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本日の内容

１．コミュニケーションとは

２．認知症の人のコミュニケーションの特徴

３．コミュニケーション能力のアセスメント

４．コミュニケーションへの援助



認知症の人と

コミュニケーションがうまくいかなかった

と感じたことはありませんか？



例えば。。。

何度も同じ説明を
しなくてはならない

風呂に誘ったが、
いつも断られる

「採血をするので腕を伸ばして下さ
い」と依頼してもふさわしい姿勢を

とってくれない

急に怒る



上手くいかない体験が積み重なると・・・

「認知症の人は苦手」

「できるだけ担当になりたくない」

「認知症の人は話をしても無駄だ」

「認知症の人とのコミュニケーションは不可能」

援助者側のレッテルをはることに
よって機会を喪失している



コミュニケーション

•私のことをわかってほしい、お互いに分かり合いたい

という社会生活に伴う基本的な欲求

意味：

•社会生活を営む人間が、

互いに意思や感情、思考を伝達しあうこと。

•言語・文字・身振り（言語・非言語メッセージ）などを媒介とし
て行われる。



コミュニケーションに影響を及ぼす因子
認知症の人

•情報処理機能②の低下

•加齢による聴覚③や発語発声器官
①の不具合の可能性

援助者④

•不確かなメッセージに気づき、す
くい上げることのできる受信力、
それを理解しようとする情報処理
能力や送信力が求められる

•コミュニケーションに向かえる環
境⑤をつくる



認知症の人とのコミュニケーションの特徴

原因疾患別

①アルツハイマー型認知症

②レビー小体型認知症

③前頭側頭葉変性症

④血管性認知症



①アルツハイマー型認知症

症状
・記憶障害
・見当識障害
・遂行機能障害
・視空間認知の障害
・物取られ妄想など



初期（軽度）

【できること】

• 話し言葉は流暢

• 文法の間違いも少ない

• 理解力の低下もあまり進んでいない

• 書き言葉の理解は可能

障害 具体例

言語 ・記憶や見当識の部分的な低下による言い間違いや名称の想起困難
（喚語困難）
・ちょうど良い言葉が思いつかない代わりに回りくどい説明になる
（迂言）

記憶 ・毎日見ている物の名前は想起できるが、日頃、見たり、体験した
りする機会の少ない物の名前は出にくい
・同じ内容の話や質問を繰り返す



中期（中等度）

【できること】

• 単語や短い文章、非言語的メッセージの活用など、複数のコミュニケーション
手段を用いたかかわりが有効

障害 具体例

言語 ・理解障害が進行し、語彙の減少や話し方の流暢性の低下、代名詞
の増加見られる
・統語構造が単純になり、錯語が見られる

記憶 ・注意を集中して話題にとどまることが難しくなる



後期（高度）

障害 具体例

言語 ・文章の構成が困難になり、理解障害は重度となる
・単語や文節の復唱、話すこと自体の減少、新造語（これまでの言
葉にはない言葉）が見られる
・最晩期には無言状態になる



②レビー小体型認知症

症状
・認知機能障害
（記憶障害の程度は軽い、遂行機能障害、視空間認知障害）
・認知機能の変動 ・幻視 ・妄想
・パーキンソンニズム
・レム期睡眠行動異常
・抗精神病薬への過敏性
・自律神経症状



初期

【できること】

• 話し言葉は流暢

• 理解もおおむね保持されており、コミュニケーションに大きな支障はない

障害 具体例

認知機能の
変動

・会話の途中で呆然としてしまう
・集中力にむらがある
⇒調子の良さそうなときに積極的にコミュニケーションをとる
機会を持つ



中期以降

障害 具体例

幻視 ・話の中に非現実的な視覚による克明な描写を含むことがある
⇒幻視の出現時には、否定するような対応はしない
1人でいると幻視が強まることがあるため、人と交流の輪に
いることで予防を図る

