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3年間の事業全体の概観
巷では「認知症グループホームのケアはよさそうだ」といわれているようですが、そ
れってホント？　とツッコまれると答えに窮すのがこれまで。でも、きょうからは違いま
す。胸を張って、「認知症グループホームのケアは素晴らしい」と言えます。
などと書くと、何か怪しい冊子のような雰囲気が漂いますね。でも、これ、95％の確
率でホントなのです。
我が国の介護施設で認知症ケアの有効性を確実に示す大規模な研究はこれまで行われて
こなかったのですが、私たちがこの課題に果敢に取り組みました。日本認知症グループ
ホーム協会は、厚生労働省と協議のうえ、厚生労働省の平成29（2017）年度老人保健
健康増進等事業として「認知症グループホームにおけるグループホームケアの効果・評価
に関する調査」を2017年4月に開始しました。
そして、以降3年間にわたって有効性を統計学的に示す研究（この難解な表現はあとで
解説）を続け、その成果を世に示しました。筆者は、本事業の検討委員会の委員長として、
その成果をこの冊子で分かりやすく解説します。

グループホームにおける認知症ケアのエビデンスを示すぞ！
テレビ番組「激レアさんを連れてきた。」でアナウンサーが手書きバナーで出しそうな
勢いのある見出しですね。
認知症グループホームは、一つのユニットの定員が最大9名と、こじんまりとした家庭

はじめに

認知症グループホームケアのエビデンス
〜BPSDの低減とQOLの向上〜

山口晴保
社会福祉法人 浴風会
認知症介護研究・研修東京センター　センター長

（日本認知症グループホーム協会　有識者懇談会 委員）
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的な環境の中で、認知症の人、一人ひとりに向き合って、その人を大切にする個別ケアを
重視しています。このようなケアはきっと有効に違いないと皆さん思われますね。
そのとおり、ご明察なのですが、その有効性を示す大規模研究がこれまで実施されてい
ませんでした。そこで私たちは「確実に有効だ」ということを世に示すために、医療業界
では当たり前（ルーチン）のエビデンスづくりに取り組みました。
そこで、「エビデンスって何なの」というのが次の説明です。薬剤の有効性を明確に示
す方法を例にします。Aという便秘薬を100人が内服する介入群と、外観はそっくりのニ
セ薬を内服する100人の対照群を設けます。そして、内服前後での排便間隔（日数で数
値化）が効果指標となります。この200人分の前後データ計400をパソコンの統計ソフ
トで解析すると、何％の確率でホントの薬がニセ薬よりも効果があるかが判明します。
その確率が95％を超えると（つまり誤りの可能性が5％未満だと）、「統計学的に有意」
とされ、エビデンスの一つとして採用されます。この確率を「p値」といいます。「ｐ＜
0.05」という表現が、間違いである確率が5％未満だという意味を示し、この場合に「統
計学的に有意」なのです。
ポイントはニセ薬を飲んだ対照群があることです。何でこんな複雑な研究をするのかと
いいますと、人間はニセ薬でも「薬を飲んだから効くに違いない」と思い込み、実際に少
しは効果が出るからです（プラセボ効果といいます）。
医療業界のエビデンスづくりでは、患者集団（数百人規模）を介入群と対照群に分けて、
効果指標の数値の変化から効果を統計学的に示します。そこで、認知症ケアの有効性をエ
ビデンスとして示すことを目標にした我々は、エビデンスづくりのキーワードとなる「集
団」、「数値化」、「統計学」を認知症グループホームでの研究事業に導入したのです。
そして今回、「激レア」な成果を上げることができました。

