂取を促し、陰部の清潔を保つ
重症の場合には泌尿器科で抗生物質を内服
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神経因性膀胱
【 原因 】
膀胱の尿をためる、出すという働きは神経が支配
何らかの原因で神経が障害されて排尿障害が起こる
脳血管疾患やパーキンソン病、脊髄損傷などの疾患が原因

【 症状 】
膀胱の収縮が過剰に起こる
膀胱の収縮が起きにくくなる
膀胱が尿を貯められなくなり、尿失禁が生じたり、
ちょろちょろ漏れる溢流(いつりゅう)性尿失禁

【 治療 】
薬物療法や導尿
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過活動膀胱

上記3つの疾患でもないのに
頻尿や急な尿意に悩まされている人が増加
【 原因 】
神経のトラブルの場合
神経は関係がない場合
女性の場合は老化のために骨盤底筋が弱まる

【 治療 】
薬物療法が基本ですが、女性の場合には会陰部に
専用のローラーで軽い刺激を与えることで改善
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