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兵庫県

フォーダス

4DAS

認知症機能訓練システムとは
認 知 症の人のケアやリハビリテーション（ アク

認知症機能訓練システム（兵庫県４ＤＡＳ）は、

事業 所等においてケア体制の中にアセスメント

また兵庫県４ＤＡＳは、アセスメントの結果が数値

ツール（ ものさし ）を導入することは 、チームメン

化されますので対象者の変化を可視化でき、職員のモ

バーの中で経験値や職種の違いがあっても、観察

チベーション、質の高いケアを提供しながらの業務の

やアセスメントの視点の共通理 解や、認知症の人

効率化にもよい影響をもたらすことが期待できます。

本人にとって無理のない適切なケアの提 供を可能

県内の多くの介護現場において、多職種連携に

にします。それは、本人の自信回復や活気ある生活

よる認知症の人の状態に応じた効果的なケアや支

ティビティ）
では、対象者の状態を正しく評価（アセス

介護保険事業所等でリハビリの専門職が不在や少

を促し 、認 知 症の進行を抑制するだけではなく 、

援の充実のため、兵庫県４DA Sを役立てていただ

メント）した上で、その人の状 態に応じた一貫性の

ない 事 業 所であっても 、対 象者の状 態を ① 認知

ＢＰＳＤの出現予防や症状の軽減等にもつながります。

けると幸いです。

あるケアやプログラムを提供することが大切です。

機能 ② 生活機能 ③身体 機能 ④認知症の行動・

認知症の人の困難となっている能力や、持てる能力

心 理 症状（ B P S D ）の4つの視 点から数値化した

に気づかずに不適切に関わることは本人の混乱を招

アセスメントを行い、対象者の状態を８つのタイプ

き、自信や自尊 心を失せ、結果的に快 適な生活を

に分 類し 、客 観 的な対 象理 解に基づいた根 拠の

奪ってしまうかもしれませんし、ケアの場面では困難

あるケアが提供できるよう考えられたアセスメント

性が増す場合もあるでしょう。

ツールです。

認知症機能訓練システム「４DAS」は、認知症の方を多職種で共通理解し、
3ステップで効果的なケア・支援を行えるための評価ツールです
認知症ケアにおいて、スタッフ間のコミュニケーションツールとして利用します

4DAS実践フロー

認知症機能訓練システム研修
（4DAS研修）体系図

４DAS基礎研修

4DAS 概念図

評価
身体機能
起立の可否
※1

認知機能
DASC-21
※2

生活機能
DASC-21
※3

身体
機能
重度

※1・※2・※3 次のページ（P3）の
4DASフローチャートを参照

分類
４DAS実践研修

E

タイプ決定・ケア方針
介護従事者の共通認識

F

自事業所での実践（1〜2ヶ月）

4DAS指導者研修
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C

タイプ

ケアプランへの落とし込み
関わりのポイントを4DASにより決定

それぞれの職種で
目標を持ってケアの実践

タイプ

A

ケアプラン

実践

タイプ

H

タイプ

4DASリーダー研修

G

タイプ

B

タイプ

タイプ

重度

認知
機能

D

タイプ

重度

IADL
ADL

認知症の行動・心理症状
BPSD
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認知機能維持向上プログラムの活用

タイプごとのイメージを把握しよう（A〜H）

4DASフローチャートを利用して、対象者を８つのタイプに分類します
4DASは、認知症の方を多職種で共通理
解し、効果的なケア・支援を行うための
評価及びコミュニケーションツールです
事

例

対象者のポイントを把握し、
達成しやすい作業を見つけて提案します
※1

Aタイプのイメージ

●身体機能と認知機能が比較的よく維持されている
●日常生活における生活動作はほとんど自立している

●退屈しないような工夫、受け身ではなく主体性をもって取り組
んでもらう
●プログラムの企画段階からの参加、準備、挨拶、後片づけ等、
役割や社会性の発揮を促す
●IADL/ADLや認知機能の維持ができるように、身体機能・認知
機能をできる範囲で最大限発揮できるように工夫する