認知症グループホームケアの特徴
認知症グループホーム（正式名称は「認知症対応型共同生活介護」）は、入居者全員が
認知症を有しています。そして、正式名称が示すように、認知症の入居者とケアスタッフ
が家族のように共同生活を送る雰囲気の中で、認知症ケアが行われています。ですから、
そのケアの有効性が期待されます。認知症ケアの効果を測るにはうってつけのサービスで
す。私たちは、ワクワクしながら研究事業に取り組みました。
ということで、認知症グループホームのさらなる特徴の解説です。
＊�小規模：1ユニット9名までの定員で、1つのユニットに人数分の個室とリビングダイ
ニングキッチン（LDK；居間＋食堂＋台所）などがあります。
＊�家庭的：LDKでは入居者とスタッフが一緒に食事やお菓子をつくり、一緒に食べ、一緒
に遊びと、楽しい時間を共有する家庭的なサービス形態です。
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＊�役割・能力の発揮：入居者は一方的にケアを受ける存在ではなく、スタッフの支援を受
けながら買い物、調理、配膳、片付けなどの日課を持ち、生きがいを感じながら残存能
力を発揮できるサービスです。

冊子をじっくり読んでいる暇はないというせっかちな方、次のページの
概要を読んでいただくだけで、全体像をゲットできます。でも少し難解で
す。まとめなので、専門用語の解説は省いています。
この若干難解な概要を読んで興味が湧いた・もっと詳しく知りたいとい
う方、8ページ以降の詳しい・そしてやさしい解説にお進みください。専
門用語解説の「おまけ付き」です。きっと知識欲が満たされてご満足いた
だけます。ですので、せっかちな方も、知識欲旺盛な方も、もちろん、そ
うでない方も、詳しい解説を読んでくださいね。‥‥‥「何か変？　論理
的でない」などとツッコまないで、次に進みましょう。
3年間の研究事業では、大きく以下のページに掲げた4項目に取り組み
ました。

3年間の研究事業の概要
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研究1 研究2

3年間の研究事業の概要

2017～2019年度（8～10ページに詳述）

ケア効果研究

まずは、認知症グループホームのケア効果を
エビデンスとして示す研究です。この研究に
は、日本認知症グループホーム協会からの参加
呼び掛けに呼応した全国の事業所に、協力して
いただきました。
そして新規入居者71人と既存入居者484人
を対象に、認知症の行動・心理症状（BPSD）
の状態（重症度と職業的負担度）やQOLを経
時的に評価しました。
その結果、新規入居群では経時的にBPSDが
落ち着き、QOLが向上しました。既存入居者
を対照群と見なした検討では、新規入居群の
BPSD職業的負担度とQOLが統計学的に有意
に改善しました。BPSD重症度も改善しました
が、統計学的有意差にわずに届かなかったのが
残念でした。
結論として、「認知症グループホームの新規
入居者に対する認知症ケアはBPSDに対して有
効で、QOLを高める」という結果を示せました。

2年目からの研究事業では、入居者の状態の
経時的変化を把握しました。1年目に協力して
いただいた入居者を1年後（2018年度）、2
年後（2019年度）に、1年目と同様の項目で
再調査したのです。
2年目からは日常生活活動（ADL）の尺度

であるバーセルインデックスも追加しました。
その結果、BPSDは1年後、2年後も安定して
いて、BPSDが少ない状態が保たれていること
が示されました。QOLは年ごとに若干低下し
ました。ADLは年ごとに確実に低下し、特に
抗精神病薬服用者で年間低下量が約2倍の点数
と大きいことが示されました。さらには、平均
6剤を服用しているポリファーマシー（5～6
剤以上の多剤服用）の実態が示されました。
既存入居者に対して適切な認知症ケアが行わ

れていましたが、生活能力を維持する取組みや、
抗精神病薬や服用薬剤数を減らす取組みが、今
後必要と指摘できました。

2018～2019年度（11～14ページに詳述）

追跡調査（継続研究）
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研究3 研究4

2019年度（詳述なし）

新設加算の実施状況等の調査
2018～2019年度（15～17ページに詳述）

地域貢献・交流評価尺度の開発

地域貢献や地域交流を定量的に評価できる評
価尺度があったらいいね。ということで、2年
目に182事業所にご協力いただき、①グルー
プホームの地域貢献と、②入居者の地域交流
を、半定量的に評価する指標を作成しました。
さらには開発した評価尺度の信頼性と妥当性を
担保しました。
この新規評価尺度を各グループホームの自己
評価に用いて、地域に開かれた事業所運営に役
立てていただきたいと思います。

