
平成 29 年 12 月 30 日より、 痛みの訴え強く、 生活動
作も緩慢になり、 食事提供、 室温管理、 安否確認を夕
方の随時訪問サービスに組み込む。 昼夜逆転による混乱
も見られる。
平成 30 年 1 月 15 日、 2 階で就寝困難となり、 ベッド
を１階に降ろす。 体力低下も見られるが、 通所介護を利
用しながら生活は成り立っていた。
4 月より要介護２へと変更となる。
4 月 6 日より、 訪問看護利用開始となる。
6 月 15 日より、 立位不安定、 横になる時間も増え、
通所介護利用が困難となる。 昼、 夜間の随時サービスを
追加し、 1 日約 4 回の訪問となる。
6 月 22 日、 終末期へ向け訪問診療利用開始となる。
担当者会にて痛みを少しでも減らし、 自宅で看取りたいと
の意向を確認し、 連携を図る事となる。 PWC、 介護ベッ
ドを導入する。 同時に長女も長期休養を取り、 本人に付
き添いをする。 長女のレスパイトケアを行いながら、 随時
訪問を継続した。
　６月２３日より座位保持困難、 リハパンからオムツへと
変更。 食事 ・ 水分も摂取困難となる。
　徐々にレベル低下し、 6 月 27 日夜長女に看取られな
がら、 穏やかにご逝去される。

【結果 ・考察】
自立支援に向けたサービス提供から、 ターミナルケアへの変
更時は、 本人、 家族の意向を踏まえ、 状況に合わせた
柔軟なサービス変更を行った。 結果、 家族のレスパイトケ
アも行いながら、 最終的に訪問診療、 訪問看護、 定期
巡回随時訪問、 家族との情報共有を行い、 望まれてい
た自宅での穏やかな看取りが行えたと考える。
他の介護サービスでは難しい随時訪問による対応により、
長女のレスパイトケアまで行えたことは、 つなぐの強みであり、
又、 在宅での看取りの際に、 つなぐは積極的に選択され
るサービスの一つに充分なり得ると実感できた。

【倫理的配慮】
本事例は、 対象者並びにご家族の同意を得て、 対象者
に十分配慮しております。

【目的】
高知県は療養病床数全国第 1 位、 介護療養型医療施設病
床数全国第 1 位、 人口 10 万人当たりの病院数全国第 1 位、
一般病床数全国第２位となっている。 在宅生活を望んでいる高
齢者は多いが、 受け入れ先の病院が多い為、 安易に入院～終
末期を迎える流れが出来てしまっている。
　又、 在宅生活の継続支援を使命とする定期巡回型サービスは
２事業所の稼働であり、 サービスの理解が進まず、 在宅支援サー
ビスの選択肢になりきれていない。
　つなぐを利用する認知症で独居の方が、 ある日末期癌と診断さ
れた。 入院～終末期という一連の流れではなく、 在宅での生活
を希望した為、 ターミナルケアとしてのサービスに切り替えを行った。
ターミナルに伴うサービス内容の変化や、 訪問看護、 訪問診療、
ケアマネージャーと連携を取り、 どのように自宅での看取りを迎えた
のかについて報告させて頂く。

【方法】
平成 29 年 7 月 5 日よりつなぐ利用開始。 要介護１、 独居利
用開始時には服薬確認、 食事内容の確認、 水分チェックの目
的で朝の訪問と、 週 1 回の掃除支援で、 在宅生活をされていた。
平成 29 年 8 月頃認知症状進行に伴い、 通所介護を週３日
から５日利用に増やす。
平成 29 年 12 月より同じ物を購入されたり、 鍋を焦がす事が増
えたりした為、 配食弁当の利用開始。
平成 29 年 12 月 25 日に背中の痛み訴えあり、 12 月 27 日
受診する。 腎臓と尿管に腫瘍を認め、 胸椎が圧迫された事によ
り痛みが出ており、 悪性で状態は厳しいとの判断。
家族のセカンドオピニオン希望により、他の病院を受診し、ＰＥＴ、
ＭＲＩ検査受けるも、診断は同じ。年齢８０歳と体力を考慮し、
薬により痛みを軽減させながらの経過観察となる。
治療が望めないのであれば、 最後まで自宅でとの本人、 家族か
らの希望あり。
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【倫理的配慮】
本研究に関する個人情報保護に関しては、 各サービス医
療福祉大学研究倫理審査委員会の承認を受け各対象
者に研究の目的、 方法、 趣旨を伝え得られた情報は研
究発表以外には使用しないこと、 開示すべき内容には利
益相反関係は無いことを説明し書面にて同意及び了承を
得ている。