パーキンソ
ニズム

・進行に伴ってパーキンソン症状が進む
・呂律の回りにくさ
・音声の低下
・発話開始困難
・抑揚に乏しくなる



③前頭側頭型認知症

症状
・病識の欠如
・脱抑制
・常同行動
・自発性の低下、無気力、無関心
・感情・常同の変化、同情・共感の欠如
・食行動異常
・言語障害



障害 具体例

脱抑制 ・対社会・対人行動の障害や自己抑制が弱まる

感情・常同
の変化

・多弁
・冗談を言うかと思えば不機嫌に黙り込んだりする

常同行動 ・どのような質問にも同じ返事をする常同的発言
⇒「詩の朗読」のような発語の機会を組み込んだ余暇活動を
毎日同じ時間の行うような習慣化

自発性の
低下

対人関係に関する意欲の低下から自ら人に話しかけることがなくな
る



④脳血管性認知症

症状
・まだら認知症
・運動障害
・情動失禁
・アパシーや抑うつなどの精神症状など

経過
・段階的に進行



障害 具体例

アパシーや
抑うつ

• 抑うつや無気力・無関心などの精神活動性の低下が後遺症に見ら
れる

失語 • 病巣が左半球であれば失語症をを伴うことがある

状況理解の
障害

• 病巣が右半球の場合は状況理解の障害が見られる

【ポイント】

機能回復訓練の対象外の人に対しても、コミュニケーションの機会を持つ日課を
計画



コミュニケーション能力のアセスメント

①加齢に伴う視力の不具合

②加齢に伴う聴力の不具合

③言語・非言語メッセージ能力

④発語発声器官



①加齢に伴う視力の不具合

変化 症状

視力 近点の視力低下 近くがぼやける
霧視

明暗順応 明暗順応の時間が延長 明るいところでは羞明
暗いところでは周囲が見えずに障害物にぶつかる

色覚 色の弁別機能が低下 青色と紫色、黄色と緑色、黄色と白色の識別が難しい

視野 視野が狭くなる
特に上方周辺の視野が低下

高所の案内図や信号を見落としやすくなる



霧視



色覚



アセスメントの視点
評価

•視力や視野

•老眼鏡の使用経験と効果

•白内障の既往や糖尿病の既往と治療

具体的な行動例

•援助者の視力を基準に、同じ位置から掲示物を見て、何が書いてあ
るのかを読んでもらう

•外の風景を説明してくれている語りから、およその視力を確認する

•日常生活の中で意識的に情報を拾い集めていく



②加齢に伴う聴覚の不具合

変化 症状

聴力 加齢とともに自然な機能低下
高音域の聴力低下
補充現象が出現
（音の明瞭度の快適レベルの幅
が小さくなる）

高音域の声が聞き取りずらい
小さい音は聞こえにくく、大きい音は不快に響く

難聴 音がゆがみ明瞭度が低下
老人性難聴
周波数選択制の低下
時間分解能の低下

聞き返しや聞き間違いが増える
自分が聞きたい音を選択的に聞き分けるのが難しい
早口が聞き取りにくい



アセスメントの視点
評価

•相手の応答の確認

•外耳道の視診

具体的な行動例

•会話中の聞き返し、テレビの音量、物音の方向に顔を向けるかと
いったことで大まかに把握する

•指示されたようにボタンを押せない場合にも、音が聞こえたら顔
を上げたり、周囲をキョロキョロ見回したりといった身振りに注
目することで把握する



③言語・非言語メッセージ能力

言語メッセージ

認知機能評価スケールの活用

•改訂長谷川式簡易知能評価スケール
（HDS-R）

• MMSE

（mini mental state examination）

• N式老年者用精神状態尺度

（NMスケール）

各項目の回答状況を確認し、
日々のコミュニケーション
で得られた実感と照らし合
わせ、スケールで評価され
ている部分とされない部分
を総合し、コミュニケー
ションの具体的方法に反映
させる