介護報酬の2018年度新設加算の取得状況
や、今後加算が望まれる項目について、アン
ケート調査を行いました。また、サービス向上
のための効果・課題について把握しました。
これらの結果は、この冊子では割愛します

（詳しくは日本認知症グループホーム協会のウェブページ

に掲載されている報告書をご覧ください）。
https://www.ghkyo.or.jp/news/wp-content/
uploads/2020/04/R10408_R1Reasearch.pdf
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ケア効果研究

3年間の研究事業の具体内容

妄想
幻覚

興奮

うつ

不安
多幸

無関心

脱抑制

易怒性

異常行動
10項目

認知
症の
行動・心理症状（BPSD）

その結果、入居前1カ月のデータも取れた新規入
居者68人では、図1に示すように入居前に生じて
いたBPSDの重症度・職業的負担度がともに入居直
後には軽減し、1カ月後にはさらに軽減しました。
客観的QOLは入居前よりも入居後に向上し、1カ
月後にはさらに向上しました。
3つの指標とも統計学的に有意に改善しました

（p値が0.05未満）。入居時のリロケーションダ
メージ（生活環境が急に変わることで生じる症状の
悪化）が危惧されましたが、平均値で見ると、いず
れの指標も入居した途端（～1週を評価）に改善傾
向が見られました。入居直後から適切なケアが行わ
れていたと思われます。

いよいよ認知症グループホームケアのエビデンスを示す部分です。

1）�NPI-NH：（妄想・幻覚・興奮・うつ・不安・多幸・無関心・脱抑制・易怒性・異常
行動の10項目の重症度を0～12点、合計0～120点で評価する尺度）

2）NPI-D：（同10項目の負担度を各項目を0～5点で評価、合計0～50点）
3）�QOL-D短縮版：（9項目で合計9～36点；9～19点がよくない状態、20～24点
がややよくない状態、25～29点がよい状態、30点以上がとてもよい状態の目安）

るような介護者が困る症状が多い；BPSDと略する）の重症度をNPI-
NH1）、BPSDによる職業的負担度をNPI-D2）で、生活の質（QOL；穏
やかさ・生活満足度など）をQOL-D短縮版3）で経時的に評価しました。
新規入居群については、①入居前1カ月、②入居直後、③入居1カ月
後、④入居3カ月後の4時点で、既存入居群（3カ月以上継続入居）で
は、①初回と②3カ月後に同じ項目で調査を行いました。

研究1

入居後1カ月で有意に改善

図1 新規入居群で入居前・入居後・入居1カ月後のデータが揃った68人の分析結果
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初年度の2017年度研究では、新規入居者71人と既存入居者484人を調査対象としました。認知症の行
動・心理症状（認知症の人の行動に現れる症状や心理状態症状で、具体的には左下の図の10項目にあげてい
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さらにケアの効果を明確に示すため、今回の調査
では対照群とみなした既存入居群と新規入居群の間
で経時変化の違いを、「反復測定分散分析」（固有名
詞的なので解説抜きです。詳しくはウェブ検索等で
知識を増やしてくださいという親切心です）という
統計方法で、分析しました。
すると、図2に示すように、BPSD重症度（NPI-
NH）合計点の平均値の変化（p=0.059）は統計
学的有意差（p<0.05）にわずかに届きませんでし
たが、BPSD職業的負担度（NPI-D）合計点の平均

介護者の負担軽減も見られる

BPSDと職業負担度ともに改善

図2 新規入居群71人と既存入居群484人の3カ月間の変化の対比
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値の変化（p=0.005）と客観的QOL（shortQOL-D）
の平均値の変化（p<0.001）は有意に改善されま
した。
新規入居群のBPSD重症度は、入居から3カ月で
有意に改善しましたが（p=0.044）、既存入居群
も3カ月後に有意に改善したため（p=0.011；研
究に参加したことによるプラセボ効果と思われる）、
2群の変化量を比較する「交互作用」のp値が0.059
と有意差の基準値0.05をわずかに超えました。