【結果】
IoT ・ AI を導入し介護 ( 特に認知症高齢者 ) で活用す
ることで、BPSD の予測と的確な対応を提供することにより、
認知症高齢者の症状緩和が確認できた。 5 か月間の実
証期間にて、4 施設の BPSD 発症数の総計は 149 件で、
そのうち 48.99％は 1 ヶ月以内に症状が消え、 翌月以降
の評価 4 の BPSD は、 2 ヶ月以内に 16.11％が消失し、
同様に 3 ヶ月以内に 6.71％、 4 ヶ月以内には 2.68％
が消失した。 4 ヶ月の BPSD の消失合計 74.49％が確
認できた。
また、 業務内容に関わる時間の減少と、 参加者が継続
的な利用を希望することにより、 介護者の介護負担軽減
について、 根拠のある効果値を導出することができた。

【考察】
ケアを行った際の活用前と活用後の業務効率の比較に関し
ての調査で、 介護 ・ 看護サービスを中心に１日 ( 約１１
時間 ) の業務内容に関わる時間を比較した。 直接的援
助業務（4.5 時間）23.3％、間接的介助（掃除、洗濯、
調理）時間が 44.5％延長していた。 これは、 従来 3 人
しか対応できなかった介護 ・ 看護職員がこの 4 か月間で 4
人迄介護 ・ 看護サービスが出来る ようになったと考察でき
る。 一方、 記録に要する時間の比較では 9.8％、 ミーティ
ングでは 29.0％、 連絡先への連絡業務では 45.0％、
書類 作成時間では 28.6％短縮されていた。 随時対応
時間では、 47.3％の減少が見られたことは、 認知症高
齢者が安定していると考察できる。

【目的】
認知症の状態を IoT によって得られたデータで解析 ・ パターン化を
図り、得られたパターンを基に活動レベル、移動タイプ、病態進行、
BPSD の有無及び排泄コントロールなどの状態を自立度の段階毎
にパラメータ ( 標準的偏差 ) で求め、 科学的根拠に基づいて、
自立支援に資する予測可能で最適な支援方法の導出を、AI（人
工知能）を用いて行い、 認知症ケアの効率化と生活自立度を引
き上げ、 症状改善に向けたケアマネジメントのサポートおよび介護
負担軽減へ取組むことを目的とした。

【方法】
IoT デバイス（音源探知、嗅覚特定機能、顔認識、自動識別、
自動対処、 自動通知、 測距機能、 バイタルセンサ、 環境センサ）
で得られた情報と ICT を活用した音声およびタップで入力された介
護記録から得られた情報を統合処理し、 これまでの研究活動によ
り蓄積された有効であった認知症ケアデータを AI により相関を求
め、 認知症の症状の特定を容易かつ的確に行い、 顕著にみられ
る特有の BPSD( 徘徊、 妄想、 暴力など ) への適切な対応方
法を導出する。 これにより認知症高齢者へより的確な対応を提供
し、 症状緩和および介護者の負担軽減の実現を検証している。
IoT によって得られたデータと過去の実績データを照らし合わせ統
計的手法で解析 ・ パターン化を図る。 これによって得られた情報
を基に AI によるケアプラン作成および最適な支援方法を導出し介
護現場で認知症ケア検証を反復的に行う。
本実証事業は対象者をランダム化比較試験（RCT︓
Randomized Controlled Trial）により A 群（IoT ・ AI を活
用した群 ) と B 群 (IoT ・ AI の活用しない群）を分けて、 効果
を比較することにより、 IoT ・ AI による適切な介入が可能であり、
認知症高齢者の症状緩和に効果があることを実証する。 また、
IoT ・ AI を用いたケアを行った際の活用前と活用後の業務効率
の比較を行うことにより、 介護者の負担軽減に効果があることを実
証する。


