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BPSDは認知症の人の
必死の訴え？
　BPSD（認知症の行動・心理症状）が

悪化した時，認知症が進行したと解釈さ

れることがあります。“脳の障害が進行

してBPSDが悪化している”と短絡的に

考えすぎると，BPSDの悪化は薬物治療

の対象であると考えられ，医師に向精神

薬の処方を依頼することになります。も

ちろん，脳の障害が進行して認知症症状

が悪化することはありますし，どんなに

配慮したケアを提供しても落ち着かなけ

れば，向精神薬や認知症治療薬の処方が

必要な場面はあります。

　ただ，丁寧にアセスメントして向精神

薬を用いる場合でも，向精神薬の使用は

興奮を抑えるだけではなく，そのほかの

心身の機能も低下させるため，葛藤を抱

く看護師は少なくないはずです。意識が

朦朧とし，足元がおぼつかなくなり，失

禁することが増えた認知症の人を見て，

「これでよいのか…」と葛藤しながら，

本人に合わせたケアやかかわり方ができ

ないと悩む原因にもなります。

　筆者は，これまで認知症の人とケアす

る人のやりとりを，病院・施設・在宅と

いったさまざまな場で20年ほど観察して

きました。その経験の中で最も大切なこ

とだと思ったのは，“人間関係のあり方

によって認知症症状は悪化し得る”こと，

そして“人間関係の中で悪化したBPSD

は，人間関係の改善で回避し得る”とい

うことです。薬剤に頼りすぎず，BPSD

に至る前の認知症の人と看護師の関係性

を振り返る必要があります。

明確なBPSDが生じる前には
サインがある！
　まず，人間関係のあり方によって認知

症症状が悪化する過程について考えてみ

ましょう。

　認知症症状を引き起こす原疾患はさま

ざまで，原疾患によって認知症症状が異

なりますし，現れる時期も異なります。

ここでは「記憶障害に基づき，コミュニ

ケーション障害が生じた認知症の人」と

いう広いくくりで，認知症について考え

たいと思います。

BPSDの発症を予防するケアを考える
～不同意メッセージ（BPSDの予兆）という考え方の提案
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　観察調査の際に，毎日同じ施設に通い，

特定の認知症の人の観察を行っていると，

その人の感情の変化が伝わってくるよう

になりました。認知症の人がイライラす

る原因は，実は職員の声かけや誘導であ

ることが多いと気づきました。

　最もBPSDへの移行が分かりやすいの

が，入浴への誘導です。“お風呂”という

言葉に嫌なイメージを持ち（負の感情記

憶），「お風呂ですよ」と言われると，「今

日はいいです。熱があるので」とか，「昨

日入ったから大丈夫」などと入浴しない

ための理由を語る人は少なくありません。

　多くの場合，それは真実と異なるため

事実誤認と解釈され，「認知症によって

自分で正しい判断ができないから，私た

ちが支援しなければならない」と考え，

繰り返し丁寧に説明します。「お風呂に

入ると気持ちいいですよ」「この間は入

らなかったから今日は入りましょう」と

いった具合に，言葉を変え，身振り手振

りをつけながら懸命にお勧めするのです

が，ケア専門職が必死になればなるほど，

認知症の人も必死に抵抗します。そして，

次第に言い方も互いに鋭くなり，認知症

の人が我慢の限界を迎えた時に，「うる

さい！　風呂になんか入らん！」と怒鳴

り散らすことがあります。ケア専門職の

しつこい声かけにいら立って怒り出した

のに，なぜかこの叫びは“暴言”と呼ば

れ，「最近怒りっぽいね，認知症が進ん

でいるよね」などと言われる場面を数多

く見てきました。

　さて，初めは互いに穏やかに話してい

たのに，なぜ認知症の人が怒鳴り散らす

ような事態に発展したのでしょう？　

“絶対風呂に入ってもらわなければなら

ない”というある種の強迫観念がケア専

門職の側にあるからこそ，いったん退く

というアプローチをすることができず，

入ってくれるまで粘り続ける体制をつく

り上げているからではないでしょうか。

　実はこうした場面で，認知症の人は突

然怒鳴り出すわけではありません。初め

は緩やかな会話からスタートするのです

が，徐々に互いに緊張感を募らせます。

その際に，認知症の人はさまざまなサイ

ンを出しています。

　サインは認知症の人によって異なるの

ですが，例えば，押し問答の途中で無言

になって奥歯を噛み締めることが怒りに

近づきつつあるサインである人がいます。

その人が無言になったことをいいことに，

さらに入浴を勧める言葉をかけ続けるこ

とによって，怒りに至ることが少なくあ

りません。「奥歯を無言で噛み締めた後

は怒りやすい」という特徴さえつかめれ

ば，引き時が分かるはずです。「できれ

ば今お風呂に入っていただきたいけれど，

ほかの人に先に入ってもらって，また落

ち着いてから声をかけてみよう」という

“ケアの方向性を変える”アプローチに

よって，激しいBPSDへの移行を回避す

ることができます。
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　認知症ケアで直面する大きな課題の一