前項の結果を追認するため、2018年度と2019
年度のデータを合わせて追加検討を行いました。新
規入居者41人と既存入居者でBPSD発生または
BPSD悪化が見られた46人の計87人（男性20人、
女性67人；85.3±6.9歳）を分析対象としました。
すると、BPSD重症度（NPI-NH）と職業的負
担度（NPI-D）ともに1カ月後に有意に改善しま
した（図3）。そしてQOLは向上傾向を示しました
（p=0.083、Wilcoxon）。

図3 BPSDの変化
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行ってもらうなど、能力を保持するケアを
行っている」� 97.0％

・�「入居者一人ひとりの個性や価値観、生活リ
ズムを尊重し、これまでの生活スタイルを継
続できるようにしている」� 94.5％
・�「職員と入居者のコミュニケーションを重視
したケアを行っている」� 94.5％
と、9割以上のグループホームで良質なケアが
行われていることが判明しました。
また、「地域行事への参加」は実施率95.2％
で、多くのグループホームが地域と連携してい
ました。

このような効果を生み出し
た認知症グループホームケア
とは、どんなものなのでしょ
うか？
ということで、2017年度
の調査では、各グループホー

入居者に合わせた良質なケアを実施

ムで取り組んでいるケアにつ
いて実施の有無を質問しました。すると、
・�「画一的なケアではなく、本人の意思やニー
ズ、状態に応じたケアを行っている」

　� 実施率97.0％
・�「自立支援の観点から、できることは自ら

共感的態度が有効率高い

2019年度には、生じたBPSDに対して行っ
た対応とそれが有効だったかどうかについて、
87人の入居者を対象に調査しました。すると、
特に有効率が高かった項目が、
・�「本人に共感的態度で接した」（65人で有効、
有効率74.7%）

・�「笑顔が増えるよう対応した」（60人、
69.0%）

・�「寄り添う時間を増やした」（60人、69.0%）
・�「本人のペースを尊重して、これまでよりも
ゆっくり対応した」（58人、66.7%）

でした。
ケアスタッフの、「入居者の発言や行動を否

定しない」、「入居者がうれしそうならケアス
タッフもうれしさを表現する」などの共感的態
度が有効でした。このように対応されたら誰で
もうれしいですね。笑顔が増えますね。認知症
の人は不安を抱えていることが多いです。特に

新規入居者は新たな環境
に置かれて不安を強く感
じています。そんな時、
やさしく寄り添ってもら
えたら不安が減ります。

この成果は、学術論文*に掲載されました。
＊�山口晴保ほか：認知症グループホームにおけるグループホームケアの効果研究．認知症ケア研究誌�2：103-115，2018

また、認知症になると、考えるスピードや動
作が遅くなります。本人のスピード感に合わせ
てゆったりと対応することで、不安やイライラ
が減少します。何よりこれらのケアは「自分が
大切にされている」という感情を入居者にもた
らします。ここが大切です。一方的なケアでは
なく、「あなたは大切な人です」というメッセー
ジが入居者に伝わるケアがよい効果をもたらし
ます。このように他者の心の内を推測しながら
ケアできるのが、ケアのプロです。
認知症グループホームにおける上記のような
ケアが、新規入居者のBPSD改善・QOL向上
に繋がったと考えられます。
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研究2 追跡調査（継続研究）
2017年度の研究対象者を、2018年度と2019年度に、同一指標で追跡調査しま

BPSD：BPSD重症度（NPI-NH）・BPSD職業的負
担度（NPI-D）合計点ともに、統計学的に有意な
変化はなく（平均値は少し変動しましたが、確実に
変化したとはいえない程度の変化）、安定して推移
しました（図4）。

1） BPSD

図4 BPSD(NPI-NHとNPI-D)の推移
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QOL：QOL-D短縮版の得点（高いほどQOLが高い）
は、わずかずつですが有意に低下しましたが（図
5）、「よい状態」（25点以上）を保ちました。

図5 QOL（QOL-D短縮版）
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p=0.032

p<0.001
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3） ADL
ADL：バーセルインデックス合計点（100点満点）
は、2017年度（2018年からの振返りで評価）
73.4±22.4点、2018年 度67.6±23.2点、
2019年59.1±26.8点で、毎年7点程度ずつ有意
に低下しました（図6）。
追加検討として、抗精神病薬の服用有無で2群分
けして1年間のバーセルインデックス低下量を比較
すると、非服用群では約7点、服用群では約14点
と、抗精神病薬服用群でADLが有意に大きく低下