Cタイプのイメージ

●IADL/ADLは比較的保たれているが、認知機能
低下が比較的すすんでいるタイプ
●手続き記憶を中心として身の回りの処理を行っている
●慣れた環境であれば 、IADL/ADLは自然にできる
●新しい環境では混乱することがある

1人で立ち上がりができる
認知機能※2

DASC-21の認知機能項目24点の場合

IADL/ADL※3

4DASフローチャート ： 所要時間（目安）
：5分/1人

タイプ

C

タイプ

●馴染みの動作や作業など、手続き記憶をうまく活用できるよう
工夫する
●環境の変化で急激に混乱しできていたIADL/ADLができなくな
るか可能性があるので 環境の変化への対応に配慮する

Eタイプのイメージ

Dタイプへ

E

●身体機能が低下しており、車いすや介助歩行など
タイプ
で移動している
●認知機能が比較的保たれており、自分でできることも多い
関わりのポイント

身体
機能

Dタイプのイメージ

●デイサービスに多いタイプ
●BタイプやCタイプが進んできた状態
●生活機能と認知機能の両方が低下してきている
●IADL/ADLの支援を通して混乱を避ける

重度

E

G

タイプ

タイプ

F

タイプ

A

C

タイプ

タイプ

B

重度

D

タイプ

認知
機能

●レクリエーションの内容を単純化するや、スピードやの調整で難
易度を下げる
●言語的な説明よりも視覚的・直観的な工夫をする
●集中できるように机の上や、周りのものを片付けてから行う
●身体機能の維持・向上につながる取り組みを行う

タイプ

重度

IADL
ADL

タイプ

関わりのポイント

H

タイプ

D

認知症の行動・心理症状
BPSD
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Dタイプの関わりのポイントを把握し、
達成しやすい作業を見つけて提案します

●本人の意思をよく確認する
●座位でできる役割や社会的な活動を探す
●本人に動機づけをして立位の機会を増やすなど身体機能向上
の可能性をさぐる
●本人が少しでも自分で身体 機能を発揮できるように道具を
工夫するなどの環境調整をすすめる

Gタイプのイメージ

B

Bタイプのイメージ

●認知機能・身体機能は比較的よく保たれているが、
タイプ
IADL/ADL が低下している
●質問には比較的正しく返答できるが 、行動面が伴わない
●全般に意欲が低く、アパシーやうつ状態のようなタイプ
●できそうなのにしない生活動作が多い
関わりのポイント

●誘導によりできる動きを少しずつ引き出す
●無理なく自然に導入できるよう誘導する
●ゆっくりリラックスすることから開始する
●内容をよく理解できるので、ゆっくり丁寧に声かけする

Dタイプのイメージ

●デイサービスに多いタイプ
●BタイプやCタイプが進んできた状態
●生活機能と認知機能の両方が低下してきている
●IADL/ADLの支援を通して混乱を避ける

D

タイプ

関わりのポイント

関わりのポイント

DASC-21の生活機能項目38点の場合

D

タイプ

関わりのポイント

30分座ることができる

身体機能※1

A

G

●認知機能の低下があるが、昔から行っている生活
タイプ
動作であればADLが保たれている部分がある
●急な環境の変化には対応が難しい場合があり、混乱を生じる
●ひとりで立ちあがり、移動することは難しい
●IADLはほぼ困難
関わりのポイント

●寝たきり防止するように座る時間を伸ばすや立ち上がりの機会
を持つなどを通じて、体幹や下肢の力をできるだけ使う
●手続き記憶を引き出せるような道具や習慣を活用する
●できるだけ慣れたこと・なじみのある物を用いる

●レクリエーションの内容を単純化するや、スピードやの調整で
難易度を下げる
●言語的な説明よりも視覚的・直観的な工夫をする
●集中できるように机の上や、周りのものを片付けてから行う
●身体機能の維持・向上につながる取り組みを行う

Fタイプのイメージ

F

●認知機能・身体機能は比較的よく保たれている
タイプ
が、IADL/ADLの低下がある
●質問には比較的正しく返答できるが、行動面が伴わない活動性
が低いタイプ
●全般に意欲が低く、アパシーやうつ状態のようなタイプ