つがBPSDです。不機嫌・怒り・暴言，

拒絶・拒否，妄想・幻視，絶え間なく上

げる大声などは，「認知症の人の力にな

りたい」と心から思っているケアのプロ

フェッショナルたちを戸惑わせ，怯えさ

せ，時にはうんざりさせ，最悪な状況と

なると認知症ケアに取り組む気持ちを挫

き，ケアへの情熱を奪います。

　BPSDに直面した時，このように感じ

たことはありませんか？

・なぜこの人は，こんなに頑なにお風呂
を嫌がるのだろう？　お風呂に入って
体を温めたら，きっと気持ちよくなる
のに…。どうしたらよいのだろう？
・何度トイレに誘導しても，すぐにトイ
レに行きたがる。誘導しても排尿はな
いのに…。こっちも疲れちゃう。誰か
代わってくれないかな。
・今日もあの人は「食べ物に毒を盛られ
た」と言ってご飯を食べないのだろ
う。人を疑うような目でじっと見つめ
て。あの人に会うのがつらいな。
・毎日大声で叫び続けて，疲れないのだ
ろうか？　「おーい，おーい」と声を
上げるから，応えたいと思うけれど，
あの人だけにかかりきりになれない。
　BPSDは，かかわる人にとって理解で

きないような言動・思考が多く，結果と

して，認知症の人とかかわる人との間に

大きな心の隔たりを生み出します。一体，

なぜ認知症の人は怒ったり拒否したりす

るのでしょうか？　その理由が少しでも

見えてきたなら，認知症の人のケアの手

がかりになるのではないでしょうか？

　本稿では，いくつかのBPSDを取り上

げ，認知症の人の体験世界を読み解きな

がら，BPSDへのアプローチを考えたい

と思います。

BPSDの大まかな
とらえ方と成り立ち
　BPSDは，行動面の症状と心理面の症

状とに分けられます（表１）。
行動症状：落ち着かずにせわしなく歩き
回ったり，絶え間なく頭をかきむしっ

認知症の人の体験世界を読み解く
ケアの引き出し
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たり，皮膚を掻き続けたりするなどの

焦燥感を示す動作，激しく相手を罵倒

したり，嫌味を言ったりするなどの攻

撃的な行動，拒絶・拒否，食行動の異

常，睡眠覚醒障害

心理症状：妄想，幻視・錯視，誤認，無
関心や怒りなどの感情面の障害

　BPSDを読み解くには，目の前にいる

認知症の人の言動から，どのタイプの症

状が出ているのかを見極めることが大切

です。１人の人が持つ症状は１つとは限

りませんが，まず現れている症状を整理

することが解決の糸口になります。

　次に，BPSDが生じる背景について見

ていきましょう。認知症の当事者は，病

により少しずつ変わっていく自分への不

安や恐怖といった「病感」を持っていま

す。変わっていく自分に不安を覚えなが

ら，一方で，どうにかその不安と折り合

いをつけようと努力し，頑張っているの

です。

　しかし，その頑張り方が，時に周囲と

の摩擦を生み，変わっていく自分に暮ら

す環境がそぐわない場合に不適応を起こ

し，悪い反応を起こしてしまうのです。

周囲にあれやこれやとお節介を焼かれた

り，指示を受けたり，間違いを正された

り，時には失笑されたりすることが，強

い刺激となって認知症の人の心身を突き

刺します。

　人とのかかわりだけではなく，広すぎ

てとらえどころのない空間に取り残され

たり，BGMに囲まれ，眩しい光や人混

みなどの情報過多の場に身を置いたり，

読みにくい文字表記などに囲まれたりす

る物理的環境の刺激も認知症の人にとっ

てはつらく，それに抗う反応としてBPSD

が現れます（図１）。BPSDをとらえる
には，症状を整理しながら，本人を取り

巻く人のかかわりのあり方，環境のあり

方を見直す必要があります。

　もう一つ，認知症の人は，脳の働きに

トラブルが生じている状態にあり，認知

●落ち着かない言動，歩き回る
●攻撃性（暴力，暴言）
●叫ぶ，声を出す
●拒絶・拒否
●活動障害（徘徊，常同行動，無目的
な行動，不適切な行動）

●食行動の異常（異食，過食，拒食）
●睡眠覚醒障害（不眠，レム睡眠行動
異常）

●妄想（物盗られ妄想，被害妄想，嫉
妬妄想など）

●幻覚（幻視，幻聴など）
●誤認（ここは自分の家ではない，配
偶者が偽者であるなど）

●感情面の障害（抑うつ，無関心，興
奮，不安，悲観）

行動面の
症状

心理面の
症状

表１　BPSDの症状分類
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図１　認知症の人に対する過度な刺激
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特集3　アクティビティケアの実践と教育