図6 ADL（Barthel Index）
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2） QOL

した。3年間追跡できたのは339人（男性54人、女性285人；平均88.0±6.9歳）でした。
なお、2年目からは日常生活動作（ADL）の評価尺度であるバーセルインデックス（食事・移乗・整容・
排泄（トイレ動作）・入浴・歩行(移動)・階段昇降・更衣・排便調節・排尿調節の10項目で合計0～100点
で評価）も追加しました。
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していました。そこで、2018年と2019年でとも
に抗精神病薬服用群54人と、ともに抗精神病薬未
服用群246人を比較すると、ADL低下量が服用群
13.9点、未服用群6.7点と、服用群では低下点数
が約2倍で、有意に低下していました（交互作用：
F=8.359、p=0.004）（図7）。
この成果は2020年11月の日本認知症学会学
術集会で発表＊しました。
＊�藤生大我ほか：認知症グループホーム入居者のADL経年変化
と薬剤（抗精神病薬）・認知症重症度の関連．第39回日本認知
症学会学術集会、名古屋、2020.11

2018年度から2019年度への1年間のバーセルイ
ンデックス各項目の変化を図8に示しました。
例えば「歩行」は、1年間で30.4%の入居者で
悪化しましたが、12.7％では改善していました。
悪化を防ぎつつ、改善を諦めないでリハビリテー
ションを続けることが望まれます。

図7 ADL（Barthel Index）と抗精神病薬
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図8 BI各項目の1年後の変化
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2019年の調査で、向精神薬（脳に働く薬）の服
用状況を詳しく調査しました。抗精神病薬（妄想・
興奮・行動などを抑える薬）を服用している入居者
が339人中70人（20.6%）でした。抗不安薬・
睡眠薬の服用が47人（13.9%）でした。
抗精神病薬服用の有無とBPSD重症度（NPI-NH
得点）の関係を図9に示しました。NPIが0～5点
以下とBPSDがほぼない状態と評価されるグループ
149人中の16人10.7%に抗精神病薬が処方され
ていました。
抗精神病薬は、神経伝達物質のドパミンを働かな

いようにするので、パーキンソン症状を引き起こし
ます。身体が硬くなり、手足の動きが遅くなり、転
倒や誤嚥が増えます。生活機能が低下することは
バーセルインデックスの経時変化から図7で示した
とおりです。また、死亡率が高まることも報告され
ています。強い副作用を持つ抗精神病薬は、やむを
得ない状況の時にだけ用いるのが基本の薬剤です。
ですから、BPSDが落ち着いたら減量・中止を検
討すべき薬剤です。認知症グループホームは医療機
関ではないので、これらの薬剤は連携する医療機関

4） 薬剤
や入居者が受診している
医療機関から処方されて
います。したがって、グ
ループホームが薬を中止
する権限はないのですが
（言い訳）、入居者の状態
を主治医に的確に知らせ
るなど、抗精神病薬の適切な服用に向けた医療・介
護連携が求められます。
服用薬剤数も調査しました。回答のあった328
人で、平均6.0±3.2剤（1～22剤；中央値5剤）
を内服していました（図10）。これは、ポリファー
マシー（5～6剤以上の服用）といわれる状態です。
高齢者のポリファーマシーは、転倒や認知機能低
下のリスクを増加させることが報告されています。
この継続調査対象者の平均年齢は88歳と超高齢
です。幾つもの疾患を抱えて多数の薬剤が必要な入
居者がいることは確かですが、それでも薬剤を極力
減らす努力が必要です。適切な医療・介護連携が求
められます。

図9 NPI-NHと抗精神病薬服用有無
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図10 内服薬剤数
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追跡調査（継続研究）のまとめ
＊�BPSDは1年後、2年後も安定していて、BPSDが少ない状態が保たれていました。
QOLは若干低下しました。

＊�ADLは年ごとに確実に低下し、特に抗精神病薬服用者では低下量が明らかに大きい結
果でした。生活能力を維持する取組みとともに、抗精神病薬を減らす取組みが必要で
す。