非言語メッセージ

表情

•快・不快という大まかな感
情を捉える

•微妙な心の変化を把握する
際は、表情の見落としや解
釈の個人差がでる

•生活をともにしてきた家族
から認知症の人の特徴的な
表情を聞く

•捉えた瞬間の表情を、状況
の文脈と関連させて考え理
解する

身振りやしぐさ

•人間の身体の動きを言葉で表現することは簡単ではない

•写真やイラストで補い、同じ目線で評価できるようにする

•家族にも今までの経験を教えてもらう

「このような身振りは、排尿の前にみ見られることが多い」など



④発語発声器官

•脳血管疾患による神経系の損傷やがん疾患などによる形態的な問題が
ないか

•話し言葉によるコミュニケーションは困難でも、声を出すことは可能
であるか⇒非言語音声メッセージのみでも感情を使えることもある

•口腔に関する評価（開口、口唇の閉鎖の具合、歯牙および義歯の状態、
舌の動き、口腔内の湿潤、口腔内・口唇や口角の痛み）

•呼吸の状態、カーテン兆候、軟口蓋や顔面の対称性の比較などによる
麻痺の確認

•嗄声などの声質などにより視覚的に確認できない器官系の問題を推測
する



コミュニケーションへの援助

①コミュニケーションに適した環境づくり

②コミュニケーションの可能性に働きかける

③援助者自身の態度や姿勢を振り返る



①コミュニケーションに適した環境づくり

コミュニケーションに意識が向く環境
•多床室の病床環境を離れる

•明るい採光

•心地よい音楽

•座り心地の良い椅子のある場所に、

病室を離れ、場を移してコミュニケーションを行う



視力・聴力を助ける環境
•大切な事を伝える際、雑音は集中力を低下させる

⇒ドアを閉めて対面して話す

＊環境をコントロールする

文字や掲示物が見える明るさ、色使い、配置
•十分な明るさが必要

•気づいてほしい情報には、暖色系の色を用いた大きめな標識を
用いて、表示する場所や位置（高さ）に配慮



②コミュニケーションの可能性に働きかける

認知症の人のスキルを生かしたコミュニケーション
•初期

言語＞非言語

•中期

言語＝非言語

•末期

• 言語＜非言語

各段階にあった
コミュニケーションの方法が必要



初期
話し言葉・書き言葉の積極的な活用

●普通の言葉でもほぼ伝わる

•普通の社会的な会話を持つ

（趣味の話題、好きな食べ物の話など）

•選択肢のある会話

（好みの飲み物を選ぶなど）

●記憶の不確かさがある

•日記を書く、メモを取るなど、書き言葉を積極的に使う



中期
非言語的メッセージの併用で、コミュニケーションを補強

●シンプルな指示的な話し方や二者択一の質問

•認知症の人に、次にとるべき行動を示すことができる

•正面から、表情をつくり、ゆっくり、語と語の間にポーズを入
れながらはなしてみる

●自分から人に話しかけるということが少なくなる

•援助者側から話題を投げかけ、話の輪に引き込む



後期
非言語的メッセージに注目しつつ、発語も諦めない

●話している内容を理解できないことも増える

•表情や身振りから伝える

•身体に触れる、手を取るなどによって

温かみや心地よさを伝える

●重度認知症であっても、自分の名前や挨拶は、

発語発声機能の維持につながる



自助具の使用

•眼鏡の使用

•レンズの汚れを拭き取るなどのサポートが必要

•耳垢を除去する

•補聴器の使用



③援助者自身の態度や姿勢を振り返る

•話し方

⇒低く、落ち着いた声で、ゆっくりと、滑舌よくはなす

•認知症の人の声と声なき声に耳と心を傾ける

•信頼と敬意をもって関わる



まとめ

•原因疾患別にコミュニケーションの特徴がある

•視覚、聴覚、言語・非言語メッセージ、発語発声器官のアセス
メントを行い、コミュニケーションに適した環境づくりを行う

•認知症の人のコミュニケーションの可能性に働きかける

•援助者自身の姿勢（聞く・伝える）も必要となる