認知症高齢者に対する
アクティビティ・ケアの視点
　アクティビティ・ケアを一言で伝える

ことは非常に難しいのですが，簡単に説

明すると次のようになります。

　ここで伝えるアクティビティ・ケアは，

多くの高齢者施設で使われるレクリエー

ションという言葉の考え方と少し認識が

違います。レクリエーション（recreation）

とは，「主として自由時間に行われる自

発的，創造的な人間活動をいう。レジャー

と異なり，個人の健康を害したり，反社

会的とみなされたりする活動は含まれな

い。スポーツ，音楽，手芸，工芸，文芸，

自然探求，演劇，舞踊，社交的行事など

さまざまな活動がある（ブリタニカ国際

大百科事典）」とされ大きな幅を持って

います。

　一方，アクティビティ・ケアとは，レ

クリエーションのように自発的，創造的

な人間活動をしていただくために，高齢

者にこれからの時間，何が待っているの

か？　と期待し胸を躍らせる「わくわく

感」や「ドキドキ感」，さらには「満足感」

を感じてもらえるような，芸術・文化・

歴史・遊び・仕事などの活動を提供する

ことです。また，活動にとどまらず，日

常いつも行っていた生活習慣などを，施

設や病院などの違う場所でも安心してで

きるよう介護者が工夫して認知症高齢者

に提供することも「アクティビティ・ケ

ア」や「アクティビティの視点」として

います。

認知症高齢者の「その人らしさ」
とアクティビティ・ケア
　「その人らしさ」は，生活すべてにあ

ります。

　認知症高齢者は，認知機能障害によっ

てさまざまな情報が間違って認識された

り，理解できなかったりと，今まで何の

迷いや不安もなく行えていた行動ができ

にくくなっています。一方，昔ながらの

習慣や癖，日常生活での決まった作業に

は比較的柔軟に対応できることが多く，

認知症高齢者に対する「その人らしさ」

は，職歴や趣味だけに限らず，日常生活

での手続きの決まった作業，普段何とな

くやってしまう決まった行動も「その人

らしさ」と考えます。

　朝，目が覚め，顔を洗う人がいます。

認知症高齢者の
アクティビティ・ケアの実践

高橋克佳
デイサービスセンターお多福
統括管理者

看護学校卒業後，病院勤務を経て現職。水戸市にあるNPO法

人認知症ケア研究所併設のデイサービスセンターお多福は，愛

と知恵を生かして一人ひとりの個性に合ったケアを提供してい

る。看護師，認知症ケア専門士。
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真冬であっても，お湯よりも冷たい水が