＊�BPSDが軽度でも11%で抗精神病薬が投与されていました。BPSDが落ち着いたら抗精
神病薬の減量・中止が望まれます。上述のように抗精神病薬服用はADLの低下をもた
らすからです。適切な医療・介護連携が必須です。

＊�平均88歳の超高齢にもかかわらず、服用薬剤数は平均6剤でした。多剤服用は転倒や
認知機能低下のリスクとなるので、医療機関と連携して薬剤数を減らす努力が必要だと
考えます。

まとめ

「はじめに」で書いたように、これまで、我
が国の介護施設では大規模な継続調査が行われ
てきませんでした。その背景には、研究期間の
短さがあります。今回の実施事業である厚生労
働省老人保健健康増進等事業は基本が単年度
で、年度ごとに申請します。そこで、テーマを
少しずつ変えながら、今回の3年間の継続調査
が実施できましたが、残念ながら3年間で終了
です。
私たちは、平均86歳の集団339人の2年後

の状態を今回の研究事業で明らかにすることが
できました。特に、生活機能の指標であるバー
セルインデックスでADLの年間低下量を明確
に示せた意義は大きいです。ADL低下量平均
7点/年を減量することが、認知症グループ
ホームの新たな目標となります。
入居者は超高齢ゆえに、年々の生活機能低下

はある程度やむを得ませんが、日常生活の中で
日課・役割を持って生活できる支援が重要です。

継続調査の重要性

また、そのような支援をして生活機能を維持し
ているところには、しかるべき加算が得られる
ことが望まれます。
私たちは認知症グループホームでの継続調査
にとどまりましたが、介護施設には介護老人福
祉施設（特養）など多様な施設形態があります。
今後は、さまざまな施設でADL年間低下量が
どの程度なのかを比較検討することも必要と考
えます。
我が国の介護施設が、いわゆる収容施設では
なく、入居者の残存機能を活用してその機能の
維持・向上を図る施設であってほしいと願うか
らです。
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地域貢献・交流評価尺度の開発研究3

認知症グループホームの地域貢献や地域交流を数値化して、評価できる尺度を
2018年度の事業で新規作成しました。
この指標により、社会から求められている「地域に開かれたグループホーム運
営」の度合いを評価できるようになりました。そして、182事業所の回答結果か
ら、新規開発した評価尺度の信頼性（誰が評価を記入してもばらつきが少ない・再
度評価してもばらつきが少ないなど）と妥当性（確かに地域貢献・交流を反映して
いる尺度だ）を検証しました。この成果は認知症ケア研究誌に掲載されました＊。

（脚注）�＊�長井万恵ほか：認知症グループホームにおける地域貢献評価尺度・地域交流評価尺度の信頼性
と妥当性．認知症ケア研究誌�3:73-83,2019

2019年度の継続調査では98事業所の地域貢献
尺度の回答を得ました。地域貢献尺度の合計点
（10点満点）は、5.1±2.2点でした。多く取り組
まれている項目は、図11に示すように、「災害時の
地域拠点」68.4 ％、「地域住民の相談拠点」
66.3％、「地域ケア会議参加」58.2％、「行方不明
者発見への協力」57.1%、「地域住民の集まりの場

の提供」56.1%で、これらの項目は過半数を超え
ました。

図11 地域貢献尺度
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（％）

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

11.虐待や在宅生活困難事例などの緊急受入れ拠点
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4.若年性認知症の人への積極的支援（就労やボランティアをしてもらうなど）

3.共用型デイサービスの提供

2.認知症行方不明者発見への協力（SOSネット参加など）

1.地域への出前講座（サロンでの認知症サポーター養成講座の開催など）
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継続調査の対象となっ
た入居者339人の地域
交流尺度の評価結果は、
自己評価合計点（10点
満点）は2.5±2.2点で、
０点が73人21.5％でし
た。149人44.0％は月

に一度も外出していません。月に1～4回の外出が
163人48.1%でした。

図12 地域交流尺度  事業所外での交流（入居者が出向く）

（％）

無回答週3回以上週1～ 2回程度月に数回月に1回月に0回
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4.地域に用事で出かける（趣味活動や墓参りなど）