関わりのポイント
●本人の思いをよく聞き、
無理強いしない
●安心感のある環境を整え、
無理なく自然に導入できるよう誘導する
●本人が得意なこと、
必ず成功するようなことを提供し自信を持ってもらう

Hタイプのイメージ

H

●認知機能・身体機能が全体に低下している
タイプ
●寝たきりに近い
●ADL/IADLが低下し、ほとんどの生活動作で介護が必要
関わりのポイント

●自発的な動きを入れた単純な反復の動作を行う
●本人の自発的な動きが難しい場合は、
受動的な活動を多く用いる
●ゆっくり、大きく、はっきりと相手に伝わる工夫を行う
●感覚刺激を十分に用いて、心地よい刺激が何かを検討する
●集団の活動を行う場合は少人数で行い、時間は短めが望ましい
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認知機能維持向上プログラムの一例 ： 音楽の場合
A

タイプ

集団でのリーダーとしての役割を担ってもらう
（前に出てダンスや踊りの見本、歌詞幕を前で
持ってもらう、指揮者など）。事前に選曲したり、
楽器演奏ができる人には伴奏をお願いしてみ
る。音楽に合わせて体を動かす機会とする。

B

ゆったりとした気持ちになるような曲を提供し
てみる。童謡や唱歌など口ずさめるものがあれ
ば、周囲の人と一緒に声を出す機会をつくる。

タイプ

C

タイプ

うさぎお〜いし
かのや〜ま〜♪

楽しかった年代に流行っていた曲を提供する。
毎回同じ曲から始めることで、安心感を得られ
るようにする。集団内でとどまることが難しい
場合には、無理に引き留めないで、再度参加し
たくなるような工夫を検討する。

E

タイプ

D

タイプ

何の歌かしら

いつもの歌から
始めましょう！

バイオリンは
あの人に
お願いしよう

馴染みのある曲を提供することで、安心して参
加できるようにする。今後、身体機能が低下す
ることが予測されるので曲に合わせて声を出し
たり、体操と組み合わせたりしながら、活動量
を確保することが大切。

サビのところは
両手を上へ！

ハイ！

ハイ！

みんなが知ってる
あの歌が
いいかな

集団のリーダーをお願いする（初めや終わり
の挨拶、選曲など）。ご本人の身体機能に合わ
せて、マラカスやタンバリン、鈴などを選択し、
一定のリズムを取るというよりは、変化のある
複雑なリズムを提案するなど、より楽しめるよ
うに工夫する。

F

タイプ

歌詞を見ながら！
よくリズム良く！

スタッフ間の
コミュニケーション
なるほど、Dタイプか！
じゃあ、次は伝え方を
工夫してみよう！
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受け身的な参加でも良いことをを保障する。
ゆったりとリラックスした気持ちになれるよう
な曲を提供してみる。可能であれば、好きな曲
を選択してもらったり、曲に合わせてゆっくり
と大きく体を動かしてもらう。できている部分
を言葉でしっかりと伝え、ご本人の意欲を向
上につなげる。

G

ご本人の身体機能に合わせて、マラカスやタン
バリン、鈴などを選択し、楽器でリズムを刻むこ
とで楽しさが増すように工夫する。

H

タイプ

タイプ

なつかしいな！

自分のペースで
鳴らしましょう！

ご本人の馴染みの深い曲は口ずさめることが
あるので、ご本人の好きな曲を探してみる。昔
流行った曲を聴くことで、ゆったりした雰囲気を
味わってもらう。表情のちょっとした変化や、体
の一部を動かしリズムを取っているなどの様子
をよく観察しながら、その人にとって快の刺激と
なるような活動を提供する。

いいですよ！
よくリズムに
合ってます！

◯◯さんを
アセスメントした結果
Dタイプでした

Dタイプだったら
身体機能の維持が
大切だね

ゆうや〜け
こやけ〜の
赤トンボ〜！

4DASの活用によって、評価結果を
共有しながら、より根拠を持って現場
と向き合う事ができます。
実際に体験した介護士の方々の声
をご覧いただき、ぜひ日々のケア実践
にお役立てください！

4DAS体験
レビューと

オンライン研修の

内容はこちら！

【 ホームページ 】

www.�das.or.jp
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