目を覚ましてくれる，と思い何十年間も

過ごしてきた人に，介護者側が「寒い冬

の朝に冷たい水は寒いだろう」と考えて

お湯を持っていくと，「なんだかさっぱ

りしないなぁ」と感じられるかもしれま

せん。朝食の時間，いつもの湯飲みに

いっぱい注がれた渋めの緑茶が「目覚め

の一杯！」と思っている人には，朝の

モーニングコーヒーは，「目覚めの一杯」

とはなりにくいと思います。認知症では

ない人は，これらのことを集団生活の

ルールとして理解し，適応できます。旅

行の宿泊施設での滞在時も，通常との違

いを楽しむことができるでしょう。

　しかし，認知症高齢者は，記憶の障害

や見当識障害によって，集団生活のルー

ルや，今どこで，何をしてよいかが理解

しにくくなっている場合があります。ま

た，社会的認知機能障害で他人とのコ

ミュニケーションが上手にとれないなど，

集団生活に適応しにくい障害が出てきま

す。これらは，認知症の人，本人にとっ

てとても不安な状況となります。認知機

能障害がなくなったり消えたりすること

はないので，不安を抱えながら生活して

いるということになります。この不安は，

大きい小さいと個人差はありますが，自

分らしい姿が発揮できない時や，楽しみ

や集中できる時間がない時などに現れや

すいのです。

　そのため，「ドキドキ感」「わくわく感」

で楽しみがあるという気持ちと，「手続

きの決まった活動」で安心して自分らし

く過ごすことが認知症高齢者のアクティ

ビティ・ケアの一つとなります。

認知症高齢者に対する
日常生活での
アクティビティ・ケア
◆食事の時のアクティビティ・ケア
●食べ方の癖を知る
　「食べる」ことについて考える時もアク

ティビティの視点で考えます。「食べる」

ではなく「おいしい食事を食べる」です。

　皆さん，生姜焼き・キャベツ・お味噌

汁・ご飯・小鉢がある生姜焼き定食をイ

メージしてください。お肉にタレがかか

り，野菜も彩りよくおいしそうです。し

かし，「食べてしまえば同じ！」と言っ

てすべてがバラバラの器にこんもり盛ら

れ提供されても，おいしそうには見えな

いと思います。「食べる」の始まりは，

おいしそうに見える，といったアクティ

ビティの視点から始まります。

　高齢者は，視覚の障害もあるかもしれ

ないため，より「○○そうに見える」は，

その活動を始めるきっかけにもなります。

例えば，皆さんは，この生姜焼き定食の

何から食べ始めますか？　私の場合，白

いご飯から食べ出します。もちろん「お

味噌汁から」という人も，「お肉から！」

という人もいると思います。

　私が，ある認知症高齢者の食事介助の

際に，ご飯から食べてもらおうとしまし

たが，その人は最初にお味噌汁を食べた
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連載  第２回

訪問アロマフットケアやアロマフットケアにおけるセラピスト
ナースの育成，支援を行っている。

アロマフットケア研究会　代表
湘南医療大学　保健医療学部　看護学科　在宅看護学

助教／看護師／保健師
ITEC認定アロマセラピスト

SAF認定アロマフットケアセラピスト

塚原ゆかり

　高齢者に対する「アロマセラピーを活

かしたフットケア」として，足浴，塗布

の実践方法を説明していく。

足浴（表１，２）

①バケツの中に大きめのビニール袋（ご

み袋くらいの大きさ）を広げて，41℃

くらいのお湯を入れる（写真１）。

②精油２～３滴（約0.1 ～0.15mL）と，

無水エタノール（５mL）もしくは天

然塩（５ｇ）などの乳化剤いずれかを

混ぜ合わせて，お湯に入れてよくかき

混ぜる（写真２，３）。

※精油のみをお湯に入れると，よくか

き混ぜたとしても時間がたつとお湯

と精油が分離して，表面に浮いた精

油で接触性皮膚炎が生じることもあ

る｡ それを避けるために乳化剤を使

用する。

③ビニール袋の口を結び，15～20分く

らい足浴をする（ビニール袋を用いる

ことでお湯が冷めにくい）（写真４）。

塗布

　精油と植物油を混ぜ合わせたアロマオ

イルやアロマクリームを作成し，保湿ケ

アなどを目的に塗布を行う。また，フッ

トマッサージの際にも，精油と植物油を

混ぜ合わせたアロマオイルやアロマク

リームを用いることができる。精油を植

物油で薄める時の濃度は，高齢者の場合

１％以下が望ましい。そこで，今回紹介

するアロマオイルの濃度はすべて１％以

下となっている。

足浴，塗布の実践方法

ラベンダー１滴，ティートリー
１滴と乳化剤５mL（５g）くら
いを混ぜ合わせ，お湯に入れて
よくかき混ぜてから足浴を行う

ラベンダーの細胞活性作用，
ティートリーの抗菌作用や免疫
力アップによって，感染予防が
可能

特になし

使用精油
および方法

作用

注意点

表１　アロマセラピーレシピ：①白癬の予防

オレンジ・スイート，あるいはレモン２
滴とサイプレス１滴と乳化剤５mL（５
g）くらいを混ぜ合わせ，お湯に入れて
よくかき混ぜてから足浴を行う

オレンジ・スイートやレモンは血行促進
作用のあるリモネンを多く含み，サイプ
レスはうっ滞除去作用が期待できる

オレンジ・スイートやレモンは使用後，
直射日光は避ける

使用精油
および方法

作用

注意点

表２　アロマセラピーレシピ②：下肢の浮腫の緩和
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アロマオイル，アロマクリームの作り方

◆アロマオイル作り
用意するもの（写真５）
　使用する精油，植物油，遮光ビン

（10mL）１本，植物油を測って入れる

際は目盛りが付いたビーカーなど

作り方
①10mLの遮光ビンに，植物油10mL，

精油２滴を入れる（写真６）。

②遮光ビンのキャップを閉めて，遮光ビ

ンを軽く振ったら塗布用のオイルの出

来上がり。

◆アロマクリーム作り
用意するもの（写真７）
　使用する精油，シアバター（シアナッ

ツバター），クリーム容器（10g）１個，

精油とシアバターを混ぜる綿棒など

作り方
①クリーム容器にシアバター10g，精油

写真１　バケツにビニール袋を広げる 写真２　精油と乳化剤を混ぜ合わせる

写真３　精油と乳化剤をお湯に入れる 写真４　ビニール袋の口を結ぶ
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