3.入居前の地域との繋がりを維持している（地域住民との交流などに出かけている）

2.地域に買い物などに行く（スーパーや美容室など）

1.地域での役目を持っている（公園掃除や子ども見守りなど）
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図13 地域交流尺度  事業所内での交流（外から訪ねてくる）
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地域に出向いての交流を図12に示します。「地域
での役目を持っている」が月に0回（つまり行って
いない）が92％を占めるなど、地域に出向いての
交流は実施率が低い状況でした。
事業所内での地域交流（地域から人がくる）を図
13に示します。最もよく行われているのは「ボラ
ンティアがきて交流」の項目で、61.4%の入居者
が月に1回以上ボランティアと交流していました。



17

地域貢献・交流評価尺度のまとめ
認知症グループホームが事業所として実施している地域貢献は比較的良好ですが、入居

者の地域交流は少ない、特に入居者が地域に出向く交流が少ないという調査結果でした。
地域密着型サービスに位置づけられる認知症グループホームが、今後とも地域の中で生

き残るには、「地域に開かれた事業所」になり、「地域の認知症ケアの拠点」であったり、
「地域の人の相談拠点」であったりと、「地域に役立つ」事業所になることが望まれます。
今回開発した評価指標を用いて、各事業所が地域貢献・交流を自己評価して、点数が高ま
る方策を実施してほしいと思います。
新型コロナウイルス感染症が地域貢献・交流の大きな阻害要因ですが、リモートでの面

会・会議・研修を取り入れるなどの工夫で、なるべく多くの地域貢献・交流を実施してい
くことが望まれます。
今回開発した指標は、認知症グループホームだけでなく他の介護施設でも活用できるも

のです。地域の中で愛され・愛用される、そして地域の中で「私が認知症になったらここ
でお世話になりたい」と思ってもらえる事業所・施設を目指しましょう。

まとめ

地域貢献尺度（事業所評価）・地域交流尺度（入居者評価）の詳細は、日本認知症グループ
ホーム協会のウェブページ（https://www.ghkyo.or.jp/archives/13905）をご覧ください。

認知症サポーター養成講座（スタッフの地域貢献）

「RUN伴」入居者とスタッフが地域の人と一緒に走った
（地域貢献・交流）

公共施設を借りた相談カフェ。すでに5年を迎えた
（スタッフの地域貢献）

まちの中の畑づくり（入居者の地域貢献）
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おわりに＆謝辞

この冊子のタイトルが決まるまでの経緯を示します。
『いまこそ世に問う！認知症グループホームの真価』が、この冊子に私が付けたタイト
ルです。本冊子を書いた私の心意気が現れています。認知症グルーホームのケアってよさ
そうだけどホント？　という質問に、「ホントだよ」と答える成果を本冊子にまとめまし
た。3年間の研究成果です。が、ボツ。
『どんだけ～！認知症グループホームケアの真価』。私がこの冊子に付けたもう一つの
タイトル案です。グループホームケアの有効性を数値で示すという心意気が現れていま
す。が、ボツ。
その結果、『認知症グループホームケアのエビデンス～BPSDの低減とQOLの向上～』
がタイトルとなりました。このタイトルどおり、エビデンスを示す3年間の研究でした。
本冊子の「はじめに」で、エビデンスを示すには「集団」、「数値化」、「統計学」の3つの
キーワードが必要だと示しました。そして、この研究事業では、2017年度に全国165の
事業所の入居者597人の「集団」で、BPSDやQOLなどの状態を評価指標を使って「数
値化」し、BPSD低減効果・QOL向上効果を「統計学」を用いて示しました。
さらには、介護施設向けの「地域貢献・交流尺度」も開発しました。
抗精神病薬の内服が生活機能の低下要因になることも示しました。

このような成果を冊子としてまとめ、世に問うことができ、研究委員会の3年間の努
力、そしてご協力いただいた全国の認知症グループホームの入居者およびスタッフの方々
のご好意が報われました。本事業を担当した者としてとてもうれしく思います。
最後に、諸事迅速に対応していただいた協会事務局に感謝します。

2020年12月

山口晴保
厚生労働省老人保健健康増進等事業�検討委員会委員を代表して
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認知症グループホームにおけるグループホームケアの効果・評価に関する調査研究事業
検討委員会　委員名簿

氏　　　名 所　　　属
委員長 山口　晴保 社会福祉法人浴風会　認知症介護研究・研修東京センター　センター長

副委員長 佐々木　薫 社会福祉法人仙台市社会事業協会　副会長兼常務理事
公益社団法人日本認知症グループホーム協会　副会長

副委員長 繁澤　正彦 有限会社耕グループ　代表取締役
公益社団法人日本認知症グループホーム協会　常務理事

安藤　高夫 医療法人社団永生会　理事長

井上　謙一 認定NPO法人じゃんけんぽん　理事長
群馬県地域密着型サービス連絡協議会　名誉会長

関本　紀美子　 公益社団法人認知症の人と家族の会東京都支部
林　邦彦 群馬大学大学院保健学研究科　教授
林田　貴久 社会福祉法人恵仁会　法人統括本部長・施設長
松本　均 横浜市健康福祉局高齢健康福祉部長

宮崎　直人 有限会社グッドライフ　代表
全国グループホーム団体連合会　代表

村川　浩一 東京福祉大学大学院　教授
公益財団法人日本認知症グループホーム協会　常務理事

（委員長、副委員長、以下　五十音順）

平成30年度厚生労働省老人保健健康増進等事業
認知症グループホームにおけるケアの効果・評価に関する調査研究事業
検討委員会　委員名簿

氏　　　名 所　　　属
委員長 山口　晴保 社会福祉法人浴風会　認知症介護研究・研修東京センター　センター長

副委員長 佐々木　薫 社会福祉法人仙台市社会事業協会　副会長兼常務理事
公益社団法人日本認知症グループホーム協会　副会長

副委員長 繁澤　正彦 有限会社耕グループ　代表取締役
公益社団法人日本認知症グループホーム協会　常務理事

安藤　高夫 医療法人社団永生会　理事長

井上　謙一 認定NPO法人じゃんけんぽん　理事長
群馬県地域密着型サービス連絡協議会　名誉会長

関本　紀美子　 公益社団法人認知症の人と家族の会東京都支部
林　邦彦 群馬大学大学院保健学研究科　教授
林田　貴久 社会福祉法人恵仁会　法人統括本部長・施設長
松本　均 横浜市健康福祉局高齢健康福祉部長

宮崎　直人 有限会社グッドライフ　代表
全国グループホーム団体連合会　副代表

村川　浩一 東京福祉大学大学院　教授
公益社団法人日本認知症グループホーム協会　常務理事

（委員長、副委員長、以下　五十音順）

令和元年度厚生労働省老人保健健康増進等事業
認知症グループホームにおける効果的な従事者の負担軽減の方策とグループホームケアの効果・評価に関する調査研究事業
検討委員会　委員名簿

氏　　　名 所　　　属
委員長 山口　晴保 社会福祉法人浴風会　認知症介護研究・研修東京センター　センター長

副委員長 佐々木　薫 社会福祉法人仙台市社会事業協会　副会長兼常務理事
公益社団法人日本認知症グループホーム協会　副会長

副委員長 繁澤　正彦 有限会社耕グループ　代表取締役
公益社団法人日本認知症グループホーム協会　常務理事

安藤　高夫 医療法人社団永生会　理事長

井上　謙一 認定NPO法人じゃんけんぽん　理事長
群馬県地域密着型サービス連絡協議会　名誉会長

関本　紀美子　 公益社団法人認知症の人と家族の会東京都支部
常松　洋介 豊島区保健福祉部長

中村　考一 社会福祉法人浴風会　認知症介護研究・研修東京センター　
研修企画主幹

林　邦彦 群馬大学大学院保健学研究科　教授
林田　貴久 社会福祉法人恵仁会　法人統括本部長・施設長

宮崎　直人 有限会社グッドライフ　代表
全国グループホーム団体連合会　副代表

（委員長、副委員長、以下　五十音順）
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